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〈コラム〉

こころの構造と機能とは（その 1）
―臨床心理学および臨床精神病理学の再考を通して―
広沢

正孝

Masataka HIROSAWA

はじめに

っているのであろう．実際に彼らの多くは，米国精
神医学会によって（エビデンスに基づいて）作成さ

筆者は約30年にわたり，精神医療および臨床精神

れた DSM（Diagnostic and Statistical Manual of

病理学（臨床心理学）の研究に従事してきた．また

Mental Disorders）の診断カテゴリー（操作的診断

ここ10年余りは，スポーツ健康科学部の学生やアス

基準）を基に機械的に診断を行い，診断がつけば，

リートのメンタルヘルスにも関与してきた．今，自

今度は確立された薬物療法のアルゴリズムに則り，

分の歩んできた道を振り返ると，筆者が臨床や研究

やはり機械的に使用薬物を決める傾向を強めてい

を通して学んだことは，究極的には「人はいかなる

る24)．とにかく，精神病理学・精神療法なき精神医

こころの特徴（構造と機能）を持っているのか」，

学・精神医療が巷に拡がっているのが現代という時

「人のこころがつつがなく機能するとは，いかなる

代である．

ことか」という壮大なテーマにつながっていたよう

しかし，これに異を唱える人たちも少なくない．

に思える．たしかに精神病理学（臨床心理学とほぼ

何よりも，上述のような状況に対する患者さんから

同義である．本論では精神医学の分野の記述では主

の不満の声は無視できない．たとえ現代の精神医療

に「精神病理学」，メンタルヘルスの領域の記述で

が，一定のエビデンスに基づいたものであり，一定

は「臨床心理学」という用語を使用する）は，まさ

の治療成果をもたらしたとしても，患者さんからは

にそのための（人文科学的）学問なのである．

「ちっとも医者に悩みや不安を聴いてもらえなかっ

しかしこの30年で，精神医学や心理学をめぐる環

た」という声が多く聞かれるのである．このこと

境は大きく変化した．30年前には精神医療の中核に

は，いくら自然科学的に妥当な医療行為であって

あった精神療法や精神病理学は，今ではその席を薬

も，それだけでは患者さんのこころに十分に届かな

物療法や生物学的精神医学（自然科学）に明け渡し

いことを意味する．われわれに必要なことは，エビ

てしまった．そのためもあってか，現在の若い精神

デンスを重視しながらも，それが患者さんのこころ

科医たちは，あまり精神病理学（臨床心理学）を学

にきちんと響くような，医学の智慧と技術を見詰め

ばず，精神療法に対する志向性（興味）も薄れつつ

直すことなのであろう24)．それには，やはり全人的

あると聞く．おそらく若き医師にとって精神病理学

視点に立つ精神病理学（臨床心理学）とそれに基づ

は，「エビデンスの欠如した非科学的な学問」と映

いた精神療法理論の再建が喫緊の課題となる．
本報告では，以上の点をめぐって学問的視点から
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筆者の見解を綴ってみたい．またそれを通して，こ
ころの構造や機能をどのように捉え直すとよいの
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的なエビデンスが重視されることになる．

生物学的精神医学と精神病理学（臨床心理学）と

もちろんこのような手法では，ひとりの人のここ
・・・
ろの全体を対象とすることは，非常に難しくなる．
・・ ・
したがって自然科学の立場では，たとえば自己や意
・
識 といった全体概念は，極力用いない．それらに

のコラボレーション33)の難点は，それぞれの理論体

は，一人の人が生まれてから現在に至るまでに経験

系の構築方法の相違にある．そのため，両者を統合

したあらゆる要素が反映されてしまっているからで

した体系の形成は，現在のままでは不可能にみえ，

ある．
（実際に精神医学で汎用されている ICD1042)

