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世子・田島信元・石橋由美, 訳）．北大路書房. (Wertsch, J. V.   (1998) Mind as action. New York: Oxford University Press.)

● はじめに

　『質的心理学フォーラム』第 10 号において企画した

特集「質的心理学と意味，質的心理学の意味」では，

様々な観点から論じられた特集論文をいただいた。こ

の特集を元に，質的心理学会第 15 回大会において，

このテーマでシンポジウムを開催し，さらに議論を深

めることができた。「意味」という茫漠としたテーマ

を大上段に構えてとり上げた特集であったにもかかわ

らず，まさに「意味」深い議論を展開してくださった

先生方へ改めて感謝を申し上げたい。今回は，基幹論

文と特集論文に対して 2 件の意見論文を寄せていただ

いた。両論文とも，今回の特集への重要な補完や問題

提起がなされている。

　保坂論文では，ナラティヴ研究の立場から，意味を

問う行為やそれを研究するナラティヴ研究の視点，社

会的文脈を考慮する必要性などについての考察がなさ

れている。

　青山論文では，意味生成のプロセスにおける他者や

社会について，いくつかの例を挙げながら，質的心理

学では，社会的なネットワークの中で自己や意味を描

くことが必要であるとする。

　これらの意見論文を通して，質的心理学において意

味をどのようにとり上げるべきか，意味を扱うことが

質的心理学においてどのような意味があるのかとい

う，まさに本特集で掲げたテーマがより深まったとい

えるだろう。以下，2 本の意見論文の概要と所感を述

べる。

● ナラティヴと意味

　保坂は，ナラティヴの観点から意味の諸側面を考え

ている。ここでは，基幹論文での議論を受けつつ，ま

ず意味を「対象」と「行為」の 2 側面から捉えなお

し，ナラティヴ研究と意味の関係が論じられている。

この区別は，語られた物語（TELLING a story）と物語

を生きること（LIVING a story）の区別にも対応するも

のであるが，ナラティヴ研究の多くは前者のアプロー

チであり，語られた内容に語り手にとっての真実を見

出す立場や，語り手が生きる現実におけるマスターナ

ラティヴを研究する立場，そして語られた物語構造を

読み解き，語り手の意味世界を理解しようとする立場

などがある。しかしながら，保坂は，このアプローチ

では捉えきれない「混沌」や「ゆらぎ」の存在がある

と指摘する。そして，この点は，すでに今回の各特集

論文でも提示されている。例えば，鈴木論文（2018）

における語りの「破局」と「混沌」の渦，川島論文
（2018）における，死別経験者における死の経験の意

味づけの「ゆらぎ」などがそれである。一貫性のある

「意味」から漏れ出る「混沌」や「ゆらぎ」は，語り

手の生きる現実を示しており，その語りは，語り手の

なかで，あるいは語り手と聴き手のあいだで諒解を目
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指し，交渉されることになる。ここでは，そのような

