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は じ め に

米国サンフランシスコにある,人間科学の大学

院レベルの教育研究機関,セ イプルック研究所の

アメデオ・ ジオルジ教授が,1989年 10月 半ばから

12月 半ばにかけて,日 本学術振興会の招聘研究者

として日本に滞在された:そ の間,東京,京都,

広島,岡山,筑波,箱根など,日 本各地で現象学

的心理学に関する講演をおこないっ心理学研究者

および実践者との交流を深めた.

本稿は,10月 28日 (土)に ,日本教育心理学会

の研究委員会の主催により,京都大学坂野登教授

のお世話で開かれた研究講演会での, 2時間以上

にもわたる講演と質疑応答の記録の一部である。

当日の講演の通訳を務めた吉田が,与えられたス

ペースに収まるように,日本の読者にとって意味

があると考えられた内容を適宜選択および要約す

ることについて,ジオルジ教授の了解を得て,可
能な限り正確な翻訳に努め,ま とめたものである.

ジオルジ教授について,簡単に紹介しておこう.

1931年 ニューヨークの生 まれの米国人.1958年

フォーダム大学で心理学の Ph.D.を取得。1962

年から1986年 まで,米国の現象学的心理学の中心

として知られる,ピ ッツパーグ市デュケイン大学

心理学科に所属した.その研究分野は,現象学的

な視点からの,知覚,認識,学習および問題解決

などを中心とする,理論的および実験的心理学に

ある。また,心理学史,科学の歴史,特に社会諸

科学,心理学の諸体系と諸理論,人間に独自な諸
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現象を扱う研究方略および心理学的パラダイムに

関する諸問題を研究して来た:米国心理学会 (A
PA)の,第24「理論的および哲学的心理学」部

会の会長 (1966年 ),第32「人間性心理学」部会の

会長 (1987年 )を務め,ま た,1989年 から90年 に

かけては,同 じく第32部会のAPA理事会への代

表理事に選ばれている.多数の論文があるが,日

本では,早坂泰次郎教授のグループによる邦訳書

「現象学的心理学の系譜』,「心理学の転換』(いず

れも,勁草書房)で広く知られている。(吉田記す)

講 演 記 録

本国の講演の題は「現象学的心理学の今日的諸

問題」であります。この問題について私は,二つ

の基本的な柱を立てて分けてお話しすることにし

たいと思います.第一は,問題の脈絡であり,第
二は,問題そのものであります.私がこの区別を

まず明瞭にしておきたいと望みます理由は,現象

学的心理学が,米国においてもまた世界において

も,少数派の視点であるからであります。では,

なぜ私は,そのような少数派の視点を自らの視点

として採るのか,と のおたずねがあったとしても

当然であるかと思います.私の確信によれば,現
代的な意味の心理学は,つ まり,″

｀
1879年 のヴント

以来の意味の心理学は,未だにパラダイム以前の

段階にあります.心理学は哲学からその独立を獲

得したとはいえ,それは,ま だ真の科学 (Authen‐

tic Science)に はなり得ていません.特に,人間

を人間 として (Human Personを )研究する際
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に,真の科学になりえていないのであります.心
理学は,人間を人間として研究するに当たっては,

人間科学であるべきである。というのが私の主張

であります.それを為すためには,心理学は基礎

づけを必要としています。そして,その基礎づけ

を,現象学は提供することができる,と 私は考え

るのです。現象学は,哲学的にはその基礎を与え,

方法論的には実践 (Praxis)を 与えることができ

るのです.

以下の論述においては,皆様がどれだけ現象学

あるいは現象学的心理学に親しんでいらっしゃる

かを私は存じ上げませんので,一応,一般的なも

のに留めることにして,も しご質問があればそれ

に応じて,さ らに詳しく述べさせて頂 くことにし

たいと思います.

I。 米国お よび世界の心理学の今 日的脈絡  「

1)組織上の脈絡

皆様は,米国心理学会APA(American Psy‐

chological Association)と いう,米国での代表的

な心理学研究者の組織をご存 じだと思います。

1987年 に,米国の心理学界では,それとは別の米

国心理学協会
・
APS(American Psychological

Society)と いう組織が形成されました.APS
は,ア カデミックな科学的研究主題に関心をもつ

心理学研究者の新しい組織です。これは,APA
は,あ まりに臨床家たちによって独占され過ぎて

いるという不満から生まれた組織なのです.つ ま

り,APAを 構成する会員には,一方には,プロ

フェッショナルな臨床家たちが,他方には,ア カ

デミックな科学者たちがいます.現在のところま

だ,こ の両者の間に分裂は起こっていません.し
かし,1987年 に開かれたAPSの評議会では,A
PAの会員でありながら同時にAPSの会員であ

ることを許容するかどうかについての投票が行わ

れました.そ の結果は,わずか 2票の差で,「許容

する」ということとなり,分裂が回避されました.

しかしながら,APSは ,事情によつては,い つ

APAか ら撤退するがもしれない,と いう噂も現

在流れているのです。そこで,問題は,心理学と

いう学問の何がこのような緊張を生み出している

のか,と いうことになります。これが決定的な問

題です.現実の問題は,臨床専門家と科学的研究

者の間の差異です.ボウルダー 。モデル (1946)

〔米国コロラド州ボウルダーで形成されたモデ

ル〕以来,臨床心理学者たちは,臨床心理学者を

どのように訓練・教育して育てるべきかを考えて

来ました.そ こで提出されたのが,「科学者/実践

者モデル」でした.その基本の考え方は,臨床心

理学者は,ま ず,科学的研究者としての訓練・教

育を受け,つ いて,臨床的な専門家としての訓練 0

教育を受けるべきである,と いうものでした.こ
の理想はたいへん優れたもののように思われまし

た.しかし,実際上では,こ のモデルは完全とい

うわけにJま行きませんでした。というのは,ア カ

デミックな訓練 `教育は,ほ とんど専ら科学研究

者になるためのものだったからです。 とくに,心
理学の博士論文の評価基準は,全 く,科学的研究

を評価する際の基準で行われることになつたから

です.こ うした Ph.D.プログラムを修了して病

院にやって来た,生まれたての博士を,病院側で

は,ま だ実践に携わるだけの適切な準備の教育・

訓練がなされていない,と 評価します.病院は,

新たに臨床的なプロとしての訓練教育を改めて施

さなければなりません.こ うしたことが,プロの

臨床実践者と科学的研究者の間に緊張を生んでき

たのです.彼 らの間柄は,互いに,た いへんうま

く行 くという訳ではなかったように思われるので

す。

それでも,心理学者の数が比較的少数に限られ

ていた時代には,ア カデミックな科学的研究者が,

APAの組織を支配することができました.し か

し,今日では,APA所 属の′さ理学者は8万 5千

人もいます.し かも,その大多数は,臨床的な専

門家であつて,ア カデミシャンつまり科学的研究

者ではないのです.そ こで,学会の支配権は,ア

カデミシャンの側から離れて臨床家の側に移りつ

つあります.そ のため,ア カデミシャンは,AP
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Aに対して組織上の支配権が持てるようにと,自

分達の学会を持ちたいと望むようになったのです。

以上は,組織上の問題です.しかし,これはま

た実は,以下のような理論的諸問題に根差してい

るのです。

2)理論的な諸問題

その理論的問題とは,心理学の自己同一性の問

題です.か りに,あ なたが,「科学的心理学とは何

か」と問うたとしましょう。これは,答えるのが

難しい問いです.

