
－ 117 － 

特集論文（『社会分析』38 号, 2011, 117～134 頁） 

心理学化する社会の向こう側

―来るべき社会学的ケアにおける批判と臨床―

園田 浩之 

1. 心理学化する社会における/という問題

気づくと私たちの日常は心理学のボキャブラリーであふれている。アイデンテ

ィティ、パーソナリティ、モチベーション、トラウマ、ストレス、不適応、感受

性、無意識、抑圧、欲求不満、共依存、内向性、劣等感、嗜癖（アディクション）、

自尊心、自己実現……心理学の言葉、解釈の仕方、評価・判断の仕方は、現代人

の生活局面のいたるところにどこからともなく入り込んでおり、私たちの「現実」

はまさにそれらによって深々と規定され、構成されているかのようだ。 

このような現実をもたらす背景にまで視野を広げて、不透明さを増す現代社会

のありようや、そこから湧出するさまざまな「リスク」や「ストレス」の危うさ

を指摘することで、「心理学化する社会」のそれなりにもっともらしい根拠を見

出そうとする論者があるかも知れない。「心（の危機）の時代」にそのもっとも

有力な処方箋として「心理学的なもの」が求められている、というように。そこ

ではまるで、私たちの生きづらさの原因・定義から具体的な支援のあり方までの

一切が、個人の「心」とそれをめぐる「心理学的な実践や技法」に飲み込まれて

しまうかのようですらある。 

それだけではない。さらにすすんで現在の心理学は、不安や病理への対処のみ

ならず、いっけん「ふつう」であるようにみえることのうちにさまざまな「問題

（あるいはその予兆）」を発見し、積極的に「よりよい生き方」を導くようなも

のにすらなっているとの見方もある。人々が自らの「生きづらさ」や「不安」「生

活上の諸問題」を心理学的に解釈し、対処しようとするだけでなく、「あるべき
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自己」や「あるべき対人関係」そのものが、いつしか心理学の語彙や視点によっ

て方向づけられるようになる（小沢, 2002; 小沢・中島, 2004; 中島, 2010; 樫村, 

2003; 斎藤, 2003; 森, 2000, 2003, 2008; 山田, 2007; 野口, 2005）1)。 

心理学化する社会―社会よりも個人の内面を重視する傾向が強まることよっ

て、それをとりまく社会状況そのものが不問に付され（不可視化され）、それへ

の適応が無批判に促されてしまうこと―に対する「違和感」に導かれた先行研

究は、それぞれの仕方で、そこから論じられうる事柄の広がりと重層性を示して

いる。 

たとえば、そうした趨勢をめぐる批判的考察のひとつである小沢牧子らの議論

（小沢, 2002; 小沢・中島, 2004）は、そこに「（こころの）専門家による支配」の

徹底を見出しながら、自らの拠って立つ臨床心理学が現代社会において占めてい

る位置やその機能をめぐって―基本的には疎外論的な問題構成をとりながら

―「心理産業批判」や「専門家批判」の文脈において論じている。 

社会学者の森真一は、そうした小沢らの「心理学批判」とは慎重に距離をおき

つつ、「人格崇拝規範」の高度化や「フレキシブルな合理化」が、ポップ心理学

の知識や技法を媒介にして日常へと浸透するにつれて（そして、それにともなっ

て「自己実現の道徳化」や「自己コントロール要請」が徹底されていくことで）、

それによって解決されるはずの私たちの「生きづらさ」や「不安」がますます強

められてしまうという悪循環（意図せざる結果）を詳細に描き出しながら、より

広い射程の現代社会論へと向かう（森, 2000, 2003, 2008）。 

「心のケア」をめぐる専門領域の資格化や立場性をめぐる対立・緊張にはじま

り、心理学者（や精神科医ら）による心理学的な知の自己批判・再帰的な自己反

省、そして社会学ならではの批判的考察まで、そこには、ときに互いに対立し矛

盾し合いさえする何層ものグラデーションと多方向のベクトル（およびその接合

と変奏）を見出せる。 

そもそも「心理学化」という問題設定が複雑な社会変動と結びついて生じる「多

義的」なものである。そのため、事柄の一面だけを強調すればそのぶん、歯切れ

のよい、わかりやすい議論にはなるものの、その「平板さ」に応じて、浅い印象

批評、過度にナイーヴなイデオロギー批判、価値論争に傾いてしまう危うさとも

隣り合わせである。少なくとも、問われるべき事柄をたんに「心理学批判」とい
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う外見に沿ってのみ理解しようとすると、「心理学化する社会」というフレーズ

のもとで何が問題になっているのか、何を問題にしうるのかといった、主題その

ものがはらむ「多層性」や「奥行き」が見えにくくなってしまう。こうした事情

をふまえて、私たちは、「心理学化する社会」という問いの設定そのものに（と

りわけそのみかけの上でのわかりやすさに）十分に注意深くあるのでなければな

らない。 

 

