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「脳好き，解離好き」の療法家の話

岡野　憲一郎　

　私は時々，精神分析や臨床心理の集ま
りで，臨床の話をしている時に「私は脳
のことをいつも考えています」と言うこ
とがある。すると聞いている人たちはた
いていは困惑の表情を示す。精神分析学
会などで言おうものなら，顰蹙を買って
しまうだろう。そう，脳の話はいつも心
理の世界では唐突で，場違いで頓珍漢な
ことを言っているという印象を与えてし
まうのである。
　ところが最近パーソンセンタード・
アプローチの本を何冊か読む機会があ
り，文教大学教授の岡村達也先生の書い
たいくつかの論文に勇気付けられた。何
と彼の論文でも，ロジャースの話の中に
「脳」が出てくるのである。私は嬉しく
なってしまった。そんな折，今度は複雑

系の理論を扱った論文の査読をする機会
があった。それをきっかけに複雑系の問
題を再び考えるようになっている。（念
のため申し添えておくが，私の中では脳
イコール神経ネットワークイコール複雑
系，ということになっている。）
　私の脳に対する関心は広いが，特に興
味を惹く二つの現象を挙げたい。ひとつ
は報酬系の興奮である。人は自分の行動
を決めるとき，常にこの報酬系に常に
自動的に問いかけている。｢ 今日の晩御
飯は何を食べよう？ ｣と考えるとき，い
ろいろなチョイスを報酬系に投げかける。
報酬系が ｢それだね！ ｣と答えてくれる
と，それを選ぶのだ。そこにはっきりし
た理由などない。理由は必ず後からつけ
られるのだ。
　深刻な嗜癖を有する人などは，完全に
この報酬系に心が乗っ取られている状態
である。自分の意思とは無関係な，強烈
な欲求や嫌悪に突き動かされる。パチン
コ依存の人は給料日の数日前からお金を
使い果たし，パチンコ屋に行くのを我慢
し続ける。すると頭の中は常にパチンコ
のことで一杯になり，仕事や家族のこと

おかの・けんいちろう＝精神医学，精神分析
　京都大学大学院教育学研究科教授。著訳書に，
『恥と自己愛の精神分析』，『解離性障害』，『脳
から見える心』（以上，岩崎学術出版社），『自
然流精神療法のすすめ』（星和書店），『気弱な
精神科医のアメリカ奮闘記』（紀伊國屋書店），
『心理療法／カウンセリング 30 の心得』（み
すず書房）など多数。このほど『解離新時代
―脳科学，愛着，精神分析との融合』を刊行。
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に頭が及ばない。給料日の前日は期待が
高まると思いきや，逆に最悪の気分にも
なるという。そして久しぶりにキャッ
シュを手にパチンコ屋に行き，打ち始め
る。時間はあっという間に過ぎていくの
だが，楽しいというわけではなく，ロ
ボットになったようで，むしろ「苦し
い」と表現する。しかしこのパターンを
やめられない。このような不可解な報酬
系の振る舞いを抜きにしては，心の理論
など無意味だとさえ思う。
　報酬系についての実証研究は，私たち
に思わぬ心の理解をもたらす。最近のあ
る研究（本エッセイの性質上，文献の引
用は避けるが）によると，報酬系はある
試みの成功への期待に対してだけでなく，
失敗するかもしれないというスリルをも
喜びとして感じているという。またニア
ミスによる失敗に対しても，かなりの快
感を覚え，またその成否に自分の能動性
が関与している際には，さらにその快感
の度合いが高まるという。このことは，
例えば宝くじを自分なりのジンクスに基
づき買い求め，それがわずか一つの番号
違いに興奮することを意味する。ワクワ
クしながら結果を待つこと自体が，たと
えそれが外れでも快感になってしまうわ
けで，人は宝くじの外れ券を買い続けて
仕事も忘れてそれに没頭し，破産してし
まうという道筋を運命づけられているこ
とになる。最近ではパチンコやスロット
やスマートフォンによるゲームは，ニア
ミスによる外れの率を巧みに調節するこ
とで射幸心を最大限に引き出すようなプ
ログラムが組まれているという。何と恐

