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■ はじめに

 質的研究では，数量的データでは示すことが難しい

ニュアンスや矛盾を厚く記述することや，研究者と研

究参加者のパワーバランスを是正すること，これまで

社会から，あるいは研究からも排除されてきた人々に

声を与えることなどとともに，それらの強みを可能に

するための方法論的な視座として，人々が経験する個

別具体的な「意味（meaning）」に焦点を当てること

が， そ の 強 み と し て 挙 げ ら れ て き た（e.g., Flick, 

2002/1995; 大谷・無藤・サトウ，Pistrang & Barker, 2012; 

2005; Willig, 2003/2001; やまだ，2006）。例えば，ウィ

リッグは，質的研究者は共通に「意味」に重きを置い

ているとし，因果関係を同定することよりも，経験の

質や経験同士の関係に関心を持つとしている（Willig, 

2003/ 2001, p.12）。やまだ（2006）も，質的研究は「意

味」を重視する研究であるとし，それを探究し，言語

をベースにものをとらえようとするところに質的心理

学の長所があると述べている。

 実際，『質的心理学研究』を見ても，「意味」や「意

味づけ」が題目あるいは副題に含まれている論文は，

第 1 号から第 16 号まででも 16 論文あり，その他の論

文のうちにも，人々の生活・人生の中での意味（づけ）

を詳らかにすることを実質行なっている研究は数多

い。具体的な内容としては，『質的心理学研究』に掲

載された論文だけをとり上げてみても，たとえば軽度

肢体障害者や脊髄損傷者の障害の意味（田垣，2002; 

2006），失語症者が構築する失語の意味や場の意味（能

智，2003; 2006），意味感覚としての隠居についてのラ

イフストーリー（小倉，2003），性同一性障害者の意味

づけ（湧井，2006），頻回転職の意味（安藤，2014），残

されたモノの意味（堀田，2017）など，これまでの量

的な研究では扱われ得なかったような多岐に亘る研究

テーマが見られる。また，五十嵐（2014）や横山
（2015）など，意味そのものを主題とした理論的，文

献的考察もある。しかしながら，後述するように，そ

れぞれの研究で，そこで使われている「意味」という

語自体の意味がどのように定義されるのか，というこ

とについては，あまり明示されてこなかった。そこ

で，本稿では，質的心理学の意味を考えるベースとし

て，そもそも「意味」という語がどのように扱われて

きたかを改めて見直すために，質的心理学で意味を考

える際の論点をいくつか挙げ，各特集論文における豊

かな論考へとつなげたい。
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■ 質的心理学と意味

 質的心理学の研究において，「意味」「意味づけ」は

最頻出ワードの一つと言っても過言ではない 1）。1 号
から 16 号まで，「意味」という語を用いた用語を検索

したところ，「意味」「意味づけ」のほか実に多種多様
な術語が使用されていた。例えば，「主観的意味」「客
観的意味」「一般的意味」「私的意味」「社会的意味」「文
化的意味」「肯定的（否定的）意味」「意味体系」「意
味のシステム」「意味世界」「意味解釈」「意味空間」「意
味連関」「意味合い」「意味理解」「意味的」「意味化」「意
味活動」「意味構成」「意味生成」「意味構築」「意味内
容」「意味形態」「心理的意味」「個人的意味」「実存的
意味」「存在意味」他が見られた。

