
序 文

異分野の専門家の話を聞くと，たまらなく魅了されることがある。異なる

物の見方や考え方のあることを知り，自分が抱えてきた疑問への理解が一気

に深まることがある。しかし，異分野の扉を開くことは決して容易ではない。

まず知らない世界に対する恐怖心や嫌悪感と戦わなければならない。その上

で，異分野の専門家を探しに出なければならない。しかし疑問に洞察を与え

てくれる異分野の専門家にであうことは意外に難しい。

精神現象は，分子，細胞，回路，脳，身体，そして心から社会へと広がる

世界である。それぞれの次元は異なる法則で動いている。しかもそれらは同

時に進行し，そしてそれぞれに異なる顔を見せる。だから異分野の邂逅にこ

そ精神医学の骨頂がある。うつ病もしかりである。どの次元でうつ病を語る

のかにより，うつ病の姿は異なって現れてくる。現象を語る言葉にも違いが

あり，時に翻訳の壁に直面することすらある。しかし，うつ病の全体を描き

出そうと思うならば，それぞれの次元での展開を見ておかねばならないはず

である。異なる専門領域を否定する者は，次のように考えてみたらいい。神

経生物学にはあるいは精神薬理学には何ができないか，精神病理学には何が

できないかと。

うつ病は，全くありふれた現象でありながら実に難解であるという意外性

を抱えている。それはうつ病が，人類に普遍で不変なマインドの領域から，

文化による修飾を強く受けるメンタリティにおよぶ領域で生まれる病だから

である。マインドからメンタリティへは連続的に移行していると思われ，し

たがってそれぞれのうつ病はスペクトラムのように分布して見える。言い換

えればうつ病論とは，ヒトの脳を探求することであり，現代の日本人の精神

構造を理解することであり，さらには日本の社会・文化にも言及することで

ある。

編者らはともに，『躁うつ病の精神病理』が，昭和 62 年を最後として刊行

を終えたことに限りない寂しさを感じていた。広瀬徹也氏と内海健氏は，そ
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の後継書ともいえる『うつ病論の現在』を平成 17 年に出版してくれた。筆者

はその精神病理の議論の場に参加する機会を与えられ，「うつ病の行動遺伝

学的構造」と題した生物学的な考察を報告した。以来，内海氏と筆者は続巻

の刊行を望んだが，それはなかなか実現しなかった。そうこうしているうち

に，うつ病の精神病理学や精神薬理学は急激な展開を見せた。それとともに

うつ病は，専門家間の議論を超え，世論を巻き込んで語られ出したのである。

そこでは表層的な理解や誤解，あるいは意図的な誘導が横行し，今やうつ病

論の混乱は猖獗を極めている。このような時であるからこそ，うつ病論の晦

渋な外観をはぎ取り，透徹した目をもって思考をめぐらさなければならない

と思い続けてきた。

やがてその機会は二日に亘るワークショップという形で訪れた。精神病理

学からは，東大分院学派の精髄を継ぐ内海健，臨床の精緻な観察から「現代

型うつ病」を発見した松浪克文，記述精神病理学に精通した古茶大樹が集まっ

た。さらに，精神分析治療の第一人者である牛島定信と医療人類学の気鋭の

学者北中淳子，そして精神薬理学，神経生物学からは，該博な知識を誇る黒

木俊秀，慶大精神薬理の治療思想を継承する渡邊衡一郎，そしてこのところ

文化と脳の関係に関心をもっている筆者が参集した。本書は 8分野の交流が

生み出した論文集である。むろん 8 名の者でうつ病研究の全分野を網羅でき

るはずはないし，この 8 名以外にも，我が国にはうつ病研究の泰斗は数多い。

いずれ彼らの手によって新たなうつ病論が展開されるであろうが，本書が多

少なりとも布石となってくれることを願う。

本書の構成を一望していただくために，まず内海氏による「あとがきにか

えて」に目を通していただくのがよいと思う。これまでのうつ病論集と異な

るのは，上述したように，主眼を異分野の邂逅に置き，そこから創造される

新たな理解の極みをめざしたことである。ワークショップでの議論は静謐に

行われながらも，批判的な対質が繰り返され，異分野の交流は遺憾なく深め

られた。出版まで 2年を要した編者の不行き届きは免れない。しかし本書に

掲載された最終稿は，最後まで手を入れた著者らによる，各分野の最新の論

考に満ちていると思う。

批判を承知の上で，書名を「うつ病」の構造ではなく「うつ」の構造とし
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た。それは本書が，内海の言葉（第 1章：「うつ」の構造変動）にあるように，

