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「医学の対象は苦痛である」。ある時，土居健郎先生からそういわれて，私

は意表を突かれた。「まず苦しみを抱えた人がおり，その人が助けを求める

ところから医学は始まる。それゆえ科学よりも社会的な文脈の方が先にある

のだ」と，先生はさらに畳みかけられた。そうした素朴な真実を不意に投げ

かけられ，蒙をとかれたことは幾度となくある。

だがその時には，何かしら，にわかには首肯しがたいものが残った。私が

臨床でかかわる人たちの問題が，「苦痛」ということばでは括りだせるような

ものとは到底思われなかったからである。とりわけ，当時，私の診療の多く

を占めていた「分裂病」の人たちの困難には到底届きそうにもない。彼らの

ほとんどは，みずから進んで受診することなく，病気とされることを諾うこ

ともなかった。彼らに「病気」であると告げるのは，ほとんど「気が狂って

いる」と宣告するに等しかった。少なくとも彼らにはそう受け止められたは

ずである。

ところが，うつ病の場合は事情が異なっていた。私が医師になった当時，

すでに笠原 -木村分類（1975）がいきわたり，笠原の小精神療法（1978）が

定式化されていた。その中の第 1項は「病気であること」の確認から始まる。

つまり，「病気」ということばによって事態を括ることが，治療的に機能した

のである。そして休息と薬物療法，および医学的な構造の与える支持的なか

かわりの中で，多くの事例が回復した。当時，うつ病はまだ少数派であった

が，彼らの治療に携わることによって，自分が医師であることを再確認し，

ささやかな貢献をなしうることに勇気づけられた。

だが，こうした「うつ病」の臨床モデルはそう長くは続かなかった。診断

の平準化，社会状況の変化，長引く経済の停滞などを背景として，かつての

十倍もの事例が，「うつ病」というカテゴリーに流れ込むようになった。そし

て回復に難渋する人たちは，今なお後を絶たない。それゆえ問題は，「うつ」

における苦痛が，今どのようなものとなっているのかということである。

まえがき
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「うつ」の変遷

振り返ってみれば，精神医学でいう「うつ」という現象は，われわれが考

えているほど不易なものではない。たとえば，われわれが「うつ病」のプロ

トタイプと考えているものが成立したのは，今から 50 年ほど前のことであ

る。わが国では，平沢一の名著『軽症うつ病の臨床と予後』（1966）がその嚆

矢だろう。さらにさかのぼれば，「スプリーン」や「ヒポコンドリー」といっ

た先行概念が見出されるが，憂鬱な気分が疾患として取り出されたのは，19

世紀の前半，Esquirol JÉDの頃である。双極性障害は，「うつ病」よりもはる

かに疾病として輪郭がはっきりしているように思われるのだが，最初に報告

されたのが 1854年であり，19世紀末，Kraepelin Eによってようやく概念化

されるにいたった。こうしてみれば，「うつ」が変遷するのもあたりまえのこ

となのである。

精神疾患の概念は，異常な事象が覚知され，それを記述し，そして分類す

ることよって成立した。とりあえずはそう考えられるだろう。だが，その記

述はニュートラルなものではない。時代や文化の制約を強くこうむるもので

あり，いわゆる理論負荷的（Hanson NR）であることは免れない。そこには

説明が不可避的に含まれる。それゆえ，事象は説明によって構成されるのだ

が，他方，その説明もまた事象の一部である。そうした再帰的なダイナミズ

ムの中にわれわれは置かれている。

臨床の現場に置き換えてみるなら，われわれのかかわり方によって，病は

その姿を変える。さらにいうなら，「記述」もまた一つのかかわり方であり，

理解の仕方である。私はともすれば，記述するという行為の前で立ち止まっ

てしまう。いまだにカルテを書くのは苦手である。このまま一生苦手のまま

かもしれない。どう描こうと，現場のリアリティを取り逃がすに決まってい

る。なぜなら，筆をとる時には，その時まで相手にかかわっている自分とは

モードがまったく変わっているからである。そして記述しなければならない

というプレッシャーが，治療関係に少なからぬ影響を与えることを恐れる。
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「うつ」の舞台へ

