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Abstract

In this paper I compared it with empathy as a manner of psychotherapist about

interpretation and discussed it.

For words of English empathy, there is originally the meaning that I project one

part of self in an object and understand. But Japanese “empathy” is an almost

meaning of “sympathy”, and there are a few nuances of “understanding”. Therefore,

it was thought that words of Japanese “empathy” were easy to produce various

misunderstanding.

The writer thought that original “empathy” and psychoanalytical “interpretation”

were not opposed things by any means and insisted that interpretation was ultimate

empathy more.

In addition, I lectured about utility and danger of using a vague technical term of

meaning many things such as Japanese “empathy” as a term to mention the

dynamic intersubjective phenomenon that happened in psychotherapy in.

For proof, I exhibited a case of psychoanalytic psychotherapy.
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1．はじめに

精神分析的精神療法を専門にする私には，多くの臨床家たち（橋本, 1992; 松木, 1992; 衣笠,

1992; 舘, 1992）と同様に，精神分析は極めて間主観的な営みであり，精神療法における「共感」

と「解釈」は全く相反するものではないどころか，究極の「共感的介入」こそ「解釈」である，

という認識がある．ところが一部には「共感的介入」と「解釈的介入」は対立する技法，概念
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として扱われているようである．背景には様々な訳語や定義・概念の混乱があるようにも思う．

筆者は，精神分析の観点からこの問題を整理し論じてみたい．

「共感」という用語を一般的な辞書（新村, 1991）で引くと，sympathyの訳語であるとして

“他人の体験する感情や心的状態，或いは人の主張などを自分も全く同じように感じたり理解

したりすること，同感”とある．また，参照先として“感情移入”があり，そこには“他人の

心理や芸術作品または自然現象のうちに，自分自身の感情や精神を投射してそれを直接に理解

すること（以下略）”とある．共に「理解」という言葉が入っている．その意味では，精神療

法，心理療法における治療者のありようとして，どのような技法であれ，「共感」や「感情移

入」が必要なのは言うまでもないと言えよう．

ところで，精神分析的なアプローチの要諦は，自由連想という設定の中でクライアントと共

に長い時間を過ごし，「中立性」（フロイト, 1974; フロイト, 1983a; フロイト, 1983b; フロイト,

1983c; メニンガー, 1969）「平等に漂う注意」（フロイト, 1983a）を維持しつつ，投影などの概

念を用い，治療者自身に起きる逆転移感情をも含めた治療関係（＝転移）やクライアントの内

的世界を，無意識という仮説的概念を利用しつつ「理解」することである．ここで，人のここ

ろを理解するための精神分析学の仮説の一つである構造論上の概念である「自我」という言葉

を用いれば，クライアントの状態によって，理解を伝えずに自我（の防衛）を「支持」するア

プローチから，洞察による人格構造の変化を目指して，理解を適切だと思われるタイミング・

言葉でクライアントに伝える，「解釈」的アプローチまで，様々なスペクトラムの介入があり

うる（ギャバード, 1998）ことになる．すなわち，精神分析はその独自の理論，方法を用いる

とはいえ，先の定義に従えば，極めて共感的なアプローチであると言えよう．

たとえば，藤山（1994）は境界性人格障害の治療について以下のように述べている．“面接

時間が終わっても患者がぐずぐず話し続けるとする．このとき，それをゆっくり‘親身になっ

て’聞いてあげることが‘支持的’であると思っている人がある．善意に基づいているとはい

え，これは実に退行促進的で非支持的な態度である．支持的な態度とは‘もう時間外なのでそ

んな重要な話をするには適切でない状況だ’ということを患者を傷つけない形で伝えて，患者

が帰ることを援助することである．患者の退行的行動をそのまま許容することは支持的ではな

い．親切気に話を聞いてやって，非言語的に‘あなたは，面接の内も外も区別できない，大切

なこととそうでないことも区別できない子供です’というメッセージを出すことは，自我支持

にはならない．”この中の，「支持」や「自我支持」という言葉を「共感」に置き換えてみれば，

理解なき共感の危険性は明らかであろう．また，突然怒り始めたクライアントに対して，たと

えば，「あなたはさっきの治療者の○○という言葉に対して，強い見捨てられ感と怒りを感じ

たのではないかと思うがどうだろうか」と「解釈」することは，果たして非共感的であろうか．

（こうした「解釈的介入」に対して，クライアントが同じような見捨てられ感や怒りを感じた
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実際の最近の対人関係を想起し，更に幼少時の例えば母親との関係を想起することがある．そ

