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Ⅰ.はじめに :非対面法のすすめ
精神分析療法の設定 における特徴の一つが,治

偏 りもあ り,精神分析 の自由連想法で人 は ｢
発
症｣｢
悪化 ｣することもある.

療者 と患者,セラピス トとクライエ ン トが互いを
ちゃん と見ないことにある.それは,精神分析の

Ⅱ.見えないものを見る

方法である自由連想法の姿勢,つ まりカウチ (
寝

臨床的には,視線恐怖,対人恐怖 における見 る

椅子)で横 になることを想像 して もらうな らす ぐ

ことの病理学が論 じられ,医者の ｢
診 る｣ も看護

にわか る (
図)
.被分析者 は,外的な世界 をよ く

師の ｢
看 る｣ も,｢
み る｣ と読 ませて我 が国の臨

見 な くともよいのであ り,主に心の内面を見つめ

床行為 を描写する. しか し,心の臨床では,見 る

る.相手が見えな くて外的な情報が与 えられない

というよ りは, 自分が相手に心を想定 し,その心

分,顔色 をうかがわな くな り,抑圧の壁をこえて

を想像するというのが,仕事の基本だろう.想像

自己の内容が開示 されることが見込 まれる.枕元

力がなければ,不在の もの,未知の もの,不可視

に座 る分析者が,視界か ら姿を消 し自己を開示 し

のもの,向 こうにあるものは把捉できない.想像

ないか らこそ,被分析者の内的世界の分析が可能

は,心の目として像 を想 うだけではな く,心の手

になってその自己開示が促進 され るのである.
人々は,話 し相手が見 えな くなると,何 を考 え

としてこれを伸 ばし,触れ,手にとって眺め, ま
さぐり,撫でまわ して,対象 を把握する.

始めるだろう.何 を想像 し,何 を空想 し,何 を邪

科学 は, この想像的把握の主観的で不正確であ

推するだろう.被分析者 はあれ これ勝手な想像 を

ることを嫌い,想像や思い込みを警戒す る.だか

膨 らませて自前の空想 を展開 し,分析場面 には,

ら,想像だけでは動かないほうがいいし,それが

古い記憶,そして錯覚,憶測,幻想の類いが どん

被害的な ものだった り,破壊的な邪推のような も

どん持 ち込 まれて くる.だか らこの設定は,ふだ

のだった りすると,想像 は当人 を苦 しめる. しか

んは現在の現実に圧倒 された主観的な思い,つま

し, 自らの色メガネの色 を知 り,正確な想像力 を

りは内的世界の分析 に向いている.

得 るためにも,色々想像 を逗 しくしておいて,同

曇った気持ちで空 を見上 げるな ら,空が曇って

時にこれを吟味する場 と相手が必要であ り,それ

見 える.その曇 りが主観であ り,心の色メガネの

が ｢
精神科医が受 ける教育分析｣である.心 は見

色 となるが,分析ではその色が際立 って,やがて

えないか らこそ色々想像せねばならない.相手が

はふだん気づかぬ自分の目の曇 りや色メガネの色

見 えないか らこそ想像 という課題が生 まれ,それ

を知 る機会 となるわけである.想像 は,正確で建

までは見 えないことが見 えて くる.そうしてふだ

設的な もの とは限 らないし,迷妄 もあれば,遊び,

ん見 えない光景 を見て, 自らの内的世界 を正確 に
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繋者が大字で使用す るカウチ (
前 田重治氏 デザイ ン)

｣｢気づ き｣ の可能性が生 まれ る

だ ろう.

つ も頭 を上 に重 しの ように置 いてお きたいか らで

,｢な るほ どよ くわか る｣

はないか｣ と解釈 して

しか し,精神分析 をはっき り希望 されて きた人

とい うことになった.遠巡 されたが,結局,後 日

であって も,精神分析が寝椅子 に横 になって受 け

納得 した とい うことで,横 になって受 け られ るこ

るものであることを意外 と思われ る ことが多 い.

とになった.