例えば,APSが結成された理由は,ア カデミッ

クな心理学者が,最近ではもはや,APAの 学会

に出席しない傾向が強 くなったからこそなのです.

では,彼らはどこへ行つているのでしょうか.神
経科学学会や認知科学学会にです.若い科学的心

理学研究者たちは,その教育 0訓1練 の故に,AP
Aに 出席せずに,神経科学と認知科学の学会に出

席するようになってしまったのです。そこで,年
長の心理学者たちは,そ うした若い心理学研究者

たちを,も う一度,心理学の新しい学会であるA
PSを作ってそこに呼び戻そうとした, というわ

けなのです.

ここで,以上の状況が如何に「デカル ト的」で

あるかにご注目頂きたいと思います.つ まり,神
経科学と認知科学,身体と精神,と いうわけです.

私には,神経科学に対してなんらの異議もありま

せん,それは,言うまでもなく,全 く正当な科学

であります.認知科学についても,全 く同様であ

ります.し かし,そ のどちらも,心理的科学では

ありません.そ こで,神経科学でも認知科学でも

ない,心理学とは何か,と いう間が出て参 ります。

一体,心理学には何が残されているのでしょうか.

ここには一種の理論的なジレンマがあります。そ

れは,心理学が,自分自身をこれら二つの科学か

ら,つ まり神経科学と認知科学から,区別できる

ように,自 らの研究主題を規定することができな

いでいる,と いうジレンマなのです.

では,臨床心理学の側はどうでしょうか.こ こ

にも別の, しかし同様の,ジ レンマが見出されま

す。「臨床心理学とは何か」と問うたとしましょ

う.すると,私達はまず,医学的モデル 〔精神医

学など〕と心理学の関係を考えなければなりませ

ん。心理学とは,医学的モデルの単なる付属物に

過ぎないのでしょうか.心理学は精神医学からど

のようにして区別されるでしょうか.も ちろん,

実際的な答えは,心理学者は心理テストを行うが,

精神医学者は,一般的に言つて,行わない,と い

うものです。しかし,こ れは理論的にしっかりし

た答えとはとても言えません。何が,心理学者の

機能・働きなのでしょうか.

こうして,科学的心理学の側でも,臨床心理学

の側でも,同様の疑間が存在し,しかも,どちら

にも,あたかも心理学にとって代わるかのように

見える諸科学,一 つまり神経科学と認知科学,そ し

て医学,一 が存在しています。しかし,私は,それ

らの科学が内在的 0本質的に心理学にとって代わ

るものではない,と 考えています.

さて,私は,さ きにトーマス・ クーンの用語を

借りて,心理学は未だにパラダイム以前の段階に

ある,と 申しました.それは,心理学が,ま だ,

理論的に基礎づけられた満足すべき仕方で,その

研究主題,そ の視点,その方法を明らかにする道

を見い出し得ていないからなのです。

心理学が未だにその端緒的な段階にあることが

事実なのだとしたら,それを率直に認めることは

差し支えないと思いますし,む しろ,その方がよ

り良いのだと考えます。仮に,現実にはそのよう

な段階にあるにもかかわらず,すでにパラダイム

を持っていると思い込んで,その思い込みの上に

心理学を進めて行 くことは,誤 りだと私は考える

のです。
・

心理学が真の科学になるためには,先に述べた

ジレンマの現実を率直に認め,その解決に向かっ

て努力しなければならないと考えちのです.端的

に言えば,それは,科学的研究者と実践的臨床家

の統合の問題であるとも言えましょう.教育・訓

練に即して言えば,現在の段階では,優れた研究

者とし教育訓練されても優れた臨床家ではないし,

また,優れた臨床家として教育・訓練されても優
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れた研究者ではないように思われる,と いうジレ

ンマとしても,こ の問題は現れている訳です.こ

のジレンマには理論的解決があります.皆様が,

私の提起するその解決を気に入って下さるかどう

かは分かりませんが,しかし,こ こではそれをま

ず提起し,議論したいと思います.

まず,問題は「自然科学モデル」にある,と 私

は考えます。心理学がこの特定の「科学観 (科学

解釈)」 を選択したがために,研究実践と臨床実践

との間のジレンマが存在するようになっているの

だ,そ う私は考えるのです。もちろん,私は,自

分は科学者であると主張しますし,科学を捨て去

ろ・うとは考えません.そ こで,私達は人間科学を

もつべきだ,と 主張するのです.しかし,「人間科

学モデル」にもまた一つの問題があります.それ

は,私達はまだそれが何であるかを知らないとい

うことです.現実的代案となるモデタとして選択

されないことが多いのも,そのことが理由なので

す。人間科学とは一体何を意味し得るのかを徹底

的に考えることは,今日でも,ま だ現在進行中の

仕事なのであります.で,それは,既に確立し制

度化された人間科学モデルがあって,ただそこに

入って行きさえすれば直ちに仕事を始められる,

というような状況にはないのです。むしろ,こ の

モデルに従って仕事に取り掛かるならば,あ らゆ

る問題の一つ一つが,人が初めて出会う,最初の

問題として現れて来るのです.どのようにこの間

題にアプローチすべきか,あ る種の価値判断をど

のように用いるべきか, どのようにしたら良 く記

述できるか,研究の結果を研究者たちの世界にど

のように提示すべきか,そ うしたことに,私はい

つも繰 り返し直面しなければなりません.何 らか

の制度は存在していないのです.現在は,ただ,

「制度を構築する」という巨大な挑戦のみが存在

しています.

