
Abstract

It is said that dynamic psychotherapy is neutral.

However, actually, there is it with various value systems. There are also various thoughts 

there.

I show them in the following.

A person dies someday by all means. A person must live among many people. In many 

people, there are two sexualities, male and female. Among many men and women, a person 

has a sense of self or “I” with one kind of sexuality. A sense of self or “I” is an illusion 

of a certain kind. This is called decentralization. This illusion is the fulcrum of a certain 

kind. Freud, S. called this fulcrum as penis or phallus mataphollically. So the personal life 

of individuals is a kind of illusional story based on this fulcrum. There is some kind of 

unreasonableness or unnaturalness there in the life of human beings. It occurs inevitably.

If a person wants to be an ease with oneself, or to live plentifully, it is necessary to be 

conscious of unreasonableness or unnaturalness in this illusion. Paradoxically, a person must 

regard a non-illusional part as important. A person has to have a “good enough” illusion.

In dynamic psychotherapy, that is mutual interaction, universality is low, and individuality 

is high. It deals with the problem that is extremely private and personal.

Key words：dynamic psychotherapy, decentralization, fulcrum, illusion, unreasonableness 

or unnaturalness.
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はじめに

　心理療法、特に力動的心理療法は、人の生き方に関わる援助法である。力動的心理療法は、

ある個人の中に「病気」があると考えて、その「病気」を克服したり、「病気」と上手く付き

合うための援助としても利用されることはあるが、基本的にはそうした単純な図式で行われる

ものではない。「病気」の「治療」はあくまでもセラピーの途中で生じうる副次的な効果であ

る。こうしたこともあり、力動的心理療法でセラピストからクライエントに伝えられることは、

how to ではなくwhat だけであると言われる。力動的心理療法では、セラピーという場での

セラピストとクライエントとの相互関係の中で、何が起きているのか、何が起きやすいのかを

クライエントに解釈することに重点が置かれる。この解釈されるものは転移と呼ばれ、クライ

エントの過去の対人関係を反映しているし、現在の対人関係でも同様のパターンが展開されて

いると考えるのである。そして何が起きているのか、起きやすいのかをクライエント自身がよ

り広く深く知ること、すなわち洞察することが変化をもたらし、クライエントの人生を豊かに

することに繋がると考える。このことと、実際のセラピストがクライエントの予想とは異なる

反応をすること、それによってクライエントの対人的相互関係での起き得ることの予測や感じ

方や行動パターンが変わっていくこと、すなわち関係性の内在化、が相俟って心理療法的に作

用すると言われている（池田・高橋 2007）。これはまた、セラピストとの新しい体験によって、

記憶された物語を書き換える作業、すなわち事後作用だとも言われる（狩野 2009b）。それを、

またその先をクライエントがどうするか、すなわち how to は、こうした変化のなかで、また

変化によって自ずと決まってくるし、クライエント自身が決めることであって、セラピストが

関与できる領域ではない、とされる。

　ここには、そもそも極めてパーソナルな関係でない限り、あるいはたとえそうであったとし

ても、他人の人生に意図的あるいは万能的に踏み込み、干渉することなど出来はしないしする

べきではない、というベースにある価値観が垣間見える。

　この点が恐らく心理療法としつけや教育との大きな違いなのだろう。心理療法の一分野であ

り、処世術的ともいわれ（祖父江 2008）、症状や適応改善を標的にする認知行動療法は、より

教育的な要素が大きいようにも思われるが、ソクラテス的問答に代表されるように、考え方を

押し付けるのではなく、クライエントが自分で考えて結論を出すように対応、誘導しているよ

うである。また、心理教育と言われるものでさえ、症状や病態について悪循環や生物学的な仮

説を含めてどのような機序が考えられているかを伝えることに主眼が置かれており、どうした

らよいかは控えめに提案される程度であることが多い。

　こうしたセラピストの姿勢は、中立性あるは受身性などと呼ばれて来た。これはもともとは、

精神分析家の機能もしくは態度の中核として尊重されてきた概念である。しかし、よく知られ
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ているように、フロイト自身は中立性とは一言も言ってはいない。中立性は、“彼が提出した