2. 「心の健康」をめぐる批判―ケアをケアから解き放つために 

多様な広がりを持つ心理学化批判の中でも、「ケア」というテーマの射程にお

いて注目しうる論点のひとつに、「心の健康」「心の危機」にフォーカスした「心

のケア」という考え方や実践が、ケアされる人々/ケアする人々をとりまく社会

的文脈を「個人の（心/精神の）問題」へと分断し、かつそうした分断そのもの

を見えにくくしてしまうことの危うさをめぐる批判がある。 

たとえば、先の森らの研究成果もふまえながら、社会学者の山田陽子は、「心の

健康」という概念の広がりに注目しつつ「労働問題の医療化」という観点から次

のように述べる。「過重労働や劣悪な作業環境、仕事の裁量権の低さ、責任の重さ、

勤務形態の変化、転勤、昇進、出向・左遷、退職の強要、配置転換、セクハラ、

パワハラ、同僚や部下とのトラブルといった労働に関するさまざまな問題がうつ

病という「ブラックボックス」へと吸収されて一括して「心の健康」問題へと加

工され、精神医学やストレス心理学的な介入が可能な問題」とみなされている、

と（山田, 2008: 54）。そこでは、「心の健康」をめぐるさまざまなエージェントの

ネットワークが―たとえば職場における「うつ対策」において―「リスク」と

いう観点を媒介・中継点にはりめぐらされていく現状と、それが含み持つ一定の

「危うさ」について、心理学化批判の文脈のみならず、医療化論、リスク社会論、

統治性論の問題構成にも接合しながら、具体的な考察がなされている。 

心の危機とそれをめぐるケアの必要性―それが時代の要請にみあった「自明

なもの」として日常化しているわけだが、先行研究のいくつかが教えるように、

そうした問題のもっともらしさ、その対策云々の「手前」で、より注意深く検討

されるべきことはあまりに多い。以下の考察においても、そうした「問い」を性

急に着地させてしまう手前で踏みとどまり、別の「迂回路」を探り出してみるこ
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とにしたい。少なくとも、社会学の視座から論じうる「ケアのケア」という問題

設定は、そうした方向の探究をも許容するように思われるからである。 

もしかりに、ケアのケアという主題において、それが既存のケアに対してただ

既存のケアを累乗してあてがうだけのことであるのなら、そのようなことはすで

にいくらもなされていよう（そうしたケアをめぐって費やされる言葉なら、その

不備・不足を問題化する言説とともに、すでにインフレーションを引き起こして

いるとさえ言えるのではないか）。むろん、そうした訴えや対策の真摯さそのも

のは決して否定されるべきものではないが、ケアのケアという問いの設定におい

て、私たちは、むしろそれらふたつの「ケア」のあいだに（それが性急に累乗化

される手前において）一定のズレや屈折、つまり、批判的な想像力を介入させる

「余白」をこそ見出そうとしてみるべきだろう。本稿における以下の考察は、少

なくともそのような試みである。 

このような考察を導く背景には、社会学とともに福祉国家の基盤にもなってき

た「社会的なもの」の危機における社会学のありようをめぐる、より広い射程の

思想史的なテーマが控えている。それは「社会の液状化」（バウマン）や「リスク

社会化」「個人化」（ベック、ギデンズなど）といった現代的な論点にも連なるも

のだ。以下の考察はそれらに正面から取り組もうとするものではないが、心理学

化する社会においてケアのケアという論点もまた、「社会的なもの」をめぐる考察

と無関係にはありえない。以下の考察では扱う対象をより限定して、心理学化と

いう趨勢に抗して社会学に固有の臨床（ケア）を実践しようとする試み（臨床社

会学）が、その営みにおいて（またそれをつうじて）いかなる「社会（とその学）」

を見出そうとしているのか、それを考察することにより、社会学的な批判と臨床

とケアのケアのありようについて考えてみたい。 

 

3. 社会学の臨床とナラティヴ・セラピー 

すでにみたように、「社会の心理学化」という視角から論じられる現実は（そ

れを論じるその仕方を含めて）きわめて多層的なものであり、それらをまとめて

一刀両断にするような外在的な批判（たとえば心理学批判のようなもの）は、そ

れだけではあまり有意味な社会学的認識をもたらさない。社会学は、そうした批

判とは別の方向で、これまで何をしてきた（している）だろうか。 
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たとえば、社会学者の野口裕二（野口, 2002, 2005）は、自身の臨床経験から出