ここで症例 を引用す る.

この例 の ように,わがE
E
l
で は歴史的 に このカウ

書物 で精神分析 を知 って希望 して来 られた患者

チ使 用の自由連想法 は,多 くの理 由で抵抗 されて

が,私が カウチ を指 し示 して横 にな って もらって

きた と思 う. その一 つが,相手 が見 えない ことに

治療 を提案す る とす ぐさま ｢で きない｣ と言われ

由来す るもので, 口常 よ りも不安が増強す るか ら

た. この方 は,人 の体 に触 れ られ ない という症状

であ ると私 は考 える.例 えば顔色 をうかが ってい

をもっていて,幼 い頃 よ りその傾 向 はあったが,

ない と話がで きない とい うような ことが問題 にな

家族関係 の悪化で増強 している.許 を聞 いている

るのだ.次 いで,紹介 した ような,横 にな ると無

と,彼女が触 れ られないのは人間の情緒や欲望 と

防備 にな るか ら, とい うようなケースが ある.

いった生臭 い領域 のすべて を含 んでいた.対人関

自由連想 とは,現実的な交流 とい うよ りも,壁

係場面 で問題 が生 じるので あ り,診 断 は社交恐怖

想 や想像 を混 じらせて行 う心 の探索方法なのであ

So
c
i
alPho
bi
aだ ろう.

る. それ は,患者 だ けではな く, これ を行 う医者

横 になれ ない とい う抵抗 に対 して, それで は精

の側 において もそ うなのであ り,精神分析医 も,

神分析 はやれない,お引 き受 けで きませんね, と

見 られていない し見 て もいないので,想像的で空

い う話 にな りか けたが

,｢私 って ど うして こうな

想 的 になる.

んで しょう｣ と姿勢 を正 して語 る彼女 に対 して,
｢
横 にな る と,頭 が下 に下 が り,首 か ら下 の もの

｣

Ⅲ.論文の著者 と して

が浮上 す るか らで し ょう ｢きっ とあなた は, 自

さ らに,医者 の側 の,つ ま り分析者 の側 の想像

分 の首 か ら下 の体 とい う生臭 い もの に対 して, い

的 (
イマジナテ イブ) な側面 を示すために, どう
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け となった という,成長 してか らの結婚計画 にお

例で はない. とい うの も,精神科医のイマ ジネー

いて も妨害者 としてその父親像が作用 し,同 じ葛

ションを正直 に語 るのはプライヴ ァシーに深 く関

藤 を反復 させている.

わ り,公開のプレゼ ンテーシ ョンで これを描 き出

しか しなが ら,父親 はこの受診 の時 までに死亡

すには, ち ょっ とした工夫が必要だか らである.

していた. この ｢
死んだ父親｣にこそ本来の愛憎

実 は私 た ちは通称 ｢ラ ッ トマ ン (
鼠男)
｣ と呼

と罪悪感が向 けられね ばな らないのだが,患者 は

ばれ るジークムン ト･フロイ トの治療記録 を独語

それには知 らないふ りして,｢
殺意｣ は,愛 す る

か ら邦訳 してお り2
)
,今 回は これか ら引用 した い.

婦人や,現在死んでい るのに生 きている とされる

フロイ トは,公刊 の臨床論文 を仕上 げると,その

父親, そして自分 自身 に向 け換 えられている.つ

貴重 な原資料であるはずの治療記録 を破棄 してい

まり,情動 は本来 の表象ではな く別の表象 と ｢
偽

たが, この ｢
ねずみ男｣の治療記録だけが フロイ

りの結合｣ を成 して,死んでいるのに生 きている

トの死後 ロンドンにあった書類の中か ら発見 され

父親が死 ぬ ことを心配 しているのである.

