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ûウェリニッケたちの伝導失語の図式、あるい
はマイナートの脳の皮質を中心とした反射⇒
自我の考えかたに対する批判として書かれた
『失語症理論の理解のために』は、精神分析
の発想の起源が見られる（近くの様々な様式
に対する重なり合いを解明しないといけない
ので、フロイトは「重なり合い」「機能的失
語」という考え方で、それを分析していく必
要性を説いている（そこでシャルコーの名前
が出てくる）⇒夢解釈の方法論に繋がる理解
がここにある。ちなみに症例ドラは「夢とヒ
ステリー｣というのが最初の題名だった。



アメンチアをはじめ
て記述した。

ヘルバルトとイギリ
ス経験主義の流れ
を反射学のなかで
体系化した。生得
的反射と皮質路を
通る後天的反射→
感応、一次自我が
生まれる→制御す
る二次自我が生ま
れる



大脳皮質における表象の局在
化の否定⇒

「語というものは、これまで
列挙してきた複合の心像であ
る。語というものに相当する
のは、視覚的、聴覚的、筋運
動感覚的な由来をもつ。それ
ぞれの諸要素が協働して絡み
合った連合事象である。」



催眠療法を言語的な教示に近い暗示
効果と見なした。



û彼が治していたのは、普通の田舎のおばさんた
ちだった。身体的な不調を訴えに来る彼・彼女
たちをリエボーはリラクセーションの方法とカ
ウンセリングの方法を両方使いながら、脱感作
させていった。

ûさらにベルネームは夢に注目していた。

ûベルネームがこれを観察して、言語的な教示と
暗示が近いものだと感じたことは自然なことで、
リラクセーションに導入して、催眠誘導するた
めにカウンセリングは不可欠だし、催眠に入れ
てから、症状を取る方法はベルネームがいうよ
うに「患者たちが知っている」のだ。



1895年7月25日

「イルマの夢」をみて、記念碑的な着想を得た。

連想主義と脳神経モデル、そして連想の拡張
から分析の手法を思いついた。

⇒夢の意味の解明方法（この100年間ほとんど
変わることなく続いている手法）

テキスト分析的切片化と連想の拡充

ベルネームの二つの着想、想起の為の言語から連
想をすること、そして夢の心理学的現象への関
心、その二つの着想からフロイトは、自分の脳
科学、催眠療法、そして連想手法がつながった。



n夢を記録する≒夢テキスト（顕在夢）
nそのテキストの部分（語、文）の、部分
部分に対して連想を拡げる≒連想テキス
ト

n連想テキスト、その要素のなかで反復し
ている主題を見つける≒反復主題の発見
n前日、あるいは最近の記憶と照合させる。
n照合させた主題の自分自身の人生におけ
る意味を見出す。



û自分の夢を毎日につけながら、自分の問
題がどこにあるかを探索した。

ûその手法は、今日のストラウスのGTAに
近いものであった（切片化からカテゴ
リー関連抽出）。

ûさらにこの手法を、テキスト全体に応用
していった（シュレーバー症例：自伝的
に記述されたパラノイアの一症例）

ûさらにこの手法を成育歴の再構成に用い
た（狼男：ある幼児期神経症の病歴よ
り）



ûテキストの穴、間、そして談話的な構造のズ
レ、そして行動化が、談話のなかには現れる
が、そこには衝動や情動が関連している。

û表象と言語の結合が記憶痕跡を通して言語の
中に残るとすれば、その結合がうまくいって
いないdisjunction場合、そこには無意識の力
が働いているし、そこに精神病理学的な問題
がある。忘却＝抑圧のモデル

û治療のモデルが夢やテキストから離れて、治
療の中で生じる行動化という問題が浮き彫り
になっていった。



ûブルクヘルツリにおけ
るビンスワンガーやユ
ングの心理学的な反応
時間の実験

ûコンプレックス（複合
観念作用）の反応時間
阻害現象

→反応抑制の現象
が抵抗＝防衛



Freudの精神分析前の時期
1885年9月、ウィーン大学医学部神経病理
学の私講師に任命さる。秋､パリに公費留学
し､シャルコーに師事した。
1886年4月、ウィーンで開業。９月、結婚
した年に、学会発表 ｢男性のヒステリーに
ついて｣
1887年 長女マティルデ誕生。ブロイ
アーを介してフリースとの交際始まる｡催眠
暗示法を治療に採用しはじめる。
1889 年 ナンシーに旅行､ベルネイム
の催眠術を見学｡夢に関心を持つ。長男マル
ティン誕生 した。



