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おどろきのフォナギー

馬場　禮子　

　このたび，Fonagy, P. & Target, M. の 
Psychoanalytic Theories：Perspectives 
from Developmental Psychopathology 
を岩崎学術出版社より訳出した。訳題も
正確に『発達精神病理学からみた精神分
析理論』とした。それはこの題名が本書
の最も重要なところをよく言い表してい
るからである。つまり本書は，心の発生，
成長と，そのひずみに関する膨大な研究
の紹介であり，言わば精神分析的研究の
本道を行く内容であるが，それにしては
内容も文体も，私の読み慣れた精神分析
書とはかなり肌合いの違うものであった。
　本書の目指すところは，精神分析学の
発達論を基盤にした精神病理学の見直し
である。Fonagyらの発達研究は，古典
的な精神分析理論を充分に掌握し，同時
にきわめて現代的な枠組みの中にこれを

組み込み，その意味や意義を刷新し，従
来の精神分析理論の総合的解説とはまっ
たく異なる様相を呈している。その一つ
は，Fonagyらの立場が特に環境論や対
人関係論，あるいは遺伝学や脳生理学な
ど，従来精神分析理論の中ではとかく見
過ごされる観点を重視するからであり，
もう一つは理論の実証性（エビデンス）
という側面を重視するからだと言える。
それに伴って文章も，非常に固く，やや
過剰に理論的で，正確ではあるけれども，
だからかえって分かりにくいというもの
であり，訳者としては相当に苦労させら
れた。
　しかしながら，このように従来と異な
る角度から光りを当てたことで，精神分
析理論が違って見えて来たことも確かで
ある。主として 1980年代以降の発達研
究に関わる多領域の研究所見がエビデン
スとして示され，それとより以前からの
精神分析理論が照合され，その異同が明
らかにされている。膨大な情報の中から，
実例を幾つか挙げよう。
　例えば，早期乳幼児期での，主たる養
育者との関係性が人格発達に大きく作

ばば・れいこ＝精神分析，臨床心理学
　中野臨床心理研究室。著訳書に，『改訂ロール
シャッハ法と精神分析』『改訂境界例』『精神
分析的心理療法の実践』『精神分析的人格理論
の基礎』（以上，岩崎学術出版社），『思考活動
の障害とロールシャッハ法』（監訳，創元社）
など多数。このほど『発達精神病理学からみ
た精神分析理論』を翻訳・刊行。
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用し，また精神病理の生成をも促すと
いう見解は，精神分析の主張の中で大
きな位置を占めている。これについて
は，1980年代には否定的な調査結果が
出て，逆境的な幼児期体験が深刻な長期
にわたる後遺症となることはほとんど無
いと結論づけられていた。しかしその後，
1990年～ 1995年に行われた複数の研
究で，早期の体験は長期的な影響を及ぼ
すことが実証されているが，その影響と
は，（a）その幼児期体験がさらなる否定
的な体験の発生に寄与することと（b）
幼児期に逆境を体験した人はそれと同様
の体験に対してより脆弱であることから
生じるのだと説明されている。これは現
代の精神分析理論により正確に即した説
明である。つまり現代の精神分析理論は，
早期の体験がそのままその後の成長過程
を決定すると主張するのではなく，早期
に逆境を体験した人は，そこでの躓きに
影響されて自分の体験を作り替え，過去
に体験した相互作用と共存できるような
体験を創り出すのだ，と説明している。
実証研究側の理解が細やかになり，より
深まると，臨床経験から出た精神分析的
な説明との一致が出て来るのだというこ
とが，この研究過程から理解できる。
　さらに囓歯類の幼児による母子分離実
験から，早期の分離によるストレスは神
経内分泌の永続的な異常を齎すが，その
後の長期にわたる適切な養育があると，
それに反応して視床下部～副腎系の反応
は低下し，恐怖反応やストレスへの脆弱
性を減じることが，実証的介入研究から
証明されている。このような介入研究の

結果は，人格形成に関する精神分析理論
を実証するばかりでなく，視床下部，辺
縁系，海馬ニューロン等々の脳内物質の
成長にも早期幼児期体験が影響すること
を示唆している。さらに，それらの障害
への治療として，養育環境の改善や心理
的な治療が有効であり，それが心理的お
よび生理的な成長に，ともに寄与する可
能性を示唆している。しかしそれにして
も，このような視点からの解明は，従来
の精神分析的思考とはかけ離れているよ
うに感じられる。
　これは，実証的研究が，精神分析の人
格理論や治療理論を実証するばかりでな
く，その有効性について説明することも
可能だという一例である。しかし，必ず
しもどのような理論も実証されるという
ことはなく，むしろ実証されない理論の
方が多く，また実証されるのは，例えば
無意識の存在など，精神分析家にとって
はあまりに自明な，あえて実証する必要
もないと思われるような理論であること
が多い。それでもなお，実証性という観
点から理論を見直すことに意義があるこ
と，精神分析理論は非常に豊かな内容を
持つので，今後も実証研究に照らしてみ
ようとする研究者が多く現れるであろう
ことを，Fonagyは予測している。その
一方で，精神分析学にとって重要な理論
とは，それ自体重要なのであって，実証
性の有無とは必ずしも関係がないことを
Fonagyは明確に主張している。実証研
究に対するこうした姿勢は，今後の精神
分析理論の研究者にとって必要なもので
あろう。
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　早期幼児期の体験，とくに養育者との
相互関係の体験が，後の精神病理の発現
に寄与する可能性があること，および早
期幼児期の心理状態が精神病理を持つ成
人の心理状態に類似していること，つま
り発達と精神病理は対応しているという
仮説が，精神分析理論につきまとってい
る。しかし，この二つの観点について単
純に直線的に考えてはならないという警
告を，Fonagyは繰り返し強調している。
前者については，相互作用の体験は繰り
返される経過があるのであって，必ずし
も早期幼児期の体験に限定はされず，ど
のような時期の体験が作用したかを断定
するのは難しい。後者については，幼児
期の心理と成人病者の心理には様々な相
違があるのであって，「精神病は乳幼児
期の心的機能様式の復活だと論じるのは
誤りである」，「重篤な精神病理に認めら
れる“原始的な”側面は，おそらく幼
児期に作用していたものとは異なる形で，

