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「抑圧：精神分析と実験心理学の邂逅」

実吉綾子　仲亀秀実

Repression: The encounter of psychoanalysis and experimental 
psychology.

Ayako Saneyoshi and Hidemi Nakagame

Abstract

Since the proposition of S.Freud, Repression is the most important concepts 

in the psychoanalysis. Furthermore, many experimental psychological studies 

have investigated the existence of repression for many years. Recently, 

repression as inhibitory voluntary control of memory was the active issue 

in the experimental and brain imaging studies. However, there was some 

doubt about the definition of repression in these experimental studies. In this 

paper, we would review the studies of the repression and discuss whether the 

“repression” in experimental psychology was identical to that of psychoanalysis.

はじめに

　フロイト，S は、58 歳のとき「抑圧の理論は、まったくなにからの影響も受けることなく

確かに私が思いついたのだ（フロイト，1914　野田訳，1983）」と主張し、その 10 年後「自己

を語る」において抑圧について再度言及し、「これはひとつの新事実であり、これに類似した

ものは心的生活ではそれまで認められていなかった（フロイト，1925　懸田訳，1970）」と、

明言した。これほどにフロイト，S は精神分析における抑圧という概念を重要視した。

　フロイト，S が明言した通り、精神分析において抑圧は重要な概念として今日まで息づいて

いる。そして現在では、抑圧という概念は精神分析のみならず、臨床実践に際しクライエント

を理解する上で欠かせない概念として広がりを見せている。

　さらに、精神分析における抑圧の概念を心理学の側面から理解しようとする動きも早くか
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ら見られている。Rosenzweig and Mason （1934） は、抑圧の存在を実験心理学的に検証した。

その後も多くの心理学者が抑圧を実験によって解明しようとしてきている（Holmes, 1990）。

特に近年は、生理学、脳機能画像研究の発展によって、精神分析における抑圧の概念を脳科学

的に解明しようとする研究が脚光を浴びており、その概念を客観的に見ようとする動きが盛ん

になっている（ソームズ・ターンブル , 2002 平尾　訳 ,2007）。本論文では、精神分析の視点と

実験心理学的、神経科学的研究の視点から、抑圧について一考する機会を持ちたい。

1．精神分析における抑圧

1 － 1．「ヒステリー研究」

　抑圧の概念が生まれたのは歴史的に精神分析のきわめて初期に遡る。フロイト，S が抑圧に

ついて言及し最初に出版したものは、1895 年にブロイアーとフロイト，S が共同執筆した「ヒ

ステリー研究」である（Breuer and Freud，1895　金関訳，2004）。精神分析の萌芽はすべて「ヒ

ステリー研究」にあるとフロイト，S が述べているように、ここには抑圧という概念だけでは

なく、神経症の原因として抑圧が果たす役割についても記されている。患者の健康回復に薬が

効かないのであれば、医者は隠され、抑圧された思考を見抜き、意識に上らせる必要があると

フロイト，S は、説いている。

　ここでは、まずフロイト，S が「私が行ったなかで、最初の完全なヒステリー分析となった」

と述べたエリザベート・フォン・R 嬢の症例を通して抑圧について考えてみたい。

　症例エリザベート・フォン・R嬢

　エリザベートは、フロイト，S の同僚から「ヒステリーの女性である」と紹介されてフロイト，

S のもとにやってきた。彼女は、三姉妹の末っ子で当時 24 歳の未婚女性だった。彼女は 2 年

以上前から両足の痛覚過敏と歩行困難に煩わされていた。彼女は、父親の死、母親の病、姉の

死と多くの不幸に見舞われていた。フロイト，S は、苦痛に対して朗らかに対応するその「あっ

ぱれな無関心」の表情と、痛覚過敏となった両足を刺激すると快感の表情が浮かぶ様子からヒ

ステリーと判断して治療を開始した。当初フロイト，S は、マッサージや電気療法を行ってい

たが、カタルシス療法へと移行していった。彼女は、まず父親への深い愛情、一年半に及んで

父親を看病したことを想起した。その後彼女は「何も思い浮かばない」といって話すことに抵

抗したため、フロイト，S は前額法を用いて想起を促すことにした。すると、彼女は歩行困難

に陥ったのは、姉夫婦と避暑地に行った際であったことを想起した。さらに姉が重い病となり、

彼女が旅行先から呼び戻されたときには、すでに姉は死亡していたことも思い出した。この出

来事は、彼女は父親の看病中、交際中の男性と夜会にでかけたが帰宅すると父親の具合が悪く

なっており、強い罪悪感に襲われたことを想起させた。この男性への愛と父親の哀れな姿との

葛藤の結果として、フロイト，S は「性愛に関わる表象が抑圧によって連想の外へと追い出さ

れるという事態が生じた」と述べ、性愛が抑圧されて身体的苦痛が生じたという防衛を目的と
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する転換メカニズムについて論じた。さらに治療を進めていくと、彼女は姉が死んだとき、「義

