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■ 1. はじめに

 本特集の目的は，意味をキーワードとして，質的心

理学における意味のあり方を検討し，それを通して質

的心理学をすることの意味を問うことであった。各特

集論文では，死別研究からの視点（川島論文），ブルー

ナー心理学の研究からの視点（横山論文），文化心理学

の視点（木戸・天野・サトウ論文），病いの経験の視点
（鈴木論文）という 4 つの視点からの興味深い論考が

寄せられた。これらの視点の多様性からうかがえるよ

うに，各執筆者のバックグラウンドは様々であるが，

奇しくも，各論の意味をめぐる観点には，立場の違い

とともに，質的研究を考える上での重要な共通点をい

くつか見出すことができた。

 本討論では，それぞれの論文の趣旨を簡単にまとめ

つつ，「『意味』のある質的心理学」とは何かという点

について，さらに掘り下げたい。しかし，まずその前

に，各論文で用いられる「意味」という言葉にどのよ

うな意味が付されているのかを確認しておくほうがよ

いだろう。

 1 本目の川島論文では，（1）「既知のもので，すで

に見出した，構成（construct）」すなわち「構成された

意味（meaning made）」と（2）「探し求め，見出し，あ

るいは邂逅し，生成するプロセス（process）」すなわち

「プロセスとしての意味（meaning making）」の 2 つを

区別した上で定義している。

 2 本目の横山論文では，「我々が日常生活の中で対

する様々な対象や出来事を，特定の脈絡のもとに自他

ともに理解可能なかたちで表象する機能をもつ媒体」

と定義がされている。

 3 本目の木戸・天野・サトウ論文では，直接に定義

をしているところはないが，意味に関する記述から推

察するに「場所に対する肯定的あるいは否定的な認

識」を意味と規定していることが読み取れる。

 4 本目の鈴木論文では，「ある主体が，身体的存在

として世界に相対するとき，対象がある形態をもって

現出すること」が意味の成立であると述べられてい

る。

 それぞれの論文における力点は異なるものの，どの

論文でも，概ね，「主体と対象（世界，場所，病い，喪

失等々）との間で問われる，あるいは見出される関係

についての心的な認識」のようなものを「意味」とし

て規定していることがうかがえる。これは，基幹論文

における「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」という定義とそれほど

違うものではなかろう。まずこのことを確認した上

で，ここからは，各論文の概要を簡潔に整理していく。

■ 2. 各論文の概要

川島論文

 この論文では，意味再構成理論を軸として，死別に

おける意味をテーマとした研究の現状が概観され，さ

らにその課題についても検討されている。先述したよ

うに，この論文では，「構成された意味」と「プロセ

スとしての意味」の 2 つから論じている。前者の「構

成された意味」については，様々なカテゴリが見出さ

れており，主に尺度を利用した量的なアプローチが見

られるのに対して，後者の「プロセスとしての意味」

については，文字通り，意味の探究から了解に至るプ

ロセスが質的に検討されることが多い。そのプロセス

で従来重視されてきたのは，意味了解，有益性発見，

アイデンティティ変化の 3 つの活動であった。
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 もっとも，構成された意味とプロセスとしての意味