ろしいことか……。報酬系を知ることは，
大げさに言えば人類を救うためにも必要
なことなのである。
　私のもうひとつの興味は大脳皮質に生
じる同期現象。複雑系である脳において
生じる思考，行動，言動はきわめて複雑
なニューロンのネットワークに生じる一
種の統合が連続して可能となる現象であ
る。パズルを解いていて「わかった！」
と思った瞬間，道を歩いていて，突然あ
る旋律が浮かんだ瞬間，あるいは温かい
寝床から意を決してエイヤッと起きだす
瞬間，脳の神経ネットワークの一部に同
期が見られる。しかしその同期が何に関
して，いつ起きるかが実に予測不可能な
ところがある。発見や偉大な発想なども
また，この同期現象の典型であるが，そ
れは大体向こうから突然降ってくるもの
だ。人はその発想や発見の唐突さや不可
解さに耐えられないから，それにも根拠
を「後づけ」することになる。言葉を用
いて社会で生きることは，この後づけさ
れた根拠の提示を常に必要としているか
らだ。
　ちなみにこの同期現象は脳波として観
察されることになるが，その振幅や周波
数は十分に「繊細」でなくてはならない。
あまりに高振幅，長波長の場合には単な
るてんかん発作や意識消失になってしま
うからである。
　報酬系，ニューロンの同期現象。脳の
数多くの振る舞いの内の二つだけを取り
上げたが，私たちの心の動きを規定して
いるこれらの現象は，ほとんどその素性
がわかっていない。
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　私がこの夏に上梓した「解離新時代」
のサブタイトルは「脳科学，愛着，精神
分析との融合」であるが，我ながら大げ
さでハズカシイ。内容を読んで，「どこ
が脳科学か？」と言われるのではないか，
と心配する。確かに本書は解離について
脳科学的に解明しているには程遠い。し
かし「脳科学」と謳うからといって，所
詮複雑系としての脳についてわかってい
ることなどごくごく限られている。せい
ぜいいくつかのエビデンスのかけらを

拾って，解離がどのように生じるかを推
測し，想像することしかできない。ただ
解離の諸現象は，脳がどのように働くか
についての様々な想像を掻き立ててくれ
ることだけは確かである。
　心の問題を扱う時に，脳について，解
離について考えるというのは，私にとっ
ては結局は心の問題は複雑怪奇でとても
詳細なことはわからない，だから常に謙
虚であれ，ということを言い聞かせられ
ることと同じなのである。

