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仲間と本を著すことの喜び

岡野　憲一郎　

　もう昨年（2010年）のことであるが，
『関係精神分析入門』という著書を出版
した。著者名は私の名前が一番先に出て
はいるが，横井公一，富樫公一，吾妻壮
という，この分野では錚々たるメンバー
との共著である。実は書いているページ
数は私が一番少ないが，音頭を取ったの
は私だったので筆頭著者となったという
事情がある。
　この本は新しい精神分析の流れである
Relational Psychoanalysis （関係精神分
析）をわが国に普及させることを目的と
している。この関係精神分析はまだ日本
に十分に定着しているとはいえず，私た
ちグループはそれを広めようと日頃から

努力をしている。その私たちの論文を集
めたのがこの本なのだ。
　横井，富樫，吾妻各先生という執筆陣
は，福井敏先生と私が関係精神分析を日
本に導入しようと最初に計画した今から
数年前に選んだ，この世界で今後も大
いに活躍しそうな方々である。彼らと
年に一度，精神分析学会の教育研修セミ
ナーで，関係精神分析についてのシリー
ズを行っているうちに，それらの発表原
稿は瞬くうちにたまっていった。それら
を散逸させることなく，一書にまとめ
ることが出来ないかという発想を得たの
が，2011年の初めであったが，それか
らは早かった。私の声掛けに応じた彼ら
は，それまでにたまっていた発表原稿に
手を入れ，新たに必要となった章を書き
上げた。こうしてまたたく間に一冊の本
の分量になる原稿が集まったのである。
　この「学術通信」で出版にまつわる裏
話を少しだけ書くことを許されるのなら，
私は本を「作る」のが仕事であり，趣味
である。執着と言ってもいい。そして実
はこれだけ筆の速い優秀な執筆陣をまと

おかの・けんいちろう＝精神医学，精神分析
国際医療福祉大学教授。著訳書にストリーン
著『ある精神分析家の告白』，『新しい精神分
析理論』，『中立性と現実』，『解離性障害―多
重人格の理解と治療』，『脳科学と心の臨床』，
『治療的柔構造』，『新・外傷性精神障害』（以
上，岩崎学術出版社），『心のマルチネットワー
ク』（講談社），『自然流精神療法のすすめ』（星
和書店）など多数。このほど『関係精神分析
入門』を刊行。
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めて編集をするのは，自分が一人でコツ
コツ書いて単著を仕上げるよりはるかに
楽しい。何しろあっという間にできる。
（当たり前である。）　そしてこの本を企
画することがなければ，これらの論文を
連続性のもとに読むことはできなかった
のだな，と想像して感慨にふけるのもひ
そかな喜びである。そして望むべくは本
が売れることによる経済的な効果も期待
できる。
　しかしそうはいっても実は出版社の側
で宣伝，販売をしていただき，場合に
よっては返品を処理していただくという
労をとっていただいているから，私は楽
な仕事だけをやらせていただいている，
ということは自覚しているつもりである。
だから自分はいかに幸運な立場にあるか
をいつも言い聞かせてはいる。
　さて本書の出版の背景についてもう一
つ。
　本書『関係精神分析入門』は，米国で
一つの大きな流れを日本に導入しようと
する試みであることはすでに述べたが，
実はこの試みはすでに関西の分析家達に
はある意味では先取りされている。と
いうのも関係精神分析は従来の対人関係
学派に端を発しているが，その中心人物
であったハリー・スタック・サリバンや
エーリヒ・フロム，フリーダ・フロムラ
イヒマン，カレン・ホーナイ達につい
ては，すでに神戸の中井久夫先生や広島
の鑪幹八郎先生により紹介されているか

らである。そして対人関係学派の拠点で
あったニューヨークのホワイト研究所で
訓練を受けた鑪先生の後に続いて同研究
所に留学した先生方が中心となり，京都
には日本精神分析学会とは別個に，京都
精神分析・心理療法研究所（KIPP）と
いう機関が設立されている。そこは当
然対人関係学派の流れの先にある関係精
神分析にもなじみが深いことになる。他
方では東京と福岡を中心とした日本精神
分析学会は，そのようなアメリカの精神
分析の流れを吸収する気運はあまりなく，
むしろイギリスの対象関係論の影響が非
常に強い。私は後者の日本精神分析学会
に属しているが，そこに関係精神分析の
流れをもう少し取り入れたいというのが
私自身の立場なのである。できれば本書
が両組織の架け橋のような役割を果たせ
れば，とも考えている。というのも横井
先生，吾妻先生は皆 KIPPと深く関わ
りを持つものの，日本精神分析学会への
なじみはあまりないという事情があるの
だ。そこで本書は両組織に所属する分析
家のコラボ，という意味を持っているの
である。
　このように私の個人的な思いばかりを
優先させた観のある『関係精神分析入
門』であるが，同時に読者にとって何ら
かの刺激や示唆を与えるきっかけになれ
ばと考えている。また本書の出版をかな
えてくださった岩崎学術出版社の長谷川
純氏には，いつもながら感謝したい。
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　私は，自分では良く映画を見に行く方
だと思っている。時間を作るのが難しい
ときもあるが，なるべく一週間に一回は
映画館に行くように心がけている。もっ
とも，そのように映画を見るようになっ
たのは，小此木先生や鑪先生といった大
先輩たちから，映画の面白さを聞かされ
てからである。臨床家で映画に興味を
持っている人は少なくないと思う。実際，
国際精神分析誌では長年にわたって映画
についての論文が定期的に掲載されてい
るし，映画と精神分析をテーマとした本
も何冊か上梓されている。日本精神分析
学会でも「映画と精神分析」をテーマと
した教育研修セミナーが長期間継続して
行われてきている。
　映画には，登場人物の一人として，精

神分析家や精神療法家が出て来ることが
しばしばある。そういう映画は，臨床家
が世間でどのように受け取られている
かを知ることにもつながるので，私は
なるべく見るようにしている。フロイト
が登場人物となっている映画もある。古
いものでは，ジョン・ヒューストンが監
督をし，モンゴメリー・クリフトがフロ
イト役を演じた『フロイド　隠された
欲望（1962）』が有名であり，また，サ
ルトルが書いたものの映画化されなかっ
た脚本もある。史実をもとに脚色された
映画もある一方で，シャーロック・ホー
ムズが主人公の映画にフロイトが登場す
る，といった全くの絵空事のものまであ
る。フロイト自身は，芸術が精神分析を
活用することに警戒心を抱いていたので，
自分が映画に登場していることを知った
なら目を剥くのではないかと思うが，最
近数年間でも，フロイトが重要な役を演
じている映画が公開されている。一つは
パーシー・アドロン監督の『マーラー　
君に捧げるアダージョ（原題は，「カウ
チの上のマーラー」2010）』であり，今