の 2 つは相互に関連しており，研究アプローチによっ

ても焦点は様々である。川島論文では，これらの区別

を踏まえつつ，最近の死別の意味再構成研究において

注目される点として，認知的側面から，情動や行為，

故人や社会との関係性を重視する自己物語の視点への

拡張や統合が見られることを挙げている。しかし，現

状では，十分に統合されているわけではなく，いくつ

かの課題が残されている。ここでは，（1）意味の探究

と了解の「あいだ」について，より丁寧な研究を蓄積

すること，（2）意味の探究や発見への能動性のみなら

ず，喪失の苦痛に向き合い続け，他者の死への責任を

引き受ける受動性にも光を当てること，（3）意味を求

めないことや，容易に意味として立ち現れないものへ

も目を向けること，の 3 つの観点から課題を提示して

いる。

横山論文

 心理学において，意味の概念を復権させたキーパー

ソンはブルーナーであり，彼は，その主張によって，

質的心理学のみならず，その後の心理学全体に多大な

影響を及ぼしたことは改めて指摘するまでもないであ

ろう。横山論文では，このブルーナーの心理学に依拠

しつつ，「意味の行為」に加えて「行為の意味」とい

う概念を独自に設定し，この 2 つを区別する視点から

考察を進めている。この論考では，「意味の行為」は，

解釈行為と表現できるものであり，その解釈行為の帰

結としてもたらされるものが「行為の意味」であると

捉えられている。

 ブルーナーは，基本的には文化の有するシンボル体

系の最も有力な媒体である言語や記号を用いて，世界

内の対象や出来事に向けた志向的状態に意味を与える

と考えていたが，横山はそれをさらに拡張し，言語以

外にも，動作や図像イメージも介して志向的状態を他

者へ開示する側面があることも確認している。そのよ

うな多様な志向的状態がどのように理解されるのかと

いう点，すなわち意味の規定については，（1）個人の

個別具体的な体験の脈絡と，（2）他者との間で時々

刻々進行する脈絡の 2 つがあり，我々は，（1）既存の

脈絡を再参照する，あるいは（2）新たな脈絡を探索

参照することによって意味を規定すると考察してい

る。ここでブルーナーと横山が重視するのが，そのよ

うな日常の行為や発話の適切性と関わる同意された規

範的関係が破壊された事態である。まさにそこにおい

て，不測の事態を理解可能にし，平静を取りもどそう

とする「意味の行為」が生じるからである。

 さらには，ブルーナーのナラティヴ概念は，まさに，

対象の意味を規定する脈絡を探索する行為と，その帰

結として導出される対象を理解可能な形で表象すると

いう意味を一連なりのプロセスとして探究するための

手段として位置づけられる。

 最後に，以上のようなブルーナー心理学に沿った理

解を確認した上で，ナラティヴに表象されない意味の

行為や行為の意味をどう理解するか，という問いを提

示して論が締めくくられている。

木戸・天野・サトウ論文

 この論文は，意味をキーワードにして要約するな

ら，元居た浪江町から福島市内の仮設住宅に移り，さ

らに移らざるを得なくなった住民にとって，意味ある

移行とは何かを考察し，浪江町に対する，または新居

に対する肯定－否定の 4 象限で分類するなどしたもの

である。

 移行は身体的移行と心理的移行の 2 つに分けられ

る。一方の身体的移行とは，行政から帰宅困難区域と

判断されることにより強制された，仮設住宅や復興公

営住宅などへの移行をいう。この移行は，本人の意向

が完全に反映される訳ではないものとして問題視され

る。

 他方は心理的移行と称される。居住していた地点か

ら，過去－現在－未来を含む見通しとして，浪江町に

戻る／戻らないを決める過程を含んだ移行という。こ

の心理的移行を完了させるには，自らの思考を中核と

して，現在－過去－未来をつなぐ意味のフィールドと

いうものが当事者自身によって開かれる必要が，さら

には私たちの思考の中心にあるイマジネーションの過

程が開かれる必要がある，とされる（ここに文化心理

学の知見が生かされる）。
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 本稿で，マイクロエスノグラフィという方法を採用

