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動画版のビオン『タヴィストック・セミナー』メモ

福本　　修　

　今回の翻訳本『タヴィストック・セミ
ナー』は，晩年のビオンがタヴィストッ
ク・クリニックに招かれて行なった一連
の講演と，同時期になされた集団療法の
専門家との対談を収めている。どちらも
口語体で訳したためか，「ビオンにして
は読みやすい」と読者に受け取られてい
る感触がある。それは deceptiveな見掛
けであって，真意はそれほど分かりやす
くはないと思うが，訳者が考えるところ
は「解題」に記したので，ご参照いただ
きたい。
　その冒頭で触れたように，原文は相手
が目の前にいる場で語られた，抑揚のあ
る文章である。しかし平叙文続きの英語
からは，外国人には起伏を感じにくい。

そこで大変役に立ったのは，その種の
表現が明確なフランス語訳である（Ana 
de Staal （trad.） Bion à la Tavistock. Les 
Éditions d'Ithaque, Paris, 2010）。 こ れ
のおかげで，真剣なのか皮肉なのか冗談
なのか，何とも区別し難かった部分や慣
用句と気づかない恐れがあった表現の，
多くの誤訳を防ぐことができた。だが率
直に言うと，意味の決め難い部分，通ら
ない部分が完全になくなったわけではな
い。それは聴衆の反応から分かる部分も
あるので，元の録画で確認することも考
えた。以前，タヴィストック・クリニッ
クの図書室には彼のビデオがあって，そ
こには少なくともセミナー 2回分は入っ
ていた。訳出に当たって最終的な典拠と
したかったのだが，残念ながら著作権の
関係で既に非公開となっており，参照で
きなかった。なぜか YouTubeに出てい
る 7分程度の断片からは，語りの雰囲
気や抑揚・テンポが多少分かる程度であ
る。
　ところが 2014年 11月下旬に，全
集刊行と関係があるのかないのか，二
つの場面が新たに見られるようになっ

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，ビオン著『タヴィストック・
セミナー』を翻訳・刊行。
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た。一つは 4分程度のもので，貴重で
はあるが，期待するとあっけなく終わ
る（http://karnacology.com/resources/ 
bion-newly-rediscovered-footage/）。
　もう一つは，マーサ・ハリスが司会者
として登場する 1978年 7月 3日の第 4
セミナー冒頭からの 1時間分（https://
vimeo.com/user13574457/review/ 7631 
7809/58e2cb22ee）で，これは大変興味
深いばかりでなく，文章化と対照すると
結構問題を孕んでいることが分かる。こ
こではそれを若干紹介しよう。
　まず読むと聞くとで大きく違うのは，
ビオンが語るテンポである。映像の範囲
は原書で 6ページ，訳書でも 7ページ
分だから数分で目が通せる分量を，彼は
1時間掛けて語っている。これは，講演
調の語りを論文調に整理したためだけで
なく，書き起こしの際に省略があるか
らでもある。「私に非常に重要に見えて，
日々重要性が増していると思われるの
は，観察の問題です。Now, one reason 
why I think so, is because私は精神分析
のさまざまな異なる学派について，そし
て他派──それが何であれ──に対して
どれほど優れているかを聞くことに，実
に飽き飽きしうんざりしています。One 
of the reasons for this is because …」こ
うした省略（今付記した英語の部分）
は，意味にはそれほど影響していない。
しかしその後も，“You can continue 
endlessly.  But the other point about 
it is”，“There is something always 
strikes me as curious”といったつなぎ
の語句が削られていて，そのせいもあっ