兄の奥さんになれる」という思いがよぎったことを想起した。義兄への深い愛情は道徳的意識

のもと、抑圧されていたのだった。フロイト，S の治療によってこうした葛藤が意識化され、

抑圧されていた義兄への愛が想起されるに及んで、症状は消失していったのだった。

　エリザベート・フォン・R嬢の症例から見えた抑圧というもの

　まず、ここで気が付くのは、その過程を記述するために実際に論文の中で用いられている用

語が「抑圧」ではなく、「防衛」ということである。この初期の段階では、2 つの用語は区別

されず、ほとんど同義語として使用されている（Strachey，1966　北山他訳，2005）。それに

も関わらず、エリザベートの症例は、抑圧という理論や抑圧の本質に関して多くの重要な側面

を提示している（Billing，1999）。どうやらフロイト，S は抑圧とは本心と敵対する力動であ

ると考えていたのではないかと容易に想像できる。精神分析の目的は抑圧の結果生ずる痛みを

ゆるめることであった。エリザベートは恥ずかしさを伴う考えを抑圧していた。そして、その

抑圧を解放することで治癒した。しかし、ある特定の抑圧を紐解くことは、すべての抑圧を紐

解くことにはならない（Billing，1999）。エリザベートを通して、フロイト，S が提示したのは、

抑圧は治療を妨害するものとして働いており、抑圧されているものを解放すると症状は解放す

るのではないか、という仮説であったと思われる。

1 － 2．「抑圧」

　「強迫神経症の一症例に関する考察（1909）」に登場する 29 歳の法律家がねずみ男と呼ばれ

るようになった由来は、この患者の強迫観念の内容にある。患者は、東洋では罪人の尻に鉢を

かぶせて、そこにねずみを押し込んで肛門を食いちぎらせるという話を聞き、それが彼にとっ

て大切な女性や父親の身（すでに 9 年前に死去している！）に起こるのではないか、という強

迫観念になった。

　この症例の研究を通じて、フロイト，S は、思考の全能、愛と憎しみのアンビバレンス、肛

門期サディズムへの固着と退行、など様々な心性を精神分析的に考察した。抑圧ということに

関して見ると、フロイト，S は強迫神経症における抑圧のメカニズムについて、情動の備給を

不快な観念から置き換えることであると論じている。これに対し、ヒステリーに対する抑圧は、

意識からその観念が完全に駆逐されると述べている。つまり、フロイト，S は、「2 つの種類

の抑圧」について語っているのである。実際、「抑圧」論文においてもこの用語は、こうした

より広い意味で用いられている。そのことは、終わりの方で、様々な形の精神神経症における

抑圧のメカニズムについて論じていることからもわかる。けれども、フロイトが主にここで念

頭においていた抑圧の形が、ヒステリーにおいて起きるものであるということは、かなりはっ

きりしている（Strachey，1957　北山他訳，2005）。

　こうした症例を通して形成された抑圧が概念として論じられるようになったのは、一連のメ
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タサイコロジー論文のひとつである「抑圧（1915）」である。フロイト，S は、この論文で次

のように述べている。

　Repression is not a defensive mechanism which is present from the very beginning, and 

that is cannot arise until a sharp cleavage has occurred between conscious and unconscious 

mental activity ? that the essence of repression lies simply in turning　something away, and 