このように，「うつ」ということを理解するためには，単にその図柄だけで

なく，それが浮かび上がってくる「舞台」が，今どのようになっているのか

を知っておかなければならない。たとえば，現在流布している DSMに代表

される操作的診断学は，単に診断だけでなく，臨床のいとなみ全般に影響を

及ぼす。

いくらか誇張的に，使用される場面を想定してみよう。多くの人は，診断

基準に記載されたクライテリアを一通りチェックしてすませるだろう。そこ

で行われるのは，問診と，それに対するイエス・ノーの回答の反復である。

いってみればアンケートである。関係はミニマムになり，医師は患者を局外

から眺めている。それどころか，時間の大半はディスプレイに向かっている。

机の下で，該当する項目を指折り数えているかもしれない。そして患者は医

師の横顔だけを見ている。

ただしこれもまた関係性なのである。そして，いったん診断が確定すると，

診察の流れに大きな切れ目が入る。そうなると，次は薬の処方をどうするか

くらいしか知恵がまわらなくなる。

一番懸念されるのは，患者から触発され，学ぶという，臨床家にとっては

生命線ともいうべき回路がみえないことである。そうなると，診断基準も回

路の外に置かれる。批判や吟味の対象から外れてしまう。別に誰が求めたわ

けでないにもかかわらず，DSMは無謬のものとして降臨し，鎮座すること

になる。これが現在，「うつ」の事例が再生産されている構図である。

ただ，こう批判して慨嘆するばかりでは，状況が好転するべくもない。そ

れに，言われなくとも，多くの臨床家にはわかっていることであり，言われ

たくもないことだろう。わかってはいても，個々の力ではいかんともしがた

いものに取り巻かれ，大きな流れに押し流されている。本書は，こうした「う

つ」をめぐる状況に応答すべく，領域横断的な対話の試みとして企画された

ものである。

ことの発端は，今から 15 年前，神庭重信氏との出会いにさかのぼる。同じ

世代の旗手として，当時すでに日本の精神医学界をリードしていた彼の存在

まえがき
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は，私には眩しいものであり，また大いなる刺激でもあった。その折，氏は

すでに退潮傾向にあった精神病理学を見限ることなく，「どうだ，おもしろい

だろう」というものを堂々と呈示するのがその使命ではないかとエールを

送ってくれた。それは単なる社交辞令ではなく，2011 年には，われわれの共

同編集で『「うつ」の構造』（弘文堂）を出版するにいたった。今回の『「うつ」

の舞台』はその第 2 弾である。

本書を読むに際して

本書は 4 部構成，8編の論文からなる。2 日間にわたって行われたワーク

ショップでの発表と討論に基づいたものであるが，それぞれ完結した論考で

ある。どのように渉猟されるかは読者に委ねられているが，もし迷われたら，

まずは掉尾の第Ⅳ部「文化と精神」から読むことをお勧めする。それによっ

て，進化や人類史から「うつ」を巨視的に眺望する視点が確保され，われわ

れを迷妄の森から連れ出してくれることだろう。また豊嶋氏の論考で提示さ

れた診断学は，包括的でかつ良識的な「うつ」の見取り図を与えてくれるも

のでもある。第 3 章の藤山氏の論考の冒頭には，この 40 年あまりの「うつ」

の臨床現場の変遷がわかりやすく描かれており，それと合わせると，コンパ

クトで良質な気分障害のテクストにもなる。とくに若い臨床家には是非読ん

でもらいたい。

第Ⅲ部の「生物学の最先端」は，「うつ」の舞台の中核となるべき主題であ

る。さきに，現象は説明の仕方によって姿を変え，説明は現象の中に含みこ

まれるという再帰的構造を示した。多くの人はここまでは合意されるだろ

う。意見が分かれるのはその先である。自然科学に立脚すれば，確かに現象

は姿を変えるが，その基底にある物質的な実体があり，それは不変である。

その実体が見出されれば，説明の多様性は一点に収束する。そのことは私自

身も肯定するに吝かではない。それどころか，研究者たる者は，そうした強

い信念をもって邁進しなければ，道は拓けまい。

加藤氏はまさにこうしたスピリッツの持ち主であり，氏のハードなリアリ

ズムとでもいうべきものが語り出す研究の最前線は，聞く者につねに感銘を

与える。そしてこの難関が突破されることを，われわれ臨床家は待ち望んで
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いる。かりに難渋したとしても，その中に病の真理が姿を垣間見せるにちが