(1)まず前述の反応時間の長さがあげられる。100の刺激語
に対する反応時間を前半の50と後半の50に分け，それぞれ
の中央値medianを求め，中央値よりも長く反応時間のか

かった刺激語には，なんらかの負荷があるとする（被験者の
疲労を考慮するため）感情的負荷を表すその他の指標には，

(2)反応が30秒以内にできない，

(3)第2回目の刺激呈示で再生できない，

(4)刺激語を繰り返したり，誤って理解する，
(5)わざとふざけたり，体を動かしたり，笑ったりする，

(6)口ごもったり，誤って発音する，

(7)刺激語と口調やリズムが似ているだけの反応をする，

(8)刺激語とまったく関係のない反応をする。

(9)多くのことばや文章で反応する，

(10)新語をつくったり，ことさらに強いことばや口語で反応
する

(11 )全試行を通じて3度以上用いられている反応語ステレオ
タイプstereotypiesで反応されている，等がある。



ûブルクヘルツリにおけるビンスワンガーやユ
ングの言語連想検査

ドンデルス以後の反応時間論

⇒フロイトとユングの出会い

û催眠における変性意識への抵抗

û連想における停止＝抵抗の現れとして分析の
対象にしはじめる。

抵抗による発見の歴史は、こうした言語刺激反
応の歴史までさかのぼれる。つまり抵抗論は、
精神分析の出発から、技法野中に組み込まれて
いるといえる。



n 強い抵抗＝忘却

n 抑圧抵抗の克服

n 分離を隠蔽記憶他の連想素材に関連付けて行く

n 反復強迫：思い出すのではなく行為にあらわす

n 転移の操作：治療中のさまざまな障害,悪化のな
かで、起源を転移神経症にする

n 解釈を投与して、抵抗を克服するために徹底的
にやり遂げる



û夢の解読方法に使われている発想は脳科学の
知見を基盤にしている＝表象可能性の理論
（近年ではこれはFigurativityの議論として、

ヨーロッパの精神分析、特にフランスの精神
分析で取上げられている問題群と接点を持っ
ている）⇒『夢解釈』

û精神病理学のモデルのためには、神経症を説
明する必要があったが、そのためには、
ニューロンモデルだけでは、不十分で、性に
関するより広い意味での理論が必要だと考え
るようになっていく。



ûフロイトはここでJanetの指摘した解離障害を

解離ヒステリーではなく、類催眠ヒステリー
と位置付け、これにブロイアーの貯蓄ヒステ
リーを対比させ、自らのヒステリーを「防衛
ヒステリー」と呼ぶ。それは抑圧という防衛
によって、生じたヒステリーのことである。

û強迫、および妄想、精神病も同じく「防衛
Abwher」で説明しようとしている。

⇒フロイトのモデルは、最初から防衛機制を基
盤に置いている。そしてそれは退行を引き起こ
す原因でもある。



û現勢（現実）神経症：現実の性生活がうまく
いかない

û外傷神経症：外傷的な出来事に対する防衛

û精神神経症＝

（転換）ヒステリー：身体的な症状への転換に
よる情動量の抑圧が中心。

不安ヒステリー（恐怖症）：不安や恐怖対象の
浮遊と、そこからの回避と禁止による逃避。

強迫神経症：罪悪感とその反動形成を繰り返す。

自己愛神経症：メランコリー

自己愛精神障害：統合失調症

⇒心気症が自体愛との関連で論じられる。



û神経衰弱とヒステリーを分け、神経症を
「現実機能の喪失」と表現した。心的緊
張が低下して現実機能が障害されると神
経衰弱になり、強迫観念、衝動、疑念、
質問癖、正確癖、頻回のチックや散漫な
興奮が起きる。ヒステリーの場合、心的
緊張が低下して、意識野の狭窄と人格の
解離が起こり、心的緊張低下を覆い隠す。
下意識の、低級な臓器反応などが中心に
なる。類催眠ヒステリーのなかで、下位
人格の解離現象を説明しようとした。



ûフロイトは、1890年代に、精神病理について

の論文をいくつか書いていて、どきどきする
などのパニック障害に近い状態を、不安神経
症として、神経衰弱からそれを分離するため
に、現実の性生活での問題を取り扱う必要性
について現勢神経症に分類したり、恐怖症を
強迫症状のなかに存在する不安と類似のもの
と取り扱う可能性について検討したりしてい
る。

