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　Ｓ.フロイトにとって，精神分析療法は催眠の放棄であり，暗示療法から脱却することが科学で
あった。このために患者に生じる抵抗を克服するという最も難しい課題に直面した。神経症の症状
は夢と同じように願望充足の代償的産物だとみて，治療は逆に抵抗に注目した。抵抗する所に抑圧
があり，そこには患者が苦悩している葛藤があり，感情転移を通して患者が耐えられる正常な葛藤
にしていくことが治療目標となった。フロイトはこの療法の適応を転移神経症に限定したが，精神
分析療法の理論は「この方法以外の作用機序を理解する王道である」というように，心理療法の原
理を明らかにしたことで，今日多くの心理療法家は抵抗や転移・逆転移の概念を受け入れていると
言えよう。精神分析療法は精神病理と表裏一体となって発展したことによって，フロイト以後，そ
の技法を修正して適用を広げてきた。
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Ⅰ．はじめに

　ジグムント・フロイトSigmund Freud （1856-1939）
は精神分析について，1923年に百科事典のなかで，①
他の方法ではほとんど接近不可能な心的過程（mental 
process）の探究方法，②この探究に基づいて神経症
性障害（neurotic disorders）を治療する方法，③こ
うして得られた一つの新しい科学的な学問（a new 
scientific discipline）を形成しつつある心理学的知見
の集大成である，と定義した。土居健郎（1956）の処
女作『精神分析』は，「心理学としての精神分析」「精
神病理としての精神分析」「療法としての精神分析」
という三部構成になっている。言い換えると，フロイ
トの精神分析は，背後にある無意識，神経症の構造，
病理的経過とが集大成された体系的な心理学なので
あって，これに匹敵する心理臨床理論は他に存在しな
い。現在，精神分析以外の技法論は多数存在するが，
精神病理との関連が明確に論じられていない。
　精神分析という名前は，ヨゼフ・ブロイアーJosef 
Breuer （1842-1925）が生み出したカタルシス療法

（cathartic method）から区別するためにつけられた。
ブロイアーの方法は，催眠の助けを借りて言語化させ，
外傷的な出来事の記憶に結びついた情動を解放する除
反応（abreaction）を促すもので，催眠浄化法ともい
う（中野，2011）。カタルシスは意識への道を開通さ
せて，情動を正常に放出させるので症状は消滅するが，
その成功は患者の医者に対する関係に依存しているこ
とが明らかになり，関係が崩壊すればあらゆる症状が
再発する。この療法は暗示療法と同じであり，フロイ

トは催眠を放棄することになった。
　フロイトが催眠の代わりに，あらゆる思いつきを話
すことを強要する自由連想法（free association）を採
用することによって精神分析が誕生した。これは，催
眠療法家ベルネーム（Bernheim）の「忘れられてい
ると見えても強要すれば思い出させることができる」
という指摘に基づく。分析医は注意を万遍なく漂わせ
ながら，患者の無意識を自己の無意識で捉えられるよ
うにするという態度がとられるようになった。
　フロイトは夢の研究によって，夢形成の力学は症
状形成の力学と同じものであると理解した（中野，
2012）。夢と症状は，願望充足を志向する無意識的傾
向と，意識的自我に属していて抑圧する傾向との葛藤
の結果としての妥協形成物と考えた。もう一つの新し
い観点は，神経症に対して性生活が顕著な病因的意味
をもつというもので，精神分析はその病因論的研究を
通じて，幼児性欲論と取り組むようになった（中野，
2013）。神経症の症状形成の原動力は性的なものであ
り，分析治療を受ける間，必ず医者に対する患者の特
別な感情関係が生まれることが発見された。これは患
者の幼児期の無意識化された愛情態度から借りてこら
れており，転移と呼ばれる。精神分析が催眠を放棄し
たために，病人の中に起きる抵抗を克服しなければな
らなくなったが，転移がこれに取り組む最も強力な補
助手段であることが見出された。
　本論は精神分析療法に焦点を当てて，フロイトがこ
の技法をどのように発展させたかをみていく。また，
この療法の科学性や将来性について，フロイトの考え
もふれてみたい。
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Ⅱ．精神分析療法の確立

　フロイトの精神分析療法は，『精神分析入門』
（1915-1917）の頃までには確立したとみられる。『精
神分析入門』は，第一次世界大戦下に行われた講義を
出版したもので，第１部（第１～４講）が錯誤行為，
第２部（第５～15講）が夢，そして第３部（16～28講）
が神経症総論である。精神分析療法が論じられたのは
最終稿の第28講においてである。精神分析療法は神経
症の精神病理学を抜きにしては考えられず，これが催
眠療法とは決定的に違う科学性であろう。

１．神経症総論（1916-17）
　フロイト（1916-17）は，精神分析と精神医学の関
係が組織学と解剖学の関係のようなものだという。解
剖学は器官の外的形態を研究するものであるが，組織
学は組織と細胞とからなる器官の構造を研究するもの
であり，精神分析は心的生活の内的なしくみを知る
こと，特に無意識的な心的過程（unconscious mental 
processes）を知ることである。でなければ，科学的
な精神医学はありえないと主張する。
　Ａ　症状の意味
　精神分析は，神経症の症状が錯誤行為や夢と同じよ
うに意味があること，患者の体験と密接な関係がある
ことを示した。神経症の患者は過去のあるところに固
着（fixation）があり，外傷性神経症が外傷を引き起
こした災害の瞬間への固着があるのと似ている。つま
り，神経症も外傷性疾患と同じように，あまりに強い
感情の結びつきのために体験を始末することができな
いために生ずるとみる。例えば，強迫行為と記憶との
関係を検討すると，患者はその連関がわからないので，
無意識的過程が存在すると仮定した。症状はその意味
を患者には知られていないが，意識化されると消失す
ることを示した。症状の意味に２種あり，①症状がで
てきた源泉，②目的ないしは理由である。前者は外か
らきた印象であって，かつては意識されていたが忘却
のために無意識になったものであり，後者は心内の隠
された意向であって前から無意識だったものである。
症状の目的は最初から無意識であるので，症状は無意
識的なものに依存しているといえる。フロイトは無意
識論が，コペルニクスの地動説，ダーウィンの進化論
に続いて，人類に３度目の侮辱を与えたという。
　Ｂ　抵抗と抑圧
　夢の解釈以来，患者に深く考えずに静かな自己観察
の状態に身を置くように指示して，その際に内的な知
覚にふれるかぎりのもの，すなわち感情，考え，回想
をすべて浮かび上がってきたままに報告させること
を自由連想法と呼び，これは技法上の基本原則であ
る。治療の成否，治療期間の長短は，患者がこの基本
原則を守るかどうかにかかっているが，患者の抵抗