精神分析家の保持するべき基本的態度を描写するために、後年になった選び取られた言葉であ

る ”（藤山 2003）。中立性という静的な概念は、極めて具体的で現実的な生々しいパーソナル

な問題が必然的に生起する深い心理療法の場でこそ意味があるのである。クライエントと交流

する中で、その関係の中にセラピストもパーソナルに巻き込まれざるを得ない心理療法の場の

中で、セラピストが巻き込まれすぎずにいること（池田 2001）を強調するための一種の戒め

的な概念である、とさえ言えるかもしれない。換言すれば、“関与しながらの観察 ”の観察の

部分、“ひとりでいながらふたりでいること ”のひとりの部分を指しているのである。逆に言

うと、心理療法という生々しい関わりの場では、中立性などということは原理的にあり得ない

ということになる。

　すなわち人は、人と深く関わる上で、何らかの価値観や思想から完全に自由であることは出

来ない。では、精神分析や力動的心理療法の根底にある思想とはどのようなものであろうか。

そうした思想のもとで、目指しているものは何であろうか。

根底にある思想

　そもそも私たちが、「私は私である」と思っていられるのはどうしてなのであろうか。「私」

や「自分」という感覚は、何によってもたらされるのであろうか。この問題は、心を脳に還元

できない最大の理由であるとされることが多い。脳の中に「私」や「自分」の座はないのであ

る。

　Libe（1985）によれば、手を動かすという単純な動作のための脳の活動は、実際の動作の

550msec 前に始まるが、その動作を意識的に「やろう」という意志が起きるのは、脳の活動

開始の 350msec 後であるという。すなわち「私」が意志するよりも先に、脳の活動は起きて

いるのである。

　また、知覚に関しても、内海（2005）が述べているように、物理的に考えれば、「私」が知

覚するより先に知覚刺激が来ているはずである。それがいつの間にか「私」が見ている、聞い

ているのであって、見させられている、聞かされているのではない、というように「私」とい

う「主体」が立ち上がっているのである。なぜ「私」が知覚の主体になれるかの方が不思議で

ある。統合失調症の症状とされる体験の中に、させられ体験あるいは作為体験と呼ばれるもの

があるが、このように考えると、このさせられ体験、作為体験の方がより原初的な体験であり、

発症していないとされる人々は、これを主体的な体験とするために何らかの加工を無意識的に

行っていることになる。

　頼りになるものや何かを共有できる人がいなくなることと同様に、「私」という主体的な感

覚が失われることを私たちはひどく恐れる。これが社会の生産性の発展の中で必然的に生まれ
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たとされるDescartes の「我思う、故に我あり（Cogito, ergo sum.）」以来の価値観に縛られ