keeping it at a distance, from the consciousness.（抑圧は原初的に存在している防衛のメカニ

ズムではないこと、意識的な活動と無意識的な心の活動の明確な分離が行われる以前には、存

在しえないこと、抑圧の本質は、意識されたものの拒否と隔絶だけになることである（井村訳，

1970））。

　そして、フロイト，S は抑圧を原抑圧と本来の意味での抑圧とに分類した。原抑圧とは、無

意識に意識が入り込むことを防ぐという段階であり、この機制により無意識が特徴づけられて

いる。本来の意味での抑圧とは、原抑圧を追随するものである。つまり、原抑圧は一次過程で

起こることであり、本来の意味での抑圧とは二次過程で起こると考えることができる。

 この論文でフロイト，S は局所論の立場から抑圧について語っている。このフロイト，S の意

見について、中山（1996）は、「抑圧されるものが単に『無意識的なもの』あるいは幼児期の

記憶とされることはなくなった。抑圧そのものが、欲動のさまざまな運命のひとつとして考察

されるようになったのである」と述べ、「心的な装置が機械ではなく、力動的なエネルギーに

満ちた場として考察されるようになった」と付け加えている。こうして、フロイト，S はこの

力動的なモデルに依拠しながら、欲動を抑圧した結果としてヒステリーや強迫神経症を含む神

経症が生じることを明らかにした。

1 － 3．「自我とエス」

　S，フロイトは、「抑圧（1905）」以降も、抑圧についての考察を続けた。フロイト，S は「自

我とエス」の刊行前、第 7 回国際精神分析学会に於いて、「無意識についてのいくつかの意見」

という短い論文を発表している。その中で、フロイト，S は抑圧について以下のように述べて

いる。「演者（フロイト，S）は精神分析における『無意識』の概念の発展のおなじみの歴史

を繰り返した。『無意識』は第 1 に純粋な記述的な用語であり、それ故に一時的に潜在化して

いるものを含んでいた。しかしながら、抑圧の過程を力動的に見ることによって、無意識とい

う言葉にシステム的な意味を与えることが必要となり、その結果無意識は抑圧されたものと等

価なものとみなされなければならなくなったのである。潜在的で且つ一時的にだけ無意識的な

ものは『前意識』という名称を与えられ、システム的視点からは、それ（前意識）は意識にき

わめて近い位置づけをされた。『無意識』という言葉に二重の意味があることは、確かに不都

合があったが、それはささいなものだったし、また、避けがたいものでもあった。しかしながら、

抑圧されたものを無意識と、また自我を前意識や意識と、同じものと見なすことは実際的では
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ないことが分かった。」この時点で、フロイト，S は抑圧について明確な答えをだしてはいない。

