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精神障害とは何か 
―当事者研究の可能性― 

石原孝二 

教養学部・学際科学科・科学技術論コース／ 

科学史科学哲学研究室 
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学術俯瞰講義2013年夏学期「社会と倫理」 
5月9日 

本スライドの一部は石原孝二「当事者研究とは何か：その理念と展開」 
石原孝二編『当事者研究の研究』、医学書院、2013年、12-72頁に基づきま
す。出典などの詳しい情報は、そちらをご参照ください。 



UTCP(The University of Tokyo Center for Philosophy) 

「コミュニケーションとリハビリテーションの現象学」研究
会+当事者研究の現象学（2010年度・2011年度） 

• 「コミュニケーションとリハビリテーションの現象
学研究会」（池田喬、河野哲也、熊谷晋一郎、
綾屋紗月、石原孝二ほか）2010年度・2011年
度、計11回 

• 東田直樹・綾屋紗月講演会「自閉症とアスペ
ルガー症候群：コミュニケーションのかたち」
2010年7月 

• 「当事者研究の現象学」（べてるの家×UTCP）
2011年、2012年 

• 台湾・高雄市自閉症協進会 星星王子打擊楽
団 演奏・講演会」（共演 小柳拓人・井出俊郎・
本間惟彦) 

   2012年2月 

• 石原孝二編『当事者研究の研究』 

   （医学書院、2013年） 
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＊ 
写真〈右〉：東京大学先端科学技術研究センター 

熊谷晋一郎先生 



①～③特任研究員、RAの発表（稲原美苗「障害とアブジェクシオン」、岩川ありさ「トラウマが

発する声：当事者研究と文学をつないで」、飯島和樹「言語の神経科学から障害の実験哲
学へ」） 

④「グレーゾーンの子供／大人たち：発達障害とひきこもり」（大塚 類、堀口佐知子） 

⑤「発達障害の診断・概念と社会的状況」（東島仁、浦野茂） 

⑥「アトピー性皮膚炎、イスラームにおける障害概念、手話言語学」（牛山 美穂、小村 優太、
森 壮也） 

⑦Phenomenology of Disability（Denisa Butnaru、Michael  

Gillan Peckitt） 

⑧「フェミニスト現象学と障害」（齋藤 瞳、筒井 晴香、宮原 優／オーガナイザー：稲原美苗） 

⑨Emotions and Social Perception: Lessons from Moebius Syndrome 

（Joel Krueger） 

共催講演会・ワークショップ 

・Ethical Issues in Psychiatry Workshop 

・ニコラス・ローズ教授 （King’s College London) 講演会 「スクリーニングと介入： 

バイオマー カーの時代における精神障害の統治」 
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「共生のための障害の哲学」研究会 
(2012年７月～） 



シンポジウム・討論会 

• 「共生のための障害の哲学」シンポジウム「専門知と当事者研究
をつないで 」綾屋紗月、熊谷晋一郎、稲原美苗 ／オーガナイ
ザー：岩川ありさ）（2012年7月28日） 

• UTCP/PhDC×浦河べてるの家討論会「当事者研究の現象学」3
（2012年11月29日、30日） 
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UTCP/PhDC第1回「障害の哲学」国際会議：障害学と当事者研究 
―当事者研究の国際化に向けて―（2013年3月30日、31日） 

トム・シェークスピア(Tom 
Shakespeare)＝ 

軟骨形成不全症の当事者、 

イギリス障害学の代表的な
研究者の1人。 
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Picture: courtesy of Dr Tom Shakespeare 
(Norwich Medical School, the University of East Anglia)   

＊ 



石原孝二編『当事者研究の
研究』医学書院、2013年2月 

【著者】 

石原孝二（東京大学・哲学） 

池田喬（明治大学・哲学） 

河野哲也（立教大学・哲学） 

向谷地生良（浦河べてるの家・／
インタビュー） 

綾屋紗月（東京大学） 

熊谷晋一郎（東京大学） 

Necco当事者研究会（発達障
害当事者による研究会） 

 

石原孝二編『当事者研究の研究』 
医学書院、2013年 

 
http://www.igaku-

shoin.co.jp/bookDetail.do?book=84734 

7 



「障害」とは何か 

 

 

WHO, International Classification of Functioning, Disability and 
Health (2001)の定義 
 
Disability = Impairments + Activity limitations or Participation 
Restcictions. 
「障害」＝（身体的）障害（インペアメント）+活動の制限もしくは
参加の制約 
 
Impairments are problems in body function or structure such as 
a significant deviation or loss. 
インペアメント＝身体の機能もしくは構造に関する問題であり、 
身体の機能や構造の重大な偏りもしくは喪失などである。 
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WHO, International Classification of Functioning, 
Disability and Health (2001)の定義（続き） 

Activity limitations are difficulties an individual may have in 
executing activities. 