ているからなのか、それ以前から原初的にあったものなのかはわからないが、「私」やその「理

性」「意志」が失われることはひどく恐ろしく感じられる。精神的な不調を忌避、蔑視し、何

とかして身体の病に結び付けようという傾向も未だに強く見られる。どうしても「私」や「自

分」の「理性」や「意志」は確固たるものであると思い込みたいところがあるようである。

　ここに一石を投じたのがFreud, S. の大きな貢献の一つとされている。すなわち、人は意識

的なものだけではなく、無意識的なもの（身体的、本能的なもの）によって大きく動かされ

ている、という考え方を提唱したのである。これは主体の脱中心化と呼ばれる。このFreud, 

S. が含意していた考え方は、Lacan や Bion をはじめとした様々な人々によって更に展開、洗

練され、以下のようなものになっているようである。

　人は進化の過程で非常に未熟なまま生まれることになった。生まれたばかりの赤ちゃんは、

他の動物たちのように、本能の赴くままに動いては生きていけない。「自分」の中に沸き起こ

ってきたものを自分の体験として保持することもできない。保護者兼受け手が必要である。母

親に代表される受け手は、赤ちゃんが限られた手段で放出したものを、適切にも受け取り、理

解・咀嚼し、（完全ではなく少し失敗しながら）投げ返す。このことによって赤ちゃんは、何

とかそれを「自分の体験」としていくことができる。（同時に、この受け手の受け取り、理解・

咀嚼し、投げ返す機能をも取り入れていく。）

　（この際、赤ちゃんの中に沸き起こってくるものは、やはり進化の過程で人が取り入れてき

た、有性生殖によって子孫を残して行こうという方向に向いている本能にやがては発展してい

くものである。）

　一方人は、やはり進化の過程で、群れをなさないと生きていけなくなっている。これが頼り

になるものや何かを共有できる人を求める心性に繋がっている。母親に代表される 2人の関係

だけではなく、それ以外の同性、異性と共に、時には闘いながら、しかも「自分」を保って生

きていかなければならない。そのために必要なものが言語である。（母親との 2人だけの関係

ならば、喃語以外の言語は不要かもしれない。）

　すなわち、「私」の「体験」は、母親に代表される他者から意味を受け取り、そこで初めて

「『私』の体験」となる。更に、言語を経由して、父親に代表される他者や社会から意味を受け

取ることによって、何とか多くの同性異性の人々がいる中で、「『私』の体験」として維持する

ことができるのである。言い換えれば、「他者」と「言語」がなければ「私」の体験は存在し

得ないということになる。「私の体験」が先にあって、それを「言語」で「他者」に伝えてい

るのではない。先に「言語」や「他者」があるのである。「個」が「個」として認識され存在

するためには、先に「あいだ」が必要なのである。

　この理屈で言えば、「『自己』実現」「確固たる主体に根ざし、そこから投企（脱自）する」

などということは本質的にあり得ないことになるし、「私」「自分（らしさ）」「主体的」「自己
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実現」などと呼ばれているものはある種の「錯覚」であるということになる。統合失調症と呼

ばれている病態はこの「錯覚」が持てずに混乱している事態のことであるし、うつ病は、この

「錯覚」が持てず、あるいは崩れて喪失に直面し、乗り越えられない事態であるとも言えるだ

ろう（池田 2009）。

　こうした観点から、Freud, S. そして精神分析は、いつかは死ぬことがわかってしまってい

る人間が、多くの同性、異性の人々がいる中で、ひとりの男性／女性として、何のためにど

のように生きたら良いか、という元々答えのない問いに答えられないまま生きていくために

は、ある種の「支点」が必要であると考えるようになった。それをFreud, S. は象徴的にペニ

スであると考え、後に抽象化してギリシャ語でファルスと呼ぶようになった。プライド、セル

フエスティーム、生きがいなどと呼ばれているものはその具体例の一部である。人々はこれを 

Lévi-Strauss の言う「冷たい社会」では王や殿様に求め（納まりきらない部分は定期的な祭り

で発散し）、次いで「熱い社会」では資本主義社会における資産や生産力の限りない向上とい

う幻想や不均衡累積過程に求めてきた。また「客観的」で誰もが異を唱えにくい「科学」に求

め、更に足りない部分を、天空、神、法、真理などスピリチュアルなものに求めている、と考

えるのである。人はこうした「支点」のもとで、その人独自の「錯覚」である「物語」を構築

することによって生きている、とされる。（脚注 1）（脚注 2）（脚注 3）

力動的心理療法のめざすもの

　このように、そもそも人がひとりの「私」「自分」として生きていくことには様々な矛盾や

逆説、葛藤がつきまとう。あらゆる人々や生き物たちと仲良くやっていくことは不可能である

し、いつかは死ぬのである。完璧な「支点」や「物語」はあり得ないし、崩れない「錯覚」も

1．全てをファルスという観点で単純化、相対化することは狭視野に過ぎるし知識や技術の発展にマイナスにも
働くだろう。心や「自分」の在り処を脳という実体的な臓器に「科学的」に求めようとする昨今の風潮は、
この「支点」を求める現代的な動きであるとも言えるだろうが、このことが近年の脳科学の飛躍的な発展に
繋がっていることは確かである。数量化しうる言語的な「客観性」「実証性」に根ざした自然科学は、普遍
化しやすい再現性の高い問題を扱うためには非常に適しているし、それによってある意味で人類の生活が豊
かになっていることも確かであろう。