　さらに、これに続く、「自我とエス（1923）」にて、フロイト，S は抑圧についての考察を進

めている。この論文は、S，フロイト最後の理論論文であると言われており、フロイト，S は、

第一・第二局所論を展開し、抑圧についても詳細に論じている。

　まず、フロイト，S は、こころの装置を意識、無意識、前意識から構成されていると提示するが、

すぐにこれでは不十分であると指摘する。そして、一貫性のある心的なものを想定して、それ

を「自我」と呼ぶことを提案している。自我を登場させない段階でフロイト，S は「ある無意

識的なものが前意識的なものとなるのだとすれば、抑圧されたものはどのようにして（前）意

識的なものとなるかという問いの答えがでる。精神分析的な作業が、こうした前意識的な媒介

者を作り出すのである。意識はその場所にとどまるのであり、無意識が意識にまで上昇してく

るわけではないのである」と、述べている。その後、自我を登場させ、有名な自我とエスの図

を提示し、「抑圧させたものもエス（無意識）と合流するのであり、その一部を構成するにす

ぎない。抑圧されたものは、抑圧抵抗によって自我と明確に区別させるものであり、抑圧され

たものはエス（無意識）を通じて自我と連絡することができる」と述べている。ストレイチー

（Strachey，1955　北山他訳，2005）は、スタンダード・エディションの「自我とエス」を説

明する文章に次のように述べている。「精神分析がヒステリーの研究との関連に起源をもつと

いうその歴史的偶然から、直ちに心的機能としての抑圧（あるいは、もっと広くいうと、防衛）

の仮説へと導かれた。そして次に、局所論的仮説に、つまり抑圧された部分と、他方の抑圧し

ている部分の 2 つを含む心の描写へとつながった。『意識』の質はこれらの仮説に明らかに密

接に関わっている。そして、心の抑圧された部分を『無意識』と呼ばれるものと、また抑圧し

ている部分を「意識」と呼ばれるものと同じだと考えることは簡単であった」。つまり、抑圧

されたものは無意識であるとしても、抑圧されたものイコール無意識であるのではなく、抑圧

されたものは無意識の一部であると考えられる。ここで S，フロイトは抑圧についてひとつの

結論を提示した。

1 － 4．「制止、症状、不安」

　1926 年には、フロイト，S は、「制止、症状、不安」で、抑圧という用語をこの 1 つの特定

のメカニズムに限ること、そして、「神経症へつながるような葛藤の中で自我が利用している

あらゆる技術を全体的に示すもの」として防衛を復活させることを提案している。「もし防衛

という言葉を神経症に至らせる葛藤の中にあって、自我が使うすべての手法一般を表す名称に

限定して使用し、一方、“抑圧”という用語を、われわれの研究の流れの中で、最初にかち

得た特殊な型の防衛として、残して置くならば、防衛という用語を再び使用するのもよい」と

述べている。こうして、抑圧という概念はヒステリーという病から出発しメタサイコロジーに

寄与する概念となっていった。
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1 － 5．そして、今

　今までの議論を見ると、抑圧とは無意識の一部であるけれども無意識のすべてではなく、さ

らに言えば、意識と前意識の境は曖昧であるが、前意識と無意識の間には隔たりがあると言え

るだろう。これは「観念や記憶を意識から排除して無意識の中へ押し込めたり、閉じこめよう

とするこころの動きである」という前田（2002）の定義に近いことがわかる。これは、抑圧そ

のものと言えるだろう。

　一方、フロイト，A は「自我と防衛（1936）」において、防衛機制を整理し、体系付け、自

我の防衛理論を発展させた。その防衛のひとつに、抑圧が挙げられている。これは、ヒステリー

研究で抑圧が防衛と混同して使用されていたことを考えると、当然の流れであろう。人間が生

きていく上で耐え難い感情や欲動を意識から追い出して無意識にしてしまおうとする防衛を防

衛機制として体系づけたことは、精神分析が治療技法として体系化する上で必要であったと考

えられる。

　近年では、意識的な考えを追い出そうとする動きは、抑圧というよりも抑制ではないか、と

いう議論や、「真の（real）」抑圧は完全に無意識的なことに限定されるのではないか、という

議論も見られる（Billigng，1999）。だが、こうした議論が続けられるのも、抑圧という概念が

もたらした精神分析の産物だろう。

2．抑制／抑圧の実験心理学的研究

　次に、抑圧についての実験心理学の研究を紹介する。ただし、後に考察するが、実験心理学

における「抑圧」は必ずしもフロイト，S の定義する「抑圧」と同義ではないことに留意されたい。

　はじめに「抑圧」の存在を示したのは Rosenzweig and Mason（1934）であるとされている

（Bulevich et al, 2006）。彼らは、実験参加者にパズルを行わせ、後にパズルの内容について想

起させた。その結果、できなかったパズルの内容の想起率が低かった。彼らは、できなかった

パズルが不快な記憶であるために「抑圧」され、想起率が低くなったと考察している。このよ

うな「抑圧」の存在を検証する実験的研究は、現在に至るまで 70 年間続けられてきている（レ

ビューとして Holmes, 1990）。

2 － 1．Anderson and Green （2001）

　近年では、2001 年 Nature 誌に発表された Anderson and Green（2001）の行動実験が、「抑

圧」の実験的研究を再び活発にしている。彼らは、意図的にある事柄を思い出さないようにす

ること（彼らはこれを「抑圧」と呼んでいる）によってその事柄が後に想起されにくくなること、

また思い出さないようにする回数に比例して想起率が低くなり、通常よりも早く忘却する可能

性を示した。彼らは、まず参加者に 40 組の無関連の単語対を覚えさせた（たとえば ordeal「試
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練」と roach「ゴキブリ」）。次に、対の片方の単語を呈示し、Think 課題と No-Think 課題を