発しつつ「社会構成主義に基づくナラティヴ・アプローチを理論的基礎にして臨

床社会学を実践する」（野口, 2005: 242）という方向性を見出すことによって、「社

会学による/をつうじたケア」「社会学による臨床」のフィールドを切り拓こうと

しているようにみえる。それは、「セラピー文化」の広がりや「現実の心理学化」

をめぐる社会学の批判的知見をふまえつつも、そこからさらに、（「心のケア」と

は別様の）社会学的なケアの実践へと踏み込んでいこうとする先駆的な試みだ。 

そこで臨床社会学の準拠枠として見出されたナラティヴ・アプローチとは、か

つては（ベイトソンらによる）システム論の発想に依拠した「戦略的介入」がそ

の主流派を占めていた家族療法の領域で、そうした既存のセラピーへの異議・違

和感を抱いた臨床家たちによって形成されてきた「ナラティヴ・セラピー」の理

論と実践技法である 2)。それ自体多様な技法と理論を含むナラティヴ・セラピー

ではあるが、それらをゆるやかにであれ統合しうる方向性のようなものを取り出

そうとするならば、それは、ケネス・ガーゲンが述べるように「社会構成主義（social 

constructionism）」の実践、ということになるだろう。社会学においても 90 年代以

降に深く浸透していくことになる社会構成主義の認識論―「現実」は人々の言語

を介した社会的相互作用のプロセスをつうじて/として構成されている―を受け

入れることにより、ナラティヴ・セラピーの臨床家たちは、セラピーにおけるそ

れまでのスタイル（セラピーの対象、目的、デザイン）、セラピストの位置づけ・

機能、セラピーおける変化の意味（そのメカニズム）、そしてそもそも「セラピー

とは何か」といった根本的な事柄にわたって、1950 年代以来家族療法において支

配的であった理論と実践のフォーマットを大きく変更していったのである 3)。 

 そうしたセラピーのトレンドは、実際にその「変化」を体現し牽引してきた代

表的なセラピストたちの臨床をふまえた考察（たとえば、Anderson and Goolishian

（1988）をはじめ、M. White and D. Epstein、T. Andersen、L. Hoffman らの諸論文

のこと。注 3 にある文献所収の諸論文を参照）にみられるように、社会学を含む

人文社会諸科学における変化（ときにそれはポストモダンとも称される）の影響

を受けながら、従来の心理療法・家族療法への批判/乗り越えとしてあらわれ、次

第にその支持を集めていくことになった。その多様な臨床実践のあいだには、セ

ラピーにおける「会話」というプロセスそのものをつうじた現実の再構成（が持
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ちうる治療的効果への注目）、そのプロセスにおける「（セラピストの方から）一

方的に判断を強要しない（nonimpositional）」「共働的な（collaborative）」スタンス

といった、いくつかの共通の特徴が見出せる（Eron and Lund, 1993）。 

「社会学を基礎理論とする臨床実践」（野口, 2005: 100）として見出されたナラ

ティヴ・セラピーの（従来の心理療法を内側からはみ出してしまうような）柔軟

なアイデアと技法に学ぶことによって、従来のケア（とケア論）を制約していた

さまざまな二分法（ケアする人々/される人々、技術論/精神論、主観主義/客観主

義など）を問い直し（野口, 2002: 184-205）、（ケアのケアをも射程に含めた）広い

意味での「援助的な関わり」（野口, 2005: 97）を、「社会の水準」に焦点づけられ

たケアとして実質化していくことが目指されている。また、看護やソーシャルワ

ークといった既存のケア領域におけるナラティヴ・アプローチの展開とも対話さ

せながら、従来の一方向的な観察-対象関係にはおさまらない共同研究のスタイル

や、そこにおけるケアと（社会学的）研究の新たな関係性が探られている。 

注目しておきたいのは、そうした試みが、心理学化（するケア）を批判しなが

らそれに対するひとつのオルタナティヴなケアの実践として提示されているとい

うこと、「個人適応」の促進とも「社会改革」の訴えとも異なる方向にケアの領域・

可能性が拡張されようとしていること（野口, 2005: 145）、そして何より（社会構

成主義に基づいたナラティヴ・セラピーを介して）「臨床についての社会学（対象

としての臨床）」と「社会学による臨床（方法としての臨床）」の接続が試みられ、

そこに臨床社会学の固有性とアイデンティティが定礎されていることである。そ

の成果は、一方では「物語としてのケア」という発想や、それを新たに生成する

ための場である「ナラティヴ・コミュニティ」の設定を介して、ケアをめぐる複

数の領域間の応答的（媒介的）関係を生み出すような先導的な役割を果たすこと

になった。 

しかし、社会学がナラティヴ・セラピーから学びうること、それと取り結びう

る関係は、もちろんそうしたシナリオにつきるものではない。ナラティヴ・セラ

ピーを介して臨床社会学が見出されるとき、私たちは（かつてデュルケムがそう

した時代から遠く隔てられたところで）いったいどのような「社会（とその学）」

を改めて発見しようとしているのだろうか。そうした問いを迂回しつつ、次節以

降、社会学とケアのケアについて考えていくことにしよう。 
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4. ナラティヴ・セラピーを/が生み出す「社会」 