その結果，生物学的精神医学は精神病理学から離れ

や DSM 51) といった診断基準からも，自己や意識

てエビデンス重視の姿勢を一層強め，一方で精神病

といった概念は消失している）．

精神病理学（臨床心理学）と生物学的
精神医学が持つ問題点の整理

理学の領域からは，生物学的精神医学の「人間性を

一方，精神病理学（臨床心理学）では，ひとりの

顧みることない猛進」に対して危機感を強めるに至

人のこころを捉えるにあたり，まずその全体像を重

っている35)．

視する．すなわち自己や意識といった概念が，その

そのようななか，生物学的精神医学の分野では，

体系の中核に据えられる．しかしここで問題となる

表面的なコラボレーションにとどまらず，人のここ

のが，自己や意識のあり方における正常ないし健常

ろの全体をみるような新しい研究が創案されている

の設定である．そこで精神病理学（臨床心理学）が

ことも確かである38)．また，精神病理学（臨床心理

見出したのが，「価値基準」という考え方である．

学）では，コラボレーションを脇に置いて，（若き

つまり「ある状態（自己や意識の機能様態）」が，

精神科医にも）わかりやすい精神病理学の解説が試

人が生存するうえで不都合な場合，あるいはその

みられてもきた18,20,24)．しかし，それらによって生

「状態」のために本人が悩んだり周囲の人が迷惑と

物学的精神医学と精神病理学（臨床心理学）との統

感じたりする場合に「価値がない」と判断し，ここ

合が可能となるような道が開けたわけではなく，一

に正常と異常の境界を設定しようと試みてきたので

種の妥協策にとどまっているのが現状である．

ある．当然このような判断は，時代や文化によって

やはり，ひとのこころの真の理解のためには，両
・・・
者を統合的に理解できる新たな視点を模索していく

影響を受けるものである．

必要があろう．そのためにもまずは，生物学的精神

生物学的精神医学が依拠している EBM （ evidence

医学と精神病理学（臨床心理学）の間に横たわる基

based medicine ）の考え方からすれば普遍性に欠け

本的な問題点，すなわちそれぞれの理論体系の構築

る21)．このようにみると，エビデンス重視の現代医
・・
学の一角を占める精神医学において，精神病理学が

方法の相違を整理しておかなければならない．

精神病理学（臨床心理学）と生物学的
精神医学の基本的な考え方の相違
まず，生物学的精神医学の方法から述べる．この

すなわち，精神病理学（臨床心理学）の考え方は，

低迷期を迎えたことも頷ける．

臨床心理学におけるこころの構造と
機能の標準とは

方法は，あくまでも自然科学の手法に則る．すなわ

自然科学的なエビデンスに欠けるとはいっても，

ち，経験的に積み重ねられたデータを基に，正常な

現在の臨床心理学体系はかなり緻密なものであり，

いし健康の基準を設定し，さらにそれに基づいて基

そこから創出されたさまざまな概念は，現在なお生

準からの逸脱をきたすような生物学的なメカニズム

物学的精神医学にも援用されている．また臨床心理

や現象を追究する．ここで求められるのが，得られ

学体系が及ぼす影響は，たんに精神医学の内部だけ

た結果の妥当性や信頼性であり，それには自然科学

でなく，社会の価値基準にまで及んでいる可能性が
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ある．たとえば発達心理学的な視点から考案された
ライフサイクル論13)，各ライフステージにおける発
達課題論17)がそれである．とりわけ発達課題論は，
各国の教育理念に反映され，わが国の場合もその例
外ではないという．
それでは，これほどまでに文化に影響を与えてき
た臨床心理学が，正常
（健常）
として選択したのは，
具体的にどのような自己像であったのであろうか．
実は，この最も基本となる点が，徹底的に議論され
ることのないまま，今日まで来てしまったのが現実
である．もちろん，各国における自己のあり方や対
人関係の特徴は随所で論じられてきた28,30,34)．しか