成人の心の中で機能していると仮定すべ
きであろう」（訳書 p.143）というのは
重要な指摘であろう。
　さらに訳しながら気づいたことは，本
書がその翌年に出版された，Bateman, 
A., Fonagy, P.共著による『メンタラ
イゼーションと境界パーソナリティ障
害 Psychotherapy for Borderline Personality 
Disorder ： Mentalization-based Treatment』
に先立つ文献研究という位置づけになっ
ているということである（日本ではこち
らの方が先に訳出されている。狩野，白
波瀬監訳，岩崎学術出版社）。そのため
か，今回訳出の著書の文献量は膨大で，
巻末の文献表は 48ページにも及んでい
る。そして 1年後のメンタライゼーショ
ンの著書では，彼ら自身の仮説生成と，
臨床実践と，その実証的研究が示されて
いる。Fonagyとは，質量ともに驚くべ
き生産力の高い人物である。

◇書評エッセンス◇

フロイトと日本人
北山修編著

　本書は 2部から成る。
第一部は「フロイト－日本

人書簡集」であり，日本の

精神分析の黎明期のリーダ

ーであった矢部八重吉，丸

井清泰，古澤平作，大槻憲

二の 4人がフロイトと交
わした書簡が紹介されてい

る。書簡からは，4人の先
駆者たちがいずれもきわめ

て熱心にフロイトとの接触

を求め，精神分析を学ぼう

としていることが伝わって

くる。これらの書簡はこう

いうかたちで収集され出版

されなければ，いずれどこ

にあるかもわからなくなり

誰の目にも触れなくなって

しまったであろう。北山の

努力に感謝したい。

　第二部は「精神分析的エ

ッセイ『精神分析への抵

抗』」と題して北山の論文

4編が収められている。（評
者・成田善弘＝成田心理療

法研究室■精神分析研究

56 巻 3 号（2012） よ り

抜粋）
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　「精神分析的心理療法上達の極意」と
仰々しいタイトルを掲げているが，実の
ところ，私自身上達には程遠いところ
にあるのであまり偉そうなことは書けな
い立場にあることを最初にお断りして
おきたい。ただ，指導者不足というこ
と，そして精神分析治療文化がまだまだ
この国には深く根付いていないというこ
ともあって私のような初心者に毛の生え
たような者でも一応指導者の一人に数え
挙げられており，その経験から，案外こ
ういうことが精神分析的心理療法を行う
上で役に立つということを述べていきた
い。ちなみに，精神分析の盛んな英国で
は，60歳代でも下手をすると「若造」

扱いだった記憶がある。気の遠くなるよ
うな話である。これだと重鎮になるのが
早いのか，あの世に行くのが早いのかチ
キンレースのようにも思えてくる。やは
り私のような立場でも自由にものが言え
る，この国で精神分析実践に携わってよ
かったと思う。
　さて，指導する立場として私は，精神
分析的心理療法の初心者の方や，すでに
何年か訓練を受けているがなかなか「上
達しない」とこぼす「中堅」の方たちの
仕事ぶりを見させていただくことが多い。
こうした方たちのほとんどは，子どもや
大人のクライアントにどういうことを伝
えたらいいのか，思いつかないというも
のである。スーパービジョンなどで私が
こう言ったらどうかと言うのを聞いて，
その時々はなるほどと思いセッションに
臨むのであるが，いつも終わってみたら
適切なことをほとんど言えていなかった
ことに気づかされるというのである。精
神分析的心理療法と言えば解釈をするこ
とにその最大の特徴があると一般に捉え
られており，私自身その考えには若干の

ひらい・しょうぞう＝精神分析，臨床心理学
　御池心理療法センター／ NPO法人子どもの
心理療法支援会。著訳書に，『精神分析的心理
療法と象徴化』，ウィッテンバーグ著『臨床現
場に生かすクライン派精神分析』，『学校現場
に生かす精神分析』，ヨーエル著『学校現場に
生かす精神分析 実践篇』（以上 岩崎学術出版
社），『子どもの精神分析的心理療法の経験』（金
剛出版）など多数。このほど，ミラー他著『子
どもを理解する〈２～３歳〉』を監訳・刊行。

