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現実と虚構の“中道”としてのナラティブ

斎藤　清二　

　拙著『事例研究というパラダイム―臨
床心理学と医学をむすぶ』について，神
戸大学大学院医学研究科・微生物感染症
学講座感染治療学分野教授・岩田健太郎
先生が，ご自身のブログに書評を掲載
してくださった。本号（6～ 8頁）には，
岩田先生のご許可により，書評の全文を
掲載させていただいたので，読者には，
そちらを先にお読みいただいてから拙稿
を読んでいただくのがよいのではないか
と思う。何よりも拙著をしっかりと読み
込んでいただいた上に，筆者にとっては
この上もなく嬉しく感じるポイントに焦
点をあてて論じてくださっていることに
まず感謝したい。
　名前のない診断カテゴリー

　第一に岩田先生は，本書が「多様な視
点から読むことのできる内容を含んでい

る ｣ことを指摘した上で，｢ 通常の診断
－治療のプロセスがうまくいきにくい
ケースのケーススタディーとしてもおも
しろく読める ｣という点に着目してくだ
さっている。「診断－治療」は，伝統的
に医療 /医学の中核的なプロセスである
と考えられてきた。しかし，医療が「診
断－治療」のみで成り立っているかとい
うと，必ずしもそうではない。特に「通
常の診断病名カテゴリー」の範疇にすっ
きりとおさまらない「現象」を医学がど
う扱うかということは，筆者にとって長
年の関心事であった。岩田教授が以下の
ように述べているのは印象的である。｢
大学病院の感染症内科外来をやっている
と，半分は感染症でない患者がやってく
る。その多くは心身症だったり，各種疼
痛症候群だったり，IBSだったり，ボー
ダーライン・パーソナリティ障害だった
り，感染症ノイローゼだったりする ｣。
　筆者自身の大学病院の専門外来（筆者
の場合は消化器内科）での経験とつきあ
わせてみても，｢ 専門診療科 ｣を訪れて
いる患者さんの約半数が，ほぼ同じよう
にカテゴリー分けされる（あるいは明確

さいとう・せいじ＝内科学，心身医学，臨床心
理学。富山大学保健管理センター長・教授。
著訳書に，グリーンハル他編『ナラティブ・
ベイスト・メディスン』（監訳，金剛出版），『発
達障害大学生支援への挑戦』（共著，金剛出版），
『医療におけるナラティブとエビデンス』（遠
見書房）など多数。このほど『事例研究とい
うパラダイム』を執筆・刊行。
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にカテゴリー分けできない）方々である
という点には強く同意する。このことは，
医師であれば密かに誰でもが知っている
ことなのだが，公式の場で明言されるこ
とはまれである。このような ｢ 専門領域
に当てはめることができない ｣カテゴ
リーに属する方々は，往々にして医療現
場では「存在しないかのように」扱われ
る。多くの場合は名前さえ与えられない。
疼痛症候群とか IBSとラベルされる人
はまだ運がよい。このような，「名前さ
え与えられない患者さん」に正面から向
き合う医療は，｢ 極めて特殊な領域の医
療 ｣だと思われてきた。しかし，実際に
はそうではない。事例研究やナラティ
ブ・アプローチなどと呼ばれる方法論を，
なぜ医師やセラピストが大事なものとみ
なすべきかという理由の一端がここにあ
る。このようなアプローチは，特殊な領
域の医療や心理療法においてだけ必要な
のではなく，臨床全ての基盤（bedrock）
であるということが読者に伝われば，本
書を公にした目的の大半は果たされたこ
とになる。
　非個人的心理療法について

　第二に岩田先生は，筆者がまとめた ｢
非個人的心理療法 ｣というコンセプトに
ついて，詳しく取り上げてくださっただ
けでなく，｢ 自分自身も外来でよく実践
している ｣と明言しておられる。｢ 非個
人的心理療法 ｣は，1990年代に河合隼
雄先生が，ご自身およびその関連著作に
おいて，控えめにではあるが明らかにし
た概念であるにも関わらず，臨床心理学
領域においてさえ，これまで明示的に議

論されることはなかった。筆者は，｢ 非
個人的心理療法 ｣は，多くの医師が自身
の実践に取り入れることが可能かつ有効
な，｢ 臨床家の姿勢 ｣であると実感して
いたが，正直のところ，それを ｢ 実践し
ている ｣と明言する医師が現れることは
まずないだろうと思っていた。この予想
が完全に覆されたことは正直非常に嬉し
い。
　非個人的心理療法において，夢や描画
や箱庭などを用いることはなんら必須の
ことではない。それらは全てイメージと
物語の媒体であり通り道であるに過ぎな
い。それは漢方薬であっても，ダンスで
あっても，ワインについての専門的蘊蓄
であっても，時には抗生物質投与や内視
鏡検査や手術であっても良いのである。
医師も心理療法家も，みなそれぞれがそ
ういった個別の「得意技」を持っている。
しかし多くの場合，その治療者は，自身
の「得意技」こそが実体であり，治療の
効果も治療者の専門性もその実体がもた
らすかのように誤解している。むしろ私
達は ｢ 正統的に見える医学的あるいは心
理療法的手法が，実はイメージや物語的
メタファーの強力な媒体である ｣という
ことにもっと自覚的になる必要があるの
ではないかと思われる。
　物語における現実と虚構をめぐって