た. このノー トで は,私が編集 した 『フロイ ト全

また治療関係の中で は三角関係が生 まれて,分

著作解説 』7)の解説で J
.
ス トレイチ‑が述 べてい

析者の娘 と結婚 したい鼠男の愛憎 は妨害者 フロイ

るように,私たちには公開 されていなかった, カ

トへ と結びつ き, フロイ トを罵 る.治療 は, こう

ウチの向 こうのフロイ トの営みが見 えて くる.舞

した転移空想 の理解 を通 して ｢
死 んだ父親 (
殺し

台の上の格好 を付 けた フロイ トではな く,楽屋裏

た父親 )
｣への殺意 と罪悪感 を自覚す る ことに向

のフロイ トが見 えて くるのである.

けて進 められてい く. そして,そ うす る彼の態度

9歳
さて,患者エル ンス ト･ラ ンツ ァー氏 は 2

は,実 に権威的で父性的なのである4).

の法律家であ り,子供 の頃 よ り強迫観念や強迫行
為 に悩 んでいた.強迫観念 の内容 は雑多だが,主

Ⅳ.治療ノー トのフロイ ト

に父親や恋人が死 ぬのではないか とい う不安,眼

しか し,彼 の治療 ノー トを読んでいると, それ

鏡の未払 いに関 しての雑念, また東洋の一種の串

まで見 えなかった,ひ と味違 うフロイ トが見 えて

刺 し刑で肛門か ら鼠 を入れ る とい う刑罰に関す る

くる. この記録 は,治療のあった 日の夜,ケース

ものな どである. この鼠刑の空想で, ラッ トマ ン

を思い出 しなが ら書かれている. 自由連想法 で 1

とい う愛称がフロイ トによって付 けられた.

時間弱かけて話 をきいてか ら,毎晩治療記録 をつ

実 際 の治療 は 1
9
07年 の 1
0月 1日か ら 11ヶ月

けることを繰 り返 して,眼前 に患者のいない とこ

行われ,症状 は消失 してお り,成功例 と言 える.

ろで ｢
何があったのか｣思い出し,そして空想 し,

記録 の紹介 に入 る前 に,1
9
0
9年 に発表 された公

想像 している.時間をおいているので,彼 は今や

刊論 文 ｢
強迫神経症 の‑症例 に関 す る考察｣1
)に

見 えない もの を見 てお り, あれ これイマ ジナテイ

おいて,著者が何 を主張 したのかを知 っておきた

ブに患者 を捉 えるフロイ トが ここにいる.

い.実 は治療記録 を見て もそ うなのではあるが,

例 えば, フロイ トは,ラ ンツ アー の恋人 ギゼ

公刊論文 の著者 は,エデ ィプス ･コンプレックス

ラ ･ア ドラー と同名のギゼラ ･フルス という女性

を発見 し証明 しようとして直線的に進んでいる.
彼 の理解では, こうい うエディプス三角の中の

1月 1
8
と思春期の とき恋 に落 ちた ことが あ り,1
日 の記 録 で は患 者 の 口 か ら語 られ た 名 前 が

父親像への憎 しみ (
あるいは愛憎葛藤)そ してそ

"
Gi
s
e
l
aFl
u
s
s!
!
!
"であると記 され る.記録 には,

れに伴 う恐怖 (
そ して罪悪感) をオ リジナルの外

感嘆符 を三つ も書 いて驚いていることが示 されて

傷 としている.つ ま り,母親 と結婚 したか ったの

い る.予期せぬ相手か ら自分の恋人の名前が出た

に父親 に妨害 された とい う三角関係の,父への殺

ことで狼狽す る患者 と共 に,それ を聞いたフロイ

意 を伴 う葛藤である. そして,症状悪化の きっか

ト自身が興奮 しているかのようである. これ はフ

5
9
5
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ロイ トの書 き間違いか聞 き間違いである可能性が

にまかせて｣いて,その ｢
汚 い思い｣ を家族 ぐる

大であるが,同時 にフロイ トが どうい う精神状態

みで丸抱 えていた こ とがわ か る.例 えば,第 30

で患者の話 を聞いていたかがわかる.

