あまみ

中

い～な
診療所
ねぎぼうず
中 央
事務局
研究所
しらさぎ

つなぐの

さくら

大阪＋知的障害＋地域＋おもろい＝創造

知の知の知の知
社会福祉法人大阪手をつなぐ育成会 社会政策研究所情報誌通算 3537 号 2017.3.1 発行
==============================================================================
論説：相模原事件で起訴 心の闇、裁判で解明できるか 佐賀新聞 2017 年 03 月 01 日
昨年７月、神奈川県相模原市の知的障害者施設で入所者１９人を刺殺し、２４人に重軽
傷を負わせた元施設職員植松聖被告（２７）が起訴された。５カ月に及ぶ精神鑑定の結果、
刑事責任を問えると判断されたためだ。
「障害者はいらない」というゆがんだ考えから凶行
に及んだ被告の心の闇に、今後は裁判を通じて迫ることになる。
植松被告は犯行を認めており、裁判の争点は責任能力の有無となる。鑑定では自分を特
別な存在と思いこむ「自己愛性パーソナリティー障害」と診断されたが、過去の判例で、
この障害は善悪を判断できる状態としている。
「殺してはいけないことは分かっていた」と供述し、事前に結束バンドを用意して職員
が身動きできないようにするなど計画性もある。犯行時の冷静な行動をみれば、刑事責任
を問えることに何の疑いもないだろう。
そういう意味では、なぜ凶行に至ったのか動機を解明し、心の闇にどこまで迫ることが
できるかが裁判の一番の注目点となる。
植松被告は勤務先だった施設で無差別殺人を実行した。事件前には同僚に「障害者には
安楽死が必要だ」と訴え、事件後の今も「障害者はいらない」「抹殺が最善の救う方法」と
ゆがんだ主張を繰り返しているという。
もし、心境が変化していないのであれば、法廷でも妄想にしか聞こえない自説を延々と
語る可能性は高い。そうなれば、真相解明にはほど遠く、身勝手な言い分によって、被害
者や遺族がさらに傷つけられる可能性がある。
心の闇に迫りつつ、最後は被告に罪の重さを自覚させ、反省の思いを抱かせることが必
要だ。裁判官、検事、弁護士がそれぞれの立場から、そのように裁判を進めていく責任が
あると思う。
事件前の措置入院時、十分な治療もせずに退院をさせたことが凶行を引き起こしたとし
て、精神医療の問題点も浮かび上がった。しかし、事件と精神疾患を安易に結びつけても
問題は解決しない。
植松被告は事件を通じ、障害者への憎悪や嫌悪感をまき散らした。インターネットを通
じ、弱者に差別意識を持つ人たちが彼の考えに同調した。そういう時代の風潮や空気にこ
そ、私たちは危機感を感じるべきだし、その悪循環を断ち切る良心を強く持たなければな
らない。
この事件で、捜査機関は遺族感情を考慮し、被害者の匿名発表を続けている。裁判員裁
判の審理でも、遺族の意向があれば、匿名を続けるという。
しかし、匿名で見えづらくなっているが、被告が無差別に奪った命には一人一人違った
名前があり、それぞれの人生があり、その命を慈しみ、一緒に生きてきた家族や友人たち
がいた。被告は施設職員として彼らのそばにおり、本来なら誰より気づけたはずだ。
歌手の中島みゆきさんは２０年近く前、知的障害者を描いたドラマで『命の別名』とい
う曲をつくっている。＜命につく名前を心と呼ぶ 名もなき君にも 名もなき僕にも＞。
今も心を込め歌う。

被告は刃を向けた人たちの心をどう考えたのか。彼らの「名前」に何も感じなかったの
か。被害者が多く、裁判は長期化が予想される。罪の重さと向き合う場となるように願い
たい。
（日高勉）