（resistance）はこの原則に集中される。強迫神経症の
患者は過度の良心と疑惑，あるいは知識欲をこの技法
上の原則にむけたり，不安ヒステリーの患者は分析と
はかけ離れた思いつきだけを持ち出したりする。
　これらの抵抗を克服することは，もっとも難しい技
法上の課題である。そこで注目されるのが，患者が
想起する代わりに，抵抗に用いられる態度や感情の
動きを実生活から取りだして反復して示す感情転移
（transference）である。この種の抵抗は患者の過去
の生活の非常に大切な材料を多く含んでおり，それを
納得のいくように再現するので，分析の有力な手がか
りになる。抵抗の強さは治療経過中にたえず変化し，
新しいテーマに近づくと抵抗は高まり，それを処理し
ている最中が一番強く，解決されると抵抗は崩れる。
　状態の変化に反抗する力は，分析治療中に無意識を
意識に変えようとする努力にも現れる。抵抗によって
示される病因的な心的過程は抑圧（repression）と呼
ばれる。ある衝動が一つの行為に変わろうとする心的
過程で，その衝動が退けられることを拒否（rejection）
という。その際，その衝動が自由に使用できるエネル
ギーは奪われて無力になるが，記憶として存在し続け，
この衝動を退けるか否かを決定するのが自我である。
抑圧は検閲する番人（超自我）にさえぎられて無意識
体系から前意識体系に入ることが許されないことであ
るが，分析治療によって抑圧を解除しようと試みると
き，抵抗に遭遇することになる。抑圧は症状形成の前
提条件にすぎないが，症状は夢と同じように，抑圧に
よって阻止されたものの代理物である。フロイトは
抑圧に屈服しやすい心的欲求として性的願望をあげ，
「症状は性的満足の代理物である」という。ここで述
べた抑圧や症状形成の解釈は，不安ヒステリー，転換
ヒステリー，強迫神経症に即して得られたもので，
これら３つのタイプは感情転移神経症（transference 
neuroses）として，精神分析療法が適用できる領域と
された。
　Ｃ　性的なもの
　フロイトが「神経症の症状は代償による性の満足で
ある」という場合，性的満足のなかにいわゆる倒錯的
な性的欲求の満足をも含めている。幼児性欲（infantile 
sexuality）は倒錯傾向になるあらゆる素質（露出，窃
視，サディズム，マゾヒズムなど）をもち，倒錯的性
愛は個々の欲動に分解された幼児性欲が拡大されたも
のにほかならない。飢えが摂食欲動を発現させるのに
対して，リビドー（libido）は性の欲動を発現させる
力をいう。フロイトの見方では，神経症患者は生涯に
わたり父親の権威に屈服したままであり，自己のリビ
ドーを他人である性対象へ転移させることができてい
ない。つまり，エディプス・コンプレックスが病理の
中心であるとみた。
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　Ｄ　発達と退行
　神経症を理解するには固着と退行の関係をみなけれ
ばならない。性の部分欲求が初期の段階に停滞するこ
とが固着である。退行には２種類あり，①リビドーを
配備された最初の対象（通常近親相姦的な性質をもつ）
への退行と，②性愛の体制全体が早期の段階へ戻って
いく退行がある。このうち，①は神経症患者にはうん
ざりするほどみられる。抑圧は局所的，力動的概念で
あり，退行は純粋に記述的な概念である。ヒステリー
では退行よりも抑圧が主役を演じ，強迫神経症の場合
は，サディズム的肛門愛的体制への退行が目立つ。
　フロイトは神経症の原因を，①欲求拒否，②リビ
ドーの固着，③リビドーの衝動を拒む自我の発達から
生じる葛藤，とした。リビドーの固着は神経症の素因
的因子を代表し，欲求拒否（frustration）はその偶然
的・外部因子を代表する。この２つの要因は，一方が
減れば他方がふえるという相補系列（complemental 
series）をなす。神経症の原因は複雑であるが，通例，
願望に対して心的葛藤（psychical conflict）が見いだ
される。葛藤は欲求拒否によって呼び起こされ，満足
を得損なったリビドーは別の対象と方法を探すことに
なる。この回り道が症状形成の道であり，症状とは代
償満足（substitute satisfaction）とみられる。葛藤を
つくる性的でない欲動は自我欲動（ego-instincts）と
呼ばれる。
　Ｅ　症状形成の経路
　症状形成は，夢の形成と同じように，凝縮と置き換
え（移動）という無意識過程が働く。リビドーが固着し，
症状をつくっている幼児期の体験が真実なのか空想な
のかは定かでない。しかし，これらの空想は物的現実
性とは反対に心的現実性（psychical reality）をもち，
フロイトはこれを神経症の世界では決定的なものと認
識した。神経症患者の幼児期に見られる重要な出来事
として，両親の性交の目撃，大人による誘惑，去勢の
脅かしがある。空想の産物でよく知られたものが覚醒
夢（day-dream）で，これは野心的願望，誇大妄想的
願望，性的な願望の観念的な満足であり，夜の夢の源
泉であると同時に神経症の源泉でもある。リビドーが
空想へと逆戻りすることは，症状形成への道の一つの
中間段階であり，これは内向と名づけられた。病因に
は力動的観点だけではなく，経済的観点も必要で，２
つの欲求の葛藤はある強さに達しなければ起きない。
空想から現実に戻る道が芸術である。
　Ｆ　感情転移神経症と現実神経症
　フロイトは，「神経症論は精神分析そのものである」
として，症状の意義と意味，症状を形成する外的・内
的条件とメカニズム，リビドーと自我の発達を論じた。
技法の前提としては，無意識と抑圧（抵抗）の観点を
重視したが，これらの所見は感情転移神経症に由来す
る。感情転移神経症の症状はリビドーによってエネル