　岩田先生は書評の後半部分で，ナラ
ティブの限界や制限について焦点をあて
て論じておられる。特にナラティブの実
践者が，患者の物語を過剰に美化し，ナ
ラティブを美談にしてしまったり，時に
患者の語る“嘘”に取り込まれてしま
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うことへの危険性を鋭く指摘している。
この問題について，触発された筆者の見
解を少し述べたいと思う。ここで論じた
いのは，物語における「現実と虚構」の
関係はどうなっているのかという問題で
ある。この問題については，『ナラティ
ブと医療』（金剛出版，2006）の拙稿
「医療におけるナラティブの展望－その
理論と実践の関係」において，すでに考
察を試みたことがある。結論を先取りし
て言えば，物語（ナラティブ）とは現実
（事実）と非現実（虚構）の“中道”
である。つまり物語は決して「文字通
りの現実」では“ない”が，「全く現
実でないもの」でも“ない”。これは，
「物語的現実」の矛盾を含む本質であり，
このことを腑に落ちるまで理解すること
が，ナラティブ・アプローチを実践する
ための必須事項であると筆者は考えてい
る。
　物語とは，決して紙の上だけにある抽
象的なものではなく，私達に「実際に」
強い影響を与えるものである。しかし同
時に物語は，あくまでも物語であり，そ
れは変化したり，変容したり，書き換え
られたり，混沌の中から全く新しいもの
として浮かび上がったりする。私達は
「物語としての死」を予想して，真剣に
それに対処しようとするし，「物語とし
ての病気」をもっと詳しく理解し，それ
に対処したり，ケアしたりしようとする。
病気や死を「物語とみなす」ことによっ
て，私達はいささかもそれらを軽んじる
ことはない。むしろ，それらを必要以上
に怖れたり，避けたりすることなく，適

切に真剣にコミットすることが可能にな
る。
　上記のような事柄の例証として，拙著
第 8章で描写した摂食障害の事例への
治療過程が参考になるのではないかと思
う。彼女らは，多かれ少なかれ「肉体の
消滅」「純粋な精神性への変容」といっ
た，非現実的なストーリーにとらわれて
いる。時にはまさに自分自身の肉体を変
化させることを通じて，その物語を「実
現」しようとする。このようなストー
リーはしばしば，「食べることへの徹底
的な拒否」「肥満への極端な恐怖」「死ぬ
ことへの抵抗のなさ，あるいは積極的な
希求」として語られ，多くの場合非合理
的で病的な思考とみなされる。彼女らの
ストーリーは理解されず，尊重されるこ
とはない。しかし，彼女らが生き抜こう
としている物語が，文字通りの現実とし
てではなく，あくまでも物語的現実とし
て尊重される時，そのストーリーを生き
抜いた彼女らは，まさに現実の世界へと
再生することが可能になる。治療者，支
援者はこのような状況を，現実と非現実
の“中道”を歩むものとして付き添い
続けることを要請される。もちろんこの
ような治療過程の理解のしかたも，あく
までも一つの物語に過ぎず，全く異なっ
た物語的理解の正当性を排除しないこと
は言うまでもない。
　フィクションとノンフィクションの二

　　分法 dichotomyを超える
　最後に医療におけるフィクションとノ
ンフィクションの関係について，もう一
つ連想を書かせていただく。1990年に
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主婦の友社から発行された山崎章郎著
『病院で死ぬということ』は，ベストセ
ラーとなり，後に映画化もされた。この
作品は学術的なレベルというよりも社会
的なレベルにおいて大きな影響力を発揮
し，本邦における終末期医療や緩和医療
の実態が大きく変わる一つのきっかけを
作り出した。
　しかし，この著作に載せられている患
者についての記述は，著者が同書の序に
おいて，「僕がこれから書いていく物語
は，すべて事実をもとにした物語であ
る」と書いているように，明らかにフィ
クションであり，事実そのものではな
い。例えば第一章「ある男の死」の主人
公である末期食道ガンの男性患者は，心
の中で「とにかくつらいのだから，もっ
と早く楽にしてくれ」と叫ぶが，それは
誰の耳にも届かず，彼はそのまま亡くな
る。もちろん，「誰の耳にも届かなかっ
た心の中の声」を誰も知ることはできな
かったはずであるから，この記述がフィ
クションであることは誰の目にも明らか
である。しかし，『病院で死ぬというこ
と』は日本エッセイスト・クラブ賞を受
賞し，優れた医療ノンフィクションとし
て評価され続けることになった。もちろ
ん『病院で死ぬということ』が豊かな
メッセージを持つ，優れた著作であった
とすることに異論はないが，この著作が
「ノンフィクション」とされることには
違和感を覚える。明らかなフィクション
をあえて「ノンフィクション」と呼ぼう
とする志向の背景には，「フィクション