2．これはまた、「現実は社会的文脈の中で、その本人が構築したものであり、言語により構成され、物語の形
で維持される。本人はその物語を現実と信じている」という社会構築主義の考え方とも通じるものがある。

3．佐藤（2010）によれば、行動分析を提唱したスキナーは、「結果による選択」という新しいパラダイムを提
唱した。この反応─結果パラダイムによって、私的出来事としての意識を棚上げしないで、行動的概念だけ
を用いて、新しい行動の形成過程を含んだ心理学体系である行動分析学が成立した。すなわち、私的出来事
である意識は、徹底的行動主義の立場からは、内言としての言語行動ということになり、心とは言語行動が
生み出した虚構ということになるという。「自分」という体験が錯覚や幻想であるという上記の論と相通ず
るものがあるように思われる。

　 （帝京大学文学部心理学科に 10 年間勤められ、学科長でもあられた佐藤方哉先生は 2010 年 8 月 23 日に不慮
の事故で急逝されました。ここに生前のご厚情に感謝するとともに、謹んでお悔やみ申し上げます。）
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「幻想」もあり得ない。そこには何らかの「無理」が必ず生じる。「無理」の中には、根源的過

ぎて本質的には触れることができないものもある（脚注 4）が、変化しうるものもある。

　力動的心理療法では、扱いうる「無理」は人と人との関係の中に集約されて現れるものであ

り、その「無理」のありようは人と人との関係で変わりうると考えている、と思う。そもそも

人と人との関係の中でしか人は「私」として生きられないし変われないのである。（脚注 5）

　この「無理」は、まずは父親に代表される他者や「社会」から「言語」によっては意味を受

け取りにくい情緒、感情の領域に現れる。情緒や感情は、理性や思考と比べると本能的なもの

により近い。受け手が母親だけならば問題は起きにくいが、母親との二人だけの関係では人は

生きていけないのである。

　藤山（2003）は、他者とのあいだに交わりをつくり、そこから何かを得ることが人間的な生

産性の本質であるという前提のもと、情緒は意図的にコントロールできないし知的な判断や推

論や解釈などの思考の機能も直感という能動的意図を越えたものの力を借りることが多い、と

した上で、“私たちが「人間的」であるとは、そのように去来する何ものかを、パーソナルな

ひとまとまりの「私」の体験として、歴史をもつ存在である「私」の体験として引き受けるこ

とを意味している。私は心理療法の営みの本質を、患者もしくはクライエントがそのような意

味でより「人間的な」存在となることの援助であると考えている。”と述べている。

　この文脈での具体的な力動的心理療法の実践については、“真の感情を理解することを可能

にし、それらの感情を表層にもたらして、その体験を可能にすること ”、“ 患者が、自分の隠

された感情について洞察し、その感情を表現することが状況の解決につながる ”（Malan1979）

という考え方がわかりやすい。但し、その原因となった実際の状況の中で洞察することや、実

際に関係した人々にその感情を表現することは必ずしも容易ではない。その状況は 30 年前に

生じていたのかもしれないのである。それが現在も問題になっているのであれば、それは必ず

治療関係で転移の形で再演されるので、治療関係の中でその隠された感情を洞察し、表現する

よう援助することが有用であるということになる。

　これは、“患者が、治療者との関わりの中で、自分の心的世界を生き生きとフルレンジで味

4．“ 私が解釈をするのは、私の理解の限界をクライエントに伝えるためである ”というWinnicott の言葉は、
彼が true self と呼ぶ、この部分を大切にする必要性を示している、と私は思う。