◇書評エッセンス◇

解釈を越えて
ボストン変化プロセス研究会著

丸田俊彦訳

　本書は，ひとことでいえ

ば精神分析における「発達

論の復権の書」といってよ

いであろう。そして，今日

あまたある精神分析関係の

書物の中で，学派を超えた，

必読の書といってもよいと

思う。

　さて本書の最大の特徴

は，P.フォナギーのメン
タライゼーション理論とと

もに，この待望久しい乳幼

児精神医学による精神分析

への還元，つまり新しい発

達観察に裏付けられた新し

い精神分析の視点を提示し

ていることである。言い方

を変えれば，精神分析，神

経生理学，力動的システム

論とくに自己組織化システ

ム論，予測不能・非直線

的・暗黙のプロセス，二者

心理学と相互交流・問主観

性，ローカルレベルの観

察，などというポストモダ

ーン的方法論を十二分に活

用することによって構築さ

れた臨床精神分析理論が提

案されているのである。も

ちろん，二者相互交流に焦

点を当てたこうした分野の

魁は，D.W.ウィニコット
とW.R.ビオンの仕事なの
は言うまでもない。本書

は，現代の乳幼児精神医学

研究と臨床において用いら

れた新しい方法論とそれに

よって明らかにされた発達

論によって，それまで系統

的に記述されることがなか

った精神分析における出来

事を明確に概念化したので

ある。それゆえに，ウィニ

コットが，彼の乳幼児観察

と精神分析観察を言葉にす

るために新しい用語を多数

提案せざるをえなかったよ

うに，本書においても新し

い概念が多数提案されてい

るのである。いずれにして

も，発達論が，ふたたび精

神分析の基本的観点として

復権したといってよいであ

ろう。（評者・狩野力八郎

＝小寺記念精神分析研究財

団■精神分析研究 58 巻 4

号（2014）より抜粋）
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　ミック・クーパーとジョン・マクレ
オッドの共著『心理臨床への多元的アプ
ローチ――効果的なセラピーの目標・課
題・方法』を清水幹夫氏との監訳で刊行
させていただいた。清水氏との監訳は
2冊目で，前訳書『エビデンスにもとづ
くカウンセリング効果の研究――クライ
アントにとって何が最も役に立つのか』
（ミック・クーパー著，岩崎学術出版
社）と併せ，読者にとって英語圏をはじ
めとした海外のカウンセリングやサイコ
セラピーの最新の動向に触れる一助とな
れば幸いである。
　思想界や政治，さらに社会政策の分野
などで重要な哲学となっている多元論
（pluralism）とは，本質的な事柄には

互いに独立した，ときには対立するよう
なさまざまな解答や原理があり得るとい
う立場で，古くはギリシャ哲学の中に見
出すこともできるが，特に現代思想の中
で重要な位置を占めるようになってきた
ものである。しかし，臨床心理学やサイ
コセラピーの分野では，これまで多元論
やそれに基づく多元的アプローチが議論
されることはほとんどなかった。その理
由については，あらためて別の機会に考
えてみたいが，ここでは，今回の訳出の
作業を通じて私自身が学び，気づいた多
元的アプローチの醍醐味について，思い
つくままに記しておきたい。
　まず，現代の多元論を切り拓いた哲学
にはいくつかの源流があるが，その大き
な背景の 1つが米国のプラグマティズ
ムの哲学者であり心理学者でもあった
ウィリアム・ジェームズの「多元的宇
宙」論にある，という点である。これは，
宇宙は基本法則の整然とした組み合わせ
には還元できないもので，宇宙には多様
な法則や可能性が散乱しているという考
えのことである。吉田夏彦氏訳『多元的

すえたけ・やすひろ＝ 臨床心理学，カウンセリ
ング／心理療法。法政大学現代福祉学部臨床
心理学科・大学院人間社会研究科教授。著訳
書に，『ロジャーズを読む（改訂版）』（共著，
岩崎学術出版社），『ロジャーズ主要著作集 1 
カウンセリングと心理療法』（共訳，岩崎学術
出版社），『ジェンドリン哲学入門』（共編著，
コスモス・ライブラリー）など。このほど，『心
理臨床への多元的アプローチ――効果的なセ
ラピーの目標・課題・方法』を刊行。

多元的アプローチの醍醐味

末武　康弘　
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宇宙（ウィリアム・ジェイムズ著作集 6
巻）』（日本教文社）を読んで，難解だが
優れた翻訳によるその内容からいろいろ
なことを考えさせられた。私は元来セラ
ピーの折衷的な立場には懐疑的で，例え
ば，子育てにおいて子どもが示す問題行
動の種類に応じて対応策をあれこれ変え
ていくといったやり方では，親としての
一貫性や軸を失いかねないし，セラピー
においても同様ではないかと考えてきた。
その考えは今も変わりはないが，「多元
的宇宙」論からは次のような比喩的な連
想が浮かんできた。それは，子どもたち
はそれぞれ異なる宇宙からやってきた異
邦人であって，また自分を含めたそれぞ
れの個人の中にもさまざまに異なる多様
な宇宙が存在しているのではないかとい
うもので，もしそうだとすると，異邦人
の間のコミュニケーションや交信には，
多様な言語や方法が必要なのではないか，
と思われたのである。
　このことと関連してクーパーとマクレ
オッドは，ロシアの思想家ミハイル・バ
フチンのポリフォニーの対話理論や，そ
の理論を臨床に取り入れたフィンランド
のヤーコ・セイックラらのオープンダイ
アローグにも注目している。バフチン独
自の概念に「ヘテログロシア（異言語混
淆状態）」があるが，これは，通常語っ
ている言語以外に，私たちにはさまざま
に異なる文化や役割などによる多様な言
語を語る可能性がある，というものであ
る。それが人間の本質的なあり方だとす
ると，私たちは子どもやクライアントか
ら，そして自分の中から発せられる多様

