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概要
ナラティブという概念の起源や，主として心理学においてナラティブという概念がど
のように注目を浴びたのかについて概説する。また，ナラティブモードがもつ論理−
科学的モードとは異なる機能やこれら 2 つのモードの相補性について注意を促し，あ
わせて TEA（複線径路等至性アプローチ）を用いた研究の可能性についても論じてい
く。
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らかの秩序の中で理解することがナラティブなので

0． はじめに ― ナラティブと／の心

あろう。かつては，
「始まり，中，最後，の 3 つの要

理学

素からなるもの」というシンプルな定義もあったよ
英 語 と し て の Narrative と い う 語 は ― OED

うだが，現在では，主体（agency）たる人間が出来

（オックスフォード英語辞典）によれば ― 16 世紀

事を秩序づけて理解するという側面が強くなってい

に遡る。その最古の用法は，法的な争いの場面にお

ることがわかる。本稿では，ナラティブという考え

ける文書に含まれる「出来事のつながり・流れ」と

方を紹介しつつ，研究者が対象者の人生を一方的に

いうものであるが，今日では一般的に「複数の出来

描くのではなく，両者の融合的な見方（Trans-view）

事や事実のつながりについての叙述」として定義さ

を提示する新しい方法論である TEA（複線径路等至

れている。心理学においては，因果関係に依拠しな

性アプローチ）についても言及していく。

い人間の経験やその世界の記述の仕方として，1980

なお，ナラティブという語には現時点において

年代以降，
急速に影響力を持つようになってきた
（こ

定訳となる日本語が存在しない。荒井（2014）は

うした動向のことをナラティブ・ターンと呼ぶこと

「Narrative」という語が，物語，語り，声というよう
に訳されると指摘し，
（1）物語と訳される時には，複

もある）
。
マレー（Murray，2003）によるナラティブの定義

数の出来事が（単なる羅列ではなく）何らかの筋に

は，
「継起的な複数出来事についてのまとまった解

そった話としてまとめられているということを強調

釈」
である。複数の出来事を羅列するのではなく，何

しており，（2）語りと訳される時には，個人がその
経験を発言しているということを強調しており，
（3）
声と訳される時には，支配的な意見や主張に（押し
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つぶされそうであるものの）抵抗しようとする意見