セ ッシ ョンの記録 において,患者 の空想 の中で汚

正 に,医者 も患者 とともに自由連想 を行 ってい
ると言って よいのだが,小此木啓吾 6)や P. Ma‑

ho
ny5) らは, この二人 の間で は相互 の 同一 化 が

され るフロイ トの家族 に関す る記述 を見 て もらい
たい.

,｢汚 ら しい転 移

実 に フ ロイ トとその家族 は

を経 て患者 は恋人 ギゼラ と結婚することになるの

sc
hmut
z
i
geひbe
r
t
r
agu
ng (
英語訳 は d
i
r
t
yt
r
a
ns
‑
｣(
1
2月 1
2日の ノー ト)の受 け皿 とな
f
e
r
e
nc
e
)

だが,ギゼラ と結婚 で きなかったフロイ トは,忠

り,汚れた衝動 を向けられ続 ける. フロイ トは,

者 を結婚 するよう導いていて,恋人選択 における

娘 と結婚 したい と思 う患者 に自分 の娘の 目を彼の

患者 と医者の同一化が起 こっている と考 えられる.

空想 の汚物で汚 されて も,話 を聞 き,記録 を とり

普通 カルテに自分の初恋の女性 の名 を記す人 はい

続 ける. こうしてフロイ トの家 と治療記録 は,想

ないだろうが, この公開されないはずのノー トで

像 の中で患者の ｢
汚い思い｣の トイレ, トイ レッ

起 こっていることを指摘 している.実 はこの治療

は, フロイ トが空想の中で,患者の恋人 と自分の

トペイパーのようになっている. こうい うや りと

初恋 の相手 とを同一視 し, 自ら患者 と同 じ立場 に

りは,むろん現実的なや りとりで はない.再三言

身を置いていることが示 されているのだ.

うように,相手 を見ていない ところでの,転移の

このような相互の同一化の背後 にある事実 とし

中の交流,つ まりイマジナテ ィプなや りとりなの

て, この二人 のユダヤ人 の間には,家族構成 な ど

である. そしてそのレベルで言 うな ら,彼 は父親

の点で数多 くの類似点 を挙 げられる.その延長上

的ではない,む しろ母親的な ものなのである. こ

で,二人 の間 に多大の共感 ･共鳴が生 まれたが,

のセラピス トは ｢
汚 らしい言動｣ を現実 の対象に

フロイ トも強迫的になってお り, それ らが分析 の

向 けられた ものではない と考 え,患者の空想 や想

盲点 となっている可能性 もある. また,貧 しい花

像 の産物 として受 け止 め,その心 を理解 しようと

嫁 と金持 ちの花嫁 とい う鼠男の選択 の悩 みは,忠

している. ここで得 られる落 ち着 きが精神科臨床

者が家族 か ら受 け継 いだ葛藤であ り,貧 しくて開

で転移 とい う概念が果たす, もっ とも治療的な貢

業を余儀 な くされた フロイ トに もあった と想像で

献 であるし, これが精神科治療 にお ける歴史 的な

きる.

転換点 をもた らしたのだ.

さ らに, この記録 には患者 とのや り取 りの多 く

この ような経験 については,記録 は少 ない し,

が間接話法で書いてあるとい うことが,同一化の

その記録があって もなかなか発表 されない ものだ

プロセス をさらに促進す る.間接話法 による記録

ろう.互 いが 目に見 えない と,お互 い空想,想像

では,治療者 は ｢あなた｣ではな くすべて ｢
私｣

す るしかないが,少な くない数の分析的治療者た

にな る.実際の治療場面 よりも,治療記録 にはフ

ちが このレベルの治療 を行 ってい るのである.

ロイ ト自身の ｢
私｣が登場するように思 う (しか

Ⅵ.想像 にまかせ る治療

し,翻訳 では間接話法が非常 に訳 しに くいので,
直接話法 に置 き換 えるしかなった ところが幾つか
ある)
.