たち・なおひこ＝精神分析，精神医学
天理大学大学院臨床人間学研究科教授，個人
開業。著訳書に『境界例』（共編著），ボラス
著『精神分析という経験』，『対象の影』，『臨
床家のための精神分析入門』（監訳）（以上，
岩崎学術出版社），エイブラム著『ウィニコッ
ト用語辞典』（監訳，誠信書房）など多数。こ
のほど『現代対象関係論の展開』を執筆・刊行。

セラピーの合間に映画を見る

館　　直彦　
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一つはデヴィッド・クローネンバーグ
監督の『危険なメソッド（2011）』であ
る。前者は 1910年に，休暇中のフロイ
トをマーラーが訪ねて，夫婦関係の問題
についての相談をしたというエピソード
を題材にしたものであり，フロイト役
は，カール・マルコヴィクスが演じてい
る。後者は，『秘密のシンメトリー』で
有名になったザビーナ・シュピールライ
ンを巡るユングとフロイトの関係をテー
マとしたものであり，フロイト役はヴィ
ゴ・モーテンセンが演じている。どちら
もほぼ同時代の有名なエピソードであり，
50代のフロイトが登場している。単に
外見でなく，どちらのフロイトが本当の
フロイトに似ているのだろうかと考える
と，前者のフロイトは，夜中までマー
ラーの相手をしたり，前額法を用いたり，
と多少事実とは異なるが，とても情熱的
で親しみのある人物として描かれている。
フロイトの共感的な（？）治療が，マー
ラーに内省を促し，彼の人間性を変えて
夫婦の絆が深まったラブストーリーとし
て見ることが出来る。一方，後者のフロ
イトは，精神分析運動を発展させたいと
いう政治的野心が行動規範となっている
人物で，禁欲的だが感情移入しにくい存
在である。ユングは，そういうフロイト
に振り回されている面もあり，様々な問
題を起こしつつ，苦悩する存在として描
かれている。これらの映画をどのように
見るかは，私たちの自由に任されている
が，いずれも私たちが知っていると思っ
ているフロイト像からはややかけ離れた
ものであるのだが，どうしてこのような

描かれ方をするのか，という観点から，
映画を見ていくことも面白いと思う。
　ところで，私たちは，どんな経験をし
ようと思って，映画館に赴くのだろう
か？　普通，映画を見ることは，「ああ，
面白かった」だけでは終わらないと思
う。映画を見てから，私たちは色々と考
えるのである。精神分析と映画は，ほぼ
同時に 19世紀末に生まれたこともあっ
て，共通性があると言われてきた。特に，
夢とは，同じく映像としてあらわれ，そ
の中で登場人物が何かを演じるという点
で，とてもよく似ていると言われており，
夢をテーマにした映画も少なくない。あ
るいは，そもそも映画は夢を模して作ら
れた，と言い得るかもしれない。受け取
り手の立場で考えるならば，面接室の中
で，語られることに耳を傾けつつ連想を
紡いでいく作業と，映画館の暗闇に身を
任せて，映し出されたものをもとに連想
を展開させていく作業は，確かに似てい
る。ときに映画が私たちに強いインパク
トを与えるのは，こうした類似点が示す
ように，私たちの無意識に働きかけて来
る部分があるからではないだろうか。
　最近は，ネットで事前に調べることが
可能なので，何の知識もなくいきなり映
画館に行くことは少なくなっている。そ
れなりの期待と予断を持って映画を見る
ことになるのだが，それでも，この映画
はどのように構成された映画なのだろう
か，どのような物語がどのように語られ
るのか，自分とマッチするのだろうか，
などといったことから連想が展開してい
くことになる。映画には様々な側面があ
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り，情緒や感性に訴えかける側面もある
が，それと同時に，映画を分析している
私たちもいる。どうして私はこの映画を
見ようと思ったのだろう，といったこと
にまで私たちの思考は及ぶだろう。そこ
から連想が展開していくことになるのだ
が，それは私たちが夢を連想する作業と
殆ど同じと言えるのではないかと思う。
　映画を見ることは特別の経験である。
それが現実であって，現実でないのは，
移行現象と同じである。セッションの
中で，見られた夢が報告されることが，

ちょっと視点を変えることにつながり，
自由連想にアクセントをつけることにな
ることは私たちが度々経験することであ
る。それと同じように，私たちはいつも
の日常とは異なった経験を求めて，映画
館の暗闇に彷徨いこむ。そこで見られた
映画が，私たちを変形し，私たちを別の
視点へと誘い，それがアクセントとなっ
て，私たちの連想はますます豊かになる。
　皆さんもセラピーの合間に映画を見に
行きませんか？

◇書評エッセンス◇

関係精神分析入門
岡野憲一郎・吾妻壮・

富樫公一・横井公一 著

　本書は，著者らが日本精

神分析学会において「関係

性理論」「関係精神分析」

という呼び名で開催してき

たセミナーの集大成である。

セミナーの内容が下敷きと

なっているので，関心のあ

る章から読むという読み方

も可能である。しかし，各

パートの演奏を楽しむだけ

で，シンフォニーを聞き逃

すことのないよう，通読を

お勧めしたい。全体の構成

がよく考えられているので，

通読することで関係精神分

析の潮流を立体的に捉える

ことができる。

　冒頭の三章で，関係精神

分析の成り立ちについて，

異なる角度から論じられて

いる。第一章では，岡野は

関係精神分析とは何かにつ

いて，その歴史的経緯も概

観しながら，欲動論に対す

るアンチテーゼ，古典的な

一者心理学とは異なる二者

心理学の発展形，社会構成

主義との重なりといった特

徴を挙げつつも，単に一つ

の理論的な立場に留まらな

いヒューマニズムの姿勢を

強調している。

　治療と技法についての第

四部も読み応えがある。第

十五章ではミッチェルの

治療論が論じられている

が，そこで紹介されている

ミッチェルのケースは印象

的である。「伝統的自我心

理学では一口に〈抵抗〉と

片付けられてしまっていた

かもしれない現象につい

て，さまざまな可能性を考

え」ていく。それを下支え

するのは，「結論が出ない

曖昧さの緊張状態」に耐え

ることである。これは筆者

が影響を受けた河合隼雄や

山中康裕の治療姿勢に通じ

る。（評者・岸本寛史＝京

都大学医学部■こころの科

学 164 号（2012）より抜

粋）
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治療文化をめぐる私的断想

岡田　暁宜　

　2012年 6月に『精神分析と文化－臨
床的視座の展開―』（岡田暁宜，権成鉉
【編著】，岩崎学術出版社）が出版され
た。本書の出版の経緯については，序文
の中で触れているが，その背景には私の
個人的な文化的体験があるだろう。人生
の折り返し地点を過ぎて，若干センチメ
ンタルになっているためか，回想的に私
的な断想を綴りたい。
　セクシュアリティと治療文化