第二に，Murray（2003）がナラティブ心理学に

や主張だということを強調している，とまとめてい

とって重要だとする著書は『意味づけの諸行為』

る。こうした整理（荒井，2014）は有用であり，こ

（Bruner, 1990）である。後述のようにブルーナーは，

れら 3 つの含意に留意することは有益だが，一方で

その 4 年前の著書『現実の心，可能な世界』
（Bruner,

学術用語を母語に翻訳することは日本の人文社会科

1986/1998）において，思考様式の 2 つのモードとし

学諸分野の研究者にとって重要な使命であり，カタ

て，論理−科学的モードとナラティブモードがある

カナ語が定着しているということに甘んじることな

ことに注意を促していた。ブルーナーは，心理学に

く，訳語の創案と定着に尽力する必要がある。

とって 2 つの思考様式が必要だと指摘したのだが，
心理学のみならず隣接する言語学，教育学，社会

1．ナラティブという視点

学，看護学，等々の諸学範（ディシプリン）にとっ
ても有効な考え方であろう。マレーは，ブルーナー

1．1．1980 年代における心理学におけるナラティ

によるナラティブの特質を以下のようにまとめてい

ブの展開

る（Murray, 2003）。
（1）ナラティブは，人がアクターまたはキャラク

いくつかの文献によれば（Hammack & Pilecki,

ターとして活動しているユニークな一連の出来

2012；森岡，2013；Murray, 2003），ナラティブ心理

事，精神状態，ハプニング，から成っている。

学にとって重要な著書や論文は，1980 年代に現れた

（2）ナラティブは，現実でも，想像でもありうる。

とされる。発行順に『力，親密性，そして人生物語』

（3）ナラティブは，例外的なことと普通のことを

，『現実の心，可能な世界（邦題：
（McAdams, 1985）

結びつけている。

『ナラティブ
可能世界の心理）
』
（Bruner, 1986/1998），

ナラティブがこうした特徴を持っているからこ

『研究インタビュー：文脈と
心理学』
（Sarbin, 1986），

そ，あり得ないことが起きた時などに，現実を構築

『ナラティブ的に知る
ナラティブ』
（Mischler, 1986），

する手段としてナラティブが有効になる。ここで言

『意味づけの
ことと人間科学』
（Polkinghorne, 1988），

う「あり得ないこと」には，昨今の日本の天候のよ

諸行為（邦題：意味の復権）
』
（Bruner, 1990/1999）な

うに「気候帯が亜熱帯になってしまったのではない

どである。つまり，ナラティブ心理学にとって 1980

か？」と訝るほどの気候変化のようなことにもあて

年代が 1 つの画期をなしていたと言えるのである。

はまるし，明らかに法や正義に反するでしょ（あえい

Murray（2003）は，これらのうちで最も重要な書

えないでしょ）というような触法行為や違法行為な

は，
『ナラティブ心理学』
（Sarbin, 1986）であるとす

どにもあてはまるし，法に触れないまでも「普通な

る。編著者であるサービンは心理学が心理の理解の

らそんなことしないでしょ！」という意味での「あ

ために機械をなぞらえている（根源的メタファーと

り得ない＝逸脱」とされるような経験にもあてはま

しての機械主義）
ことを批判し，
文脈主義的な根源的

るし，ある人が自分では想像できない生き方をして

メタファーが用いられるべきだと主張した（Sarbin,

いる他人の生き方について「あり得ない＝想定外」

1986）
。
サービンは歴史もナラティブも文脈主義とい

と言うようなこと（サラリーマンの家庭に生まれた

とも述べている。ここで，
う意味では瓜二つである，

人が伝統芸能の家に生まれた人の話を聞く，のよう

根源的メタファー（root metaphor）という考えは科

なこと）にもあてはまる。

学哲学者ペッパーの「世界仮説」の考え方（Pepper,

ナラティブは個人の現実を和らいだ現実に変形す

1942）に由来する。ペッパーの考え方については後

ることができ（森岡，2013） ― 和らげることが誰

述する。

の利益になるのかということはともかく ― ，多
3
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くの人が共有する形へと変換することが可能になる