精神分析的心理療法上達の極意

平井　正三　

●『タビストック　子どもの心と発達シリーズ』の裏ワザ的活用法
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留保があるが，ほぼ的確な理解であると
言ってよいと思う。したがって，精神分
析的心理療法を学ぶ人たちは，満足のい
く解釈ができて，そしてそれで心理療法
過程が動いていっていることが見えてき
て初めて「自分は精神分析的心理療法を
実践している」と実感できるものであろ
う。
　精神分析的心理療法は，クライアント
が自分自身の心の中で起こっていること
を知っていき，考えていくことを手助け
することを目指していく。人は本来自分
自身の心の問題を解決する力を持ってい
るが，何らかの原因でそれが発揮できな
くなった人がクライアントとして私たち
心理療法士のもとを訪れてくる。精神分
析的心理療法における解釈は，そうした
クライアントが自分自身の心を知ってい
くことを手伝い，そして心理療法がなく
ても自分でそれができるようになるのを
援助するものである。
　こうした心のトラブルを引きおこすの
は，心の中のより原始的な部分，つまり
乳幼児的な部分であるというのが精神分
析の基本的な考えである。クライアント
とのやりとりを通じて，心理療法士は，
クライアントが把握し損ねている乳幼児
的な部分を把握し，それを言葉にして返
していく。ここでの想定は，クライアン
トが把握しがたい心の部分を心理療法士
が把握し言葉にできるというものである
が，クライアントに難しいことが心理療
法士に簡単にできるかと言うとそれはそ
うではないということは少しでもこの仕
事をやってみればわかる。もちろん，え

てして人のことはわかりやすいわけなの
で，最初は，「あー，この人はこんなこ
とに足を取られているんだな」とわかる
気がして，それを伝えればすむと思うが，
ことはそんな簡単には済まない。このあ
たりのことは，フロイトとドラの物語と
して，精神分析治療における，転移概念
の中心性という話になるが，それはここ
では省くことにする。ともかく，転移概
念から展開して現代の治療論では，クラ
イアントの「問題」は治療関係の問題と
して「転移―逆転移」に結実していくと
考えられている。簡単に言えば，心理療
法士にとって，「人ごと」だったことが，
自分のことにもなっていくのである。こ
うなるとなかなか何が起こっているかを
把握することは難しくなる。
　要するに，精神分析的心理療法におい
て治療者は，クライアントの理解を積み
上げていきそれを言葉にする必要がある
が，それがとても難しいのである。繰り
返すが，クライアントにとって難しいこ
とは治療者にとっても大抵難しい。精神
分析を学ぼうとする人は，精神分析の本
を読んだり，論文を読んだりして，頭で
はわかるようになっても，「現場」では
ほとんど使えない。スーパービジョンで
こう理解できるとか，こう言ったらいい
とか提案されるが，いつもセッションで
は新しい状況が生じるので対応できない。
結局，「現場」では一人で対処しなけれ
ばならず，頼りになるのは自分の心と，
それを用いて「理解」を立ち上げ，それ
を言葉にすることができるかどうかなの
である。ものを言うのは，知的理解力で
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はなく，その人の心の資源なのであり，
それはその人の育てられ経験，そしてそ
の後の育ち方，経験から学んできたこと
などによると言ってよいだろう。こうし
たわけで，精神分析的心理療法を実践す
るには，個人セラピーや個人分析を受け
ることが必須と捉えられている。
　ところが実際に個人セラピーや分析を
受ける機会に恵まれる人はそれほど多い
わけではない。さらに言うと仮に受けて
も，自分が受けるということと，それを
実践するということには大きな違いがあ
り，実践には実践のための訓練が必要で
あり，やはり，どう役に立つ理解や解釈
を立ち上げるのかという問題は残るので
ある。
　さきほど，頼りになるのは結局自分自
身の内的資源であると述べたが，これは
子育てにおいても同じである。子育てに
おいても，育児方法についていくら読ん
でいっても頭で育児をするわけではない
ので，うまくいかない。自分自身の中に
ある，赤ちゃんの部分や幼児の部分，そ
して育てられ経験と触れることができな
いとなかなか赤ちゃんの気持ちや幼児の
気持ちを的確に把握できない。こうした
点でユニークな育児書になっているの
が，児童の精神分析的心理療法で有名な
ロンドンのタビストック・クリニックが
出している『タビストック　子どもの心
と発達シリーズ』である。このシリーズ
はある種の育児書ではあるがハウツーが
ほとんど書かれておらず，親御さんたち
が，赤ちゃんや幼児と日々接する中で引
き起こされる情動経験について考えてい