図1

近代西欧型自己のイメージ

しそれは，あくまでも上述の正常（健常）モデルと
の対比という文脈での議論であり，モデルの設定そ

うな自己像は，あくまでも「近代西欧型自己｣22) と

のものの適否ではなかった．それほどまでに自己の

呼べるものであり，これを人類全体の絶対的な標準

標準設定をめぐる問題は，心理学の分野において棚

に据えるのは，かなり恣意的な行為となる．臨床心

上げされてきたのである．

理学の体系は，実は，かなり特異な自己概念を起点

そこで注目されるのが，心理学や精神医学におけ
る（数少ない）
「健常な自己の定義」
，すなわち哲学
者 （ お よ び 精 神 科 医 ） の Jaspers, K. （ ヤ ス パ ー
ス)25) による自己意識の記述である．これによると
 常にひとつに統合され，唯
（健常な）自己とは，◯

に作り上げられてきたものであり，必ずしも普遍性
をもったものとは言えないのである．

臨床心理学の限界への直面
―こころの標準の喪失と心理学の混迷

時
一無二の感覚が持て（ 2 つ以上存在しない），◯

現実に目を転じると，実際に臨床心理学はこの弱

間的に一貫性があり（一定で変わることがない），

点に直面している（後述）．その背景には，世界の

 しかも他者から独立しており（他者と入れ替わる
◯

グローバル化と自然科学の席捲とがある．

 あらゆる行為に対して能動
ことがない），そして◯

性の意識が生じ得るような自己である．それはま

まずグローバル化は，近代西欧型自己が必ずしも
・・・・
唯 一 絶 対 の自己像でないことを，人々に知らしめ

た，きわめて理性的な自己像，同時に他者と共感し

た．先述のように近代西欧型自己は，近代という一

合えるような社会に開かれた自己像ともいえ，ちな

時期に，西欧という一定地域に育まれた自己像に過

みにそれをイメージ化すると， Jung, C.G. （ユン

ぎない．臨床心理学の基礎を作り上げた Freud, S.

グ)26) が注目したマンダラ図，つまり中心から放射

（フロイト）が身を置いていたのが，偶然にそのよ

状に層をなして広がる構図として表現されるもので

うな自己像を必要とした文化であったということで

．
あろう（図 1）

あろう．

しかし歴史を振り返ると，このような自己像が有

ちなみに，ヨーロッパ文化37)の基底には，一神教

効性を発揮したのは，近代西欧社会においてであっ

としてのキリスト教文化が存在しており，近代に至

た21)．臨床心理学がこのような自己像を標準とし，

るまで人々は唯一・絶対の力を持つ神に無条件に従

その理論の構築を進めてきた背景には，多分に当該

ってきた．とくにプロテスタントの出現以降は，神

学問の黎明期（19世紀末～20世紀）における西欧文

は西欧人の「自己世界」の存在において全権を握

化の優位性があったと思われる．したがってこのよ

り尽くしたようであった．一方，近代になると神は

順天堂スポーツ健康科学研究

14

第 9 巻第 1 号（通巻72号) (2018)