れは，教科書（メニンガー, 1969）的には，解釈の正しさを証明する出来事の一つとされる．

このように精神分析的なアプローチは，決して無理にクライアントの内的世界を過去に繋げよ

うとする営みではない．あくまでも，現在の治療関係を重視する営みである．それが，クライ

アントの過去の想起をもたらすことが多いために，過去の体験がおそらく現在に大きく影響し

ているだろうという理論が作られたのである．）こうしたクライアント理解にもとづく対応こ

そ，上手に出てクライアントの怒りの表出を直接的に肯定的に「評価」したり，下手に出て謝

罪することなどより，ずっと「共感」的と言えるのではないだろうか．更には，クライアント

が苦痛な体験を分裂（splitting）によって防衛し，軽躁的な状態になっているときに，そのこ

とを理解せずに，意識レベルの言動にだけ目をむけ，それに「共感」すれば，患者は更に退行

し，躁的になり，その背後に防衛された体験を理解し，乗り越えていくことはないであろう．

ところが，「解釈」はしばしば「共感」と相反するものとして批判される．そもそもこうし

た営みに「分析」という用語を用いていることが問題なのかもしれないし，「中立性」を文字

通りに捉えた古典的精神分析家の固く冷たい態度への反発が，未だに続いているということな

のかもしれない．実際こうした反発が，来談者中心療法などの創始，発展につながり，当時の

アンチ精神分析の根拠として「解釈」への誤解に基づいた批判が生まれることになったとも考

えられる．

そもそも英語のempathyという言葉は，本来「対象に自己の一部を投影して理解する」とい

う意味であり，「理解」という概念を含んでいる．精神分析批判の際に，「解釈」と対比して使

われる「共感」という言葉は，この「理解」の部分が抜け落ちてしまっているように見える．

実際，日本語の「共感」には「同情」や「同感」に主眼を置いた独自の意味やニュアンスがあ

り，一般的には，英語で言えばむしろsympathyやcompassionの意味で用いられているようで

ある．そこではempathyに本来あった「理解」の意味合いがあまり強調されていない．自己心

理学の創始者であり精神分析の大家であるKohut（1971）は，empathyという用語を多用して

おり，これも日本語では「共感」と訳されているが，そこにも実際には「理解」という考えか

たが多く含まれている（エルソン, 1990,; Kohut, 1971,; 丸田, 1982）．ところが一般の臨床家は，

Kohutが「共感」を強調していると聞いて，自分の（理解なき共感や感情移入という）基本的

な態度が肯定されていると感じ，それを極当然のこととして受け取っているようである．（衣

笠, 1992）．

精神分析的に言えば，同情や同感と言う意味での「共感」的介入，すなわち“治療者がただ

自分が患者に同情していることを自己満足的に表現すること”（衣笠, 1992）は，クライアント

の無意識の世界の理解を必要とせず，むしろ妨げてしまう．すなわち面接の場が“いたずらに

池田：精神療法における共感的介入と解釈的介入について

13



患者の期待と，治療者の思い込みが行き違う場になってしまう．”（衣笠, 1992）

このように，複雑な治療関係における治療者の態度を表す言葉として，「共感」や「感情移

入」は，あまりにも多義的で誤解を招きやすいといえないだろうか．実際藤山（2003）は，精

神療法過程を記述する用語として「共感」という言葉を使うことにはっきりと反対している．

では，実際には精神分析的なアプローチでは，こうしたクライアントとの複雑で微妙なやり

とりを，どのように捉え，表現し，扱っていくのだろうか．以下に筆者が精神分析的精神療法

を行ったケースを呈示し，検討したいと思う．

2．精神分析的精神療法の例

精神分析的なセッティングの中では，患者と治療者の関係の中に現れてくる患者の無意識的

な内的対象関係，すなわち転移をできるだけ純粋な形で見いだすために，治療者はいわゆる

「中立性・受身性」という態度で「平等に漂う注意」を保持するように努めることが求められ

る．しかし，実際には，特に病態水準の重い患者との精神療法では，治療者もしばしば治療者

自身の内的問題を賦活されつつ，意識的・無意識的に患者の内的世界の一部の役割をとらされ

るという広い意味での逆転移が起きやすい．

大切なのは，ここで治療者が，関係に巻き込まれつつも，できるだけ直接的・具体的な行動

（助言，投薬，保証，指示，励まし，暗示など）を控え，自らが巻き込まれていることに気づ

き，“その起源を情緒を伴いつつまさぐる”（藤山, 2000）ことであるとされる．

患者は，精神分析的なセッティングの中で様々な感覚や情緒や空想をかき立てられる．治療

者にも同様のことが起きる．これを治療者がすぐに返さず，「ある程度」保持しつつ，「様々に」

咀嚼しまさぐる．そうした中で得られた理解を「時に何らかの」形で返す．すなわち解釈をす

る．さらに患者は様々な連想がかき立てられ，自己理解を深めていく．それによって解釈の妥

当性が確認され，更に深い理解が治療者に生まれる．こうした関係を体験することそのことが，

精神療法が双方にとって意味のある営みになりうるために必要だといえよう．

しかしこの，「ある程度」「様々に」「時に何らかの」というのはどういうことだろうか．こ

れこそ，自らの臨床体験の中で深めていかなければならない問題であろう．ケースを通じてこ

の問題について考察したい．

以下の臨床素材の中で私は，言葉で理解を伝えることが困難と理解されたケースで，どのよ

うに治療者の理解が深まり，言葉が意味のあるものとして治療者患者の双方に利用されうるよ

うになったかについて論じる．そのプロセスでは，完全に客観的な観察者の視点に立った言葉

による解釈というものはありえず，常にある程度は関係に巻き込まれている部分があると思わ
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れた．すなわち言葉のやりとりによって治療が展開するという視点だけではなく，治療の展開