,｢医師 のための精神分析｣ にお いて,慕

さて

後 のテーマは ｢
医師の受 ける精神分析｣であ る.
以上 のように患者やセラピス トを想像的,イマジ

Ⅴ.｢汚 らしい転移｣ を引 き受ける
さらに, この治療 はフロイ トの自宅 と同 じ建物
で行われ,空想 の中ではフロイ トの家族が次々 と
巻 き込 まれている. フロイ トはこの患者の ｢
想像

ナテイブにす る治療 についての話題 の最後 に,医
者が受 ける精神療法,精神分析 について報告 して
お く.
私の ような立場 になると,同業者 の治療 を引 き

5
9
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ように家 を出て,全国的に有名な先生の指導 を受

抵がすでに自分で処方 した り知 り合 いの医師か ら

けるべ く渡 り歩いた. しか し,最終的に師事 した

投薬 を受 けているので, その投薬 をめ ぐって もめ

上司 と口論 とな り,結局 うま くいかず,再 び地元

るとい う,医者が患者 になる ときにつ きものの困

に戻 り,卒業 した大学の精神科に入 って勉強 を続

難が生 じる. とい うわけで,た とえ精神分析 を行

けることになった.

う場合で も,多 くの例で環境調整 は欠かせないの
で＼
ある.
また医師が精神分析 を受 ける時,三つのあ り方

このような生活史か らもわかる通 り, そこには
理想の父親 を求めては幻滅 し,さ らに理想の父親
像 を求 めて防得い続 けるとい う人生の反復が見 ら

がある.一つは,精神科的な問題があって受 ける

れたのである. そして, この方の自由連想 を非対

治療分析,次が特 に問題がな くて も関心があって

面 法で始 め る と,生来 の問題 であ る ｢
理 想 の父

受 ける個人分析 (
パ ー ソナル ･アナ リシス),良

親｣ を求めているとい う傾向が最初か ら出て きて,

後 に精神分析家の資格 を得 るために受 ける訓練分

私が どん どん と理想化 されていった.その姿 は私

析 (トレーニング ･アナ リシス)である.世 に言

を見てない分だけ,空想や想像に満ちていた.そ

う ｢
教育分析｣ とい うのは唆味 な言い方で,個人

して似た話 の繰 り返 しで,退屈 した私が眠 く困っ

分析 と訓練分析が入 り混 じっているのである.

ている時 も,本当に話 を聞いて くれる人 として,

さて,最後の症例 は,治療 のために精神分析 を

私 は万能の神のようにあがめ られたのである. こ

受 けられた医師の例である.プライヴァシー保護

うい う彼 に,私の欠点 を見 ないようにしているこ

ゆえ大幅 に修正 して紹介するが,診断 はうつ病で

とを幾 ら指摘 して も ｢そ うですね｣ とまた受容 さ

い い と思 う.4
0歳,既婚 で,小学生 にな る女 の

れ るだけであった. この理想化 された関係 はあっ

子がい る.

とい う間に発展 し,半年 くらい続 いた.

来院 の きっかけは,夫婦喧嘩で妻 を傷つけか け

事故で交通機関が止 まって も,何 とか乗 り継 い

て, 自ら自分の胸 をはさみで刺 した という事故か

で通 って くる様子 は, まった く新興宗教 の信徒の

ら,落 ち込 み,不眠,大学の臨床や研究 に通 えな

ようであった.私の本 を読んで,｢
先生 はす ごい｣

くなった.大学の研究班で,与 えられた課題が こ

と賞賛 していた.やがて,彼 は,精神分析 に関心

なせな くな り,本 も読 めな くな り,論文 も書 けず,

を持 ち,精神分析 の勉強 をして,精神分析家 の資

無気力 となる.やがてアルバ イ ト先の病院で当直

格 をとろうと夢想す るようになった.私 はそれを

中に病棟 の鎮痛剤の注射液がな くなることが続 い

受容 したが,彼 は精神分析家 の良い面だ けを見て

て,彼が盗 んだのではないか と噂 にな り,同僚の

いたのである (この理想化 を しば らく受容す るこ

すすめで入院 し,抗 うつ剤 を処方 され,一年 くら

とが大事である).