 一方で，これだけ意味をめぐる術語が用いられてい

るにもかかわらず，そもそもそれらの語をどのような

意味で用いているかということについては，（一部を

除いて）各研究の内部においてそれほど明示的に定義

されてきたわけではない。『質的心理学研究』の中で

も，「本研究における『意味』とは……」という形で

「意味」の意味を明確に定義しているもの（「意味」が

持つ機能や役割，関係するものごとについての記述などを

除く）はほとんどなく，管見の限りでは，能智（2003）

とやまだ（2004）のみであった 2）。能智は，「主体が

ある現象を，なんであれそれよりも『重要』だと彼が

みなす，ほかの物質的ないし心的な事物に結びつける

際の関係（立川・山田，1990, pp.58-59）」とした立川・

山田（1990）の定義を引用し，その定義に基づいて

「失語の意味」に関わる 5 つのカテゴリ（a）自己の否

定的変化としての失語，b）一時的状態としての失語，

c）立ち向かう対象としての失語，d）共有される属性

としての失語，e）社会的対象としての失語）を見出

している。

また，やまだ（2004）は，自身の著作（やまだ，

2000）を引用しつつ，意味を「文脈（コンテクスト）

とシークエンス（前後関係）から見出される『意味』
（2 つ以上の事項のむすびつけかた）」と定義し，それは

記号学的にみた「意味内容（シニフィエ）」とも，精神

分析的に解釈された「深層心理」的な意味とも，また

外部に投影された表象から解釈された「内面心理」と

も異なるもの，という立場から，映画の中での会話で

生成される意味を詳細に分析している。

 このような例外を除いて，大半の研究において，「意

味」の意味が具体的に定義されていないのは，一見奇

妙にも思えるが，おそらくそこには，改めてそれを明

示せずとも，一定の了解が得られるという半ば暗黙の

前提があるのだろう。書名にも「意味」が含まれるブ

ルーナーの『意味の諸行為（Acts of meaning）』（Bruner,

1999/1990）においてさえ，「意味とは……」という形

で具体的に定義している記述は見当たらず，意味生成

と意味使用といった，意味の諸相についての議論に焦

点が当てられているところからも，それがうかがえ

る。「語の意味は，文脈の中で決まる」ということは，

まさに「意味」という語そのものにも当てはまるとい

うこともいえよう。

 しかしながら，同じ「意味」という語を使っていて

も，例えば「経験の意味づけ」「人生の意味」「語り継

ぐことの意味」「意味のカテゴリ」など，質的研究の

さまざまな文脈で使用されるフレーズにおける「意

味」の意味には，それなりの重要な差異があるように

見受けられる。だとすれば，そのように半ば自明のも

のとして使用されている「意味」の意味について，今

一度振り返って確認してみることも，また無意味では

ないだろう。

■ 「意味」の意味

 そこで，以下では，質的心理学において，「意味」

という語がどのように用いられているかを検討するた

め，まず，「意味」という語それ自体が言語学や心理

学においてどのような意味を含んできたか，というこ

とを概観した上で，質的心理学における意味の扱われ

方について検討する。

■ 一般的な用法における「意味」の意味

 最初に，質的心理学以外も含め，そもそも「意味」



浦田悠・山本美智代・金馬国晴●質的心理学と意味，質的心理学の意味
特　集● 質的心理学フォーラム Vol.10 2018

7

という語がどのような意味を含んでいるかを確認して

おこう 3）。オグデンとリチャーズは，文字通り『意味

の 意 味（Meaning of meaning）』（Ogden & Richards, 

1982/1923）と題された古典的著作において，「意味」

という語には，下記のような種々雑多なものが含まれ

るとして，批判的に検討している。

 1. 内在的な特性

 2. 他の事物についての独自の分析不可能な関係

 3. 辞書にある言葉に付け加えられた言葉

 4. 言葉に加えられた内包的含意（connotation）

 5. 本質

 6. 対象に投影された活動

 7. （a）志向された出来事

 （b）意思（volition）

 8. ある体系における事物の位置

 9. ある事物が将来の経験に残す実際的結果

10.  説明に含まれた，あるいは，暗示された理論的

結果

11. 事物によって引き起こされた情動

12.  選択された関係によって実際に記号と関連づけ

られたもの

13. （a）刺激の覚醒効果，得られた連想

 （b） 記憶におよぼすある影響が妥当するような

他の出来事

 （c）記号が関係するものとして解釈される事物

 （d）事物が示唆するもの

     象徴（symbols）の場合

     象徴の使用者が実際に指し示すもの

14. 象徴の使用者が指し示しているはずのもの

15.  象徴の使用者が，自分自身が指し示していると

信じるもの

16. 象徴の解釈者が

 （a）指し示すもの

 （b）自分自身が指し示していると信じるもの

 （c）使用者が指していると信じるもの
（Ogden & Richards, 1923, pp.186-187, 石橋訳，1982, 

pp.262-263，翻訳は筆者らによる）

 これらは，主に言語的な観点から広く意味の定義を

集めたものであるが，現在の meaning および日本語の

「意味」という語の用法を考える上でも十分に有効で

