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ミル トン・エ リクソンは,すでによく知 られている

ように,き わめて卓越 した臨床治療者であり,多彩な

治療技法はその後のさまざまな流派のルーツとなつて

いる。 と同時にエ リクソンは,精神分析などとは対照

的に,明示的,図式的な心理学的理論といつたものを

残 してはいないが,それは実践 レベルにおける,心理

学理論の限界を痛感 していたからである。それゆえエ

リクソンについての多くの著作は,彼が実際に行つた

さまざまな治療実践に集中しているが, さらにその周

辺には,エ リクソン自身の,驚くべき能力についての

逸話 (催眠誘導力や観察力)が散見される。これ らの

豊かな遺産の全体像を見るため,こ こでは比較的総括

的な入門書である,ザイグ&ム ニオンの共著を取 り上

|ず た。

さて,その精緻な観察力はどこからきたのか。その

源泉の一つとして,彼がポ リオ (小児マヒ)を患い
,

17歳 で眼球以外動かなくなつていたことがあげられ

る。彼は,あ る日ロッキングチェアの上で置き去 りに

され,身動きできないまま座っていたが,椅子が窓際

にあったらと念 じていると,椅子がほんのわずか動き

だすのを感 じた。そのことから彼は,思念 と自らの身

体の動きの関係を詳細に観察 し,そ こに生 じる微細な

動きを自分のリハ ビリに利用 した。結果として彼は,

外か ら誰が来るか,その気分までわかるようになる

(ザ イグ・ムニオン,2003/1999,pp 19-20)。 これが

のちの心理治療に役立つのである。

我々にとつて体は自分自身そのものであり,いわば

自明の存在である。それが直接的な観察の対象 (し か

も内側からの)に なる最大の契機の一つは,それが機

能不全になるときであろう。エリクソンはまさに不自

由な身体を体験 し,必要に迫 られて対象化 したため,

その自明性の壁を打ち破ることが出来たのである。

エ リクソンの書いたものをみると,理論的にガチガ

チの図式ではないが,人間には意識,無意識がほとん

ど二つ,独立 した現れかたをするように記述 している

部分 が多い (c■ ザイ グ・ムニオ ン,2003/1999,

pp 46-50).意識の方は,ク ライエン トが自分の訴えと

い う形で言語化 している枠組みを示 し,無意識の方は ,

クライエン トの身体から発せ られるありとあらゆるシ

グナルや兆候から読み取られる,も う一つの人格を示

しているc

こうした視点は,質的調査法のある種のエッセンス

と関係すると私は考えている。一つは質的調査におけ

る枠組みの柔軟性 (あ るいは可塑性)の必要性である。

質的調査の本質的な性格の一つは,研究対象の多様性

と,それに対するアプローチが,そ の多様性にうまく

適合 しなければならないとい う点である。実験室的な

状況 と異なり,フ ィール ド調査においては,多様な環

境下で研究をおこなわなければならない。その場合 ,

特定の手法が うまくいかない場合も多い。質的調査者

はそ うした新たな対象ごとに,それに見合つた枠組み

を柔軟に設定する必要がある。エ リクソンはそれぞれ

のセッションにおいて,特定の理論的立場に固執せず ,

クライエン トによって持ち込まれた情報を活用するた

めに様々な創意工夫を行っている (ザイグ・ムニオン
,

2003/1999, pp 45-46)。

もう一つは,意識,無意識,あ るいは語 りと体の関

係である。民族誌的な調査では,現場で得る情報は,

観察者自身による観察 (エ ティック)と ,当 事者によ

る言明 (イ ー ミック)の 二つに分かれる。少なくとも

成人社会を対象 とする場合,その当事者の説明は,民
族誌的に中心的な情報であり,近年ますます重要視さ

れる。多声性 といつた議論は,こ うした言明の記述を

中心的課題とみなしている。

しかし当事者の言明は彼 らの振る舞いとは離齢があ

ることが多い。当事者の語 りにはある種の建前的形式

性が伴 うことも多く,そ こには特定の機能があるが ,

実際の行動そのものではない。その亀裂 (ci福島 ,

1992)こ そ,エ リクソンのまなざしが注 目し,そ こか
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ら治療的介入が始まる契機 となるものなのだ。彼がク

ライエン トの中にほとんど二つの人格を見るのは,ク

ライエン トの声とは別に,その体から発せ られるさま

ざまなシグナルを鋭敏に読み取つているからである。

こんな芸当は,民族誌学者にはほとんど不可能だが ,

当事者の行動をより広い範囲でゆるく観察し,そ の語

りとの間のずれに徐々に気づいていくとい うアプロー

チによつて,その語 りの妥当する範囲を確定していく

とい う点で,民族誌学者も同じ課題に直面 している。

私にとつての身体論 とは,そ の可塑性にある。 自ら

がポリオに冒され,車椅子生活をおくつていたエ リク

ソンは,それゆえ身体を再発見 し,そ こから発するさ

まざまな微細なシグナルを読み解 く能力を武器に,文

脈に応 じた自在の治療技術を開発 していつた。この身

体そのものが,私にとつての質的調査論の中核的メタ

ファーの役割を果たしているのである。
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している。この本は,比喩に関する重要な本の一つて

あり,認知言語学の古典となっているといつても良い

であろう。それまでは,比喩は,修飾的な言語現象で

言語の周辺的なことがらとみなされてきたが,そ うで

はなく,言語の中心的なことがらであることを,こ の

本は主張した。例えば,「私の気持ちが伝わらない」

は,「気持ちJを ,導管を伝わるものとして喩えてい

る。このように,比喩は,われわれ人間の言語活動の

基底で うごめいているのである。

その後,ジ ョンソンは,掲題の書を著 した。原著の/

副題は,「意味,想像,理性の身体的基盤Jであるが,

この副題が,本書の内容を端的に表 している。本書で

は,客観主義に対する批判 と,それを乗 り越えるため

に,イ メージ図式 とそれに基づいた意味や理解に関す

る理論の検討がなされている。

本書の批判対象の客観主義とは,想像力を無視 して

意味や理解を考える主義のことである (p.10)。 客観

主義によれば,「世界が実際にどのようであるかに関

する一つの正しい 「神の日で見た景観」があり,換言

すれば,現実にとつて一つの合理的構造が存在 し,正

しい理性はこの合理的構造を反映するJ(p10)ので

ある。そ して,「 この客観的現実を記述するために ,

言語がいる。言葉はそれ自身では意味がないが,世界

の事物 と対応 させ ることで意味を獲得する」 (p10)

のである。ジョンソンは,こ れに対 して 「この説明の

どこにも人間がいない。人間の理解する能力,人間の

想像をめぐらす働き等に言及されていない。」 と批判

する。

読者各自が,小難 しい論文の意味を理解する際の作

業に注目すれば,そ こでは,イ メージや想像力がうご

めいていることが簡単に観察できるであろう。理解に

は,想像力やイメージが不可欠なのであり,こ れ らを

無視することが出来ないのである。そして,こ のイメ

ージや想像力を無視 した意味や理解についての議論が,

的外れであることも分かるであろう。

ジョンソンの立場は,客観主義に批判的だからとい

って,その反対の主観主義でもない。そのどちらでも

ない方向を模索するのである。その方向は,「人間は

万物の尺度であるJ(プ ロタゴラス)に類似 している

といえる。

ジョンソンは,客観主義に代わる理論の構築を試み

マーク・ジョンソンは,ジ ョージ

に,『 レトリックと人生』 (νttη力οぉ

・レイコフと一緒

″ι′′″ 妙)を著