な声に耳を傾け，それらに応答し，それ
らとポリフォニックに対話していくこと
が重要になってくる。他者との対話（そ
してセラピー）とは，各個人の中や間に
暗在しているさまざまな可能性や相互作
用を探求することであり，創造すること
であると言えるかもしれない。本訳書の
刊行と前後して，斎藤環氏による『オー
プンダイアローグとは何か』（医学書
院）が出版された。セイックラらの方法
については日本でも注目され始めている。
　さらに多元論や多元的アプローチは，
ポストモダニズム，社会構成主義，価値
の多元論，多文化理論，多元的な社会政
策論など，さまざまな現代思想や社会の
潮流と絡み合いながら発展しつつある。
心理臨床への多元的アプローチも，セラ
ピーを現代社会の急速な変化やそこに生
きる人間の多様で複雑なあり方に適合さ
せる方向で展開されていくだろう。
　しかし，このような目まぐるしく変化
する社会やセラピーをめぐる状況の中に
いる自分を見つめてみると，その流れの
中にどのように身を置けばよいのか少々
混乱してしまう。流れに足を取られない
ための命綱になるのは，多元的アプロー
チでは自分がそれまでに培ってきた立場
や方法を捨て去る必要がない，という
点である。今回の訳書の中にThomaと
Cecero（2009）の研究が引用されてい
るが，米国の臨床心理学やカウンセリン
グ心理学等の博士の学位を持つセラピス
ト 209名が回答した臨床場面での活用
頻度の高い方法は，1位「共感」，2位
「無条件の肯定的配慮」，3位「不適応
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的な信念に立ち向かう」，4位「一致／
純粋性」，5位「感情の反射」であり，6
位「代替行動の立案」，7位「ワーキン
グスルー」…と続いていた，という調査
結果である。もとの論文（Psychotherapy, 
46(4), 405–417.）を見てみると，回答し
た 209名の流派の内わけは，認知行動
（77名），精神力動（55名），統合／折
衷（55名），ヒューマニスティック（14
名），システム論（6名），その他（2
名）だったが，認知行動・精神力動・統
合／折衷・ヒューマニスティックともに
1位は「共感」であり，その他の活用頻
度の高い方法もかなり共通した結果に
なっている。
　CBTも，力動派も，統合／折衷派も，

パーソンセンタードセラピーとそれほど
違ったことをやっている訳ではないよう
だ（もちろん，この研究のサンプリング
や調査方法については慎重に検討される
必要があろうが）。パーソンセンタード
／ヒューマニスティックな立場を自分の
アイデンティティとしてきた私の中には，
「本当だろうか」というかすかな疑念と，
「やっぱりそうだろうな」という大きな
納得感が交錯する。自分の軸をしっかり
と据えて，それを深めつつ，同時に他の
流派にも心から敬意を払い，その理論や
方法を取り入れることで自分のウィング
を広げていく。これこそが心理臨床への
多元的アプローチの最も大きな醍醐味で
あると言えよう。