　私は中高一貫性の男子校で思春期を過
ごした。その後，大学医学部に進学した
が，当時の医学部は今とは違って男子学
生が多かったので，私にとって医学部文
化は男性文化であった。だが医者になる
と，外来や病棟を問わず，病院には大勢

の女性看護師（当時は看護婦と呼ばれて
いた）が働いていた。女性と一緒に仕事
をするようになって，病院は女性の職場
文化だと私は思った。研修医時代には，
病棟の消灯時間を過ぎると，先輩や同僚
の医者に誘われて飲み会に参加した。大
抵は女性看護師が参加していたが，会計
はいつも割り勘ではなく，医者が払って
いた。医者が支払うのはこの業界の職場
文化だと私は思った。
　私は以前に産科で有名な総合病院の心
療内科に勤めていた。その頃の外来患者
は女性が多かった。その後，私は精神科
の病院や診療所に勤めたが，そこでも外
来患者は女性が多いという印象があっ
た。近年では女性外来という特殊外来が
多くの総合病院に設置されている。今ま
で私が一緒に働いた臨床心理士は女性が
多かったし，診療所の受付スタッフはや
はり女性が多かった。私は十年以上前か
らキャンパスメンタルヘルスの仕事に携
わっているが，偶々女子学生の多い大学
に勤めていたので，女子学生の精神療法
を行うことが多かった。

おかだ・あきよし＝精神分析・精神医学
南山大学人文学部心理人間学科教授。著書に，
『自我心理学の新展開』（共著，至文堂），『心
理療法の実践―臨床心理学の実践―』（共著，
北樹出版），『分析家の前意識―諸学派 65人の
インタビューによる研究』（共訳，岩崎学術出
版社）など。このたび『精神分析と文化－臨
床的視座の展開―』（共編，岩崎学術出版社）
を刊行。
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　以上は私が体験したセクシュアリティ
をめぐる治療文化とその背景としての学
校文化のほんの断片である。
　医者と治療文化

　幼い頃，私の祖父と父親は自宅の離れ
で内科医院を開業していた。子どもの頃
の私は診察室を探検するのが楽しかった。
小学生の頃に独語で書かれたカルテを見
つけて，私は医者はなぜ独語でカルテを
書くのかと父親に尋ねた。すると父親は
「患者に内容がわからないようにするた
めだ」と答えてくれた。それから私は，
医者は独語でカルテを書くものだと思っ
ていた。だが私の医学生時代には，医学
教育は独語よりも英語が中心になり，研
修医時代には，医者は英語でカルテを書
いていた。その後，インフォームドコン
セント，カルテ開示，患者の知る権利，
などの概念が医療現場に浸透すると，医
者は日本語でカルテを書くようになった。
現在のような電子カルテの時代になると，
医者は患者や家族にわかるように，コン
ピュータの画面を見せながら，日本語で
診療録をタイプするようになった。時代
についていけない私は今でも手書きで治
療記録をつけている。
　私が研修医時代に最初に取り組んだの
は心身医学や心療内科であった。所属し
た医局が内科であったこともあり，当時
はオーベン－ミッテン－ウンテンの三
人体制注 1）で患者を担当していた。あの
頃は今のように整った臨床研修制度は
なかった。私は労働時間や賃金を考え
ず，ただ臨床経験を積むことだけを考え
ていた。ネーベン注 2）で院外にいても頻

繁にポケットベルを鳴らされたので，無
休医や無給医のごとく一日の多くの時間
を病院内で過ごしてた。オーベンは研究
ばかりで滅多に病棟に現れず，ミッテン
もティーテルアルバイト注 3）で忙しかっ
たので，ウンテンの私は‘聞かなけれ
ば教えてもらえず，聞いても教えてもら
えない’という状況の中に放り出され
た。患者の治療に責任を感じた私は他人
の芸をみてそれを貪欲に吸収するしかな
かった。このような状況は現在の臨床研
修制度では考えられないことかも知れな
い。今から思えば，あの頃の教育研修は
放任主義に基づいていたように思う。だ
が私はその‘指導なき指導’のお陰で
学ぶことへの積極性を養うことができた
ように思う。当時心身症治療に取り組ん
でいた私は治療に役立つものは何でも試
していた。
　研修医時代の終わりに，私は偶々あ
るオーベンの外来のシュライバー注 4）を
担当することになった。そのオーベン
は，腎臓病理を専門にする腎臓内科の権
威であり，医局で最も尊敬される存在で
あった。そのオーベンは，前述の私の仕
事ぶりを知って，診察時間の合間にある
メディカルジョークを話してくれた。そ
れ は，The physician knows everything 
a n d  d o e s  n o t h i n g . T h e  s u r ge on 
knows nothing and does everything. 
The psychiatrist knows nothing and 
does nothing. The pathologist knows 
everything, but always a little too late. と
いうものであった。今から思えば，そ
のオーベンは私への激励や自分自身に対
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する戒めとしてこのジョークを紹介して
くれたのかも知れない（※腎臓内科医は
腎組織の標本もみるし，動静脈シャント
の手術も行う）。今から思えば，このメ
ディカルジョークは懐かしい医者像と治
療文化を表しているように思う。
　当時の私はそのオーベンから「心療
内科医は？」と問われたように感じた。
Freud, S （1912）は精神分析医を外科医
に喩えているが，当時の私は前述の外科
医のように患者を診ようとしていたのか
も知れない。今から思えば，心療内科は
一つのムーブメントであり，そこには内
科や精神科とは異なる独自の治療文化が
あったように思う。その後，力動心身医
学を学ぶ過程で，私は心療内科を内科と
精神科の両方を網羅する診療科のように
考えていたことや身体と心の両方を診る
ことができる万能的治療者像に同一化し
ていたことに気がついた。さらに精神分
析を学ぶ過程で治療者としてのアイデン
ティの病に気がついて，精神科の中に身
を置くことになった。
　以上は，私が経験した治療文化と研修
文化をめぐるエピソードのほんの断片で
ある。                                             
　現在の治療文化？