活動の制限とは、個人が活動を行うときに生じる可能性がある
困難である。 
Participation restrictions are problems an individual may 
experience in involvement in life situations 

参加の制約とは、生活環境の中で個人が経験する可能性が
ある問題である。 
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イギリス障害学の社会モデル 

「イギリス障害学の社会モデルは、「障害」disabilityを社会

制度に起因する「障害物」としてとらえ、個人の属性として
の障害は、これをインペアメントimpairmentと呼んで区別し

ている。イギリス障害学の用語法によれば、個人を障害化
／無能力化disablementするものが社会のディスアビリティ
disabilityであり、障害者disabled peopleとは、社会のディス

アビリティによって「無能力化された人々」という意味として
用いられる。これを意訳するならば、「障害者」とは「社会的
障害物によって能力を発揮する機会を奪われた人々」とな
る。」 
 

（杉野昭博『障害学：理論形成と社会』 
東京大学出版会、2007年: 5-6） 
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それでは、精神障害mental disordersとは何か？ 

「DSM-IV においては、各精神障害は、臨床的意味のある行動または心理的症

候群または様式であって、それがある人に起こり、現存する心痛（例：苦痛を伴
う症状）または能力低下（すなわち、１つ以上の重要な領域での機能の障害）を
伴っているか、死、苦痛、能力低下、または自由の重大な喪失の危険が著しく
増大しているものとして概念化される。さらに、この症候群または様式は、単に
ある特別な出来事、例えば、愛する人の死に対して予測され、文化的に容認さ
れる反応であってはならない。もとの原因が何であろうと、現在では、その個人
に行動的、心理的または生物学的機能不全が現れていることが考慮されなけ
ればならない。本来、個人と社会の間に存在する偏った行動（例：政治的、宗教
的、または性的）あるいは葛藤も、その偏りや葛藤が上に述べたように個人の
機能不全の一症状でなければ精神障害ではない。」 
 
（『DSM-IV-TR精神疾患の診断・統計マニュアル新訂版』高橋三郎、大野裕、染
矢俊幸訳）、医学書院、2002年、30頁、訳語を一部変更） 
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言葉がややこしい・・・ 

disability 障害／ディスアビリティ 
disease 疾病 
disorder 障害・不調 
dysfunction 不全 
illness 病・疾患 
impairment 損傷／インペアメント 
sickness 病気 
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なぜ「精神障害」mental disordersなのか 

Diseaseとdisorder 
• 「疾病」diseaseが＜病理生理学的メカニズムがすでに知られ

ている進行性の身体的障害＞を意味することが多いのに対
して、「障害」disorderは疾病（および疾患）よりも広い言葉。 

• 障害概念はその基底となる病理生理学的メカニズムが知ら
れていないものも包括する。 

 
Spitzer, R. L., and Endicott. J. (1978): Medical and Mental Disorder: Proposed 
Definition and Criteria. In Robert L. Spitzer and D. F. Klein (eds.), Critical Issues 
in Psychiatric Diagnosis: 15-39. 
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精神障害のもう一つの定義の仕方： 
カントによる「狂気」の定義へと立ち還る 

「狂気に見られる唯一つの普遍的な兆候は、共通感覚の欠如とそれと入れ
代わりに現れる論理的強情であるが、例えば真っ昼間、その場にいる別人
には何も見えないのにある人には自分の机の上で光が輝いているのが見え
るとか、他人には聞こえない音が聞こえるとかである。これが狂気の兆候と
いえるのは、われわれの判断が正しいかどうか、それゆえにまたわれわれ
の悟性が健全かどうかを一般的に吟味する試金石は、われわれが自分の悟
性をまた他人の悟性と照らし合わせ、反対に自分の悟性に閉じこもって自分
の私的な表象にすぎないものを基にして公的であるかのような判断を下した
りしない、という点に存するからである。それゆえ、単に理論的な意見の表明
に当てたにすぎない著作を発行禁止とすることは･･････人間性を侮辱するも
のである。というのは、この措置は、われわれからわれわれの私的な思想を
正すための、唯一という訳ではないにしても最大にして最も有効な手段を奪
うからであるが、その手段というのは、自分の思想がまた他の人々の悟性と
合致するかどうかを知るために、自分の私的な思想を公的に表明することに
ほかならない。」 