ナラティブが世界認識のためにのみ必要なのではな

のである。ハンナ・アーレントがその『暗い時代の

く，私たち自身を知るためにも必要だと指摘した。

人々』における「アイザック・ディネーセン」論で

このほか，1980 年代中頃の動向として，コミュ

デンマー
展開した物語論（Arendt, 1968/2005）には，

ニケーション理論にナラティブという概念を導入

クの作家ディーネセンの「あらゆる悲しみは，それ

したフィッシャーが人間とは「物語る動物（homo

を物語（story）に変えるかそれについての物語を

narrans）」であるという概念化を行った。また，パー

語ることで，耐えられるものとなる」という言葉が

ソナリティ心理学者・マクアダムスは，ナラティブ

紹介されているが，このディーネセンの言葉もナラ

こそが自己定義に対して中心的な役割を果たすとし

ティブの機能 ― 苦しみ等の経験を和らげて理解

た（McAdams, 1985）。彼はナラティブの発達の様相

1

する形式に変換する ― に通じるものがある 。

についても注目し，ナラティブトーン（＝楽観的か

Murray（2003） が 指 摘 す る 第 三 に 重 要 な 本

悲観的か，という全体の調子），イマジナリー（個

と し て，
『ナラティブ的に知ることと人間科学』

人的な象徴やファンタジーのあり方），テーマ（繰

（Polkinghorne, 1988）がある。ポーキングホーンは

り返し表れる意図のパターン），イデオロギー（ス

カウンセリング・心理療法の実践者／研究者である。

トーリーの背後にある価値や信念），に発達的な変

，有機体（organic）
，意味づ
人間は物質（material）

化があると指摘した。さらにハーバード大学医学部

け（meaning）の 3 つの領野（realm）に存在すると

に勤務し社会医学的な視点をもつ社会心理学者・ミ

彼は言う。意味づけの領野こそ，ナラティブが重要

シュラ−が『研究インタビュー：文脈とナラティブ』

となる領野である。そして，ナラティブを，一連の

（Mischler, 1986）を出版した。この本において彼は，

出来事 ― それが真か偽かを問わず ― を関連づ

インタビューも会話の一種であり，研究者の熱意こ

けることであると定義している。さらにこの本は，

そが，研究者のインタビューの仕方や書き起こされ

『時間と物語』の著者・フランスの哲学者ポール・リ

た文章の解釈を歪めてしまい，対象者の語りを抑圧

クールの考え方を心理学界に紹介したことに大きな

したりすることになり，かえって無価値にしかねな

意義がある。リクールは，私たちが時間的世界に生

いことを指摘した。

きていることから，時間的世界に秩序を与えるため

なお，ロシアのバフチンの著書が 1980 年代にアメ

にナラティブが必要だとした。また，リクールは，

リカで翻訳発行されたことにより，対話の概念が心
理学に取り入れられるきっかけになったが，本稿で

1

このフレーズは，ディーネセン本人のものではない。

は扱わない。

Bent Mohn による The New York Times Book Review の
インタビュー（Mohn，1957）の中で，出てきたもので
あり，友人がディーネセンのことを述べた言葉を本人が

1．2．ペッパーの世界仮説の考え方 ― 世界仮説

肯定的に紹介したものである。
「One of my friends said

と根源的メタファー

about me that I think all sorrows can be borne if you put
them into a story or tell a story about them, and perhaps
this is not entirely untrue.」とのことである。その背景

Pepper（1942）の世界仮説や
少し遠回りになるが，

にはディーネセンが 17 年間に及びアフリカで暮らした

根源的メタファーについて，いくつかの文献（武藤，

こと，それが決して楽なものではなかったこと，ディー

2001；Sarbin, 1986；Straus, 1987）の力を借りて説明

ネセン自身により『アフリカの日々』として出版された
ことがある。なお，ディーネセンの本名はカレン・ブ

しておこう。ペッパーによれば，私たちが構成する

リクセン（Baroness Karen von Blixen-Finecke, 1885 〜

理論の考え方には，何らかの「根っ子＝ root」があ

1962）である。デンマーク生まれの彼女はデンマーク語

る。この考え方の根っ子を根源的メタファーと呼び

で書く時には本名のブリクセン，英語で書く時には筆名

（メタファーは隠喩と訳されることもある），類似性

のディーネセンを用いていた。
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（similarity）
，有機体（organism）
，機械（machine），