あり，質的心理学を含む心理学においても，これらの

用法の多くが暗黙的に前提にされていると見られる。

 例えば，浦田（2010）において，人生の意味を表そ

うとして使われる「究極的（ultimate）意味」や「宇宙

的（cosmic）意味」という語は，神や宇宙が何らかの

意図を持って世界や人間をデザインしているという観

点を含むことから，7（b）の意思という意味合いもあ

ると言えよう。

 また，矢守（2015）の論考では，「実存的意味」と

いう語が出てくるが，これは，質問に対する回答にお

いて，そのように答えるに至った潜在的な意味とされ

ている。例えば，「（津波災害において）死者の方がむ

しろよく準備していた」という回答に，「準備不足が

たたって亡くなったとは考えないし，考えたくない」

という配慮が隠されているとすれば，それが実存的意

味であるとされる。この語は，回答者の意図という意

味では 7 の意味が該当するであろうし，回答者も顕在

的には意識せずにその回答と関連づけたものと解釈す

れば，12 の「選択された関係によって実際に記号と

関連づけられたもの」という意味も含まれるかもしれ

ない。

 その他，「意味」の意味についての定義としては，

ノージック（Nozick, 1997/1981）による「意味あるいは

有意味性（meaning(fullness)）」についての以下の 8 つの

分類もよく引用されるものである 4）。

 1. 外発的な因果関係としての意味

 2.  外発的な指示，あるいは意味論的（semantic）関

係としての意味

 3. 意図もしくは目的としての意味

 4. 教訓（lesson）としての意味

 5.  個 人 的 な 意 義（significance）， 重 要 な こ と
（importance）， 価 値（value）， 考 慮 す べ き 問 題
（mattering）としての意味

 6. 客観的有意味性としての意味

 7. 内発的な有意味性としての意味

 8.  全体的・結果的（total resultant）意味としての意

味
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（Nozick, 1981, pp.574-575, 坂本訳 下巻，1997, pp.437-

438，翻訳は筆者らによる）

 ノージックの分類はオグデンとリチャーズよりも縮

約された形であるが，これも質的研究における「意

味」の意味を概ねカバーしたものと言えそうである。

 一方，近年の心理学において，意味にまつわる定義

は，表 1 のようなものが見られる。ここでは，とりわ

け質的心理学に関連すると思われる「人生の意味
（meaning in/of life, personal meaning 等）」の定義も含めつ

つ，明示的に意味の定義や用法が記述されているもの

のみをとり上げている 5）。

 それぞれの力点は様々であるが，意味とは，認知・

感情・動機づけを含む，何らかの心的表象ないし心的

内容であり（e.g., 岡本 , 2000; Proulx & Heine, 2010; Reker 

& Wong, 1988），自己・世界・時間・社会文化の諸要素

の関係・文脈の中で見出されるものである（e.g., 

Dittman-Kohli & Westerhof, 2000; Haidt, 2011/2006; やまだ , 

2004）と言えよう。また，そのように意味を見出すた

めには，一貫性（Haidt, 2011/2006; Reker & Wong, 1988; 

Tullett, Prentice, Teper, Nash, Inzlicht, & McGregor, 2013）を

持って，諸要素を結びつけ，関連づけ，配置する行為

表 1　心理学における意味の定義

著　者 年 用　語 定　義

Battista & Almond 1973 meaning in life 人生へのポジティヴな関心，ポジティヴに価値づけられた人生の枠組みや人生
目標を満たしているという個人の信念

Reker & Wong 1988 personal meaning 実存の秩序や一貫性や目的の認知，価値ある目標の追求と達成，充足感の生起
Baumeister 1991 meaning 事物や出来事，関係間の可能な関係性について共有された心的表象

Frankl 2015/
1992 meaning 質問をした人や，問いを投げかけ答を求めている状況が意味していたこと

McGregor & Little 1998 meaning 時間的に拡張され，文脈の中で配置された自己の要素間の調和（consonance）

Auhagen 2000 meaning of life 人生一般や，個人の生もしくはその部分に関する意味の文脈についての考えお
よび経験の仕方を意味する理論的概念

Dittman-Kohli & 
Westerhof 2000 personal meaning 

system 経験と行動に関して，人を世界へ関連づけること

岡本 2000 意味 記号とそれらが示す対象な内容との関係（記号的意味），および意図や動機，志
向性，理由，根拠，効果価値等に関わる心的内容（存在的意味）

やまだ 2000 意味 むすびあわせる行為

能智 2003 意味 主体がある現象を，なんであれそれよりも『重要』だと彼がみなす，ほかの物
質的ないし心的な事物に結びつける際の関係（立川・山田，1990，pp.58-59 より）