　あれから二十年以上の時間が経過した。
この間に内科治療はカテーテルインター
ベンションなど観血的な方向へ，外科治
療は内視鏡手術など非侵襲的な方向へ，
精神科治療は新薬開発など生物的社会的
な方向へと大きく進歩したように思う。

そのような変化の中に私は治療文化の変
化を感じる。今の私には，研修医時代に
学んだ，あのメディカルジョークが「精
神療法医は？」「精神分析医は？」とい
う問いに感じられる。私なりに現代風
にアレンジすれば，The psychotherapist 
knows nothing, but always listens to 
the patient. The psychoanalyst knows 
nothing, but makes an effort always to 
understand the patient. The psychiatrist 
knows everything about the diagnostic 
criteria and the therapy guideline, but 
understands nothing about the patient's 
life. The psychopathologist knows 
everything about the mental disease, 
but understands nothing about the 
psychotherapy. といったところであろう。
だが必死で精神科に通っている患者に
とって，このようなメディカルジョーク
は「冗談じゃない！」であろう。

注 1）オーベンとは上級医で，ミッテンとは中
級医で，ウンテンとは研修医を指す，医者の業
界用語であり，それぞれ独語の oben，Mitten，
Untenが由来である。
注 2）ネーベンとは，兼業やアルバイトを指す医
者の業界用語であり，独語の Nebenarbeitが由
来である。
注 3）ティーテルアルバイトとは，学位論文の
仕事を指す医者の業界用語であり，独語の Titel 
Arbeitが由来である。
注 4）シュライバーとは，上級医の外来診察に陪
席し，代わりにカルテや処方箋を書く役割を指
す医者の業界用語であり，独語の Schreibernが
由来である。
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　ある出会いについて書こうと思う。
　昨年 （2012年） の日本精神分析学会は
仙台で開かれた。仙台に向かうに当たっ
て私には心中期するところがあった。学
会期間中に東日本大震災の被災地に赴き，
直截祈りを捧げたいと思ったのだ。
　この気持ちをうまく説明するのは難し
い。それは，同じ日本人としてだとか，
生き残った者の務めだとかいうような博
愛主義や義務感とは違っていた。私に
とってのその思いはもっと切実なもので
あった。
　数号前の「学術通信」にも寄稿した通
り，私の母方祖父は宮城県沿岸部に生ま
れた。その町があの津波で壊滅してし
まったと知ったとき，私はそれまでその

存在すら意識していなかった自分の中の
大切な何か――自己の一部でありながら，
普段は自己の外に存在しているような何
か――が永遠に失われてしまったことを
悟った。そして私は，その失われてし
まった何か，私という存在に外から形を
与えてくれていた何かを悼むために，ど
うしても直截自分の手を合わせたいとい
う逼迫した思いに捉われていたのだ。
　学会最終日，私はひとつのセッション
を抜け出してタクシーに乗った。土地勘
の全くない私は，運転手に海岸沿いの被
災地域に連れて行ってくれるように頼ん
だ。「手を合わせたいので」と私は告げ
た。
　実はこの際，私には大きな躊躇があっ
た。運転手もほぼ間違いなく被災者だ。
彼は，わざわざ悲惨な被災地を訪れ，震
災を再体験するようなことを望んでいな
いかもしれない。あるいは，観光客が物
見遊山で被災地に行くことを苦々しく
思っているかもしれない。そんなことを
憂いながら声を掛けた私に，彼は「あー，
ありがとうございます」と応じてくれた。

仙台に向け身を屈めて進むこと

池田　暁史　

いけだ・あきふみ＝精神医学，精神分析
文教大学人間科学部臨床心理学科准教授。著
訳書に『自我心理学の新展開』（分担執筆，
ぎょうせい），『患者理解のための心理学用語』
（分担執筆，SMS），『メンタライゼーション
と境界パーソナリティ障害』（分担訳），『メン
タライゼーション・ハンドブック』（訳）（以上，
岩崎学術出版社）など。このほど『精神力動
的精神療法―基本テキスト』を翻訳・刊行。
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　車は仙台市内の荒浜地区を目指した。
道行き，彼はいろいろなことを教えてく
れた。彼もまた沿岸部に暮らしていた。
彼の家は奇跡的に助かったものの，近隣
に住むほとんどの親戚は津波で自宅を
失ったとのことであった。家を失った高
齢の親戚たちを自宅に呼び寄せているう
ちに，部屋が足りなくなってしまった彼
は，しばらく車の中で寝泊まりしていた
という。「避難所の硬く冷たい床で体調
を崩した年寄りはいっぱいいるんです
よ」と彼は云った。
　結果的に堤防の役目を果たし，津波被
害の軽減に貢献したという高速道路の高
架下をくぐると，海まではもうすぐだっ
た。廃校になった小学校と，海岸線沿い
に疎らに残った風除けの松の樹と。それ
以外に背の高いものは何もなかった。道
の両脇には基礎工事のコンクリが地面か
ら顔を覗かせており，それだけがかつて
そこに人家があり，人々が暮らしていた
名残を留めていた。「いい所だったんで
すよ。夏なんか海水浴客で賑わってね」
と彼は寂しそうに呟いた。
　海岸に突き当たると，簡素な慰霊碑が
立っていた。私は車から降りると，先ず
は慰霊碑を通り過ぎ，海辺へ向かった。
砂地に足を取られながら階段を数段上る
と，そこは堤防で，眼下に海を見渡せた。
穏やかな深緑色をした海に向かって私は
頭を垂れた。私が来る前から堤防に仁王
立ちしていた隣の壮年男性は，私が踵を
返す時点でも，身動ぎひとつせず海を見
詰めていた。
　その後，私は慰霊碑に向かった。そ