◇書評エッセンス◇

心理臨床への多元的アプ

ローチ
クーパー他著　末武・清水監訳

　著者たちは本書を「多元

的な臨床実践のあり方を解

説した，そしてこういった

セラピーの発展を支えうる

枠組みを描き出した初めて

の体系的な試み」と明示し

ている。ちなみに「多元

的」とは「本質的な問題に

は妥当であるが相互に対立

するようなさまざまな解

答がなされうる」「真実」

を知ることができる特権的

な観点などない」といった

基本的視座に立つことを意

味し，多元的アプローチと

は「セラピーの技法におい

てこれが最善だと言い切れ

るものは何もない」「それ

ぞれのクライエントはその

時々でさまざまなセラピ

ーの方法から効果を得る

し，セラピストはクライエ

ントがセラピーから何を得

たいのか，それをどのよう

に達成したいのかを規定す

るためにクライエントと協

働すべきだという前提」に

のっとった臨床実践だとい

う。本書では多元的アプロ

ーチの基盤となる哲学など

にも言及されており，また

多元的アプローチが「理論

や実践の行き当たりばった

りで無批判かつ非体系的な

組み合せから逃れる」ため

に「目標」「課題」「方法」

をクライエントと共に明確

化していく方途についても

具体的に取り上げられてい

る。（評者・園田雅代＝創

価大学■臨床心理学 16巻

5号（2015）より抜粋）
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　筆者はここ 10年，精神科医として，
主に大学キャンパス内の学生相談室で相
談業務に携わっている。筆者の場合，精
神科外来と学生相談室業務とでは，患者
さん（クライエント）に臨む姿勢に随分
と違いを感じる。同じ精神科医の立場で
ありながら，学生相談室では精神療法の
占める位置が圧倒的に高くなる。という
よりも精神療法の前提がそもそも異なっ
ているように思えてしまうのである。
　精神科外来での筆者は，いかなる精神
療法を実施するにしても，薬物療法の遂
行を念頭に置いている。精神療法の参考
となる臨床精神病理研究の成果も，その
ほとんどが薬物療法下のものであること
を考えれば，当然のことと言えよう（た
とえば中井久夫先生による著名な統合失

調症の寛解過程論も，まさに薬物療法下
で展開される心理現象を綴ったものであ
る）。一方で学生相談室内では，精神科
治療薬は使用できない。もちろんそれが
必要な場合は，速やかに精神科診療施設
を紹介するのがわれわれの役目でもある
が，基本的には「精神療法一本」で対象
に臨む必要に迫られる。臨床心理士に
とってみればごく当然のことかもしれな
いが，精神科医である筆者には，まさに
鎧を脱いで戦場に臨む趣である。だから
こそ学生相談室では，普段の外来診療で
はあまり意識に上らない，精神療法その
ものの意味や，さらには薬物療法をも含
めた精神医療の意味を考えさせられる。
　筆者は，精神療法の意味を，「患者さ
ん（クライエント）が抱えている精神的
な苦痛を軽減し，最終的には自分自身で
その苦痛に立ち向かう能力を養うこと
（自己の確立や再建）」にあると思って
いる。あえて薬物療法との相違を述べれ
ば，薬物療法では「精神的な苦痛の軽
減」に主眼が置かれるのに対し，精神療
法では自己の再建も等しく課題となるこ

精神療法再考―学生相談室の経験から

広沢　正孝　

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『「こころの構造」からみた精神病
理』（岩崎学術出版社），『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，『学生相談室から見た
「こころの構造」』を執筆・刊行。
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とにあろう。ただここで問題となること
は，治療者やクライエント自身に，自己
の確立や再建に向けての（確かな）意志
が存在しているかどうかということであ
る。
　今から 15年ほど前のことである。当
時，大学病院に勤務していた筆者は，偶
然にも診療科標榜名の変更作業に携わっ
た。この病院では，長年標榜してきた
「精神神経科」という名称が患者さんに
苦痛をもたらすということで，「メンタ
ルクリニック」という診療科名に変更し
たのである。今でこそこの新名称は市中
に浸透しているが，当時はまだどこか新
鮮なものであった。この新たな名称は，
患者さんにポジティブな印象をもたらし，
精神科医療の敷居を下げることができた
（参考文献）。メンタルヘルスの視点か
らみれば，好ましいことと言え，その効
果は，まさに現在筆者が携わっている学
生相談室の発展にも波及したと言っても
過言ではないと信じている。
　しかし近年の学生相談室では，たとえ
こちらが「精神療法一本」で真剣勝負に
臨もうと意気込んでも，肩透かしを受け
た気分に陥ることが少なくない。クライ
エントの多くは，精神療法を求めてきな
がら，自己の確立や再建はあまり意中に
なく，ただたんに精神的な苦痛の除去を
望んでいるようなのである。ふと気が付
くと，筆者自身もそのニーズに応じて，
（安易に）薬物療法に誘