⇒強迫神経症の類型化

⇒現勢神経症と精神神経症の区別



9月ベルリンでフリースの手術を受けた後に着
想されて、ニューロンと慣性の原理で精神病理
と夢とを説明しようとした。量と質、意識と事
後性といった着想が描かれている。

φニューロン（感覚）とψニューロン（運動）
の間に、ωニューロン（周期性）の間で、さま
ざまなモデルを構築しようと努力した。このモ
デルは、「精神分析の起源」として出版された
が、フロイト自身は公にしたくなかったという
事情がある。

⇒3ヶ月ほどでフロイトは構築を断念してい
る。
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û「精神分析」という言葉が論文のなかで
はじめて使われる。前の論文の二年後に、
外傷的な質をもった性的な体験に対する
防衛と抑圧として、ヒステリー、強迫、
精神病状態が並べられて、ヒステリーは
受動、強迫が能動という体験の特徴を持
ち、事例としてパラノイアの事例の性的
外傷体験が、思春期以前にあったものが、
思春期以後に発生するという事後性とと
もに、精神病を「自我変容」という記述
を行っている。⇒幼児性欲論へ



「草稿」で導入された「事後性」の概念

「幼少期の外傷体験は、事後的に新たな
体験と同じように作用するのだが、それ
は無意識においてなのである」（『防衛
神経精神症再考』）

û現勢精神病と精神神経症の明確な区別

û精神神経症における事後性と幼児性欲
論が展開し始めて、この考え方が、幼
児の性についてのモデルを作る。



1914年

外傷（誘惑）の存在に疑問をもつ

û現勢神経症Aktualneurose（神経衰弱、不安

神経症、心気症といった直接的な性的障害か
ら来る神経症）

û精神神経症Psychoneurose⇒ヒステリー、不
安ヒステリー（恐怖症）、強迫神経症

⇒性心理発達モデルに基づく、神経症モデルが
完成する。

その後の展開⇒転移との関連で自己愛神経症を
考える。



ûDie Melancholie: Eine klinische
Studie (1874)

ûGrundzüge der 
Kriminalpsychologie für
Juristen (second edition, 1882)

û Psychopathia Sexualis: eine
Klinisch-Forensische
Studie ( 1886)

ûDie progressive allgemeine
Paralyse (1894)

ûNervosität und neurasthenische
Zustände (1895)



ûクラフトーエビングは同性愛が差別されてい
ることから性の以上に関心をもち、研究を進
め、の『性の精神病理』は初版は110頁だっ
たが、12版は300頁を越える本になった。第
4版からフェテシズムが、第6版からマゾヒズ
ムとサディズムが付け加わった。彼は同性愛
を胎生期における大脳の性的反転とみなすこ
とで、倒錯や病理とみなさず、anomalyを
differeentiationと言い換えた。ただ彼の理論
は進化論的で現代的だったが、当時キリスト
教会から反発にあった。

ûハヴァロック・エリスは自体愛やナルシシズ
ムといった概念を導入していた。



û The Criminal (1890)
û The Nationalisation of Health (1892)
û Man and Woman: A Study of Secondary and 

Tertiary Sexual Characteristics(1894) 
(revised 1929)

û Studies in the Psychology of Sex (1897–1928) 
six volumes 

û Sexual Inversion (1897) (with J.A. Symonds)
û Affirmations (1898)
û The Evolution of Modesty, The Phenomena 

of Sexual Periodicity, Auto-Erotism(1900)
û The Nineteenth Century (1900)
û Analysis of the Sexual Impulse, Love and 

Pain, The Sexual Impulse in Women(1903)
û Sexual Selection in Man (1905)
û Erotic Symbolism, The Mechanism of 

Detumescence, The Psychic State in 
Pregnancy (1906)

û Sex in Relation to Society (1910)[



ûHandbuch der Gesamten
Sexualwissenschaft in 
Einzeldarstellungen. Bd. 1, Bd. 2. 
pt. 1, Bd. 3. Berlin: Louis Marcus, 
1912–25Band I: Die Prostitution. 
Berlin: Louis Marcus, 1912

û Band I: Die Prostitution, Band II, 
Hälfte 1. (with Georg Loewenstein). 
Berlin: Louis Marcus, 1925