（カント全集15巻『人間学』渋谷治美訳、岩波書店、158-9頁） 
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私たちの世界（フッサール） 

「<<私たち>>と<<私たちの世界>>は、私たちにとって存在確信のある、具

体的に完全な（心理物理的に理解された）世代的な連関を指示しているの
ではないことである。そのさい排除されているのは幼児であり、他方では
精神を病んだ人々、および一般に病気の人々も同様に、彼らが異常性の
うちに生きるかぎりで排除されている。少なくとも彼らは勘定に入れられて
はおらず、彼らの<<ともに生きるということ>>が、部分的に他の人々や完

全に標準的な人々とともに活動しているかぎりでのみ算入される。通常の
人間の人格として、大人だけが自分たちの人格による時間性の統一形式
をそなえつつ、コミュニケーション的生の統一連関においてある。このよう
な大人が世界にとっての主体なのであり、この世界が彼らの世界なので
ある。」 
(Hua. XV: 178; フッサール『間主観性の現象学その方法』浜渦辰二、山口
一郎監訳、ちくま学芸文庫、2012年、482頁、訳語を一部変更) 
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活動と言論（アレント）① 

「人びとは活動と言論において、自分がだれであるかを示し、そ
のユニークな人格的アイデンティティを積極的に明らかにし、こ
うして人間世界にその姿を現わす。しかしその人の肉体的アイ
デンティティの方は、別にその人の活動がなくても、肉体のユ
ニークな形と声の音の中に現われる。その人が「なに」（”what”)

であるかーその人が示したり隠したりできるその人の特質、天
分、能力、欠陥ーの暴露とは対照的に、その人が「何者」
（”who”）であるかということ暴露は、その人が語る言葉と行なう
行為の方にすべて暗示されている。」 

 

（アレント『人間の条件』[1958]志水速雄訳、ちくま学芸文庫、
291-292頁） 
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活動と言論（アレント）② 

「この言論と活動の暴露的特質は、人びとが他人の犠牲になったり、他人に
敵意をもったりする場合ではなく、他人とともにある場合、つまり純粋に人間
的共同性におかれている場合、前面に出てくる。人が行為と言葉において自
分自身を暴露するとき、その人はどんな正体を明らかにしているのか自分で
もわからないけれども、ともかく暴露の危険を自ら進んで犯していることはま
ちがいない。このようなことは、善行の人にはできないことである。なぜなら、
善行の人は自己自身を無にし、完全に匿名でいなければならないからである。
また、自分自身を他人から隠さなければならぬ犯罪者にもできないことである。
善行の人といい、犯罪者といい、いずれも孤独な人であり、一方は万人の身
代りとなっており、他方は万人に敵対している。したがって、彼らは人間的交り
の境界線の外部に留まって〔いる〕・・・。」 
 

（アレント『人間の条件』[1958]志水速雄訳、ちくま学芸文庫、292-293頁） 
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精神のバリアフリー？ 

• 身体障害のバリアフリー： 

    公共財へのアクセスの確保、 

    社会参加の保障 

 

 

 

• 精神障害のバリアフリー？？ 
＊ 写真：東京大学先端科学技術研究センター 

熊谷晋一郎先生 
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語ることを取り戻す 

「精神障害者」とは、言葉を、語ることを封じられた人々である。
この二五年間はまた、「語ることをとりもどす」歩みとしてあった
といっても過言ではない。（…）語るに値しないと思い封印してき

たみずからの歩みを、「私の生きてきた歴史」として語るとき、人
のつながりとして知ったとき、無意味であった日々が突然意味
をもちはじめる。 

 

（向谷地生良「あとがき」浦河べてるの家『べてるの家の「非」援
助論』医学書院、2002年、p.250） 
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浦河町 

浦河の町とべてる 

襟裳岬 
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べてるの家とは？ 

「べてるの家は、１９８４年に設立された北海道浦河町にある
精神障害等をかかえた当事者の地域活動拠点です。 

 浦河町は、北海道の東南、襟裳岬にほど近い人口１万３千
人の町です。スローガンは「丘と海とまきば」。サラブレットや
日高昆布が有名な町です。 
 べてるの家は、有限会社福祉 ショップべてる、社会福祉法
人浦河べてるの家、NPO法人セルフサポートセンター浦河な
どの活動があり、総体として「べてる」と呼ばれています。 