て文章の流れを読み取りにくくなってい
たことが分かった。
　やはり，と確認できたところも少なく
ない。子供時代のピアノの練習が大人に
なってから腕相撲に役立ったという小話
は，いかにもイギリス風でジョン・ク
リーズを想起させるが，予想される通り，
みなが笑っている。
　しかし場の雰囲気が分かっていれば，
違う訳し方になった箇所もある。イタリ
ア語訛り女性――ピオンテリ？――がビ
オンに，彼が「心」と言ったり「パーソ
ナリティ」と言ったりするのは，どうい
う違いがあるからなのかと問うところで，
彼の答えを「それは実際には区別ではあ
りません。それは，その『もの』を何と
呼ぶべきかを私が知らないという事実の
ためです。時にはわたしはそれを『パー
ソナリティ』と呼び，時には「性格」と
呼んでいます」と堅苦しく訳したが，二
文目の終わりで聴衆は笑ってどよめいて
いる。つまりビオンは厳密な定義づけ
をいなしており，もっと軽く，「それは，
その『もの』を何と呼ぶべきか私が知ら
ないせいです（笑）」くらいでよかった。
「それは」を「違う言葉を用いたのは」
と説明するかどうかは，好みの問題だろ
う。続いて彼は，フロイトを初めとして
さまざまな呼び方をしてきたのは，適切
な言葉を考えにくいからだ，と列挙する。
――そのようにして記述語を相対化して
終わるかというと，彼は締め括りでこ
う述べる。“But I still continue to feel 
that there is A character, or a mind.”
（「しかし私はやはり，性格というもの
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や心があるのだと引き続き感じます」）
この語り方にはかなり劇的な効果がある
ので，編集に当たってなぜ割愛されたの
か，訝られるところである。
　このように湧いてくる注文は，細かく
挙げると切りがない。講演記録の編集上
の問題については，実例をもう一つだけ
挙げる。ビオンは，言葉が却って「苦
痛」という本質を捉え損ねることを警告
し，幾つかの例を経て，こう言う。「私
たちは，『不安な』『辛い』『怖い』のよ
うな言葉や，時には『私は昨日，辛い夜
を過ごしました。そうは言っても，私た
ちは本当にとても楽しい夕べを過ごしま
した』といった表現を我慢しなければな
りません。この最後の例は，非常に効果
的です。なぜなら，患者が辛い気持ちだ
と述べた事実に何の注意も払わないよう
に促しているからです」（訳書 52，原書
43）。
　この訳ではパッと読んで，「我慢す
る」という言い方が分かりにくいかもし
れない。しかし訳者にとっては，理屈の
筋が通らないことが一番の問題である。
具体的に言うと，「非常に効果的 most 
effective」とは，最後の文の後半で患者
の辛い気持ちから目を反らさせることに

対して，だろうか。それを「効果的」と
形容するのは，かなりの皮肉である。し
かし，動画の 33分過ぎくらいを聞いて
もらえば分かるが，ビオンは別にひねら
ずに，単に“most deceptive”（惑わさ
れる）と言っていたのだった。
　最も驚いたのは，「なぜニュートンは
……」とビオンが言う直前が，［テープ
音不良――一部不明］と原書ではなって
いるが，動画では彼が普通にしゃべって
いたことである。そうすると，複数の録
画が残存しているのだろうか。しかしイ
ギリス人の気性からすると，ラカンに関
してはセミネールの海賊版が何種類も出
たようには，こうした細部の調整不足を
問題にしないと想像される。周囲も本人
も，神格化を嫌うからだろう。
　今度の全集は，こういった一次資料の
検討を行なっておらず，「全部集めた」
復刻に近いのが残念である。改訂版があ
るとしたら，動画も DVDで添付して
欲しいところだ。しかし何はともあれ，
この春に亡くなられた，ビオンの遺稿を
保存し献身的に編集されてきたフラン
チェスカ未亡人には，ご冥福をお祈りし
たい。
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  「……神は死んだ。神は死んだままだ。
我々が殺したのだ。……」
　これはニーチェの『悦ばしき知識』
（1882）に出てくる一節である。19世
紀の文章ではあるが，現代においてもい
やに生々しい響きを持っている。現代
は，「神なき社会」の行き着くところの，
「何を信じたらいいのかわからない」世
界になっているのかもしれない。
　社会を脅かすテロの脅威，あるいは宗
教の名を借りた ISの台頭など，これま
でとは違う世界中を巻き込む問題が起
きているが，それは資本主義対共産主義
の対立の終焉をも意味する。実際，人々
は豊かさを求めて加速度的に開発を推し

