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ボールペンを使う

松木　邦裕　

　文章を作成するという行為は，今日
もはや「字を書く」のではなく，コン
ピューター・キーボードの「キーを打
つ」と表現されるようになっています。
実際私も，キーボードのキーを打ち込ん
でこの文章を作っています。ただ，人と
違うのは，私の場合は仮名入力で書いて
いることのようです。仮名入力をしてい
ると言うと驚かれるので，ほとんどの人
はアルファベットで入力しているので
しょう。要は私がただ不器用であるとい
うことなのですが，アルファベットで
ローマ字を思い浮かべて書くというプロ
セスに私は馴染みません。頭に浮かべて
いる日本語の字句をそのままキーボード
に見て，それがそのまま画面に出てくる

という，途中に文字種の変形が入らない
流れから，自分の考えや思いがそのまま
文章として記述される円滑さと恒常感を
私は得られるのです。こう書いてみたと
ころではありますが，それを普段強く意
識しているわけではありません。あえて
表現してみるなら，このように記述でき
るようであるとのことに過ぎないのです
が。
　最初から本題と外れたところに行って
しまいました。テーマはボールペンです。
手持ちのボールペンをインクがなくなる
まで使い切ることが，私の人生の楽しみ
の一つです。今日私が好んで使ってい
るのは，三菱鉛筆ユニの JETSTREAM
という 120円のボールペンです。この
ボールペンは大変書きやすく，他のもの
と比較になりません。とても売れている
らしいのですが，当然でしょう。一般
的には，0.5mm芯が標準のようですが，
私は 1mm芯を使います。私は字が汚い
のです。いかに汚いかと言えば，あると
き私の字を見て驚いた父親が，「お前は
人前で字を書くな」と言ったほどでした。
字が汚いので，字幅の大きいほうが自分

まつき・くにひろ＝精神分析，精神医学
　京都大学大学院教育学研究科教授。著書に「対
象関係論を学ぶ」（岩崎学術出版社），「分析空
間での出会い」（人文書院），「分析臨床での発
見」（岩崎学術出版社），「分析実践での進展」（創
元社），「私説対象関係論的心理療法入門」（金
剛出版），「精神分析体験 : ビオンの宇宙」（岩
崎学術出版社）など多数。このほど，『摂食障
害との出会いと挑戦―アンチマニュアル的
鼎談』を刊行。
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でも読みやすいので数年前から 1mm芯
を使っているところです。芯が大きいだ
け，書き心地もより滑らかなように感じ
ます。
　ボールペンが出始めた頃には，フラン
ス製の Bicボールペンが広く出回ってい
たと記憶しますが，途中でかすれて割
れたような文字になるという難点があり
ました。私が医師になって入局した九大
心療内科での指導医は末松弘行先生でし
たが，その末松先生が Bicのボールペン
を使われていて，そのためカルテ等に書
かれる文字がかすれていました。やはり
Bicはかすれるなあと思いました。それ
だけのことに過ぎないのですが，なぜか
印象に残っています。
　ボールペンを使い切ることの楽しみを
覚えたのは，卒業試験の勉強に励んでい
た時期です。医学部の卒業は記述式の
各臨床科別卒業試験に合格することで
す。試験に合格するには，たくさんのこ
とを覚えるということに尽きます。私に
は写真的記憶力は備わっていませんから，
私の持つ感覚機能を動員して覚える必要
がありました。書いて読む行為は，視覚，
聴覚，触覚という三つの感覚を使います
から，刺激が大きくなって記憶が残りや
すいように思えます。そこで私はその記
憶する作業を，書きながら覚えるという
やり方をとって行いました。ここでボー
ルペンを使うことになったわけです。
　毎日卒業試験の勉強に励んでいると，
ある日ボールペンがこすれ，字が出てき
ません。気づくとひとつのボールペンを
その軸内のインクがなくなるまで使い