は虚構であるから価値がない」とする時
代的な思い込みが存在したのではないか
と想像される。
　それから約 20年の歳月が流れ，『病
院で死ぬということ』が扱ったテーマを，
現代の状況の中でさらに繊細かつ叙情的
に表現した小説『神様のカルテ』（小学
館）が 2009年に出版された。もちろん
『神様のカルテ』は純粋なフィクション
であり，主人公はじめ登場人物は全て架
空の人物である。しかし，著者の夏川草
介氏が現役の消化器内科医であることは
周知の事実であり，『神様のカルテ』に
は，その領域の豊富な臨床経験がなけれ
ば決して書くことのできない臨場感にあ
ふれた描写が随所に見られ，この作品の
ストーリーに厚みを加えている。筆者が
他誌（大阪保険医誌， 2012）ですでに書
いたように，『神様のカルテ』のもつ物
語的現実性のパワーは，むしろ『病院で
死ぬということ』を上回るとさえ感じら
れる。テクストのもつ力は，それが，現
実を装って書かれているか，それとも現
実ではないことを宣言した上で書かれて
いるかには，必ずしも影響されない。か
つての私達は，「現実と見せかけた虚
構」に愚かにもだまされることをくりか
えしてきた。しかしこれからの世代の人
達には，「現実か虚構か」の二項対立に
こだわることなく，易々とそれを超える
賢さを身につけ，医療のみならず全ての
生活世界に物語を活かしていくことが期
待される。
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　大学病院の感染症内科外来をやってい
ると，半分近くは感染症でない患者が
やってくる。その多くは心身症だったり，
各種疼痛症候群だったり，IBSだったり，
ボーダーライン・パーソナリティ障害
だったり，感染症ノイローゼだったりす
る。
　『事例研究というパラダイム』はこう
した通常の診断→治療プロセスがうまく
いきにくいケースのケーススタディーと
しても面白く読める。事例研究の科学に
おける立ち位置を学ぶという意味で読む
こともできる。科学の科学性はどこで担
保されているのか，という理路としても
読 め る。M-GTA（modified grounded 
theory approach）や，あるいはナラティ

ブ・メディスンの勉強としても読める。
本書が科学のパラダイムの多様性を主張
するように，本書の読み方も重層的，多
様に読むことが可能であろう。
　ぼく自身は夢分析も精神分析もカウン
セリングもできないし，認知行動療法は
さわりだけ勉強したけど，素人が手を出
すとやけどするなあ，と思いながら躊躇
している。ただ，本書で紹介されている
ような非個人的心理療法（222ページ）
は外来でよく実践している。それは，

　操作的定義：意識の表層にも真相にも
同時にかかわり，外的現実のこまごまと
したことをすべて大切にしつつ，同時に
それら一切にあまり価値をおかないよう
な，矛盾をかかえこんだ態度によって行
われる心理療法
　実践の特徴と治療者の基本姿勢：
1）患者の主体性と自律性を尊重し，そ
こに表現される内容を共感しつつ受け
止める。

2）因果論的な病態理解を重視しない。
3）治療者による患者・環境への操作を

いわた・けんたろう＝感染症内科，ナラティ
ヴ・セラピー。神戸大学大学院医学研究科教
授。著書に，『ナラティブとエビデンスの間』
（MEDSCI），『構造と診断：ゼロからの診断
学』（医学書院），『診断のゲシュタルトとデ
ギュスタシオン』（金芳堂）など多数。本文
は，ウェブサイト「楽園はこちら側」（http：
//georgebest1969.typepad.jp/blog/2013/08/）
より許可を得て転載。

『事例研究というパラダイム』を読む。

岩田　健太郎　
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最小限にする。
4）治療経過において生じてくる矛盾，
二律背反を性急に解決したり統合した
りしようとせず，そのまま抱えて待つ
姿勢を重視する。

5）イメージとその表現媒介（夢，描画，
箱庭など）を重視する。

6）物語を語ること，あるいは物語をし
て語らしめることを重視する。

7）事象の非因果的連関（布置：コンス
テレーション）を読み取ることを重視
する。

8）治療者の主観的体験を患者の体験と
同様に重視し，治療過程を相互変容の
過程とみなす。

　このうちぼくがやってないのは 5）だ
け。7）については因果と非因果の区別
が困難であることから積極的には「語ら
ないこと」にしている（たとえば，「な
ぜカテ感染が起きたのか」という「因
果」は実は非常に語りにくいことを悟れ
ば，通常の医療にも適用できる）。現実
には摂食障害や疼痛症候群，「感染症で
はないか」という不安に取り憑かれてい
る患者への対応は極めて難しいが，全体
としては本書にあるアプローチ（プラス
漢方も含めた処方）をとることが多い。
　本書で紹介されている Single case 
modified grounded theory approach（239
ページ）は，西條剛央さんの「構造構成
主義」的には全然ありなアプローチだ。
録音しないで研究者の記憶から再構成す
るアプローチも現実にそったアプローチ
で，とても興味深い。

　ただし，本書はナラティブの限界や制
限にも自覚的である。「痛みは語られう
る」が，「痛みには必ず語りきれない部
分」もある。（174ページ）。それはカン
トの「物自体」ともいえるし，ウィトゲ
ンシュタインの言語ゲームの成立条件と
も言える。現象は語り尽くせないし，語
られ，コトバ化された現象は，聞き手に
よって恣意的に歪められた現象だ。会話
が成立するのは，あくまで言語ゲームの
ルールにのっているからだけなのだ。
　私見だが，ときにナラティブの実践者
は，しばしば意識的，無意識的に患者を
美化する傾向がある。ナラティブを美談
にしてしまうのだ。患者もまた，自分の
物語を美談にしてしまうことがある。悲
劇の主人公になりたいからだ。Dr.ハウ
スが言うように，患者は嘘をつく。患者
は人間全てのランダムな抽出物だから，
当たり前のことだ。
　美化や嘘や誇張や自己正当化や自己卑
下など，過剰なドラマ化，物語のインフ
レをどうナラティブが払しょくするのか
はぼくにはよく分からない（そのへんの
議論を寡聞にしてまだ読んだことがない。
患者の話はそのまま傾聴し，受け止める
というのが基本だから「疑う」アプロー
チそのものが否定されているのだろう
か）。が，患者にコミットしつつデタッ
チするというアクロバティックな態度が
ないと，単なる患者の偶像化と，患者が
創りだしたフィクションの理解者（一種
の映画評論）になって終わってしまう。
　事例研究は科学研究足りうるか。答え
はイエスだとぼくは思う。しかし，そこ
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にはためらいのまなざしも必要だ。最近
タランティーノの「ジャンゴ」を観た
（以下，ネタバレあり）。レオナルド・
ディカプリオ扮する悪役が，骨相学の講
釈をする。骨相学的に黒人は白人に隷属
する傾向がある，という「科学」を説明
する。南北戦争前は，このように黒人は
白人に劣っており，奴隷になることを自
ら望んでいるのだ，という「科学」が常
識であった。「メタフィジカルクラブ」
が看破するように，それはハーヴァード
などの北部でも同様だった。ヘーゲルは
「精神現象学」で骨相学を「諸規定の没
概念的で恣意的な予定調和」と批判した。
事例研究もこのように観察者，研究者の
主観による「諸規定の没概念的で恣意的
な予定調和」になってしまうリスクをは
らんでいる。そこをどう克服するか，は