し調査・考察されているのは，強制的な居所移動を伴

う身体的移行を経験した住民が，いかに心理的移行を

遂げていたかについてだ。この論文のまとめでは，個

人的文化の破綻を契機として，現在の生活と未来の生

活の予期を必要とする「混乱と修復のダイナミズム」

の過程というものが指摘される。これがブルーナーの

いう「意味の行為」にあたり，文化心理学で記号の発

生と言い換えられるものという。こうした過程を見出

すことこそ，当事者の生のアクチュアリティをとらえ

る試みに他ならず，複雑な経験を通した感情を伴う記

号の発生の考察が当事者にとっての意味の理解につな

がるとされ，今後の被災者支援に役立つ知見をもたら

すとの期待で結ばれている。

鈴木論文

 病いの語りは，それぞれの生きる意味世界が強調さ

れ，多くの場合濃密な意味を伴い，治療や支援の文脈

でも大きな意義を有する。鈴木論文では，病いの意味

を理解する必要性を一面的に訴えるのではなく，その

経験に内在あるいは潜在する「無意味さ」の感覚に注

意を向けている。

 鈴木は無意味さをとらえるために，「有意味なもの」

と「無意味なもの」を対置するのではなく，単一の経

験のなかに，ある種の緊張感をもって接合する異質な

様相をとらえる必要性があると前半で説き，どのよう

な視点に立てばそれが可能なのかと疑問を投げかける。

 その一つを〈4. アイロニカルな緊張〉と名づけた

項で説く。対立する二つの意味を同時に指示する修辞

的な表現形式である「アイロニー」に注目してみる

と，そこには対立する意味が同時に存在し，潜在的な

せめぎあいが生じている。そして，〈5. 「意味」の試練

としての病い〉の項では，病いを経験した人の語り

は，経験を有意味なものとして生きようとする主体の

営みと，それを根底から脅かそうとする「出来事」と

の相克が示されると説く。さらに，病いには想像を絶

する厳しさがあり，身体＝自己が安定的な状態も，予

期も統制もできぬままに「解体」を繰り返していくプ

ロセスがあることを「破局」という言葉で説く。「病

む身体」は決して沈黙しているわけではないが，それ

を身体に変わって話をしようとしても，すぐに行き詰

まり苛立ちにさいなまれる局面がある。病いの語りを

聞き届けようとする者は，「語られた物語」を受け止

めるだけでは足りないと〈6. 「破局」と「混沌」〉で

説く。

■ 3. 討論

意味の構成と再構成

 意味を軸として展開された今回の特集論文には，全

てに共通する観点が見えてきた。それはすなわち，

我々の意味の行為には，既に慣れ親しんだ意味のシス

テムを再確認・再参照する，という側面と，その意味

のシステムでは立ちゆかなくなった時に，新たな意味

を模索し，再構成する，という側面の 2 つがあるとい

う観点，さらには，そのような再構成の働きこそ，質

的研究でとり上げる意義が大きいという観点である。

各論文では，回復志向的なプロセスと明示的な再構成

プロセス（川島論文），かつて参照した脈絡の再参照と

新たな脈絡の探索参照（横山論文），意味世界の自明性

とその問い直し（鈴木論文），震災前の浪江町での生活

と震災後の新たな生活への認識の肯定・否定の類型
（木戸・天野・サトウ論文）として検討されているとい

えよう。

 人は，死別によって（川島論文），震災による居所移

行によって（木戸・天野・サトウ論文），病いの経験や

不測の事態によって「世界への信憑」（鈴木論文）が揺

るがされ，「日常生活の至る所に張り巡らされた同意

された規範的関係」（横山論文）が破壊される時，まさ

に意味の行為を行うことによって，再び日常性を備え

た意味秩序を再構成しようとする。4 論文とも，質的

研究において，このような意味の構成・再構成の多様

な様相を理解することの重要性が強調されている。

 この観点の最大の特徴は，意味の流動性を前提とす

るということである。意味は主体が置かれている文脈

の中で変化しうるものであり，新たな事態に遭遇した

時，それが，既有の意味秩序と矛盾しなければ，その
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意味秩序を再確認するものとなるが，矛盾するもの，