進めてはいるが，資源は有限なのであり，
常に拡大路線を願う資本主義は限界がも
う間近に迫っている。かたや，共産主義
はといえば名ばかりのものになり，中国
では貧富の差が拡大していると聞く。環
境問題としても温暖化現象のみならず，
人口の増加，有害物質の氾濫，オゾン層
の破壊，原子力問題などいよいよ深刻化
している。虐待もかなりの勢いで増加し
ているが，子育てのできない「種」は滅
びる運命にあるため，これも人類の大き
な危機となろう。結局われわれ人類は現
在，科学の発達や経済の発展という万能
感に浸っているように見えるものの，潜
在的には強い不安や無力感を感じ，そし
て「何を信じればいいか」を見失ってい
るのである。
　最近，医療全般においてことにエビデ
ンスが強調されることもそれと無関係で
はないだろう。むろん医学は古今東西さ
まざまな経験から得られた確証を基に発
展してきたのは疑う余地はない。しかし，
「癒し」という言葉が現代医療には似つ
かわしくないとさえ言われたように，医

かわばた・ゆうじ＝児童精神医学
　クリニック川畑。著書に，『治療者としてのあ
り方をめぐって―土居健郎・小倉清対談集』（共
著，チーム 医療）『ライフサイクルの心理療法』
（共著，創元社），『子どもの心の診療シリーズ
８　子どもの精神病性障害』，『子どもの心の
診療シリーズ４　子どもの不安障害と抑うつ』
（ともに共著，中山書店），『甘えとアタッチメ
ント』（共著，遠見書房）など。このほど『子
どもの精神療法』を執筆・刊行。

「信じる」ということ

川畑　友二　
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療がエビデンス至上主義のために，治療
者の感覚や「癒し」というものから乖離
してしまっている。それは医者が患者の
顔をまともに見ることもせずに，検査
データだけを重視したり，電子カルテに
データを懸命に書き込んだりする姿に端
的に表現される。「癒し」が否定された
瞬間に，人間から，そして「心」から医
療は離れてきているのである。そして，
精神科や心理臨床の場面でも，形になる
こと（数量化，カテゴリー化，マニュア
ル化など）が求められ，精神療法は軽ん
じられる傾向にある。発達障害や新型う
つ病などの診断の独り歩きやマニュアル
本の氾濫，そして薬物療法の拡大・膨張
などが生じ，心の専門家であるはずの精
神科医や心理士が，小説などでも描かれ
てきた繊細で，複雑で矛盾に満ち，時に
は奇妙とも見える「人の心」の動きとい
うものを忘れようとしている。本来ある
べき，「一人ひとりの内面の苦しさを慮
り，解決の糸口を探るという臨床的営
み」からほど遠い，人間を単純化した見
方でしか理解しようとしなくなっている
ことを怖く思う。
　人の心という存在はもともと多層的で，
断片的な塊の集合体である。人生がどれ
一つ同じものがないのと同じように，そ
の多様性は無限であり，そしてまた常に
いっときも同じ状態を保てない揺れ動く
ものである。そのため，その理解は複
雑，困難というよりは曖昧にならざるを
得ない。そこでその心の苦しみを軽減す
ることを生業としているわれわれは，あ
る種の「曖昧さ」を受け入れることが求