の距離わずか 10m程だが，途中で老夫
婦とすれ違った。足元も覚束ない老妻
を，夫が全身で庇うかのように支えなが
ら，堤防目指して砂地を歩いていた。私
は，溢れるほどの花や菓子が供えられた
慰霊碑の前に膝を付いて手を合わせた。
どのような祈りの言葉も私の思いを反映
し切れていない気がして，ただひたすら
手を合わせ続けた。そして，私は学会場
に戻った。
　その日の学会が終わり，私は仙台駅へ
と向かうため，友人らとタクシー待ちの
列に並んだ。やっと順番が来て車に乗り
込んだとき，私は何となく既視感に捉わ
れた。助手席の前に据えられた乗務員証
に目をやり，私は驚きの声を上げた。そ
の運転手は，数時間前に私を荒浜まで連
れて行ってくれたあの彼だったのである。
　駅に着き，友人たちが降りた後で，私
は料金を支払いながら「こんな風にお会
いするなんて……，私は今日のことを長
いこと憶えていると思います」と告げた。
彼は「私も憶えていると思います。お参
りして下さってありがとうございまし
た」と答えてくれた。私は急に泣きそう
になった。この瞬間，私は確かに彼と出
会ったのだと思った。
　人は日々大勢の人とすれ違っているが，
本当に誰かと出会うことは稀だ。この度
新たに刊行した新しい訳書『精神力動的
精神療法―基本テキスト』（G・O・
ギャバード著） 冒頭のヴィネットで患者
はこう語っている。

　「公平でしかも受け入れてもらっているっ
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ていう関係の中で，ありのままの自分を誰か

に本当に知ってもらう，……いまどき，こん

な場所が他にあるとは思えません」（p.1）

　私たちの多くは，誰かと本当に出会う
ことを切望している。しかし，この患者
も述べているように，忙しなく進む日常
生活でそのことは結構難しい。そんな中，
精神分析あるいは力動精神療法は，治療
者と患者とが本当に出会うことを可能に
する，唯一とは云わないまでも数少ない
治療法だと思う。それは精神分析が，患
者を理解するために治療者自身の情緒を
使う治療であるからだ。
　それゆえ治療者には，自分の情緒の使
い方を学ぶため，特有の訓練を受けるこ
とが期待される。それにはある程度のま
とまった期間を要する。そして，ある意

味，終わりがない。その人が到達しうる
臨床家としての最高点とは，天空に輝く
星のようなもので，私たちがどれだけ高
い頂を目指して登攀を続けても，決して
手の届かない高みにあるものなのかもし
れない。
　それでもある程度のレベルに達すれ
ば，私たちはふとした瞬間に患者と出
会えるようになる。それはやはり美的 
（aesthetic） な体験であると私は思う。
そして，そのレベルを目指す意味は充分
以上にあるとも思う。英国独立学派の分
析家ニナ・コルタートが感動的な論文
「ベツレヘムに向け身を屈めて進むこ
と」の中で述べているように，私たちは
いつの日か訪れる患者との出会いのため
に，暗闇の中を慎重に歩み続けるのだ。

◇書評エッセンス◇

メンタライゼーション・

ハンドブック
アレン／フォナギー 編　狩野監訳

　メンタライゼーションの

着想とそれが持つ臨床的意

味合いを理解するには，ま

ず本書の第一章のアレンに

よる概説と，第二章のホー

ムズによる精神分析的観点

からの検討と，そして第三

章のフォナギーによる発達

精神病理からの理論化を熟

読していただくのがよいと

思う。そのうえで読者それ

ぞれの臨床の場とその中で

の体験について思いを巡ら

せていただけたならば，本

書はわれわれの臨床にこれ

まで見えてこなかった新し

い視座をもたらしてくれる

に違いない。評者の場合は，

1980年代初頭に臨床を始

めた精神科医として，境界

例患者との臨床や精神科思

春期病棟での体験のなかか

ら，やがて経験によって身

につけていったと思うノウ

ハウが，メンタライゼーシ

ョンという概念によってこ

のような形で整理されるの

かと，驚きをもって受け

止められたのである。（評

者・横井公一＝関西福祉科

学大学■精神療法 37 巻 6

号（2011）より抜粋）
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　恐るべきアニメ『魔法少女まどか☆マ
ギカ』。いかに恐るべき作品であるかは，
ここでは触れない。この作品のひとつの
ライトモチーフは時空間の多重性である。
時空間の多重性は SFではお馴染みのク
リシェである。時空間の多重性はフィク
ションであり，無論のこと外的現実では
ない。しかし，そこには心的現実がある
のだ。そして，時空間の多重性というモ
チーフは人間のこころの内側にある多重
性を世界へ投影したものである。時空間
の多重性というモチーフがクリシェとな
るほど人に好まれるのは，多重性が人間
の実存にかかわる事象であるからであろ
う。多重人格という現象が，医学や臨床
心理学よりも，小説，映画，漫画等の表

現の中によく登場することも同じ理由と
思われる。人は多重性を好む。しかし，
そこには魅了もあるのだが，不吉な不安
も纏わりついているようだ。
　こころの多重性，そして，多重人格と
いう現象は，解離というメカニズムと関
連している。解離とは，こころを区画化
することで，抱えきれない情動，記憶な
どをなかったことにするメカニズムであ
る。いくつかの区画が生起することで，
人間のこころは多重となる。しかし，い
くら区画に閉じ込めたところで，逃げる
ことができない運命がある。それは死で
ある。死の不安こそが人間の最大にして，
根源的不安であろう。人間の実存に関わ
るメカニズムである解離は，この死の不
安をもコントロールしようとする。換言
すれば，死すべき運命とそれに伴う不安
への防衛が解離の最も基本的な機能であ
ろう。解離，ないし，多重性をめぐる芸
術作品に不吉な不安が伴われるのも，解
離が死と関係しているからであろう。ゆ
えに『魔法少女まどか☆マギカ』を死の
メタファーで読み解くことも可能である。