いない。

森信氏の DNA メチル化に関する研究は，遺伝子研究の最先端である。

2003年にヒトゲノム計画が終了したにもかかわらず，それまで意気軒高だっ

た遺伝子研究から音沙汰がなかった。「ゲノム変異→病気」という単線的な

病因論は，多数の，そして疾病横断的に見出されたリスク遺伝子の中に姿を

くらました。考えてみればあたりまえのことであり，多くの生物学的事象は，

単純な因果連鎖に還元されない。遺伝子もまた，不動の起始点にあるもので

はなく，システム全体の中に再帰的に組み込まれている。それによって，単

なる塩基配列が，データにもなれば，プログラムにもなる。森信氏の論考は，

精神医学のゲノム研究が確実に次のステージに入ったことを確信させる。

第Ⅱ部「心理的アプローチ」は，精神分析と対人関係療法（IPT）という，

ある意味で対照的な精神療法を主題とした 2 編からなる。精神分析において

は，ある特殊な設定のもとでの分析家とのかかわりを通して，パーソナリティ

の再組織化がはかられ，より豊かな情緒体験が可能となることが目指される。

症状の改善はその結果の一部であり，さらにいうなら，副産物にすぎない。

それに対して，IPTの場合は，現在の患者の重要な他者との関係に焦点を当

て，その理解と対処を通して症状からの解放を目指す。明快な目標志向性を

もち，健全なプラグマティズムの精神に満ち溢れている。

両者が対照的であるのは，二人の筆運びにも現れている。藤山氏の場合は，

さながら乾いた土に潤いが浸透するかのような味わいがあり，水島氏の場合

には，スピーディな涼風が駆け抜けるかのごとく軽やかである。前者がスコ

レーの余韻を残すひそやかな場所での営みであるのに対し，後者はエヴィデ

ンスに裏付けられたプラクティスの明るさがある。

だが，両者に共通するのは「関係性」という視点であり，そこにこそ「う

つ」が抱える困難があるという見立てである。IPTはそれを前面に掲げ，ダ

イレクトに介入する技法であり，精神分析では，そもそも Freud Sがメラン

コリーの中にナルシシズムを認めていた。転移という関係性が成り立たない

のである。それゆえ「うつ」とは，ある特有の仕方で，関係性の回路から脱

落した様態であるということも可能である。

まえがき

vii



一時代前まで，「うつ」は情動障害 affective disorderと呼ばれていた。そ

もそも「情動」とは伝播する性質をもち，相手をその身体ないし内臓レベル

において，ゆすぶるものである。それが人と人の関係性の基盤をなす。「う

つ」の多くの症状は，こうした情動的なものが対人的な回路から滑り落ち，

個体の中に鬱滞したものであるように，私には思われる。たとえばなんとも

さっぱりしない不快な気分や心底けだるい身体，疼くような心気的症状，あ

るいは制止や焦燥などの中に，私は生気的なもののわだかまりを感じる。

順序が逆になったが，第Ⅰ部「社会の中のうつ」は，現在の「うつ」の背

景にある関係性を論じたものである。とりわけ斎藤氏の論考は，若者心性が

「生存の不安」から「承認の不安」へと変遷したことを指摘しつつ，あらたな

臨床像と治療論を提案したものとして，舞台の劈頭を飾るにふさわしい。「う

つ」が関係性からの脱落であるならば，治療の基点となるのもまた関係性で

あり，人とのかかわりに他ならない。

この緒言を書きながら，私は 1994年に発見されたショーヴェの洞窟壁画

のことを思い起こしていた。この壁画は 1万 5千年にわたって描きつがれた

が，作画にかかわったのは，わずか 30 人ほどであるらしい。まったく光の入

らない，生活した跡もない空間の中で，誰に教えられるともなく，習作のプ

ロセスもなく，それは描き継がれた。そう考えると，現生人類にはできそう

にもない業である。実際，ネアンデルタール人の手になるのではないかとい

う説がある。

ネアンデルタール人は，現生人類よりもすぐれた身体能力をもっていたの

だが，社会性が発達しなかったがゆえに絶滅したともいわれる。してみると，

「うつ」が社会生活を営む現生人類にとって，援助希求のシグナルとして「生

存価」をもつという神庭氏の見解にもうなずけよう。傷つき，打ちひしがれ

た個体に対して，いたわりが応答として差し伸べられたのである。だが，軽

微なうつでも不適応となる現況は，この社会性自体が今まさに危機に瀕して

いる兆候なのではないだろうか。そう私は懸念する。

本書はいわばいくつもの異なる言語によって成り立っている。ただ，その

言語ゲームは優劣を競うわけでもなければ，拙速な統合を目指すものでもな
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い。異質なままに対話がつむがれ，「うつ」という現象がより立体的になれば