5．人と人との 2人のかかわりが中心である心理療法過程で、どうして人はその「錯覚」による「物語」を書き
かえられるのであろうか。狩野（2009b）は、観察者のいない中での物語の生成過程のシステムメカニズム、
すなわちオートポイエーシスの原理を、Stolorow の間主観的アプローチが心理療法の立場から説明してい
ると主張している。ここでは精神分析療法の目標は、患者の主観的世界の展開、解明、変形であるが、分析
的かかわりとそのかかわりの必然的脱線とによって始動される変形プロセスは、常に相互交流しているシス
テムである間主観的システムの中で起こり、間主観的現実として結晶化する、とされている。2人のかかわ
りの中で、変化が生じて「パーソナルな物語（Ogden）」が組織化されるためには、この「必然的脱線」や
「解釈」「もの思い」などといった第 3者性が必要だし、それは構造化されていない、すなわち心理療法的に
マネージすることのできない様々な対人関係の中でも常に様々な形で起きているということなのだろう。
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わい、感じ、情緒的なものを踏まえて理解すること ”（藤山 2000）、“（自分の中に性欲動や攻

撃欲動があることを受け入れることを含めて）自己と他者に誠実であること ”、“ 喜ぶべきこ

とは喜び・悲しむべきことは悲しみ・楽しむべきことは楽しみ・苦しむべきことは苦しみ・

愛すべきことは愛し・怒るべきことは怒り・憎むべきものは憎むことができること ”（松木

2005）などとも表現される。

　こうしたことの結果として、力動的な心理療法のめざすものは、以下のように様々に表現さ

れてきている。（脚注 6）。

・幼児期の外傷体験（Freud, S.）を癒せるようになること（但し幼児的欲求は取り除くこと

はできない。手なずけることくらいである）、その内的な対象関係における抑うつポジション

（Klein）の徹底通過により対象に与えた傷を癒せるようになること、セラピストの修復能力を

取り入れてクライアント自らが修復できるようになること、発達課題を整理してそれまでの発

達過程で処理されなかったものを象徴的に取り扱える自我機能を回復すること、発達の途上で

得られなかった環境からの支持（Winnicott）や自我支持を提供され滞っていた発達の進展を

実現すること（北山 1990）、自我の育成と自己洞察を図ること、自律性と現実的な自尊心の増

大、自由度の増加、自己受容を図ること。

・面接という体験を通して生じる「主体としての自分」の変化、人格構造の変化（ただし、修

正は可能だが一変はできないとも言われる）。

・賛美や利益を期待し、それによって苦悩のない万能的な状態になることではなく、抑うつ的

な心の痛みを避けることなく味わい続けること（松木 2005）、すなわち抑うつポジション優位

の状態になること。具体的には、他者に対して愛情、思いやり、気配りが持て、現実的な償い

ができるようになること。

・無意識の意識化と洞察に加えて、他者と自分との関係の脈絡で、他者の欲望、感情、思考を

理解すること、すなわち他者の精神状態を想像する能力、自分と他者の表象を理解する能力の

発展（狩野 2009b）。

・事後作用によるパーソナルな歴史の書き換えと、それに伴い自分の歴史に肯定感と自信を持

つこと。（狩野 2009a） 

・報復の恐怖なく、感謝や偶像視される可能性を避けることなく、全体対象に対して自己主張

すべきをし、かつ報復の願望を持たずにあっさりとした態度をもてること。エロス的な満足を

対人関係の中で周囲との過度な摩擦を起こさずに自由に持つことができること（皆川 1985）。

・分析によって病的な防衛機制そのものが消えるわけではなく、また防衛機制そのものが成熟

するわけでもない。変化するものは狭義の防衛機制ではない。分析の進展を示すものは、社会

6．ここに記述したものは、筆者の臨床経験の中で印象に残っている言葉の一部である。ある程度出典の明らか
なものは記載したが、一部筆者によって咀嚼、変更されていることをお断りしておきたい。
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的により望ましい形に変わった、新しい妥協形成である。（Brenner1982）