ベビーカーで「嫌な思い」５７％…利用者もマナーを

子育て中の母親調査
産経新聞 2017 年 3 月 1 日
邪魔者扱いを受けたり舌打ちされたりした－。ベビーカーを利用していて「嫌な思い」
をしたことがある人が５６．８％に上ることが、子育て中の母親を対象にした調査で分か
った。一方で、４．２％は「
（電車などでの利用に）反対する人に共感する」と回答。傲慢
な態度の母親らも一部いるとの意見もあり、調査の担当者は「子連れの外出を温かく受け
入れる風潮を広げるには、利用時のマナーも欠かせない」と話している。
調査は、ベビーシッター仲介事業などを手掛ける「キッズライン」がインターネットで
１月に実施し、３４０人から回答を得た。
嫌な思いを経験したと回答した人に、その場所を聞くと（複数回答）、最多は電車内（５
９．３％）で、駅構内（５０．０％）、エレベーター（４６．４％）と続いた。
具体例では「エレベーターで乗せてもらえず邪魔者扱い」が２１．２％、電車やバス内
での「舌打ち」は１８．１％。「ベビーカーを蹴られた」「バス運転士に迷惑そうな言動を
される」経験もあった。
腰痛などで子供を抱えるのが大変といった事情に、周囲の配慮を求める声も寄せられた。

介護の実情 漫画で学ぶ 大学の講義で教材に

東京新聞 2017 年 3 月 1 日

「ヘルプマン！」２巻を見ながら講義を受ける学生たち＝
埼玉県朝霞市の東洋大朝霞キャンパスで

「自分で排せつができるなら、トイレに誘導して
あげれば嫌いなおむつを外せるかもしれない。これ
を読むと分かりますね」
東洋大ライフデザイン学部（埼玉県朝霞市）准教
授の八木裕子さん（４７）が、漫画を手にした学生
たちに問いかけた。
学生が手にするのは、介護現場の問題を描いた
「ヘルプマン！」
（講談社）の二巻。介護福祉士を目指す一年生の講義で教材に使われてい
る。
二巻は在宅介護がテーマ。
「鹿雄（しかお）さん」という高齢の認知症男性と、その介護
に行き詰まる家族の葛藤が描かれている。八木さんが注目するのは細かな情景描写だ。
足が不自由な鹿雄さんのため、自宅の廊下に手すりが取り付けられていたり、目を離す
と食べ物をあさるため冷蔵庫のドアをひもで縛っていたりと、「どれも現実に見られる場
面」と評価する。
学生はこうした描写から鹿雄さんの生活習慣や健康状態、好き嫌いなどを読み取り、ど
んな介護を本人が望んでいるかを話し合う。
「認知症の人は気持ちをうまく伝えられない人もいるので、何に困っているかなど介護
職の気付きが大切になる。そうした観察力を養うのに『ヘルプマン！』は適している」と
八木さん。
介護の壮絶さを真正面から描くのもこの作品の特徴。二巻では鹿雄さんが家中に排せつ
物をもらしたり、意にそぐわないと人の腕に血が出るほどかみついたりする場面が出てく
る。授業で学ぶ大平梨紗子さん（１９）は「衝撃は大きいけれど、こういう事態も起こり
得るんだと心構えにもなる」と話す。

介護や認知症を扱った漫画が人気だ。作者の実体験を描いたり、介護を取り巻く問題点
に深く切り込んだりと作風はさまざまだが、シリアスになりがちなテーマを軽快なタッチ
で描く。介護漫画を介護福祉士養成の教材に使う大学もある。 （添田隆典）
ヘルプマン！ 漫画家のくさか里樹さんが、２００３年から隔週刊誌「イブニング」（講
談社）で連載を開始。１４年から「ヘルプマン！！」とタイトルを変更し、週刊朝日（朝
日新聞出版）で連載を続けている。１１年に第４０回日本漫画家協会賞大賞を受賞。
◆実体験を描いた作品多数
介護漫画は、作者が実体験に基づいて描いた作品も多い。漫画家の了春刀（りょうはる
と）さんは昨年、要介護４と認定された父親の介護体験を基に、
「マンガで知る！ 初めて
の介護」
（集英社）を出版した。
同作では会社員の主人公が、突然倒れた一人暮らしの父親の介護に追われる様子が描か
れている。
「いざ親の介護となると何も分からずに不安の連続だった。そういう人は他にも
いるのではと思った」と了さん。ケアマネジャーの選び方や介護費用の負担軽減制度など、
介護サービスを利用するための解説も充実している。
介護福祉士の資格を持つ漫画家の国広幸亜（ゆきえ）さん（４０）は「実録！ 介護の
オシゴト」
（秋田書店）などの著作で、介護の仕事で出会ったお年寄りとの交流を描いてき
た。作風はほのぼのとして、笑いの要素も強い。国広さんは「介護は大変だけど前向きな
面も知ってほしいし、そうした楽しさを伝えるのに漫画は向いている」と話した。
＜ヘルプマン！＞ 漫画家のくさか里樹さんが、２００３年から隔週刊誌「イブニング」
（講談社）で連載を開始。１４年から「ヘルプマン！！」とタイトルを変更し、週刊朝日
（朝日新聞出版）で連載を続けている。１１年に第４０回日本漫画家協会賞大賞を受賞。