解離をめぐる覚書

細澤　　仁　

ほそざわ・じん＝精神医学，精神分析
関西国際大学人間科学部教授。著訳書に『解
離性障害の治療技法，心的外傷の治療技法』，
メルツァー『精神分析と美』（監訳（以上，み
すず書房），『ナルシシズムの精神分析』（共著，
岩崎学術出版社），『分析家の前意識』（共訳，
岩崎学術出版社），『松木邦裕との対決』（編著
（以上，岩崎学術出版社）など多数。このほ
ど『実践入門　解離の心理療法』を刊行。
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死を否認するための多重性。
　人は，なぜ死を恐怖するのだろうか？
死を体験した者はいない。死を体験した
瞬間に，体験する主体が消失してしまう
からだ。人は，なぜ体験したことがない
ものを恐れることができるのだろう？　
人間以外の動物にはおそらく死の恐怖は
存在しないと思われる。人間以外の動物
は，本能的に生命の危険を回避している
だけである。特に危険な状況がなくても，
避けがたい未来として死を想像し，恐怖
するのは人間だけである。シェイクスピ
アの『ハムレット』を紐解くまでもない
が，死が体験不能なものであるがゆえに
人は死を恐れるという可能性もある。し
かし，人があらゆる体験不能なものを恐
れているわけでもないことから，この可
能性はあるとしても理由の一部に過ぎな
いだろう。
　私は，ウィニコットのように，幼児
は，母親の侵襲という状況下で小さな死
を体験していると考えている。人のここ
ろの中に，幼児期の小さな死の体験が刻
印されているのだ。その際に生起した不
安，恐怖を人は解離というメカニズムを
使用して処理しているのである。そして，
後の人生において，死の不安を喚起する
状況に直面すると，やはり人は解離を用
い，その恐怖を処理するのであろう。そ
して，人間のこころは多重化されていく。
しかし，ときにその解離が破綻し，人は
死の不安を体験する。それは想像を絶す
る，言語化不可能な不安であろう。それ
が精神病水準の不安であると私は考えて
いる。

　私たちは，真に死を受け入れることが
できないのだろう。私たちは解離をしな
がら生きていく他ないのである。しかし，
それは真実の犠牲の上である。メメント
モリとは，死の不安を生きよという意味
ではない。私たちは，死について想いを
めぐらせることはできるが，死の不安を
体験しながら平静に生きていくことはで
きない。
　結局は，程度の問題なのだ。生きやす
さと真実の犠牲のバランスこそが問題な
のだろう。しかし，適切なバランスとは
どのようなものだろうか？　誰にそれが
決定できるというのだろう。
　私は解離に関心を持ち，『解離性障害
の治療技法』（みすず書房，2008年）
『心的外傷の治療技法』（みすず書房，
2010年）『実践入門　解離の心理療法』
（岩崎学術出版社，2012年）の三冊を
上梓した。これらの著作は，解離，外傷
をテーマとしているのだが，通奏低音は
性と死である。私は，人間の生は死と性
によって規定されていると考えている。
そうであるがゆえに，私は精神分析を選
択し，解離に関心を持ったのだ。性もま
た解離と関係していると思われる。多く
の解離性障害患者に性的虐待の既往があ
るということは，それが外傷であるとい
う事実を超えて，性と解離の関係を示唆
している。通常の性行為にも，解離とい
うメカニズムの関与があり，そして，そ
こには死の影がついてまわる。性欲動と
死のイメージを結びつけたシュピールラ
インの「生成の原因としての破壊」，あ
るいは小さな死としてのオルガスムス，
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等々。そして，性行為の最中の解離。
　私が編集した『松木邦裕との対決』
（岩崎学術出版社，2012年）も，やは
り死に突き動かされた著作である。還暦
は，干支が 60年で生まれたときの干支
に還ることに由来している。人間がひと
まわりして元に戻るということは何を意
味しているのだろう。生まれる前と死ん

だ後はどこがどう違うのだろうか？
　アーバンギャルドという愛すべきバン
ドの「魔法少女と呼ばないで」の曲中に，
「絶望という魔法ください　希望という
嘘はいらない」という件がある。解離と
は，魔法なのだろうか，嘘なのだろう
か？

◇書評エッセンス◇

実践入門 解離の心理療法
細澤　仁著

　本書は解離性障害の心理

療法に関して，著者が地震

の治療実践から得られた知

見と主張のエッセンスを述

べたもので，著者自身あく

まで「私の」やり方である

と言う。読者には，著者の

見解に同意するにせよ批判

するにせよ，本書と対話し，

そこから自身の心理療法を

工夫していくことが期待さ

れている。

　著者は「精神分析」と

「精神分析的心理療法」

とをはっきり区別してい

る。すなわち，精神分析

は独自の概念を持つ臨床実

践ではあるが，それを受け

る人に分析的経験を与える

ことを目的としており，必

ずしも治療を目指すもので

はない。一方，精神分析的

心理療法は精神分析の心理

療法への応用であり，精神

力動やパーソナリティの変

化を目指すもので，通常患

者の求める訴えや症状の解

消とは目指すものが異なっ

ていると言う。そのうえで，

転移，逆転移，投影同一化，

解釈といった諸概念の説明

と，心理療法における困難

への対処としての事例検討

会とスーパーヴィジョンへ

の言及がある。さらに解離

性障害の基礎知識，健忘と

離人症，精神病水準の不安，

外傷と中核的葛藤などにつ

いて説明されている。

　第三部「実践のために大

切な事柄」には，著者の主

張がとりわけ明確に打ち

出されている。セラピスト

が交代人格を呼び出したり

個別に扱ったりすることは

解離という機制を強化する

のですべきでないとか，ま

た外傷記憶を想起させるこ

とは多くの患者にとって危

険であり，外傷記憶の想起

ではなく，消化や代謝こそ

が必要であって，それはセ

ラピスト・患者間に生じる

外傷の再演を心理療法的に

取り扱うことで進展するな

どである。筆者も同感だが，

「外傷の再演を心理療法的

に取り扱うこと」はセラピ

ストにとってきわめて困難

なことである。著者はそこ

はセラピストの柔軟性，工

夫，そして根性が必要だと

言うのであろう。（評者・

成田善弘＝成田心理療法研

究室■こころの科学 167

号（2013）より抜粋）
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　2012年，岩崎学術出版社から訳書
『双極性障害の認知行動療法』を出版し
た。ひと昔前までは双極性障害に対して
認知行動療法（CBT）を行うのは不適
切と言われ，現在でもその適応に疑問
を抱く人も少なくない。しかし，近年
CBTの適応範囲は急速に拡がりを見せ，
うつ病だけでなく，不安障害や統合失調
症，双極性障害，不眠症，パーソナリ
ティ障害，物質関連障害 etc.あらゆる
精神障害が対象になりつつある。果ては
レコーディングダイエットまで CBTと
して扱われたりしており，やや節操がな
い印象すらある。「CBTは何にでも効
くんですね」という皮肉めいた声も聞こ
えてきそうである。
　2010年の診療報酬改定で気分障害患
者に対する CBTが点数化されたことも
後押しになり，CBTは今後も精神医療