この問題を巡つて,APAは 分裂するかも知れ

ません. もし,だれか頑固な心理学者がある決定

を下せば,科学的研究者のグループは全員直ちに

APAを脱退することになるでしょう。APAで ,

私が所属しています部会の心理学者たち,つ まり,

一般心理学,理論心理学,人間性心理学,心理学

の歴史,心理学の哲学などの研究者たちは,そ う

したことが起こらないようにと望んでいるのです

が,しかし,私達は数において少ないのです.そ

して,APAの 大多数は臨床心理学者によって占

められており,彼 らがもしそう望むなら,そ うし

た脱退と分裂の事態は起こり得ることでしょう。

しかし,こ れら臨床家と科学者との距離は,制度

化によるものであって,理論的には恣意的であり,

必然的なものではないのです.も し,科学につい

ての正しい理解が存在するなら,こ のような,臨

床的実践と理論的研究の統合は;大 きな困難を含

む争点にはならないだろうからです.両者は,異
なる二つの契機であり,異なる興味・関心ではあっ

ても,懸念されているような分裂には導かないだ

ろうからです.

:以上が,機構上,組織上の問題です。では,つ

ぎに,理論上の問題はどうでしょうか:

H 理論的な諸問題

まず,自然科学的視点があります.私はこれを

「主流心理学」(Mainstream Psychology)と 呼び

ます。もちろん,それは1879年 に始まりました.

心理学の歴史家たちは,言わば恣意的にこの年を

選んで,心理学の始まり,その礎が築かれた年と

しています。ヴントが実験室を設立した年だから

です.実験室は自然科学の最も強力な象徴です.

仮に,人間心理が実験室に入って行つて研究され

ると想像するなら,自然科学としての心理学が生

まれることになりましょう.

しかし,1879年以来絶えず,主流心理学に反対

する少数派の視点が存在して来ました.た とえば,

1874年のプレンターノ,か ら始まって,デルタイ

(1884年 ),フ ッサール|シ ニ
｀
プランガー,ポ リ

ツェー,バートレット,シ ュテルン,J・ ウォー

ド,そ して1984年 のE・ サリバンにいたるまで,

ほぼ10年から15年 ごとに,心理学の歴史における

主要な人物がそうした視点を提出しているのです.

〔通例の〕心理学の歴史では,こ のことは強調し
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て扱われてはいません.しかし,確かに,も うひ

とつの歴史が存在しているのです.従って,も し

包括的な心理学史を持とうというなら,主流心理

学とは別の観点を提出しようとしている,これら

少数派の視点も考慮に入れなければならない,と

私は考えるのです.それこそが生きた歴史です.

しかし,歴史は勝者によって書かれるものです.

とはいえ,少なくともこう問うことはできましょ

う,「現代心理学の全歴史にわたって,常に,少数

派の視点が存在するのはなぜなのか」と。

それは第一に,自然科学的心理学が極めて満足

すべき仕方で捕らえる多くの現象がある一方で,

また,それによっては捕らえられないあまりにも

多くの現象があるということ,ま た,第二に,そ
れらはただ単に自然科学的心理学を拡大するだけ

では捕らえられず,心理学の主題に関して,それ

とは根本的に異なる視点を必要としているという

こと,こ の二つのことを意味していると思われま

す。以上が,あ る意味で,私の論理的な論点です.

ご存じのように,今日では,ただ「私は心理学

者である」というだけでは十分ではありません.

私は,あ るいは精神分析学者,あ るいは行動主義

心理学者,あ るいは認知心理学者である,な どと

言わなくてはなりません。心理学者であることは,

ある理論的な視点を選び取ることを意味するので

す。もはや単に「心理学者である」ということは

できないのです.それは,心理学の中に互いに競

い合っている複数の分野があるからです.こ のこ

と自体は必ずしも恥ずべきことではありません.

現代的な意味での心理学は,ま だ若い分野なので

すから.しかし,私達はそのことをはっきりと認

めるべきなのです。つまり,研究者になるか,あ
るいは,臨床家になるかによって,一定の視点を

選択しなければならないことになっているという

ことを.理論的にも,組織的にも,存在するこの

混乱を.組織的には,「 緊張」が存在し,理論的に

は「視点」を選ばなければならない,と いうこと

を。

さて,心理学の現代史においては,一つの問題

があります.それは,少数派は,強力な多数派で

ある「主流心理学」に如何に対処すべきか, とい

う問題です.

しばしば起こることですが,APAの 多数派は,

しばしば,その政治と権力を用いてその意志を通

そうとします.その具体的な事例として,私自身

に,つ まり私の所属している研究所に,影響を与

えている事実をお話ししようと思います.APA
は,心理学を教える学校に,APAの 認可を与え

る権限を有しています.このAPAに より認可さ

れる機関は,心理学の教育研究機関で,APAの
設定し規定した標準的な基準条件を満たしている

ことを意味します.と ころで,私は,主流心理学

に対抗する代案を提供する小さな学校であるセイ

ブルック研究所に所属しております.こ の研究所

は,APAの 基準を拒否しているのです。ところ

で,APAが したことと言えば,50州1に手紙を送

り,1995年 までに,APA認 可の学校の修了者以

外には,州の心理臨床家の免許状取得のための試

験を受けさせないようにすべし,と通知すること

だつたのです.こ のことは,1995年以降は,AP
Aの基準を拒否した私達の学校の修了者は,免許

状取得の試験を受けられないことを意味します.

そのため,1995年以降は,私達の学校の修了者は

職を得られないことになります。従つて,私達の

学校は閉鎖しなければならないかもしれないので

す.私達が学校を設立したのは,主流心理学を好

まなかったからでした。私達は,主流心理学に反

対する別の伝統を継承したい,と 望んだからこそ,

私達の学校を設立したのでした.そ して
`私

達は,

就職の上での危険を冒してまでも,私達少数派の

視点を選び,進んでそれを学ぼうとする学生たち

を迎えているのです.それなのに,い まや,AP
Aは ,上記のような条件を設けることで,私達の

学校を開鎖に追い込もうとさえしているのです.

ここで,ご注目願いたい点は,APAが 「免許の

試験を受けさせない」としていることです。 もし,

APAに よる教育・訓練がそれほどまでに優れて

いるとするならば,なぜ,すべての人に試験を受

けさせることにしないのでしょうか.そ うすれば,

おそらく,APA認 可の学校の修了者のみが,試
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験をパスすることになるはずでしょう.「試験を受

けさせない」ということは,APAが ,純粋に学

問的な,あ るいは臨床的な能力に基づく免許認定

を目指しているのではなくて,そ こに政治的な力

を働かせようとしている,と私は考えるのです.