 そこで暮らす当事者達にとっては、生活共同体、働く場とし
ての共同体、ケアの共 同体という３つの性格を有しており、１
００名以上の当事者が地域で暮らしています。」 

べてるの家のウェブサイトより（2013年5月9日確認） 
http://bethel-net.jp/?page_id=9 
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べてるの家の歴史 
出来事 年月 

向谷地生良ソーシャルワーカーとして浦河に赴任 1978年4月 

浦河の精神障害回復者の会「どんぐりの会」活動開始 1978年 

浦河教会の古い会堂が「べてるの家」と名付けられる 1984年4月 

「福祉ショップ べてる」として、紙おむつの販売開始 1989年 

浦河で「偏見・差別大歓迎！」集会が開催される 1991年5月 

有限会社「福祉ショップべてる」設立 1993年6月 

幻覚&妄想大会始まる 1995年 

浦河でスキゾフレニクス・アノニマスが組織される 2000年8月 

当事者研究始まる 2001年2月 

『精神看護』（医学書院）に「当事者研究」の連載開始 2001年11月 

「社会福祉法人 浦河べてるの家」設立 2002年2月1日 

『べてるの家の「非」援助論』（医学書院） 2002年 

当事者研究全国交流集会が始まる 2004年 

『べてるの家の「当事者研究」』（医学書院） 2005年 
22 



名前を出せない精神障害当事者 
「向谷地が繰り返し紹介しているエピソードに次のようなものがある。精神
保健分野の研究発表の場で、調査に協力した当事者の実名が記された発
表資料が座長の権限により回収された、という出来事である。当事者は実
名を出すことを了解していただけでなく、会場にも来ていて、発表者を激励
してさえいた。しかし座長は、インタビュー内容が実名で公開されていること
を問題視し、答えに窮した発表者は当事者本人に助けを求めることにな
る。」 
 
（石原孝二「当事者研究とは何か：その理念と展開」石原孝二編『当事者研究の研
究』医学書院、2013年、19-20頁） 
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べてるの活動の特徴 

• 語りをとりもどす 

• 苦労をとりもどす 

• 商売をする 

• 弱さをさらけだす 

 
こうした活動は日本の精神医療・保健福祉においては非常にユニー
クな特徴であり、近年の日本の精神医療・保健福祉に多大なインパ
クトを与えてきた。 

海外では、バザーリアたちによるイタリアの精神医療の改革運動に
類似点を見出すことができる。 
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べてるの家の当事者研究の理念 
（べてるしあわせ研究所『レッツ！当事者研究２』2011年より） 

• 自分自身で、ともに 

• 弱さの情報公開 

• 経験は宝 

• 病気は「治す」よりも「生かす」 

• 「笑い」の力－ユーモアの大切さ 

• 前向きな無力さ 

• 「見つめる」から「眺める」へ 

• 主観・反転・”非”常識 

 

• 「人」と「こと（問題）」を分ける 

• 研究は頭でしない。身体でする 

• いつでも、どこでも、いつまでも 

• 自分の苦労をみんなの苦労に 

• 言葉を変える、振る舞いを変える 

• 自分を助ける、仲間を助ける 

• 初心対等 

 

Photo by UTCP 
Feb.2011 

＊ 
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当事者研究の定義 
• 1970年代末からの浦河での当事者の活動を背景に、浦河べてるの家で

2001年から始まった活動。 

• 当事者研究とは、障害や問題を抱える当事者自身が、自らの問題に向き
合い、仲間とともに、「研究」することを指す。 

• 当事者研究には定まったマニュアがあるわけではない。当事者が置かれ
た状況やコミュニティの状況によって、様々な形が考えられるが、その
もっとも重要な機能は、当事者が「研究」を通して「語り」を取り戻すことに
ある。 

• 当事者研究は、「治療」とは異なった文脈のうちにあるが、その成果は障
害を対象とする専門的な研究や治療にとっても有意義な知見と新たな課
題を提供する。 
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当事者研究の始まり① 
     当事者研究が生まれたきっかけは、統合失調症を抱え、親を困ら

せる「爆発」を繰り返すメンバーに対して、向谷地が「〝爆発〟の
研究をしないか」と誘いかけたことだった［浦河べてるの家2005:3］。
それは何か明確な見通しがあって出てきた言葉ではない。 