「ふつうに食べる」ってなんだろう？――拒食と過食がうつす私たちの食べ方
『なぜふつうに食べられないのか』著者、磯野真穂氏インタビュー
シノドスジャーナル 2017 年 3 月 1 日
見た目がよければこんなに苦労しなくても楽しい人生を送れる。器量がわるいわたしは
こんなに勉強しても人並みの人生を送れない――4 年間、111 時間におよぶインタビューを
通し、拒食と過食を文化人類学の視点からみつめた『なぜふつうに食べられないのか』
（春
秋社）が話題を集めている。
「ふつうに食べられない」彼女たちの食べ方は、どのようにこ
の社会とつながっているのか、著者の磯野真穂氏にお話をうかがった。（聞き手・構成／山
本菜々子）
文化人類学で「食べること」を考える
――拒食と過食について、文化人類学からアプローチしたきっかけを教えてください。
私はもともと運動生理学を専門にしていたのですが、学べば学ぶほど人間が細分化して
いくことに違和感がありました。筋肉のパフォーマンスを上げるための研究が、筋線維や
筋膜、アミノ酸の話になっていく。確かにそのような視点は生物としての私たちを考える
には重要なことだけど、人間ってもっと全体的なものですよね。
たとえば、朝に見た占いの結果が、その人のパフォーマンスに影響を与えることもある
し、試合の前日に出会った人の言葉が勝敗のカギを握るかもしれない……。人間を細分化
していくと、むしろ人間がみえなくなってしまうのではないか。生理学の世界に魅せられ
ながらもそんな疑問をもっていました。
そのような違和感を自然科学にもったまま、留学してアスレチックトレーナを目指そう
と思ったのですが、やはりその違和感はぬぐいきれず、その違和感のなかでたまたまもぐ
った文化人類学の授業に天地がひっくり返るような衝撃を受けます。
自然科学の研究では被験者は実験者の言うとおりに動きます。被験者が自分の動きたい
ように動いてしまうと、測りたいものが測れなくなるからです。でも、文化人類学では「あ
なたのことを教えてください」
「あなたのことを自由に話してください」と研究者が相手の