û Band III: Die Homosexualität des 
Mannes und des Weibes. (By 
Magnus Hirschfeld). Berlin, 1914



ベルリンの耳鼻科医：バイオリズムの創始者

コカインエピソードの当事者であり、エマ・エ
クシュタイン事件の張本人でもある

⇒性についての理解、特に両性具有、周期性と潜
伏期という概念をフロイトに伝えたことはフロ
イトのリビード概念の形成に大きな影響を及ぼ
した。→性的潜伏期

1. 鼻粘膜と性器が対応している。

2. 人間は両性具有である。

3. すべての人間には二つの周期が重なって存在し
ている。28日と23日の間、そして5日。





ダーウィン以後の進化論的生理学者
たちが疑問に思ったこと

1. 抑圧と道徳心の発生

2. なぜ性なのか

3. 神経症の選択

from Sulloway”Biologist of Mind”



フロイトガ辿った抑圧、そして道徳心
の説明の道筋⇒抑圧の発見：原抑圧の
理論化から超自我の理論化まで

û1893-97 初期の抑圧理論 外傷と両立不
能な観念

û1896-1913 器質的な抑圧とにおい感覚

û1912-1923 文化と道徳心の系統発生的
な起源

û1923- 超自我



シャルコーの理論からリビード理論の取
入れ、そしてヒステリーは性的な背景に
対して生じるものだと考えて、防衛神経
精神病⇒エディプス・コンプレックスか
ら性の進化を説明する。
û1893-97 「不可欠な前件」としての性体験

û1896/7-1913 性、器官的抑圧、神経症

û1913-30 親族の系統発生理論

û1930 性と家族と親族の進化論



神経症の説明が、性と道徳とを説明する

û1893-97 現実神経症的な理解から精
神神経症：誘惑理論

û1897-1913 発達論による解釈：性発
達理論

û1913-1939 統合：遺伝と幼児体験

↓

リビドー固着と外的経験

⇒対象関係に基づく幻想の理論



û神経症は倒錯の陰画である。

性愛の発散、抑圧の推進、昇華、

←（偶発的事件、早熟、時間的契機

固執性、固着）

道徳心
神経症

倒錯



Ⅰ.倒錯の研究から

性の対象の倒錯（inversion)について両性具有
から対象が倒錯する

性の目的の倒錯（perversion):口や他の部位、
あるいはフェテシズムについて⇒手を触れる、
あるいは眺める、サディズムやマゾヒズム

⇒神経症者は性倒錯の陰画である。

部分欲動と性源域（性感帯）の関連性

Ⅱ.幼児性愛

幼児期の様々な性源域の欲動は、彼らが多形
倒錯傾向を持つことを示している。



小児期に性愛が現れるさまざまな証拠

潜伏期があり、小児期の健忘があるので、私
たちは幼児性欲を忘れている。潜伏期にはそれ
は反動形成や昇華によって補われる。

幼児性欲の表現⇒多形倒錯の素質

１．おしゃぶり

２．自体愛

３．性源域の諸性格

４．マスターベーション

５．肛門領域

６．性器領域⇒性の探求



û性の探求が好奇心を生み出す

知識欲、スフィンクスの謎、去勢コンプレック
ス（男の子の葛藤）とペニス羨望（女の子のさ
まざまな葛藤を生むもの）、出産に関する理論、
性交のサディズム的な理解、性的探求の典型的
な失敗⇒(精液と膣とが理解されていないため
の、さまざまな誤解が、疎外されている）

⇒発達段階

口唇性愛的、食人的段階

サディズム的肛門的段階

アンビヴァレンツ 2段階の対象選択



性源域の体験は相互影響によって道ができる

û機械的興奮、リズミカルな身体体験

û筋肉の活動⇒サディズムに使われる

û感動の諸過程

û知的な仕事

Ⅲ.思春期における変態

性が化学的な現象であることを示す。

リビード仮説の証明

自我リビードと対象リビード

男女の分化と対象選択=対象の発見



û進化と退行

progression

regression



û固着には、心的な外傷への固着と対象への欲動
体制の固着とがある。神経症患者が病気の症候
という形で過去を生きている（フロイト）。

アンナ・Oの事例について考えてみると、

1. あまりに強い感情を帯びた体験を適切に処理
できないために外傷性の神経症になるのは、過
去の一定時期への固着のためである。

2. 『彼女は治療したにもかかわらず、それ以来
ある時点（男性との関係という点）で人生との
縁を切ってしまい、正常な女の辿るべき運命を
回避するにいたった」対象との欲動の固着