極めて難問だ。が，少なくともそのよう
な「予定調和」のリスクには自覚的であ
るべきだ。
　もっとも，ポジティビズムが独占的な
医学の研究においてだって問題点はたく
さんあるわけで（ディオバン事件を見
よ），問題点の存在はその概念の否定理
由にはならない。瑕疵の存在は問題では
ない。瑕疵の存在にどこまで自覚的にな
れるか。ナラティブという美しい言葉で
全てをチャラにし，患者の物語を美談に
して満足しないクールさがあるか。その
ようなクールで熱い態度を取り続ける自
分にどれだけ懐疑的になれるか。
　「こころとからだの和解」「未組織の病
気」など，本書は魅力的なフレーズで満
ちている。河合隼雄との対談，という
ボーナストラックもついています。

◇書評エッセンス◇

サポーティヴ・サイコセ

ラピー入門
ピンスカー著／秋田・池田・重宗訳

　支持的療法には，歴史的

にネガティブなニュアンス

が付きまとう。精神分析的

な治療が真の洞察を目指し，

自分を変革することを目的

としたものであるのに対し

て，それが不可能な場合の

次善の策としての治療法と

いうニュアンスがあったか

らだ。

　わが国では一方では精神

分析の本流を唱道する動き

があり，他方では精神分析

のより実践的な応用を目指

す人々も存在する。それは

わが国の精神分析の成熟度

や器の大きさを示すととも

に，初学者にとっては混乱

の原因となるかもしれない。

しかしこの混乱は各自が臨

床スタイルを選び取る上で

避けては通ることができな

いものと考える。ただし本

書の存在はサポーテイヴ・

サイコセラピーという実践

的な立場を知るためのこの

上ない助けとなると信じる。

私は本書に出会って本当に

よかったと思うし，これか

らテキストとして使用させ

ていただこうと考えている。

（評者・岡野憲一郎＝国際

医療福祉大学■精神分析研

究 56 巻 2 号（2012）よ

り抜粋）
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現代人の「こころの構造」と精神療法

広沢　正孝　

　私は四半世紀以上にわたり，精神科医
として患者さんに接し，また大学の校医
として学生たちに接してきた。振り返れ
ば，私が医師になった時代は，生物学的
精神医学と心理学や精神病理学とが対等
に張り合っていた。少なくとも臨床の現
場では後者が大きな力を発揮し，今より
も精神療法が精神医療の中核にあったよ
うに思う。諸先輩や先達の書から得た心
理学的知識は，患者さんの「こころの理
解」に随分役立ち，彼ら自身が苦悩から
解放されていく道筋を了解しやすく示し
てくれた。
　ただ自分の歩んできた臨床歴を考える
と，精神科医としての土台を築いてくれ
たのは，主に統合失調症や「非定型精神
病」の精神病圏の患者さんであった。彼

らの「こころ」の理解となると，どうし
ても私が学んだ心理学や精神病理学では，
限界があったことも確かであった。彼ら
の「こころの構造や働き」はどのように
なっているのであろうかという疑問は，
今なお私の頭から離れていない。
　今から数年前のことである。私はある
学術誌に，自分の精神療法について書く
よう依頼された。実は当時の私にとって，
この依頼は非常に気の重いものであった。
この時期，私は単科精神病院を離れ，都
心の病院で「神経症圏」の若い人々に接
する機会が増えていた。当然，統合失調
症圏の患者さんと異なる精神療法を念頭
に彼らに臨んでいた私であったが，彼ら
に対してもまた，自分が学んできた心理
学や精神病理学的解釈や対応には限界が
あったのである。というよりも彼らには，
「自己」の再構築を促すような精神療法
は重く，ときにはそれを雑音のように感
じているように思われたのである。結局，
多くの（神経症圏と思われる）若い人た
ちには，統合失調症患者と同じような支
持的な接し方が自然に受け入れられた。