西欧の社会や精神の表舞台から消失し，それに代わ

標を示してくれるからであろう．つまり人々は，自

って台頭してきたのが，近代科学や啓蒙思想であっ

らの意志で育まなければならない理性よりも，自然

た．しかしこのような変化は，長く，唯一・絶対の

科学的なエビデンスに従ったほうが生きやすくなっ

神に自身の存在を預けてきた西欧人（の「こころの

たとも言える．ここに至ってついに臨床心理学（精

構造」）に混乱をもたらした．ここで Freud が注目

神病理学）体系は，その核となる標準を失ったので

したのが，西欧人の見出した「理性を基にした新た

ある．

な生き方（「こころの構造と機能様態」）」なのであ
ったと思われる．この場合の理性とは，神と同様，

臨床心理学（精神病理学）の再建に向けて

人にとって唯一・絶対の力を持ったものとなり得
・・・・・・・・・・・・
る．人々は理性を糧に，どのような状況においても

20世紀末以降に増加してきた新たな病態への直面で

崩れることのない確固とした「個（自己）」の確立

決定的なものとなった．つまり成人における自閉ス

を各人の使命として背負ったともいえよう21,22,37)．

ペ ク ト ラ ム 症 （ Autism Spectrum Disorder  以 下

この自己像は，上述の Jaspers の定義や Jung の

ASD と記述）への直面である．ASD は，従来の臨

注目したイメージにまさに合致するものである．高

床心理学的視点に立つと，まさに新奇な人類の登場

度に統合され，いかなる状況でも崩れない「強い自

であり，理論的に太刀打ちできない対象であったの

己像」であったともいえる．それゆえに20世紀にお

である．

以上のような臨床心理学（精神病理学）の危機は，

いては，完璧な自己像のモデルとして，世界に広く

ちなみに ASD 者とは，基本的に自己意識も他者

説得力を発揮したのであろう．ただ Freud も注目

意識も存在しにくく，それゆえに共感性に乏しく

したように，この自己像の確立には，大きな矛盾が

（共感という概念すら持ちにくく），学校や職場では

孕まれていることも確かであった．それは理性と，

協調性に欠け，何事も自己流で，自分独自の規則を

全能の神との質の相違を反映したものである．つま

もち，それが維持できないと「パニック」に陥るな

り同じ唯一・絶対性とはいえ，神とは，ただそれに
・・・
自分を預けていればよい対象であったのに対し，理
・・・・・
性とは，逆にそれを（不完全な自分が）自らの責任
・
で引き受ける性質を持っていたのである．こころの

どの精神行動特性を持つ人たちを指す20)．周囲の者

病とは，まさにこの矛盾を反映したものと思われる
のである．

にとって彼らは，「自分勝手」，「機械（コンピュー
タ）のような人」，「雰囲気や気持ちが読めない人
（ケー・ワイ）」に映る．
ところでこの障害は，もともとは子どもの精神科
や療育場面で注目されたものである．その歴史は，

しかし，20世紀も後半になってくると，西欧にお

Kanner, L. （ 1943 年)27) および Asperger, H. （ 1944

いても，キリスト教の影響は薄れ始め，同時に人々

年)3) によって，それぞれ「早期幼児自閉症（ early

はさまざまな価値観との共存を余儀なくされた．そ

」
，「自閉的精神病質者」（autistische
infantile autism）

こでは，近代西欧型自己像の確立そのものに対する

Psychopathen）と命名されたことに始まる．ここで

個々の志向性も弱まった．人々が，ことさらに近代

使用されている「自閉」とは，20世紀の精神医学の

西欧型自己像の確立を目指さなくなった以上，（近

礎を築いた，スイスの精神医学者，Bleuler, E.（オ

代西欧型自己像を標準として構築されてきた）臨床

イゲン・ブロイラー）から引用したものであり23)，

心理学体系も，その維持が困難になるのは容易に了
さて，このような状況下で生じたのが自然科学の

それは（物理的な「ひきこもり」や「閉じこもり」
・
という意味ではなく），「外界との接触が減少して内
・・・・・・・・・
面生活が病的に優位に立ち，現実からの遊離が生じ

席捲である．これは，ことさら近代西欧型自己に限

る」こころのあり方を指す概念であった9)．つまり

らず，世界すべての人々が基準とし得る，明快な指

ASD とは，このような自閉が子ども時代から見ら

解できよう．
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れ ，その 後 Erikson や Havighurst の示 した 発達と