「うつ病の臨床像の変化には，従来の症候学の延長線上でカバーできる部分

に加えて，その射程の及ばないものが含まれているようである。……もしか

したら，うつ病という病が現れる舞台そのものが変化している可能性はない

のだろうか」という疑問を含んでいるからである。さらには，近代＝モダン

そしてポストモダンの展開の中で，「うつ病」か「うつ病でないか」という二

項対立的な理解を越え，うつ病者へ一直線のまなざしを向けるという，臨床

の原点を思い出してもらうことを意図したからである。

また書名に「構造」とあるのは要素還元主義への挑戦を現しているからで

ある。一つの要素（次元）は他のすべての要素（次元）との関係において相

互依存的に決定されるものである。くわえて，私たちの心と脳の特性に大い

に由来することだと思うが，私たちは誰でも対象のもつ構造に限りない関心

を抱く。構造を理解しようとする構造主義の試みは，間違いなく対象の深淵

へと接近する一つの方法である。そして明らかにされた構造は，さらに解体

され，再構築されてもいいと思う。いや，そうすることよってしか，うつ病

という問題に接近できる道は無いのかも知れない。

平成 23年 9 月 擱筆

神 庭 重 信
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あとがきにかえて

うつ病概念の混乱が指摘されてからすでに久しい。10 年，あるいはそれ以

上になるだろうか。そしてこの混乱は臨床の混迷と連動しており，事態は少

なからず深刻である。

すでに厭きるほど耳にしたフレーズだが，ことの起りはDSM-Ⅲ（1980 年）

に代表される操作的診断学にある。個人的な回顧になるが，当時はまだ精神

医学後進国であった米国の作った，あまりセンスのよくない診断学といった

程度の印象だった。それが次第に黒船の様相を呈し，いつのまにか世を覆う

モンスターへと成長を遂げたわけである。

しかしセンスの悪さが払拭されたわけではない。当初，策定に当たった中

大西洋学派を中心とするメンバーが目指したのは，精神科診断から精神分析

を一掃し，そこに彼らの信奉する欧州の精神病理学を導入することだった。

周知のことだが，DSMのⅡ版までは，Meyer の精神生物学と自我心理学派

の精神分析学が主導的な原理だった。中大西洋学派はそれを一挙に書き換え

ることには成功した。だが彼らが phenomenology と呼ぶドイツ的な記述精

神医学については，その理解はごく素朴な水準のものにとどまっており，そ

の後も発展した形跡はない。

もう一つの基軸をなすのが，論理実証主義である。DSM-Ⅲが強い科学志

向のもとに策定されたことをうかがわせる。論理実証主義とはウィーン学団

に由来し，第二次世界大戦を機にアメリカに活動拠点を移した科学哲学の思

潮である。その根本思想は，人文・社会科学を含め，すべての学を数学と物

理学に還元しようとするものである。

DSM-Ⅲの策定者たちはHempel に指導を仰いだが，その思想を十分に消

化することはできなかったようである。取り入れられたのは，観察言語に対

応する「無 -理論主義」であり，理論言語には展開されなかった。それがま

た，彼らにとっては phenomenology の方法であるエポケー（判断停止）を意
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味するものだったというのは，あまりにうがった見方だろうか。さらに付け