やまだ 2004 意味 文脈（コンテクスト）とシークエンス（前後関係）から見出される「意味」（2 つ
以上の事項のむすびつけかた）

Mascaro & Rosen 2005 explicit sense of 
meaning 一貫性や人生の目的の感覚を提供するような哲学や枠組みを持っていること

Haidt 2011/
2006 meaning 物理，心理，社会文化の実存の三層で人生が首尾一貫している時に得られる感

覚
Steger, Frazier, 
Oishi, & Kaler 2006 meaning in life 存在（being）と実存（existence）の本質からなる感覚（sense），及びそれに関す

る意義（signi�cance）の感覚（felt）

Steger 2009 meaning in life
人生に目的や使命，包括的な目的を自ら見出している程度にともなって，人が
人生を理解し（comprehend），意味を理解し（make sense of），あるいは意義

（signi�cance）を見出す範囲
Proulx & Heine 2010 meaning コミットされた課題（proposition）間の関係についての心的表象

Tullett et al. 2013 meaning 信念，顕在的な目標，および我々と世界との相互作用の基礎を提供する環境に
ついての知覚の一貫性

Kreitler 2017 meaning 意味価値の指示対象を中心にしたパターン
Leontiev 2017 meaning 心と世界，客観と主観，大局（global）と状況（situational）の関係
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（e.g., McGregor & Little, 1998; 能智 , 2003; やまだ，2000）

が必要とされる。よって，これらの定義をあえて最大

公約数的にまとめるとすれば，心理学における「意

味」とは，「自分と他者や事物や世界など，様々な文

脈において一貫性を持って包括的に関連づける認知・

情動・動機づけを含む心的表象」といえよう 6）。同時

に，「意味」が持つ性質については，クライトラー
（Kreitler, 2017）に従えば，（a）意味は伝達可能であり，
（b）個人間に共有される部分と，個人的・私秘的な部