の中で拡がりを見せるものと思われ，一
時的な流行りで終わることはなさそうで
ある。CBTはもはやスタンダードサイ
コセラピーと評価されていると言っても
言い過ぎではないだろう。その地位を確
立した要因の一つとして，精神療法とし
ては比較的エビデンスが豊富であるとい
う点が挙げられるが，さまざまな疾患に
対する CBTの有効性が本当に確かめら
れているかというと決して十分とは言え
ず，否定的なエビデンスも少なからず
存在する。最近のメタ解析でも，「うつ
病の症状改善に CBTは有効だが，その
効果量は小さい」「統合失調症の症状改
善や再発防止に対して CBTは無効」と
いった残念な結果が出ている。双極性障
害に関しても，気分症状の改善や社会機
能障害の改善，再発までの期間の延長な
ど CBTの有効性を示した研究もあるが，
通常治療群と有意差はないとする研究や
有効ではあってもコストパフォーマンス
が良くないといった研究もある。
　CBTの現状に関するもう一つの問題
として，「認知行動療法」という用語自

認知行動療法は本当に有効なのか？

賀古　勇輝　

かこ・ゆうき＝精神医学，精神療法
北海道大学大学院医学研究科神経病態学講座
精神医学分野，北海道大学病院精神科神経科
助教，同病棟医長。このほど，D. H. ラムほか
著『双極性障害の認知行動療法』を刊行。
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体もその定義が混乱していることが挙げ
られる。学習理論を発展させた行動療法
的な色彩の強い CBTと情報処理理論に
基づいた認知療法的な色彩の強い CBT
が混在しており，さらにそこから分枝し
たさまざまな治療法が増えている。今後
のさらなる発展に期待を持てるのかも
しれないが，一方でその辺縁が拡散し，
CBTがいったいどのような病態のどの
部分に有効なのか，曖昧なまま技法だけ
が一人歩きし，いずれは CBTの治療技
法としての価値を貶める恐れもあるので
ないだろうか。
　訳書を出しておきながら CBTに否定
的なことばかり書いては身も蓋もないが，
当然 CBTの有効性を実感し，確信して
いる者としては，その有効性をどうやっ
て明らかにしていくのかを考えていかな
ければならない。さまざまな疾患や病態
に対するエビデンスを今後も積み重ねて
いくことは不可欠なのだろうが，精神療
法の有効性を証明していくことの難しさ
や違和感が常に付きまとうのである。薬
物療法と異なり，精神療法の場合，いく
ら標準化しようとしても治療者の技量に
左右されてしまうのは否定できないだろ
うし，CBTの込み入った技法の前に基
本的なコミュニケーションや治療関係の
良し悪しが効果を左右するのではないか
という疑問もある。CBTの効果研究の
文献を読んでも，どこか精神療法につ
いて語られているような感じがしないの
は筆者だけだろうか。「CBT＋ SSRI＞
CBT＝ SSRI」などと書かれているの
を見て，医学生が「CBTって何の薬の

略ですか？」と尋ねるのも笑えない話で
ある。あくまでも臨床研究の論文なのだ
から仕方のないことなのだが，CBTの
きちんとした理論や哲学の理解，臨床実
践を経ずして，そのような文献ばかり読
んでいると，「そんなに流行するほどの
治療効果はないのではないか？」「手間
暇の大変さを考えると日本の忙しい臨
床では薬物療法だけでいいのではない
か？」といった感想を持ってしまう人も
いるのではないだろうか。
　それでは，どのようにして CBTの有
効性を示していったらよいのだろうか。
実際に CBTを行った時に患者や治療者
はどんな良さを感じるのだろうか。精神
症状が軽減すれば嬉しいのは当たり前だ
が，薬が効いて良くなった場合と CBT
が効いた場合とではその印象が幾分異な
るのである。CBTという協働作業を通
して改善した場合，自己効力感や自尊心
の自然な回復に寄与したように感じられ
る。治療関係もより強固なものとなるし，
患者は自身の力で回復を手繰り寄せたと
いう達成感も味わうことができる。中に
は，CBTのようなまどろっこしい治療
よりも薬で早く治してほしいという患者
もいるが，そういう患者ほど回復しても
再発のリスクが高かったり，治療関係も
脆かったりするものである。
　治療の有効性の指標として，精神症状
の改善，再発の予防，社会機能，QOL
といった視点は欠かすことはできない因
子ではあるが，CBTの有効性を示して
いく上では，これら以外に，患者の主観
的体験，例えば治療への満足度，自己効
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力感，自尊心，治療関係などといったも
のに目を向けることも重要ではないだろ
うか。主観的体験は，数値化しにくかっ
たり，信頼性に乏しいのではないかとい
う指摘もあるが，臨床においては客観的
評価と同じくらい大切な因子であること
は間違いないことであり，臨床研究にお
いても，さまざまな分野で扱われること
が増えてきているようである。例えば，
緩和ケアの領域では「気持ちの辛さ」に
関する臨床研究が数多く行われており，

臨床に繋がるエビデンスを構築している。
客観的指標に乏しい精神科領域では，生
物学的マーカーを見つけるべく研究者は
必死になっているが，主観的体験の臨床
研究ももっと行われてもよいのではない
だろうか。CBTの有効性を示していく
ためには，薬物療法の必要性や生物学的
側面にもきちんと目を向け，精神療法の
限界や副作用を謙虚に認識しながらも，
主観的体験を評価していくという姿勢が
重要であると思われる。

◇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

　パーソナリティ障害の認

知療法が，「標準的」認知

療法の困難を乗り越えよう

として「修正」認知療法に

向かっているその方向性

は，かつて精神分析がパー

ソナリティ障害への「標準

的」精神分析の適用の困難

を乗り越えようとして，パ

ーソナリティ障害の精神分

析的心理療法を洗練させて

きたその道筋と類似してい

るようにも見える。編者の

井上によれば「うつ病に

対する精神分析から発想さ

れた認知療法は，不安障害

を対象とするとき行動療法

に接近し，パーソナリティ

障害を治療するに至って再

び精神分析に回帰している

ように」思われるのである。

しかしそれにもかかわらず，

本書を通読して，認知療法

が精神分析とは異なった感

性を持っていることを実感

することがあった。最後に

その点について触れておき

たい。

　まずは認知療法が目指す

ものと精神分析が目指すも

のとの微妙な差異である。

これは評者自身まだ十分に

言語化できていないが，ど

ちらもその目指すところを

個体の適応に置きながら

もその適応の感覚に微妙な

差異があるというところで

ある。認知療法の症例のプ

ロセスを追いながら，精神

分析ならばこれはこちらに

行かないだろうと思える箇

所が微妙にいくつもあった。

精神分析の側から言えば，

それは精神分析のもつ厳し

さというか，現実認識の苦

さというか，断片の価値と

いうか。それはフロイトに

由来する罪の文化の感覚な

のだろうか。そしてもう一

点は，認知療法でいうとこ

ろの「信念」の来歴（過去

の出来事）の取り扱い方で

ある（評者・横井公一＝関

西福祉科学大学■精神分析

研究 56 巻 2 号（2012）

より抜粋）
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DVはいま―協働による個
人と環境への支援　高畠
克子編　Ａ５　3,675円
ミネルヴァ書房