自明性を奪い去るものであれば，揺らいでしまった意

味を修復しようとする。これを聞いて，古典的なピア

ジェの同化と調節を想起する読者も多いであろう。実

際，このような意味のダイナミズムを，同化や調節な

どの概念から整理しようとする試みも見られる（e.g., 

Heine, Proulx, & Vohs, 2006; Park, 2010）。例えば，パーク
（Park, 2010）は，意味に関する既存の研究の概観から

図のような統合的なモデルを提示し，意味生成プロセ

スの中に，同化と調節を位置づけている。

 このモデルの特徴は，意味を，グローバル 1）な意味

と状況的意味の 2 つの次元に分けていることである。

グローバルな意味は人が世界を解釈するための中核的

なスキーマであり，それが特定の環境における状況的

意味の評価に影響を及ぼす。そして，両者に不一致が

あれば，苦痛が生じるため，様々な意味生成へのプロ

セスが作動し，プロダクトとしての意味が構成される。

このパークのモデルに今回の特集論文を位置づけて考

えるならば，さらなる問いを生成することも可能であ

ろう。例えば，横山論文における「意味の行為」と

「行為の意味」，川島論文の「プロセスとしての意味」

と「構成としての意味」を，このモデルにおける「意

味生成プロセス（meaning-making process）」と「生成さ

れた意味（meanings made）」に当てはめ，ストレス状況

と出来事の意味の評価の不一致がどのように生じ，い

かに意味再構成がなされるのかを詳細に検討すること

もできるだろう。鈴木論文において，（後に別の観点も

考察するが）もし「無意味」も意味経験の 1 つとして

捉えるクラインマン的立場に立つならば，意味生成を

試みるもうまくいかず，不一致を解消できないという，

意味生成プロセス－生成された意味－不一致－苦悩の

ループの様相を記述することも可能かもしれない。木

戸・天野・サトウ論文では，震災前と震災後の居所に

対する認識の分析において，3 つの型が見出されてい

るが，これは，図中の「意味生成プロセス」と見るこ

とができる。その場合，当事者にとってのグローバル

な意味，すなわち，当事者の大局的な人生観と居所移

行という状況的な意味との関連をさらに検討すること

もできよう。実は，このようなグローバルな意味と意

味生成プロセスの関係については，これまでの実証的

研究ではほとんど検討されておらず，この関係を明ら

かにすることにより，ストレス状況を乗り越えるため

の臨床的示唆も得られるであろう（Park, 2010）。

 上記のパークのモデルも含め，とりわけ 2010 年代

以降には意味に関する心理学についての理論と知見の

統合もいくつか試みられている（George & Park, 2016; 

Park, 2010; 浦田，2013）。今後は，それぞれの質的研究

における個別具体的な文脈に沿った知見を，これらの

より大きな理論的枠組に位置づけていく形での知見の

蓄積も求められる。

意味の探究と了解

 前項で述べた意味の（再）構成のプロセスにおいて

は，意味は探究されるものとなる。一方，そもそもす

でに揺らぐことのない意味を有する時や，探究の後に

納得のいく意味を発見・創造した時には，意味の了解

に至る。実は，この探究と了解という 2 側面について

は，とりわけ，2000 年代半ば以降の量的研究におけ

る主流の観点になっている。これは，スティーガーら
（Steger, Frazier, Oishi, & Kaler, 2006）が，「探究（search）」

と「保有（presence）」の 2 因子からなる尺度（Meaning 

in Life Questionnaire: MLQ）を開発し，現在まで広く利

用されていることに拠るところが大きい。しかし，質

的研究においては，量的研究では捨象されてきた探究

から了解に至るプロセスや了解の多様なあり方を明ら

かにしようとする点で，より個別具体的な文脈に寄り

添った知見を生成することが可能である。例えば，木

戸・天野・サトウ論文においては，マイクロエスノグ

ラフィの方法を採用し，社会文化的な文脈を踏まえつ

つも，居所移行の意味の揺らぎや歪み，変容が記述さ

れている。木戸らも述べているように，意味の喪失か

ら再構築へ至る単線的な回復を前提とすることなく，

「問題を生きる人」のアクチュアリティを理解しよう

とすることこそが，質的研究に求められていることで

あると言えよう。

意味づけられないものへのまなざし

 以上にまとめてきた通り，質的研究の意味は，意味
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の（再）構成プロセスを詳細に検討することにあると