ひろさわ・まさたか＝精神医学，精神病理学
順天堂大学大学院スポーツ健康科学研究科教
授。著書に『成人の高機能広汎性発達障害と
アスペルガー症候群』（医学書院），『統合失調
症とその関連病態』（共著，星和書店），『解離
の病理』（共著，岩崎学術出版社）など多数。
このほど，『「こころの構造」からみた精神病
理』を執筆・刊行。
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今の時代，「自己」とはいったい何なの
であろうか。もはや精神療法の根幹にあ
る「自己」という概念すら，ひとの存在
の核ではなくなってしまったのか。そう
思うと無力感すら覚えた。
　一方，そのような私の目を開かせてく
れたのは，高機能広汎性発達障害（高機
能自閉症スペクトラム障害）の人々との
出会いであった。彼らは私に，自身の
「こころの構造」が，タッチパネル状で
あることを教えてくれた。彼らにとって
「こころ」は，あたかもパネルを操作し
ているときのように機能しているという
のである。それは私に，一種の違和感と
不思議な共感を抱かせるものであり，私
が暗黙のうちに標準

4 4

としてきた「こころ
の構造」に，疑問を覚えた瞬間でもあっ
た。たしかに心理学や精神病理学の歴史
を振り返ると，これまでわれわれの「こ
ころ」は，一点を中心とした放射＋同心
円状にイメージ化されてきたように思う。
ユングが注目したマンダラの構図もそう
であった。このような核を持った「ここ
ろの構造」は，すべての事象を統合し，
自己との関連で認知するといった「ここ
ろの機能」を象徴するものである。日本
で言えば近代自我の構造であろう。
　しかしこの心理学の常識は，よく考え
ればフロイトやユングが活躍した 19世
紀末から 20世紀の西欧の価値観を反映
したものであり，普遍的なものとは言え
ない。改めて日本人に親しみのある両界
曼荼羅をみると，それは一対の構造（す
なわち金剛界と胎蔵界の二種類）から
なっている。このマンダラを通して，ひ

との「こころの構造」を見直せば，それ
を支える下図には 2つのパターンが存
在することになろう。つまり格子

4 4

と放
4

射
4

（＋同心円）である（格子は金剛界
の，そして放射は胎蔵界の原図となって
いる）。さらにこれまでのマンダラをめ
ぐる知見や脳科学の最新情報を総合して
想像を膨らませると，格子状構図と左脳，
男性，分析的視点との親和性が，放射状
構図と右脳，女性，総合的視点との親和
性が示唆される。ひとの「こころの構造
と機能」が，左右の脳の働きの産物であ
るとすれば，「こころ」がそもそも二つ
の異なった基本構図，および基本機能の
組み合わせから成立するという考え方は，
至極当然ともいえる。
　ユングが注目した「こころの構図」と
は，まさに一対のうちの片方であった。
このようにみると，私はこれまで，精神
科医として「19世紀末から 20世紀の西
欧」の価値観に随分縛られていたように
思う。一方でまた，価値観を排除しよう
とする自然科学の知見には，贖う術も持
たず，不全感を抱いてきたように思う。
しかしいったん「こころ」の原点に立ち
戻ってみると，心理学および精神病理学
と自然科学とは，たんなる共存ではなく，
統合できる可能性すら感じるのである。
　ひとの「こころの原図」は格子と放射
であり，どちらにより親和性があるかは
個人（個体）によって異なる。そのいず
れであれ，おそらく両原図を用いながら
ひとは「こころの構造」を築き上げてい
くのであろう。その過程においては，当
然社会の価値観も作用してこよう。も
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し 20世紀にそうであったように，社会
が放射＋同心円の「こころの構造」の構
築を強く求めるのであれば，原図への親
和性がいかなるものであれ，ひとは求め
られた「こころの構造」を築く努力を行
い，その過程で種々の精神病理現象（心
理学，精神病理学で詳細に論じられてき
た現象）も生じ得る。
　このようにみると，極端に格子状構図
に親和性のある人たち，つまり格子，放
射の両方の原図をほどよく用いてこころ
の構造を築き上げられないひとたちの病
理は，従来の心理学や精神病理学では語
りきれないことも納得できる。広汎性発
達障害（自閉症スペクトラム障害）や破
瓜型統合失調症の慢性期患者の世界が，
まさにそれなのであろう。
　20世紀の世界は，いささか放射に偏っ

た世界であったと思われる。翻って 21
世紀をみてみると，とくに日本では放射
への圧力は薄らぎ，「格子型人間」が増
えているような気がする。巷に溢れてい
るパソコン，スマートフォンは，皆格子
の構図であり，いつしかわれわれも格子
の世界に親和性を覚えている。これを文
化の退廃とみるか，自然科学の進歩とみ
るかは，それこそ個人の価値観の問題で
ある。先人の智慧を借りてひとの「ここ
ろ」の本態を考えれば，このような現象
も放射と格子の間の揺れのなかの一事象
にすぎないとも言えるし，現代の若者に
対する精神療法のあり方も自ずと見えて
くるような気がするのである。つくづく
先人の偉大さを思い知らされる今日この
ごろである。