によって様々な言葉が治療者患者双方に生まれ，使われるという視点も必要だと考えられた．

よって治療者は常に，自分がどのくらい関係に巻き込まれているのかを理解しようと努力すべ

きだと思われた．

症例は初診時20代後半の女性である．

知人に紹介されて来所した彼女は，やや緊張した面もちだったが雄弁だった．虐待と暴力の

充満した自らの生活史を「恐い」「不安」と言いながらも淡々と情緒を切り離し概ね筋道を立

てて語っていた．かと思うと突然一見脈絡のない連想に移ると同時に泣き出し「自分でも何で

かわからない」と語るのが特徴的だった．

主たる悩みは「18歳以来人が恐くてどこにも勤められずに家にこもってしまっている．何か

を1年間以上続けたことがない」ことだった．この悩みはかなり根が深いようで，「顔が悪い

から軽蔑されている」という思いが訂正できず，時には「犬にも軽蔑されているように感じる」

「自分の顔がどんどん崩れていく．鏡を見るたびに変形していく感じがする」ので「マスクを

しないと外出できない」と言うことだった．実際相談室までマスクをして来ることもあった．

（実際のクライアントは，整った顔立ちの美しい女性であった．）面接を通じて「何とか社会復

帰をしたい．そのために小さい頃からの癖－恐いと腕を噛んだり，壁に頭をぶつける癖と，内

側にこもって発散できずに体調が悪くなる傾向－を治したい」と訴えていた．

彼女は，あるところでは非常にboundaryが危ういという印象だったが，一方で意外に自我

機能が良いように思われた．（これは，予備面接時に行われたロールシャッハテストでも確認

された．）

彼女は，実際の出来事として次々と祖父や兄弟の激しい暴力に脅えて過ごした体験談を語っ

た．これは，実際に彼女が暴力をふるわれたのではなく，祖父や兄弟が暴れて大声を出して，

他の家族が暴力をふるわれたりモノが壊されて，警察官がしばしば来たり，母親と共に数日間

から数週間避難した体験だった．祖父が彼女が飼っていた子犬を「うるさい」と言い，蹴り殺

したり，兄弟が彼女が作った弁当をひっくり返したことはあるとのことだった．しかし父親は，

その暴力の存在を否認し，時に被害的になり，仕事をしない女性を軽蔑した．母親は，父親に

過度に気を遣い頼りにならず，彼女を振り回す存在だった．治療者はこうした彼女の訴えが，

面接場面での初期の彼女の不安を反映していると薄々感じつつも思わず，直接的な助言やいた

わりをしたくなった．実際，予備面接の中で彼女がじっと治療者を見つめながら沈黙し手を震

わせ，持参したメモを読もうとした時治療者は，辛そうな彼女を見て介入した方がいいと判断

したものの，背景にある不安を明確化しようとするのでは間に合わないと考え，＜何でもOK．

でもメモは止めよう＞と彼女をいたわりつつ，最低限のラインは守るという具体的な介入をし

た．

池田：精神療法における共感的介入と解釈的介入について

15



4回の予備面接の後治療者は，ひどい被虐待・被暴力体験という心的外傷から怯えて強い対