けるような手掛かりが書いてある。それ
ぞれの年齢の赤ちゃんや幼児が一体どん
な経験をしているのか，彼らとお母さん
やお父さんやきょうだいの間でどんな関
係が生じているのか，日常の言葉で平易
に書いてある。これらを読めば多くの親
御さんは，「そうそう，そういうことっ
てあるよね」と感じたり，「こういうこ
とってあるけど，そういうふうに考えら
れるのか」と思ったりする経験をするこ
とになる。つまり，自分と子どもとの関
係の一場面が生き生きと情緒を伴って蘇
り，それを鮮やかに捉えることができる
ようになる。
　実は，上記のようなことこそ，いまい
ち精神分析的心理療法が「上達」しない
と感じる人に必要なことかもしれないと
私は考えている。精神分析的心理療法で
行っているのは，相談にやって来られた
クライアントに，何か難しい「理解」を
伝えることではない。治療関係の中で起
こっていることを生き生きと捉え，そこ
にクライアントの中の「赤ちゃん」や
「幼児」がどのように現れているか生
き生きと捉え，それを言葉にすること
で，クライアントが自分自身のそうした
部分を捉えていくのを手助けするのであ
る。それはとりもなおさず，日々生きて
いる中で生じる情緒の激動やもつれの中
で，一体何が起こっているのかしっかり
と捉え，それを言葉にすることで，より
考えやすくなる力の基盤になっていくの
である。子育ての手助けのために書かれ
た『タビストック　子どもの心と発達シ
リーズ』は，治療関係という情緒経験の
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中で起こっていることの中に，クライア
ントの乳幼児的部分を想像力豊かに捉え
ていくことに役立つ。こうしたわけで，
私はこのシリーズを，精神分析的心理療
法の訓練として，裏ワザ的に活用するこ
とをひそかにスーパービジョンなどで奨
励している。
　理論的に言えば，精神分析実践におけ
る「理解」は，観察によって捉えたこと
を「夢見る」ことに基づく必要があるが，
そのような「夢様の理解」を日常の言葉，

地に足のついた言葉にしていく必要があ
る。そうしたときにこの本の記述は役に
立つ。乳幼児の世界の「夢」を記述する
言葉のレパートリーを学ぶのである。あ
るいは，逆に，こうした乳幼児の世界の
「夢」にアクセスすることが難しい人が
そうできるようにその人の乳幼児の心の
世界へのイマジネーションを活性化し，
それらの言語表現に馴染んでいくのに役
立ちうるのである。

◇書評エッセンス◇

特別なニーズを持つ子ど

もを理解する
バートラム著／平井・武藤監訳

　近年，わが国では，発達

障害という言葉が広く知ら

れるようになってきている。

それは，たとえばこの言葉

に代表されるような特別な

ニーズを持つ子どもについ

て，より多くの人々が知り，

考えるきっかけになるなら

ば歓迎されるべきことであ

るが，評者には，現在の日

本ではどこかこの発達障害

という言葉が一人歩きをし，

ややもすると「あの子ども

は発達障害だから」という

〝レッテル″の下，その

子どもの個性や全般的な発

達の特徴については考えら

れないという現象を引き起

こしているのではないかと

危惧しているところがある。

この危惧がもし，現実のあ

る面と符合するならば，本

書はまさに時宜を得た内容

である。

　なぜなら，特定の障害や

ニーズに焦点を当てるので

はなく，たとえどのような

障害やニーズを持っていよ

うとも，その子どもの中に

ある「普通の発達過程」を

見失わないように，そのバ

ランスをとることを意識し

て書かれているからである。

また，本書で取り上げられ

ているのは，いわゆる日本

でいうところの発達障害

―子どもの成長に伴って

親がしだいに子どもの特徴

に気づき始め，戸惑うよう

になる特別なニーズ―の

みならず，出生時より認め

られるさまざまな障害を持

つ子どもまで広範に取り上

げ，出産時の親の体験に始

まる子どもの成長を，順を

追ってその親の体験に主眼

をおいて描いている。

　本書は，親に向けて書か

れているが，ともすればわ

かりやすい答えに飛びつき

たくなりがちな教師や臨床

心理士などの専門家にと

っても一読の価値がある

だろう。（評者・鵜飼奈津

子＝大阪経済大学人間科

学部■そだちの科学 21号

（2013）より抜粋）
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フロイトと精神分析の未来

福本　　修　

　ジャン‐ミシェル・キノドス著『フロ
イトを読む　年代順に紐解くフロイト著
作』は，2013年 11月に刊行されてか
ら順調に販売が進み，増刷が決定された
という。監訳者としては少し安堵すると
ころである。少部数の専門書だから，分
担訳者たちによる広報やセミナーで取り
上げられることの効果が少なくないと思
われるが，ネット書店を通じた購入が多
いらしいので，より一般の読者層にも関
心を持たれているのだろう。訳書の完成
は原書の出版から約 10年遅れたが，そ
の間に索引以外完結した岩波版フロイト
全集に対応させて，その内容を補完した。
また，版型を大きくしてソフトカバーの