分を含み，（c）言語的にも非言語的にも表現され，（d）

複雑な多次元・多層な構成概念（construct）である
（Kreitler, 2017, p.2），という前提もゆるやかに共有され

ていると見ることができよう。

■ 質的心理学における「意味」の意味

 さらには，質的心理学において，「意味」という語

がどのような意味を付されているかを検討するため，

実際の研究事例をいくつか見てみることとする。

 ここでは，意味づけを明らかにすることをテーマと

した研究の典型として，まず川島（2008）の研究をと

り上げてみたい。川島は，老年期の浄土真宗僧侶のラ

イフストーリーから，僧侶が死の意味づけをどのよう

に構築しているのかを検討している。死の意味づけを

探るためのインタビューガイドでは，「これまでの人

生をどのように意味づけているか」「今後の人生の意

味づけ」といった意味づけについての直接的な問いと

ともに，例えば「自己の死の意味づけ」については，

「自己の死を強く意識した経験」「死の恐怖」「最期の

あり方」「死に逝く過程の不安」「自己の死が他者に

とってもつ意味」「死後の世界」などが挙げられてお

り，半構造化インタビューが実施されている。結果，

死の意味づけに関して 3 つのストーリーの類型（「教

義ストーリー」「私ストーリー」「双義ストーリー」）を見

出し，3 名の対象者の「意味連関図」が示されている。

この意味連関図において，「教義ストーリー」では

「借りている命をお返しする」というテーマが，「私ス

トーリー」では「自然に眠るように死ぬ」というテー

マが，それぞれ死の意味づけとして見出されている。

「双義ストーリー」では「仏さんが抱きかかえてくれ

ている。浄土に還れる。この世の方が楽しい」とい

う，テーマとしては一貫性が欠落しているようだが豊

かな語りが見られている。また，川島は，このような

死の意味づけについてのテーマは，ライフストーリー

を生成する上で有意味な文脈を提供する要素としての

「意味の源泉」によって異なるとし，5 つの意味の源

泉（「浄土真宗との教育的関わり」「家族との死別体験」「門

徒や友人との関わり」「重篤や病や事故の経験」「自己の死

の意味づけ」）を同定している。

 さて，この川島の研究にいう「意味」「意味づけ」

という語には，少なくとも 2 つの次元があることが見

て取れる。すなわち，個々の具体的な語り（「仏がかな

らず助けに来てくれる」「この世が恋しく死への葛藤があ

る」等）自体が対象者にとっての「死の意味づけ」と

なる次元と，それらの様々な意味づけが，自己および

その周辺の経験や関わりを意味の源泉として位置づけ

られたライフストーリー，およびそれを描いた意味連

関図としての「死の意味づけ」となる次元の 2 つであ

る。前者はリーカーとウォン（Reker & Wong, 1988）が

言うところの「個人的意味（personal meaning）」，すな

わち「実存の秩序や一貫性や目的の認知，価値ある目

標の追求と達成，充足感の生起」などを核としたもの

であるのに対し，後者は，やまだ（2004）が言うとこ

ろの「文脈（コンテクスト）とシークエンス（前後関

係）から見出される『意味』（2 つ以上の事項のむすび

つけかた）」に親和性があるものと言えよう 7）。

 このような，意味の複層性とも言うべき事態は，他

の研究においても多く見られ，その意味の次元も様々

である。例えば菅野・米山（2016）では，ある保育者

の語り方の特徴を分析し，そこで生成されている意味

を考察している。同時に，その語りの中では，その保

育者にとっての日々の活動へと動機づけられる意味
（論文中では「意義」とも言い換えられている），すなわ

ち「なぜこの活動をしているのか」という意味が語ら

れている。

 また，安藤（2014）は，頻回転職の経験者にインタ

ビューを行い，そこに潜在する意味を検討している。

そこでは，例えば，教師としての「やりがい」を求め

て非常勤講師になったにもかかわらず警備会社に入社
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したのは，教職への再挑戦に失敗したことの補償とし