行わせた。Think 課題では、単語が呈示されたらすぐに対の単語を思い出して答えるように求

めた（ordeal と呈示されたら roach と答える）。一方、No-Think 課題では、絶対に対の単語

を想起しないように努力することを求めた（ordeal と呈示されたら roach と答えてはならな

い）。Think/No-Think 課題どちらかに、覚えた単語対の片方が 0,1,8 もしくは 16 回呈示され

た。最後に、すべての単語対の片方の単語が呈示され（たとえば ordeal）、対の単語（たとえ

ば roach）を Think ／ No-Think 課題に関わらず答えるように求められた。Think/No-Think

課題で一度も呈示されなかった条件をベースラインとして分析したところ、No-Think 課題で

の呈示回数が多い単語対ほど、最後の想起課題での想起率が低かった。さらに、その低下は、ベー

スラインとした条件よりも大きかった。すなわち、意図的に思い出さないようにする回数が多

いほど、その単語を忘れやすくなることが示唆された。また、実験 2, 3 において、他の単語を

考えることで記憶の妨害を行っている可能性を否定し、単語そのものを抑圧して忘却している

ことを示している。彼らはこの結果から、「望まれない記憶」を抑圧する記憶の実行制御機構

が存在すると考え、フロイト，Sの抑圧理論の実験的証明であると主張している。Conway（2001）

は Anderson and Green（2001）の結果を受けて、心的外傷後ストレス障害（PTSD）を生む

ような出来事を体験したときに、このような制御機構が働くのではないかと意見を述べている。

2 － 2．Anderson and Green （2001）への反論

　Anderson and Green（2001）の実験が契機となって「抑圧」を検証する実験が相次いで報

告されている。しかし、Anderson and Green（2001）と同じ手法を用いても、「抑圧」が認め

られなかったという報告が多い。そもそも Anderson and Green（2001）が主張する「抑圧」が、

フロイト，S の「抑圧」の定義と異なるのではないかという指摘もなされている（Bulevich et 

al, 2006）。フロイト，S は「抑圧」を無意識における処理と定義しているのに対し、Anderson 

and Green（2001）では「抑圧」を意識的に想起しないように努力している点で、異なるとい

う指摘である。Bulevich et al（2006）は、基本的な方法は Anderson and Green（2001）と

同じように実験を行い、「抑圧」が認められるかどうかを検証した。しかし、Anderson and 

Green（2001）とは異なり、No-Think 課題における想起成績の低下は認められなかった。 

Anderson and Kuhl（2004）によって指摘されている参加者のトラウマ体験の有無や、実験参

加者を募集した大学のレベルなどを考慮しても、この結果の違いを説明することは難しかった。

彼らは、Anderson and Green （2001）における「抑圧」の効果が非常に小さいことを取り上げ、

「抑圧」を実験的に生じさせることは困難であると結論している。

　また、Algarabel, Luciano and Martinez（2006）は、Anderson and Green（2001）の主張する「抑

圧」は無意識の中での働きとされる「抑圧」ではなく、意識的な働きである「抑制」であると

指摘している。ただし意識的な抑制も精神病理学において重要な概念であると述べている。彼
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らは、Anderson and Green（2001）のような直接的な想起ではなく、語彙性判断課題（単語