一冊にしたことによって，主要著作の詳
細を簡単に一望できて，使い勝手が良く
なっている。精神分析の実践者であり教
育者でもある著者がセミナー形式で行
なった演習のスタイルを取り入れて，精
神分析の歴史的展開を踏まえつつ現代の
成果をコンパクトに盛り込んだ本書は，
非常にバランスがとれており，フロイト
が書き残したことを臨床に比重を置きな
がら理解するには，またとないツールで
ある。今となってみると，これと肩を並
べるようなフロイトから現代の精神分析
を見据えた広がりを持つ類書は，他に
あったかどうかが思い浮かばないほどだ。
　それだけ本書はフロイト著作の内容を
正確に反映していると考えられるが，そ
れは裏を返せば，没個性の産物でもある。
素材はもちろんフロイトとその研究に基
づいており，主要部をなす「テクストを
紐解く」セクションは，フロイト論文の
殆ど抜粋である。偏りの少なさは，『トー
テムとタブー』『錯覚の未来』『文化の中
の居心地の悪さ』など，臨床に直結して
いない著作についても同等に論じるとこ

ふくもと・おさむ＝精神医学，精神分析
恵泉女学園大学人文学科教授／長谷川病院。
著訳書に，ブロンスタイン編『現代クライン
派入門』（岩崎学術出版社），『現代クライン派
精神分析の臨床―その基礎と展開の探究 』（金
剛出版），ヒンシェルウッド著『クリニカル・
クライン』（共訳，誠信書房），ビオン著『精
神分析の方法Ⅰ・Ⅱ』（共訳，法政大学出版
局）など。このほど，キノドス著『フロイト
を読む』を監訳・刊行。
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ろに表れている。キノドスのオリジナリ
ティは，特定の主張にではなく行き届い
た編集にあると言える。「フロイトの概
念の継時的発展」と「年代順にみるフロ
イトの概念」のコラムはフロイトの中で
の展開を，「伝記と歴史」および「フロ
イト以後」のコラムは，精神分析全体で
の歴史的・国際的な広がりを描写してい
る。北米・南米での最近の展開は含まれ
ていないが，それは本書の役割を超えて
いる。
　さて，それほどの良書ならば，「安
堵」とは何のことかと思われるかもしれ
ない。実は，フロイトおよび精神分析へ
の関心は世界中で，日本でもこの 10年
で，総量としては大幅に後退しており，
キノドスの良書をもってしてもその持ち
直しは困難ではないかという気がしてい
る。分析関係の数多くの重要な翻訳・著
作物が絶版のままなのは，それと無関係
ではないだろう（ビオンの『精神分析の
方法 1・2』は若干増刷されるが）。その
意味では，去年出たばかりの本への多少
の関心が確認されたからと言って，安堵
できることではない。
　精神分析の“後退感”は，日本に
関して，日米貿易不均衡を契機に沸い
た“Japan bashing”から，バブル崩壊
後の停滞によって“Japan passing”が
起こり，それが “Japan nothing” と
言われるほど落ちぶれていったように，
1980年代からの“フロイト叩き Freud 
bashing” は，“Freud passing” を 経
てもはや“Freud nothing”の域に達し
つつあるのではないか，という連想に由

来している。もちろん，これは落ち目に
なると相手にされなくなるという言葉の
上だけの類似性であって，日本がアメリ
カに依存しきって国際情勢の変化に対応
できなかったことと，精神療法の限界が
確認されて薬物療法が台頭していく中
で，フロイト個人および精神分析コミュ
ニティが伏せてきた事実経過が発掘され，
精神分析全般の信憑性が揺るがされたこ
とには，何も対応関係はない。また，代
わりに何かが everythingとして評価さ
れていることもない。だが，批判の意味
は再考するに値するものを含んでいる。
　FBI（Freud Bashers International）
と呼ばれる人々が次々とフロイトの批判
を始める以前に，P・ローゼンは精力的
にインタビューを行ない，精神分析の歴
史の光が当たっていなかった部分を表
沙汰にしていた。『ブラザー・アニマル
―フロイト，ザロメ，タウスクの世
界』（原書は 1969年），『フロイトと後
継者たち』（同 1975年）がその代表で
ある。フロイト・アーカイヴの管理者
だった K・アイスラーは，“Talent and 
genius: The f ictitious case of Tausk contra 
Freud, New York: Quadrangle Books, 
1971”を書いて反論した（アイスラー
はフロイトの患者・身内を含む膨大な数
の関係者と面接したが，その記録はかな
りの量がまだ開示されていない）。そう
こうするうちに 1980年には DSM-Ⅲ
が登場，時代の潮流が変わる中で，彼
は J・マッソンを，フロイトのフリース
宛全書簡の編集者とした。するとマッソ
ンは彼の予想に反して，フロイトが「誘
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惑理論」を放棄した背景に個人的動機
があったとする発表を行ない，“Freud: 
The Assault on Truth”（1984）にまと
めた。それは性的虐待や外傷の隠蔽の
問題に重ねられたが，「虚偽記憶」の問
題が加わって紛糾していった。その間
に，フロイトが論文報告していなかった
症例の治療的失敗についても掘り起こさ
れて，次々に類焼していったのが Freud 
bashingの経緯である。
　詳細を述べる紙幅はないが，その中に
は私怨から発していて立ち消えになった
らしいものや，精神分析の領域から離れ
てジャーナリズムや批評に収束していっ
たものもある。フロイト個人と精神分析
自体や，フロイトの方法論と現代のそれ
を区別しないで行なわれた批判は，セン
セーショナルで精神分析全般に幻滅させ
る効果はあっても，元々流行があったわ
けではない日本では，それほど詳しく紹
介されていない。それらのうちでボルク
‐ヤコブセンによる批判的検証は，歴史
的資料の確認とテクスト的吟味を綿密に
行なっており，今でも読むに値する。フ
ロイトの五大症例以外についてほとん
ど知らない人は，彼がコンパクトにま
とめた“Les Patients de Freud. Destins”
（Sciences Humaines Éditions, 2011）
を読んだら，かなり驚くことだろう。
　同じ頃，グリュンバウムは『精神分析
の基礎―科学哲学からの批判』（原書は
1984年）を刊行した。彼の批判も，フ

