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｢ 編集だより
窟 集後記

先 日,国際言語文化研究科の教授 と話 していて知 ったのだが,い ま,世界 のかな
りの地域 において,｢方言 に とって良い時代｣が訪れてい るのだ とい う.近代化 と
ともに国民国家が国を統一 していった時代,つ まりドイツ連邦が生 まれ,オース ト
リア ･ハ ンガ リー帝国が生 まれ,大 日本帝国が生 まれ, とい う 1
9世紀 においては,
方言 は時代遅れの もの,統一 の遅れ を示す もの として徹底的に虐げ られていた.戟
争 とい う形で国民国家が前面 に出た 2
0世紀 において も,方言 はずいぶん と肩身が
狭 かった. しか し,い まは, どこも方言が元気で,様々な国で方言の地位が向上 し
ている とい う.文化の厚 みを支 える もの として,方言 を肯定 的に捉 える姿勢 が,
様々なメディアの中に浸透 している とい うことらしい.
確かに,方言 はそれぞれ独特のニ ュア ンスを持 っていて, その機微 は標準語へ と
翻 訳 Lがたい.｢アホ とちゃ うか｣ と ｢
バ カか｣ とでは明 らか に違 うし,｢タ ワケ
が｣ もまた違 う.方言 は,それぞれの地方のメンタ リティー と密接 に絡 みなが ら,
その地方独特の綾 を織 りなし続 けている.
話 はとぶが,いま,本学会 の英文誌 について議論が重ね られ,その刊行が用意 さ
れ ようとしている.われわれの学会が世界 に発信で きるメディアを持つ とすれ ば,
それ は実 にすぼ らしい ことであるし,世界 の各地か らそのメデ ィアに投稿が集 まり,
そ こで新 しい精神医学が発信 されてい くことは,私たちにとって悲願 と言 って もい
い.

そこで思 うのは,学会英文誌が刊行 された時, この F
精神神経学雑誌』が担 わな
ければな らない ことになる責務 の ことだ.精神医学 は ｢
言語 によるや りとり｣ をそ
の中核 に もつ学問である.精神医学 にお ける言語の この特別な位置 を考 えるな ら,
日本語の精神医学雑誌のスタンダー ドとしての本誌 の使命 は重い. 日本語の精神医
学用語 を育 てるという機能 を十分 に果たす ことが, ます ます求められ るのであ る.
精神医学 は,一方において は臨床 の場 か ら,つ ま りは一人一人の精神障害の当事
者か ら掬 い上 げ られた言葉で,他方 においては,各国語か ら翻訳 された医学概念 に
よって, 日々鍛 えられ続 けなければならない.臨床現場 と思考 とのつなが りは丹念
に鍛 えられた母国語 とい うツールがあって初めて十分 に保 たれ るものであろう.臨
床場面で 自信 をもって使 える言葉 をわれわれ一人一人が育 てていかなければ, その

,｢まあね｣｢だいたい｣｢どうも｣ といった言葉 と外 国語だけで臨床 をや り過

うち

ごす といった事態が現れない とも限 らない.
さらに,｢ひ きこもり｣や ｢
ニー ト｣な どマス コ ミが作 り出す言葉が即座 にわれ
われの臨床 に影響 を与 える現状,そ して,インターネ ッ トにおける精神医学用語の
氾濫 といった事態 を考 えると,精神医学用語 をある程度 コン トロールで きるメディ
アを育て続 ける ことは,専門家集団 としての学会の大 きな任務 と考 えなければなら
ないだろう.新 しい現象 を, そして新 しい概念 を, 日本語で消化 し,使 いやす い日
本語 として流布 させてい く力 を学会 は持 ち続 けなければな らないのである.
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やがて,国際化 とい う動 きが世界 を大 き く覆いつ くした後, それぞれの母国語 の
厚みを問われる時代が,いつか,必ずや って くるのではないか と思 う.
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