DVDでわかる家族面接の
コツ〈2〉家族合同面接
編　東豊　Ａ５　6,930
円　遠見書房
新しい文化心理学の構築
― "心と社会 "の中の文
化　ヴァルシナー　サト
ウタツヤ監訳　Ａ５　
6,615円　新曜社
アンチスティグマの精神医
学―メンタルヘルスへの
挑戦　サルトリウス　日
本若手精神科医の会訳　
Ａ５　4,830円　金剛出
版
嘔吐恐怖症―基礎から臨床
まで　貝谷久宣監　Ａ５
4,410円　金剛出版 
顔を科学する―適応と障害
の脳科学　山口真美・柿
木隆介編　Ａ５　4,830

円　東京大学出版会
関わりあう職場のマネジメ
ント　鈴木竜太　Ｂ６　
2,625円　有斐閣
学校でできる認知行動療法
子どもの抑うつ予防プロ
グラム〈小学校編〉　佐
藤正二・佐藤容子　Ｂ５
　2,310円　日本評論社
感性をひらく表現遊び―
実習に役立つ活動例と指
導案　岡本拡子　Ｂ５　
2,415円　北大路書房
ギーゲリッヒ夢セミナー　
ギーゲリッヒ　河合俊雄
他編著　Ａ５　2,940円
創元社
吸血鬼イメージの深層心
理学　井上嘉孝　Ａ５　
2,940円　創元社
刑事司法と精神医学―マ
クノートンから医療観察
法へ　中谷陽二　Ａ５　
3,780円　弘文堂
ゲシュタルト療法入門　倉
戸ヨシヤ　Ａ５　3,780
円　金剛出版
子育て支援の理論と実践　
子育て支援プロジェクト
研究会編　Ａ５　2,520
円　ミネルヴァ書房
子どもの生活を支える社会
的養護　小野澤昇・田中

利則　Ａ５　2,625円　
ミネルヴァ書房
子ども虐待へのアウトリー
チ―多機関連携による困
難事例の対応　高岡昂太
　Ａ５　7,770円　東京
大学出版会
子ども虐待と家族―「重な
り合う不利」と社会的支
援　松本伊智朗　Ａ５　
2,310円　明石書店
子どもの性虐待に関する医
学的評価　フィンケル他
Ｂ５　12,600 円　診断
と治療社
子どものそだちとその臨
床　滝川一廣　Ｂ６　
2,100円　日本評論社
コンパクト犯罪心理学　河
野荘子・岡本英生　Ａ５
　1,890円　北大路書房
サリヴァン，アメリカの精
神科医　中井久夫　Ｂ６
3,150円　みすず書房
ジェンダー論をつかむ　千
田有紀・中西祐子　Ａ５
1,995円　有斐閣
思春期・青年期の発達障
害者が「自分らしく生き
る」ための支援　小島道
生他　Ａ５　1,890円　
金子書房
視床と臨床精神医学―大
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脳の中心部からみた精神
疾患　山口成良　Ｂ６　
3,990円　中山書店
自由と尊厳を超えて　スキ
ナー　山形浩生訳　Ａ５
　2,625円　春風社

「小 1プロブレム」解決ハ
ンドブック―発達障害が
ある子どもにも完全対
応　月森久江　Ｂ５　
1,365円　講談社
障害のある子どものイン
クルージョンと保育シス
テム　石井正子　Ａ５　
4,200円　福村出版
精神病性うつ病―病態の見
立てと治療　シュワルツ
他　上田諭・澤山恵波訳
Ａ５　3,990円　星和書
店
双極うつ病　エル -マラー
ク他　田島治・佐藤美奈
子訳　Ａ５　3,675円　
星和書店
当事者研究の研究　石原孝
二　Ａ５　2,100円　医
学書院
統合失調症の精神分析―心
的装置の「無底」と根源
的アイデンティティ　中
野幹三　Ａ５　4,410円
金剛出版
トラウマ解消のクイック・
ステップ　オハンロン　
前田泰宏監訳　Ａ５　
3,360円　金剛出版
なめらかな社会とその敵　
鈴木健　Ａ５　3,360円
勁草書房
ナラティヴ・セラピーの会

話術　国重浩一　Ａ５　
3,465円　金子書房
脳科学革命―脳と人生の意
味　サガード　無藤隆監
訳　Ｂ６　4,410円　新
曜社
パーソナリティ心理学ハン
ドブック　日本パーソナ
リティ心理学会　Ｂ５　
27,300円　福村出版
発達障害支援必携ガイドブ
ック　下山晴彦・村瀬嘉
代子編　Ａ５　6,090円
金剛出版
ヒルガード 分割された意
識― "隠れた観察者 "と
新解離説　ヒルガード   

   児 玉 憲 典 訳　 Ａ ５　
7,770円　金剛出版
福祉援助の臨床―共感する
他者として　窪田暁子　
Ｂ６　1,995円　誠信書
房
フッサール心理学宣言―他
者の自明性がひび割れる
時代に　渡辺恒夫　Ｂ６
1,890円　講談社
もっと知りたい！自閉症の
おともだち―新しい発達
と障害を考える本〈1〉　
内山登紀夫監　伊藤久美
編　Ｂ５変　1,890円　
ミネルヴァ書房
ユング派心理療法　河合俊
雄編　Ａ５　2,940円　
ミネルヴァ書房
われらはチンパンジーにあ
らず　テイラー　鈴木光
太郎訳Ｂ６　4,410円　
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†読者の皆様へ

　本誌の読者登録の際に，ご記入
いただいた個人情報は，本誌の送
付に用いる他，ご注文頂いた小社
書籍の配送，お支払い確認等の連
絡，当社の新刊案内および関連の
ブックフェア等の催事のご案内を
お送りするために利用し，その目
的以外での利用はいたしません。
また，ご記入いただいた個人情報
について，その情報をご提供いた
だいたご本人から，開示・訂正・
削除・利用停止の依頼をうけた場
合は，迅速な処理を心がけ法令に
則り速やかな対応をするように致
します。
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