ギーが与えられているので，リビドーの異常な使用で
あり代償的満足である。ところが，現実神経症（神経
衰弱，不安神経症，心気症など）は明らかな病因的葛
藤が認められないもので，ある器官の刺激状態やある
機能の抑制にはなんら精神的意味がなく，性的障害の
直接的な身体結果であるとした。ただし，現実神経症
の症状が精神神経症の中核であったり，前段階であっ
たりする。
　Ｇ　不安
　不安は人間にとって恐ろしい悩みであるが，主観的
な状態であるので，感情と呼ぶことができる。ちなみ
に，独語の不安を意味するAngstは，狭さ，息苦しさ
という出産時の状況を強調している言葉である。フロ
イトは神経症的不安と現実不安とを対比させ，現実不
安（realistic anxiety）はある外界からの危険，言い
換えれば，予期された傷害を認知したときの反応（予
期不安）であり，逃避反射と結びついているので，自
己保存欲動の現れとみる。不安は状態に関係し対象
を度外視しているが，恐怖（fear）はまさに対象に向
けている言葉である。他方，神経症的不安（neurotic 
anxiety）は，現実不安と比較して危険がわずかな役
割しか果てしていない。フロイトは，感情が抑圧され
るとき，その感情の質がどんなものであれ，不安に置
き換えられることを見出している。不安の発生は危険
に対する自我の反応であり，神経症的不安の場合，内
的危険を外的危険であるかのように取り扱い，不安を
拘束してくれる症状形成に道を譲るのだと考えた。幼
児の不安は神経症的不安と同じく，使用されていない
リビドーから生じ，見失われた愛の対象をある外的な
対象または状況をもって代理させる。幼児の恐怖症は
後年の恐怖症の原型となるとみた。
　Ｈ　ナルシシズム
　フロイトは「性の欲動が自我の欲動よりもはるかに
不安という感情状態と結びついている」と認識する。
飢えと渇きという基本的な自己保存欲動の不満足は
けっして不安に変わらないという事実がある。性愛
は個体をこえて個体を種属に結びつける生体の唯一
機能であり，感情転移神経症は性の欲動と自己保存
欲動との戦いであると理解した。自我がその性的対
象に向けたエネルギー配備（cathexes）はリビドー，
自己保存欲動から送り出されるエネルギー配備は関
心（interest）と名づけられた。本来対象によって満
足を得ようとする欲求であるリビドーが，対象を捨て
て自分自身をもってこれに代えることがナルシシズム
（narcissism）である。多くの性欲動が自己の身体に
よって満足する自体愛（auto-erotism）は，リビドー
配給のナルシシズム的段階における性的活動である。
　フロイトがリビドーと関心の区別，つまり性欲動と
自己保存欲動の区別にこだわるのは，感情転移神経症
が生じる原因である葛藤に対する洞察の結果である。
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対象リビドーが自我リビドー（対象へ配備されたリビ
ドーが自我にひきこもること）に変換できるという仮
定は，自己愛神経症（統合失調症や躁うつ病などの内
因性精神病）と転移神経症の相違点を説明できるとし
た。統合失調症のリビドーの固着は転移神経症よりも
はるかに遡った原始的ナルシシズムの段階にあるので
はないかと考えた。
　Ｉ　感情転移
　神経症患者の病因的葛藤（pathogenic conflict）は，
正常な葛藤と混同してはならず，前意識と意識段階に
もたらされた力と，無意識段階にとめおかれた力との
間の抗争である。したがって，神経症的葛藤は簡単に
決着がつくものではなく，両者が同じ土俵で遭遇する
ようにしむけることが治療の課題である。そこで治療
が終わるまで，患者は職業選択，経済上の計画，結婚
や離婚などの生活上の諸問題はさしひかえるように求
められる。精神分析療法は無意識を意識に置き換える
ことよって抑圧を解消し，症状形成のための条件を除
き去り，「病因的な葛藤をなんとか解決できるにちが
いない正常な葛藤に変えること」である。
　無意識を意識に変えようと，無意識的なものを推測
して患者に言い聞かせても，患者はそれを無意識なも
のに代わるものとしてではなく，並列するものとして
受け取るだけである。重要なことは，無意識的なもの
を成立させている抑圧を探し出すことであり，次に抑
圧を支えている抵抗を除去することである。抵抗は無
意識に属するものではなく，治療の協力者であるはず
の自我に属する。解釈によって自我が抵抗を認識でき
るようになるのは，①患者に健康になろうとする欲求
があり，治療者との共同作業（joint work）に服する
からであり，②患者に知性があるからである。
　神経症の患者が示す抵抗を克服しようとする戦い
は，逆配備（anti-cathexes）を維持しようとする動機
とそれを放棄しようとする動機との戦いである。前者
はかつて抑圧をなしとげた古い動機であり，後者は新
しい動機である。治療は古い抑圧の葛藤を再びよみが
えらせ，かつて一度始末された過程を修正することで，
治療者を味方にして自我が強くなり，以前の抑圧とい
う結果よりもよい結果になることを期待する。
　苦しい葛藤から逃げ道を探している患者が，治療者
にある特殊な関心を示して，情愛的に結びつく事実が
感情転移である。感情転移は治療の強力な原動力であ
るが，やがて抵抗に変わる。情愛傾向としての陽性

（positive）の感情転移は性的欲求に由来し，敵対的感
情である陰性（negative）のものは内的抵抗を呼びさ
ます。この両者が同時に存続することを感情のアンビ
バレンス（ambivalence）という。
　感情転移によってつくりかえられた人為的な感情転
移神経症を克服することは，治療の目標である元の病
気を除去するのと同じである。この戦いで決着をつけ