か非単語かを判断する課題）に、プライミング効果を加えて、より無意識的な「抑圧」の効果

を検討した。参加者のグループに単語と単語、単語と偽単語の対を20組ずつ覚えさせた。次に、

単語と単語の対から 10 組を No-Think 課題、単語と偽単語の対から 10 組を Think 課題に用い

た。最後に、語彙性判断を行わせた。このとき、ターゲットの前にプライムとなる単語を提示し、

プライムとターゲット提示の間の時間を操作した条件も設けられた。しかしどの条件において

も「抑圧」を示す結果は認められなかった。意味的に関連する単語対を用いたり、偽単語を単

語に変えて実験を行っても、やはり「抑圧」は認められなかった。彼らも、Bulevich et al（2006）

と同様に、Anderson and Green（2001）の結果の再現が非常に難しいと述べている。

　これまで述べてきた研究では、情動を伴わないプロセスでの「抑圧」が検討されてきた。

しかし、「抑圧」が必要となるような記憶には強い情動が伴っている可能性が高い。Deque, 

Banich and Curran（2006）は、「抑圧」に、刺激の情動性が影響を与えるかどうかを検討した。

実験 1 では、情動的（corpse 「死体」）もしくは非情動的な単語（lantern「ちょうちん」）と非

言語刺激（無表情の顔）のペア、実験 2 では、情動的もしくは非情動的な画像（情動的な画像

としては事故の写真など）と無表情な顔の対を刺激として用いて、Anderson and Green（2001）

と同じ方法で実験を行った。すなわち、ペアを覚えさせ Think / No-think 課題を行い、最終

的に無表情の顔をみて対の単語を想起させた。実験 2 では対となっていた画像を言葉で表現さ

せた。Think / No-Think 課題では、5 回、もしくは 10 回の繰り返し条件が設けられた。実験

の結果、実験 1、2 ともに反復 10 回の場合、5 回と比較して、No-Think 課題における想起率

の低下が認められ、その効果は情動的な刺激の場合に大きかった。彼らはこの結果から、情動

刺激に対してはより多くの注意を向けることができるため、「抑圧」の機能がより強く働いて

いるのではないかと考察している。

　全体として Anderson and Green（2001）の結果の再現は難しく、Think / No-Think 課題

による「抑圧」が認められるのかどうかについては、明確ではない。もし、どちらの結論も正

しいとすれば、それは「抑圧」が生じるためには何らかの条件があることになる。

Bulevich et al（2006）は、Hertel and Calcaterra（2005）の研究をとりあげている。Hertel 

and Calcaterra（2005）は、No-Think 課題において、ある単語を「考えないようにする」と

いう指示、もしくは代わりに違う単語を「考えるように」という指示をし、その後最初に覚え

た単語の対を思い出させた。その結果、単なる No-Think 課題では想起率の低下（抑圧）は認

められなかったが、代わりに違う単語を考えるようにさせた場合には、Anderson and Green

（2001）と同様の想起率の低下が認められた。すなわち、No-Think 課題においてどのようにし

て特定の単語を思い出さないようにするかという方略の違いによって、抑圧が生じたり生じな

かったりする可能性がある。しかし、ある特定のことを考えないように指示すると、反対に後

にそれをよく思い出してしまうという現象は、1987 年の Wegner の白熊実験以降、数多く報
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告されている（Wegner,1987;1994）。すなわち、意図的になにかを忘れようとすると、「抑圧」

が生じるのか、特に影響はないのか、それとも反対に思い出しやすくなってしまうのか、忘れ

る対象や状況、方略などを場合分けして検討していく必要があると考えられる。

2 － 3．抑圧の神経質的基盤についての研究

　「抑圧」を実験室実験で検証できることを受けて、「抑圧」の神経基盤の検証も進められて

きている。Anderson et al（2004）は、Anderson and Green（2001）で用いた Think / No-

Think 課題を行っている時の脳活動を、機能的核磁気共鳴画像装置（fMRI）を用いて検討した。

二種類の課題時の脳活動の比較を行ったところ、No-Think 課題時には Think 課題時よりも前

頭前野背外側部（Dorsal-Lateral Pre Frontal Cortex：DLPFC）と、前部帯状回皮質（Anterior 

Cingurate Cortex：ACC）の活性が強く認められた。一方、両側の海馬の活性が Think 課題

に比べて低かった。DLPFC の活性と、海馬の活性、最終的な想起成績にどのような関係性が

あるのかを検討するために、最終的に想起できた単語、できなかった単語に対する Think / 

No-Think 課題時の脳活動をそれぞれ検討した結果、Think 課題では、想起できた単語に比べ

て、想起できなかった単語に対する海馬の活性が低いことが示された。反対に No-Think 課題

では、想起できた単語に比べて、想起できなかった単語に対する海馬の活性が強いことが示さ

れた。さらに No-Think 課題における海馬と DLPFC の活性の相関を検討した。その結果、海

馬の活性が強いほど DLPFC の活性も強くなっていた。彼らは、No-Think 課題において想起

できない単語に対する海馬と DLPFC の活性が強くなった理由として以下のように考察してい

る。まず海馬の活性は想起してはいけない単語の想起を意味している。そしてより思い出しや

すい（すなわち海馬の活性が強い）単語ほど、それを想起させまいとする「抑圧」の制御が強

く働くために、制御機構である DLPFC の活性が強く認められるという可能性をあげている。

このシステムがより強く働いた単語ほど、後に想起が難しくなったのではないだろうか。また、

No-Think 課題では DLPFC が海馬の活性を全体的に低く抑えているのだと主張している。

　さらに、Deque, Curran and Banich（2007）は、情動的な記憶の「抑圧」に関する脳画像研

究を行った。Deque, Banich and Curran（2006）で用いられた情動を喚起する刺激と方法を用

いて Think / No-Think 課題時の脳活動を計測した。その結果、No-Think 課題において前頭

前野の活性が強く認められ、また、海馬や、情動に関わる扁桃体の活性、知覚処理に関わる初

期視覚野や紡錘状回の活性も認められた。これらの部位の時間的な活性の変化を検討した結果、

No-Think 課題では、まず右下前頭回が活性して、次に知覚処理に関わる部位の活性が低くな

り、続いて右中前頭回が活性して、次に情動処理に関わる部位の活性が低くなることが示され

た。さらに前頭前野のみが、どのような条件、時間でも活性が認められ、右下・中前頭回の活

性との相関が認められた。この結果から、情動的な記憶の「抑圧」では、まず感覚・知覚の記

憶処理が抑えられ、ついで情動が関わる記憶処理が抑えられるという二段階の操作がなされる
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ということが示唆された。また、これらの処理を総括するのが前頭前野である可能性が考えら