いざな

ったり，（安易
な）支持的精神療法に陥ったりしそうに
なったりもする。これは精神医療の敷居
の低下がもたらした陥穽なのかもしれな

い。もちろん筆者は，薬物療法や支持的
精神療法を否定しているのではない。あ
くまでも患者さん（クライエント）が安
易にそれを求め，治療者が安易にそれに
応える姿勢が問題なのではないかという
ことである。とくに学生相談室業務に携
わる者は，大学教員の一人でもあり（筆
者の勤務するキャンパスでは，特にその
色彩が強い），そこでは彼らへの教育的
姿勢が求められる。したがって精神療法
も，必然的に「彼ら自身が精神的苦痛を
受け止め，それを通して人間として成長
すること」に目標が据えられる。ここで
はまさに，精神療法が持っている本来の
意味が問われているのである。
　筆者が勤務しているスポーツ系，医療
系大学のキャンパスでは，学生のメンタ
ルヘルスの観点から種々の心理テストを
毎年行っている。テスト上では，彼らの
抑うつ，不安傾向は予想以上に高く出て
しまう。保健や医療の視点に立てば，こ
のことは学生相談室の積極的関与，さら
には精神科医療の関与（精神療法や薬物
療法の実施）が必要な事態を意味するか
もしれない（筆者も一定の対応は行って
いる）。
　しかし「教育的視点」ではどうなので
あろうか。最近気づいたことであるが，
心理テストで高い抑うつ傾向，不安傾向
を示していた学生も，その大半は自力で
（仲間との共同作業の中で）苦悩を克服
していく力を身に着け，たとえば最近注
目されている「レジリエンス」は，学年
が上がるごとに有意に増大していくので
ある。「教育的視点」でみるとこのこと
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は，先に述べた薬物療法や支持的精神療
法が，彼らの人間力の獲得の機会を奪い
かねない事実を示唆する。少なくとも精
神療法とは，クライエントが，今後社会
の中で適応し，さらに活躍できるような
固有の自己－世界感を育むことを阻害す
るものであってはならないと筆者は思う。
　やはりわれわれは，精神療法の導入に
あたっても，遂行にあたっても，クライ
エントの自己－世界感の育成を常に念頭
に置く必要があろう。ただグローバル化
を迎え，また幼いころからスマートフォ
ンやパソコンといったタッチパネルの
中に身を置いてきた 21世紀の青年には，
彼らがイメージしやすい自己像のモデル
を用意しておくことも重要である。従来
の臨床心理学や精神病理学では，どうし
ても一点を中心に統合された自己－世界
感のイメージ（原図）に縛られてしまう
が，現代の学生をみていると，この原図
が適用しやすい人もいれば，そうでない

人もいることがわかる。むしろタッチパ
ネルのような格子状の原図に適した人も
少なくなく，とくに男性の場合は格子状
の原図を基に，場面ごとに適した自己を
作っていく傾向を持つ。このような＜格
子型人間＞には，それに適した精神療法
が必要となろう。
　以上，精神療法をめぐる筆者の雑感を
述べたが，これはあくまでも，精神科医
療やメンタルヘルス場面への敷居の低下
の中，とくに「精神療法一本」で患者
（クライエント）に臨まざるを得ない者
が抱いた一印象であることをお断りして
おく。

参考文献
Hirosawa, M., Shimada, H., Fumimoto, H., 

et al.: Response of Japanese patients to the 
change of department name for the psychiatric 
outpatient clinic in a university hospital. Gen. 
Hosp. Psychiatry, 24; 269-274, 2002.

◇書評エッセンス◇

「こころの構造」からみた精神病理
広沢正孝著

　西洋哲学の根本問題を真

言密教を手がかりに考察し

ようとする本書は，著者の

これまでの著書（『統合失

調症を理解する』『成人の

高機能広汎性発達障害とア

スペルガー症候群』）とは

異質な「理論の書」である。

しかし同時に，本書は「人

間の学」の書でもある。読

者も本書を紐解けば，そこ

に曼荼羅道場の抹香の匂い

だけでなく，人間学の香気

をも感じるであろう。人間

学的精神医学，それは本邦

の精神医学にとってもっと

も洗練された学派だが，同

時にもっとも臨床的な学派

でもある。島崎敏樹以来連

綿と続く人間学の伝統を著

者は PDDという新しいテ
ーマにおいて受け継いでい

る。「歴史ある伝統は常に

新しい」，そんな感慨を評

者は禁じえない。（評者・

井原裕＝獨協医科大学越谷

病院■こころの科学 173

号（2014）より抜粋）
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　先日，「実践　学生相談の臨床マネー
ジメント－リアルに考えベストを尽く
す」が上梓されました。私の 10数年ほ
どの学生相談における経験から得られた
臨床の知をまとめたものです。現在，私
は学生相談に関わっていませんが，学生
相談という臨床のフィールドが結構好き
なので，機会があればまた関わりたいと
思っています。
　しかし，私は自ら学生相談を利用した
ことがありません。私は，京都大学文学
部で 5年間，神戸大学医学部で 6年間，
計 11年間学生をやっています。学部卒
業して，大学院博士課程まで進んだ人で
も，計 9年間なので，それに比べて結