ûフロイトは外傷は固着を生み出すと考えるよう
になったが、この点はトラウマについての理解
を複雑にした。実際、彼は純粋に環境的な外傷
による問題を現勢神経症、精神神経症と分けて、
外傷性神経症を定義した。

ûリビドー固着による神経症傾向が、鉄道事故神
経症、戦争神経症などのトラウマの問題を、偶
然の外的因子とあわせて考えることを提案して
いた。外傷、興奮、固着という理論。

ûフロイトはトラウマの理論よりも、幼児性欲の
理論を自分のオリジナルな理論だと考えるよう
になっていた。



û戦争神経症について、1919年
から20年に行われた調査委員
会での対立が、トラウマにつ
いてのフロイトの理解を深め
た。Jaureggは電気痙攣療法
を正当化して、委員会は、自
分が戦争神経症の専門家であ
るという主張で終わった。
1927年には熱性痙攣療法で、
ノーベル医学、生理学賞を受
賞している。フロイトの理解
は医学の世界から次第に離れ
ていく。



û発達には制止と退行とがある。

退行には

1. インセスト的本性を有した対象への退行

2. 性的編成全体のより早期の段階への退行

「夫に対して父親像を見て、父親敵対象像に固
着していた近親相姦的な性器的欲動を夫という
対象に向けると、エディプス的な葛藤がそこで
起きると、抑圧が起き、夫との関係の中でヒス
テリーが発症する」ということになる。

⇒抑圧は局所論的-力動的概念であるのに、退
行は記述的概念である。



局所論的、形式的、時間的退行

１.局所論的：「夢判断」における退

行は、運動知覚系が、知覚系へと退行
するものが幻覚だと考える。逆の流れ。

２．時間的：発達史のより古いものへ
の回帰

３．形式的：複雑化、構造化、分化の
点から見てより低い程度、段階の表現
形式をもたらす。



û 1905年の初期の理論において、倒錯的な外傷に

由来する対象との関係に縛られているという理解
⇒

û性心理発達モデルによって、モデルが整理される
ようになった。そして「快感原則の彼岸に向け
て」（1920）で外傷についてのリビドー理論だ

けでは説明できないため、「反復強迫」という人
が繰り返しやすい傾向を導入した。

û固着は三つの点で起きる①生活史的要因(家族関
係の影響，外傷など)による誘発、②体質的要因

による助長，欲動のある成分が他の成分よりも強
い力をもつ、③リピドーのー般的「粘着性J





û性的体質は遺伝的な体質で、乳幼児の間で、
欲動がしばしば、その素因は、妨害要因にな
たり、個人的な自我のあり方を決める。

û幼児期体験は後天的な経験の記憶を再構成す
るが、この記憶の記述は、「狼男」の事例に
近い。

ûリビドー固着による素因は、後天的な幼児期
体験との相互作用によって形成される相補的
な関係にある

ûさらに現実の状況の欲求挫折やフラストレー
ションが相補的な関係になる。



ブルクヘルツリ病院でユング
と、そして1907年にフロイト
と出会う。ベルリンでグルー
プを形成して、クラインの分
析者としても有名である。う
つ病の研究は、フロイトの
『喪とメランコリー』に影響
を与えた。口唇期前期（統合
失調症）、口唇期後期（うつ
病）、肛門期前期（強迫神経
症）といった精神病理学的な
理解をもたらした。



口唇期 肛門期 男根期とエディプス期

児童期（潜伏期）に向けて
の統合

学習と文化へ



性欲論「出生後間もなく現われ、四、五歳の終
わりに頂点に達し、エディプス状況をあらわし、
その抑圧とともに潜伏期に入って、休止し、思
春期とともにふたたび開始される。そして、思
春期以後のいわゆる性活動の原型が幼児期につ
くり上げられる」

これが性欲論のもっとも重要な理解であり、こ
の二つの時期、つまり幼児期と潜伏期に二つの
別の課題があると考えるようになったことで、
現代の精神分析、特に自我心理学的な理解が形
成されるようになった。