想定できる点），3 つ目は，遺伝負因が強く10,15,40)，

は異なった道を歩み，やがては先述したような特徴

これまでの歴史を振り返るといかなる時代や文化に

を発展させていく障碍であるということになる．

おいても一定数の存在が示唆されている点である．

このような ASD が臨床心理学（精神病理学）の

では， ASD 者の自己像とはいかなるものか 以

表舞台に本格的に登場してきたのは，おそらく1990
年代以降である．これは，発達期に気づかれずに成

下は，筆者が治療を行っていた症例の陳述である．
・・・・・・
「僕の頭はタッチパネルで，縦横に規則正しくア

人に至っている「自閉症」者が，予想外に多いとい

イコンが並んでいる．そのひとつひとつに重要な内

う報告41)を受けたことによる．つまりその後の21世

容が入っていて，僕は必要なときに必要なアイコン

紀は，近代西欧型自己の形成理論から見れば，まさ
に発達の「非定型化｣29) の時代であり，上述のよう

にタッチする．そうするとそのウィンドウが開かれ
・・・
・・・
て，僕はそこを生きてそこで仕事をする．仕事人の

に「近代西欧型自己」を唯一絶対の基準とすること

僕もその中にある．‥‥‥別の部分をタッチする

の正当性自体が覆された時代に突入したのである．

と，そのウィンドウにまた僕がいる……｣20) ．実際

では，彼らのこころのあり方を探求するにはどう

に彼は，図 2 に示すような自己イメージを描いたの

すればよいか．それは，特定の完成された自己像を

である．このような自己像は，図 1 に示した放射＋

基にするのではなく，発達の原点まで立ち戻り，改
めてこころの発達様態を見詰め直していくしかな
い．つまりこれまでの臨床心理学（精神病理学）が
とったのとは逆の発想である．それが成就すれば，
特定の価値基準に基づかない，臨床心理学の再建の
道を開拓でき，また発達の原点まで遡ることによっ
て，脳の機能様態をも反映した理論構築が可能とな
る．すなわち生物学的精神医学と臨床心理学（精神
病理学）とを統合的にみる視点の開拓が期待される
のである．

ASD と格子型自己
しかし，特定の価値基準に基づかない，公平な臨
床心理学（臨床精神病理学）体系の構築は，未知へ
の挑戦となる．では，そのような体系構築にあたっ
て，とりあえず何か指標になるものはないか
・・・
そこで筆者はまず，近代西欧型自己以外の自己像
のモデルとして ASD 者の自己像（およびその成立
過程）に注目することから始めた．その理由は，第
1 に ASD 者の場合，出生直後から近代西欧型自己

形成とは異なった道を歩み，そして一定の自己を築
き上げ得る点（少なくともこれまでとは異なった発
達の原点を辿れる点）， 2 つ目は，予想以上に該当
者が多く11,12,19,32,36)，ASD 傾向を持つ人たちまで含
めるとさらに相当数を占める点（普遍性をある程度

図2

ASD 者の持つ自己イメージの一例（文献 21 よ
り転写）
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同心円状ではなく，中心のない格子状の自己像と言