切っていたのです。「そうか，それだけ
勉強したのだな」という達成の満足がそ
のとき実感されました。試験勉強生活は
単調なものです。このような些細な達成
が励みになります。こうして私はボール
ペン・インクの使い切りに目覚め，それ
を楽しみにするようになりました。ボー
ルペンは書きやすいに越したことはあり
ません。そしてそれに加えてインクを早
く使い切ることも私にとっての必要要件
になりました。そこで当時あったボール
ペンをいろいろ試しました。結果として，
パイロット社製のボールペンが最適であ
ることを見出しました。卒業試験の勉強
は何か月か続くのですが，その間に何本
を使い切るかということも私の大いなる
関心になってきました。当時の私の席次
番号が 82番でした。本来の卒試合格と
はまったく関係ないところで，ボールペ
ンを 82本以上使い切ることを目標に置
いて勉学に励みました。卒試合格が目標
なのか，ボールペンのインクを使い切る
ことが目標なのかわからないような強迫
現象です。結果は 76本まで使ったとこ
ろで卒業試験は終わりました。目標に今
ひとつ届かなかったことは残念でしたが，
優秀な成績（？）を修め，空き缶に保
存していた 76本のインクのなくなった
ボールペンをまとめて処分するときには，
これだけ勉学に励んだのだという感慨が
ありました。
　その後働き始めてからは，製薬会社か
らボールペンをもらうことが多く，カル
テ等を書くただの筆記用具に過ぎないも
のにボールペンは戻っていました。しか
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し，スーパービジョンの機会や論文・著
書の作成や校正，査読等が生活の一部に
なったあたりから，私の使うボールペン
という意識が戻ってきました。それに加
えて，意識されることに異なる側面が出
てきました。
　インクを使い切ることで，そのボール
ペンが世に出てきた役割を全うさせるこ
とができたという満足感というか安堵感
のようなものを感じるようになったので
す。この世には無数と言ってよいほどの
沢山のボールペンが使用されなかった
り，使用途中で放置されたままになった
り，捨てられたりしているのではないか
と思います。実際私自身がボールペンに
無頓着な頃はそうしていました。私に
は，限りある資源を大切にしようといっ
た高尚な思想はありません。ただ，この
世にひとつの目的を持って生れ出てきた
ものがその任務を全うすることをよしと
感じるだけです。使い切ってインクの切
れたボールペンの軸をゴミ箱に捨てると

き，「よし，やり通したね。御苦労さん
でした」という思いが浮かびます。これ
は，明らかにボールペンを擬人化してお
り，つまりは私の生命感を投影している
のですが，机の上だけではなく，新幹線
や飛行機の中での作業の伴侶であった
ボールペンとの別れには，喪失の喪の哀
悼が生じるのです。その濃度は濃いもの
ではありませんが，使い切ったという満
足の喜びの後の別れの哀しみがそこにあ
るのです。
　松尾芭蕉の「面白うてやがて悲しき鵜
舟かな」という句があります。鵜の悲し
み，そこにみる人生の哀しみに触れたも
のでしょう。
　「やがて，哀しき」が人生の大切な事
実なのだと思います。人生において私た
ちが経験から学んでいく，この「哀し
き」を知り，生きていくことを，『摂食
障害との出会いと挑戦』では瀧井正人先
生と鈴木智美先生の力を借り切って私は
伝えようとしていたのかもしれません。

◇書評エッセンス◇

母子臨床の精神力動
ラファエルーレフ編／木部則雄監訳

　本書は，まずその収録論

文のリストを見て驚かされ

る。ウィニコットの「子ど

もの発達における母親と

家族の鏡役割」，ビックの

「早期対象関係における皮

膚の体験」，ビオンの「思

考作用についての理論」，

グリーンの「デッドマザ

ー・コンプレックス」な

ど，精神分析の早期発達理

論に関心のある読者であれ

ば必須の論文が出そろって

いるのである。加えて，母

子心理療法の草分け的論文

であり，精神分析系の論文

の中では他に例がないくら

い，生き生きとした臨床記

述で読ませるフライバーグ

らの「赤ちゃん部屋のおば

け」が掲載されているのが

喜ばしい。（評者・平井正

三＝御地心理療法センター

■精神分析研究 58巻 4号

（2014）より抜粋）
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　「事例で学ぶアセスメントとマネジメ
ント」の出版に合わせて，エッセイを執
筆する機会を頂いた。著者のひとりとし
て書籍化に至った経緯や思いをつづりた
い。
　私はこれまで主に精神分析的理論を基
盤として臨床に携わってきた一臨床心理
士である。今回この本を出版して，なぜ
自分が精神分析的なオリエンテーション
を選んだのか思い巡らせてみた。理由は
ひとつではないが，改めて振り返ると，
「言葉」に重きを置く理論だったことは
大きい。心理士は，医師のように処方箋
や診断書といった具体的で手応えとなる
ものをクライエントに差し出せない。自
分が差し出せるものはまずは言葉しかな
い，言葉さえあればどのような職場や場