◇書評エッセンス◇

精神力動的精神療法
ギャバード著／狩野力八郎監訳

　本書は，アメリカ精神科

レジデント審査委員会が，

精神科卒後研修教育におい

て，精神科医が必ず身につ

けなければならないとし

た，精神療法 3つ（長期
力動的サイコセラピー，認

知行動療法，支持的療法）

のうち，長期力動的サイ

コセラピーを精神科レジデ

ントに身につけてもらうた

めの「BasicText」である。
それに留まらず，これから

心理職・ソーシャルワーカ

ー・看護師などの対人支援

専門職になろうとしている

人たちも読者層において書

かれている。

　以下，評者の勝手な思い

だが，こういう本こそ，日

本の現実を考えると，多く

の臨床心理士に読んでも

らいたいと思う。臨床心

理士の教養本として考えて

も，“読み物”としても

面白い。通読すると，自分

のやり方とは違うなあとか，

自分なら面接でこうは言わ

ないなあといった箇所はた

くさんあると思う。そのこ

とを含めて，いま自分が行

っている面接を振り返って

みられるテキストの一つと

思う。（評者・津川律子＝

日本大学文理学部心理学

科■臨床心理学 13巻 1号

（2013）より抜粋）
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　『脳から見える心』（岩崎学術出版社，
2013年）は，私にとっては画期的な本
である。それは本書が「ブログから書き
上げた」最初の本だからである。
　本を書き下ろすのは実に気の長いプロ
セスである。一つのモチーフに従って
原稿用紙数百枚分の内容をまとめてい
く。それは数か月以上かけて毎日コツコ
ツ「紡いでいく」作業の集積である。そ
して紡ぎ続けるモチベーションを維持す
ることはけっして楽ではない。私は夏目
漱石を読むたびに思うのだが，彼が一見
冗長な文章を飽きもせず「紡いで」行け
た一番の理由は，それが新聞小説という
形を取ったからであろう。つまりそれが
細切れの締切により区切られたおかげで，

彼は「紡ぐ」モチベーションを与えられ
たのだろう。もちろん新聞小説のような
形では持続できず，むしろホテルに缶詰
めにされることで一気に書き上げてしま
うようなタイプの作家なら事情はまった
く違うだろう。しかし私のような集中力
や爆発的なエネルギーの欠如している人
間は，おそらく新聞小説タイプだと思う
（もちろん漱石とはレベルの比較の仕様
もないが）。しかし残念ながら掲載させ
てくれる新聞に相当するものはない。
　ところが最近になり，ここにブログと
いう，極めて便利なメディアが出現し
た。これは巨大な壁新聞であり，だれで
もなんでも掲載できる。しかもその巨大
な壁新聞の好きなところに，パソコンに
住所（URL）さえ打ち込めば，ひとっ
跳びで行きつける。私はそこに行ってく
れる奇特な（あるいは想像上の）読者に
向かって書くわけである。これは具合が
いい。好きなことを書いているのでほと
んど苦ではない。というかむしろ楽しい。
ちょっと書き飽きたなあ，と思う分量が
ちょうど一回分だ。読者がほとんどいな

「脳から見える心」？　「心から見える脳」？

岡野　憲一郎　

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『脳から見える
心』を執筆・刊行。
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いと思っているので，ちょっとした冒険
もできるし，ぼやきも入る。下手な発言
をして「炎上」することもまず考えられ
ない。そこに毎日毎日書いているだけで，
数か月たって気が付けば本が出来上がる
分量になるという寸法だ。実は本書の章
ごとのテーマの発想も，本の題名さえも，
実は場当たり的に決めたものであり，発
想としては極めて軽いものだった。幸い
岩崎学術出版社の長谷川純氏に受け入れ
てもらったものである。
　『脳から見える心』はそのようにして
紡ぎあげた文章をさらに推敲して出来上
がったものであるが，常に「こんなに苦
労せずに，むしろ楽しんで書いているだ
けで，本になっていいのだろうか？」
「何かの間違いではないか？バチが当た
るのではないか？」と常に危惧していた。
　ブログから書き上げて良かった点があ
る。それは読者のことを常に考えていた
ということだ。「読者無視」といいなが
ら，知性化している部分，読者を置いて
きぼりにしている部分については，気を
つけなくてはならないという意識は常に
あった。結果的により日常語に近い，比
較的読みやすい内容になったのではない
かと思う。　
　ということで今は続編を考えている。
何年先の話かわからないが。実はこれ
も今思いついたのだが，「心から見える
脳」というタイトルはどうだろうか。脳
と心の関係は，脳の仕組みから心の在り
方が見えてくるという側面と，心の在り
方から脳の構造が予想されるということ
があり，両者は実は両方向性，表裏一体

なのだ。「心でこんなことが起きている
ということは，脳に絶対にその種のメカ
ニズムが備わっているはずだ」という発
想は自然だし，そこから脳科学的な研究
が進むこともあるだろう。
　たとえば先日テレビで，失明をした後
に指で触って絵の具の色を識別する力を
得たアーティストについて放映していた。
そのような心の働きから予想されるのは，
視覚をつかさどる脳の部分が，触覚に用
いられるようになって，触覚が飛躍的に
増幅した，という事情である。それ以外
にうまい説明の仕方がない。そして実際
に fMRIなどを用いると，視覚を失っ
た人で，指の触覚を扱う神経細胞が視覚
野に張り出していることを確かめること
ができる。この場合発想の順としては，
心の在り方から脳の働きを推測する，と
いう方向なのだ。おそらくこのアーティ
ストが指で絵具を触っているときにはも
とあった視覚野の部分が活動しているこ
とが実際の画像診断から見て取れるであ
ろうが，そのような研究のデザインはそ
もそも心→脳，という方向性で得られた
ものである。
　私が関心を持つ解離の世界では，この
「心→脳」の発想の方向性は特に顕著で
ある。解離症状が生じているとき，通常
は脳波をとっても，fMRIを使っても特
別な変化をとらえることができない。し
かし私たち臨床家は，それらの画像診断
では追うことのできないような微妙な現
象が脳のレベルで生じていることをほと
んど確信する。Aという人格状態から
Bという人格状態への変換は，あたかも
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スイッチのオン，オフのようなタイミン
グで生じる。脳のどこかにそのスイッチ
の働きをつかさどる部分があり，その部
分の興奮で頭痛も生じるのであろう……。
心から予想される脳の在り方は，現在の
脳科学の先をはるかに越しているのであ
る。
　このように考えると脳科学が万能であ