家族療法内部に生じた転換を体現するセラピストの一人リン・ホフマンの考察

によれば、システムからナラティヴへという転換は、（1）constructivism から social 

constructionism（社会構成主義）へ、（2）ファーストオーダー・サイバネティクス

からセカンドオーダー・サイバネティクスへ、（3）フェミニズムによる批判、と

いった三つの変化に促されたものであった（Hoffman, 1990）。やはりナラティヴ・

セラピーから学びつつ、それを「自己論（を含んだ現代社会論）」へと展開する浅

野智彦は、ホフマンを含む臨床家たちの考察を手がかりに、そうしたセラピーの

変貌を/が生み出す変化について―私たちの社会全域で進行したリアリティ変容

との共振関係を視野に入れながら―じつに周到な考察を成し遂げている（浅野, 

1995, 1996, 2001）。 

浅野によれば、システムからナラティヴ（物語）へというセラピーの変化は、

ただ家族療法の内部において生じたものではなく、近代化（その再帰的な高度化）

におけるリアリティの変容―その偶有化・相対化―が徹底されてゆくプロセス

との共振において生じたものであるとされる。それは、①現実は構成されており

つねに別様でありうる、②全体を外から見渡す特権的な観察者（視点）は存在し

得ない、③複数の異なる現実構成の間に生じる衝突・対立は（善悪の基準などに

よってではなく）力によって決定される、といった認識の浸透としてあらわれる

（浅野, 1995: 105）。それはまさに、社会学の内部で構造機能主義的なシステム論

（すなわちパーソンズの社会理論）が多様な批判にさらされ、その影響力を失墜

させてゆくプロセスにも重なると同時に、「社会的なもの」がますます抽象化・不

分明化し、かつての規範性を脱色されながら拡散してゆくプロセスのひとこまで

もあったろう 4)。しかしそうした拡散につれて、その裏返しとして、ほとんどあ

りとあらゆるものが「社会的な構成」とともに立ち現れる（それに相関した相対

的で偶有的な）ものとみなされていくことにもなった。ここに社会構成主義があ

る種の「平板さ」をともないつつ「成功」してゆく地平がひらける。 

浅野の考察によれば、家族療法というセラピーの一領域において、それまでシ

ステム論に依拠した従来の考え方や技法がかつてのように治療効果をあげること

ができなくなった（というように、セラピストたちに受け取られていった）のも、
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「現実」が次第にその偶有性・相対性をあらわにしてゆくこうしたプロセスにお

いてだ（浅野, 1995, 1996）。家族療法の領域から生まれたナラティヴ・セラピー

も（そしてそれに依拠して立ち上げられようとする臨床社会学もまた）このよう

な社会変動―ときにポストモダン化などとも呼ばれる―のプロセスとともに、

それと深く共振しながらせり出してきているのである。それらはまさに「大きな

物語」の失墜を、セラピーやケアの臨床における実践的な試みをつうじて示すも

のとして登場してきたのである。 

野口もまたナラティヴ・アプローチを見出す社会のありように注意を向けて、

ウルリヒ・ベックやジグムント・バウマンらの時代診断にふれながら、彼らのい

う「社会の液状化」や「個人化」に促されるようにして「ナラティヴ」の時代が

始まったという趨勢認識を示している（野口, 2005: 211-237）。そのうえで、そう

した社会の趨勢への抗い、新たなかたちの「共同化」へと向かう媒介的な役割を

臨床社会学の意義・性能のひとつとして見出そうとするところに、野口の考察が

「社会構成主義的ナラティヴ・アプローチ」に込める希望のようなものがある

（ibid.: 211-237）。すなわち、「社会構成主義を基礎としたナラティヴ・アプロー

チ」に依拠する臨床社会学は、「社会的なもの」の液状化や個人化に抗いつつ、ケ

ア（のケア）を研究プロセスに織り込むようにして、新たな連帯（ナラティヴ・

コミュニティ）の創造へとつながっていくものとして構想されているのである。 

したがってそれは、多様なかたちの支え合い（ケアとケアのケア）を媒介し、

かつそれに媒介されるようにして広がる実践、という性質を帯びることになる。

新たなナラティヴの生成、その創発性によって特徴づけられる社会空間として見

出される「ナラティヴ・コミュニティ」も、液状化し個人化する社会において、

それを脱して共同化に向かう拠点のようなものとして位置づけられている（ibid.: 

226-7）。「心のケア」へと向かう閉鎖回路（心理学化）や既存のケアのマーケット

から「ケア」のありようを解き放ちつつ、それを介して新たな連帯の場を生み出

していくこと―野口が臨床社会学の実践に見出す意義（と性能）は、そうした「社

会」の創出にある、というわけだ。 

 こうしたヴィジョンにおいて、ナラティヴ・セラピーが果たしている役割はき

わめて大きい。それどころか、そこには先の希望に見合うだけの過剰ともいえる

負荷がかかっているようにみえる。野口自身が述べているように「サイコセラピ
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ーはさまざまなかたちで社会のなかに織り込まれ、また、社会や自己のありよう