ての意味合いを持つ，というように，個々の転職経験

の意味が記述されている。また，このような意味づけ

を含む頻回転職のキャリアを「善財童子キャリア」と

いうメタファーで意味づけている。これらの研究にお

いても，川島の研究と同様，意味についての語りが持

つ意味を分析する，という視点が見られると言えよ

う。

 これらの研究に見られるように，意味（＝ 2 つ以上

のものをむすびつけること）を生成する行為としての語

りの前提として，そのような行為へ動機づけられるこ

との意味（＝意図ないし目的，個人的な重要性）も存在

する 8），ということが，質的研究で用いられる「意味」

という言葉をしばしば複層的なものにしている。ここ

に，質的研究の豊かさと難しさがあると言えよう。

■ 質的心理学における「意味」に関する論点

 前節までの議論も踏まえつつ，質的心理学におい

て，意味をどう定義し，どのように捉えられるのか，

意味をめぐる何を明らかにできるのか，などに関する

論点をいくつか挙げたい。おそらく，このような論点

を考えることは，質的心理学それ自体がどのような意

味を持つのか，という点にも直結するであろう。

1. 意味はどこにあるのか？

 従来，心理学でも哲学でも，「意味」の意味には，2

つの両極的な立場があると言われてきた。それは，
（日本語では区別が分かりにくいが）創造（create，invent）

か発見（discover）か（e.g., Baird, 1985; Frankl, 1988）とい

う区別としてよく言及される。意味は創造されるとい

う立場は，基本的には，主観主義的な立場と重なるも

のであり，個人の主観的な感覚や信念や選択をベース

として意味が生成される，という立場である。

 それに対して，discover とは，文字通り，「覆い
（cover）」を「取り去る（dis）」が原義と言われるよう

に，主観的な生成物ではなく，すでに外部に存在して

いるものとして意味を捉えている。これは，「意味の

リアリズム（meaning realism）」と呼びうるものであり，

解釈者とは独立に意味が存在するという見方である
（Schwandt, 2000）9）。

 これらの両極の間において質的心理学を見た時，と

りわけナラティヴターン以降の質的研究は，「意味生

成」という言葉に代表されるように，固定的・実在的

に意味を捉えることはせず，個人の主観，あるいは対

話によって生成されるものとして捉えることが多いと

言える。しかし，その中でもやはり様々な立場が混在

する状況がある。

 意味を主客で分けること自体の是非はさておくとし

ても，ここには，どこに意味が生じるのか，あるいは

誰が・何が意味を付与するのか，という論点があるだ

ろう。例えば，ある質的研究において，「当事者の経

験の意味を明らかにする」と言うときに何が目指され

ているのだろうか。それは，当事者の主観的な経験が

どのように組織化されているかを記述することだろう

か。当事者と研究者の対話の中で生成される何かを詳

らかにすることだろうか。それとも，当事者自身も気

がつかない社会文化的文脈の中に潜在する価値を発見
（discover）することだろうか。あるいは，それらの混

成物（amalgam）の総体を取り出すことだろうか。（お

そらく象徴的相互作用論の流れを汲んだ）質的研究で多

用されている「主観的意味」という言葉は，その字義

に従う限り，完全に個人内の「意味づけ」であること

を表しているはずである。他方，エスノメソドロジー

など，社会的な文脈や関係性を重視する立場におい

て，「主観的意味」という言葉はあまり使われない。

そこでの「意味」は，主観にとどまるものではなく，

むしろ他者や場所との関係の「あいだ」に生成される

ものである。さらには，アフォーダンス的な見方をと

るならば，意味は主観的なものではなく，人と環境と

の関係において決まる生態学的なものと見なされるだ

ろう（Gibson, 1979）。

 前述した「意味」の意味についての様々な定義の中

にすでに表明されているが，質的研究において意味を

記述する際には，その研究で言われる意味はどこにあ

るのか，という視点を持つことが必要であろう。
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2. 全ては意味づけか？