るとは，とてもではないが言えないこと
もわかるだろう。脳科学の発展を刺激し，
先導するような心の理解，脳科学的な発
見を予想するような臨床心理学や哲学や
文学における発見。これもダラダラ，い
やコツコツと書くのに悪いテーマではな
い気がする。

◇書評エッセンス◇

脳から見える心
岡野憲一郎著

　本書は書名のとおり，そ

の後の岡野氏の学問的展開

を踏まえた，最先端の書で

ある。岡野氏は，精神医学

とその臨床の研究者とし

て，そして関係性精神分析

の論客として，たくさんの

書をこれまで出版している

が，前書『脳科学と心の臨

床』とともに本書は，これ

までの著書とはひと味異な

る趣を呈している。それは，

教育者としての岡野氏の奥

行きの深さと関係している。

岡野氏は，脳の知られざる

世界に足を踏み入れ，「脳

科学おたく」という言葉も

飛び出すほどに，ネットで

得られる最新の情報も自在

に楽しみながら，また一方

では難解な先端研究を岨噂

し，それらを惜しみなく紹

介する。脳科学研究に関し

て，読者はひょっとして時

に　（評者のように）落ち

こぼれてしまうかもしれな

い。しかし，章の終わりに

設けられた，「臨床心理士

へのアドバイス」が，日々

の臨床とのつながりを兄い

だせなくなりそうな読者

（臨床心理士）を救ってく

れる。だから，難しい脳科

学の世界の中で迷子になる

ことはない。安心して，ま

た次の未知の章に歩を進め

ることができる。なお、著

者の述懐、思い、本音が、

正式にあるいはつぶやきの

ように、随所に織り込まれ

ているところも、本書の魅

力である。

　全体を通してこころに響

いてくるのは，こうした膨

大な研究を踏まえたうえ

で，生き生きと感じられる，

臨床家としての岡野氏の姿

勢である。すなわちそれは，

「脳について知ることによ

って，来談者の訴え，悩み

に，よりいっそう素直に耳

を貸すことができるように

なる」という，実感に基づ

いたありかたである。

　私は本書を読み終えて，

臨床実践における自分のこ

ころのありかたの幅を広げ

ることができそうという予

感だけでなく，脳について，

驚きとともに新たな知識を

得ることにより，ふだん生

活していくうえでの智恵を

授かったような気持ちを抱

いている。（評者・森さち

子＝慶應義塾大学■こころ

の科学 172 号（2013）よ

り抜粋）
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　最近『見ることと見られること』の翻
訳のあとがきで名前を借りた熊野純彦氏
から『存在と時間』新訳を続々いただき
ます。彼から翻訳をもらうのは初めてで
す。彼は学者として翻訳を業績と考えま
せんし，翻訳すればその著者の専門家と
思い込む日本の悪い習慣を批判している
からです（こう書いて私は自分で自分の
首を絞めているという自覚はありますが
……）。そして同時に（！）彼からマル
クスに関する超巨大な著作が送られてき
ました。これを読めば資本論を最後まで
理解できそうですが，何とも猫に小判と
しか言いようがありません。しかし，こ
の流れは最近私が思うことと符合してい
るようにも感じます。
　『存在と時間』新訳はテキストとたん
ねんに向き合いながら，ハイデガーの
ネオロギスムを正確に読み解き，丁寧

な梗概と訳注をつけ，日本語として読
み通せるものとなっています。例えば
Vorhandenheit, Zuhandenheitというハ
イデガー語を「客体存在性」「用具的存
在性」という従来訳に変え，原語の手
触りに戻り「目の前にあるということ」
「手もとにあるということ」と訳して
います。『見ることと見られること』の
翻訳で，基本は従来訳を踏襲しようと
しながらも enactmentを enactの原義に
のっとり「役割を実際に演じてしまうこ
と」と訳し，mourningを「悼み悲しむ
こと」と訳し，これは批判されるだろう，
と恐れている私にとっては百万の援軍を
得た思いです。実際翻訳中，文体，訳語，
英語時制と日本語の助動詞のずれなどに
悩み，私は翻訳を続けながら，哲学，国
語学，英文法関連，そして文学を読み漁
りました。振り返るとそれなりの量で，
まるで教養課程の大学生です。悩みから
の「退避」だったかもしれませんが，存
外楽しい体験でした。
　まずは当然シュタイナー氏が引用して
いる文学。スティーブンソンの『さらわ