よいと思う。もし読者の中で統合されるなら，それが治療という言語による

ものであることを切に願う。

2018 年 6月 梅雨前の緑濃き光の中で

内海 健

まえがき
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はじめに―『うつヌケ』を巡って

うつ病を巡る言説の最近の昏迷ぶりは，「新型うつ」を巡る話題が一段落し，

うつ病学会がうつ病ガイドラインを発表したこともあって，曖昧な終息に

至ったかに見える。しかし，軽症うつ病を巡っての議論が完全に決着したわ

けではない。

ここに一つの象徴的な本がある。漫画家の田中圭一氏による『うつヌ

ケ―うつトンネルを抜けた人たち』26)である。本書は 2018 年現在 30 万部

を越えるベストセラーになっているが，内容は主として著名人の「うつ」体

験をインタビューに基づき漫画仕立てにしたものだ。実は本書には，治療や

服薬によって解決したというエピソードがほとんど載っていない。むしろ

「うつ」を抜け出すための個人的な工夫や手法が多数掲載されている。

たとえば田中自身の解決策は，自身のコンディションを詳細に記録し，自

分の「うつ」が気温の変動と関係があることを見出して，うつ対策に役立て

2
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現代の「若者心性」から見た

「うつ」の構造
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るというものだ。本書で田中は複数の証言から，「うつ」と自己愛の関係を看
破しているが，この点については後述する。最初に本書に触れたのは，ここ
に紹介されている多くのエピソードに，現代社会における「うつ」認識がリ
アルに反映されていると考えられるからだ。
本書で紹介されている「うつエピソード」を読む限り，その多くは十分に

大うつ病のエピソードに該当すると考えられるが，いわゆる「あるある」ネ
タのレベルで具体例が挙げられており，当事者の共感を誘いやすい。たとえ
ば「周囲の風景が灰色に見える」「（うつ期には）派手な色のものを身につけ
がち」「文字が頭に入らなくなる」などである。うつ状態の絶望感は「うつト
ンネル」にたとえられ，うつの苦しさは「この苦しみには終わりがない」と
いう確信とセットになっているとされる。こうした指摘は，専門家ではなく
当事者の立場からなされており，多くのうつ患者の共感をそそらずにはおか
ないだろう。
連日のようにブラック企業での過酷な労働環境の現実が報道され，働くも

のはその過重な負荷によって，働かざるものは社会からの排除（の予測）に
よって，いずれも「うつ」の予備群となっている。いまや「うつ」は，真の
意味で誰しもが罹患しうる病，というよりは，誰もがおちいる可能性を秘め
た「状態」として認識されつつある。この認識に限っていえば，皮肉なこと
に精神障害にとっては最も理想的な認識である。こうした状況について，北
中淳子は次のように述べている 。「うつ病論が，日本において精神障害のイ
メージそのものを変える契機をもたらしたことであろう。遺伝の病，不治の
病，脳病として，重苦しい負のイメージで語られてきた精神病が，うつ病を
通じて，過労の病，誰でも陥るこころの風邪，脳内の化学物質の（一時的な）
不均衡として語られるようになったことの意味は大きい」。つまり，うつ病
人口の増加や認知度の高まりが，期せずしてうつ病への偏見を和らげ，これ
とともに精神障害一般に対する偏見も改善しつつあるというのだ。それは楽
観的に過ぎるという異論もあろうが，筆者はこの指摘には一定の根拠がある
と考える。
それゆえこの状況には歓迎すべき点もないではないが，もちろんそれは偶

然の産物でしかない。少なくとも精神医療によるアンチスティグマ活動の成
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果などではなく，単に治しきれないうつ病が急増してしまった結果であると
するなら，せいぜい「怪我の功名」程度であって，誇るべき要素はあまりな
い。本論ではこうした「すべてが『うつ』になる」とでもいうべき状況をま
ず概観し，この状況を成立させている複数の要因についての検討と考察を試
みたい。

うつ病増加の背景

他の論考でも触れられるであろうから，ここではごく簡単に事実関係のみ
確認するにとどめておく。
厚生労働省の「患者調査 .