められることになる。長年精神療法に携
わってきた中で，頑なに固定化された見
方，偏った感じ方を保持しようとする心
理的背景には，必ずやその人の不安や恐
怖，怒りが隠されているということを学
んだ。それらの感情が物事の認知に影響
し，そして思考の自由さを奪い，それ以
外の可能性を否定させる。まさしく，人
の「心」を想像するという「自由さ」が
失われているのは，心というものの曖昧
さに対する人々の不安に起因する傾向な
のである。
　治療者も一人の人間として病的な心の
部分も持つ弱い存在である以上，いろい
ろな独りよがりな空想やとらわれからは
免れえない。「自分という存在」に不安
を持たない者はいないであろう。しかし，
自分の感性を信じることができないとす
ると，結局はその「自分」が感じている
「相手の情感と思われるもの」も信じら
れないということになる。そうなると，
そこにはもはや「共感」という事象は存
在しない。すなわち，ここでは相手の気
持ちや存在を信じることと，自分の感性
や治療者としての存在価値を信じること
は同義なのである。結局，精神療法家の
背骨になっているのは理論や技法ではな
く，精神療法を教えてくれる人たちと出
会い，そこで感じながら得てきたもので，
自分ながらに作った「自分の感性を信じ
る」，「人は通じ合える」「人は人と関わ
ることで変わりうる」という信念なので
あろう。
　ニーチェの言葉通り，人類は地球の未
来を変えられるほどの力を持ったため
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に，万能感を抱き，神を畏怖することを
忘れた傲慢な存在となってしまった。そ
してまた，おかしなことに人類は神をも
恐れぬ存在となったために，今度は自ら
の存在に恐れを抱き始め，「自分を信じ
る」ことが難しいことになってしまった。
「信じる」ことは盲信とはまったく異な
る。盲信とは，オウム真理教や ISの例
を見てもわかるように，何かを信じよう
とはしているがあまりにもその「信じた
い」という思いが強すぎて，真実が見え
なくなることを意味する。そこには傲慢
さから生じた妙な一体感が存在し，つい
には我を失い，信じているという自分も
失くしてしまう。真に信じることができ
るためには，その主体となる自分は保っ

ているという条件が必要なのである。
　形を伴わない精神療法を志す者は，患
者に何を提供できるかを常に自らに問い
かけねばならない。そこで抱く不安や無
力感を認め，見つめ直し，そしてその不
安と向き合いながらも自らを保つことで，
改めて人の心や人生に対して畏敬の念を
抱くことになる。そこから，「信じる」
ということが始まるのではないかと思う。
不確かな存在としての治療者という立場
をわきまえるがゆえに，そしてその治療
というものも不確かであることを認める
がゆえに，「信じる」ことは必要なので
あり，そしてまた真に「信じる」ことが
可能になるのではないだろうか。

◇書評エッセンス◇

ウイニコットを学ぶ
館直彦 著

　本書は， 英国の小児科医
で精神分析家の D・W・
ウィニコットについての入

門書であるとともに，ウィ

ニコットをある程度知って

いるという人にとっても興

味深い内容を多く含んだ本

である。

　冒頭の「はじめに」に本

書の執筆意図が簡潔にまと

められている。そのなかに，

ウィニコットは読みやすい

ように見えて，実際にはか

なり歯ごたえがあるために，

初学者は魅力を感じながら

も挫折してしまうことが少

なくないのではないか，と

いう趣旨のことが書かれて

おり，本書は，そういった

初学者が，ウィニコットと

対話できるようになり，そ

こで豊かな体験ができるよ

うになるためのコンテクス

トを提供することを，目的

の一つとしているようであ

る。

　評者は本書を通読して，

著者のスタンスに，北山修

のいう「共視」の構図を連

想した。子どもを抱えた母

親が，子どもと一緒に，あ

る対象を見ている構図であ

る。著者は全体として，自

分が得々と説明するという

よりも，読者がウィニコッ

トを見ていくのを，横で声

をかけながら静かに支える

役割をとっているようであ

る（評者・大矢泰士＝東京

国際大学臨床心理学研究科

■心理臨床学研究 32 巻 3

号（2014）より抜粋）
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子どもの心理療法と“Evidence Base Update”

佐藤　　寛　

　『不登校の認知行動療法：セラピス
トマニュアル（2014年，岩崎学術出版
社）』とその姉妹本『不登校の認知行動
療法：保護者向けワークブック（同）』
は，不登校へのエビデンスに基づいた心
理療法の具体的な治療手続きとアセスメ
ントについて詳述した書籍である。不登
校の「続いている理由」に注目した認知
行動療法の治療戦略の組み立て方は汎用
性に優れており，わが国の不登校児童・
生徒への心理学的支援への応用可能性も
高い。
　奇しくも，この本が出版された
2014年は児童青年を対象とした心理
療法にとって重要な年であった。筆