いである程度の回復 を果た し退院 した.その後,

ある日突然, この治療 を資格取得のための訓練

外来通院 を続 ける ところで,主治医か ら ｢カウン

分析 に切 り替 えられないだろうか と言い出 した.

セ リング｣ をすすめ られて私の ところに紹介 され

そこで,私 は最初 に説明 した通 り,それ はで きな

た.

い ことであ り, あなたが良 くなって治療 としての

簡単 に生活史 を述べ る と,ある宗教 の,それで

面接が終了 した後 に,改めて白紙 に戻 して考 える

も多 くの支持者 を得てい る父親 の次男 として生 ま

と言 った. そして, もともと,で きない ことを無

れた彼 は,跡継 ぎを期待 されなが らも,反抗 し,

視 して,理想のお父 さんに出会 った気分でいたけ

精神科医になった.精神科医になることには,精

ど,で きない ことをだめだ という私 にも出会 う必

神的な ことを取 り扱いなが らも,非科学的な宗教

要があるん じゃないか, とい うことを解釈 した.

に対 し科学的な方法で心 に臨む とい う意味があっ

その後の幻滅では,私 とのす った もんだの連続 と

た.やがて地元の医学部 を卒業 した後 は,逃 げる

なった.
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そ こで は,｢あなた は商売人 だ.関西人 は これ

解 し, さらに考 え続 ける. これだ けの ことが可能

だか らいやだ｣｢あなた は末 っ子 に違 いない.甘

になるのは,や は り対面法でないか らだ し,患者

やか されて育 っている｣｢もと芸能人 の医者 なん

の見 えない ところで患者の ことを考 えていること

て信用で きない｣ と言われ るようにな り,私 も時

が,精神分析の, それ も治療者側 の特徴 だ と思 う.

に傷 つき,時 にはむかついたが, これが転移であ

普通言われる対面法 もまた,実際 はほ とん ど対

ると理解 し,その思いを汲 みなが ら話 を聞 き続 け

面法ではない.対人恐怖,視線恐怖 と共 に,見 る

た.

こと/
見 られ ることが重視 され る日本文化 の影で,

これで報告 はやめる. これで私が強調 したいの

非対面法 という話題 はあまり議論 されて こなかっ

は, 自由連想法だか らこそ, この空想や理想 の中

た と思 う.治療者が見 えな くなること, これが多

の父親イメージが ｢
想像 にまかせて｣展開 しそれ

くの抵抗や誤解 をこれ まで生 んで きた ところであ

を言葉で語 り合 えた という点で ある.理想化 と幻

る.だか ら私が ここで強調 した ように,被分析者

滅 の問題 は私が別 の ところで論 じてい るが3
)
,互

を, そして分析者 を想像的 にす る とい う積極的意

いに面 と向かっているな ら,理想化 の時期 も, ま

義 を伝 える必要があると思 うのだ.

たそれか らの幻滅 もうまく語れ るものではないし,
その罵 りも腹の立つ もの となる.治療者への幻滅
が対面法で起 こると, それ は現実の もの とな りや
す くて,それで治療 は中断 して しまうものである.
お互 い会 っていないか らこそ想像や空想が鮮やか
に展開 し,そ こに劇的空間 とい うような ものが生
まれ る可能性があるのだ.
こういう治療 を受 けられて,約二割 くらいの同
業者が,幻滅 を貫徹 して,医者 をや め られている.
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Ⅶ. さいごに :百聞は一見 に しかず ?
治療の最中の分析家 は,患者 をそれほ ど視覚的
に捉 えていない.患者 もそ うであ り治療者 の こと
を空想 し,想像 しようとしてい る.精神科医が患
者 としてやって来 ると,距離 をおいて話 を聞 く私
ち, 自分がなぜ精神科医になったのかを考 え,そ
して自分 は彼や彼女 に相応 しい精神科医か と自問
自答 し,患者 の悩 みを自ら体験 しか けて, また誤
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