の総 年には . 年には
間 倍以上もの増加を示して

いる 。
これと並行して起こったことは，うつ病の軽症化である。マスコミによっ

て喧伝された，いわゆる「新型うつ病」の増加が，うつ病患者数の急増の大
部分を説明するであろう。近年，この名称を巡る議論が精神医療業界内で起
きたことは記憶に新しいが，あまり意味のある論議ではなかったので詳細は
割愛する。
こうしたうつ病の急増の背景には，複数の要因が指摘されている。
まず考慮すべきは，メディアの影響である。哲学者のイアン・ハッキング

は，ある疾患の報道が再帰的に当該疾患の患者を増加させるという「ルーピ
ング効果」について指摘している 。それを悪用した製薬会社の情報操作，
ディジース・モンガリング（疾病喧伝 disease-mongering）については早く

年に開始された「うつは心のカゼ」といったキャン
ペーンも，その一部と見なすことが可能だ。さらにその背
に日本でも急速に広がった「社会の心理学化」（心理学ないし精神医学が人間
知の中心となること）の風潮も存在するのだが，ここでは深くは立ち入らな
い 。
ここで述べたルーピング効果について追加するなら，現代のうつ病論は専

門的なものから非専門家による体験談に至るまで，ほぼ決まって「病因論」
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とセットで提示されている点にも注目したい。その背景には，現代のうつ病

理解が，身体疾患や生活習慣病に近い位置づけのもとでなされていることが

考えられる。さきほど紹介した『うつヌケ』の体験談も，ほぼ全員が多様な

「原因」を語っている。重要なことはその「原因」なるものが，すべて「発生

的了解」が可能なものとみなされていることだ。さらに言えば，いまやスト

レス→うつという因果関係は自明の前提になりつつあるように思われる。乱

暴にまとめるなら，そこには主として量的なストレス（仕事の過負荷），もし

くは質的なストレス（自己承認の阻害）のいずれか，もしくはその組み合わ

せしかない。

筆者は，うつ病の疾病喧伝におけるルーピング効果は，その病因論にまで

及びつつあると考えている。90 年代までは内因性概念のもとで実質的にブ

ラックボックス化されてきたうつ病が，いまやストレスの最大の宛先になり

つつある。つまり「うつ」の受容は，「ストレスが限度を超えるとうつになる」

というわかりやすい因果関係とセットで，かつてないほど広がったと考えら

れる。

とりわけ決定的だったのは，1991 年の「電通事件」である9)。電通に勤務

する 24 歳の男性社員が，長時間労働を続けた末に自殺に至った事件で，その

背景には企業によるずさんな労働管理（過重労働，人員補充なし），抑圧的な

職場の雰囲気（上司から日常的なパワハラ）などがあったとされた。亡くなっ

た男性の父親が損害賠償請求訴訟を起こし，最高裁で原告側が勝訴，会社側

が約 1億 6,800 万円を原告に支払った。この判決は，企業の安全配慮義務に

仕事量のしかるべき調整義務が含まれるということを明確に示す画期的なも

のとなった。

本裁判以降，過労によるストレスはうつ病の原因となり，うつ病は自殺の

原因となる，という心因論的な因果関係が�常識�となった。この事件以降

は「仕事のストレスでうつ病になる」という発想は急速に浸透していく。

なお，この裁判後も電通の長時間残業を当然と見なすような過酷な労働環

境は改善されず，その結果複数の社員が過労死に追いやられ，労働基準法違

反容疑で幹部らが書類送検されている。

筆者は，同じ状況が他の疾患にも一定の影響を及ぼしたと考えている。た
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とえば統合失調症である。その有病率が奇妙な減少傾向を示していること
は，すでにデモグラフィックな指摘がなされている 。この現象については，
いまだに整合性のある説明はなされていないが，ある精神科医が談話として
語った「気分障害へシフトしたのではないか」という仮説が，暴論のようで
実は最も真相に近いのではないか，と筆者は密かに考えている。
病前性格から病理構造まで対極とも言える統合失調症とうつ病が，果たし