少なくとも私の視点からすれば,完全に正確とは

言えないパラダイムを,政治的な力によって広く

強制することによって,支配的にしようとしてい

る,そ う私には思われるのです.学問的な論争に

よってではなく,学問的な証拠によってではなく,

また討論のやりとりによってでもなく,政治的な

力によって,です.この場で,こ のことに触れま

したのは,強力な主流多数派の権力に少数派が直

面した場合に生まれる脆弱な立場の,現実的で生

きた一実例を皆様にお示しするためでした.

これから,多数派が少数派を支配する,よ り微

妙なやり方についてお話しし,ま た,そ うした支

配に対して,少数派が対処するにあたって見られ

る2つ の危険な道についてお話ししたいと思いま

す.一つは,「話がよく通じ過ぎる」という危険で

あり,も う一つは,「抗議し過ぎる」という危険で

す。これらのいずれの道をとっても,少数派は勝

利することができません.歴史的な事例を挙げま

しょう.

話がよく通じ過ぎた例に,ゲ シュタルト理論が

あります.ご存じのように,ゲ シュタルト理論は,

マックス・ ヴェルトハイマーによって, ドイツで

生まれました。1912年 のフアイ現象がその端緒で

した.それから,ク ルト・ コフカ,ヴォルフガン

グ・ ケーラー,ゲシュタルト学派,つ まり,ベル

リン学派は,一種の支配的な立場に登って行きま

した.1920年代には, ドイツには, 5つの全体論

的な心理学が存在していました.ゲ シュタルト理

論理論,エ ドワード0シ ュプランガーの理解 〔了

解〕心理学 (Verstehende Psychologie),第 ニラ

イプツィッヒ学派のクルーガーの全体性心理学

(Ganzheit Psycho10gie),ウ ィルヘルム・シュテ

ルンの人格主義的心理学,そ れから最後に,デ ヴィ

ド・ カッツの現象学的心理学です.1920年代には,

これらすべての心理学派が勃興しつつあったので

す.も ちろん,こ の後,ナ チスがやって来ます.

しかし,こ のうちで,米国で唯一生き延びたのは,

ゲシュタル ト学派だけでした.その他のものも米

国に参りました.例 えば,全体性心理学はChar_

acterologyと して,米国にやって来ましたが,「 あ

まりに迷信臭い」として,受け入れられませんで

した。人格主義心理学のシュテルンは米国に来て,

デューク大学で教えますが,衰退してしまいます。

現象学的心理学のデヴッド0カ ッツはドイツを離

れ,ス ウェーデンのストックホルムに行きますが,

あとは続きませんでした。生き残つたのはゲシュ

タルト心理学だけです.なぜでしょうか.彼 らは,

実験をその基礎として用いたからです.すべての

グシュタル ト原理は実験に基づいていました.し

たがって,それらは米国の文化によって受け入れ

られ易かつたのです.し かし,ではグシュタル ト

心理学にはい 起ゞこったでしょうか.今日,どこ

にゲシュタル ト理論が存在しているでしょうか.

ゲシュタル ト心理学は,ア メリカの主流心理学に

受け入れられ,取 り込まれ(appropriated),そ し

て死んだのです.ゲシュタル ト理論を発展させた

人々は, ドイツ移民の心理学者でした.コ フカ,

ケーラー,ヴェル トハイマー,ア ッシュなどです.

しかし,米国に来るや否や,それらの人々の弟子

たちは,そ れを主流心理学の中に取 り込んでし

まったのです.今日では,も はやゲシュタル ト理

論に新しい発展は見られず,それは死んだのです.

米国における初期のゲシュタル ト文献を読んでみ

ますと,彼らがあまりにもよく話を通じさせ過ぎ

たとぃうことが分かります.彼らは,話を通じさ

せようと懸命に努めました。「ゲシュタル トとは何

か」,「体制とは何を意味するか」,「場とは何か」.

彼らは,あ まりにもよく話を通じさせ過ぎたので

す.そ こで,主流心理学は,それを取 り込んで,

その中にうまく納まるように受げ入れ,展開させ,

その内在的なものとしてしまったのです.少数派

の問題は,こ うして,あ まりによく話を通じさせ

過ぎることにもあることが分かります.た だ単に

話を通じさせるためだけに,総てを明け渡してし

まう訳にはいかないのです.
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もう一つの反応は,抗議し過ぎることです。こ

の一例は,人間性心理学 (Humanistic Psychol‐

ogy)の 場合です.米国の人間性心理学は,1960年

代に発展しました.カ ール・ ロジャーズ,エ イプ

ラハム・マズロー,ロ ロ0メ イ,ジ ェームス|ピ ュー

ゲンタール.な どによるものです。彼らは,自 ら

を「第二勢力」心理学として提示しました.第一

勢力は行動主義心理学で,こ れは機械的に過ぎ,

その提出する人間像は外面的に過ぎる,と 彼らは

言いました.ま た,第二勢力は精神分析学で,そ
れは還元主義的に過ぎ,その提出する人間像は生

物学的に決定され過ぎている,と彼らは言つたの

です.必要とされているのは,「真に人間的な人」

(genuinely human person)で ある,と 主張した

のです.そ れから,人間性心理学は,「対抗文化運

動」と結びつきます。この運動は,定義によって,

非合理的で,_感情を重視します.こ うして,人間

性心理学は,科学的であることを決して望みませ

んでした。「科学なんてひどいもんだ.そ んなもの

は要らない.我々は人間を望むのだ.」 こう言いま

した。そして,た らいのお湯と一緒に赤ん坊一「科

学」―も流し去ってしまったのです.こ うして,

今日では,人間性心理学はほとんど死んでしまっ

ています。(eeToday,Humanistic Psychology is

almost dead."〕 .それはもはや,何の力も,何の

影響力 〔impact〕 も,持っていません.こ れは,

｀
その抗議が極端に過ぎたからなのです.それは,

主流心理学に対する感情的な反発に過ぎず,批判

的で考え深い反応ではなかったからなのです.

では,主流心理学に対しては,どう対処したら

よいでしょうか.私は,こ こで,現象学的心理学

の諸問題のひとつに触れたいと思います.それは,

私達,現象学的心理学者は,ブレンターノに始ま

る心理学における少数派の人々とちょうど同じ立

場にあるからなのです.私達の現象学的心理学に

ついての問題も,二つの側面に脈絡づけて考えな

ければなりません.第一は,現象学的心理学のお

かれた社会的脈絡であり,知識を条件づけている,

知識社会学的な要因,政治的な要因からの考察で

あり,第二は, もつと内在的な,現象学的心理学

の分野の内容そのものにかかわる考察であります.