構長いこと学部学生をやっていました。
しかも，私は悩み多き青年期を悶々と過
ごしていましたし，特に京都大学ではま
じめに講義に出席することもなく，とい
うか，ほとんど講義に出席していません
でした（これは，私個人の問題もありま
すが，当時の京都大学文学部の雰囲気も
関与しています。私は 5年かかって学
部を卒業しましたが，卒業式に同級生
がたくさんいましたし，6年以上かかっ
た同級生も少なからずいました）。私は，
百万遍のキャンパスにいる頻度（週に 1
回以下）よりも，最寄りのライブハウス
に出没する頻度（週に 5日程度）の方
がはるかに高かったようです。一度，友
人が私の下宿を訪ねてきたとき，私が留
守だったのですが，彼はそのライブハウ
スに来て，無事私を見つけることができ
たというエピソードもあります。
　京都大学文学部の中では平均的でした
が，世間的に見ると変人の部類で，しか
も，青年期の男子特有の自己愛やら自意
識やらを抱え，さらに，今なお維持され
ているアウトサイダー気質，破壊の後に

私はなぜ学生相談を利用しなかったか？

細澤　　仁　

ほそざわ・じん＝精神医学，精神分析
アイリス心理相談室，フェルマータ・メンタ
ルクリニック。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），『分析家の前
意識』（分担訳），『松木邦裕との対決』（編著），
『実践入門 解離の心理療法』（以上，岩崎学術
出版社）など多数。このほど『実践 学生相談
の臨床マネージメント―リアルに考えベス
トを尽くす』を刊行。
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しか創造はあり得ないという信念，アン
グラやオタクへの指向，等々を抱え，平
均的とは言いましたが，京都大学文学部
の中でも特異な存在だったと思います。
と言っても，ひきこもり傾向があるので，
目立つこともなく，現代ならば，ひきこ
もりのオタクと評されていたことは間違
いないところです。
　悶々系の私はなぜ，学生相談を利用し
なかったのでしょう。ひとつには，当時
の大学当局が，学生相談の重要性を認識
しておらず，周知の努力を怠っていたか
らだと思います。私が，学生相談という
システムがあることを知ったのは，臨床
家として学生相談に関わるようになって
からです。もし，私が在学中に学生相談
の存在を知っていたら，私は学生相談を
訪れただろうかと自問するときがありま
す。
　その答えはもちろん「NO」です。当
時の私は，他者とのこころの交流を強く
求めていました。一方，非常に過敏だっ
たこともあり，他者と交流することを恐
れる気持ちも持っていました。そのため，
対人関係も結構不安定なものでした。そ
の上，気質的に粗雑な論理を許容できず，
論争的でした（当時の私が今の私の著作
を読むと，論理の飛躍が多すぎて，緻密
さがなく，読むに耐えないと言いそうで
す。私の最良の論文は京大の卒業論文と
今でも思います。その論文を書くために，
数百本の文献，しかも，半分以上はフラ
ンス語，残りの半分のあらかたは英語，
そして，少数の日本語の文献を読み，そ
して，構成は練りに練りました。自画自