û人間における幼児期の多形倒錯の存在を指摘
したことで、人間の性的と生殖的とを分けた。

⇒快の原則で物事を説明するなら、性以外にも
「気持ちの良いこと」はたくさんある。

û幼児性欲

口唇性から男根期までに導かれる動因＝子ど
もは好奇心を持つ理由＝性の神秘を理解してい
くこと

ûエディプス・コンプレックス＝性格形成、性
的同一性の確立、超自我の形成、神経症の発
症を導く統合概念



力動的な無意識＝抑圧された本能衝動の在り方

⇒システムとしての無意識は

û無意識の内容はその欲動の代表である

ûその機制は、圧縮と置き換えによって支配され
ている（夢の分析から）。

ûその欲動エネルギーは備給されるので、意識あ
るいは行動として復帰しようとする。

ûけれどもそれは検閲による歪曲を受けた後に、
妥協形成の形で前意識－意識のシステムに入っ
てくる。

û無意識に固着を受けるのは幼児期の欲望である。



û口や肛門が性感帯である理由は、性が心の組
織化要因だからである。

û組織化されて、エディプス・コンプレックス
によって、男性と女性、親と子といった基本
的なモデルが心の中に出来上がって、7歳前
後に抑圧が起き、潜伏期が始まる。

û自我心理学以後、エリクソンらが明かにした
ように、潜伏期には独自の発達課題がある。

û第二次性徴期の登場によって、神経症が起き
やすくなると同時に、性と道徳の再編成が生
じる。



û幼児期の対象との関係が、固着という
形で本人のCharacterが形成されやす

いパターンがある＝肛門期性愛＝肛門
性格

ûCharacter自分の欲動とどのような関
係を持つかという傾向性

幼児期に①、②、③の影響で出来上がる
パターンが繰り返されやすい。

固着退行⇒繰り返されやすい傾向＝性格



û性の欲動のパターン化

û対象との関係を繰り返す

û性と対象の反復

û対象選択

エディプス・コンプレックス

→そうした反復はなぜ起こるかを考
えるようになる：

『繰り返すこと』メタ心理学草稿



û小児の性の対象

「愛情生活の心理学への貢献」（1910、
1912）→両親像が後の対象選択に及ぼす
影響

去勢コンプレックス

近親相姦の回避

エディプス・コンプレックス



体の中を動くエネルギーがある→

û源泉：性的興奮の座となる身体器官

û目標：部分欲動によって変化する、つまり身
体的である。

ドラの場合：性器から口に

例えば、口唇性では他器官への移動、関係
の逆転や昇華が起きる。

û対象：満足を得るために移動する、そして特
殊化される。

→これらは新たに性心理発達モデルによって
再編される。



1. フロイトにおいて、ヒステリー症状はある機
能的、外傷的な印象や体験の記憶の象徴であ
る。

2. その症状は、外傷的体験が連想で回帰するこ
との「転換」によって生じる代替物である。

3. その症状は、他の心的な構造同様に、願望充
足の表現である。

4. その症状は願望充足に役立つ無意識的空想の
実現である。

5. その症状は性的満足の役に立ち、主体の性生
活の在り方を表象している。



6. その症状は、幼児期の生活で現実的であっ
て、以後抑圧されてきた性的満足の様式に
回帰することに対応している。

7. その症状は、対立する情動、本能衝動の間
の妥協形成物である。それらについて、人
は性的な素因の本能的構成物や素質をして
いる部分とそれを抑制しようとしている部
分とがある。

8. その症状は、性的ではない、さまざまな無
意識的衝動の表象を取り入れている。にも
かかわらずそれらの表象は性的な意味を
持っている。

→フロイトにとってヒステリーは二つの意味を
もつ。一つは、性的な外傷の意味、もう一つは
性の普遍的な意味。



ûフリースレター問題の主題、外傷説をフロ
イトが捨てていなかったということは、ラ
プラシュらが指摘してきたように、外傷の
有無について重要なことではない→性の外
傷体験を想定しようと、性の共通の空想を
対象にしようとも、同じような意味をヒス
テリー症状はもっている。

ûだが性の誘惑仮説からフロイトが離れた、
というよりもアブラハムやユングらの指摘
によって、幼児性欲とエディプス・コンプ
レックス仮説を拡張解釈する道を開いた。



ûエディプス・コンプレックスを越えず
に、男の子は父親を無視して、母親と
の愛情関係を維持しようとする。女の
子は母親に世話される関係に留まりな
がら、母親との両価的な関係を生き続
ける。