   入院中にもかかわらず、親に寿司の差し入れやゲームソフトの
購入を要求し、断られた腹いせに病院の公衆電話を破壊するとい
う「爆発」の後のどうしようもない行き詰まりの中で出てきた言葉
だった。しかし河崎君は、目を輝かせて「やりたいです！」と答えた
という。この当事者研究の魅力の一端は、「研究」という言葉その
ものにあるようだ。「自分を見つめるとか、反省する」のではなく、
まさに「研究」するというところに、「冒険心をくすぐる」何かがある。
［浦河べてるの家2005:3］。 

 

（石原「当事者研究とは何か：その理念と展開」、15-16頁） 
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当事者研究の始まり② 

  こうして始まった当事者研究は、やがて『精神看護』誌（医学書院）に連

載されることになるが、その内容の過激さは、雑誌編集部の内部でも波
紋を呼ぶことになる。河崎論文は、爆発とはどのようなものなのか、どの
ような手順で爆発に至るのか、なぜ爆発するのか、爆発の処方箋は何か
などについて述べていくものだが、その爆発の内容は、とても笑っては済
ませられないものだった。親を殴る、他の学生を殴る、食事中に茶碗を投
げる、親の大事なものを壊して親を困らせる、住宅ローンが払い終わった
ばかりの自宅に放火する。このような「爆発」事例が淡々と述べられ、爆
発のメカニズムと爆発への処方箋に関する研究の成果が綴られていくの
である。 

 （石原「当事者研究とは何か：その理念と展開」16頁） 
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当事者研究の始まり③ 

  この原稿を読んだある編集者は、「河崎さんはこれだけのことをやっても
反省していないのではないか」という疑念を口にする［向谷地2002:44］。
しかし向谷地はこの疑念に対して次のように答えている。 

  「いいえ、それは逆なのです。つまり、彼は自分を見つめ反省しすぎてし
まうことで、爆発してしまう。だからこそ、自分自身の爆発してしまうつらさ
をいったん自分の外に出し、研究対象として見つめる（「外在化」する）と
いうスタンスに、意味があったのです。」 

 
（石原「当事者研究とは何か：その理念と展開」、16頁） 
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研究という空間① 

• 研究の空間はそもそも、語り手の安全性を確保するという機
能を持っている。研究の内容と研究者の人格は切り離される
べきものであり、研究内容に対する批判は研究者の人格へ
の攻撃になってはならないものとされる。このことに加えて、
「研究」が持つ共同行為という側面は、語り手の安全性を確
保し、「つながりの回復」をもたらすものとものなっている。 

（石原「当事者研究とは何か：その理念と展開」、21頁） 
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研究という空間② 

  向谷地は先にも引用した『精神看護』誌の記事の中で次のように述べて
いる。 

  「彼に〈研究〉を勧めるときに言ったのは、「研究という形をとることで、生
きづらさをかかえて爆発している多くの仲間たちを代表して、そういう仲
間たちと連帯しながら、自分のテーマに迫っていけるのではないか」とい
うことです。〈研究〉として爆発のメカニズムを理論立てて考えることで、内
容が普遍化・社会化され、河崎寛さんがおこなった自分自身の研究であ
りながら、河崎寛さんを超えた研究となれるからです。」［向谷地2002:44］ 

  「研究」とはそもそも共同的な行為である。研究が共同で行われる場合だ
けではなく、単独で行われる場合でも、それは共同的な行為であるといえ
る。研究の内容が個人を越えた意味を持ち、他者に向けて発表されてこ
そ、研究の意義がある。 

（石原「当事者研究とは何か：その理念と展開」、21-22頁） 
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当事者研究の広がり 
 2011年の当事者研究全国交流集会第8
回大会では、全国から16組が参加し、発
表を行っている（『第8回当事者研究全国
交流集会抄録集』2011年8月26日による）。 

 この当事者研究の広がりには、べてるの
家のメンバーが積極的に各地に赴き、当
事者研究の実践講座を開催していること
が大きく寄与している。 

 また、池袋、横浜、町田、伊勢崎、流山な
どでは、クリニックなどを基盤に定期的に
当事者研究が行われている。さらに近年
では、韓国で『べてるの家の「非」援助論』
が翻訳されるなど、海外からも関心を集め
るようになりつつある（べてるしあわせ研究
所2011: 3）。 
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べてるの家の当事者研究の4つの源流 
１）「ピアサポート・グループ」：当事者による、匿名で安全な語りの場の確保。 