を方向づけるはたらきをしている」（野口, 2005: 94）。むろん、ナラティヴ・セラ

ピーもまた（それによって批判された従来のサイコセラピーと同様に）、その例外

ではありえない。反対に、むしろそうであるからこそ、上のような変化の生成・

媒介装置としての役割を担いうると期待されてもいるわけだろう。しかしながら、

そのナラティヴ・セラピーが社会と取り結ぶ関係（そこに織り込まれ、かつ方向

づけるそのありよう）は、野口の描くようなものに限られるわけではない。 

たとえば、現代人の「自己の自己との関係」を「心をめぐる知や技術」との関

係において批判的（系譜学的）に考察しようとするニコラス・ローズ（Rose, 1996）

は、ナラティヴ・セラピーとそれを理論的に牽引する論者の一人ケネス・ガーゲ

ンにふれながら、それがモダンな心理学・心理療法が前提にしている人間像・主

体像からは批判的な距離をとりつつも、能動的に自らを物語り、「自己」をフレキ

シブルに改訂・更新していく「主体性」という（現代社会により適合的な）性質

を、その議論の前提にまぎれ込ませる結果になっていると指摘している（Rose, 

1996: 173）。そうした共振はしばしば、流動化する労働条件・生活環境における

「自己実現」やリスク・マネージメントのための不断の「自己更新」を称揚する

こんにちの支配的な文化や道徳などによっても「自明視」され、批判的に問い返

されることなく不可視化されがちである 5)。 

本稿においてローズの「主体の系譜学」について立ち入って検討する余地はな

いものの、ここから、「新たな道徳の担い手としてのセラピー」という野口自身の

指摘（野口, 2005: 99）が、ナラティヴ・セラピーおよびそれらを理論的に牽引し

ている論者たちの考察、さらにはそれを他の領域に転用しようとする（たとえば

野口自身のような）論者の考察にしても、決して例外ではありえないという点の

みを確認しておきたい。しかしながら、野口の考察においては、ナラティヴ・セ

ラピーのもつ「脱心理学化」としての性質・性能が強調されはするものの、たと

えば先のローズが指摘するような時代や文化との共振について十分に批判的な考

察がなされているとは言い難いのである。 

浅野（2001）も注意深く指摘しているように、「ナラティヴ・セラピー」もまた

社会のうちにある以上、それが置かれた位置やその誕生を促した「背景」が不可

視化されたまま、それらが盲点のように視野の外におかれてしまうことは、一定
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の危うさにつながらざるを得ない。なぜならば、そうした共振に無自覚である限

り、考察（社会学）がその対象（社会）をなぞり返し、それをただ二重に追認す

るばかりの営みになってしまいかねないからだ。すなわち、ときにそうした共振

がはらむ危うさへと向けられてよいはずの批判的なまなざしが、いつのまにか（し

かし体系的に）問いの圏域から締め出されてしまうことになる 6)。 

たとえナラティヴ・セラピーが脱心理学化の方向性を持つケアの実践として提

示されていようとも、それを臨床「社会学」が対象化しないままであるのはやは

り不徹底である。社会学は、心理学化への批判のみならず、社会学の臨床化（あ

るいは臨床の社会学化）、そしてその効果や帰結についても、やはり社会学の射程

と観点に基づいて、注意深く対象化しうるのでなければならない。 

自らを繰り返し再帰的に観察しうる回路をその理論のうちに備えてこそ、そし

てそれをつうじて「臨床」や「ケア」の概念そのものを改めて固有に形成・再形

成しえてはじめて、臨床社会学は臨床「社会学」としての営みをそれとして継続

してゆくことができる。野口の臨床社会学は、ナラティヴ・セラピーに/をそのた

めの入口として見出しつつも、それをさらに社会学の営みとして洗練し継続して

ゆくための回路を、十分な仕方で形成し得ていないようにもみえる。 

この点に留意しつつ、われわれは次節において、野口が接続してみせようとす

る「批判（対象としての臨床）」と「臨床（方法としての臨床）」のあいだに（あ

るいはケアとケアのあいだに）、むしろ「裂け目」を見出し、それを可能な限り押

し広げてみることにしたい。それは、すなわち、ナラティヴ・セラピーとそれに

依拠した臨床社会学のもつ一定の限界・危うさ（それ固有の位置）をふまえつつ、

「社会学的ケア」という魅力的なフィールドに倒れ込む一歩手前で踏みとどまり、

臨床社会学のアイデンティティ（これ自体がまさにひとつの「物語」であるのだ

から）にひらかれた「裂け目」をそれ自体として見定めようとすることである。 

 

5. 心理学化する社会の向こう側?―批判と臨床のあいだ/あるいは差異とし

てのケアに向けて 

先にもみたように、社会構成主義に依拠するナラティヴ・セラピーとそこから

学ぶ臨床社会学には、社会学によるケア（そしてケアのケア）の可能性が、他に

は例のない具体的なかたちで示されてはいる。その示唆はきわめて豊かなもので
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ある。また野口がいうように、一方では「この社会のありようは本当の適応の努

