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「たすける・いきる・みせる」を
どのように考えていくか？

このプロセスが「言語にどのように
影響を与えているのか」また

「言語からどのように影響を受けて
いるのか」に焦点を当てる



たすける

「助」＝且（しょ）と力（りょく）とを合わせた
形。且は鉏（すき；草を切るもの）の形。力は
耒（すき；土を掘り起こすもの）の形。合わせ
て「耕作を助ける」の意。

「援」＝１つのものを上下から手でひく

「佑」「佐」＝神に援助を求める場合の祝詞に関
係する

（白川, 2003）



たすける

Serve < servire（ラ／奉公する，尽くす）

Help＝力を貸す；目標達成に役立つことを強調
する語

Aid＝援助を必要とする弱い者に力のある者が
助力する

Assist＝補助的・従属的な助力をする

（旺文社新英和中辞典, 1999）



「たすける」における複数の文脈
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個人のスキル（反応型）の形成

Fig.  対人援助の機能に関する円環上昇モデル
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「援護」：英米語の場合
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援護・擁護

「援護」：日本語の場合

「たすける」
しかし「みせない」



「みせる」と言語

国境の長いトンネルを抜けると

雪国であった。

夜の底が白くなった。

信号所に汽車がとまった。

（川端, 1935）



「みせる」と言語

The train came out of the long tunnel 
into the snow country. 

The earth lay white under the night 
sky. 

The train pulled up at a signal stop.
（Seidensticker, 1956）



日本語 英米語

主観・共感的 客観・一方的

「なる」的
（become/be）

「する」的
（do）

土着的 鳥(神)瞰的



従来の心理学という言語システム
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日本語 英米語

主観・共感的 客観・一方的

「なる」的
（become/be）

「する」的
（do）

土着的 鳥(神)瞰的



「心理学」言語システムの問題点

例： Harlan Lane 著 『善意の仮面：聴能主
義とろう文化の闘い』（1999；長瀬 修訳, 
2007）

・植民地主義のパターナリズムと聴者の
パターナリズムに基づく「文明化」あるいは
「彼らの心理学」が酷似していることを
指摘。







従来の心理学における倫理
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新たな心理学の言語モード
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日本語 英米語

主観・共感的 客観・一方的

「なる」的
（become/be）

「する」的
（do）

土着的 鳥(神)瞰的

日本では、日本では、
ポストモダンではなくポストモダンではなく
単なる単なるプレプレモダンのモダンの
復古復古なのでは？なのでは？



欧米の場合
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Fig. 1 The philosophical movement in western 
culture
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Fig. 1 The philosophical movement in western 
culture
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Fig. 2 The philosophical movement in Japanese 
culture
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Fig. 2 The philosophical movement in Japanese 
culture
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ポストモダンな
心理学の言語モード
とは何か？



Harlan Laneとは誰か？
Harlan Lane is a professor of psychology and linguistics at 

Northeastern University in Boston, Massachusetts, in the 
United States. He specializes in research on Deaf culture 
and sign language. In 1991, Professor Lane received a 
MacArthur Foundation “genius award”. He has become an 
often controversial spokesman for the Deaf community 
and critic of cochlear implants.
Dr. Lane‘s baccalaureate and master’s degrees are in 
psychology from Columbia University. His Ph.D. is in 
psychology from Harvard University, where he studied 
under B. F. Skinner. He also holds a doctoral degree in 
linguistics from the University of Paris. 
（From Wikipedia, the free encyclopedia）



可能性としての
“Harlan Lane”



ポストモダンな
心理学的言語システム

客観・再帰的

「する」的
（do）

土着的



“ポモ”な心理学的言語モード
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再帰的モードの工夫（1）

弁別刺激 反応 結果



“Organism as Host” と
「主体の死」



Acceptance
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再帰的モードの工夫（2）



“Hexaflex” と
「実存／現存在」



日本語 英米語
ポストモダンな
心理学的言語
システム

主観・共感的 客観・一方的 客観・再帰再帰的

「なる」的 「する」的 「する」的

土着的 鳥(神)瞰的 土着的