るのは患者の知的洞察ではなく，患者の医師に対する
関係（relation）である。患者の転移感情が陽性であ
れば医師の見解に信頼していき，陰性であれば医師の
論証に耳をかさないが，それは自身の発達史を反復し
てみせており，反論はやがて吟味されて信頼へと発展
する。フロイトは，「人間は対象にリビドーを配備す
る能力があるかに応じて，知的側面からも近づきうる
ものである」と指摘する。彼はベルネームのいう被暗
示性（suggestibility）が感情転移に他ならないと喝破
した。被暗示性はリビドー活動に依存するものであり，
「精神分析技法が催眠法を放棄したのは，暗示を感情
転移という形で再発見するために他ならなかった」と
認める。自己愛神経症では治療が成功しないのは，感
情転移能力がなく無関心のためだと認識した。
　Ｊ　催眠療法との比較
　フロイトは催眠法の暗示と精神分析の暗示を以下の
ように説明する。
　「催眠療法は心情生活におけるあらゆるものを隠蔽
し体裁を飾るが，分析療法はそれを取り去ろうとする。
催眠療法は美容術のようなものであり，分析療法は外
科手術のようなものである。催眠療法は症状を禁止す
るために暗示を利用し抑圧を強化するが，分析療法は
もっと深くすすんでその根源に迫り，症状を生じさせ
た葛藤に手を加えて，葛藤の結果を変更するために暗
示を利用する。」
　催眠療法では患者は何も変化しないが，精神分析療
法は患者の内的抵抗を克服することによって，患者の
心情生活は永続的に変化でき，より高い発達段階に高
められて，再発を予防するという作業である。この意
味で，精神分析療法は教育（education）という意味
あいがあるという。

２．技法論
　フロイトが精神分析療法を確立する過程で，指摘し
た重要な留意点をみていこう。
　Ａ　精神療法について（1905ａ）
　フロイトは，精神療法が近代的治療法ではなく，次
のように医学の中で最も古い治療であると論じた。①
医師は病人を「必ず治ると信じる期待」の状態におい
たが，これは今日にとっても効果的である。②治療関
係を成立させている患者にも常に精神療法を期待して
おり，これが治療に一定の効果をもたらす。この作用
は暗示（suggestion）であるが，多くの医師はこれに
気づかない。科学的精神療法とは，このような心理的
要素の自覚的・計画的コントロールにほかならない。
③特に精神神経症にとっては，他のいかなる医療より
も精神的影響の方がはるかに受け入れやすく，薬が治
すのではなく医者（医者の人格）が治すというのは古
くから言われていることである。
　フロイトは，「精神分析療法こそが，種々の病的現
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象の成立とその相互関係について一定の治験を教えて
くれる唯一のものであり，この方法以外の治療方法の
作用機序を理解する王道である」と主張した。ただし，
この治療法の適用条件を以下のようにあげた。①患者
は，ある程度の教養，一定の信頼するにたる性格をも
ち，教育を与える可能性があること。家族の命令で無
理やり治療を受けさせられたという人物は適用できな
い。②精神病，錯乱状態，強度の気分変調は現在のと
ころ不適当である。③五十歳前後の患者は精神過程の
柔軟性が欠如しているので不適当。④さし迫っての徴
候の急速な除去が必要な場合（例えばヒステリー性食
欲不振）は適用できない。
　Ｂ　心的治療（1905ｂ）
　心身の障害を治療するにあたって，人間の精神的な
ものに作用を及ぼす手段として用いる言葉は，病的現
象を克服することができる魔力をもつ。催眠療法のも
つ魔術的作用は暗示といわれ，医師の力が及ぶ領域を
拡大させた。しかし暗示にも限界があり，大きな犠牲
を払うとなると，患者は目覚めていると全く同じよう
に抵抗を示す。しかし催眠療法によって，われわれの
目的に到達する方法と通路が開かれたという。
　Ｃ　「乱暴な」分析（1910ｂ）
　精神分析に対する誤謬は，性的欲求を性交もしくは
それに類似したオルガスムスへの欲求とみることであ
る。フロイトは，幼児期の性的活動から発生した情緒
的な感情の働きも「性生活」に含めており，精神的性
欲（Psychosexualität）という言葉を好むと述べ，「性
（Sexualität）という言葉は独語の愛する（lieben）と
同じように広い意味に用いる」という。また，患者が
一種の無知で悩んでいるのだから，生活と病気の因果
関係や幼児期体験などを話して聞かせて無知を取り除
いてやると患者は健康になるという考え方は間違って
いるという。病気は無知のためではなく，内的抵抗

（inner resistances）の中に病気の契機があるとみる。
この抵抗と戦って克服することが治療上の課題であ
り，次の2つの条件が満たされるまで，すなわち，①
患者に抑圧されたものに接近する準備ができるまで，
②患者が医師に非常な愛着を感じ（転移），患者が治
療から逃げ出すことができないようになるまで，患者
に無意識を話してはならないとした。
　Ｄ　精神分析療法中の夢解釈の利用（1911）
　フロイトは，患者の最初の夢は非常に有用なもので
あるが，それに続いて患者がふんだんに材料を提供す
ることは一種の抵抗の表現と考える。夢解釈に分析医
が特別の興味を抱いているような印象を与えないよう
に用心しなければならない。そうしないと，夢を見る
ということに抵抗が起きて夢が現われなくなるという
事態を引き起こす危険がある。重症の神経症の場合，
抵抗が働くので原則として完全な解釈はできないと判
断すべきであり，完全な夢解釈は分析全体の完了と一