れる。このように、脳機能画像研究は、前頭前野が記銘システムの働きを制御することで、あ

る体験や観念を意識的に記銘するのか、それとも「抑圧」するのかという、記憶の運命を操作

することを示唆している。

　海馬の働きが「抑圧」に関わることは、生理学的な研究でも報告されている。ソームズ・ター

ンブル（2002; 平尾　訳，2007）は、フロイト，S における「抑圧」の生理学的メカニズムと

して、トラウマ体験になるような望まれない記憶が「抑圧」されるのは、そのような状況にお

いて海馬がその経験を記銘できない状態になるためだと述べている。ストレス体験は、体内に

ステロイドホルモンの放出をうながす。しかし過剰なステロイドホルモンは海馬のニューロン

を傷付けることが報告されている。したがって、ストレスに満ちた体験時には海馬の機能が損

なわれ、その体験を記銘することが困難になると結論されている。この場合は、意図的に記憶

を忘却しようとする記憶の制御機構（前頭葉）の介在がなくても、辛い経験を「抑圧」するこ

とができると考えられる。また、長年にわたって虐待などを受けてきた人の海馬の体積が有意

に減少していることが脳画像研究から報告されており、様々な記憶障害をもつことが指摘され

ている。脳機能と心的活動の関連についてはまだこれから検討していく必要があるが、記憶の

「抑圧」に海馬が大きな役割を果たしている可能性は高いといえるだろう。

3．精神分析における「抑圧」と実験心理学における「抑圧」

　実験心理学的研究において近年検討されている「抑圧」は、主にある事柄を意図的に忘却す

ることとして定義されている。意図的な忘却が可能であるのかどうかについては、多くの研

究が現象の有無について検討している段階であり、その機構については今後の研究を待つ必

要があると考えられる。現在のところ、意図的な忘却（すなわち「抑圧」）の実験的証明が難

しいことが指摘されているが、方略や情動喚起の有無などを要因として操作することで、「抑

圧」を検証できる可能性が考えられる。また同時に、「抑圧」の神経基盤も脳機能画像研究に

よって解明が試みられている。主に、記憶処理の制御を担う実行制御系としての前頭葉と、記

憶の固着に関わる海馬をターゲットとして検討が進められている。神経基盤の研究は、実際に

PTSD といった記憶に関わる症状に苦しむ人々の、症状の解明にもつながることが期待されて

おり、実験的研究と臨床的事例の統合のためにも重要な研究手法であるといえるだろう。

　しかしここでもう一度、「抑圧」の定義について振り返ってみたい。Bulevich et al（2006）

や Algarabel et al（2006）で指摘されたように、実験心理学的研究で検討されている「抑圧」は、

フロイト，S が唱えた「抑圧」とは定義が異なっている可能性がある。フロイト，S の定義で

は抑圧は無意識的に働き、抑圧された内容は無意識内に追いやられて意図的に想起することが

できない。すなわち、エリザベート・フォン・R 嬢の例に見られたように、不適切と判断され
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る欲動や、それと結びついた考えや記憶を、意識に上らせずに無意識の中に押しやる検閲機構