現象学的心理学の社会的脈絡

まず,第一に考えなくてはならないのは,パラ

ダイム間コミュニケーションの問題です。心理学

の歴史を以上述べましたように学んで参りますと,

この問題を私達はどのように解決したらよいこと

になるでしょうか。私は,こ んな風にします.ま

ず,第一歩は,常に,私自身が相手とは異なるパ

ラダイムの中にいるのだということを,明瞭にす

ることです.自 然科学的パラダイムの基準に合わ

せることを,私は常に拒絶します.「私は自分自身

の基準を持っています」と私は申します.決して

私自身の基準を多数派に譲り渡すことを致しませ

ん.私の研究が挑戦すべき課題は,自然科学から

生まれる基準を満たすことではなくて,人間科学

から生まれる基準を満たすことなのです.も し,

これら二つの基準について対話をしようと提案さ

れたなら,私もそれならいたしましょう.つ まり,

「これがあなたの基準で,こ れが私の基準です,

私達はこれらの基準について話し合うことができ

ます」,そ う申しましょう.しかし,あ なたが私の

仕事を評価する際には,それは,あなたの基準に

よってではなく,私の基準によってなさらなけれ

ばなりません,そ う申します.さ て,私がなす第

二のことは,「混合された対話」(m破ed discourse)

と私が名付けている種類の対話を避けることです。

つまり,それぞれが,自分の基準を用いて相手の

仕事を評価するという対話を回避するということ

です.なぜなら,自然科学的パラダイムの基準は,

理論的・経験的であり,現象学的心理学の基準は

現象学的であるからです.も ちろん,こ のことは

「現象学的であること」が「理論的でない」こと

を意味しはしません.実際それは理論的なのです.

また,現象学的心理学が経験的契機を含まないこ

とを意味しも致しません.実際,それは経験的契

機を含むのです:ただ,「論理的で経験的である」

ということを理解するのに,現象学的心理学は論

理経験主義とは異なる理解の仕方をするというこ

とを意味するだけなのです.言葉を代えれば,現
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象学的哲学は,私の見解では,論理経験主義より

も,よ り包括的であり,その視野においてより広

く,よ り多様な現象が現れることを許容すること

ができるのです。これらのことは,それだけで,

そうした対話が容易になることは決して意味しま

せん.それは,依然として,困難なのです。しか

し,対話の限界を明瞭にしておくことで,私達は,

少なくとも,対話における問題の所在を知ること

ができるのです.

第二には,正統化 〔あるいは正当化〕の問題

(legitimation problem)と して分類される問題

があります。正統化の問題とは,現象学的心理学

で教育 0訓練を受けた人々を主流心理学にとって

受け入れ可能にするという問題です.私の25年の

経験に基づく印象を端的に表現すれば,「個人にお

ける開放性と機関・組織における閉鎖性」という

ことになります.つ まり,心理学者に会って個人

的に一対―で話をすると,「 うん,それは悪 くない

考えだ」と言つてくれるのですが,その人が関係

する大学などのポストの募集に,私達の学生が応

募しても就職はできない,と いうことです。私の

教えた最優秀の二人の学生が,最高の推薦書を

もって, 3年間にわたって米国全上の端から端ま

での百の大学に就職のための応募を繰 り返したの

ですが,結局,た った一つの職さえも得ることが

できませんでした.こ れは,一種の社会的実験で

もありました。その推薦書には,彼らは現象学的

心理学で教育・訓練を受けているが,主流心理学

も熟知しており,それとの対話も十分にできると

記されていたのでしたが,結果はそうだつたので

す.結局,その一人は,も ともと現象学的心理学

が盛んなウエズト。ジョージァ大学へ,他の一人

は私の個人的な友人のつながりを通じて,私の母

校フォーダム大学に就職することになったのです。

このように,正統化問題は深刻です.米国で現象

学的心理学者になることは,そ の職業経歴 (就職・

.昇進など)に とって,あ まりにも危険を伴う冒険

なのです.も ちろん,こ の正統化問題は,主流心

理学者が,一般に,現象学的心理学について疎 く,

現象学的心理学の業績を理解できず,それを彼ら

の自然科学的心理学の基準によって価値判断する

ときには,価値が無いと判断してしまう,と いう

問題と重なっています。

次の第二の問題は,私が′い理学的教育と基礎的

自覚の問題と呼ぶものです.心理学が哲学から独

立し離れ遠ざかったために,日本でもそうかどう

かは存じませんが,少なくとも米国では,心理学

者は,哲学的に見えることをいやがる傾向がある

のです.つ まり,米国の心理学者は,い まだに,

我々心理学者の1879年以前の哲学的な過去を否定

するのです.その議論は,「今日では我々は科学的

であり:心理学はもはや哲学ではない」というも

のです。このことは,主流心理学者たちに現象学

的心理学による発展を評価してもらうためには,

彼らに異なる哲学的脈絡に立って見てもらわなけ

ればならない,と いうことを意味します.しかし,

彼らには哲学的脈絡がそもそも無いのです.そ こ

で,私はまず同僚である彼らに,‐彼ら自身が無自

覚に採用している哲学的前提を自覚してもらうよ

う努めなくてはなりません。それから,それらの

前提だけが科学のための唯―の哲学ではなく,ほ
かにも哲学的基礎はあるということを告げるので

す.しかし,私がそう告げる頃にはもう,彼 らの

興味は失われてしまいます.科学の哲学的前提を

自覚してもらうこと自体が困難なのです.

米国人は,ご存じのように,た いへんプラグマ

ティック (実用主義的)です.私達米国人は,非

反省的で,「考える」ことよりも「する」ことを好

む傾向があります.し たがって,米国心理学の最

も深刻な問題は,「無思想性」(thoughtlessness)

だと言えるとさえ思うのです.現象学を理解する

ためには,反省して考えることが必要ですのに,

それを求めると,失敗するのです.例えば,学士

号取得後,Ph.D.の学位を得るまでの過程の心

理学の大学院教育について考えでみますと,米国

では,理論的コースを一つも履修しなくても済む

のです.臨床家でしたらテストやカウンセリング

の実践的なコースは履修 しても,恐 らく理論的

コースはとらないでしょう.研究者になる学生で

も,多分,心理学の諸体系にかんするコースのせ
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いぜい一つをとる位です。例えば,履修する25の