所，局面であろうと，たとえ筆記用具や
心理検査，面接室など何もなくて身一つ
でなんとかやっていけると思ったのであ
る。
　ただ，私が初学者だった当時は，勉強
会や症例検討会の多くは個人精神療法，
グループワーク，心理検査を対象とした
ものだった。構造化された面接空間で複
数回クライエントと会える場面やそれが
可能な職場で働いている心理士は限られ
ていたにもかかわらず，日々の臨床体験
や事象について検討する勉強会は殆ど無
かった。セラピーにおける言葉，解釈に
ついてはなんとか考えていくことができ
るようになっても，その言葉を生み出す
プロセスを日頃の臨床場面にどのように
応用すればよいのかは自ら試行錯誤して
いくしかなかった。
　その後，スクールカウンセラー制度を
はじめとして心理士の職域は多岐にわた
るようになった。職場で求められること
は，多職種との連携や協働作業，コン
サルテーションやマネジメント的な仕
事がますます増えてきている。限られた

みなと・まきこ＝臨床心理学，精神分析
　西新宿臨床心理オフィス。著訳書に，『ウィニ
コット著作集 4　子どもを考える』（共訳，岩
崎学術出版社），『現代精神医学事典』（分担執
筆，弘文堂）など。このほど，藤山直樹・中
村留貴子監修『事例で学ぶアセスメントとマ
ネジメント』を刊行。

こころを考える臨床実践，「言葉」を生み
出すこと

湊　真季子　
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時間や構造化されていない場所でスタッ
フやクライエント，職場に対応すること，
「言葉」を返していくことは成り行きや
場当たり的に済ませることでなく，訓練
が必要なスキルである。著者らは各々，
教育，医療，産業，養育といった様々な
職場での体験を通じてこのことを痛感し
ていた。その共通の思いから，これまで
殆ど取り上げられてこなかった日常の一
見何気ない臨床状況や場面について精神
分析的視点から検討するセミナーを立ち
上げることにしたのである。
　参加者の職場や置かれている立場は予
想以上に多種多様で，それだけに心理士
としてのアイデンティティに悩んでいる
ひとが多かった。セミナーでは，病棟で
の患者さんとの立ち話，職員室にいると
きに考えていること，職場で日々感じて
いること，他のスタッフに対する感情や
思いなど普段何気なくやり過ごしていた
り，勉強会などで検討するに当たらない
と考えていたりするようなことを検討し
合った。これまでスポットライトが当た
らなかった側面について自らのこころを
通して浮き立たせ，その事象の意味を考
え言語化していったのである。これは意
識化の作業でもあり，精神分析的なプロ
セスでもある。セミナーを重ねるうちに，
著者らの中に精神分析的な視点や姿勢は
様々な職域や現場に応用できるという実
感が強まった。そして，その考え方を少
しでも多くの人に伝えたいとの思いから
書籍化を企画したのである。本の中では
クリニック，スクールカウンセラー，養
護施設，精神科病院の 4つのケースを

取り上げているが，事例として入れたい
と思った職場は他にも多数あった。
　と，ここまで精神分析的な視点は様々
な臨床状況に応用できると書いてきたが，
応用というからにはどこから始まりどこ
に行きつくのかも考えなくてはいけない。
私は精神分析家ではないが，原点として
の精神分析は，S,Freud.が使っていた面
接室の写真を見たことがある方ならイ
メージできるだろうが，本来カウチのあ
る部屋と安定した一定の時間という物理
的基盤があって成り立つものである。そ
の対極として，被災者（ここではこの言
葉を使用させて頂く）の方々が置かれる
状況が思い浮かぶ。住んでいる地域，住
まい，家族や友人を一瞬にして失い，そ
れこそ身一つで生き延びたひとたちであ
る。それぞれの体験は，異なるアプロー
チをするものとされている。たとえば，
被災者の方たちにはまず何よりも物資の
支援が必要で，内省的な面接は当面禁忌
であるといった具体的な対応や考えであ
る。しかし，もともと Freudはヒステ
リー患者の性的外傷体験から精神分析の
発想を得たように精神分析と外傷はリン
クしている。その Freudが，おそらく
自身の出生とも深く関係していると思わ
れるが，カウチや面接頻度など物理的構
造にこだわった精神分析を生み出したこ
と，しかし戦争によってそれこそ身一つ
で亡命せざるをえなかったことを考える
と，私の連想は広がっていくのだが，対
極の環境の間を Freudが生き抜いたの
は身一つとしての言葉があったからでは
ないかと思うのである。実際，Freudは
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多筆で書物に限らず手紙や日記もたくさ
ん残している。それらは外に向けて発信
することだけが目的ではなかっただろう。
　トラウマを体験した人にとって，言葉
を失った状態が続くことも自分が生き
残っているという言葉が思い浮かぶこと
も，つまり，身一つの感覚がないことも
身一つだという感覚が生じることもどち
らも耐え難い状態であろう。この現実を
考えると，臨床を始めた頃に言葉さえあ
れば，身一つで足りると思ったことはな
んて身の程知らずだという思いと，それ