力をするだけの価値があるものなのか」という疑念が、他方では「さまざまな改

良の努力にもかかわらず、社会の基本構造は一向に変わらず、また、新たな問題

が次々に噴出するばかりではないか」という不信が強まり続けるなか（野口, 2005: 

145）、そうした日々をただ「自明のもの」として受け入れ、ただ矛盾に引き裂か

れ消耗しながら生きる以外にないように思われるとき、ナラティヴ・セラピーに

学ぶ臨床社会学は、人々がそれぞれの「生きづらさ」や「問題」を語り合うこと

をつうじて生成する新たな「連帯」の可能性（その戦略的拠点としてのナラティ

ヴ・コミュニティ）に向けての一歩を、いくつかの臨床＝現場に即して示してい

るようにも見える。その意義を、筆者もまた（一定の留保をつけて、ではあるに

しても）認めておきたい。 

しかし、「対象としての臨床」「方法としての臨床」のあいだにある埋めがたい

距離（批判と臨床のあいだ）を、わかりやすい「何か」によっていささか性急に

架橋してしまおうとすること（そしてそれを学の存在理由として定礎＝固定して

しまうこと）については、（先にみた共振のような）一定の危うさ云々の手前で、

臨床「社会学」としての不徹底さを見出さざるを得ない。そうした接続による（接

続の、ではない）不徹底さは、ときに、臨床でも社会学でもない「何か別のこと」

を正当化してしまう危うさともつねに隣合わせである 7)。それにより、一体「何」

が見えなくなってしまうのか。 

たとえば、感情社会学の視点に立つ崎山治男（2007, 2008）は、これまでの「心

理学化」批判にみられる論理・文法を検討しながら、そこに存在する入り組んだ

隘路（たとえば批判している対象＝「心理学化された現実」と共振し、そこに回

収されてしまう危うさなど）を指摘している（崎山, 2008: 175）。そうした隘路の

ただなかで、とりわけケアにかかわる実践的な現場に向き合う社会学者は、容易

には解決しがたいジレンマ―「理論的な公正性（批判の徹底）」と「臨床的な公

正性」が生み出すジレンマ―を抱え込むことになるという（崎山, 2007）。 

しかし、それをひとたび現場に向き合うさなかで徹底しようとするとき（そし

てさまざまなレベルでの隘路や共振にも注意深くあろうとするとき）、社会学的な

批判の立脚点そのものが繰り返し問い返されてしまう。崎山（2007, 2008）は「心

理学化批判」の隘路を介して、「臨床的な公正性（臨床）」と「理論的な公正性（批
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判）」のどちらを選択するか（どちらを裏切るか）をめぐる困難さを取り出し、そ

れを研究者の立場性の問題として提示してみせる。そうしたジレンマの傍らで、

たんに外在的な批判としてなされるだけであれば、なるほど心理学化批判はいか

にも「わかりやすく」、そして「たやすい」ことのようにもみえる。しかしそのわ

かりやすさとたやすさが、同時に「空虚さ」へと向かう道につうじてもいるとい

うわけだ。 

そうした指摘と考察をうけて、私たちはいま、改めてあえてこう問うてみるこ

ともできる。先のジレンマ（批判と臨床のあいだに生じる葛藤）それ自体は、そ

もそも、果たして誰にとっての、何のための葛藤なのか。 そしてそれが解消（両

者の調停としてであれ、他方の裏切りとしてであれ）されようとするとき、一体

そこでは「何」がなされているのか。 

システム論的臨床社会学の可能性を試行しつつある矢原（2006）が適切な仕方

で述べているように、そもそも社会学の営み（社会学「者」の営み＝意識活動で

はなく）として実行される「批判」と「臨床」は、互いに互いを織り込み合いな

がら「あくまである時点、ある場所、ある視座の局所において見渡しうる一定の

範囲において各々の観察者により偶発的に理解されざるを得ない」ものとしてあ

る（矢原, 2006: 252）。ここにあるのは、臨床社会学（者）の安定した基盤＝アイ

デンティティ（それこそがジレンマにおいて賭けられている当のものであろう）

ではなく、区別や差異をそれ自体として含んだ「観察するシステム」（observing 

system）だ。 

先にみた野口の提起する研究とケアの循環、現場との終わりなき対話といった

構図は（たしかにそれ自体示唆的で魅力的でもあるのだが）、それがひとたび臨床

社会学のアイデンティティ（同一性をもった基礎）として定礎されるなら、決し

て収束しない亀裂・差異のもたらす豊かさ（臨床社会学の失敗を含んだ先行きの

見通しがたさ）を、臨床社会学という「物語」のもとに回収してしまう。たとえ

現場との対話に開かれた往復運動としてであれ、臨床化と理論化の（互いに更新

し合う）循環運動としてであれ、そこに臨床社会学の同一性、固有性（存在意義）

を見出したとたん、それは、架橋（抹消）しえない差異を、「外部との対話にひら

かれた臨床社会学」という（それ自体更新されざる）「物語」のうちに回収してし

まうことになってしまう。 
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その危うさに慎重でありつづけるためには、何よりもまず、批判と臨床の統合