てそうやすやすと移行するものだろうか。とりわけ「内因性」概念を重視し
てきた精神科医にとっては，こうした仮説は到底受け容れがたいはずだ。し
かし筆者は，後述するような理由で，もはや内因性概念の有効性は失われた
と考えている。とりわけ内因性概念が，Kretschmer E の気質概念と同様に，
身体性までもがその射程に収められるものであるとするならば，身体性が限
りなく希薄化しつつある現代においては，観念的な因果論の元であっさり「う
つ」に陥ってしまう人々が急増しても不思議はない。ここでは「うつ」の症
状としての非特異性という特質が最大限に活かされている。

SSRI の逆説

うつ病人口については，奇妙な逆説がもう一つある。SSRI（Selective Se-
rotonin Reuptake Inhibitors）が導入された先進諸国において，軒並みうつ病
人口が増加したという事実だ。SSRI を「うつ病を治す薬」と考えるなら，そ
の導入によってうつ病人口はむしろ減少するはずである。筆者の推定では，
SSRI の薬効が不十分であることが，この増加の最大の要因である。どうい
うことだろうか。
SSRI による精神症状の反応率は ～ ％であり，寛解率 ～ ％とい

う報告もある 。この事実から推定するなら，SSRI の導入は，改善はしたも
のの病み終われない患者を増加させたことになる。
事実，精神科クリニックの外来患者の多くを占めるのは，精神症状はほぼ

寛解しているものの，服薬を中断できずに通院を続けている患者群である。
さらに精神科医のほとんどは，うつ病の治療手段として薬物しか持ち合わせ
がない。たとえば認知行動療法という手法は知っていても，自らそれを施行
する医師はほとんどいない。井原裕 のように，薬物療法よりも生活習慣の
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見直しを推奨する医師もいるが，まだ圧倒的に少数派である。環境調整など
のケースワークも積極的に取り組む医師は多いとは言えない。うつ病治療が
抗うつ薬頼みであり続ける限り，うつ病人口の増加は今後も続くであろう。

「病気」か「怠け」か

いわゆる「新型うつ」をめぐって最も論議が集中したのは，その病態とい
うよりも，いわゆる「病前性格」的な部分であったと考えられる。かつての
「メランコリー親和型」や「執着気質」の対極のような傾向，すなわち自己中
心性や，規範や秩序をストレスと感ずる傾向，あるいは他責的傾向などが指

すな見と象対療治「，れさ摘 べきか否か」という点までが議論されたのである。
要するに彼らは「うつ」を詐称するただの「怠け者」とみなされたのだ。
詐病とする議論は，医療者に根強く遺残するパターナリズムのバックラッ

シュに過ぎないため検討する価値はあまりない。自称だろうと他称だろうと
「うつ」の主訴は援助希求の表出ではあるわけで，患者の要求通り診断書を発
行するか薬物を処方するかどうかはともかく，彼らが伸ばしてきた手を医師
が率先して振り払うという事態は医療倫理という点からみても問題なしとし
ない。
「新型うつ」はマスコミ用語であるため，以下は「軽症うつ」で統一する。
若い軽症うつ患者の急増に年長世代の精神科医がとまどったのは，彼らが「古
き良き執着気質者」ではなかったため，ばかりではない。彼らがストレスに
対してあまりに脆弱であり，軽症であるにもかかわらず，薬や休養では容易
に改善しない患者のように思われたからだ。こうした印象のすべてが誤解で
あると強弁するつもりはない。しかしこれらの「批判」の中に「今どきの若
い者は…」にも通ずる慨嘆の残響を聞き取ることは，さほど困難ではない。
筆者の個人的印象だが，若い軽症うつ患者は，精神療法志向の若手医師が

担当すると比較的良く治る。これが一般的傾向であるとすれば，そこには専
門知識や治療技術以外の要因が働いていると考えられる。すなわち，若手医
師の共感性の高さと，治療関係（信頼関係）の成立しやすさである。
いかなる技法も，治療関係が不十分のままでは奏功しない。また若い世代