（金剛界と胎蔵界）設定されているのである．マン

え，近代西欧型自己とは根本的に異なった構造を持

ダラ図が，人の自己世界感を反映した高度な芸術

つ ．実 は この よう な 格子 状の 自 己像 の表 現 は，

であるならば，「人が育み得るこころの構造に 2 つ

ASD 者から多く聞かれ（たとえば「引き出しの並

の方向性がある」可能性が開ける．そこで改めて，

ん だタ ン ス」 や「 駅 のコ イン ロ ッカ ー」 へ の例

両界曼荼羅を眺めてみると，胎蔵界の基本構図は放

え)20)，著名な事例である Gtandin, T.（テンプル・

射（＋同心円），金剛界の基本構図は格子である．

グランディン米国の女性科学者・心理学者）もま

つまり胎蔵界の構図は，まさに Jung が注目したマ

た自己像を「ビデオ書庫」に例えている16)．

ンダラ図と重なり，金剛界は ASD 者の自己像と重

以上から推察されることは，人が発達過程の中で

なる構造である．

格子状の自己像を育む可能性も，決して少なくない

ところで仏教においてこの 2 つのマンダラは，完

ことである．しかしこれは， Jung が見出した，放

成した自己―世界像の「標準」を意味していない．

射（＋同心円）状のマンダラ構図の普遍性・唯一絶

あくまでも，社会生活を営みやすくするために追究

対性に対し疑義をさしはさむことにもなる．

された，いかなる文化にでも適応可能な，汎用性を

格子型自己と放射型自己の存在可能性

もったモデルである．どちらのモデルを選ぶかは，
各人の適性に任される．ちなみに仏教哲学では，金

筆者の見解を先に述べると，上述の Jung の見解
・・・
のうち普遍性に関しては支持できる．しかし唯一絶
・・
対性に関しては，考え直す必要が生じる．では，人

剛界は男性性を，胎蔵界は女性性を象徴すると言わ

がそもそも自己形成の上で利用できる構図には，い

ね格子構図を基本に，女性は概ね放射構図を基本に

ったいどのようなものが存在するのか

自己の構築を試みると，無理なく適応しやすい自己

ここで筆者が注目したのが，仏教（とくに密教）
ないし東洋美術として広く知られている両界曼荼羅
・・ ・
である （図 3 ）． そこでは，マ ンダラ図は 2 種 類