翻訳の悩み，読書の楽しみ，そして精神
医療の現状に思うこと

浅田　義孝　

あさだ・よしたか＝精神医学，精神分析
サテライトクリニック伊勢原（本訳書刊行後
異動）。このほど『見ることと見られること―
「こころの退避」から「恥」の精神分析へ』
を翻訳・刊行。
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れたデーヴィッド』は児童文学としても
歴史文学としても面白く，翻訳のすばら
しさは私の訳の文体を決定づけました。
私はローズマリー・サトクリフのファン
なので，勢いで昔読んだ彼女の英国史の
黎明期を舞台にした児童文学や，訳の出
た，アーサー王など伝説，神話に基づい
た物語も読み，力をもらいました。氏が
本文で触れているクライストの小説に出
会えたことも幸せな体験でした。『アイ
アース』などのギリシャ悲劇も読み，運
命と個人について考えました。クライス
トの小説は大地震関連で見直されていま
す。
　シェークスピアは関連文献でも繰り返
しも言及され，『オセロ』など 4大悲劇
を始め，喜劇や史劇なども楽しみました，
またやはり引用の多い『失楽園』などの
古典にも手を出してみました。話法の処
理に悩んだとき，描出話法を生んだとい
うオースティンも読むなど，少し英文学
に手を出しています。ちなみにレーニン
『帝国主義論』新訳が間接話法を直接話
法で訳していて苦笑してしまいました。
　さらにドストエフスキーにも手を伸
ばしています。『地下室の手記』は彼に
よる「こころの退避」の世界の描写か
もしれません。『罪と罰』『悪霊』『カラ
マーゾフの兄弟』，倒錯の世界を記述し
た『賭博者』なども読みました。『罪と
罰』については今まで筋を全く理解して
いなかった自分に呆れました。殺人を犯
した主人公が彼を愛する女性の真情に触
れ，改心する話だと私は思い込んでいま
した。彼は最後の最後まで改心していま

せん。エピローグの最後に少しその入り
口に到達した程度です。むしろ彼がソー
ニャの愛情に触れた瞬間，すべての感情
が凍りつき，冷笑するシーンなど羨望の
見事な描写だとすら思えます。
　『見ることと見られること』のテーマ
のひとつである恥に関わるかと「源氏物
語」も一部読んでみました。ちなみに熊
野純彦氏は「日本思想史」誌に源氏物語
論を寄せていて，物語の中の反復強迫を
論じています。結局日本的「恥の文化」
が根付いたのは江戸時代らしく，官僚化
した武士が武士の体面だけは保つよう強
いられたためのようです（渡辺浩『日本
政治思想史』）。ヨーロッパ中世では変な
お面をかぶせ市中を引き回しにするなど
名誉刑が発達しています。恥，名誉を重
んじるのはむしろ彼らなのではないか，
と思ったりします。鵯

ひよどり

越えの奇襲を称
賛する日本人に対し，真珠湾攻撃は彼ら
には恥知らずそのものの行為で，そこに
悲劇的なずれがあります。これは民族性
の優劣ではなく国制の発展の違いにより
ます。歴史を無視して語られる文化論に
は眉唾物が多く，精神分析的治療者は発
達史を無視すべきではないでしょう。
　もちろん「名著」ばかり読んでいたは
ずがありません。私はいい年して 10代
を読書層とするいわゆるライトノベルの
愛読者です。しかし中には扱う題材が深
いものがあります。西尾維新の『化物
語』などは分裂，投影，解離，羨望など
がテーマで，まるで精神分析入門です。
しかし先人が苦心して剔抉した心理がま
るでコンビニの棚の商品のように簡単に
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陳列されています。時代風潮でしょう
か？
　このたび関東に戻ってみると精神科ク
リニックがチェーン展開されているのに
驚きました。多くのクリニックは多数の
患者を数分で診る薄利多売を強いられて
います。今後中間層の解体とともに 100
円ショップ的精神科クリニックが主流に
なっていくのでしょう。利潤率の低下と
労働者の貧困化は，社会保障の充実と豊
かな中間層の拡大によりマルクスの最も
外れた予言とされてきましたが，それが
的中する時代が到来し，資本という病理

的組織が人と人とのつながりを分断し，
こころをも従属させつつあるようです。
　しかし時間をかけて自分を理解してほ
しい，理解したい，向き合いたい，とい
うニーズもまた強く実感します。むしろ
拡大していると言ってもいいでしょう。
彼らは哲学や文芸時評用ではなく，その
ニーズに応える精神分析的治療があるこ
とを知りません。それが良質の出版を通
じて伝わるとよいと思います。そして私
もニーズに応えて行けるような治療者に
なりたい，と願うのです。

◇書評エッセンス◇

米国クライン派の臨床
ケイパー著／松木邦裕監訳

　「自分自身のこころ」と

いうタイトルの中には，自

他が混同されている自己愛

的・妄想的な状態から，自

他の分離に気づくこと，つ

まり真に現実的な状態への

変化のダイナミズムが込め

られているといえよう。そ

れが本書の全体のテーマで

あるともいえる。この「分

析家が自分自身のこころの

中に精神分析というよい

内的対象をもっているこ

と」つまり分析家が患者と

二者関係なのではなく，内

的に三者関係（エディプス

関係）を保ち続けているこ

とが患者の「自分自身のこ

ころを獲得する」ことにつ

ながるということは，読ん

でいて自らの治療者として

の態度を自問する刺激的な

ものであった。著者ロバー

ト・ケイパーは米国西海岸

ビバリーヒルズで開業して

いる医師の精神分析家であ

り，タイトルにあるように

米国のクライン派である。

監訳者の記を引用すると，

同じ西海岸のオグデンより

もクライン－ビオンに忠実

な精神分析を構築しており

（実際著者は本書の中でオ

グデンに対する批判的見解

を述べている），またグロ

トスタインよりもビオン一

色ではなく，クライン－ビ

オンの土台の上に，著者が

過去に学んでいた物理学や

米国の自我心理学的風土が

合わさり，独自の精神分析

を形成している，という位

置関係である。（評者・丸

山仁美＝長崎純心大学人文

学部■精神分析研究 56巻

3号（2012）より抜粋）
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