「言いっぱなし、聞きっぱなし」のルールが適用されるアノニマス・グループ。
浦河では、「スキゾフレニクス・アノニマス」が組織されている。 

２）「当事者運動」：「ニーズ」に関する当事者の権利運動 

受けるサービスを自分で選択する権利を取り戻すという当事者運動におけ
る「当事者」とは異なり、べてるの家における「当事者」とは、自らの苦労を取
戻し、人とのつながりを回復することによって自分を再発見していく人を指す。 

３）フランクルの実存分析：個人が置かれた状況に対する「責任」意識 

「責任の意識化」（フランクル）→「苦労を取り戻す」というべてるの家の最も
根本的な理念 

４） 「認知行動療法」と「SST」：「仮説」の設定と研究、具体的な対処方法の研
究 
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べてるの家の当事者研究の特徴① 
ピアサポートグループとの関係 

• ピアサポートグループの重要な機能の一つは、当事者たちが語ることが
できる場を確保すること。 

• 「言いっぱなし聞きっぱなし」：メンバーの語りに対して論評したり、批判し
たり、助言したりせず、語られたことを外部に持ち出したり、後で問題にす
ることを禁じる。批判や解釈を受け付けない、まさに純粋な「語りの場」を
確保するためのルール。 
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SAと当事者研究 
• 浦河では、当事者研究の活動と同時並行で、スキゾフレニクス・アノニマス

（統合失調症者の匿名の会）の活動が行われてきた。 

• スキゾフレニクス・アノニマス（ＳＡ）＝アルコホーリクス・アノニマス（ＡＡ）の手
法を取り入れた統合失調症患者のピアサポートグループ。 

• 日本では二〇〇〇年八月に浦河で行われたのが最初。浦河のＳＡの会合で
は匿名性と「言いっぱなし聞きっぱなし」の原則が適用されている。 

• ほぼ同時期に偶然の産物として始まったＳＡと当事者研究の活動は、浦河に
おける「自分を語る」活動の二つの柱となる。 

• 当事者研究が公開で行われ、その成果が発表されるのに対して、ＳＡの活動
の内容はその性質上、公開されることはない（ＳＡの存在自体は公開されて
いる）。そのため、「自分を語る」活動に関しては、当事者研究が目立つことに
なるが、その背景には、ＳＡの活動がある。 
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べてるの家の当事者研究の特徴 
②当事者運動との違い 

• 「ニーズを持ったとき、人はだれでも当事
者になる。ニーズを満たすのがサービス
なら、当事者とはサービスのエンドユー
ザーのことである」［中西・上野2003:2］ 

• これをもじって言えば、「弱さや苦悩を持っ
たとき、人は誰でも当事者になる」と言え
る。 

• 弱さや苦悩を持たない人はいないのだか
ら、誰もがすでに当事者。 

• そのような意味での当事者が、弱さや苦
悩について語る場を求め、問題を何らか
の形で継続的に仲間と共に考え続け、一
定の答えを得ようとするとき、そこにはす
でに当事者研究が成り立っている。 

• 当事者研究は、誰でも、どこでも始めるこ
とができる。研究の成果を発表する場さえ
仲間と共に作ることができればたとえ一人
であっても可能。 

中西正司・上野千鶴子 
『当事者主権』 

岩波新書、2003年 
 

http://www.iwanami.co.jp/.
BOOKS/43/7/4308600.html 
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べてるの家の当事者研究の特徴③認
知行動療法と当事者研究 

• 当事者研究の「エッセンス」： 

  ①＜問題＞と人との切り離し作業 

  ②自己病名をつけること 

  ③苦労のパターン・プロセス・構造の解明 

  ④自分の助け方や守り方の具体的な方法を考え、場面をつくって練習する 

  ⑤結果の検証（浦河べてるの家:2005: 4-5） 

• このうちの②以外のすべての要素が、認知行動療法およびSSTの技法や思想
のうちに見出すことができる。 

  「認知行動療法とSSTのべてるの家への導入は、援助者の役割の捉え方にも大
きな影響を与え、援助者の役割を、受容と共感を通じて患者の自己洞察をうな
がすことから、当事者の「生きづらさ」を解消することへと捉え直すきっかけと
なった。」（向谷地2009a:118） 

• しかしべてるの家の当事者研究は認知行動療法・SSTとは、次の2点において決
定的に異なる。 

  ①認知行動療法においては主導権がセラピストの側にある。 

  ②認知行動療法があくまでも「問題解決」を目指す技法である。 

（石原「当事者研究とは何か：その理念と展開」、28-31頁） 
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べてるの家の当事者研究の特徴④「半精
神医学」としての当事者研究 