図3

れているところをみると，上述の適性にはかなり生
物学的な要因が関わっている．すなわち，男性は概

像が獲得できると考えたようである．
ここでそれぞれの完成した 2 つのマンダラ図をよ
くみると，どちらも，他方の基本構図を自身の構図

両界曼荼羅図（文献43より転写）
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ちまた

の中に取り入れながら，全体として統合されている

す な わ ち folk physics （ 巷 ） の 物 理 学 者 ） と folk

ことがわかる．つまり金剛界では，格子の各枠内に

psychology （巷の心理学者）である． Folk physics

放射状構図を組み込み，胎蔵界では，放射に同心円

タイプの人は，物事を認知（ないし思考）するにあ

を組み合わせることによっていくつもの枠を形成し

たり，それをまずは物理学的対象として捉えようと

ている．両マンダラが汎用性を持ったモデルである

する傾向を持つ．もう一方の folk psychology タイ

所以は，おそらくこの点にあり，このような双方の

プの人は，物事を認知（ないし思考）するにあたり，

要素の統合によって，自身の欠けているこころの機

まずはそれが自分にとってどのような意味をもつの

能を補い得るとみたのであろう．仏教では，この統

か，つまり心理・社会的対象として捉えようとす

合作用こそが社会適応の条件になると考えたものと

る5)．

も思われる．

ところで Balon-Cohen らのさらに興味深い考え

以上から言えそうなことは，一つは仏教の視点
・・・・・
は，こころの発達の原点まで立ち戻った発達論的な

方は，これら 2 類型の相違を，脳が生得的に持つと

色彩を強く持つこと，もう一つは，人のこころの構

点 に あ る ． つ ま り 彼 ら は ， 脳 の 動 因 と し て sys-

造化において，放射と格子の 2 種類の構図で足りる

temizing と empathizing の 2 つの方向性を想定した

とみた点であろう．筆者自身，2 点目の真偽に関し

のである．前者は事象を体系化ないし分類化しよう

ては明確な答えはもっていない．しかし，格子と放

とする動因，後者は事象に共感しようとする動因で

射は，いつの時代にもいかなる文化でも存在し，し
・・・
かもすべての（2 次元）図形がこの 2 つの要素によ

ある．彼らの仮説に従えば，ひとの脳は生得的にこ

って描き得ることは確かであろう．さらに何より
・・・
も，ひとのこころが右脳と左脳の 2 つの脳機能の相

は個体によって異なり（これが Empathizing Sys-

互作用によって成立することを考慮すれば，仏教の

多く持つ人が folk physics タイプに，empathizing を

生み出した智慧が，心理学にも適用できるものと考

より多く持つ人が folk psychology タイプになると

えたいのである．

いうのである．

ちなみに，近年のマンダラ研究では，金剛界は左

仮定した 2 つの「動因（drive）」から説明を試みた

の 2 つの動因を併せ持っているが，それぞれの比率
temizing モデル E S モデル）， systemizing をより

では，systemizing 優位な者と empathizing 優位な

脳の機能と，胎蔵界は右脳の機能と関連することが

者とは実際にどのような人たちになるのか

指摘されている39)．左脳機能が男性性を，右脳機能

で彼らは，それぞれの動因を測定する質問紙（Sys-

が女性性を象徴する見解と併せて考えれば，もとも

temizing Quotient  SQ6) と Empathizing Quotient 

と左脳優位の人は格子状構図を，右脳優位の人は，

EQ7)）を開発し，上述の仮説の検証を試みている．

放射状構図を選択しやすいという推察も可能となる

そ の 結 果 ， systemizing 優 位 な 者 は 男 性 に ， em-

のである20)．

pathizing 優位な者は女性に多いことが実証され，

ES 理論とこころの構造・機能

そこ

以 上 か ら 男 性 と folk physics タ イ プ ， 女 性 と folk
psychology タイプとの親和性が示唆された．ここに

ところで筆者の仮説は，現在注目されている

左脳（男性脳）と右脳（女性脳）の理論を加味すれ

Balon-Cohen, S. らの E S 理論と類似性を持つ．彼

ば，左脳の機能様態と systemizing ，右脳の機能様

らの心理学もまた，ことさら近代西欧型自己を標準

態と empathizing との親和性もまた想定できよう．

とせず，脳科学の視点から人間の「こころの機能」
を理解しようとする立場をとったものである．

ちなみに Balon-Cohen らは，一連の研究の中で，
ASD 者の場合，SQ 値が EQ 値よりも圧倒的に高い

ら4) は 人 間 を ， そ の 認 知 行 動 様 式

傾向を持つことを確かめている8)．つまり彼らによ

（ないし思考様式）
に基づいて 2 つの類型に分けた．

れば，ASD 者は，生物学的には systemizing が極端

Balon-Cohen
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に優位な一群となり，これまでの臨床心理学の理論

発達とともに両構図が統合されて個々の「こころの

では「異常」とされる ASD を，より客観的な視点

構造」が形成される．ただしどちらの原図に親和性

から評価したのである．たしかに彼らの中に，コン

があるかは個体によって決まっており，おそらく

ピュータに強く魅かれる者が少なくない4,14) ことを

systemizing 優位の者は格子を基本原図とし，そこ

考えても，これは理解しやすい考え方である．

に放射の要素を取り入れて「こころの構造」を完成

格子型人間と放射型人間
・・・・・
以上，こころの発達の原点に立ち戻り，そこから

させる（その理想形が金剛界マンダラ図となる）．
反対に empathizing 優位の者は，放射を基本原図と
し，そこに格子の要素を取り入れて「こころの構造」

こころの構造機能様態に 2 つの方向性を設定する

を完成させる（その理想形が胎蔵界マンダラ図とな

ことで，新たな臨床心理学の構築が可能であること

る）．

が，筆者のみならず Balon-Cohen の E S 理論から

この視点に立つと，人は 2 つのタイプに分けられ

も言えそうになった．そこで筆者の見解と Balon-

る．こころの構造面から見れば，格子状原図を選択

Cohen らの考え方を総合して構築したものが，図 4

しやすい「格子型人間」と，放射状原図を選択しや

に示したモデルである．

すい「放射型人間」とである22) ．（また機能面から

すなわちひとの脳は，機能面でみると，生来 systemizing ， empathizing の 2 様の動因を持ち，発達

見 れ ば ， folk physics と folk psychology と の 2 つ に
なる）．

とともに両者が統合されて機能するようになる．た

ちなみに，格子型人間のこころの特徴をまとめる

だし，それぞれの動因への親和性は個体によって決

と以下のようになろう22)．彼らはおそらく男性に多

まっていて，成人のこころの機能もいずれか一方が

くみられる生得的な類型である．この類型の人は，

優位になって働く．同様に構造面でみれば，ひとは

幼少時より分析的な眼（ systemizing の動因）を豊

生来格子，放射の両原図を描く素質を持っており，

かに持ち，ある局所にその眼を向けやすい．そのよ

図4

自己―世界の基本構図とその発展様態（文献24より転写）
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おわりに