意味を捉えようとする試みの 1 つとして，バンバーグ

らによるスモール・ストーリー・アプローチが挙げら

れている。このアプローチでは社会的文脈やナラティ

ヴに見られる相互交渉に着目し，意味の多層性や可変

性を捉えることが重視されている。保坂自身もこのス

モール・ストーリー・アプローチを試みており，「と

もだち」についてのエピソードの語りの中で，彼・彼

女たちが互いの関係を位置づける，あるいは位置づけ

なおすプロセスを探っている。ともだちの「意味」は

一義的に「～である」という形で定義することは困難

であり，相手との対話という行為の中で見出すことが

求められるというのである。

　保坂論文で提起されたナラティヴと意味の関係は，

本特集における各論文で展開された議論をより深掘り

する視点を含むものである。人は語りながら生きる意

味を問い，かつ，社会的文脈や対話の中で新たな意味

を創造する。言い換えれば，人は語ることを通じて意

味の世界を生きている。保坂論文が，ナラティヴ研究

の発展可能性として重視しているのはこの視点であろ

う。そして，この結論は，次の青山論文でも共有され

る視点と言える。

● 意味と他者・社会

　青山論文は，今特集に欠けているのは，意味生成に

おける他者や社会の役割に関わる議論だと指摘する。

自分の人生の意味を紡ぐのはけっして自分一人ではな

く，他者や社会，時には病気のような困難それ自体も，

意味を紡ぐプロセスに関わっているというのだ。主体

性は，自分自身で完結するものではなく，非－人間を

も含む社会的なネットワークによって可能になり，こ

の中で自己や意味を描くことこそ質的心理学に必要と

し，次々と事例を示す。

　まず，ブルーナーの「意味は『心の中』のものであ

るが，その起源と意義は，その意味が生成された文化

の中にある」という言葉を，日常における意味生成に

も，それが破綻したときの意味生成にさえ当てはまる

ものとして示す。続いて例示するのが「実質無料」（数

千円を投じて CD や DVD といったコンテンツを手に入れ

たことで，自分が応援しているアイドルにいくばくかの収

入がもたらされ，購入した自分は何度もコンテンツを楽し

めるのだから実質タダみたいなもの）だ。とくに，いつ

もなら手を出さない値段のお酒や食べ物を見た時に，

「非日常を楽しんだ上に，話の種になれば実質無料だ

な」などと考えてしまったとき，新しい概念が私の世

界を確実に変えているわけで，私が自分一人でなしえ

た変化ではなく，他者からもたらされた知識と私との

共同作業によるものと言うべきだから，という。

　続いて，ガーゲンとガーゲン（2018/2004）による１

歳のジュリエの散歩の例から，たとえ目に見えている

ものが同じであっても，そこにどのような意味を見て

とるかはその人の持つ知識に依存するが，そうした知

識の多くは自分一人で生み出したものではなく，社会

的に共有されていたり，教育という手段で学んだり教

えられたりしたものとして，意味は他者とともに紡が

れると言う。さらに，トムがアルツハイマー病にオ

リーというニックネームをつけている例（Bahrampour, 

2019）では，まるで人格を持った家族の一員のように

病気を扱うことで，トムの内部にあってアクセスでき

ない存在から，家族にもアクセスできる存在へと変更

しようとしたと見る。この事例では「新しい意味世

界」を積極的に作り出そうと，家族や介護者との関係

性のなかに病いを再定義しており，新しいナラティヴ

が生み出せるとする。

　最後に「意味づけられないものへのまなざし」（浦

田・山本・金馬，2018）についても言及している。語

りえないものを意味づけてしまう危険性の指摘から，

語りえないもの＝個別性を重視することも質的心理学

らしいと言うのだ。さまざまな症状の進行に直面して

人生に意味を見いだすことができないと訴える女性の

事例（クラインマン）について，鈴木（2018）が，もし

この女性が同様の境遇にある人と意気投合し，人生に

意味を見いだすことができない感覚が共有されたとし

たら，とした問題提起にふれる。もし他者と感覚を共

有できたならば，この女性も自分の人生を語るナラ

ティヴに価値を感じられるだろう，というのである。

 こうして，「非－意味」や「無意味さ」さえ，個人の

中で完結する問題ではなく，自らを他者や社会とに接

続する回路を見いだせないという意味で，関係性のな

かで生じる問題であり，あるいは他者や社会に由来す
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る知識からはみ出した部分が「非－意味」や「無意味

さ」とされるというのである。これほどまでに，意味

は他者や社会と密接だと論じられている。

● おわりに

　今回の意見論文によって，質的心理学研究の核に意

味を置くことの自明性や必然性，さらには課題や可能

性が改めて浮き彫りになったと言えよう。今回の意見

論文で共通して強調されているのは，意味が他者や社

会の文脈の中で生じるという観点である。語りの内容

や構造のみならず，社会的文脈へと開くことでナラ

ティヴ研究が発展する（保坂論文），個体主義に陥ら

ず，社会的なネットワークのうちに意味を捉えること

が必要である（青山論文），というそれぞれの主張は，

いずれもその点を指摘したものであると見ることがで

きよう。周知の通り，これらの指摘は，質的研究の課

題や意義としてかねがね指摘されてきたものである。

これが何度も指摘されなければならないということ

に，それを克服することの難しさと，質的研究の醍醐

味が表れているといえよう。本特集でも十分に深めら

れなかった課題である。

　一方，今回の特集のもう 1 つの論点となった，語り

による意味づけ自体が挑戦を受ける可能性や，非－意

味，無意味については，各意見論文でも言及されてい

たが，この点もさらに考察を深める余地があるだろ

う。筆者らも今回の特集を通して議論を重ねてきた

が，端的に表現するならば，この（無）意味の議論は，

「（無）意味は他者や社会の中で可能になる」「いや，

他者や社会を超越・脱落した（無）意味も切実さを

持っている」「いや，そのような（無）意味も他者や

社会の中でこそ描くことができる」……という循環を

招きやすい。これは，意味を問う人々の語りの中でも

しばしば生じるものだろう。たとえば，激しい苦痛の

只中にあるとき，他者や社会の存在すら考える余地が

なく，またこのような人の傍らにいる者も，意味－無

意味を問うこともできず，ただ身体の声を聴くしかで

きない，という状況もあるだろう。しかし，「身体の

声を聴く」ことを願っているし，それ「しかできな

い」と言いたい時点で影響を与えられて意味が発生し

ている，と見ることも可能である。哲学であれば，「前

意味」「超意味」「脱意味」（山田，1999），「意味がある

無意味」「意味がない無意味」（千葉，2019）といった

諸概念で説明を試みるかもしれない。しかし，質的心

理学では，むしろこの「ゆらぎ」や「混沌」の語り得

なさや，語り得ないにも関わらず他者へ語ろうとする

行為そのものを丁寧に記述し，共有することが目指さ

れることもある。

　前号の「討論」でも述べたが，質的研究とは，「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。そして，その研究は，それを共有

する他者や社会の中で対話を重ね，了解しようとする

さらなる「意味の行為」へとつながっていく。その点

で，今回の両論文は，「質的心理学は，意味の行為を

理解しようとする意味の行為であれ」という改めての

励ましであると受け止めている。まだまだ議論は尽き

ないが，今回の特集も，そのような「意味の行為」の

端緒となるならば幸いである。
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