ず，ナラティブこそが根源的メタファーになり得る

文脈内の行為（action in a context）の 4 つが特に重

と主張した。文脈内の行為という根源的メタファー

要だとペッパーは言う。たとえば
「機械メタファー」

は，歴史を（語る）行為と通底しており，より主体的

とは，因果関係を重視し，世の中は部品と部品の組

な側面を強調すればナラティブというメタファーに

み合わせから出来ているという「考え方の根っ子」

なるというのである。ナラティブの根幹とは，少な

のことであるし，
「類似性メタファー」とは，何かと

くとも 2 つ以上 ( ＝複数 ) の出来事を結びつけるとい

何かが似ているか似ていないか（類似性）で世の中

うことにある。そして，2 つ以上の出来事の結びつけ

を判断するという「考え方の根っ子」のことである。

方が探究的であるかどうか，も重要である。最愛の

これは私たちの個々の経験は固有であっても，それ

夫が交通事故で死んだ。機械的世界観（Mechanism）

は理念的な何かの表れであるとする考えであり，理

の説明によれば，車が歩道に乗り上げてきて，夫は

念的な何かとの類似性によって私たちは世の中を認

轢かれて死んだ，ということになる。それ以上でも

識するのだということである。

それ以下でもない。しかし，妻にとっては「なぜ私
の夫は，この時に，あのような死に方で，死ななけ

なお，これら 4 つの根源的メタファーは，
（1）世
界は要素で構成されているかどうか？ （2）世界を

ればいけなかったの？」という問いを禁じ得ない。

1 つのストーリーとして語ることが可能かどうか？

探究である。その探究への回答はナラティブによっ

という 2 つの軸（問い）への答えの組み合わせで分

てしか与えられないであろう。ナラティブは，少な

類することができる（図 1）。

くとも「始め，中，終わり」という 3 つの要素から
なり，継起的な出来事に何らかの秩序を与えるもの
でなければならない。文脈内行為という根源的メタ
ファーは，いくつかの出来事を筋立てて理解するこ
とにつながり，書かれたものの客体性を強調すれば
歴史となり，その主体性を強調すればナラティブの
重視となる。
心理学の根源的メタファーがナラティブであると
いう Sarbin（1986）の考え方は，その後の心理学
に少なからぬ影響をもった。たとえば，ハーマンス
が対話的自己の理論を構築するにあたっても，根源

図 1．ペッパーの根源的メタファーの分類． 武藤

的メタファー，中でも文脈主義のメタファーに大

．行動分
（2001）を参考に図化．出典：武藤崇（2001）

きく依拠していたのである（Hermans & Kempen,

析学と「質的分析」
（現状の課題）
『立命館人間科学研究』

1993/2006）2。

2，33-42．

こ う し て 導 か れ る 世 界 観 と は， 形 相 的 世 界 観
，有機体的世界観（Organicism）
，機械的
（Formism）
，文脈的世界観（Contextualism）
世界観（Mechanism）
である（武藤，2001）。

Sarbin（1986）は，ペッパーの著書（Pepper, 1942）
を受けて心理学の根源的メタファーが機械的世界観

2

ではなく文脈的世界観であると主張したのみなら

この訳書第 2 章第 1 節は根源的メタファーについて

日本語で読める良質の解説である
5
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2． 論理−科学的モードとナラティブ