が抑圧であり、そのような欲動や考えが生じたということすら、意識にはのぼらないのである。

一方、実験心理学的研究で検討されている「抑圧」は、特定の事柄を意識的に思い出さないよ

うにすることでその事柄が想起できなくなることを指す。これは意識の段階で処理が行われて

いるという時点で、フロイト，S の定義する「抑圧」と合致しない。では実験心理学的な研究

で報告されている「抑圧」とは何なのであろうか。

　Algarabel et al（2006）が指摘したように、実験心理学的研究で検討されている「抑圧」は、

「抑制」である可能性が考えられる。「抑制」もまたフロイト，S が精神分析理論で定義した用

語である。「抑制」は意識されている考えや感情などを意識的に意識から前意識内に押し込め

ようとする心的活動を指し、その内容は随意的に再び意識化することができるとされている（小

此木，1993）。考えや記憶を、意識的に、意識の外に追いやろうとする点では、実験的心理学

的研究で検討されている「抑圧」が「抑制」である可能性は否定できない。実際、多くの「抑圧」

研究において、抑圧（repression）と抑制（suppression）が混同され、同義語として扱われて

おり、実験心理学の研究者がこの二つの概念を区別せずに実験を行っている可能性は高い。

　しかし、実験心理学的研究で示された現象を「抑制」と定義することは難しい。なぜならば、「抑

制」はある考え、感情を意識的に前意識に追いやるという心の働きであり、その内容は随意的

に意識化できるとされているのに対し、実験心理学で「抑圧」された情報はその後随意的に意

識化することが難しいからである。すなわち、実験心理学で検討されている「抑圧」は、フロ

イト，S の「抑圧」の定義にも、「抑制」の定義にも合致しないと考えられる。意識にまでのぼっ

てきた考え、感情や観念を、意図的に忘れようと努力することで意識化できなくなる、すなわ

ち無意識に追いやることができるという、実験心理学的研究で認められた現象が、精神分析学

的にどのような働きで説明できるのか。「抑圧」もしくは「抑制」、そして「防衛」といった心

の働きと、実験の結果がどのような関係にあるのか。精神分析学的な立場から、実験心理学に

おいて報告されている「抑圧」という現象を考えていくことが必要になるだろう。

　精神分析学的な立場から実験心理学で報告された「抑圧」という現象を考えたとき、「解離」

という現象が思い浮かぶ。解離という概念はここ数十年の間に、外傷的なストレスと関連して

注目され始めた。かつてフロイト，S はジャネの記述した解離現象について知ってはいたが、

それは抑圧の機制に従属するものとして重視しなかった（岡野，2002）。しかし、ここ最近の

虐待を含む外的な現実の問題が精神分析にも否応なく押し寄せてくるとともに、解離という現

象も再び脚光を浴びるようになってきた。解離現象とは一般的に、精神や記憶やアイデンティ

ティ等を統合する能力が一時的に失われた状態と定義されている（岡野，2002）。

　このように考えると、「解離」と実験心理学で報告された「抑圧」には共通点があるように

も見える。解離に偶然のきっかけが大きく作用していることも、それを助長するかもしれない。

けれども、解離という現象が、「意図的に」忘れようと努力しているかどうかは、定かではない。
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また、一時的に失われたものが無意識にまで追いやられたかどうかも、定かではない。さらには、

虐待を受けているとき、意識が飛んでしまうということは臨床ではよく知られていることであ

るが、それが「意識して」「意図的に」やっているかどうか、それとも否応なくせざるを得なかっ

たのか、わからない。不愉快な体験をした、という事実を消し去りたいという思いはあるだろ

う。けれども、それを消し去ることはできない。だからこそ、身体症状や新たな人格の形成と

いう形で病が生じるのである。やはり、実験心理学で報告された「抑圧」を解離と定義づける

ことは難しいようである。

　「抑圧」を実験的に検証しようとする試みは、「抑圧」という概念を表層的にしか理解しない

まま進んだため、フロイト，S が定義した「抑圧」とは異なる現象を検討していた可能性があ

る。実験心理学で報告された現象が、「抑圧」なのか、「抑制」なのか、それとも「解離」なの

か、定義づけることは現段階では難しい。しかし、このように実験心理学が精神分析の概念で

ある抑圧を検証しようと試みた結果、また新しい心の働きが発見されたともいえるのではない

だろうか。今後、お互いの対話を通して抑圧の解明が進むことを期待したい。

おわりに

　精神分析学の立場と実験心理学の立場から、抑圧について論じてきた。結論から言えば、お

互い抑圧について語ろうとしたが、その視線は同じものを見ていなかった。精神分析学の立場

からは、フロイト，S の定義した「抑圧」についてひたすら述べてきた。一方、実験心理学の

立場から、フロイト，S の言う抑圧について語ろうとしたが、抑圧という定義に関する議論に

追われ、抑圧のメカニズムにまで到達しなかった。つまり、私たちは本質を語ることができな

かったのである。けれども、この試みを通じて、私たちは、同じ事象と考えられている現象を、

異なった側面から見たとき、その現象は多面的に広がりを持って目の前に現れてくるという体

験をした。今回、この対話から「抑圧」「抑制」「解離」という従来使用されていた用語では説

明できない現象について語り合うことができた。もしかして、この現象を、私たちはすでにど

こかで体験しているのかもしれない。けれども、それを説明するには至らなかった。この体験

しているかもしれないけれども、定義づけられないものを見いだしたことが、今回の対話の大

きな収穫だろうと思う。

　私たちは、文献を読み解く中で互いの分野に違いがあるということがわかり、ときにすれ違

う瞬間があることを体験した。その、ときにすれ違う瞬間が、私たちが同じ心理学を学んでい

る醍醐味なのかもしれない。
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