者 は『Society of Clinical Child & 
Adolescent Psychology： SCCAP』 と
いう学会の会員になっている。この学
会は世界最大規模の心理学系学会であ
る米国心理学会 American Psychological 
Association： APAの傘下にある，児童
期・青年期の臨床心理学を専門とした分
会組織である。SCCAPは小規模な団体
ながら，子どもの心理療法に関する効果
研究のエビデンスを集積する活動を精力
的に実施している。たとえば，1998年
と 2008年には機関誌である『Journal 
of Clinical  Child and Adolescent 
Psychology』において特集号を組み，子
どもの精神疾患や心理的問題に対する心
理療法のエビデンスをまとめている。
　心理臨床の基本は目の前のクライエン
トひとりひとりに向き合うことであるが，
その時代における最新のエビデンスにつ
いて体系的に知っておくことも治療計画
を立てる上では重要である。著者自身も，
SCCAPの特集がきっかけで新たに学び，
実際に役に立った技法はいくつもあった。
次の特集が出たらまたチェックするつも

さとう・ひろし＝認知行動療法・臨床心理学
関西大学社会学部准教授。著訳書に，児童の
抑うつ症状に影響を及ぼす認知的過程（単著，
風間書房），認知行動療法事典（共訳，日本評
論社），60のケースから学ぶ認知行動療法（共
著，北大路書房），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（共
著，日本評論社）など。このほど，『不登校の
認知行動療法：セラピストマニュアル』『不登
校の認知行動療法：保護者向けワークブック』
を監訳・刊行。
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りではいたが，過去 2回の特集には 10
年の間隔がおかれていたこともあり，次
の特集はきっと 2018年ごろになるだろ
うと何となく思っていた。
　ところが 2014年に入ると事態は急に
動き始め，SCCAPは機関誌において
『Evidence Base Update』と銘打った特
集を開始することを宣言した（Southam-
Gerow & Prinstein, 2014）。この特集で
は 1998年や 2008年の特集のように 1
号限りの「特集号」が出版されるのでは
なく，2014年から 2018年まで継続的
にエビデンスをアップデートし続ける常
設の特集コーナーを誌上に設ける，と
いうものであった。SCCAPの機関誌
は 2ヶ月に 1回出版されるが，2014年
以降はほぼ毎回のように何らかの子ど
もの精神疾患・心理的問題が取り上げ
られ最新のエビデンスが紹介されてい
る。これまでに強迫症（Freeman et al., 
2014），双極スペクトラム障害（Fristad 
& MacPherson, 2014），注意欠如・多動
症（ADHD： Evans et al., 2014），物質
使用（Hogue et al., 2014），自傷思考と
自傷行為（Glenn et al., 2015）といった
児童期・青年期の問題に対するエビデン
スに基づく心理療法がレビューされてい
る。
　SCCAPにおけるエビデンス集積の
伝統的な特徴は，特定の問題（たとえ
ば，強迫症や ADHD）に対する心理
療法の効果研究を幅広く展望した上
で，その問題に対するさまざまな心理
療法をエビデンスの水準ごとに分類す
る点にある。2014年から始まった最も