致するものであると指摘する。
　Ｅ　転移の力動性（1912ａ）
　人間は持って生まれた素質と，幼児期に与えられた
環境との相互作用によって，どのような愛情条件で本
能を満足させ，どんな目的を愛情生活に置くようにな
るかという発達過程があり，これがいわば印刷原版
（stereotype plate）であり，生涯繰り返し用いられる。
愛情生活を規定している感情の働きの中で，完全な精
神的発達を遂げているのは一部にすぎず，未発達な部
分はその発達が抑制され，幻想の中で広がるか，無意
識に埋もれている。愛情生活が現実によって満足され
ていない人間は，新しく現れる人物にリビドー的期待
表象を抱いてこれを向けてしまう。これが転移である
が，意識化できる部分と無意識的部分からなる。この
際，リビドー備給は，相手の印刷原版との何らかの類
似点に結びつつけられると仮定される。
　普通の医療の場合には転移は最も強力な治療を成
功させる役割をはたすのに，精神分析療法において
は抵抗に変化するのはなぜか。フロイトは，これは
精神分析療法に起因するのではなく，神経症そのも
のにあるとして，神経症発生の際のリビドーの内向
（introversion）現象に注目する。現実から離反した無
意識的リビドーが増大すると，リビドーは退行して幼
児的な映像が復活する。ところが，分析療法はリビドー
を意識化し現実に役立つように志すために，分析に対
して抵抗が起きるという。抵抗には抑圧抵抗の他に，
このような内向・退行したリビドー由来性の抵抗があ
る。これらの抵抗と分析的要求との間の妥協産物とし
て，転移が生ずると論じた。
　そこで，転移を陽性と陰性に区別して取り扱う必要
がある。陽性転移は意識化できる友好的，やさしい，
親愛的感情，それと無意識の性愛的源泉からなる。分
析医に対する転移が陰性転移か，抑圧された性愛的
感情の陽性転移（恋愛転移）においては転移性抵抗と
なり得る。敵対的な陰性転移は親愛的な陽性転移と併
存し，アンビバレントな感情を生む。強迫神経症の場
合，アンビバレントな転移を抵抗に利用する能力をも
つが，妄想患者は著しく陰性化して治療の可能性が消
滅してしまう。転移現象の解決が精神分析療法にとっ
て最大の困難であるが，この解決は患者の精神内部に
ある愛情を現実的なものにし，はっきりと顕在化させ
るはかりしれない奉仕の仕事であるという。
　Ｆ　分析治療上の注意（1912ｂ）
　⒜　精神分析技法は患者の自由連想に対応して，差
別なく平等に漂う注意（evenly-suspended attention）
を向けるだけである。つまり，完全に無意識的記憶に
身を委ねることである。
　⒝　分析中の大量の記録を作ることは，有害な取捨
選択をしているのですすめられない。すぐに実際的な
関連が見失われる日付や独立した注目すべき出来事は
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この例外である。興味ある夢の内容は話の後で患者に
書かせてもよい。
　⒞　詳細な記録は期待するほどの効果はなく，その
分析時間に居合わせたことの代わりはできない。
　⒟　治療に役立つ技法は，ある点では理論的研究と
矛盾する。とらわれの心なく患者に対する場合に最も
よく成功する。分析医は，その時に応じて自在に心理
状態を飛び移り，分析中は考えにふけらず，分析時間
が終了してから，材料を総合的に考えることである。
　⒠　精神分析治療中，分析医は外科医のように自己
の感情のすべて，人間的同情さえも制御して，精神力
をただ一つの目的に集中すべきである。
　⒡　被分析者に課せられた自由連想という精神分析
の基本規則（fundamental rule of psycho-analysis）に
対応して，分析医は患者の提供する無意識に対して電
話の受話器のように，自分自身を受容器官として差
し向ける。そのために分析医は自身のコンプレックス
について十分な知識を持つことが要求され，自己分析

（self-analysis）を継続しなければならない。
　⒢　分析医が自分の私生活を親しく打ち明けて患者
を自分と対等な立場にまで引き上げようとする感情的
な技法は，精神分析から離れた暗示療法であり，患者
の抵抗を克服するのを難しくする。分析医は不透明な
存在として，鏡面のようにその前に示されたものだけ
を映すものでなければならない。
　⒣　分析医は患者に教育活動をしたくなる誘惑にか
られるが，患者の弱点に寛大でなければならず，不完
全な者にも一片の行動能力と人生を楽しむ能力を取り
戻してあげたことで満足しなければならない。
　⒤　被分析者に記憶蒐集やある時期の想起など，知
的能力を要請するというのは正しい方法ではない。患
者が精神分析の著作を読むことも勧めない。フロイト
は家族の支持を得ることにも慎重で，家族の取り扱い
については途方に暮れていると告白している。
　Ｇ　分析治療の開始について（1913）
　フロイトはまず分析治療の適応（indications）を検
討し，あまりよくわからない患者には暫定的に１～２
週間の間引き受けているという。こうした期間は審査
期間（trial period）と呼ばれ，神経症と統合失調症と
が鑑別される。分析治療の開始にあたって重要な点は
時間（time）と料金（money）である。時間について
は，一定時間を患者に賃貸しするという原則なので，
たとえ患者はその時間を利用しなくても責任がある。
フロイトは日曜と祭日を除いて毎日患者を扱っていた
ので，日曜日を一日休んだだけでも最初から新しくや
り直さなくてならない場合があると述べ，この現象
を月曜の痂（Monday crust）と呼んだ。分析療法は
半年とか１年とか，常に患者が期待するよりも長い時
間を要するので，患者には分析療法の困難さとそれに
払う犠牲の大きさとに予め注意を与えておく必要があ