加えるなら，当時，科学哲学としての論理実証主義はすでに退潮傾向にあっ

た。Popper の反証主義やプラグマティズムによって乗り越えられていたと

いっても過言ではない。

こうしてみると，DSMは精神病理学と科学哲学を二つの柱にしつつ，そ

のいずれもが，専門的見地からみるなら初歩的な水準にとどまっている。そ

のようなものが，その後 30 年も生き延び，それどころか世界の精神医学の指

導原理となっているのは，不思議といえば不思議である。

しかし，うつ病概念の混乱を，DSMだけに帰せしめるのは，フェアとはい

えない。ほかにも様々な要因がある。

DSMの利点を挙げるなら，まずはその信頼性（reliability）にある。誰が診

ても同じ診断に行きつくという仕組みである。それゆえ，生物学や疫学的研

究においては，従来の診断に比べてはるかに利点のあるシステムといえるだ

ろう。そこに限定しておけば，何も問題はなかったのである。

診断の liability を重視する背景には，validity（妥当性）に対する断念があ

る。Validity とは，真理値に適合していること，あるいは真理値への近さで

ある。端的に言うと，神様が診た時の診断である。この「真理」をあきらめ

たことは，ある意味では画期的だったといえるだろう。しかし断念した割に

は，慎み深いたたずまいをしていない。

今年，大阪で開催された日本うつ病学会の特別講演で，GhaemiがDSMを

「ポストモダン的診断」と称していた。確かに中心が消失したことについて

は，そう呼ぶことも可能だろう。だが，それはポストモダンの半面でしかな

い。本来のポストモダンとは，多数のパースペクティヴが並立し，それぞれ

が「力への意志」のもとにある様態のことである。DSMはこの多数のパー

スペクティヴを許容しない点において，むしろ反動的なものである。Ghae-

miは，哲学に造詣が深いことを自任するのであれば，まだしも「否定神学的」

というべきだったのではないだろうか。

まだ精神科医がプロの職人魂を失っていないのなら，診断の validity は断

念すべきではない。神様はいないにせよ，名人・達人と呼ばれる人はいる。
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そうした人たちの見識を利用しないのはもったいない話である。そのほかに

も validity を与える重要なリソースが忘れられている。一つは「良識」とい

う，臨床を底から支えるものである。いま一つは患者である。もし臨床に真

理値があるとすれば，それはまず患者の側に求められなければならない。そ

して最後に治療が挙げられる。治療に役立たない見立ては，存在する意味が

ない。

DSMがかくも巨大化したのは，当初策定した人たちが予測したことでも

目論んだことでもなかった。グローバライゼーションの波と合致したこと，

米国一強時代の到来，および資本に都合がよいシステムであることなどが，

それにあずかったのだろう。

かくのごときグローバルなカテゴリーが個々の事例に対して適用される。

このことに現場の精神科医は違和感を覚えないだろうか。目の前の一例一例

が表現し，訴えかけることが，そっけない無味無臭の「うつ」として処理さ

れていくのである。臨床に用いるには遠くにありすぎるような気がしてなら

ない。

少し話が大きくなったようだが，（括弧つきの）普遍と個が無媒介に対峙す

る構図は，近代の幕開けに出現したものである。そして実のところ，それが

与える課題を，われわれはいまだに乗り越えていない。ここでいう課題とは，

個が自分の独自性を保ちつつ，しかも全体は個の総和ではないということで

ある。

DSMに導入されたドイツ精神医学は，それが十分咀嚼されていないこと

は脇に置くにしても，かなり偏りのあるものであった。たとえば Bildとい

う概念が抜け落ちている。「Bild＝病像」という患者を全体として捉える視

点が欠如しているのは，かなり致命的なことである。

また，DSMがもっぱら学んだ Kraepelin，Jaspers，Schneider というハイ

デルベルクの系譜は，確かに往時の精神医学のメインストリームではあるが，

いわばドイツの平原的思考を代表するものである。それは 19 世紀の有機化

学にみられるような，徹底的な枚挙と分類の思想であり，規律に忠実で武骨

なドイツ精神を代表している。他方，ドイツには平原に対して森の思考とで

あとがきにかえて
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もいうべきものがある。周縁には Freud，Jung，Bleuler がおり，あるいは