ロイトによる精神分析の理念と説明に向
けられているので，それで臨床が打撃を
受けたとは考えにくい。むしろ，精神分
析における実証研究の欠如の指摘の方が，
今に続く深刻な批判だと思われる。ただ，
そうした研究を同じ土俵で行なうことは
必要であるが，それは精神分析の質的な
ユニークさを明らかにすることにはなら
ないので，精神分析の発想や狙いを理解
した上での実証を求めたいところである。
　「観察と関与」（サリヴァン）は，主観
性の関与する精神科領域で基本的な態
度だった。世界的な DSM導入以後も，
人が行なうことである限りでその点に変
わりはない。精神分析の質的なユニーク
さは，そこに「無意識」という次元を認
めたことにある。それが無意識的葛藤・
非言語的表現と交流・発達と病理的過程
を含むものであることには，大体の合意
があるだろう。精神分析は，それを転移
‐逆転移関係の振り返りや，臨床素材の
観察と現実検討によって吟味することで，
科学性が担保されるとしている。しかし，
それはまだ多分にミクロ的で，当事者で
あることの限界を免れてはいない。第三
の項として，検証という作業が更に必要
である。実証研究はその方法の一つであ
り，フロイト以来の精神分析の，書かれ
たことの向こうにある現場へと赴くこと
は，もう一つの方法である。本書は，後
者の内在的な作業のための足場を提供し
ているだろう。
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　自閉症との出逢い

　発達障害を専門にしようと決心したの
は入局後 4年目，今から 25年ほど前の
ことだった。当時は自閉症や多動性障
害に関心を持つ精神科医は極めて少数派
だったように思う。自閉症をやりたくて
児童精神科の病院に赴任し，思い通りに
幼児自閉症病棟を担当させてもらったの
だが，先輩の児童精神科医から，「若手
（当時は若手だった）の君に思春期病棟
を担当させない院長はけしからん」と妙
な同情を受けたのを覚えている。児童精
神医科医の中でさえ思春期の統合失調症
や拒食症が「花形」だという見方があっ
たようだ。
　大学では一応精神病理グループに属し

ていて，当時はブランケンブルクとかコ
ンラートとかを輪読していたし，児童に
興味を持って児童グループにも属してい
たが，クラインとかアンナ・フロイトと
か勉強していた。
　自閉症に興味を持ったのは故中根晃先
生の自閉症研究，自閉症の臨床などの一
連の著作に触れたからであるが，その中
で自閉症の認知障害仮説が非常に面白い
と思った。それまでかじってきた精神病
理学とも児童分析ともまったく別の世界
なのだが，認知障害というものの見方が
新鮮で，よくわからないままに自閉症は
認知障害だという言い方に強く引きつけ
られた。とはいうものの，当時の大学病
院でも精神科病院でも実際に自閉症をみ
ることはほとんどなく，実態は不明だっ
た。
　当時の療育方法は行動療法が流行しだ
していたが，自閉症は認知障害だから行
動療法を行うという考え方が今一つよく
飲み込めなかった。
　そんな時に出会ったのが TEACCH
プログラムであった。TEACCHプロ

発達障害のライブ講義

内山　登紀夫　

うちやま・ときお＝児童精神医学
福島大学大学院人間発達文化研究科学校臨床
心理学専攻教授，よこはま発達クリニック院
長。主な著書に，『本当の TEACCH』（学習
研究社），『発達障害―早めの気づきとその対
応』（中外医学社），『大人の発達障害ってそう
いうことだったのか』（医学書院），『高機能自
閉症・アスペルガー症候群入門』（中央法規出
版）など多数。このほど『ライブ講義 発達障
害の診断と支援』を執筆・刊行。



13

グラムでは認知理論を重視している。認
知理論とは人が物事をどのように理解し
ているか，どういう風に外界からの情報
を理解しているか，どのように頭の中で
考えて，行動しているかを検討の対象に
する。筆者にとっては TEACCHの真
骨頂は認知理論から考えることである。
　「ワークシステム」「スケジュール」
「フィニッシュボックス」といった
TEACCHの支援技法に出会って認知
障害を意識した支援というのはこういう
ことだったんだと得心がいった。
　その後，TEACCH外の専門家たち
の研究から「注意の障害」，「実行機能障
害」，「心の理論障害」，「弱い中枢性統
合」などの認知心理学的概念が提唱さ
れたわけだが，このような理論から自閉
症支援を考えると構造化の手法にいきつ
くこともわかった。そして，TEACCH
はこれらの理論が提唱される前に，構造
化の手法を考案したことに改めて驚いた。