論理−科学的モードとは異なり，時間を逆行するこ

モード

とさえある。たとえば，
「私の成功があるのは，＊＊
という挫折を経験したからだ」というような思考で

2．1．「論理−科学的モード（the paradigmatic or

ある。ここで，かつての挫折が今の成功へと因果的

logico-scientiﬁc mode）」と「ナラティブモード（the

に影響を与えているわけではないのは明かである。

narrative mode）」

しかし，振り返った時には原因であるかのように解
釈され語られることになるのである。やまだ（2007）

既に明らかになっているように，ナラティブとは

はナラティブを「人々が広義の言語によって意味づ

何か，という問いにもその答えにも様々なものがあ

ける行為，つまり経験を有機的に組織化する相互作

り得るが，論理的な思考様式と対比させつつ，思考

用と，語られたストーリー」と定義づけている。こ

様式という観点からナラティブの地位を高めたのが

こで重要なのは，意味づけという「行為」とその行

ブルーナーである。彼はその Possible Worlds, Actual

為の結果の「所産」としてのストーリーである。
さらにブルーナーは 1990 年に Acts of Meaning（邦

（Bruner, 1986/1998）
Minds（邦題『可能世界の心理』）
において，人間の思考様式に「論理−科学的モード

題『意味の復権 ― フォークサイコロジーに向け

」と「ナ
（the paradigmatic or logico-scientific mode）

て』）を出版した。彼はその序文において，このタイ

」があること
ラティブモード（the narrative mode）

トルを選んだのは，
「意味づけの自然な本質とそれが

を指摘した。

文化的に形成される様」そして「人間の行為において

論理−科学的モードにおいては，人間科学・社会

意味づけが中心的役割を果たしていること」をそれ

科学諸分野においても，自然科学同様の普遍的な知

ぞれ強調するためだとしている（Bruner, 1990/1999，

識の構築が目指され，そこでは因果モデルや「真の

序ⅱ，訳書 序ⅶ）。また，同じく序の中で本書の目

値」が重視され，そこから外れるものは誤差として

的が意味づけについての包括的研究になり得ないと

扱われたり，外れたものの中で序列をつけて価値化

した後で，「心理学が意味づけに関心を寄せるので

する行為が営々と行われてきた。つまり，論理−科

あれば，それは必然的に文化心理学なるものに成ら

学的モードにもとづく人間や社会の理解は，良いも

ざるを得ないということ，還元主義，因果的説明，

のと悪いものの序列化を生み出し，こうした序列づ

そして予測という理想と共にある実証的科学の因習

けのあり方は個人に内在化されることもあり，結果

的な目的を越えていかざるを得ないということ」を

として多様なライフ（生命・生活・人生）を阻害す

示そうとする努力なのだ，と主張している（Bruner,

る方向で影響を与えてきた。たとえばヘイトスピー

1990/1999，序ⅶ，訳書 序ⅷ）3。つまりブルーナーは，

チの原因・遠因は，差異の序列化であり，そもそも

意味づけが論理−科学的モードではないと言うのみ

民族間や集団内小集団間の序列化がなければヘイト

ならず，文化との関連で考える必要があることを強

スピーチは起きないのではないかと思われる。

調していたことになる。ちなみに，Acts of Meaning

一方で，ナラティブモードは意味づけに注目する

という本の題名の翻訳を今するなら，意味づけの諸

ものである。時には，ある出来事と他の出来事につ

行為とか意味づけという行為たちがふさわしいので

いて「誤った関連づけ（Illusory Correlation）」を行

はないかと愚考する。

うこともあり得るが，ある出来事が起きたとして，
それがどのようなつながり（文脈）のもとで起きた
のかを整理し，その理由はなぜなのか，ということ
を考える思考様式こそがナラティブモードである。