• 自己病名は、必ずしも医学的な診断名を排除していない。 

  早坂潔「精神バラバラ状態」 

  秋山里子の「人間アレルギー症候群」 

  吉野雅子、清水里香の「統合失調症サトラレ型」 

  伊藤知之の「統合失調症全力疾走型」 

  浅古朗の「統合失調症生活音引っ越しタイプ」 

• 医学的診断名と自分の苦労のタイプを合わせた、いわばハイブリッド型の
自己病名は、べてるの家の「構え」のようなものを示している。精神科にお
ける診断には特有の難しさがあるが、だからこそ、診断は医師が責任を
もって下すべき専決事項となっている。自己病名は、そうした医師の権威
への挑戦であり、専門家から苦労を取り戻すための重要な作業なのだと
言える。 

• べてるの家では、統合失調症のサブタイプをもじって、統合失調症○○型
という自己病名が使われている。精神医学的診断名のこのようなパロ
ディー的な利用の仕方は「半精神医学」とでも言えるもの。 
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反精神医学 

• 「反精神医学」＝イギリスのデビッド・クーパーらによって展開され
た、患者の「解放」を目指した運動。 

• 患者とは、家族と社会の側の必要によって「患者にさせられた者」
であり、精神医学はそうした要請にこたえる一種の暴力装置。クー
パーらはこのような精神医学の「暴力」に対抗して、患者を「社会
的無効化」から救い出し、患者の「精神病的行為」を内面から了解
可能なものとして捉え直そうとする。 

• このような視点からすれば、「妄想」とは、自己の志向性（＝意図）
を否定され、単なる「現象」とされてしまった患者が、自己と他者と
の間で起こる事象を了解可能なものにする唯一の方法であり、あ
る種の「人間の現実」を構成するものなである。 

 

 
（石原「当事者研究とは何か：その理念と展開」、37-8頁） 
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現聴としての幻聴 
• 「幻覚症状だからといっても、当事者にはそれは極めて生々しい現実であ

る。だから、浦河では幻聴の「幻」を〝まぼろし〟ではなく現実の「現」を用
いて〝現聴〟という理解をする」［向谷地2008:49）。他方でまた、向谷地は、

それが「幻覚」であることを否定するわけではなく、また、当事者の捉え方を
無条件に承認するわけではない。 

• べてるの家における自己病名は、専門家の知を否定するのでもなく、また
そのまま受け入れるのでもない。自己病名は「病気」であることを認めつつ
も、診断名だけでは捉えきれない当事者個々人の多様な苦労を表現して
いる。 

• 専門的な知は、その性質上、体系的で網羅的なものである。専門知は事象
をあらゆる方面から分析し、事象がその網の目から逃れることがないよう
な体系的な知を作り上げる。当事者研究の自己病名は、そうした知と全面
的に対立する対抗知を作り出すのではなく、使えるところは取り入れながら、
専門知によってはカバーすることができない要素を付け加えながら自己病
名を作り上げていくことによって、診断名の意味をずらしていく。 
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当事者研究の新たな展開 
綾屋紗月・熊谷晋一郎(2008)『発達障害当事者研
究』、医学書院 

• これまで当事者の語りを解釈し、理論化するのはもっぱら
専門家の役割であった。これに対して『発達障害者当事者
研究』は、当事者の視点から、障害の理論的把握を試みよ
うとしたもの。 

• 自己を再発見していく当事者研究の営みが、健常者を含め
た他者との対話に開かれたものであることを示した。 

 

上岡陽江・大嶋栄子（2010）：『その後の不自由：
「嵐」のあとを生きる人たち』、医学書院 

• 匿名的な活動のなかに当事者研究を取り入れる方法を示
した。 
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綾屋紗月・熊谷晋一郎 

『発達障害当事者研究：ゆっく
りていねいにつながりたい』 

医学書院、2008年 
 

http://www.igaku-
shoin.co.jp/bookDetail.do?boo

k=62827 

 
上岡陽江・大嶋栄子 

『その後の不自由：「嵐」のあと
を生きる人たち』 

医学書院、2010年 
 

http://www.igaku-
shoin.co.jp/bookDetail.do?boo

k=81575 



当事者研究の意義と機能 
（当事者にとっての意義） 

（１）問題の棚上げ機能 

当事者研究は、「研究」という形をとることによって、自分の問題に向き合うと同時に、問
題を「棚上げ」することが可能になる。「仕事」には終わりがあるが「研究」には終わりがな
い。問題が残る限り、研究は続く。研究という態度は問題を切り離してそれに向き合うこと
を可能にする。解決が難しい問題を抱えている人にとって、当事者研究は特に有効であ
ろう。 
（２）語りの回復 