動きに合わせていくのです。
直感的に「これが私がやりたいものだ」と思い、その教授の研究室を訪ねると、
「君の疑
問はまさに人類学だ！」と言われました。その勢いで 3 日後に専攻を変えた次第です……。
また拒食と過食をテーマに選んだのは、これまで学んできた身体のことを、文化人類学
的にしかできない側面からアプローチしたかったためです。社会とのつながりの中で、私
たちの身体に変化がおこり、うまく食べることが難しい人がいる。これは文化人類学のテ
ーマになりうると思いました。
――本では、6 人の女性に 4 年間にもわたってインタビューされていますよね。
何回もインタビューしているのは文化人類学らしいかもしれません。人間って変化する
ものです。だれか初対面の人に、1 時間、2 時間話を聞いてその人がわかることはありえな
い。シンガポールの調査では２１人の人に話を聞いたのですが、その経験から大勢の人に
話を聞くのはいいようで、実はよくないないんじゃないか。むしろ少ない人数の方と、し
っかり関係性をつないだ上で、どういう人生を生きているのかを教えてもらいたほうがよ
いのではないかと思いました。
――インタビューを受けた女性の一人が「裸になって自分を解放すれば、回復できる」と
民間のカウンセラーに言われたと、磯野さんに打ち明けますよね。そこで磯野さんが「今
すぐそのカウンセラーとの面会をやめるべきだと思う」と答えます。一歩踏み込んだな、
と読んでいてドキドキしました。
いろいろ病院を回り、あらゆる手を尽くしてダメだった場合、それでもなんとかしたい
と思って、他の人から聞いたら怪しげに思えるようなセラピストのカウンセリングを受け
るのはおかしなことじゃないと思っています。なので彼女がそのカウンセリングを受けて
いることを聞いたときも、抜け出すための模索の１つとして聞いています。
なので、通常のインタビュー中に、私が自分の意見をいうことはまずないのですが、あ
の話を聞いたときは、迷わずとめに入りました。以前違う方から、摂食障害の方たちを集
めて裸になって手をつなぐことを勧めるカウンセリングがあることを聞いたことがあり、
それを思い出したのもとめに入った理由の１つです。
なんとかして抜け出したいと切に願っている場合、通常であれば受け入れるはずのない
要求も「これで治る」と言われれば、私たちは試してみようと思うのではないでしょうか。
ですが性に関することは、そのとき良くても後から激しく傷跡を残すことがままあります。
だから、これはとめようと思いました。
よく自然科学の研究では、研究者が研究対象者になんらかの影響を及ぼすことは、客観
性に影響を与えるとしてご法度とされますが、文化人類学ではそれはありません。研究に
参加してくださる方と人間としての関係を築くことが文化人類学のフィールドワークの最
初の一歩である以上私が相手になんらかの影響を与えることは明らかです。なので「それ
はやめたほうがいいと思う」と彼女に伝えたことに、私としては違和感がありません。
やせてほしいのは誰？
――拒食と過食はどのように社会とつながっているのでしょうか？
たとえば、私たち日本人の社会では、女性は人前で胸部をさらしてはいけないことにな
っています。しかし、その考え方は普遍的ではありません。
ミクロネシアでは、女性が胸部ではなく太ももをさらすことがわいせつであると考えら
れていた時代がありますた。欧米化の影響でいまは T シャツを着ていますが、それまでは
上半身裸で太ももは腰布で覆った女性たちをふつうにみることができたそうです。そのよ
うな社会では胸を出すよりも、短パンでいるほうがよっぽど恥ずかしいことなのです。
文化人類学では、いっけん内発的にみえる思いや感覚、ふるまいを社会の規範の内面化
とみなします。これは、人文・社会科学一般に広く共有される考え方です。精神分析家の
ラカンも「人間の欲望は他者の欲望である」という有名な一説を残しています。
飢饉にさらされるコミュニティにおいて、太った身体は十分な食糧にアクセスできる象
徴として考えられており、ぽっちゃりした身体はむしろ魅力的です。しかし、食糧に困ら