へと安易に倒れ込んでしまうこと、そしてそれが外部に向けての「有用さ」とい

う名目の下に曖昧にされ、首尾よく正当化されてしまうこと、そのことを、「問わ

れざれる前提」として思考の外に（それも自身の足元にある礎石として）おいて

しまうことのないようにしなければならない。それは端的に、臨床社会学のうち

に含まれた差異を、あくまで差異として扱い続けること、である（馬場, 2001）。

しかしながら、臨床社会学の「アイデンティティ」を求める動きはむしろ、そう

した差異＝亀裂を何かで埋め合わせ、さらにそのこと自体を覆い隠してしまう。

たとえその考察「内容」において個々の「現実」や「自己」の変化や更新が企図

されていようとも、臨床社会学それ自身が、多様な差異を弁証法的に消し去って

しまう「予定調和の物語」―それ自体更新されざる物語に転化してしまうわけだ。

たとえば、「物語としての自己」という物語、あるいは「物語としてのケア」とい

う物語に。 

そうした物語化に注意深くあるために必要なのは、臨床社会学の営みが安んじ

て依拠しうる自己同一的な拠点の定礎などではなく、また個々のローカルなナラ

ティヴへの定位でもなく、むしろ、そのつど生成する認識（あるいは「こと（出

来事）」として生きられる社会学の挙動そのものをも視野に収め、それを記述しう

るくらい十分に「複雑」な理論（セオリー）を洗練してゆくことなのではないか。

問題は、当該理論（臨床における社会学）そのものに、自らを問い返しうる性能

（それに必要な複雑さ、普遍性）が十分に備わっているかどうかである。臨床社

会学が臨床「社会学」であり続けるためには、「セオリーからナラティヴへ」「実

証から実践へ」といったスローガンではなく、自身の営みをも繰り返し包括的に

論じうる「セオリー」を洗練していくことこそ必要なのではないか 8）。あるいは、

セオリーそれ自体の臨床性こそが視野に入れられるべきなのだ、といってもよい。 

だからこそ、ときに批判と臨床が突きつける深刻なジレンマを、社会学者の「意

識」のうちに生じる戸惑い・葛藤（とそこでの解消）に縮減すべきではないし（そ

れこそが心理学化という名に値しよう）、そうした緊張を「現場との対話にひらか

れた研究」といった社会学の「物語」に首尾よく回収しつくしてしまうべきでも

ない（それは、そうした物語そのものに走る亀裂なのなのだから）。 

「方法としての臨床」と「対象としての臨床」の差異が臨床社会学のアイデン
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ティティなるもののうちに接続（止揚）されてしまうとき、そこには、あるいは

「社会学の心理学化」（崎山, 2008）へと傾く転びやすい坂が、あるいは「心理学

化にかわる社会学化」（矢原, 2003）という思考停止が、待ち構えているだろう。 

臨床社会学は、自身をあくまで「社会学」の営みとして遂行・継続してゆくた

めにこそ、みずからの「心理学化」と「物語化」に対してつねに注意深い距離を

ひらきつづけておくのでなければならない。そして、それを可能にする道具立て

の一式を（たんに新たなセラピーから借り受けるのではなく）、みずから形成し、

形成しなおしていくのでなければならない。そうでなければ、創発としての社会

を対象とし、みずからもまたその一部に含まれる社会学の営みとして、一貫した

探究を継続することは不可能だ。このような問いを（不毛なものとして）手放し

たとたん―それはじつにたやすいことなのだが―ケアのケアに関わる「臨床社

会学」は、ただちに個々の状況へと分散してしまい、社会学でない「何か」にな

ってしまうだけだろう。 

社会学とケアのあるべき/ありうる関係? それはおそらく、社会学者が特定の

ケアを担うことでないのはもちろん、社会学がケアを担うということでもない 9)。

ケアの領域において、社会学がそれ固有の仕方でなしうること―それは、「ケア

とはこれである」と主張する既存の知の布置（そこには社会学的ケアを提起・実

践しようとしている臨床社会学自身も含まれる）につねに差異を導き入れ、「これ

はケアか/ケアとは何か」という問いを呼び込むこと、つまり、ケアとケアの「あ

いだ」を見出しつづけることではないだろうか 10)。「関係としてのケア」ではな

く「差異としてのケア」。そのためにこそ、社会学は自らの心理学化と物語化に注

意深くあるのでなければならない。 

 

注 

1) ここに示した先行研究においては、「心理学化」という表現が用いられている場合

もあれば、「心理主義化」という表現が用いられている場合もある。本稿における

以下の考察では、立ち入った用語の検討による不要な混乱を避けるために、表現を

「心理学化」に統一する。 

2) ナラティヴ・セラピーの多様さとともにその共通意識を知るには、野口らによる

抄訳もある MacNamee&Gergen “Therapy as construction”に収められた諸論文、およ

び家族療法の専門誌“Family Process”誌上に、90 年代以降に掲載された諸論文、あ
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るいは Freedman and Combs（1996）における整理・検討などが、臨床に向き合う人々