・外界の対人関係と内的対象関係が歪みの少ない形でつながっていること（松木 2005）。

・愛することと働くこと（Freud, S.）。また、働くことによって、他者＝社会から評価・認知

されること。

・自己疎外されたパーソナルな体験を漸進的に再獲得し、主体的で歴史的な人間存在としてよ

り豊かに生きはじめること。すなわち、ある種の心的ゆとりの増大、いきいきとものが考えら

れること、「それ」が「私」になること（藤山 2000）。

・人間が自分自身の体験をよりトータルに体験する、自身の心的世界により十全に開かれると

いうことを通して無理を減らすこと。抑圧されたり行動化されていた、乳児のころからずっと

体験してきた、無力感、羨望、怒り、抑うつといった様々な苦痛な体験を、交流を通して治療

場面の中でもう一度生きること。治療関係の中で、無理と実感を持って向き合うこと。その主

観的心的体験を言葉にして語ること、考えることができるようになることが人間性の成長にと

って大きい。そうした過程を踏むことによって、個人は万能的空想的現実認知から解放され、

内側と外側の区別をより明確につけ、自分の主体としての寄る辺なさや心細さを主体的に受け

入れ、力まないで生きていける。また、この世の分別を受け入れ、他人に現実に依存したり、

交渉したり、戦ったりすることが可能になり、社会の中の様々な人間関係を生産的に利用でき

るようになる（藤山 2009）。

・本当の意味で、自分に十分に出会い、付き合い、味わって咀嚼すること。本当の意味で考え

たり知ることを使ってパーソナルにヒューマンに生きること（藤山）。

・「一人でいられること」と「誰かと親密に交流すること」の逆説を生きること、すなわち、

主体的、パーソナルでありながら、他者と親密に交流できること（他者と親密に交流すること

は、豊かな体験だが、他者と自分との違いを実感し、孤独を実感することでもある。この孤独

に伴う悲哀に耐えられること、すなわち “一人でいられる能力（Winnicott1965）” を広げるこ

と）。

・心理アセスメントの目標は、誰かが「いかに」病的かを評価するのでも、どの人が社会的に

正常とされる範囲から逸脱しているのかを決めるのでもない。ある人の持つ苦しみを緩和し、

強さを増すことができるように、その人の苦しみや強さの独自性を理解することである。そ

の上で、心理療法の目的は、クライエントが自己のあらゆる面（たとえ原始的で混乱してい

るとしても）を理解することであり、自分自身（そして、以前なら自分のものではないとし

ていた特性を投影したり置き換える必要性が減っていくにつれて他者）への思いやりを成長

させることであり、古い葛藤を新しいやり方でより自由に解決できるようにすることである

（McWilliams1994）。

・成熟した人とは傑出した人たちではなく、普通に平和なほどよい家庭を築き、周りの人たち

に温かい思いやりを向け続けられている人である（Winnicott）（松木 1996）。
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・教育分析を受けると、自分が問題のない素晴らしい人間にならなかったことを身を持って体