賛のようですが，卒業論文をその後，あ
る雑誌に投稿したら掲載されましたので，
それなりの出来だったのだと思います。
しかし，引っ越しを重ねているうちに原
本がなくなり，掲載された雑誌も廃刊に
なっており，もう読むことができません。
当時でしたので，当然，卒業論文は手書
きで，データもありません）。
　脱線し過ぎですね。話を戻しますと，
私は他者とのこころの交流を求めていま
したが，それは心理療法の中で得られる
ようなこころの交流ではなかったのです。
もちろん，当時は，心理療法が何かとい
うこともわかっていませんでした。心理
療法の中で生起する交流は，パーソナル
な交流ではありますが，心理療法の外で
生起する交流とは本質的に異なります。
最も異なるポイントは相互性です。セラ
ピストがクライアントを個人的に求める
ことはありません。当時の私が求めてい
たのは，相互に求めあう交流です。そし
て，私は，共感も受容も，理解すら必要
としていませんでした。もっとも，人が
他者を理解できるはずがないと思ってい
ましたので，必要も何もあったものでは
ないのですが。ちなみに，この信念は今
なお私の基本的信念です。私の心理臨床
実践には理解という観点は入っていませ
ん。もっとも，他者のこころなど理解で
きるはずがないというネガティブな形式
では入っていますが。こう書いていると，
ユング派のセラピーなら向いているのか
もしれないと思わなくもないのですが，
何せ，当時は論理が緻密でないものを受
け入れることができなかったのでどうで
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しょう？　こう書いてしまうと，理系人
間と思われてしまいそうですが，私が何
よりも愛しているものは芸術です。芸術
作品はあらゆる科学を拒絶した存在で，
それは論理を超えています。私の立場と
しては，最後は，論理の彼岸に至るとい
うのが好きですね。ただし，それはどこ
までも緻密な論理を展開した上での話で
す。最初から，彼岸に行ってしまうのは，
安直過ぎますね。
　またもや，話が脱線してきました。緻
密な論理が好きと言いながら，このエッ
セイは論理自体が破綻していると突っ込
まれそうです。もちろん，緻密な論理は
学問上のことです。私は自分の著作は学
問と思っておらず，ある種の作品と思っ
ています。緻密な論理を要する学術的な

著作では読者と対話することは難しいと
考えます。私の作品は，読者の目に触れ，
そこで対話が生じたときに完成する開か
れた作品です。私は，自分の著作の趣旨
を読者に理解して欲しいとはまったく
思っていません。私の願いは，私の著作
が，読者のこころを喚起して，そこに交
流が生まれることです。できれば，それ
が相互的なものであって欲しいと願って
います。
　私が学生相談に携わっているとして，
当時の私が今の私の許を訪れたとしたら，
今の私は当時の私に，「あなたには学生
相談は必要ない」と言うでしょう。当時
の私は，今の私の無理解を軽蔑しつつ，
必要ないと言ってくれたことに感謝する
でしょう。

◇書評エッセンス◇

セクシュアル・マイノリ

ティへの心理的支援
針間克己・平田俊明編著

　「セクシュアル・マイノ

リティ」と聞いてピンとく

る読者がどのくらいいるだ

ろうか？　では「異性愛主

義（heterosexism）」とは？
こちらのことばにもなじみ

がない読者も多いと思わ

れる。（中略）本書は多か

れ少なかれわれわれが抱い

ているこの「異性愛主義」

への臨床からの警告であり，

「異性愛主義の気づき」を

われわれに促そうとする啓

蒙書でもある。

　本書を読むことで，個人

のセクシュアリティは成長

と共に揺らいだり（中高

生），変化したりすること

がわかる。白か黒かという

二分法で考えられるもので

はなく，生涯をとおして変

化しうるようなスペクトラ

ム上に位置する可動性のア

イデンティティのようなも

のであり，こうしたクライ

アントたちの悩みを聞き取

りサポートするには，まず

はわれわれが十分な知識を

持ち，その支援方法につい

て訓練を受けるべきである

ことを痛切に思い知らされ

る必読書である。

（評者・中村伸一＝中村心

理療法研究室■精神療法

41 巻 2 号（2015） よ り

抜粋）
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の実践のために　ガセイ
ル　鑪幹八郎訳　Ａ５　
9,720円　創元社
臨床児童心理学　石川信
一・佐藤正二編著　Ａ５
3,024円　ミネルヴァ書
房
ルシアン・フロイドとの朝
食―描かれた人生　グレ
ッグ　小山太一・宮本朋
子訳　Ａ５　5,832円　
みすず書房

†「書誌」に掲載の出版
物は，他社の刊行書で
す。小社では販売してお
りません。ご入用の際に
は，お近くの書店を通じ
てご注文なさって下さい。
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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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