でもひとはこころの中に言葉が生まれて
こないことには生きていくことが困難な
のだという思いの「間」で揺れる。今回
出版した本は，現場の体験や事象と精神
分析の理論や技法との「間」について思
い巡らし考えることを目指したものとも
言える。対極にあるものの間で揺れる
ことは 1つの答えがでないことであり，
外からは一見するとわかりにくい。でも
それがひとのこころのあり様でもあり，
それに向き合っていくのが臨床家なので
はないかと思う。

◇書評エッセンス◇

事例で学ぶアセスメント

とマネジメント
藤山直樹・中村留貴子監修

　初心者にとって，“か

ゆいところに手が届く”

一書である。「大学院で力

動論の観点から面接構造の

意義や心理面接のプロセス

についてひととおりは学ん

だけれど，いざ実際の現場

に出てみると，相談対象者

の問題をどのようにアセス

メントして，どのように心

理面接を始めたらよいのか

わからない」。このような

困惑を体験する初心者は少

なくないのではないだろう

か。本書は，初心者が心理

臨床実践の開始時に体験す

る困惑を乗り越えるための，

心強いテキストである（中

略）。

　本書の第 1部の事例編
は，著者らが開催する西臨

セミナー「能動的アセスメ

ントとマネジメント―信頼

させる心理士になるため

に」というトレーニンググ

ループでの経験がベースに

なっている。事例は，心療

内科クリニック，中学校，

児童養護施設，精神科病院

という 4つの現場で，経
験 2～ 5年目の初心セラ
ピストが出会ったケースを

もとに著者らが創作したも

ので，スーパーヴァイザー

となった著者らと発表者と

のディスカッションを，逐

語記録として紙上で再現し

ている（中略）。

　第 2部の理論編では，
力動的アセスメントとマネ

ジメントについて 3名の
著者（岩倉氏，湊氏，中村

氏）が解説し，最後に藤山

氏が， 「精神分析的自己を
内在化する」ことをめぐっ

て刺激的な論考を述べてい

る。著者らと，著者らの指

導者にあたる監修者という

二世代の論述に触れること

ができるのも本書の大きな

魅力である。（評者・遠藤

裕乃＝兵庫教育大学大学

院■臨床心理学 15巻 1号

（2012）より抜粋）
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精神分析と翻訳，精神分析の翻訳

飛谷　　渉　

　最近ミーラ・リカーマン著‘Melanie 
Klein： Her work in context.’という本
の訳書を『新釈メラニー・クライン』な
る邦題をつけて出版させていただいた。
日頃，臨床の合間を縫って，あるいは
ちょっと早起きして，下手な翻訳をちま
ちまやっていると，もうこれ以上はやり
たくない，もうやめだ，などとしばしば
嫌気がさしてくるのだが，それがひとた
び出版物となって刊行されるや，やはり
嬉しいもので，性懲りもなく「次は何に
しようか」などと思案している自分に出
会う。のど元過ぎれば熱さを忘れる，の
である。
　そもそも精神分析という文化にとって
翻訳とはいかなるものなのだろう。日本
の精神分析界の先達は，ほぼ全ての先生
方が何らかの形で翻訳に携わってこられ
た。フロイト全集しかり，クライン著作

集あるいはビオンの四部作しかりであ
る。今でも日本では，翻訳作業は臨床家
の重要な仕事のうちの一つなのだが，他
方欧州ではフランス語文献が英語に翻訳
されるときなど，翻訳者の名前はかなり
じっくり探さないと見つからないし，極
端な場合，個人名が記載されていなかっ
たりもする。翻訳者の名前が見つかって
も，ほとんどの場合それは臨床家ではな
い翻訳家である。この違いはいったい何
なのだろうか。日本語と英語やドイツ語
との互換性の困難は半端なものではない
のだから，精神分析の文献は臨床家が翻
訳しないといけないのだ，とこれまで私
は考えていた。確かにそれには一理ある
だろう。だが，それはどうも日本語との
言語的差異に還元されるものではないの
ではないか，より本質的な何かではない
か，とも最近疑うようになった。
　ロンドンでのトレーニングの期間を経
て帰国した当初，私は夥しい重要文献の
量からすると，翻訳などという悠長な作
業ではとうてい間に合わないので，精神
分析臨床に携わる人はすべからく，少な