Kretchmer に代表されるチュービンゲン学派，さらに個人的な趣味になる

が，Janzarik やMüller-Suur がいる。

平原は確かに見通しが効く。合理的な思考が生かされる地勢である。しか

し時としてフラッハ（平板なもの）に逸する危険がある。それに対して森は

深さと陰影に富む。時として惑い，道を見失うかもしれない。しかしかつて

Rousseauが言ったように，森に入れば人は自由である。そしてドイツの人

たちは森を大切に思い，耕作地にできる地勢であっても，一定の森は残して

おくという。そして森には森を守るマイスターがいる。

すでに「あとがき」の領分を大きく逸脱してしまった。ここに述べたこと

は，あくまで私の個人的見解を披歴したものである。本書の各著者の見識で

はないことはお断りしておかなければならないだろう。ただ，もう一言個人

的見解を付け加えれば，本書は平原に点在する森のようなものであればと思

う。

弘文堂から『躁うつ病の精神病理』シリーズが発刊されてからすでに 35年

がたつ。当時はまだ精神病理学が隆盛の時代であり，そこには笠原嘉，藤縄

昭，宮本忠雄，木村敏，飯田眞，中井久夫，森山公夫，広瀬徹也，小此木啓

吾といったマイスターたちの論考が所狭しとひしめくように掲載されてい

た。今もこれらの著作は，私の書棚の中に，すぐ取り出せるようにと，目に

付くところに置かれている。

最終巻（第 5 巻）が出版されたのが 1987年であり，すでに四半世紀がたと

うとしている。この間，精神医学の状況は大きく様変わりした。操作的診断

の浸透に加えて，脳科学の進歩は著しいものがある。そして何より「うつ病」

の事例が爆発的に増大した。

かねてより精神病理学と生物学の対話は，折々試みられてきたが，あまり

生産的なものとは言えなかった。しかしようやく時期が到来したようであ

る。とくにうつ病は，立場の違いがそれほど深刻で不毛な対立を引き起こす

ものではなく，両者が対話をするには格好の舞台を提供している。その点で

は，統合失調症とは対照的である。
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本書に先駆けて，筆者は広瀬徹也先生との共同編集で『うつ病論の現在』

（星和書店，2005年）を上梓した。その際，精神病理学だけでなく，分子遺伝

学・薬理学・疫学・精神分析学の領野からも論者をつのった。その本は編者

や出版社の予測をはるかに超えた好評を得たようである。とりわけ神庭重信

氏の論考は，遺伝子と環境，そして脳の織りなすダイナミズムからうつ病の

精神病理を照射するものとして出色のものであったと思う。以来，折にふれ

て，幅広い見識をもつ氏から何かとご教示をいただいている。そうしたご縁

で，今回，本書を氏と共同で編集することができたのは，私にとって望外の

喜びである。

一つ懸念されたのは，多忙をきわめる生物学的研究に従事される方にとっ

て，日本語で，しかも peer reviewもない論文を書くことに，どれだけ真剣

に取り組んでいただけるかということであった。実際，日本語のジャーナル

には，やっつけ仕事で書いたのではないかと思わせる総説を，時折みかける

ことがある。しかしそれは私の杞憂に終わった。そのことは一読いただけれ

ばおわかりいただけるものと思う。その意味でも，黒木俊秀氏，渡邊衡一郎

氏には感謝の意を表したい。

蛇足ではあるが，この本を読まれるにあたって，大まかな見取り図を示し

ておく。全体は 8つの論考から構成され，前半の 3篇は心理社会的論考，後

半の 3篇は生物学的論考からなる。編者たちの論考は，筆者のものはやや大

風呂敷かもしれないが，うつ病論の射程の大きさを示すものとして，劈頭と

掉尾に配置されている。第 2 章の北中論文は医療人類学的立場からのもので

あり，社会現象としてのうつ病を知る上で格好のものである。中盤の 2 編（松

浪論文・古茶論文）は精神病理学プロパーのものである。それぞれうつ病が

界面を接するディスチミア親和型と退行期メランコリーをめぐって疾病分類

学的な考察が加えられている。うつ病概念を鍛え直すためにも時宜にかなっ

た論考だろう。

現況のうつ病研究の動向を知るためには，まずは第 6 章の黒木氏の論考を

読むことをお勧めする。氏は私にとっては世界に開かれた窓であり，日頃か

ら精神医学の動向を咀嚼して教示してくれる方である。まずは治療について

という読者は，第 3章の牛島論文および第 7 章の渡邊論文から読むことをお

あとがきにかえて
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勧めしたい。それぞれ精神療法と薬物療法の勘所が示されている。

この書は，2009 年に開催したワークショップをもとに編集されたものであ

る。編者の怠慢によって随分と刊行が遅れてしまったが，その間，弘文堂の

浦辻雄次郎，世古宏，天谷仁美の皆さんにはひとかたならぬお世話をいただ

いた。紙面を借りて御礼申し上げたい。

2011 年 9月 鎮魂の夏に

内 海 健
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