る。また，任意のときに分析治療を中断することが許
されている。
　金銭は自己保存と権力獲得の手段であるが，同時に
性的要因が関与しているので，性的な事柄と同じよう
に，取り澄ました態度や偽善的態度によって取り扱わ
れる。それで，分析医は金銭問題には公明で率直な態
度で対処し，無料治療を拒否することが許される。無
料処置は，神経症患者の抵抗を強めてしまう。例えば，
若い女性においては転移関係の中で誘惑として働き，
若い男性においては父親コンプレックスを強める。
分析場面の設定は，分析医が患者を寝椅子に仰臥させ，
自らはその背後に坐る。この形式は催眠療法の名残で
あるが，患者の転移と連想内容の混同を防ぎ，転移を
抵抗として浮かび上がらせるのに役立つ。
　分析医がどんな材料から開始するかは，「私があな
たに何か言ってあげるためには，まずあなたがあなた
自身について知っていることを何でも話してくださ
い」と言って，全く患者の自由に任せる。基本規則に
ついては患者に知らせる必要がある。分析治療に当
たって，できるだけ他人に分析のことを話したり打ち
明けたりしないように命ずるのは，治療から離反させ
ようとする敵意ある影響から患者を守るためである。
　患者の連想が停滞なく連想されてくる限り，転移と
いう問題にふれず，解釈は転移が抵抗となるまで待た
なければならない。知識よりも抵抗に重きを置くのは，
かつて忘却を引き起こす原因になり，今でもその忘却
を守り続けている抵抗を重視するためである。分析治
療の第一の原動力は患者の病苦，及びその苦痛によっ
て生じた治癒への願望である。この本能的な力によっ
て二次的疾病利得を除外しなければならないが，抵抗
に対抗するためには，転移という形で準備されたエネ
ルギーで補うことである。転移はしばしばそれだけで
苦痛な症状を停止させるだけの力をもつが，転移その
ものが存在している間だけ効力があり，暗示的治療に
すぎない。転移の強烈さを抵抗克服のために活用する
ときにのみ，精神分析療法の名に値する。
　Ｈ　転移性恋愛について（1915）
　治療の継続を阻止しようとするものはすべて抵抗で
ある。恋愛転移（erotic transference）は，分析医が
患者に生活歴の中で特に苦しい，辛うじて抑圧してい
る部分を告白するか，あるいは想起することを要求し
たときに出現する。それを抵抗が利用して治療からそ
らそうとする。この場合，分析医が患者に道徳的要求
と断念の必然性をさとしても期待通りにいかない。抑
圧されていたものを呼び出しておきながら，また抑圧
するようなことは分析とはいえない。分析療法は真実
性（truthfulness）の上に立つものであり，禁欲のう
ちに遂行されねばならないので，患者は欲求を仕事や
変化へと進んでいく力として維持し，何らかの代償物
によって満足することを避けなければならない。分析
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医は恋愛転移を非現実的なものとして，治療の範囲内
で解決することであり，その無意識的根源に遡り，患
者の愛情生活の中で，最も深く隠蔽されたものが意識
の支配下に置かれるように助けることである。
　Ｉ　分析技法における構成の仕事（1937ａ）
　分析療法は，患者の幼児期における発達の抑圧を再
び除き去って，その代わりに精神的に成熟した状態で
補充することである。分析医は患者の転移から，忘れ
られた歳月を構成（construction）しなければならな
い。構成は考古学の仕事と著しく似るが，「再構成」
といった方が適切かもしれないという。考古学にとっ
て再構成は終点であるが，分析にとっては準備処置に
すぎない。解釈（interpretation）は素材の個々の要素，
思いつきとか錯誤行為等に処置される技法であるが，
フロイトは構成の方が適切な名称だという。患者に間
違った構成を歴史的真実（historical truth）として話
して聞かせても，有害な結果をもたらさないが，時間
の浪費を意味する。構成が正しいとき，患者はその構
成を補足し拡大することになる。

Ⅲ．精神分析療法の将来

　Ａ．精神分析療法の今後の可能性（1910ａ）
　フロイトは，近い将来にこの療法が著しく改善され
る可能性をもつと期待できることを以下の３点から論
じた。
　⑴　内的な進歩（internal progress）によって
　⒜　分析学的知識の進歩：患者に意識的な期待観念

（anticipatory idea）を与えると，患者は抵抗を克服し
て，無意識的な抑圧された観念を見つけるが，このと
きにはるかに強力な機制である転移を活用する。こう
して夢や無意識の象徴という新しい領域を学んできた
が，種々の神経症の構造を研究していけば，予後診断

（prognostic judgement）が確実になろうと述べる。
　⒝　技法の進歩:技法の目標は，医者の労力を省く
こと，患者に自分の無意識の中に何の制約無しに入っ
ていける通路を開いてあげることである。技法は最
初，症状の意味を解明することであったが，次にコン
プレックスの発見が目標になった。技法上のもう一つ
の革新は，医師に生じる逆転移（counter-transference）
に注目したことで，分析医は分析活動を自己分析

（self-analysis）から始める必要があるとした。
　⑵　権威の増大によって
　フロイトは，宗教の権威が無力化して以来神経症が
著しく増加したとみて，文明が個人に本能を抑圧する
ための莫大な力の消費を要求する結果，自我の貧困化
がこのような状態を生み出したと認識した。精神分
析は従来の権威から発せられる暗示に頼らない方向に
目標を置いた。神経症を生み出す原因の大半が社会
にあるが，社会は精神分析家の権威を早急に認めるこ