コースのうち,理論的な方向づけをもっているの

は 1つ位でしょう。こういう状況,つ まり,心理

学者たちがそもそも哲学を拒絶するという状況で

は,主流心理学の哲学と異なる哲学的立場が一体

どうやって心理学に影響を与えることができるで

しょうか。例えば,いかなる内省も内観も悪だと

されています.し かし,も ちろん,こ れは真実で

はありません。また理論化することはたいへん特

別な態度と能力,特別な才能を必要とします.そ
して,そ うした態度や能力も,教育や訓練は可能

です。しかし,米国心理学者たちは,特別の才能

も教育・ 訓練 もなしに,だれにだって理論化はで

きる,と 想定してしまっています.したがつて,

結果的には,少数のしかもひ弱な理論家しか得ら

れないことになってしまっているのです.現象学

が′い理学に影響を及ぼすためには,理論に対して

感受性をもつ心理学者たちを必要としているので

すが,そ うした人々はほとんど見当たらないので

す。

以上が,ほかのパラダイムは恐らく持っていな

い,現象学的心理学に独自の知識社会学的な要因

です。

現象学の内在的困難

現象学が,容易に学ぶことのできる哲学ではな

いことは,私 も認めます。フッサール,ハ イデッ

ガー,メ ルロ=ポ ンティ,サル トルなどを読もう

としたことのある方ならばお分かりと思いますが,

それらの思想に入り込むには,かなりの時間が必

要とされます。このことは,あ まり実用的では無

く成らなければいけないということを意味します.

時間と労力を傾けて,一見,学んでもそれに見合

う十分な代償を与えてくれるとは思われない,あ
る視点を学ばなければなりません.そのためには,

心理学にとって重要な事柄がそれらの哲学に含ま

れてぃるのだという,あ る種の信頼が必要とされ

ます.ですから,よ ほどそうした哲学に好意的な

教師がいない限り,学生はそれらを学ぶことを簡

単に諦めてしまうだろう,と考えられます.現象

学そのものの難しさが問題なのです.し かも,大
学で心理学を教えている教授たちさえも,私の発

表を聞いたあとで,挙手して「私も現象学者にな

りたいと思います.あなたのおつしゃることは大

変魅力的です。でも,フ ッサールを読まなければ

ならないのでしょうか」などと質問されることが

よくあるのです。教授でさえも,時間と労力を費

やしたがらず,現象学の理解を簡単に手に入れた

がるのです.し かし,創始者の著作と苦闘するこ

となしに,そのようなことがどうして可能か,私
には分かりません.フ ロイドを読まずに精神分析

者にはなれませんし,ピアジェを読 まずにビア

ジェ研究者にはなれません.米国の実用主義的精

神が,不幸なことに現象学の学問的挑戦に挑むこ

とを妨げているのです.最 も大きな問題の一つは,

人々は現象学の創始者たちの第一次的著作,原典

を読もうと望まないということなのです.今日の

米国で,現象学は95パーセント誤解されており,

正しく理解されているのは 5パーセントに過ぎな

い,と 私は思います.ど うやって,創始者たちの

著作を読むという挑戦を人々に受け入れさせるか,

これが問題なのです。

第二の,こ れに関係した問題は,現象学はもち

ろん哲学である,と いうことです.そ して,私達

は現象学的心理学を発展させてきているのです.

そこで,か りに,私達が哲学としての現象学を理

解したとしても,そ れだけでは,ま だ自分自身の

足で立っていることにはならない,と いう問題で

す.私達が試み始めなければならないことは,そ
の哲学を心理学に特徴的な理解に移し変えること

です.私達は,現象学の創始者の著作から,心理

学にとつての示唆を引き出さなければならないの

です。このことは,哲学を読み,その心理学への

示唆を洞察するという,特別の精神的資質を必要

とします.これがまた,も う一つの障害です。大

勢の人々がこのような労力をとる忍耐と欲求とを

持ち合わせません.し かし,それは,どうしても

必要なのです.こ れは,あ たかも,ウ ェーバー,

フェヒナー,ヴ ントらの第一世代の心理学者たち

が,心理学を創始するに当たって,心理学的方法
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を発明しなければならなかった状況になぞらえる

ことができます.最初は,心理学の方法は既成で

はなく,全 く新たに創造しなければならなかった

のです.現象学的心理学についても同様なのです.

しかし,多 くの人々はそのことをよくは理解しま

せん。

第二は,現象学的心理学の方法論的教育・訓練

の問題です.25年間の経験を経て,私は,現象学

的心理学の方法論的教育は,臨床的教育と並行し

て進めることが必要である,と いう結論に至りま

した.現象学的方法は「生きられた実践」であり

ます。したがってら現象学的方法を,技術 (tech‐

nique)に還元することは決してできないのです。

技術は人間の主体性を隔てるものです.しかし,

現象学にとっては,人間の意識が経験の意味を直

観することが絶対に必要です.こ のことができる

のは人間の意識だけです.人 (person)一 研究者

がそれであるわけですが二は常に現象学的研究の

実践にかかわることになります。なぜなら,人の

みが′い理学的意味へと導く直観をもつことができ

るのだからです.それゆえ,現象学的研究の成果

は,経験の意味です。ちょうど,フ ロイドが患者

に質問し経験の意味を見いだすのと同じようにで

す.かれは,質問をして夢についての記述を求め

ます,そ して,彼の呼ぶところの「顕在的内容」

だけでは不十分であることを発見し,さ らに詳細

な深い記述をもとめ,夢の心理学的意味を発見し

ます.彼 もまた意味に到達したのです。同様に,

現象学的研究も経験の具体的記述に依拠します。

その記述を脈絡の中に位置付けます.そ して,心
理学者は,その記述の心理学的意味に到達するの

です.「怒りとは何を意味するか」,「神経症とは何

を意味するか」,「幻覚の意味は何か」,こ れらが現

象学的心理学の方法が従う直観であり,心理学の

実践者が用いるものです.こ の種の教育・ 訓練に

は,ち ょうど臨床家の教育・ 訓練に経験を積んだ

・臨床家の監督・指導が必要であるのと同様に,経
験を積んだ研究者の監督・ 指導が必要なのです。

ここでぶつかる問題は,研究者を育てるために幾

つものコースを用意するほどまでに現象学的心理

学に好意的な人は居ないということです。

第四は,第二世代による研究の問題です.始め

て現象学的心理学を始めた時期は,伝統を開始す

る段階でした。これら第一世代の研究者たちは,

その研究において,それぞれに異なる現象へと向

かいました.「嫉妬の意味は何か」,「怒りの意味は

何か」,「学習の意味は」,「幻覚の意味は」などで

す.第二世代一つまり第一世代の弟子たち―は,

さらに新しい現象へと立ち向かいました.誰も第

一世代の肩の上に立って,それを洗練させたり,

追試して,よ り微妙な繊細な種類の分析をしよう

とはしなかったのですご確かではありませんがづ

第二世代の研究者には,ただ第一世代の研究者の

肩の上にのって研究することに対して抵抗があつ

たように思われます.皆が,それ以前には研究さ

れていない何か新しい現象を発見するという,第
一世代と同種の仕事を自分も継続することの方を

望んだようです。これも,現象学的心理学の一つ

の内在的な問題であると思います.