とびたに・わたる＝精神分析，精神医学
大阪教育大学保健センター准教授。著訳書に，
メルツァー著『精神分析過程』（共訳，金剛出
版）など。このほど，『新釈 メラニー・クライ
ン』を翻訳・刊行。
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くとも英語に関しては斜め読みができる
程度の力をつける必要があると考えてい
た。だが，帰国して 5年以上がたった今，
本当にそうだろうかと感じるようにも
なっている。平井正三先生は，最近キノ
ドス著「フロイトを読む」（福本修先生
監訳）の書評で，精神分析の文献を母語
で読むことの重要性を指摘しておられた。
　フロイトはアーネスト・ジョーンズの
英訳の仕事の進み具合に，しばしば苛立
ちを露わにしたという。フロイトがせっ
かちだったばかりではなく，外国語に翻
訳することの重要性をおそらく的確に認
識して，心待ちにしていたことの現れで
もあったのだろう。フロイトは，外国人
の臨床家・翻訳家を大事にした。英国人
ならばストレイチーとリヴィエール，他
にも数名いるだろう。ストレイチーに関
しては，スタンダード・エディションの
翻訳編集がほぼ彼のライフワークと見な
されてしまっている。それがあまりにも
大きな仕事であったがゆえに，彼の卓越
した「変化惹起性解釈」論文が霞んで見
えるのは少々残念である。
　ところで翻訳といえば，何年か前に京
都大学の立木康介先生から，貴重な資料
をいただき甚だ感銘を受けたことを思い
出す。それは春陽堂版，矢部八重吉訳
「フロイド精神分析学全集第五巻：性欲
論・禁制論」の付録，矢部八重吉による
「フロイド先生會見記」である。もちろ
ん「フロイド精神分析学全集」は旧字体
で書かれ「集全学析分神精ドイロフ」と
なっている。矢部なる分析家，1930年
（昭和 5年）という戦前に，齢五十五

にして海を渡ってドイツ・ベルリンの国
際精神分析協会本部を訪問し，当時の会
長アイティンゴンと会見して，その後ロ
ンドンに渡り，ジョーンズの指導を受け
つつ，しかもエドワード・グラヴァーか
ら精神分析を二ヶ月ほど受けたという。
さらに，なんと訪英中にメラニー・クラ
インに呼び止められてしばらく話した後，
自宅に招かれたらしい。そこでエディプ
ス・コンプレックスが乳幼児における口
唇的空想にまで遡ることを直に教わった
のだと書いている。
　「女史の家に行ってみると同僚が四五
人来合わせてゐた。人々は自分（私）を
プロフェッサーと呼んでゐた。その時の
主なる話は右に述べたエディポス・コム
プレックスを生後六ヶ月にまで辿ること
に就いてであったが，女史はなほ二人だ
けで話したいからとて，茶の時間に来て
くれと云ふので，その日取りを打ち合
わせて別れた。（中略）クライン女史は，
四十五六才のいかにもドイツ人らしく
太った人であって，ビールも飲めば，た
ばこも吸う。なかなか盛んなものである。
～」。
　クラインの家でじっくり話し込んだ日
本人は矢部先生だけだろう。びっくりす
るような，なんだかほっこりするような
逸話である。さぞかし灰汁の強いメラ
ニー・クライン女史に圧倒されたことだ
ろう。さらに彼は，帰国の途につく前に
ベルリンを再訪し，ジンメル邸に滞在中
だったフロイトその人に会見，数時間談
話したのだそうである。
　フロイトに会見したとき矢部は，すで
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に刊行されていた邦訳「快不快原則を超
えて」を手土産にしたため，フロイトは
大いに驚いたという。なぜ他でもない難
解で賛否のある「死の本能論」なのかと。
矢部の回答は大変興味深い。「私は答へ
た。この書の中に説いてある生死同一説，
死の本能即ち生の本能説はそのまま佛教
の思想であって，佛教が相当に国民思想
を支配している日本としては，精神分析
への理解が却ってこの書に依って容易に
なるであろうと考えたからだと。さうし
て私以外にも，フロイドの死の本能説に
賛同する人が日本にはたくさんあると
云ったところ，（中略）フロイドは意外
の味方を得たことを喜び，隣室に身じま
ひしてゐた娘の方に『アンナ，アンナ』
と声をかけた。」などとある。
　矢部なる分析家，岩崎の精神分析事
典にも載ってはいるが，小此木先生の
十五行ほどの紹介に止まる。それによる
と，米国コロンビア大学で心理学を学ん
だ後，鉄道省で労働心理に関する仕事に
関わり，1928年に大槻憲二，長谷川天
渓（本名：誠也）らとともに東京精神分
析学研究所を設立している。この研究所
主催の研究会には，江戸川乱歩ら文士の
名があり興味深い。さらに矢部は前述の
渡欧の際に，フロイトの承認のもと国際
分析協会の会員資格を得た。もしかした
ら日本最初の国際分析協会認定の分析家
かもしれない。日本の精神分析の先駆け
とされる古澤平作がフロイトに会いに
行ったのは 1932年なので，古澤よりも
2年早い。つまり，どちらにせよこの時
期に日本の精神分析の源流がある。古澤