ない時代になると、だれでも簡単に太れる社会になります。その結果、むしろ大量の食べ
物に囲まれてもその誘惑に屈することなく、自分の身体をコントロールできることが求め
られます。つまり、やせた身体が魅力的になっていくのです。
また、消費社会のなかで、ネイルや眉毛の手入れをしたり、引き締まった身体を手に入
れるためエクササイズをしたりすることが一般的になっていきました。医学の分野でも、
肥満が生活主観病は危険因子ととらえられていること、メタボリックシンドロームの診断
基準の１つとしてウエスト周囲計が内臓脂肪蓄積の基準になっていることからわかるよう
に、太っていることが不健康の指標として用いられます。食糧難の危機がある地域では、
太っていることが健康の証ですから、このような基準は医学的である一方で、文化的な側
面もはらんでいることがわかります。
加えてやせた身体、太った身体に人格が付与されることも注意したい点です。やせてい
る人は自己管理ができて勤勉で美しい／かっこいい人、太っている人はぐうたらで怠け者
のブサイクな人、そのようなイメージが私たちの社会にあることは否めません。後者のよ
うな人格の持ち主としてみられることは誰にとっても嫌ですから、いまの社会で多くの人
がやせたいと思うのは当然ですよね。
このように「やせた身体」がなぜ理想となるのかを社会とのつながりにおいて考える際
には、このような包括的な見方が必要になると思います。
もちろん摂食障害と診断されたすべての人にこの話が当てはまるわけではありません。
ですが本で取り上げた女性６人のうち５人は、ダイエットをきっかけに拒食や過食に陥り
ました。彼女たちは生まれたときからやせたいと思っていたわけではありません。
たとえば１人の女性は「あなたが縄跳びをすると体育館中が揺れる」と教員にみんなの
前でからかわれたり、やせたことをみんなからほめられたり、逆に太っていることを中傷
されたりするなかで、やせなければならないと思うようになりました。またもう１人のイ
ンフォーマントで中学の時に成績がトップクラスであった結城さん（仮名）は、中学生の
ときにこんなことを感じたといいます。
「見た目がよければこんなに苦労しなくても楽しい人生を送れる。器量がわるいわたしは
こんなに勉強しても人並みの人生を送れない。
」
――ここまで思いつめなくても、この言葉に共感できます。
「女の子は勉強できなくてもか
わいければいい」というメッセージは社会にあふれていますし。
拒食・過食を「摂食障害」という医学の文脈でとらえる際に、若い女性が特にやせたが
るというジェンダーの問題を表層的なこととみなす医療者の方にしばしば出会うのですが、
ここでは病気というフレームワークをいったん外して考えてみましょう。
苦しむ度合いにグラデーションはあるとしても、体型や食に難しさを抱える女性が少な
からず社会に存在する現実を考えるときには、女性が「見られる性」であるという事実を
外してはならないと思います。
――「見られる性」とはどういう意味でしょう。
身近な例として、出勤や学校にいくまでにかかる時間を考えてみたいと思います。私は
この質問をいろいろな人にするのですが、男性の場合、目の前にあった服を着て、頭にち
らっとワックスだけつけて外にでるという人、中にはそんなこともせず一度も鏡を見ない
で外にでるという人がいます。外にでるまでに５分とかからないわけですよね。
ところが女性の場合、服を選んでメイクをして、髪をセットして、鏡を見てとやってい
ると３０分くらいかかることがふつうでしょう。もちろん男性でこういう方もいるのです
が、鏡すら見ず出かけるという女性はまずいないと思います。
加えてこういうことをし続けたら陰で「女を捨てた」と言われかねませんが、。同じこと
を男性がしても「男を捨てた」ことにはならないんですよね。むしろ「男はそのくらいの
ほうが」と許容されるかもしれません。
この差は、
「人様から見られたときにそれに堪えうる格好をしなさい」という規範を女性
が内面化していることのあらわれといえるでしょう。実際この規範の植え付けは小さいこ

ろからなされていて、
「男だから～しなさい、女だから～しなさいと子どもの頃言われたこ
とがありますか？」と平成生まれの大学生に聞くと、女性のトップ３には、
「女だから足を
閉じなさい」
「女だからおしとやかにしなさい」「女だから身なりをしっかりしなさい」と
いった見栄えに関する指導が必ずトップ３に入ってきます。そしてこれは男子学生にはみ
られません。
同じように、たとえば夜間に一人で歩いていた女性が男性に襲われると、隙を見せるほ
うにも原因があると女性側にその責任を求める人が少なからずいます。実用的な部分で考
えれば確かにそうかもしれないのですが、見ず知らずの人間に突然襲い掛かったり、わい
せつな行為をしたりすることはそもそも許されないはずです。でもその責任の一端を女性
が負わされることがあるという現実は、女性が「見られる性」であり、男性は「見る性」
であるとう規範を映しだしているのではないでしょうか？
そしてこの現実は、結婚という人間にとって極めて重要なステージでも明確にあらわれ
てきます。2010 年に実施された『第一四回出生動向基本調査』の調査項目にある「結婚相
手の条件として考慮・重視する項目」をみると、男性は女性の学歴、職業、経済力よりも
容姿を重視するという結果がでています。学歴・職業・経済力は一続きの関連性のある項
目で、ある意味、これらは本人がそれまでの人生で何をしてきたかを表しているはずなの
ですが、これよりも「見た目がかわいいかどうか」で判断されてしまう傾向が女性にはあ
ります。
ですから、
「見た目がよければこんなに苦労しなくても楽しい人生を送れる。器量がわる
いわたしはこんなに勉強しても人並みの人生を送れない。」という彼女の考えは、思いつめ
すぎとみることもできますが、一方で女性が「見られる性」であるという社会の本質をつ
いているともいえます。
とはいえ別に私は、女性はおしゃれをするべきではないとか、メイクをしなくていいと
か、女性が身なりを気にしなくなることが男女平等の一歩とか、そういうことを考えてい
るわけでは全くありません。ただ拒食や過食を取り巻く問題を考えるときには、女性が「見
られる性」であり、だからこそ自身の身体や食に関心がむきやす
いという現実をきちんととらえる必要があると思います。
磯野真穂氏