以上で私の側からの話を終わりたいと思います.

もし,皆様のご参考になれば幸いです.

質 疑 応 答

質問 1)APAの 会員は 8万 5千 ということでし

たが,APSの ほうはどの位でしょ
・
うか,

答え)APSは ,最近の集計では,約 7, 8千人

だったと思います。会員を増やす運動を展開し

ていますが,私が最後に聞いたのは約 7千でし

た.APAの 約10パーセントになります.

質問 2)現象学的心理学の方法と,その方法論的

教育・ 訓練の詳細を知 りたいのですが.

答え)現象学的心理学の方法は記述的です.それ

は,現在,その歴史の始まりにあるのです.ま

た,それは記述的科学の脈絡の中にある,と い

うことも,指摘しておきましょう。ところで,

主流心理学は説明的科学の脈絡の中にあります.

たしかに説明的科学も記述から始めて説明に至

る,と 言います.し かし,それに対して,記述

的科学は,それ自体で内在的に成立する科学で
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ある。というのが,記述的科学が歴史から継承

している英知です。記述的科学のパラ
・
ダイムに

ついてのわれわれの知識は,非常に進歩した物

理や化学をモデルとしている説明的科学のそれ

と比較しますと,限 られています.我々は,初

期の天文学や,植物学などに学んで,記述的科

学がどのように機能するのかを見なければなら

ないと考えます.現象学は,内観的記述的科学

です.し たがって,ま ず,記述的であることか

ら始めます.こ のことは,非説明的であること,

非構成的であること,を意味します.この記述

は,現象学的還元の態度のなかで行われます.

「現象学的還元」とは次の二つのことを意味し

ます.第一に,私が「…についての知識」を括

弧に入れることです。もし,私が「学習」を研

究しようとする場合には,私は,「被験者」(Sub‐

iect)に 具体的な学習の経験と被験者が学習し

た状況の記述を求めます.私が「学習」につい

てもっているあらゆる知識を脇に置いて,それ

らが,記述の分析に影響しないように努めます.

これは,被験者によって提供された記述に新鮮

に接近するためです.第二には,私はj「存在的

主張」(e対stential daim)を 留保することを意

味します.これは,「現象が在る」とは言わない

で,「現象がそう現れている (見 える)」 と言う,

ということを意味します。私はただ単に,現れ

る (見 える)と ころを記述するだけなのです.

私は,存在にではなく,現れにのみ自分自身を

限定するのです。フッサールが還元を考察した

理由は,事物にではなく,現象そのものに,現
象の経験に,私達が集中することを,彼が望ん

だからなのです。例えば,「 Xの経験」を考えて

みましょう。日常の態度である。自然的態度

(natural attitude)に おいては,私達は,単に

Xについて語り,私達がXを どのように経験し

ているかは無視しています.しかし,フ ッサー

ルは,心理学の主題としては,「 X自体」を扱う

べきではなくて,「 Xの経験」を扱うべきなの

だっとしたのです.し たがって,私が,「 X」 に

ではなくて,「 xの経験」に集中することを確実

にするために,私は,私がXについて知ってい

ることを「括弧に入れ」,「存在的主張」を留保

するのです。以上二つの「現象学的還元」の後,

第二に,私は「現象の本質」を探し求めます。

これは,あ る与えられた脈絡にとつて,最 も不

変な意味のことです.本質とは一種の意味です.

具体的な記述は,常に,極めて変動する(highly

variant)か らです.それは,数多くの意味を与

えます.本質は,一群のもろもろの具体的意味

から最も不変な意味を得る方法なのです.それ

をするために,フ ッサールは,「想像自由変更」

を提案します。これは,私が想像のなかで自由

に変化させることを意味します。これは,想像

で変化させるとき,私はもろもろの可能性を

扱っていることを意味します。この経験の可能

性を変化させて,その中で,変化に抵抗するも

のが本質なのです.例えば,こ こに「黒い椅子

があります。」では「椅子は黒くなくてはならな

いでしょうか」.想像してみましょう.赤い椅

子,緑の椅子,… どれも可能です。それゆえ,

私は,色彩は「椅子であること」にとつて本質

的ではない,と 結論します。脚はどうでしょう

か。脚がない丸太の椅子を考えることができま

す。ですから,脚は本質的ではないことが分か

ります。座席はどうでしょうか.「私には,座席

の無い椅子は想像することができません」.こ う

して,フ ッサールのしていることは,不変の意

味に到達するために,可能性の力を使うことな

のです。もし,私が,可能な例外を想像さえも

できなければ,そ のようにして見いだされた不

変の意味は,かなり安定している,と 言えるで

しょう.も ちろん,私は間違つていることがあ

りえます。その場合は,あなたが,反対例を挙

げて下さるでしょう。たとえば,座席のない椅

子の実例を挙げて下さい,そ うすれば,私が間

違つていたことが証明されるでしょう。これが,

哲学的な現象学的方法です。

心理学者としては,こ れだけで済ませている

訳には参 りません.それで,幾つかの変化を導

入しなければなりません.
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第一に,私は「他者からの記述」を獲得しま

す.第二に,私は「還元」を用います.ただ,

研究者は還元を用いますが,被験者は用いませ

ん。第二に,私は,「哲学的本質」,ではなくて

「心理学的本質」を追求します.こ れが,こ の

方法を,単に哲学的方法論ではなくて,心理学

的=現象学的方法論とするのです。

さて,次に,こ の方法の教育・訓練について

です.ま ず,すべての学生に現象を記述するこ

とを,訓練します。「あなたが学習した状況の記

述をしなさい」といつた指示をします.学生は,

被験者の役割をとる訳です.つ ぎに,学生に,

私の方法を教える前に,ま ず,それぞれが,自

分のやり方で記述を分析することを求めます.