平作の方は，丸井清泰教授の東北大学精
神科教室という米国仕込みの精神医学的
精神分析の流れである。一方先に述べた
矢部は米国仕込みの英語力でもって英国
精神分析を学んだ心理学者であり，その
同志の大槻憲二と長谷川天渓はともに心
理学者であると同時に文芸批評家として
活躍していたというから，萌芽期の英国
対象関係論を基礎にした芸術的精神分析
の流れである。いわば，この源流の時代
には日本において，米国医学的精神分析
と英国芸術的（内的対象関係的）精神分
析とが共時的に発生していたことになる。
言い換えるなら‘physician analyst’と
‘lay analyst’の共存である。はじまり
は何となくコスモポリタンなムードが
あったわけである。だが，不幸なことに
矢部は 1945年に，長谷川は 1940年に
亡くなっている。どちらも還暦を超えて
はいたようなので，直接戦争にかり出さ
れた戦死ではないと思われるが，おそら
く第二次世界大戦が何らかの形で，彼ら
の活動が途絶えたことに影響を与えただ
ろうことは想像に難くない。先述した小
此木先生の人物紹介文で印象に残った記
載がもう一箇所ある。それは，「（矢部
の）その後の活動の詳細は明らかでない
が，第二次大戦前に矢部の児童心理療法
を受けた少女が，大戦後昭和 20年に再
訪したところ，すでに診療していなかっ
たという。」という下りである。つまり，
矢部はメラニー・クラインから受けた衝
撃を形にして，日本で児童分析の実践を
試みたのである。
　さて，少しばかり翻訳の話にもどって
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四方山話を終わりたい。私の場合，翻訳
は朝などに 1時間ほどの時間をとって，
できるだけ毎日やるようにしている。そ
の方が一気に大量に訳すよりも持続しや
すいし，見通しも立てやすい。長い時間
をかけると一気に一定量進むがくたびれ
るので，往々にしてその後しばらく停滞
する。結局毎日少しずつやる方が進むの
である。ウサギとカメは多くの領域にあ
てはまる。これは，精神分析を受けるこ
ととも共通している。対象が自分の体験
や想念であるか，テクストであるか，と
いう大きな違いはあるけれど，人が心か
ら成長するには ､ 一気に詰め込むよりも
じっくりゆっくりリズミカルに一定の
ペースでもって進めるのがよいのだ。こ
れは経験知なのである。
　翻訳作業が精神分析を受けることに似
ているということになったところで，さ
らに一つ思い出したことがある。それは
私がロンドンで精神分析を受けていた中
での体験である。私は当初，今では古く
なってしまったセイコーの電子辞書初代
SⅡを愛用し，後生大事にいつもポケッ
トに入れていた。今では多機能辞書が増
えて，時代遅れの感が否めないが，私は
今でもこれが一番好きである。今も元気
に働いてくれている。ロンドン留学当時
でも，SⅡはお守りなどというものでは
なくて，それこそ大活躍してくれたので
あり，私の英語の先生のようでもあった。

　英国留学 2年目のあるとき私は，分
析セッションでカウチに横たわりつつ，
この電子辞書を失う夢を見たことを分析
家に話した。すると分析家は，あなたは
私から解釈という通訳を引き出して自由
に使用したいし，そもそも私を電子辞書
として使える以上のものだとは見なした
くないのだ，と私にいった。さらに彼は，
週末に分析が休みの間，分析家の通訳機
能が使えなかったためにそういう夢を見
たばかりでなく，辞書としてだけ機能さ
せていた私（分析家）を手放して，じか
にここで人としての私（分析家）に対面
することも望んでいるのかも知れないし，
それを恐れてもいるようでもある，とコ
メントした。確かにそれ以来，私にとっ
て彼は生身の分析家として現れ始めた。
七転八倒の精神分析・第二幕のはじまり
といった趣だった。
　精神分析における理解というものは，
夢にせよ，記憶にせよ，転移空想にせよ，
当然ながら通訳ではない。通訳にとど
まっている限りは，心に響く体験にはな
らないし，真の内在化は起こらない。だ
から精神分析が内的対象として内に存在
することもない。精神分析的ナルシシズ
ムにとどまるのである。だから，こと精
神分析に関していえば，翻訳作業も通訳
以上のある種の体験である必要があり，
翻訳者の心が通ったものである必要があ
るのだと私は思う。
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　力動的精神療法の訓練には周知のよう
に三つの柱があるといわれている。一つ
は個人スーパービジョンであり，二つ目
は理論と技法の知的学習である。これは
本を読んでもよいが，理想的には，セミ
ナーの形で，講師のリードで小グループ
で同僚と議論しながら学習するのがよ
い。それには本を素材にして抄読の形で
行うのがさらによいであろう。同僚との
相互交流により，理論は頭の中に浸透
しやすい。第三の柱は症例検討会であ
る。自分の治療している症例を理解する
のにスーパーバイザーからのコメントは
大切であるが，同僚が患者をどう治療し
ているかを学ぶことはいわゆる“Peer 
Learning”としてきわめて有効である。
また自分が治療している患者の治療をレ