とはないであろうが，分析家が世界に向かって真理
（truths）を訴えて続け，社会に承認されることを待
たなければならいとした。
　⑶　分析の一般的な効果によって
　神経症には患者を葛藤から守るという疾病利得
（gain from illness）があるが，秘密を打ち明けること
は病因を解決することであり，疾病利得をむなしいも
のにし，病気の発生の根絶につながる。しかし神経症
よりももっと不幸を招く怖れもあるが，全体としてみ
れば，神経症の疾病利得は個人にとっても社会にとっ
ても一つの障害である。精神分析は大衆のために，社
会的な権威を得て，神経症の予防を期待できるとみる。
　Ｂ． 精神分析療法の道（1919）
　分析（analysis）とは複雑な要素から無意識的な本
能的な動機を取り出し，人間の性的欲求をいくつか
の成分に分解して説明することである。分析の後に
は総合（synthesis）がなければならないという批判
があるが，分析治療を受けている者は，総合が分析医
の関与なしに自動的，不可避的に行われるという。
フロイトはフェレンツィ（Ferenczi）が主張する能動
性（activity）を取り上げて，精神分析の課題である，
抑圧されたものの意識化と抵抗の発見だけでも十分に
能動的だという。さらに，分析療法は患者に満足され
ていない願望を十分に残しておかなければならないと
いう禁欲規則の意味を論ずる。治療は患者の病苦を治
療の原動力として保つ必要があるので，余り早く解決
しないように配慮しなければならない。症状を破壊し
無意味なものにすることによって病苦が緩和されたな
らば，その苦痛の代わりに厳しい節制を再び与える
という危険を冒すので，医師としての分別（medical 
discretion）を超えてはならないとした。将来，分析
医が増えて，大衆の治療が無料で行われるようになる
とき，「分析という純金に，直接暗示という銅を合金
するような技法の修正や工夫を行わざるを得なくなる
であろう」と展望する。
　Ｃ．終わりある分析と終わりなき分析（1937ｂ）
　精神分析療法の治療期間が長いので，短縮できない
かが議論されてきた。「分析の終わり」となるための
条件は，①患者がもはや症状に苦しまなくなり，また
不安や制止症状を克服したとき，②問題となっている
病的現象が再発する可能性を恐れる必要がなくなり，
抑圧されたものが患者に意識化され，理解しえなかっ
たものが解明され，内的抵抗が除去されたと分析医が
判断したときである。外的な困難によって，この目的
を達成できないときは「不完全な分析」という。分析
療法の可能性をはかる規準として，①外傷の影響，②
素因的に規定された本能の強さ，③自我の変化がある。
本能と自我との葛藤を永久的に解決できるのか，言い
換えれば，本能の欲求を統御（tame）できるのかと
いう疑問があるが，分析療法は本能統御の抵抗力を高
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め，分析後はもっと本能欲求に耐えられるようになる
であろうという。
　分析療法が将来起こるかも知れない本能の葛藤から
患者を守ってあげられるか，現在はっきりと現れてい
ない本能の葛藤を予防できるのかという疑問に対して
は，フロイトは否定的である。ある本能の葛藤が顕在
化していないならば，分析によって影響を与えること
はできない。分析は欲求不満（frustration）状態で遂
行されなければならないからである。
　分析状況の本質は，「被分析者の自我によって支配
されていないエスの部分を服従させて自我の統合範囲
の中に引き入れること」であり，そのために分析者
が被分析者の自我と同盟を結ぶことである。自我は
正常性と異常性を併せ持ち，その程度が自我の変化

（alteration of the ego）の規準となり，分析治療に対
する抵抗としても現れる。自我は危険，不安，不快
を避けるために防衛機制（mechanisms of defence）
を用いる。病気に執着する力は，マゾヒズム現象，
陰 性 治 療 反 応（negative therapeutic reaction），罪
責意識の中にみることができる。ここからフロイト
は，攻撃本能または破壊本能と呼ぶ死の本能（death 
instinct）を起源とする力の存在に言及する。ここで
分析医の存在に注目し，分析医の精神の正常性と公正
さや優越性が，患者に対して模範となるとし，分析治
療の人間関係は，事実をあるがままに認める真理愛

（love of truth）を基礎とすべきだという。そのため
に分析医は周期的に教育分析を受けるべきだとし，教
育分析も終わりなき課題であるという。とはいえ，分
析が終わりのない仕事であるというのでなく，終了と
いうのは一つの実際上の問題であると論じた。

Ⅳ．強迫神経症「鼠男」の分析

　ここでフロイト（1909）が行った分析の実際を取り
上げよう。この患者の治療は約１年にわたるが，最
初の４ヵ月分（47セッッション）の治療記録が保存
されており，本名はエルンスト・ランツァー（Ernst 
Lanzer）で，当時29歳であった。彼の主訴は自分が
とても愛している父親と恋人（従妹ギーゼラ・アード
ラーGisela Adler）の身の上に何事か起こりはしない
かという恐怖心であった。この青年が鼠刑に関する強
迫的恐怖を抱いていたところから，「鼠男」と通称さ
れている。表１に彼の年表を示す。
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表１　鼠男の年表

　Ａ　鼠男の強迫観念について
　鼠男の父に対する強迫観念は幼少期からあるが，25
歳頃からひどくなった。1907年７月には法律学博士号
を取ったが，弁護士になるための勉学が滞り，特に刑
法の分野では困難をきたしていた。1907年10月１日に
フロイトを訪ねるきっかけは，この年の夏の軍事演習
のときに，残酷な大尉から鼠刑（肛門に鼠を押し込め
る）を聞いて，その刑罰が大事な２人に執行される恐
怖に襲われたからである。彼の父はすでに死んでいた
ので，フロイトは驚いた。鼠男は演習中に鼻眼鏡をな
くし，ウィーンの眼鏡屋に注文していたが，同じ大尉
が郵便局に届いた鼻眼鏡を彼に渡して，Ａ中尉が着払
い代金を立て替えたのだという。その時，「金を返すな，
さもなくば，あのこと（鼠刑）が起こるぞ」という禁
止命令（sanction）が湧き起きた。しかし，すぐにＡ
中尉に金を返さねばならないという命令が生じた。と
ころが，Ａ中尉は立て替えたのはＢ中尉だとして金を
受け取らなかったので，彼は大変に混乱し，この混乱
を知った友人が治療を勧めたのである。
　鼠男は９年前，彼が睡眠を取っている間に父親がな
くなり，臨終に居なかったことで自分を責め，父の死
を実感できずにいた。彼は自分を罪人とみなし，自分
の思考体系を来世にまで拡大した。［４回目］
　彼の父の死の半年前，「父が死ねば，彼女と結婚で
きるくらいの財産が手に入るかもしれない」という考
えが襲ったが，「父は何一つ残さないでほしい。自分
の恐れているこの損失（父の死）はそんな利益によっ
ても償うことが出来ないから」と願った。さらに「自
分は今一番愛している人を失うかもしれない」と思っ
た。彼は父の死の願望を訝ったが，フロイトは「昔か
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らある抑圧された無意識的願望であり，激しい愛情こ
そ抑圧された憎しみの条件なのです」と説明し，さら
に「６歳以前の幼児期状況にエディプス願望は生まれ
たのでしょう」と解釈した。［６回目］
　彼が自分をなかなか受け入れない恋人に対して復
讐してやりたい，死んでしまえばいいのだと考えて
いたことがはっきりする。フロイトは父の死が病気
の悪化の原因であり，彼の病的悲哀（pathological 
mourning）は際限なく続くと考えた。［７回目］
　Ｂ　治療について
　鼠男の治療が1908年９月頃まで続いたが，記録が
1908年１月７日まで残っている。この頃には精神分析
技法がほぼ完成しており，治療は月曜から土曜までの
毎日分析が基本であるが，日曜日のものもある。
　鼠男が２回目で強迫的恐怖を話すところで，彼は話
を中断して立ち上がり，詳細に話すことは勘弁してほ
しいとフロイトに頼んだ。フロイトは「抵抗の克服こ
そ治療の命ずるところであり，この命令を私たちは無
視したくてもできないのです」と応じている。フロイ
トが彼女の写真を持参するように要求しており，鼠男
は恋人のことを明かすことにすさまじく抵抗している