当事者研究は、「研究」という形をとることによって、自分を語ることのリスクを軽減し、治
療の空間の外で自分を語ることが難しかった当事者に、語りを取り戻させる。 
（３）自己の再定義 

当事者研究は、自己病名などによって自分が抱える問題を捉え直し、自分の歴史を取り
戻すことによって、自己を再定義するという機能を持つ。 
（４）コミュニティの形成 

研究は一般的に、各自の責任においてなされる営みであると同時に、研究コミュニティを
必要とする。研究者は、研究コミュニティでの発表や討論を通じて、自分の考えの位置づ
けを行っていく。研究のこうした側面は、当事者研究においては、「語り」の場を確保し、
仲間との「つながり」を強化するものとして機能する。 

 
（石原「当事者研究とは何か：その理念と展開」、64-66頁） 
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当事者研究の（科学）研究にとっての意義 
• 当事者研究という場の特異性 

 精神障害を対象とした従来の研究にとって、障害当事者はたいてい、社会
から切り離された、孤立した存在であった。当事者研究は、障害当事者が継
続的に、研究という共同作業を続けながら、社会に対して発信していくという、
これまでなかったタイプの当事者の活動を作り出す。このような活動におい
て当事者がどのように変わり、どのような能力を発揮するのかが、障害研究
にとって重要なテーマとなる。 

• 当事者研究の成果の利用 

 当事者研究は、当事者が被験者や自己の経験に関する単なる情報提供
者としての立場を超えて、自己の体験や問題について共同で研究していく
作業である。そのような共同作業から、障害者の体験に関する新たなとらえ
方が生まれてくる可能性がある。このような当事者研究の成果は、障害研
究に対し、新たな視点と課題を与えるものとなる。  
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当事者研究の課題 

• 「当事者研究」と「科学」との「関係」 

 プラシーボ効果、確証バイアスなどの問題をどう処理すべきか。当事者研
究においては対照群を設定することが原理的に困難。 

• 「研究」する権利と「専門知」 

 科学的研究は再現性を担保するために厳密な手続きを要求する。そのた
め、専門家以外が科学的研究を行うことは現実問題として難しい。しかし事
象や実践に対する特殊な態度としての「研究」は、だれでも行うことができる。
そのような意味での「研究」は権利として保障されるべき。 

• 当事者研究の様々な機能 

 当事者研究は、①社会的活動、②治療共同体の維持・実践、③研究共同
体の維持・実践などの機能を有している。今後より広く展開し、科学研究との
接続を考えていくためには、これらの機能の区分けが必要となる。 
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まとめ：当事者研究とは何か 
• 当事者研究とは、障害や問題を抱える当事者自身が、自らの問題に向き

合い、仲間と共に、「研究」することを指すものである。当事者研究は、自
らの病気や症状、問題について語りあう場を作り出すことによって、自分
の問題に言葉を与え、自己を再定義し、人とのつながりを回復するという
機能を持つものである。 

• このような機能は当事者研究が「治療」とは異なった文脈におかれている
ことによって可能となっているものであるが、その成果は障害を対象とす
る専門的な研究や治療にとっても有意義な知見と新たな課題を提供する
ものであろう。 

• 当事者研究は精神障害を持つ当事者たちの間で始まったものだが、特
定の障害に限られるものではないし、また、マニュアルのようなものがあ
るわけでもない。さらに言えば、当事者研究の実践は、障害を持つ人の
みに開かれているものでもない。誰かが「研究」的な態度で自らの苦悩や
問題に向き合うとき、そこではすでに当事者研究が始まっている。苦悩に
向き合う誰もが当事者なのであり、当事者研究の実践は、原理的には、
それを必要とする人すべてに対して開かれている。 

• 当事者研究の実践は様々な課題を抱えているし、その知のあり方に関し
ても、さらに研究されるべきことが多く残されている。当事者研究の研究
はまだ始まったばかりであり、当事者研究の捉え方も様々な可能性に対
してなお開かれている。 

（石原「当事者研究とは何か：その理念と展開」、67頁） 45 