3
6

強調は原著者。

『言語文化教育研究』16（2018）

2．2．モードという視点

つのナラティブが強いのであればあるほど ― 常
に見えない他の可能性（複線性）を意識する必要が

ブルーナーは単に論理−科学的とナラティブを全

ある。ちなみに「心理学は（質的研究ではなく）量

く 2 つの異なるものとして分離しようとしたのでは

的研究でなければならない」というような主張が否

ない。モードという言葉遣い（学術用語）にもそれ

定しにくいのは，それが正しいからではなく，それ

がよく表れている。彼はこれら 2 つを異なるモード

がナラティブモードの思考であり，実証も反証もで

として捉えたのだが，それは 2 つのモードが相補的

きないからである。だからこそ，支配的ナラティブ

なものであることを含意している。一般に，複数の

として他のナラティブを抑圧しつつ君臨できるので

モードは
（優劣はあるにしても）
決して対立するもの

ある。だが，多様性を受容して寛容性のある豊かな

ではなく，その時々で選ばれる併存可能なものなの

社会を構想するにあたっては，論理−科学的モード

である。たとえば，一人の女子青年が，娘モードに

という思考様式そのものを相対化する必要がある。

なり，姉モードになり，彼女モードになり，サーク

私たちが経験している個人・社会・文化における多

ルの部長モードになることは可能なのである。時に

様性の多くは，言語などの記号を介した多様性とし

は，それぞれのモードが葛藤を引き起こすこともあ

て経験されており，ナラティブモードについて考え

るし，あるモードが他のモードよりも優越的な位置

を深めることで得るものは多いはずである。

に立つこともあるかもしれないが，それでも，モー

ナラティブモードにおいて，支配的ナラティブの

ドは複数並立可能な概念なのである。つまり両者は

排他的かつ絶対的な君臨を許さず，1 つのモードの

相補的なものであり相互排他的なものではないこと

ありかたを相対化する必要があるのであれば，人生

。
に留意すべきなのである（野村，2003）

径路の描き方においてもそうした相対的な考え方，
すなわちナラティブモードを援用することで，より

3．支配的ナラティブから複線性へ

柔軟な（時にはレジリエントな）人生径路のモデル
を作ることが可能になるだろう。そして，それは実

3．1．支配的ナラティブ

際の人生を豊かにするモデルとしても機能する可能
性がある。私たちが開発・展開している TEA（複線

ナラティブによる説明は，単線的な因果的説明と

径路等至性アプローチ：サトウ，2009；Sato, Mori,

は異なり，多様なあり方が可能である。つまり，ナ

& Valsiner, 2016；など）は，人生径路の複線性を描

ラティブの複線性 ― 語りの様式や内容には常に

くものであり，モードが複数であること，ナラティ

他の可能性 ― があるはずなのだが，それにもか

ブも複数必要であること，と共鳴しており，まさに

かわらず時に 1 つのナラティブが他のナラティブを

支配的ナラティブを相対化する仕組みとしても機能

消去するような強い力をもってしまうことがある。

しうるものではないだろうか。
そこで，以下では TEA（複線径路等至性アプロー

こうした特権的地位にあるナラティブを支配的ナラ

チ）について簡単に説明していく。

ティブと呼ぶ。なぜそうした支配的ナラティブが生
じるのか考えてみよう。

3．2．TEA（複線径路等至性アプローチ）

論理実証的モードの思考が常にその内容を否定す
る方法を持っている（実証によって否定できる可能
性が担保され易い）のに比べ，ナラティブモードの

TEA（Trajectory Equifinality Approach：複線径路

思考は否定することが難しいという欠点がある。だ

等至性アプローチ）は，異なる人生や発達の径路を

からこそ，ナラティブモードにおいては ― 仮に 1

歩みながらも類似の結果にたどり着くことを示す等
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至性（Equifinality）の概念を，発達的・文化的事象
に関する心理学研究に組み込んだエストニア出身の
ヤーン・ヴァルシナー（Valsiner, 2001）の創案に基
づいて開発された（安田，
印刷中）
。この手法の対象
は ― よく誤解されることだが ― 人間に限られ
ておらず様々なシステムを対象にすることができる
（個人，家族，部活集団，などを対象にすることが
できる）
。人間は開放システム（Open System）とし

図 2．TEM の例

て捉えられ，時間経過のなかで歴史的・文化的・社
会的な影響を受けて，多様な軌跡を辿りながらもあ

の複線径路を描く手法としての TEM があり，TEM

る定常状態に等しく（Equi）到達する（final）存在

は（1）非可逆的時間の次元と，（2）「実現している

（安田，2005）とされる。この性質を等至性と呼ぶ。

こと」と「実現していないこと」という次元を用い

」とは，時
ここで「等しく（Equi）到達する（final）

て人生を描くところに特徴がある。実現しなかった

間を経て同じような行動や選択に至るという意味を

径路を仮想的に描くことで，さまざまな可能性の中

もつ。

から個人（もしくはシステム）がその径路を構成し

TEA とは，個人が生活環境や社会（他者を含む），

ていること，その構成プロセスには周囲の人々や状

文化的価値観などと相互に影響しあいながら，人生

況 ( 広い意味での文化）が関与していること，を描く

として発達するプロセスを理解し，社会的要請や臨

。
ことができるのである
（Valsiner & Raudsepp, 2017）

床実践につなげるための質的研究法である（福田，

図 2 の模式図は大学院入学を等至点とした TEM（複

印刷中）
。そして TEA は「文化心理学の新しい方法

線径路等至性モデリング）の仮想例である。

論の体系を提唱するものである。測定によって人間

B（大学入学）から G（大学院入学）には多様な径

を理解しようとする心理学の考え方を粉砕／解体す

路がありうるし（大学院に入学しない選択もある），

る力を秘めている」とヴァルシナーは言う（Valsiner,

社会人になってから大学院に入学するという径路の

2014）
。

人もいる。そして G において様々な未来展望を持ち

TEA（複線径路等至性アプローチ）は，TEM（複

ながら生活していくであろう。このようにして TEM

線径路等至性モデリング）
，HSI（歴史的構造化ご招

は実現したことと可能性があったが実現しなかった

待）
，TLMG（発生の三層モデル）からなる方法論的

ことを描くのである。

複合体（methodological complex）である（サトウ，

さらに，図 3 は，TEM の最小単位を組み立てる基

2015；安田，サトウ，2017）。TEA の根幹には人生

礎概念である（安田，2015）。

図 3．TEM の最小単位
8
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図 4．分岐点における社会的圧力／社会的助勢と想像／自己対話