［９回目］。鼠男が彼女の名前打ち明けたのが15回目で
あり，これ以後彼の話の脈絡が整ったが，21回目では
フロイトが女性の名前をギーゼラ・フルース（Gisela 
Fluss）という自分の初恋の相手と間違えて記録する
という逆転移がみられる。第25回目では「すさまじい
転移で手がつけられない。転移状態にあることを彼に
伝えようとしてもいっこうにらちがあかない」と記録
されている。鼠男の転移空想に，フロイトの娘と結婚
すべきか，彼女と結婚すべきか，という葛藤があった

［27回目］。
　第28回目で，鼠を表す独語のRattenは分割払い
Ratenと発音が似ていることから，鼠は肛門性感，大
便，お金という一連の象徴的な意味が明らかにされて
いく。お金と梅毒は鼠Rattenという語に収斂され，彼
女自身がそもそも麻痺患者の子どもだから病を患って
いるのかという不安が示された。第29回では鼠が金銭
と残虐性，他方で父親の結婚と結びつく結節点（記憶
や思考の鎖が交錯する箇所）となってくる。フロイト
の家族の女性全員がむかむかする汚い分泌をだすとい
う汚らわしい転移を示し［33回目］，父親は母と結婚
したのは物質的利得が目的だったという［36回目］。
転移では彼は母親と自分を同一化して，父親を批判し
ていた［37回目］。第40回目のときに鼠男が空腹だっ
たので，フロイトはなんと食事を提供しているが，こ
の食事のせいで彼は時間を無駄し，治療が長引いてフ
ロイトが利益を得たという転移が生じた。第43回目で，
フロイトは「鼠はペニスである，それは鼠が不潔な動
物であり，寄生虫を介して鼠の尻尾になるのだ」と解
釈した。すると，彼は「たくさんの尻尾＝ペニス－性

交，たくさんのお金」と空想した。
　治療記録はここで終わるが，フロイトは強迫神経症
とヒステリーの違いを考察している。彼は強迫観念の
背後にある，愛と憎しみの葛藤（アンビバレンス）に
注目する。ヒステリーの場合には，発病の直接原因は
幼児期体験と同じように健忘によって忘却（抑圧）さ
れ，この過程を媒介にしてその情動エネルギーは症状
に転換される。直接原因としての外傷的誘因は健忘に
よって不明瞭である。他方，強迫神経症の場合，発病
の直接原因は依然として記憶される。ここでは外傷体
験（trauma）を忘却する代わりに抑圧は，外傷体験
から外傷体験に伴って発生した情動エネルギーの備給
を撤回する結果，意識の中には無意味とされる観念内
容が残る。強迫神経症の場合には「いつも外傷体験を
知っているという感じ」があるのに対して，ヒステリー
では「ずっと前から外傷体験を忘れているような感じ」
があると指摘する。
　鼠男の場合，自分の愛情に対する不確実性，疑惑が
強まり，その解決のために退行して，思考が現実の行
動の代理になったのが強迫観念（obsessional ideas）
である。彼の場合，思考の全能（omnipotence）がみ
られた。性的快感が思考活動に向け換えられることに
よって思考現象そのものが性愛化された。相互に相剋
しあう二つの衝動が，強迫行為によって妥協形成が成
立したのだと説明された。
　フロイトの治療態度は，ここでは権威主義的で説得
的である。鼠男は実際には母親について語っているが，
母親よりも父親との関係が扱われている。当時のフロ
イトは転移関係の分析よりも，転移を通じて過去の体
験の想起と再構成が中心だったことが窺われる。フロ
イトは水曜心理学協会でこの症例に言及しており，治
療の成功例とみている。鼠男は彼女と結婚できたが，
第一次世界大戦の犠牲者となった。

Ⅴ．おわりに

　精神分析療法は催眠の放棄であり，フロイトにとっ
て，暗示療法から脱却することが科学であった。しか
し，このために患者に生じる抵抗を克服するという最
も難しい課題に直面した。症状が夢と同じように願望
充足の代償的産物だと理解し，逆に治療は抵抗に注目
した。抵抗する所に抑圧があり，そこには患者が苦悩
している葛藤があり，転移を通して患者が耐えられる
ような正常な葛藤にしていくことが目標になった。
　精神分析療法は精神病理と密接に関連して発展し，
その結果，フロイトはこの療法の適応を感情転移神経
症に限定した。あらゆる言葉は暗示効果を有するが，
分析療法の理論は，フロイトが「この方法以外の作用
機序を理解する王道である」というほどに心理療法の
原理を示したことに大きな意義がある。フロイト以後，
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直接精神分析を標榜しなくても，現代の多くの心理療
法家は抵抗や転移・逆転移の概念を受け入れていると
言ってもよいであろう。
　他方，精神分析自身もその技法を修正して，神経症
から人格障害や精神病に至るまでその適用を広げてき
た。土居（2009）は分析療法に将来はあるとするが，
分析療法と分析的療法，あるいは精神分析と精神分析
的療法という区別のつけ方はあまりにも形式的で意味
がないとして，「分析療法の本質は転移を転移と認め
て振り回されないことなのである」と指摘する。さら
に治療者の条件として，治療者は患者に同一化できな
ければならないと述べ，「同一化できることが患者の
病理がわかることなのだ」という。精神分析療法は精
神病理と表裏一体となって発展してきたことに特質が
あり，これが今後とも時代に即応した技法を開発する
原動力になっていくと考えられる。
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