の患者ほど，共感性は治療関係の入り口として重要となる。年長世代にとっ
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ては「医師」という社会的地位だけでも信頼の根拠たり得るが，若い世代に
とってそうした権威は通用しにくい。自分の話を親身に，共感的に傾聴して
くれる相手は信頼するし，詐病扱いしたり説教がましいことを言ったりする
医師は信頼しない。軽症うつ患者に批判的な医師が彼らの治療に困難を感ず
るのは，治療関係構築という入り口でつまずくためではないだろうか。

なぜ働くのか

閑話休題，こうした「軽症うつ」患者が急増した背景について検討してみ
たい。年長世代が言うように，それは彼らがひ弱になったから，すなわちス
トレス耐性が低下したためなのだろうか。この見解は否定も肯定もできな
い。若者批判は無限音階のような構造を持っていて，その中で若者は永遠に
脆弱で社会性の乏しい存在になり続けるのだが，実際に本質的な変化が生じ
ていたためしはないからだ。
筆者の見るところ，若い世代と年長世代を比較すると，仕事量や拘束時間

といった物理的ストレスに対する耐性はそれほど変わっていないように思わ
れる。その中で，これだけは変化が著しいと思われるのは対人ストレスへの
耐性である。とりわけ上司に言われた一言で傷ついてうつ状態に，といった
ケースはあきらかに増加している。

平成 厚生労働省による「労働安全衛生調査（実態調査）」に
よれば ，現在の仕事や職業生活に関することで強い不安，悩み，ストレスと
なっていると感じる事柄がある労働者の割合は ％であり，ストレスの内
容に関しては，「仕事の質・量」が . ％と最も多く，次いで「仕事の失敗，
責任の発生等 ％），「対人関係（セクハラ・パワハラを含 ％）
だった。
対人ストレスの問題は増加傾向にあり，こじれればうつの原因にもなる。

とりわけ若い世代においてこの傾向が強く感じられる。以下，その原因につ
いて検討する。
人はなぜ働くのか。まずはこの点が問われなければならない。
一般に年長世代は「食べていくため」と即答するだろう。あるいは若い世
代もそのように回答するかもしれない。実際，内閣府の 平成 度
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「若者の考え方についての調査｣ によれば，仕事の目的を問われて「収入を
得るため」と答 ％で最も高く，次いで「自分の生活のため」が
. ％，「自分の夢や希望を叶 ％だった。この結果を見て，

「やっぱり若者も食うために働いているじゃないか」と考えるのは自然なこ
とだ。
しかし筆者は，あえて異論を唱えたい。この質問 項目の選択肢から
選ばせる形で問われている。その項目中に，きわめて重要な項目が抜

けているのだ。それは「承認のため」である。もしこの項目が含まれており，
その意味が正しく説明されていれば，過半数の若者がそれを選択した可能性
があると筆者は考える。
若い世代の就労動機は，その内実が完全に変質を遂げてしまっている。こ

れは筆者の臨床経験から断言できる。早い話が，就労動機が「食うため」な
らば，ひきこもりやニートは食えない状況に追いこめば就労可能なはずであ
る。しかし実際には，そのやり方ではうまくいかない。家族関係が断絶した
り，本人が衰弱死に至ってしまったりする場合すらある。
実際に彼らを動かすのは，そうした不安ではなく「安心」である。家族か

ら受容され安心できる環境，そして家族以外の他者とつながりを回復し，他
者から承認されることで安心はさらに盤石なものになる。この段階に至っ
て，ようやく就労が現実的な欲望の対象となるのだ。Maslow Aの欲求段階
説 に従うなら，かつての就労は「食うため」という低次の欲求に基づいて
おり，だからこそ「食えない不安」は動機づけになり得た。しかし現代の就
労は「承認欲求」という高次の欲求に基づいており，若い世代にとっての就
労は，もはや「義務」ではない。彼らが「就労したい」と望むのは基本的に
「承認欲求」のためである。これは素朴に「他者から承認されたい」という欲
望であり，さらに「今ある承認を失いたくない」という不安でもある。友人
や恋人が欲しい，結婚したい，そうした欲望もすべて広義の承認欲求と考え
るなら，それこそが就労動機であるという筆者の主張もさほど荒唐無稽には
響くまい。
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