の視点から書かれており参考になる。また、ナラティヴ・セラピーの流派のなかで

も「リフレクティング・プロセス」に固有の可能性を考察・展開しようとするもの

として、矢原・田代（2009）の先駆的業績をあげておきたい。ケアのケアという問

題設定を介して、多様な観察が（それぞれに固有で異質なフレームをもったまま）

互いに応答し合い、協働し合っていく可能性が見出せる。 

3) 社会構成主義「について」はすでに多数の文献があるが、ここではさしあたり、

ナラティヴ・セラピーへの言及も含んだ Gergen（1999=2004, 1994=2004）が行き届

いている。しかし、こうして広く受け入れられ、一定の「成功」をおさめつつある

社会構成主義の「平板さ」については（たんに概念や視点の「陳腐化」という以上

の問題が含まれているため）慎重に検討する必要があろう。むろん、そうした「慎

重さ」はただちに構成主義「以前」に立ち戻ることを意味しない。こうした点にも

ふれている拙稿（園田, 2005）を参照されたい。 

4) 歴史における「社会的なもの」の論理階梯の引き上げと脱規範化については、市

野川（2006）がじつに厚みのある考察を成し遂げている。また、「社会的なもの」

の誕生とその現在をめぐる批判的・系譜学的考察については、拙稿（園田, 2004, 

2005）においても不十分ながらではあるが着手している。そうした問題を、筆者と

同じくフランソワ・エヴァルド（Ewald, 1986）に拠りながら、「社会調査」の成立

とその変容プロセスに重ねて考察している小幡正敏の試み（小幡, 2007）もきわめ

て有益である。いま臨床社会学として見出されつつある社会学・社会調査のかたち

は、こうした問題設定の内にどのように位置づけられるだろうか。こうしたより射

程の広い思想史的な検討を要するこうした問題についても、筆者の今後の課題とし

ていきたい。また、社会的なものの変容をめぐる歴史の内で、「心理学化という問

題」を見出すことにより、社会学は、一体何をしている（し損なっている）のだろ

うか。こうした問題については、私たちの生きているこの社会と社会学の現在を描

き出す意味でも、今後より徹底して考察してゆく必要性を感じている。そうした考

察の手始めとしてなら、園田（2007）を参照。 

5) 中島浩籌の考察（中島, 2010）もまた、ニコラス・ローズらフーコー派の批判的考

察と共通する論点も含みつつ、（心理学化の危うさを超えるもののようにみえる）

ポストモダンのセラピー（ナラティヴ・セラピーも含む）やコミュニティ心理学の

動向についても、一定の距離をおいた眼差しを向けている。森（2000）もまた、雇

用・労働環境の流動化など、昨今の新自由主義的な諸転換（フレキシブルな合理化）

との関連において、心理学化（森の表現では「心理主義」化であるが）の広まりを

見出している。ここにはすでに、心への還元や専門家支配を批判するだけでは届か

ない論点があるだろう。この点については、機会を改めて論じたい。 
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6) むろん、だからといって、共振のありようは多様であろうし、共振そのものが否

定されるわけでは決してない（それは不可避である以上、それを相対化し切ってし

まえるかのような理論的構えの方が問題であろう）。 

7) こうした臨床社会学への批判的検討については、ルーマンのシステム論に依拠す

る矢原（2003）の考察を参照されたい。 

8) 「生成する社会認識」「生きられる社会学」の詳細については、今後継続して考察

を深めていかなければならない。筆者なりの考察の方向においては、ミシェル・フ

ーコー（系譜学）、ニクラス・ルーマン（社会学的啓蒙）とともに、精神病理学者

である木村敏（木村, 1997→2001）のいうリアリティとアクチュアリティの区別（お

おまかには「もの」と「こと」の次元の区別）が重要になるだろう。いまある社会

構成主義の認識論はリアリティの次元（における視点の転換や記述の変更）にとど

まっており、その限りにおいてアクチュアリティの次元を取り逃す（平板な）もの

のように思われる。社会学の臨床は、おそらく後者にかかわらせつつ理論化される

必要があろう。そこでは「理論というもの」の位置それ自体が根本から書き換えら

れる必要がある。現在の臨床社会学の多くは、「理論の臨床性」にかんして行き届

いた整備をいまだなしえていないようにみえる。なお、アクチュアリティの次元に

ふれようとする数少ない社会理論の可能性としては馬場靖雄（2001）の考察をも参

照されたい。 

9) むろん、そうしたこと自体が無条件に否定されるわけではない。問題は、それを

なお社会学の営みとして位置づけうるかどうかである。 

10) それはより端的に、ケアにおいて/をめぐって「差異を生む差異」（ベイトソンの

いう情報）を生み出し続けることだといってもよい。やはりここにおいて志向され

ているのは「関係としてのケア」（野口裕二）ではなく「差異としてのケア」であ

る。 
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