ビューしてグループに症例呈示するのは，
患者を理解し治療をさらに深めてゆくの
に大切である。
　スーパービジョンにおいてバイザーが
力動的患者理解をバイジーにどう伝える
かはバイザー次第であるが，バイザーと
してはバイジーといわば「バイズ同盟」
とでも言うべき学習的関係性を作ること
が大切である。バイジーはそのようなバ
イザーのスタンスを身につけ，自分の患
者との「治療同盟」を作るのに参考にし
ている。つまりバイザーからの知的理解
の伝達より，バイザーとバイジーの間に
おける無意識の学習関係のほうが，バイ
ジーの学習にとって大事なことがある。
バイザーとバイジーとの間の関係はバイ
ジーと患者との関係に並行している。こ
れをパラレル・プロセスという。
　私はアメリカと日本の両国でレジデン
トや臨床心理士のスーパービジョンを
行ってきたが，日本に帰国して最も印象
的だったのは，バイジーが各セッション
に紙にびっしりと書いた詳細なレジュメ
を持ってくることであった。アメリカで

力動的精神療法の訓練について

中久喜　雅文　

なかくき・まさふみ＝精神医学，精神分析
聖マリンナ医科大学精神科客員教授。著訳書
に，『精神科的診療の実際─一般医家のため
に』（金原出版） ，『新しい育児と教育─在ア
メリカ精神科医の提言』（弘文堂），ヤーロム
著『グループサイコセラピー』（共監訳，西村
書店）など。このほど『力動的精神療法入門』
を刊行。
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はそういうことをするバイジーは誰もい
なかった。これは学習に対する文化の違
いによると思うが，あまりにもレジュメ
にこだわってしまうと，それがバイザー
とバイジーとの間の自由な交流を妨げて
しまう。
　治療から離れたところで患者の治療を
レビューし，それを紙に書くことはきわ
めて大切な作業であると思う。ただそれ
をバイザーとのセッションにそのまま
持ってくることは，スーパービジョンの
内容を阻害する。バイジーはそのまとめ
たものを，自分の頭の中で整理し，また
さらにプロセスしたうえでバイズを受け
たほうがスーパービジョンはより生産的
になる。
　バイザーとしての私の体験からも，バ
イジーがレジュメを読むだけのセッショ
ンが主になると，私の自由連想的な介入
が少なくなるのを実感している。つまり
詳しいレジュメはバイザーとバイジーと
の間の自由な交流を阻害する傾向があ
る。精神療法のプロセスを研究するとき
は詳細なレジュメが必要になることは当
然であるが，日常のスーパービジョンで
は，いずれが最も効果的であるかを常に
考慮すべきである。バイジーにとっては
レジュメを持ってきて読むことが自分の
不安の防衛である場合もある。
　バイジーにとっては患者との面接はそ
の一つひとつが非常に創造的な作業であ
ることを忘れてはならない。患者を総論

的に，不安症の患者，うつ病の患者，強
迫症の患者として一括する前に，彼らは
それぞれに独自の力動を持っているとみ
ることが大切である。そこには本やスー
パービジョンでは発見されない新しい力
動がうごめいているかもしれない。
　そういう意味で，治療者にとって患者
との面接は一つひとつがきわめてチャレ
ンジングな，そしてクリエイティブなプ
ロジェクトであるということができる。
　レジデントがある程度力動的な訓練を
受けると，10分～ 15分の普通面接の内
容も変わってくることがある。患者の心
の奥深くにあるニーズを理解し，それに
なんとなく共感することにより面接が能
率的になり，患者も治療者との治療的絆
を感じるようになる。これはバイジー自
身も感じるし，バイザーもそれを感じる
ことが多い。一見現実志向の支持的精神
療法のように見えても，それには深い力
動的な治療的要因が関与してくる。また
長期の力動的精神療法の訓練を受けると，
力動的短期精神療法もできるようになる。
ターミナルケアや緩和医療にもその体験
と知識を応用することができる。
　したがって，バイジーにとっては訓練
において学んだことを自分のなかに取り
入れ，それらを統合する作業が必要であ
る。そうすることによって，精神療法的
素養を持った有能な精神科医となること
ができる。
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　2014年 5月に，マスコミによって
「日本精神神経学会は『性同一性障害』
という病名を『性別違和』に変更した」
といった報道がなされた。
　私の見方では，この報道は，半分正し
く半分間違っている。さらに個人的には，
「性同一性障害」も「性別違和」も，一
長一短があるな，とも思うが，「性同一
性障害がいい」という人もいれば，「性
別違和がいい」という人もいる。医療関
係者，当事者，それぞれにいろいろな思
惑があり，ややこしい状況なのである。
　そもそも，マスコミ報道は，米国精
神医学会の発刊する精神疾患リストで
ある「DSM-5」の日本語訳が 2014年
6月に発刊されたのをきっかけとした
ものである。改訂前の DSM-IV-TRで