――このことを医学あるいは「摂食障害」という病気の文脈で
とらえるとどうなのでしょう？
20 代、30 代の女性のやせすぎが問題になっていますが、その
対策として政府が打ち出しているのは、栄養学的に正しい食生活
を推進し、適正体重を維持させることです。そこには、やせてい
ることが良いこととされている社会や、女性が「見られる性」で
あるゆえにその影響を受けやすいという事実への配慮はみられ
ません。
残念ながら摂食障害治療にかかわる一部の医師の方にもその
ような姿勢がみられることがあります。以前、あるシンポジウム
で著名な医師の方が「みんな心がやさしくて、すごくアクティブ、いつもハッピー。内面
が素敵だと自然にきれいになれるんでしょうね」というミスユニバースに選ばれた森理世
さんの言葉を紹介し、このような考えを女性がもつことができれば、女性のやせ願望も修
正されるのではと話をまとめました。
この議論も、個人の心のあり方に問題を求めていて、やせていることを求める社会に目
を向けていません。ミスユニバースの森理世さんの BMI は 17.8 で、適正体重からすると
立派なやせすぎです。
母親に責任を押し付ける「家族モデル」
――本のなかでは「家族が悪いから発症した」という「家族モデル」の問題点を指摘して
いますよね。

はい。日本ではいまだに摂食障害の原因を家族に、特に母親に求める傾向がみられ、私
はこれを「家族モデル」と名付けました。家族モデルの源流は２０世紀の中後半に摂食障
害の治療で大変著名になったアメリカの精神分析家ヒルデ・ブルックに端を発します。
この母親原因説は、父親の役割が無視されているとか、摂食障害の親子関係に特徴的と
思われていたものは、実は発症後につくられたものといった報告がでるなかで欧米では収
束していきます。しかし、日本の場合は、摂食障害が増え始めた８０年代後半から９０年
代にかけて、母親と当事者のゆがんだ関係性に摂食障害の原因があるという説を後押しす
るような論文が大量にでています。さらに、この説の賛否について社会学者をまきこんだ
論争にまで発展しています。
これは私がフィールドワークをおこなったシンガポールと対照的です。シンガポールで
は、もちろん家族の果たす役割は大きいとされますが、母親に原因を求める「家族モデル」
はほとんど広がりを見せていません。むしろシンガポールでは欧米化の影響と摂食障害の
関連性を重要視する研究が多く発表されています。
――社会状況で「原因」が変わっているのですね。
はい。日本の場合、摂食障害が増え始めた時期と、子どものありとあらゆる問題を女性
の社会進出に求める論調が盛んであった時期が並行していることに目を向ける必要がある
でしょう。
「母原病」とは、アトピー性皮膚炎、家庭内暴力、不登校など２０世紀の中後半に出始
めた子どもの問題の原因を、女性の脳に生物学的にインプットされているとされる「母性」
の狂いに求める見方です。内科医の久徳重森さんにより広められました。女が男の真似を
して会社でバリバリ働いたりしようとするから、母性に狂いが生じ子どもに問題が起こる
という理論です。
いまではトンデモ理論だと多くの人に思われていますが、この時期の摂食障害はこの流
れで良く語られています。母親が母性に反して男のようになろうとするから、娘が成熟し
た大人になることを拒否して摂食障害になるという流れです。
シンガポールの場合、女性は主婦として家事・子育てを一気に引き受け、男性は外で働く
という構造がもともとありませんから、家族モデルが根付く土壌自体がもともとなかった
のでしょう。
また拙著で注目したのが、当事者の方の語りが「家族モデル」に沿うような形で変化し
ていくことです。お話を聞いていると「夫婦の問題を子どもに愚痴る親」
「成績がよいとき
だけほめるといった子どものありのままを認めない親」といった親の態度が彼女たちの摂
食障害を形作った原因としてご本人から語られることがあります。
これらは摂食障害にありがちな親の姿勢として専門書などでまさに指摘されていること
なのですが、お話を長期間にわたって聞いていると、そのような語りが専門書を読みこん
だり、親子関係をそのような形で重視する医療者と出会ったりするなかであらわれてくる
ことがわかります。
つまり家族が自らの拒食や過食の原因であるという「家族モデル」を自分の物語として
読み込んでいるのです。ですから、家族モデルが摂食障害の原因を説明しているかどうか
という正誤の検証よりも、家族モデルを当事者がどう読み取り、それを用いてどう人生の
物語を再構築していったかに注目しました。
「ふつうに食べる」ってなんだろう？
――「ふつうに食べる」と「ふつうに食べられない」をわけるものはなんでしょうか？
私たちにとって「ふつうに食べる」ことは、日常生活に自らの食の軸足を置くというこ
とだと思います。たとえば、ケーキであってもそれが誕生日ケーキなのか、コンビニで買
ってきて一人で食べるケーキなのかで意味が変わります。食べものにはその文脈でしか現
れえない意味があり、私たちは知らず知らずのうちにその意味を読み取りながら食べてい
るのです。