新しい特集においては，エビデンスの
水準が高い順に①十分に確立されてい
る well-established，②おそらく効果が
ある probably efficacious，③効果のある
可能性がある possibly efficacious，④試
験段階にある experimental，⑤有効でな
い not effective/questionable efficacy の
5つの分類が採用されている。一般的に
言えば，それぞれの問題に対してエビデ
ンスレベルの高い技法はより優先度の高
い技法であると考えられるが，治療技法
の選択は機械的に行うのではなく，個々
のクライエントの状態に基づく臨床的判
断のもとで行われることになる。
　今回の特集では，強迫症に対する認知
行動療法や ADHDに対する行動療法
などの伝統的に有効性が示されてきた治
療法の効果が再確認されるとともに，こ
れまでのレビューでは取り上げられてこ
なかった画期的な治療アプローチのエビ
デンスも新たに認められている。たとえ
ば，ADHDに対するニューロフィード
バック訓練は，特定の脳活動パターンを
子どもが自己制御できるように促す治療
法であり，ADHD症状の低減効果が認
められている。また，強迫症の治療法と
してテクノロジーを用いた認知行動療法
が新たに追加されているが，これは対面
式の治療を伴わない電話やウェブカメラ
を使用した形式の認知行動療法が有望な
効果を示したとする研究成果に基づいた
ものである。
　『Evidence Base Update』 が 子 ど も
の心理療法に携わる治療者に「答え」
をもたらしてくれる，というのはあま
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りに単純化した理解であるが，私たち
治療者が会得すべき治療選択肢を体系
的に学ぶためには貴重な情報源となる。
『Evidence Base Update』のレビュー
は SCCAP のウェブサイト（http://

effectivechildtherapy.com/content/ebp-
options-specific-disorders）に簡潔にまと
められているので，子どもの心理療法の
治療者にはぜひ一読をお勧めしたい。

◇書評エッセンス◇

ライブ講義

発達障害の診断と支援
内山登紀夫 著

　本書は，発達障害を専門

とする児童青年精神科医で

ある内山登紀夫氏が，ご自

身のクリニック（よこはま

発達クリニック）で行って

いるセミナーでの講義を紙

上に再現したものである。

　発達障害を専門としない

医師向けの入門講座が土台

にあって，一般精神科医や

小児科医，臨床心理士など

が主な対象として想定され

ている本書は，終始，平明

な文章と手厚い解説，豊富

な図表で導かれている。特

に，ほぼ毎頁に配置されて

いる（！）図表の存在は，

内山氏が自閉症スペクトラ

ム障害の人たちのために工

夫されてきた視覚支援を彷

彿とさせる。論旨をその都

度，図で補い，表にまとめ

示す。この視覚支援によっ

て，読者は内山氏のメッセ

ージをその都度理解し，安

心のうちに次なるテーマに

導かれていく。

　本書は，7講の構成か
らなっている。第 1講は，
「発達障害の概念」で，冒

頭に内山氏の発達障害に対

する基本的な立場が表明さ

れている。それは，「私た

ちは自閉症で OKという
立場」で「無理に自閉症の

人を定型発達の人に近づけ

る理由はない」「自閉症の

子どもや大人が自閉症の

ままで社会のなかで共生し

ていくことを目指しましょ

う」ということである。こ

うして，最初から内山氏の

障害観に引き込まれていく。

　最終の第 7講は，「自閉
症スペクトラムの療育」で

ある。内山氏は，「自閉症

という障害の長所，短所を

知っていなければならない

と同時に個々の特性を知ら

なければなりません」，そ

して，「自閉症の特性を考

慮した支援をしなければな

りません。診断をする医者

が，自閉症スペクトラムと

診断する意味は，ここにあ

るわけです」と言う。

　そして，構造化された環

境のもと，「遂行可能感を

徹底することで，成功体験

をする。それが自己効力感

に繋がります。自己効力感

をたくさん味わうと，自尊

心，自己肯定感に繋がって，

発達障害という性格からく

る不利益を最小限にするこ

とができるのです。そうい

う支援をしていきましょ

う」と結んでいる。

　（評者・白石雅一＝宮城

学院女子大学発達臨床学

科■臨床心理学 14巻 2号

（2014）より抜粋）
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　白馬が月の光に照らし出された険しい
山道を駆けてゆく。馬上で白一色のブラ
ウスとスラックス姿の金髪の女が何かに
憑かれたような表情で，はるかかなたの
一点を見つめていた。その視線の先に霧
で見え隠れするマヤ先住民の小村があっ
た。そこから，まるで森全体を震動させ
る呪文が響き渡っていた。
　黒い羊の毛の上衣をまとった長老たち
が円陣を組み，祭壇の前に座っていた。
長老たちの前に置かれた香炉から白煙が
立ち昇り，上方では霧と交わっていた。
長老の黒光りした手が白煙の中でゆるや
かに動く。手の平の中に茶褐色のキノコ
が見えた。円陣の中央に，月の光に透け
入るような白い肌の女が連れ出された。
女が長老の一人が差し出したキノコを口