　CARSとの出逢い
　CARS （Childhood Autism Rating 
Scale）は TEACCHプログラムの創始
者である故エリック・ショプラー博士ら
が開発して診断補助ツールの一つで翻訳
が出版されたのは 1989年である。当時，
自閉症の基本障害は認知障害であるとい
うものの，DSMでもカナー・アイゼン
バーグの診断基準でも，行動記述による
診断であり，認知障害であることと診断
の方法は直結はしないのだと思っていた。
　1995年に TEACCH部に留学して
CARSを使った診断・評価のセッショ

ンを経験した時に，初めて認知障害とし
ての自閉症を診断することの意味が実感
できた。CARSは「人との関係」，「模
倣」，「変化への適応」，「視覚による反
応」，「聴覚による反応」など 15の領域
にわけて，異常の度合いが高いほど，高
い点数をつけて合計得点を計算する。そ
のような機械的な加点法で自閉症を診断
するなどいかにもアメリカ的で，あまり
臨床的ではないと思っていた。
　実際の診断セッションで CARSを使
用すると，それまで日本の臨床ではあま
り意識しなかった自閉症の認知障害が実
感できた。例えば，音への反応をみるに
は実際に音をたてて，子どもの反応をみ
る。もちろん，留学前も名前を呼んで振
り向かないなどの行動はチェックしてい
たが，TEACCH部の診断では，子ど
もが何かに集中している時に，カスタ
ネットの音を数分！にわたって出し続け
ても，全く反応しない子どもがいること
で，なるほど聴覚情報処理障害はこうい
う形で現れるのかと納得し，その重さを
評価するためには長時間の聴覚刺激をす
ることが有用なのだと，勉強になるなと
思っていると，その直後に同じ子どもが，
遠くで聞こえたトイレのフラッシュの音
で耳塞ぎをしてパニックを起こしたりも
することに驚愕した。定型発達の兄弟と
遊んでいる場で，ホイッスルを吹くと定
型の子は一瞬でこちらを振り返るのに，
自閉症の兄はほんの少しだが反応が遅れ
ることもあり，そのような微妙な部分も
評価していたりした。
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　認知障害という視点

　前置きが長くなったが，自閉症スペク
トラム障害や ADHDなどの発達障害
を理解するためには認知障害という視点
が絶対的に必要であるのに，日本の臨床
では，軽視されているように感じるので，
困っているである。
　多くの医師はDSMや ICDの診断基
準をもとに自閉症の診断・評価をするの
ではないだろうか？　DSM-5が出版さ
れて，自閉症スペクトラム障害の診断基
準については，ずいぶんとドラスティッ
クな変化があった。筆者はDSM-IVは
もちろん，DSM-5もあまり好きではな
いが，それはともかくとして，DSM-5
も基本的に「記述的」な診断基準であ
る。専門家は自閉症スペクトラム障害は
生来生の認知障害であることを前提にし
て，記述的診断基準を目の前の患者に適
用する。精神科医がうつ病を診断する時
には，ただ元気がないとか気持ちがネガ
ティブになっているというだけではなく，
脳の中で何らかの異変が起きていること
を前提に DSMなどの診断基準を適用
しているはずである。
　ところが，医師・心理士など専門家向
けのセミナーで講師をして参加者のレ
ポートを読み，議論を重ねる中で自閉症
スペクトラム障害については生来性の認
知障害であるという視点を離れて診断す

る精神科医もいるように思った。どうし
て認知障害の視点から評価しないのか？
セミナーの参加者と話す中で，発達障害
の認知障害をわかりやすく解説したテキ
ストが意外に少ないことに気づいた。例
えば発達障の診断には発達歴の聴取が大
事であるが，発達障害の診断に必要な発
達心理学や認知心理学の要点を解説した
テキストはほとんどない。忙しい臨床家
にとって，一般的な発達心理学や認知心
理学を 1から学ぶ時間はないし，その
必要性も乏しい。臨床家にとって必要な
のは発達障害に関連した心理学の知識で
ある。
　『ライブ講義 発達障害の診断と支援』
は発達障害の診療や支援をしたいと考え
ている一般精神科医や小児科医 ,臨床心
理士などに向けて書かれた。例えば，実
際に診るのが成人であっても，その人が
発達障害と疑う上で，幼児期にごっこ遊
びをしたかどうか，したとしたらどのよ
うな特徴のごっこ遊びだったかどうかを
評価することは，患者の見立てや理解に
大いに役立つことが多い。
　本書ではこのような視点から発達障害
を診断する際に必要な診断概念 ,認知心
理学・発達心理学の知識 ,発達歴のとり
方等を ,現場で役立つ形で示すことを意
図した。
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AGPA集団精神療法実践
ガイドライン　アメリカ
集団精神療法学会　日本
集団精神療法学会監訳　
Ａ５　2,300円　創元社