に自分を投入しながら生きる．一方で彼らには，

以上から言えることは，伝統的な臨床心理学（精

「
（一つに統合された）自分という感覚」や共感的な

神 病理 学 ）が 暗黙 の 標準 と した 近代 西 欧型 自己

眼はどちらかというと育ちにくい．しかし思春期に

（「一般型自己」）の形成は，図 4 に示した格子放射

なって，統合された自己像や共感性を持つことを期

スペクトラムでみると放射に偏った位置の人たちが

待されると，その必要性に気づき，場面（枠）ごと
・
・
の自己像（例えば職場での私，家庭での私）やその

形成しやすいものであったと言えそうである．すな

都度の他者配慮的な姿勢を獲得する．さらに周囲か

人間にはそうでもなく，おそらくこの偏りが，精神

ら一貫した自己像の確立（獲得）を迫られると，格

医学のフィールドにおいて，生物学的精神医学と精

子の全体枠を俯瞰するような視点に立って，
「自己」

神病理学との乖離を生み，そして自然科学的なエビ

を捉えることを試みる．ときには格子の諸枠（自己

デンスを重視する21世紀の今日では，精神病理学の

の諸側面）を総合的に分析し，もっとも適応しやす

低迷を招いた大きな要因であったと考えられる．

い枠を中心に据え，そこでの自己像を「自分の顔」
としながら生きていく．

わち，放射型人間にとっては親和性があるが格子型

筆者の考え方は，脳の機能を出発点として従来の
臨床心理学（精神病理学）を見直したものである．

これに対して放射型人間のこころの特徴をまとめ

ただ，自然科学的なエビデンスまでは得られておら

ると以下のようになろう22)．このタイプは，恐らく

ず，これが今後の課題となる．しかし，自然科学的

女性に多い生得的な類型である．この類型の人は，

な知見と基本的に齟齬をきたすものではないし，ま

幼少時より共感性（ empathizing の動因）を豊かに

た人類が長きにわたって築き上げてきた宗教哲学，

持ち，そのような彼らは，自分を中心とした視点で

美学とも齟齬をきたさない．その意味で，国内の諸

世界を形成していく．一方で分析的な眼はどちらか

兄からは，現在のところ概ねポジティブな評価を得

というと育ちにくい．それでも彼らは思春期になっ

ており2,29,31) ，自然科学と実践臨床の今後の研究

て，周囲から（社会適応的な）自己像の確立を迫ら

に，貢献し得るものではないかとも考えている．と

れると，あらためて分析的な視点を導入して，自分

くにこれまで自然科学とみ合わなかった研究手法

にとっての対象のもつ意味（図では中心からどの方

において，両者が納得し合えるような高次の指標が

向に位置するのか，近いのか遠いのか），さらには

開発されるのではないかと期待している．また実践

対象にとっての自分の持つ意味を考える．そして形

臨床面では，とくに現代の青年像を理解するうえ

成されるのが，放射＋同心円状の自己イメージであ

で，これまでの臨床心理学（臨床精神病理学）の限

り（放射状原図に，中心からの距離を勘案した同心

界を乗り越えられる可能性がある29)．この点に関し

円を描き加え，こころの中を区画化する），根っか

ては，第 2 報で触れたい．

ら分析的ではないにしても，客観的な見方を可能と

最後に，筆者の方法論によって，これまで積み重

させる．なお彼らの生き方は，いかなる場面におい

ねられてきた臨床心理学や精神病理学の知見がすべ

ても自己の一貫性が保たれることが前提となる（例

て水泡に帰するものではないことは強調しておきた

えば家庭と職場とで異なった「顔」を持ちにくい）
．

い．従来の知見は，近代西欧型自己が尊重される文

ちなみに ASD の人たち，つまりタッチパネル型

化では有効であるし，また時代を越えて放射型人間

の自己像は，もっとも純粋な格子型人間として，格

においては，かなりの程度，真実を反映していると

子放射スペクトラムの中では，格子側の極に位置

思われるからである．

する一群となる（図 4）．この見解はまた Balon-Cohen の考え方と噛み合うものである．
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