は「gender identity disorder（ 性 同 一
性障害）」だったものが，DSM-5では
「gender dysphoria」と変更され，その
日本語訳が「性別違和」となった次第で
ある。米国精神医学会の定める病名に，
日本の医師がどの程度追随するかは，そ
の立場やポリシーによって異なるであろ
う。小児精神医学の領域では，DSMの
改定を機に，「障害」とついていた病名
を，よりインパクトの弱い「症」をつけ
た病名へと変更し，それを広く普及させ
たい意向のようだ。いっぽう，「性同一
性障害」は，ここ十数年でようやく日本
に根付いた病名で，法律にも用いられる
など，現在は広く普及している。特に差
別やレッテル貼りとも結びついてもいな
いので，あまり変更したくないなと考え
る医療者が多い。当事者も同様に考える
者が多い。
　では，なぜ，そもそも DSM では
gender dysphoriaへと変更されたのか？
　これは欧米を中心におきている，性別
違和を持つ者たちの脱病理化への動きの
影響である。かつて，同性愛は精神疾患

「性同一性障害」か「性別違和」か。

針間　克己　

はりま・かつき＝精神医学
はりまメンタルクリニック。著書に，『性非行
少年の心理療法』（有斐閣） ，『一人ひとりの
せいを大切にして生きる』（少年写真新聞社），
『Q&A 性同一性障害と戸籍』，『私たちの仲
間̶結合双生児と多様な身体の未来』（以上，
緑風出版）など多数。このほど『セクシュア
ル・マイノリティの心理的支援』を編著・刊行。
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としてみなされていたが，1970年代の
脱病理化の動きを受け，多様なセクシュ
アリティの一つとして，「ゲイ」「レズビ
アン」という，精神疾患ではない概念と
なった。性別違和を持つ者も，近年では
「トランスジェンダー」という疾患概
念ではない存在として主張を始めてい
る。この三者に両性愛者である「バイ
セクシュアル」を加えて，その頭文字
をまとめて「LGBT」と呼ばれている。
LGBTは盛んに人権養護，啓発の活動
を行い，その動きは日本にも押し寄せて
いる。
　こういった性別違和を持つ者たちの
脱病理化への動きの中で，DSMにおい
て，性同一性障害が，精神疾患として
リストに残るかどうかが注目されてい
た。結果として残ったわけだが，病名か
ら disorderをはずし，薄味の「gender 
dysphoria」と病名を変えることで，「精
神疾患である」という意味合いを弱めた
わけである。
　このような背景があるゆえに，日本語
でも「性同一性障害」を使うか「性別違
和」を使うかというのは，どちらの陣営
にくみするのかという，立場表明にも
なりうるものなのである。「性同一性障

害」であれば，病気としてしっかり治療
し，福祉や弱者救済の立場から彼らの
ことを考えていくことになる。「性別違
和」であれば，病気としてのニュアンス
は薄れ，多様なセクシュアリティの一つ
として人権尊重を，という感じである。
　このように，病名一つとっても，いろ
いろなポリシーのぶつかる世界なので，
精神科医やメンタルヘルスの専門家に
とっては，その対応が難しい部分がある。
病気扱いすべきか，すべきでないか。ゲ
イ・レズビアンは病気ではないが，メン
タルの悩みを持つ者もいる。ただメンタ
ルの悩みを強調し過ぎると，「精神疾患
扱いされた」とネガティブに捉える者も
いる。
　しかしながら，性別違和を訴える者は，
非常に増えてきているし，ゲイ，レズビ
アンで悩んでいる者も潜在的には多い。
日本においてもメンタルヘルスでの適切
な対応が望まれる。彼らの心身の健康に
寄与することも我々の任務では―そう
いった思いで『セクシュアル・マイノリ
ティへの心理的支援―同性愛，性同一
性障害を理解する』を仲間の皆で執筆し
た。多くの方に読んでいただけたらと思
う。
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