一方で、
「ふつうに食べられない」女性たちは、食の軸足を栄養素やカロリーといった科
学の分野にうつしている傾向があります。たとえば、ケーキを見たら「炭水化物だ」「300
キロカロリーだ」というように意味を固定させてしまい、その食べ物が置かれた文脈でし
か現れえない食べ物の意味――たとえばこれは大事な人が自分のお祝いのためにつくって
くれたケーキ――といったことに目がむかなくなっているのです。
インタビューに協力してくれた皆さんが「おいしさ」を感じにくくなっているのは、そ
の文脈でしかあらわれない食べ物の意味を身体全体で感じ取ることができず、頭で栄養素
や数字に変換してしまうところに一因がある場合があると思いました。
ですが、ある栄養素に着目したり、カロリーが気になったりすることは、私たちも同様
にやっている行為ですし、むしろそのような食べ方はむしろ推奨されています。つまり彼
女たちの食べ方はいっけんすると大変奇妙なおかしなものにみえますが、その食べ方は実
は私たちの社会としっかり接合しており、そこで推奨される食べ方を先鋭化させていると
私は思います。その点で彼女たちの食べ方は実に人間的なのです。
摂食障害は紛れもなく食べることにかかわる病気でありながら、そこでどのような食が
展開されているかについてはほとんど注目されてきませんでした。拒食や過食は本質的な
問題のあらわれに過ぎず、それを取り払ったところに本当の問題はある、というのが主流
の見方であるからです。
しかし摂食障害に限らず、人間が抱える問題とは、ミカンの皮をむいたら実があらわれ
るといったようなものなのでしょうか？ 私たちが抱える問題はもっと入り組んでいて、本
質と表層というような形にわけられるものではないのではないでしょうか。その疑問を突
き詰めてみたのが拙著になります。
――最後に一言、読者に向けて何かメッセージはありますか？
よく「こんな研究をしていたら、自分もまきこまれない？」なんて言われることがある
のですが、この調査に４年近く協力してくださった６名のみなさんは、とても素晴らしい
方たちで、私の方が励まされることもよくありました。
ずっとインタビューを続けさせて思ったことは、人間って弱いけど強いなということで
す。彼女たちは、大変な状況になって、ときには家からでられなくなったり、入院をした
りしているのですが、社会から完全に撤退することはなく、それがたとえ周りからみたら
格好の悪い形だったとしてもちゃんと這い上がってきます。自分の人生の物語を閉じた世
界のなかで終わらせることなく、外に開き、描き続けることの力強さを、インタビューを
通じて教えてもらった気がします。
「自分にとって食べるってなんだろう」、
「身体って何だろう」、そんな疑問を感じたこと
のある方たちに、自分の人生の物語と共鳴させながら読んでもらえれば嬉しいです。
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