「あなたは心理学研究者です.この記述のプロ

トコルをどう分析しますか」 とたずねるので

す.も ちろん,学生は暗中模索しますが,これ

は予想されているところです.私の用いる方法

を彼らに教えます.一つのプロトコルをクラス

全員に与えます.通例のセミナーですと,10人

くらいです。全員がプロトコルをもち帰り,私
の方法で分析して,ク ラスにもつて帰って来ま

す.全員がそれぞれ私の方法をどう実現したか

を報告します.100パ ーセントの一致は得られま

せんが,一致が 0パーセントであることもまた

ありません。したがって,主流心理学と同様に,

私達も,全員一致と全員不一致の間のどこかに

居ることになります.それから,不一致である

ことは何を意味するかを明らかにします。こう

した過程を繰り返し続けます.第一学期は同じ

プロトコルで,次の学期は,も っと長いプロト

コルを,さ らに次の学期は,更にもっとプロト

コルを試み,一種の安定した基礎に到達するの

です.学習は,実践的な訓練を通じてなされる

のです.ま ずやってみて,それからそれについ

て,討論するのです.こ こでは,理論と実践の

対話が存在します。ある水準の安定性が獲得さ

れるまでこれを行い,それが得られたら,学生

は,各自それぞれの博士論文研究の道を歩み始

めるのです。そして,それぞれ独立の研究者と

しての研究を開始するのです。初めに実践して,

次に,実践について反省する.反省にもとづき

実践する.これが,原則です。これは,相互主

観性を保証し,学界での批判的検討に委ねるこ

とのできる,新 しいパラダイムであり,良い現

象学であり,良い科学,自然科学ではなくて良

い人間科学であると,私はそう主張するわけで

す.                 
・

質問 3)お話しによれば,自然科学モデルに基づ

く主流心理学のAPS会 員が 7, 8千人で,臨
床家が大多数を占めつつあるAPAの 会員数は

全部で 8万 5千ということでした。そして,あ・

なたは,自然科学モデルに基づかないで人間科

学モデルに基づいているので,自分は少数派で

あるとおっしゃいました.ですが,臨床家が自

然科学モデルに基づいていないとすると,人間

科学モデルに基ブくあなたはむしろ多数派に属

することになるのではないのですか。
~

答え)その解釈は誤 りです。アカデミックス (自

然科学モデルに基づく研究者)力
'数

的に少数派

であることは事実です。が,彼 らは,すべての

心理学者を教育・訓練ヒ′て来ましたし,ま た現

在もしている立場にあり,そのために 〔政治的

には〕強力なのです.こ のことは,た とえ臨床

家であつても,心理学者である限りすべてアカ

デミックな教育・訓練を経なければならないと

いうことを意味します。また,臨床家たちが,

たとえアカデミックな研究者たちに多くの点で

反対であつても,い ざ自分のしたいことができ

る自由を得た段階で彼らがやることはと言えば,

それは自然科学モデルによる研究の変種に過ぎ

ないということになります.なぜなら,彼 らは

それによって教育・訓練を受けて来たし,それ

以外のことを何も知らないからなのです。その

意味で,臨床家の多くさえも力ヽ 私に反対する

のです.た とえ私の人間科学モデルによる研究

の話を聞いた場合でも,「 あなたのように外れた

ことは私にはできない。十分に「科学的」とは

思えないから.」 などと言い出すのです.あなた

がおっしゃるように,一見矛盾したように見え
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るかも知れませんが,こ うして,それは決して

矛盾ではありません。アカデミックス1ま 数的に

は少数派ですが,権力的には少数派ではないか

らなのです。

米国では,例えば,ひ とが自分を心理学者と

呼ぶ定義の一つは,実験計画法と統計学を知っ

ていることだとされていますeしかし,それは

心理学ではないでしょう.あ るいは,社会学的

要因や,ヽ 生物学的基礎を知らなければならない

とされます.心理学者であることの意味の定義

の多くが,ほかの学問から導き出されているの

です。

心理学の分野で,臨床的専門家養成を明示的

に目的とした学校 〔大学院〕が設立されたこと

があります.全米で約20校ほどでした。1970年

後半から1980年 にかけてのことです。しかし,

それらの学校の教育内容は,最初の意気込みに

もかかわらず,次第に,主流心理学の学校のと

少しも変わらなくなってしまったのです。と申

しますのは,最初は,そ れらの新しい養成学校

は,通常の大学の大学院の心理学の「哲学博士」

(DOctor of Philosophy)で はなくて,臨床の

専門家の学位として,「心理学博士」(Doctor of

Psych010gy)を 授与することにしました。しか

し,現実に起こつたことは,心理学博士の学位

だけでは,就職後,俸給と地位の点で,哲学博

士と対等には,昇進が望めないということでし

た.さ らに,前述のAPA認可基準によって,

認可を得ようとすると,結局,内容的には,通
常の大学院と似たことになってしまい,区別は

いわば崩壊してしまったのです.現在も,ま だ

そうした学校が存在しています。私は,そ うし

た養成学校でも客員講師として教えたことがあ

ります.米国の心理学では,差異化・分化が起

ころうとすると,そ の度に,その分化を引き戻

し,均質化しようとする圧力がかかることにな

るのです.

質問4)現象学的心理学に興味をもっているのです

が,具体的な研究のモデルをお話しいただきたい.

答え)私 が 編 集 した,A, Girogi(ed。 )

PJzθ
"ο

″θ
"ο

rar a″ごPsrみοJagica′ Rcseaκλ,

Duquesne University Press,Pittsburgh,Pa.

1985.の最初の二章をご覧いただければと思い

ます.第一章が A Sketch of a Psychological

Phenomenological Method。 であり,実例は第

二章で展開して提示されています。〔その場で

は,「記述の理解」,「心理学的な意味単位の発

見」,「意味単位の心理学的表現への変換」,「想

像自由変更による,変換された意味の統合」な

ど,具体的な方法の概略的説明が実例を交えて

なされたが,スペースの都合で,詳細は上記の

文献に譲り,こ こでは省略する.〕

質問5)従来の操作主義的な研究をどのように統

合して行くのか,そ ういう研究は見たことがな

いので,も しあれば,お教えいただきたい.

質問 6)私は,心理学において記述的な研究をこ

れまでして来たのであるが,それは,現象記述

的な研究と呼ばれ,現象学的研究とは言われな

い.現象記述的な研究と現象学的な記述的研究

との区別はどこにあるのか.

〔残念ながら,上の質問 5)と 6)へのジオル

ジ教授の答えは,時間がこれまでで二時間を超

えていたため,テ ープに録音されていない.不
正確な紹介をすることを避けて,こ こで終える

ことにしたい.〕

(1990。 4.15受理)