いう点は，今回の特集論文の著者ほぼ一致する見解で

あると言えよう。しかしながら，意味プロセスを精緻

に捉えようとするあまり，「意味は構成されるべき
4 4

で

あり，ナラティヴという様式で表象されるべき
4 4

であ

る」，さらに言えば，「意味を構成することが心理的な

健康や適応に結びついているはず
4 4

だ」というような価

値志向性が質的心理学における前提となってはならな

い。その意味で，（有）意味に焦点を当てることは質

的研究の諸刃の剣になり得る。

 その点に関しては，とりわけ，川島論文と鈴木論文

において，その限界が指摘されていることに着目した

い。すなわち，川島論文で提示された「非－意味」

や，鈴木論文における「意味経験のなかの無意味」に

ついての視点は，今後の質的心理学において極めて重

要な示唆を，さらにいえば警鐘を含んでいる。質的研

究者は，「意味の生成そのものを脅かすような経験」
（鈴木論文）に対して，それも語られること，すなわち

意味づけされることを前提としてきた。横山論文で

も，論考の最後に同様の指摘がされている。先ほど示

したパークのモデル図も，基本的には，意味生成への

志向を前提としたものと言えるだろう。しかし，川島

と鈴木がともに「語りに穿たれた穴」という表現を引

いている通り，語り得ないものは，時に解釈や意味づ

けを強く拒絶するものとなる。

 さらには，私達は，むしろ逆に積極的に語りに穴を

穿つ場合もある。10 年前，お笑いタレント・司会者

のタモリ（森田一義）が赤塚不二夫の告別式で読んだ

弔辞が実は白紙であったことが話題になったが，その

中の以下の一節も，意味づけを積極的に否定する価値

観と言えるだろう。

 あなたの考えは，すべての出来事，存在をある

がままに，前向きに肯定し，受け入れることです。

それによって人間は重苦しい意味
4 4

の世界 2）から

解放され，軽やかになり，また時間は前後関係を

断ち放たれて，その時，その場が異様に明るく感

じられます。この考えをあなたは見事にひとこと

で言い表しています。すなわち「これでいいの

だ」と。 （戸部田，2014, p.59）

 「重苦しい意味の世界から解放され」，「時間は前後

関係を断ち放たれ」るというのは，まさにナラティヴ

的な意味づけの否定である。語り得ないことを抱えた

当事者の意味と無意味の揺らぎや，その状況から超越

あるいは脱落しようとする志向性を，「語られるもの

としての意味秩序」の中に取り込むことなく，くみ上

げようとするまなざしは，逆説的ではあるが，その質

etc.

図　意味生成のモデル（Park, 2010, p.258 を元に筆者らが邦訳）



浦田悠・山本美智代・金馬国晴●討論
特　集● 質的心理学フォーラム Vol.10 2018

53

的研究を，当事者のリアリティに沿った意味のある研

究にするのではないだろうか。

■ 意味の行為としての質的研究

 質的研究を行うことは，対象となる人や社会などが

持つ意味を，研究者がどのように解釈し，意味づける

か，という（少なくとも）二重のプロセスを経由する

営為である。各特集論文の用語を用いてより端的に言

えば，質的研究自体が，「意味の行為や行為の意味を

探究し，了解しようとする意味の行為」であると言っ

てよいだろう。もしさらに研究を深めようとすれば，

研究者の「意味の行為」のプロダクト，すなわち研究

という「行為の意味」をもう一度研究対象者に確認

し，共同で意味の行為を行うという形で，意味の行為

を三重・四重に重ねることもあるだろう。ここに，質

的研究が意味を核とすることの意義と難しさがある。

例えば「病いに触れる」（鈴木論文）のは，もちろん当

事者自身の経験であるとともに，それを理解し，記述

しようとする研究者の経験でもある。その際の研究者

の視点と記述態度には，当事者の経験の意味（あるい

は無意味）を研究者がどう捉えるのかが厳しく問われ

る。鈴木が最後に述べているように，病いの経験をど

う考えるか，という視点の取り方によって，浮かび上

がる世界が変わるのである。木戸・天野・サトウ論文

が採用したマイクロエスノグラフィも同様である。微

視的かつ全体的にコミュニティの活動を継続的に関与

しながら記述する中で，研究者は，住民の活動に関す

る意味の行為を，文化心理学的な観点から解釈する，

という意味の行為をしているといえよう。

 本来，このような事態は，質的研究のみならず，あ

らゆる研究の営為に当てはまると考えるべきものであ

るが，この観点がとりわけ先鋭的・自覚的に問われる

のが質的研究であると言ってよいだろう。そして，こ

のように丁寧な意味の行為を重ねた質的研究は，個別

具体的な文脈に寄り添ったものの見方を提示しつつ，

かといって抽象的な理論に終わることもなく，まさ

に，当事者や当事者と重なる現実を生きる人々にとっ

ても「意味」のある研究となるだろう。

注

1） ここでの「グローバル」とは，特定の状況ではなく，一般的

なもの，根底的なものを指している（Park, 2010）。

2） 各社の報道では，この部分に「重苦しい陰の世界が……」と

字幕が付されていたが，弔辞の文脈と他所でのタモリの発言

（「意味の世界はきらいなんです」（戸田部，2014, p.5）「意味

をずーっと探すから，世界が重苦しくなるんだよ」（同書，p.6）

など）から，それが「陰の世界」ではなく「意味の世界」で

あったことはほぼ明らかであろう。
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