S-HTPに表れた発達の停
滞　三沢直子　Ａ５　
2,500円　誠信書房
新しいカウンセリングの
技法　諸富祥彦　Ｂ６　
2,100円　誠信書房
育児に悩んでます：うち
の子，どこかへんかし
ら？―双極性障害やその
ほかの精神の病気をもつ
子どもの親のためのガイ
ドブック　シンガー他　
森野百合子監訳　Ｂ６　
2,300円　星和書店
インタビューという実践　
斎藤清二・他編　Ｂ６　
1,750円　新曜社
「うつ」の捨て方―考え方
を変えるために考える　
深間内文彦・山下悠毅編

著　Ａ５　1,600円　弘
文堂
うつと援助をつなぐ―援助
資源マッチングに向けた
臨床心理学研究　梅垣佑
介　Ａ５　5,400円　東
京大学出版会
おさなごころを科学する　
森口佑介　Ｂ６　2,400
円　新曜社
思いやりはどこから来る
の？　高木修・竹村和久
編　Ａ５　2,000円　誠
信書房
河合隼雄の事例を読む　日
本ユング心理学会編　Ａ
５　2,000円　創元社
がん医療における意思決定
支援　吉田沙蘭　Ａ５　
4,800円　東京大学出版
会
教室の「困っている子ど
も」を支える 7つの手が
かり　宮口幸治・松浦直
己　Ａ５　1,300円　明
石書店
心を読みすぎる―心の理論
を支えるワーキングメモ
リの心理学　前原由喜夫
Ａ５　3,200円　京都大
学学術出版会
子づれシングルと子どもた
ち―ひとり親家族で育つ

子どもたちの生活実態　
神原文子　Ｂ６　2,500
円　明石書店
裁判員への説得技法　アン
ダーソン　石崎千景・他
訳　Ａ５　3,000円　北
大路書房
自傷・自殺する子どもた
ち　松本俊彦　Ａ５　
1,500円　合同出版
自閉症スペクトラムの子を
育てる家族への理解　梅
永雄二監　原佐知子　Ａ
５　1,900円　金子書房
自閉症の脳を読み解く　グ
ランディン他　中尾ゆか
り訳　Ｂ６　2,000円　
ＮＨＫ出版
死別体験　シュトレーベ他 
森茂起・他訳　Ａ５　
4,400円　誠信書房
社会調査のための計量テキ
スト分析　樋口耕一　Ｂ
５　2,800円　ナカニシ
ヤ出版
集団精神療法　鈴木純一　
Ａ５　4,800円　金剛出
版
少年たちの贖罪―罪を背負
って生きる　青島多津子
Ｂ６　1,700円　日本評
論社
少年司法における保護の
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構造　武内謙治　Ａ５　
7,000円　日本評論社
心理臨床実践におけるスー
パーヴィジョン　皆藤章
編　Ａ５　2,800円　日
本評論社
精神薬理学Q＆ A　スト
ール　仙波純一訳　Ａ５
4,600円　ＭＥＤＳＣＩ
精神医学の実在と虚構　村
井俊哉　Ａ５　2,400円
日本評論社
精神科医×薬剤師クロスト
ークから読み解く精神科
薬物療法　鈴木利人・渡
邊衡一郎　Ｂ５　3,700
円　南山堂
セラピスト　最相葉月　Ｂ
６　1,800円　新潮社
組織のストレスとコンサル
テーション　武井麻子監
訳　Ａ５　4,200円　金
剛出版
使える行動分析学　島宗理
新書　780円　筑摩書房
てんかんの生活指導ノー
ト　中山和彦編　Ａ５　
2,800円　金剛出版
統合・折衷的心理療法の実
践　東斉彰・他編　Ａ５
3,000円　金剛出版
統合失調症が秘密の扉をあ
けるまで　糸川昌成　Ａ
５　1,400円　星和書店
ナラティヴ・ベイスト・メ
ディスン入門　市山康暢
Ｂ６　2,400円　遠見書
房
認知行動療法・禁煙ワーク
ブック　原田隆之　Ｂ５

2,000円　金剛出版
認知行動療法とブリーフ
セラピーの接点　津川秀
夫・大野裕史編　Ａ５　
2,400円　日本評論社
発達障害児者支援とアセ
スメントのガイドライ
ン　辻井正次監　Ｂ５　
5,500円　金子書房
ヒステリーの発明・上／
下　ユベルマン　谷川多
佳子・他訳　四六変　各
3,600円　みすず書房
不定愁訴の診断と治療　ク
リード他　太田大介訳　
Ａ５　2,900円　星和書
店
本当は間違っている心理学
の話　リリエンフェルド
Ｂ６  3,200円  化学同人
メモリー―高機能自閉症
の子を普通学級に通わせ
て　中村紗奈衣　Ｂ６　
800円　東京図書出版
遊戯療法と箱庭療法をめぐ
って　弘中正美　Ａ５　
3,000円　誠信書房
臨床心理学をまなぶ〈2〉
実践の基本　下山晴彦　
Ａ５　2,900円　東京大
学出版会
ワーク・エンゲイジメント
バッカー他　島津明人監
訳　Ａ５　5,800円　星
和書店
■献呈
意味としての心―「私」の
精神分析用語辞典　北山
修　四六　3,400円　み
すず書房
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