にした。一つ一つ噛みしめ食べる。奇妙
な恍惚感を顔に浮かべた女は大地に横た
えられた。白い乳房があらわにされ，長
老の一人が黒曜石のナイフを振り上げた
……。
　激しい上下振動と雷光で，私はロサン
ゼルスからグアテマラ市に向かう機中で
目を覚ました。頬にあてていた右手が
べっとりと汗ばんでいた。
　長時間にわたるフライトの疲れで，グ
アテマラ市が近くなるとよく恐ろしい夢
にうなされる。
　大抵の先住民の村で立派な教会や聖人
像にお目にかかるが，その舞台裏で古代
の神々が暗躍している。かつて古代アス
テカやマヤ王国に攻め入ったスペイン人
は，神官がキノコなどを食べ狂乱状態と
なって神に祈り，犠牲の心臓をえぐり，
あるいは首を斬り神に捧げる光景を見て
驚きの声を挙げた。そして，征服者は先
住民が神を見て対話することを可能にす
る，幻覚発動性植物の抹殺を企てた。
　当時の記録によると，この植物の代表
的なものにサボテンを意味するペヨトル，

ヴィジョンとリアル，二つの世界の融合

宮西　照夫　

みやにし・てるお＝精神医学
紀の川病院副院長兼ひきこもり研究センター
長。著書に，『ひきこもりと大学生――和歌山
大学ひきこもり回復支援プログラムの実践』
（学苑社），『文化精神医学序説――病い・物
語・民族誌』（共編，金剛出版）など。このほ
ど『実践 ひきこもり回復支援プログラム――
アウトリーチ型支援と集団精神療法』を刊行。
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丸いものオロリウキ（ヒルガオ科の植物
の種子），そして神の肉テオナナカトル
（キノコ）がある。
　近年の研究でこれらの植物が，人間の
脳の活動に欠かせない神経伝達物質に類
似の物質を含み，強力な幻覚作用のある
ことがわかってきた。私の調査で，抹殺
されたはずの幻覚を生じる植物が，一部
の地域で現在も宗教および治療目的で用
いられていることが明らかになった。
　幻覚キノコといえば女呪術師マリア・
サビーナがいる。彼女が住む村は一時，
ヒッピーの聖地となった。このサビーナ
の体調が思わしくない，との情報を得た
私は，少しでも彼女が元気なうちに，と
1985年にメキシコ教育放送のスタッフ
と，「メキシコの伝統文化を知ろう」を
テーマとした番組の取材に彼女を訪ねた。
　土間に敷かれたゴザの上でロウソクの
火がゆるやかに揺れる。物音一つしない
静かな夜。香炉を前に置いたサビーナを
起点に，私と教育放送のスタッフは円陣
を組んで座った。夜の 9時を少々回っ
て幻覚キノコを用いた夜会が始まった。
暗闇に漂う香煙，彼女の歌声，そして目
前に展開されたヴィジョン。幻覚キノコ
は想像を絶した世界へと私を導いた。
　まず嘔気や感情を伴わない笑いや涙に
続いて，ポツリ，ポツリと図形が現れ，
それが激しく運動する左右対称の彩色幾
何学模様となった。そこまでは参加者全
員の共通した体験だ。やがて幾何学模様
は現実的な風景となり，それまでは TV
を見るように眺めていた幻像の中に自分
自身が登場する。私は童の国のような