û去勢コンプレックス（分離不安⇒切ら
れる）や近親相姦的な関係（融合不安
⇒自分がなくなる）のなかで関係が分
化したり、組織化しない。



ûフロイトは、 1923年「自我とエス」を著

わし、それまでの意識、前意識、無意識と
いう局所論に加えて第二局所論を作る。

û人間の心が自我、エス、超自我という三つ
の心的な組織から成るという図式ができた。

û『自我とエス』

精神病理学

⇒超自我



1861（19歳）父親がイレウス（腸閉塞）で死去（53）

1869 27歳 法学博士となる．

1877 35歳 結婚．兄がピストル自殺（38歳）．

1884 42歳 秋，帝国議会に立候補して落選

（ケムニッツの州裁判所所長時代）．これを契機に
重症心気症になる．ライプチヒ大学病院に入院し，
約6ヶ月間，フレヒジッヒ博士の治療を受ける。

1885 43歳 年末に退院．

1893 51歳 6月ザクセン州ドレスデン控訴院院長就
任の通告．神経症が再発した夢を何度も見る 10月1
日，控訴院院長に就任．10月末，不眠症を伴って再

び入院．入院当初は脳軟化症にかかったという心気妄
想や追跡妄想であったが，次第に幻視、幻聴が頻発．
フレヒジッヒ博士に性的な迫害妄想を抱く



1894（52）6月，ピルナのゾンネンシュタイン精神病院に転
院．主治医はウェーバー博士．

1895（53）11月，性的な迫害妄想が宗教的な誇大妄想へと変

化．症状は次第に平穏化．自分がまだ生活力を持っていると
主張し退院を要求．ウェーバー博士は退院は不適当と判断．
シュレーバーは裁判所に繰り返し陳述書を提出．

1902（60）7月，禁治産の宣告が解除．12月，妄想体系は存
続したまま退院．その後は定職につかずにいる

1903（61） 1900年から執筆していた『ある神経病患者の回
想録』を出版．

1907（65）5月，母親死去．11月、妻が脳卒中発作で倒れる．

1908（66）症状が増悪し再び入院．その後症状は次第に悪化

1911（68）4月，重篤な肺疾患にもとづく心不全のため死去．

⇒精神病的な崩壊のプロセスのなかで見えてきたもの



thesis：同性愛＝私は彼(男)を愛する

a)迫害妄想：私は彼を愛さない→彼を憎む→彼が
私を迫害するからだ

b)被愛妄想： 私は彼を愛しているのではない→
私は彼女を愛している→彼女が私を愛している

ｃ)嫉妬妄想

α)アルコール中毒など、男性： あの男を愛して

いるのは私ではない→彼女こそあの男を愛して
いるのだ→女性は疑わしい

β)女性の嫉妬妄想（男性に女性）

ｄ)自我の肥大化=誇大妄想：そもそも私は愛する
ということをしないし、何人も愛さない

→私は私だけを愛する



1. 自我リビドーと対象リビドー

2. 対象関係という発想の導入

3. 自我理想と取り入れという概念の導入

→検閲者と自我理想

（大衆心理の論文では区別されていない）

他者(親）の命令→良心
自己愛



û私は彼を愛する＝私は女性である⇒私は
女性ではない⇒私は彼を愛さない＝憎む

û彼は私を愛さない＝彼は私を憎む（迫
害）

û彼を愛しているのは私ではない⇒彼女こ
そ彼を愛している（嫉妬）⇒女性は信じ
られない（女性不信）＝私は女性でも男
性でもない

ûそもそも私は誰も愛さない＝誰も私を愛
さない（卑小）

û私は私しか愛さない＝神である（誇大）。



û欲動には心迫、目標、対象、源泉がある。

欲動の運命を作る流れ

⇒対立物への逆転

自己自身への方向転換

抑圧

昇華

⇒自己(内界）と他者（外界）

快と不快、愛と憎しみ

能動と受動

これらはA.フロイトによって防衛と見なされる
が、フロイトにおいては、欲動の流れを作る

サディズムはマゾヒズムへ



ûメランコリー患者の分析から「自己非難と
は，愛する対象に向けられた非難が，そこ
から自身の自我へ向けて反転したものであ
る……〈メランコリー忠者）のJ訴えは，告
訴なのであるJ（「喪の作業とメランコ
リー」1914）