 さまざまな困難に直面する中で生の意味が問題とな

るとき，それを究極に突き詰めた形として，「もはや

意味を問わない」というあり方も存在しうる。山田
（1999）はそれを「脱意味」と呼んでいる。これは

「意味と無意味の二つのあり方を脱して，『何故なし』

に生きるあり方のこと」であり，脱意味に生きる人間

の在り方は，「遊戯する宇宙童子」（ニーチェ），日常

の「事」への専心（フランクル），「何故なき生」（エッ

クハルト），「無位の真人」（臨済）といったあり方に通

底するものであるとされる（山田，1999）。そこでは，

過去の経験の意味づけや物語，自己存在の意味を問う

ことはもはやなく，「意味の世界」からの脱落の境地

と言うことができる。

 このような観点からは，以下のように意味・無意味

を二元的に捉えることへの批判がされることもある。

 私たちは人生の意味と意義は何かと，そこには

そもそも意味があるのかどうかということを問う

ています。もしもあなたがあると言えば，あなた

はすでに何かに与したことになり，だからあなた

は吟味できなくなるのです。あなたはもう歪曲か

ら事を始めたことになるのです。同様に，もしも

あなたが人生に意味などないと言えば，それもま

た別種の歪曲です。ですから，人は積極的な主張

からも否定的な主張からも，どちらからも完全に

自由でいなければならないのです。

 （Krishnamurti, 2006/1991, p.264）

 そして，これらの境地とは，ごく一部の宗教的な悟

りを開いた者のみに達成されるものにすぎないと見る

べきでもない。例えば小倉（2003; 2006）の研究におい

ては，現代中年のライフストーリーをたどる中で，制

度化された意味体系や社会を無化してもなお，その深

層に横たわる「何か」を志向する文脈が見出され，小

倉はそれを「意味の根源的基層」と名付けている。

「生き方や考え方（意味体系）の変転の背後に潜在す

る，論理で割り切ることのできない人間の「生」の根

源的な流れ」（小倉 , 2006, p.77）の層という〈超越的地

平〉は，脱意味にある種通ずるものがあるだろう。

 また，次のような言説も意味づけという観点を積極

的に手放そうとするものである。

 先月アスペンで過ごした折りには，以前の自分

がどんなふうだったか思い出しました。いかにあ

らゆることが重大事に見えていたことか。わたし

のニューエイジ流の見方が，「すべてのことには

目的があり，計画されていて，意味があるはずだ」

と強く主張していたのです。［中略］ガンを患っ

たおかげで，わたしは「知らない」ままに生きる

ことや，生の流れをコントロールせずにあるがま

まに任せること，そうすることで人生の浮き沈み

や失望のさなかにも平穏を見いだせることなど，

多くのことを学びました。

 （Wilber, 1999/1991, pp.290-291）

 ここで問題となるのは，いわゆる従来の「意味づ

け」から脱しようとするこれらの言説をどう見るべき

か，という点である。すなわち，通常とは別の形態で

あれ，これらの言説も意味づけの一種として捉えるこ

とによってそのリアリティを捉え得たと言えるのか。

それとも，たとえば「冷静な視座における意味解釈で

はなく，解釈自体が生き生きと行われ」（阪本，2006, 

p.191）るという，「存在論的解釈」のようなものが試

みられるべきなのか。あるいは，意味が社会的に構成

されるという見方に置き換えずして「純粋な好奇心を

もって無心のもつ可能性にアプローチし，それが私た

ちの生活にどんな結果をもたらすのか」（Gergen, 

2004/1999, p.347）に関心をシフトさせるべきなのか，

といったことは吟味するに値しよう。いずれにして

も，研究者自身が，「意味の行為」とともに，「意味づ

けない行為」「意味づけない語り」もあるという視点

を持つことを迫られる問題圏があるといえよう。

3. 意味の複層性による齟齬や対立をどうするか？

 ここまで論じてきたように，筆者らは，「意味」に

は様々な意味があってしかるべきであると考えてい
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る。むしろ，意味の複層性こそ質的研究を豊かにして

いると言えるだろう。しかしながら，質的研究におい

て，「意味」「意味づけ」と言う時，それらをどのよう

な意味で用いているのか，ということについては，他

の領域にも増して自覚的でなければならない。さもな

ければ，研究者と当事者の間，あるいは研究者とその

論文の読み手の間に齟齬が生じることが危惧される。

例えば，論文の書き手は，文脈の中で流動的に構成さ

れるものとして「意味」という語を用いていたとして

も，読み手は所与の固定的なものとしてそれを捉えて

いたとすれば，読み手は，書き手が特定の意味を押し

つけている，と捉えるかもしれない。あるいは，書き

手が，得られた質的データを丁寧に記述すること自体

に意味があると考えていたとしても，読み手は，記述

された内容にどのような意味・意義があるのかという

視点で読むとすれば，その研究自体の価値を疑うこと

になるかもしれない。さらには，究極的な生の意味を

信じる宗教的な信仰についての語りを，主観的あるい

は間主観的な意味づけとして捉えることは，語り手に

とっては，ある種の越権行為と受け止められてしまう

かもしれない。

 もし，このような観点のズレがしばしば生じるとす

るならば，相互の対話を促進するためにも，少なくと

も研究における「意味」の用法や研究者の理論的視座

は，本稿で述べてきたような定義を踏まえて可能なか

ぎり明示したほうがよい，と提言できよう。

4. 意味は価値志向的か？

 定義の部分で見たように，本来，「意味」という言

葉には，価値志向的でない要素も含まれている。日本

では，「人生の意味」「生きる意味」と類似の概念とさ

れる「生きがい」という言葉には，「かい」すなわち

「行動の結果としてのききめ。効果。またしてみるだ

けの値打ち」（広辞苑第六版）という肯定的・価値志向

的な意味が内包されているが，「意味」は，「無意味」

も含め，必ずしも肯定的もしくは否定的な価値を志向

するものであるとは限らない（浦田，2017）。質的研究

でもよく使われる「肯定的／否定的（ポジティブ／ネ

ガティブ）な意味」という表現自体，「意味」の価値

中立的な側面を示しているとも言えよう。しかし，実

際の質的研究において，意味の再構成，意味づけ，意

味生成という言葉は，ポジティブな価値を志向する

ニュアンスが含まれていることも多く，潜在的な混乱

を孕んでいるのではないだろうか。もし，価値中立的

な心的表象ではなく，何らかのポジティブな価値を含

むものとして「意味」という言葉を使用する場合に

は，その研究における「意味」という語の用法を明確

に定義するか，もしくは，適宜，「やりがい」「生きが

い」「意義」「目標」「目的」「価値」「重要性」などの

用語に言い換えたほうがよいだろう。逆に，ネガティ

ブな価値づけを「意味」と呼ぶ代わりに，「問題」「悪

影響」「負担」「負の結果」「不適応的な目的志向」な

どに言い換えることもできるであろう。このように，

「意味」という語を使うことによって，読み手の理解

が深まる場合もあれば，かえって伝えたい意図が曖昧

になってしまうこともあるとすれば，「意味」という

言葉の内包と外延について，今後も質的な検討が必要

であろう。

■ おわりに─質的心理学の意味

 近年，質的心理学以外の心理学の領域でも意味の問

題に注目が集まっており，意味をテーマとした学際的

なハンドブック等も近年相次いで刊行されている
（e.g., Hicks & Routledge, 2013; Kreitler & Urbánek, 2014; 