人恐怖に陥っているというとりあえずの理解を伝え，時にboundaryが危うくなることからA-T

splitを前提に治療面接に入ることを提案し同意を得た．面接の設定は週1回45分間有料対面法

であった．

治療面接に入ってからも彼女は毎回，どこか緊張した様子だった．語る内容とは一見関係な

く，しばしば涙を流す一方で，硬い表情で淡々と語っていた．内容は様々な被暴力体験や幻覚

体験，解離症状，パニック発作，拒食のエピソード，自傷行為や彼女自身の暴力，妻子を持っ

た男性に裏切られた復讐として，あらかじめ計画して男性を誘惑して切り捨てるという数々の

行動をしたことなどの過去のエピソードだったが，これらは「実はこういうこともあったんで

す」と系統的にではなく単発的に報告された．

彼女の語ったことをつなぎ合わせると，「彼女が何か前向きなことをやると，カニバリステ

ィックな祖父に唐突に破壊される．一方でこういう祖父に同一化してしまう自己像があること

を不安に思ってしまう．こういう恐さから逃れるために，繕う，ウソをつくなどして何とか凌

いでいる．」「誰かと親密な関係になると，些細なことでうまくいかなくなる」ということのよ

うだった．

治療者は，彼女が「私はこんなにひどい症状があって，ひどい行動をしてきたんです」と露

悪的で衝撃的な話題を毎回持ってきて，「何とかして下さい」あるいは「これでも受け止めて

くれますか」と突きつけているかのように感じた．しかし，それぞれのエピソード間につなが

りがなく，彼女がいつも淡々としていたので，確信が持てずに煩悶した．

そして「彼女は深く傷つき，それを代償しようとしているのだろう」と理解しようとした．

また，同じように傷つく体験を治療関係ですることを恐れて緊張しているのではないかと考え，

それを早く和らげなければいけないと思った．彼女が「先生が黙っていると，怒られているみ

たいで恐い」と繰り返し話すことがそれを助長した．

このため，「ここでも緊張するか」「何に緊張するのか」「何が心配か」などと繰り返し尋ね

た．更に「ここでも嫌われる心配や怒られる心配，軽蔑される心配はないか」とも尋ねたが，

彼女は即座に否定した．そして，むしろ治療者がよくわかっていないことや治療者が自分と違

う意見を持っていると感じたかのように，余計に「恐い」という連想を広げた．このため治療

者は，面接の最後に「嫌われる心配や怒られる心配，軽蔑される心配が起きたらその都度言っ

てみましょう」などと救済，保証，同情を意図するかのような，あとから考えると余分とも思

われるような介入を繰り返した．

面接開始5ヶ月目，兄弟が暴れ，両親がその事でケンカをし，皆が家を出てしまい，彼女と

祖父の二人が残されるというエピソードがあった．この時，祖父に性的・暴力的に迫られ，非
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常に恐い思いをしたと語る彼女に対し，治療者は，「こういうことは前にもあったの？」「お父