村で女友達と語り，ある者は羽毛のある
蛇の神と出会った。そのヴィジョンがあ
まりにもリアルであることに驚かされた。
そして，この時，バーチャルな透明感の
ある彩色画面に陶酔する若者たちの表情
が思い浮かんだ。彼らもバーチャルな世
界をよりリアルと考える。
　熟練した呪術師は幻覚キノコ等を食べ
ずにトランス状態に入るが，その時幾何
学模様を思い浮かべるという。酒や煙草
ではなく，幾何学模様がフラッシュバッ
ク現象を誘発するのだ。
　通常の意識状態からトランス状態に移
行する際，大脳機能上，幾何学模様がま
るでスイッチの役割を果たしているよう
に思えた。
　翌朝目を覚ますと，半開きの戸口越し
に，緑の葉をたたえたトウモロコシ畑が，
そしてその先に濃い緑の山々が広がって
いた。寝袋のチャックを下ろし上半身を
起こし枕元を見上げると，サビーナの守
護神グアダルーペが色あざやかな衣装を
まとって立っていた。数時間も寝ていな
いはずなのに頭は冴え切っていた。
　「どちらからおいでですか」
　大男が目の前に突然現れた。しかも，
黒い山高帽に黒いマント，その下は何カ
国もの国旗を継ぎ合わせたような派手な
服装だ。
　私はまだ幻覚キノコの作用が続いてい
るのかと，頬をつねった。
　「どちらからおいでですか」
　私を覗き込むようにして再び道化師の
ような男が尋ねた。
　「日本から」と答えると
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　「それは，わざわざ遠いところから」
　その身体にふさわしくない女性的な優
しい声で，
　「オンゴ（キノコ）を求めておいでで
すか。私がオンゴの素晴らしい世界へ御
案内しましょう。パラダイスへの案内人
に御命令を」
と続けた。
　「いや結構です。昨夜サビーナの夜会
に参加しました」
　私が慌てて返事すると，
　「それは素晴らしい経験を，それでは
私は失礼」
　と，黒い山高帽にマントの男はあっさ
り表に出た。金でもせびられるのではと，
内心びくびくしていたのに，予想外の退
場に少々面くらった。
　後を追うように表に出ると，男はトウ
モロコシ畑を貫く赤茶けた山道をヒョッ
コリ，ヒョッコリと跳ねるように歩んで
ゆく。実にかろやかに跳ねる。派手な服

装の男が実に自然に周囲の風景に融け込
んでゆく。むしろ逆に，道化師のような
男が，周囲の世界を自分にピッタリ合う
ように変えてゆくかのように感じた。
　私は，夜会の幻像の続きを見るような
思いで，この男が山中に消えるのを見
守った。
　村人に訊くと，しばらくはサビーナの
家に住んでいた男だが，飛び出していっ
たそうで，時々山から下りてくる。どこ
で寝泊まりしているのか，何を食べてい
るのか分からないとのことだった。彼は，
社会からドロップアウトした幻覚キノコ
中毒症者なのだろうか。そうではなく，
ヴィジョンとリアル，どちらの世界で生
きるのでもない，二つの世界が融合した
自由な空間で生きる男なのだろうとその
時思った。そして，今，バーチャルとリ
アルな世界を往き来する若者たちのこと
をいかに理解すべきか考えさせられてい
る。

◇書評エッセンス◇

脳から見える心
岡野憲一郎 著

　精神分析は，いわゆる

「常識」的なものの見方か

らのある種のパラダイムチ

ェンジをもたらしてくれる

魅力がある，と私は思う。

若い頃私は，それに引きつ

けられた。ところが精神分

析家でもある岡野は，その

パラダイムをさらに反転さ

せている。“私は非スピ

リチュアリストであり，む

しろ唯脳論者である”と

まで言い切っているのであ

る。ということは，ともす

れば元の「常識」的なもの

の見方に戻ってしまうこと

にもなりかねないが，微妙

なところでそうはならずに

深く考えさせるようなとこ

ろがこの著作にはあるよう

に思う。（評者・池田政俊

＝北山研究所■精神分析研

究 58 巻 2 号（2014）よ

り抜粋）
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