Markman , Prou lx , & Lindberg , 2013 ; Rus so-Netze r , 

Schulenberg, & Batthyany, 2016）。また，とりわけ 2000 年

前後からアメリカを中心に大きな運動となったポジ

ティブ心理学の領域では，意味に関する研究が飛躍的

に増加している。しかしながら，その中で主に問われ

ているのは，意味そのものというよりも，むしろ意味

の認知や，意味に関わる情動，あるいは意味への動機

づけなど，意味に派生する心理的反応というべきもの

である。そこで使われるのは，どれだけ意味を経験し

ているか，あるいは，どの程度意味を探究しているか，

という心的傾向を測定する尺度であり（e.g., Steger, 

Frazier, Oishi, & Kaler, 2006; 浦田，2013），意味そのもの

が測定されているわけではない。
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 それに対して，質的研究の中で「意味」が問われる

時，本来的にそこで明らかにしようと試みられるもの

は，単なる派生的な心理的反応ではなく，個人が自ら

の生・人生に付与する「意味」，あるいは社会的な相

互作用の中で生成する「意味」そのものである。そこ

には，自己や世界とその関係を理解しようとして探究

される「実存的意味」があり，また一見無秩序な出来

事の寄せ集めに見える現象や経験を人が結び合わせて

組織化するという「意味の行為」がある。現象を記述

し，説明し，社会的な有用性を探ること（麻生，

2004），これまでの研究では見出されなかった人間理

解を促進すること，その研究自体が，ものの見方に新

たな意味を添加すること，さらには読み手が各々の立

場から新たな意味を産み出すことにこそ，質的心理学

の意味があると言えよう。

注

1） 試みに『質的心理学研究』13 号で，一般的な用法（「広い意

味での〜」「ある意味」など）を除いて，語りや出来事の「意

味」や「意味づけ」といった語の出現数を検索してみたとこ

ろ，ざっと 250 箇所以上にのぼった。

2） リサーチクエスチョンに限定した形で定義をした例としては，

奥田・岡田（2009）の拒食や過食の「心理的意味」や「主体

的な意味づけ」についての定義，浦田（2010）の「人生の意

味」についての定義が見られる。

3） 「意味」という日本語に対応する英語としては，主にmeaning

の 他，sense，accepta t ion，des igna t ion，s ign i f i cance，

signi�cation，implication，connotationなどが挙げられるが，さ

しあたり，ここではmeaningに関わる定義を中心に見ていくこ

とにする。

4） ノージックの分類にも見られるように，「意味とは意味として

の意味である」というような一見同語反復的な定義がしばし

ば見られることも興味深い。

5） もちろん，意味についての用語は，この表に挙げたもののみ

ではない。たとえば，「意味生成（meaning making）」「意味深

さ（meaningfulness）」「意味の無さ（meaninglessness）」などに

ついても検討すべきであろう。

6） もっとも，このように「文脈」を重視する定義は，初期の心

理学にも見られていたようである。ムーア（Moore, 1921）

は，知覚に関する議論において「心理学的な見地から言えば，

意味とは文脈である」（p,102）と定義している。

7） 実際，川島自身も，注にて，徳田（2000）の生きる意味に関

する概観を元に，「本研究のアプローチは，実存的意味への

アプローチ（e.g., Kenyon, 2000）とライフストーリー・アプ

ローチ（e.g., Bruner, 1999/1990; やまだ，2000）の中間に位置

するように思われる」と述べている。

8） 無論，両者は峻別できるものではなく，相互の境界が曖昧な

多重の入れ子として捉えたほうがいいかもしれない。

9） ちなみに，人生の意味についての分析哲学の議論では，意味

を客観主義と主観主義に分けて論じる見解が一般的になって

おり（e.g., Metz, 2013），その立場は様々であるが，特に最近

では，客観主義をとる論者も多い現状がある。
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