さんには言えないの？どうして？」「まわりは怒っている人ばかりだったんだね」などとまる

で「私はあなたのやさしい救世主ですよ」とでも言うかのような介入をした．このあと彼女は

「やさしい先生と海辺を歩く夢」を報告し，更にインターネットで実際には存在しない治療者

のホームページを見つけたと主張し，「先生と奥さんの会話を読んだ」などと語った．

治療者は背筋がゾッとした．これでは彼女は助けを求め，治療者は救済者になるという一体

化した依存関係が展開されるのみで，現実に救えない以上，意味はない．それどころか，彼女

が自身の内面を見つめて，連続性を持ちつつ，自律的に振る舞うことができるようになるとい

う本来の目的は遠のいてしまう，と気づいた．

このため彼女がどんなことを口に出しても治療者が右往左往しない，破壊的にならないとこ

とが必要であると考え，より意識して直接的な介入を控え，彼女の連想や治療者自身の中に起

こってきた情緒の起源を第三者の視点をとりいれつつ，まさぐるようになった．すると次第に，

以下のようなテーマがあることがわかってきた．

すなわち，「自由に話すと膨大な量になってしまう．相手を面倒がらせる．相手は自分のユ

ニークさを理解せず怒る，無視する，拒絶する，無価値と軽蔑する，更には傷つき死んでしま

うという心配がある」ということである．治療者は面接場面とつなげてこのことを彼女に繰り

返し指摘し，それは一部彼女に受け入れられたようだった．

さらにこうしたテーマの背後には「親しくなることは全て性的な結合か暴力になるので甘え

られないし親密になれない」といった主題もあることが伺われた．

彼女は次第に治療者を取り入れて，様々な体験の理由を考え，それを過去とつなげて理解す

るようになった．たとえば，包丁を持って走り回ったエピソードを涙ながらに語った後で，怒

りを爆発の形で祖父や兄弟と同様に出してしまうと罪悪感に苛まれ，強い解離が起きて健忘を

残すが身体症状は和らぐ，と自分で言うようになった．また，「難しいこと，ハードなことを

要求されると」解離してしまう，「顔が変わる，嫌われる，蔑まれる，怒られる」ように感じ

るのは「父親の機嫌をかなり意識していて」「自分に自信がないせい」だと語った．このあた

りから彼女の恐怖の対象は，暴力をふるう祖父や兄弟ではなく，父親になっていった．治療者

は，語られる激しいエピソードにもさほどboundaryの危うさや切迫感を感じずにいられるよ

うになった．

そして面接開始から11ヶ月後，彼女は現実に社会復帰に向けて動き始め，数年ぶりに就労

した．

しかし，その後も治療者は，面接中に彼女自身の訴えと同様の眼振や唾液の止まらない感じ
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を体験しつつ，わかりづらさや戸惑いを感じ続けていた．少なくとも後者の理由の一つは，各