û「快感原則の彼岸」（1920）において拘束

作用のなかで示される「宿命神経症」ある
いはその原理である

⇒「反復強迫 Wiederholungs-zwang」



û精神病状態

対象愛→自己愛→自体愛

精神障害＝対象関係の幻想がナル
シシズムへの退行

転移



û躁鬱病とは何か「対象喪失」

自己愛の喪失



û喪とは

対象喪失,外の世界が空しい

ûメランコリー（うつ病）のメカニズム

自我に関する喪失：自我が空しい

自己愛的同一化（Ferenczi）
→ナルシシズムとして躁鬱病

ここに自己愛のモデルが導入されることで、
自我喪失＝対象喪失、対象喪失だけとの
違いを分析することが可能になった。



û反復強迫（『快感原則の彼岸』1920）を、

欲動の運命と考えるようになって、メラン
コリーの説明に、罪悪感の在り方を精神装
置の視点から見直す必要が出てくる⇒快感
だけの一元論的な説明は不可能に、さらに
自我本能だけでは、保存や自己防衛は説明
できるが、苦痛の回帰を説明できない。

û死の本能 Thanatos 、拘束 Bindungといっ

た新しい視点から自我と欲動の関係を見て
いくことになり、欲動理論の再編が行われ
る。⇒マゾヒズム論から罪悪感の理論



ûエディプス・コンプレックスを中心的な性の組
織要因と見なした。発達ラインの発想
（A.Freudが明確化した）

û超自我、自我理想、そして良心、罪悪感、すべ
てがエディプスを通して考えられるようになっ
た。

û『自我とエス』によって、新しい精神装置モデ
ルが登場した。→超自我と自我理想と無意識の
関連性のモデルだったので、これによって精神
病理学は整理されていく予定だったと考える。
だが行われたのは精神病のモデル化だけだった。



û超自我は自我よりもエスのことをよく知ってい
るといえるのである。メランコリーの症例では、
超自我が意識を独占しているという印象がさら
に強くなる。しかしこの疾患では、自我は異議
を唱えない。自我は自らに罪があることを知っ
ており、罰に従う。この相違についてはよく知
られている。強迫神経症で重要なのは自我の外
部にとどまる不快な興奮である。しかしメラン
コリーでは超自我が怒りを向ける対象は、同一
化によって自我の中に取り込まれているのであ
る。この二つの神経症的な疾患において、罪責
感が異例なまでに強まる理由は明らかではない。

ûヒステリーにおいて罪悪感は無意識的である。



ûヒステリー型の自我は、超自我の批判によっ
て脅かされ、この苦痛に満ちた知覚から自己
を防衛しようとする。これは抑圧という行為
によって、耐えがたい対象備給から自己を防
衛するために使った手段と同じである。…罪

責感が無意識の状態にとどまるのは、自我の
責任である。…強迫神経症の場合は、反動形

成の現象が支配的になることは知られている。
しかしヒステリーの場合は、自我は素材を遠
ざけておくだけで、罪責感はその素材を使う
のである。

→ヒステリーは、自我の在り方が、罪悪感を遠
ざけてしまっている。



病前性格 発症

メランコリー（躁
うつ病）

自己愛的対
象選択

自己愛的同
一化

対象喪失＝自我喪失→見捨てた
対象への怒り→自己批判→躁状
態（対象との一体）とうつ（自我へ

の自責）の繰り返し

統合失調症

（パラフレニー）

自己愛への
退行素因

リビドーの外界からの関心の離
反（陰性症状）→自我に向かう
（誇大妄想）、→修復による幻覚
妄想（陽性症状）

心気症 自己の身体
への関心

特定の器官にリビドーの関心を
向けることで、エネルギーの調整
を行う



1915年 現実神経症 精神神経症

転移性 自己愛

1924年 現実神経症 神経症 自己愛 精神病

神経症

現代の 心身症 神経症 躁鬱 統合失調

分類 精神病

Laplansh＆Pontalis



ûヒステリーは男根期とエディプス・コンプレック
スにおける近親相姦的対象への固着とこの段階に
おける欲動の抑圧と転換

û不安ヒステリー（恐怖症）は男根期での去勢不安
（あるいは超自我不安）の置き換えと投影

û強迫神経症は肛門サディズム期への性欲動体制の
退行と肛門サディズムに対する強迫症の防衛

ûメランコリーは口唇サディズム期への退行とそれ
に伴う喪失した対象への自己愛的同一化による攻
撃性の自己への置き換え

û統合失調症は、より早期の自己愛段階への退行に
よる対象表象からの脱備給とその修復。