験する。魔術的万能感がなくなる。ある意味、自分がこれまでまったく病的人間であったし、

今もそうあるという、まったく明白であるが、ひどく苦痛な事実を知ることとなる。しかも、

その病的な在り方が、自らが思い描いていたものとは違ってもっと深刻なものであることも体

験する。首尾よく行けば、悩みがさらに広く深くなっているとの事実に持ちこたえる力ももた

らしてくれる。大きな落胆と小さな安心がもたらされる。これは人としての素晴らしい達成で

ある（松木 2005）。

・健康な人が送る 3通りの生活：1．この世界にある、人以外の環境をうまく活用する手がか

りを得ることができる、そんな対人関係のある生活。2．個人的（内的）心的世界の生活、こ

れが創造的なとき、その人は豊かで奥深く興味深い人になる。これには夢（もしくは夢の素材

が湧き出てきたもの）も含まれる。3．文化的体験の領域、文化的体験は遊びに始まり、人間

の遺産のすべての領域に広がっていく、それには芸術や歴史の神話、哲学的思考のゆっくり

とした歩みや数学の神秘、集団管理や宗教などが含まれる（Winnicott, C, Shepherd & Davis 

1986）。

　このように、「中立性」と言いながらも、またベースにある考え方は共通であるにも関わら

ず、力動的な心理療法の目標には学派や人によって表現は異なるものの、様々な価値観や思想

が含意されているように見える。「記憶」の再構成や「物語」の書き換えの必要性を認識したり、

再構成や書き換えの方向を考える際に、セラピストの願望、期待、希望などが全く影響しない

などということはありえないだろう。セラピストがそのことに自覚的でないと、それこそまさ

に「中立性」が著しく損なわれてしまうことになる。

　結局は、力動的心理療法のめざすものは、セラピストとのあいだで再演されるものを利用し、

クライエントが、闘いを含めた他者との交流を避けることなく、他者との関わりやつながりを

大切にしつつ、あまり「無理」をすることなく、どこかで「無理」やこの「錯覚」を理解し、「錯

覚」でない部分（すなわち生の体験）を少しだけ大事にしつつ、ほどよい「錯覚」（すなわち「自

分」という感覚や人生の意味、物語）を持ち続けていられるように援助することであると言え

そうである。

個別性と普遍性

　このように力動的心理療法の目指すものを一般化普遍化して抽出することはある程度はでき

そうである。しかし、ここで抽出された「無理」というキーワードは、必ずしもそれぞれの個

人に意識されるものではないし、クライエント‐セラピスト関係の外から「客観的」に観察

できるものでもない。セラピストとの間で「無理」が再演されるということは、セラピストも

一方の出演者としてその劇に参加していることになるのであるから、セラピストが純粋に「客

観的」に事態を把握することは不可能であるということでもある。やはり、ここまで普遍化し
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ても、それはやはり極めて個別性の高いパーソナルな問題なのであろう。数量化による「客観

的実証」を試みた瞬間に、その内容は個別性の低い浅薄なものとなってしまいそうである。技

法である以上、ある程度の普遍性は持っているわけであるが、やはりその本質を大切にしよう

とする限り、数量化による実証のしづらい、極めて個別性の高い問題であるといわざるを得な

い。人一人ひとりの人生には、一回限りの、再現性のない、普遍化できない部分が必ずあるし、

だからこそ限りない豊かさの可能性を秘めているとも言えるのではないだろうか。

おわりに

　人は、ある種の「支点」のもとで、パートナーや家族や仲間や社会とほどほどに仲良くやっ

ていくことができれば、大きくは崩れることなく、また、幸せに生きていけるとも言えるだろ

う。それはある種の錯覚かもしれないし、「偽りの自己」という欺瞞、幻想かもしれない。よ

りその人にフィットする適応的で崩れにくい錯覚や幻想を見つけ出し、それがある種の錯覚や

幻想であることに気づかないようにサポートするという援助もありうるだろう。しかしそれで

は「無理」が大きく生じすぎてしまうかもしれないし、虚しさを強く感じすぎてしまうかもし

れない。また、いつか脆くも崩れてしまうかもしれない。それが錯覚や幻想であることを徹底

的に理解できるように働きかける方法もありうるだろう。しかし、そこまで見つめなおしたく

ない人もいるだろうし、徹底的に追及した後には絶望しかもたらされないかもしれない。玉葱

の皮を剝き続けると芯は残らないのである。何を求めるか、どこまで求め（られ）るかはクラ

イエント次第であるわけだが、結局は、それがある種の幻想や錯覚による物語であるとどこか

でわかっていながら、それでもそれに浸っていられるというパラドックスに持ちこたえられる

ようになることが、最も豊かで安定したありようであると言えるのかもしれない。
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