TEM の最小単位を組み立てる基礎概念は，等至

ることも重視した（Bruner, 1990/1999）。さらにサー

点，分岐点，非可逆的時間という概念である（安田，

ビン（T. Sarbin，1911 〜 2005）やポーキングホーン

サトウ，
2017）
。これらが幾重にも重なって実際の人

（D. Polkinghorn，1930 〜 ) が加わり，ナラティブを

生の径路が描かれていく。また，分岐点においては

固定的な方法ではなく，探究のモードとして考える

様々な力が働くことになる。分岐点における諸力や

べきと主張し，文学的思考や哲学的思考，特にバフ

心理機能について表したのが図 4 である。

チン（M. M. Bakhtin，1895 〜 1975）やリクール（P.

選択肢が表れる分岐点においては，ある方向へ向

Ricoeur，1913 〜 2005）の考え方に理論的な源泉を

かおうとする主体を助ける「社会的助勢」と，それ

求めた。こうしたナラティブ・ターンと呼ばれる状

を妨げる「社会的圧力」が働く（この 2 つは相対的

況のもと，心理学や関連諸学においてナラティブを

なものであることに注意。退学を等至点とすれば，

研究の方法に取り入れる動きが活発になった。

辞めないようにという周囲の助言は「助」言である

では，ヴィゴーツキーの文化心理学を知的源流に

にもかかわらず社会的圧力として扱わなければなら

もつ TEA がこうした最近の動きの 1 つとして機能

ない）
。そうした時，人は想像したり自己対話をし

することがあるのはなぜなのだろうか？ TEA（複

て，自分の将来展望を行うのである。TEM（複線径

線径路等至性アプローチ）は，ある経験（等至点と

路等至性モデリング）は，分岐点における個人の複

呼ぶ）に至る径路が複数あるという考え方（等至性）

数のナラティブを拾い上げ，実現した径路に関する

をベースに人間やシステムの文化的発達を記述する

ナラティブだけではなく，実現しなかった径路に関

理論の総体であり，TEM（複線径路等至性モデリン

するナラティブも可視化することで，図の全体で一

グ）を中心とする方法論的複合体でもある。

人の人生のあり方を描くものであるし，複数の人の

研究者は，自身が関心を持つ事象を経験した方を

径路（Trajectories）を描くことによって，人生の複

お招きして，聞き取り調査等を行い，TEM 図を描く

線性を描くものなのである。

ことになる。この「お招きする」という表現に違和
感を持つ人もいるだろうが，こうした手続きのこと

4．まとめにかえて

を HSI（歴史的構造化ご招待）と呼ぶ。ここで第一に
重要なことは，研究者が知りたい現象を語ってくれ

ナラティブの視点を心理学において明確に位置づ

る方をお招き（インバイティング）するのであって，

けたブルーナーは，人間科学のパラダイム転換を

従来のように母集団からサンプルを抽出する（サン

課題として「人間の心理学」を積極的に提示した

プリング）のではないということである。第二に重

（Bruner, 1986/1998）。その中心概念は意味であり，意

要なことは，研究者が知りたい現象は，研究者が知

味づけ（meaning）ということを行為として理解す

りたいことであって，対象者が本当に語りたいこと
9
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ではない可能性があるということである。対象者は

も良い）の声を最大限尊重する方向へと方法論的進

招きに応じてインタビューを受けるのであって，イ

化を遂げていると言えるのではないだろうか。

ヤなら断れば良いのであるから，対象者として研究

TEA（複線径路等至性アプローチ）とその中心的

者の目の前に現れたということは対象者自身が何ら

な方法技法である TEM（複線径路等至性モデリン

かの動機づけをもっていることは確かであろう。し

グ）が，ナラティブ的な考え方と相性が良い所以で

かし，だからといって，招きに応じて語ることが，

ある。

その人の確かなナラティブになるかどうかは分から
ない。むしろ，その語りは研究者の質問のあり方に
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