面接の間で，彼女の連想に連続性がないことが続いていることにあるようだった．すなわちあ

る面接では非常に深刻な母親についての話をするが，その次は全く問題ないかのような話にな

り，更に関係のない仕事の話になる，また，突然交際している男性との深刻なトラブルの話に

なるが，それが誰なのかいつからつきあっているのか全く治療者にはわからない，次の回には，

全く違う話になる，治療者がわからないことに耐えられずに明確化を図ると余計に全体の流れ

が見えなくなる，といった具合であった．

また彼女は，治療者の介入を象徴的にではなく，そのまま受け入れるか，混乱・沈黙した．

たとえば，「（ここでは）先生と私の他にもう一人いたら，緊張しないのに」と語った後に，恐

い父親の評価をいつも気にしているという話をする彼女に，治療者が＜ここでの緊張は，お父

さんへの緊張に似ているんですね＞と介入すると約10分間泣き続け，その後の連想内容が

（治療者＝）父親＝恐くて悪い人そのもののようになってしまった．この時の彼女の話では，

父親はまるで精神病を発症したかのようだった．次の回，彼女は待合室まで来ながらも入室で

きずにキャンセルした．

次の回彼女は，そのことに全く触れずに淡々と，家族の混乱を，目標に向かって頑張り，パ

ーソナルな自分を大切にすることで能動的に克服・支配しようという思いと，受動的・依存的

になって支配されてしまう心配や回避したい思いがあることを語った．更に，完璧でないと父

親に嫌われる心配を語る彼女に治療者は，今度は父親とはつなげずに＜ここでもそういう思い

があるのではないか？＞と問いかけると，彼女はまた，終了まで15分間沈黙してしまった．

こうしたことから治療者は以下のように理解した．

暴力が渦巻く混乱した家族の中で，彼女は一生懸命頑張ってはいた．ものすごい努力で家族

や自分を見張り，支配してきた．しかし愛情，憎しみ，寂しさ，恨みといった感情は混乱した

まま据え置かれている．象徴機能に問題があり，努力がうまく行かないとすぐに解離や混乱が

起きてしまう．それを治療者は整理（すなわち支配）してあげたくなる．しかし治療者が，充

分に理解，咀嚼せずに過剰に保証するなど逆転移に基づく行動をすると，自他の融合した一体

化した依存関係が起こってしまう．これは頼りにならず彼女を振り回す母親と重なるのかもし

れない．一方，それを避けるために，治療者が過剰に介入を控えると，強い父親転移が生じる．

そもそもこの治療者の態度自体が，恐くて傷つきやすい父親イメージそのものになっていたと

いうことなのだろう．しかし，治療者自身が充分に内省せず，態度を変えないままに，一方的

にこれを彼女の内的な問題として解釈するだけでは，彼女はおそらく介入＝支配と感じ，転移

と現実，空想と現実の区別がつかずに混乱してしまう．

このように治療者が知らず知らずのうちに巻き込まれていることが理解される，すなわち治

療者の中に言葉が生成されてくる，とともに治療者の態度・姿勢もかわった．すなわち治療者
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は，父親のようにかたくなに反応せず黙るのではなく，相槌を打ったり，ある程度無理なく余

裕を持って，流れに沿った介入するようになった．それと共にクライアントはつながりのある

連想をするようになった．別の見方をすれば，彼女の連想につながりが出てきたので，治療者

の姿勢や介入に無理がなくなってきたとも言えよう．

その後，彼女は，それまで親に依存していた治療費を自分で払うようになった．それと共に

キャンセルが増え，更に彼女は経済的な理由を挙げて治療の終結を提案してきた．その背景に，

彼女の中に，「父親に対するのと同じように，面接場面でもどこでも自分を出すと相手に蔑ま

れ，また不快感を与えて相手を壊してしまう心配が起こりやすい．でも面接では無理をしてで

も自分を出さなければならない，という葛藤がある．このため縛られ支配されているという思

いが募っている，だから面接を止めることで主体性を取り戻したい」という思いがあることが

明らかになりつつある．

3．考察

このケースでは，治療者ははじめはクライアントに，同感・同情，すなわち「理解なき共感」

をしており，クライアントの病態水準が重いが故に，ある程度巻き込まれていた．そのため，

それが，長い目で見てクライアントの役に立つかどうかと言う視点を見失って，具体的なアド

バイスをしたり，直接的な保証やいたわりすらしていた．

そこで治療者は，自らの逆転移感情の内省や，第三者の視点の導入によって，何とかして，

面接で起こっていることや，クライアントの内的体験を「理解」しようとした．そしてまずク

ライアントが，自由にかつ主体的に語ると相手に理解されず怒られ嫌われて受け入れられない

心配を体験し，連想が断片的になってしまっているのではないか，と「理解」した．

ところが，こうした「理解」をそのままクライアントに伝えることは，クライアントを余計

に混乱させた．この「理解」をいつ，どのように伝えるかが問題だった．

結局，様々なやりとりの末に，治療者がクライアントの情緒の切り離しや連想の断片化をそ

のまま指摘せず，その背景にあるクライアントの怒られ嫌われる心配を父親転移として理解し

解釈するのみならず，今・ここで起きた心配として明確化しようとすることですら，クライア

ントには象徴ではなく事実そのもの，更には支配・侵入と感じられ，混乱していると理解され

た．

このため治療者は，クライアントが背景にある無意識的な問題の解釈を受け入れるのはまだ

無理であると考え，クライアントが実感できそうな部分，意識的・前意識的な部分に働きかけ

たり，治療者がそこにいてクライアントが自分を出しても怒らず，壊れずに機能していること

を知らせる言葉を発することから始めることを考えた．
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このように面接経過の中で，治療者は確かに様々なレベルで「共感」している．同情・同感

に近い「理解なき共感」，「理解を含んだ共感」，そしてそうした「理解を含んだ共感」の元で

の解釈もしている．更に解釈に対するクライアントの反応を見て，より深い「理解を含んだ共

感」を模索し，次の対応を工夫するという，いわば弁証法的な循環運動とでも言えるような相

互のやりとりが繰り返されている．ここでは｢解釈的介入｣は｢共感的介入｣と対立するものでは

ない．解釈はあくまでも「理解を含んだ共感」の元で，理解を更に深めるために，そしてクラ

イアント・治療者相互の内的変化をもたらすために使用されている．

そもそも治療関係は常に極めて相互的でダイナミックなものである．どのようなタイミング

で，どのように「共感」し，どのように理解し，どのように伝えるかというのは，単に技法上

の問題だけではなく，関係に大きく影響される．程度の違いはあれ，治療者が巻き込まれない

治療関係はないだろう（池田, 2001）．巻き込まれていることが，治療者の中で咀嚼され，関係

の中でクライアントから治療者に投げ入れられたものが緩められ，関係やクライアントの内的

体験が治療者に理解され，言葉になっていくたびに，関係は変化し，治療者の発する言葉＝解

釈が患者に意味のあるものとして取り入れられる可能性が広がる．このプロセスは，同時に又，

関係の変化，展開が，治療者と患者双方の自己理解や内的変化（最終的には精神療法の目的と

される「人格構造の変化」）を引き起こすとも，患者の変化が関係や治療者の変化を引き起こ

すとも捉えられるだろう．これはまさにBion（1962; 1967）がコンテイニング（containing）

と表現し，ウィニコット（1977; 1979; 1989; 1990）が「母親－乳児ユニット」「原初の母性的没

頭」「ほどよい母親」「ホールディング」「中間領域」などと表現した過程そのものである．

こうした中で治療者が，クライアントとの関係に巻き込まれつつもある程度客観性を保ち，

治療者として機能するためには，すなわち関与しながらの観察（サリヴァン, 1986）をするた

めには第三者の視点が必要である．あとで面接を振り返って言葉にする＝記録をつけること，

様々な学会や症例検討会に面接のやり取りを呈示し，他者の意見を聞くこと，スーパーヴィジ

ョンを受けること，治療者自身が個人分析を受けることなどは，まさにこの第三者性を確保す

るために必要だといえよう．

こうした相互的でダイナミックな営為である精神療法過程における治療者のとるべき姿勢と

して，「共感」という幅広く多義的であいまいな言葉を使うことは，果たして適当であろうか．

狩野（1992）は，ヤスパース（1956）の精神分析批判に対する反論の一つとして「一度明証

的にわかってしまうと，我々はそのような理解から距離をおいて当の相手を理解することが難

しくなるものである」と述べた．実際，たとえ「明証的」でなくても，治療関係やクライアン

トの精神病理を耳障りのよい用語で「分かった」ように感じた瞬間，病理の理解よりも本質的

で治療的に重要なはずの治療者患者関係の力動的な展開がストップしてしまうことがある．あ

いまいで多義的な専門用語は極めて有用なものではあるが，「共感」や「感情移入」といった
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言葉のみならず，本来の意味を明確にしないまま「ほどよい母親」「ホールディング」「コンテ

イニング」などの様々な専門用語を字義通りに表面的に捉えて安易に使用することにはこのよ

うな独りよがりにわかってしまいそこで完結してしまう危険が付きまとうように思えてならな

い．

精神療法に関わる専門家は，常に「分からないこと」に開かれている状態で，相手や自分や

関係の理解に努めなければならないのだろう．これこそまさにフロイトが治療者の態度として

言った，本来の意味での「中立性・受身性」や「平等に漂う注意」なのではないだろうか．

4．まとめ

精神療法における治療者の態度としての共感的介入と解釈的介入について，精神分析的精神

療法の一経過を呈示しつつ論じた．

日本語の「共感」は，「同情」の意味が大きく，「理解」のニュアンスが少ない．よって英語

のempathyを「共感」と翻訳し，精神療法における治療者のとるべき態度を示す用語として使

用すると，様々な誤解が生じやすいと考えられた．筆者は，本来のempathyという意味での

「共感」と精神分析的な「解釈」とは決して対立するものではないのみならず，解釈的介入こ

そが究極の共感であると主張した．

また，精神療法の中で起きているダイナミックな現象を把握，記載する用語として，「共感」

などの多義的であいまいな専門用語を安易に使用することの有用性と危険性について論じた．

脚　注

論文中の臨床素材は，日本精神分析学会第48回大会（2002年10月）においてシンポジウム

関連演題として発表したものである．
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