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1. 本稿の問題意識と論文の概要
II. アイデンティティをめぐる現代の社会状況
m. エリクソンのアイデンティティ概念とその統合

I.本稿の問題意誌と輪文の概要

エリク ソンが臨床上の必要から編み出したアイデ

ンティティ概念は、 彼自身が概念に明確な輪郭や属

性を与えるのを避けてきたことから、 柔軟で脱領域

的な用法を可能にし、 精神痛理学の範同事を超えて杜

1V. I脱アイデンテイティ」 論から見曲される新たな
アイデンティティ

V. 現代日本社会において希求されるアイデJティティ

会科学、 歴史研究、 人文研究などに広〈転用される

に至った(栗原，1982b: i)。 アイデンティティとは

それが成就されている限りは問われるものではなく、

アイデンティティという言葉が多様な領域で人口に

脂炎するようになって久しいのは、 それがまさに不

確かなものとしてわれわれの問題圃に 登場してきた
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からにほかならない (栗原，1996: 1，日4)。

しかしながら、 そのような現状に抗するかのよう

に、 社会学者を中心に国文学や精神医学の著名な研

究者らによって2005年に上梓された『脱アイデンテ

イティ』では、アイデンティティ概念そのものの問

題性が組上に載せられている。編者である上野によ

れば、 9 本の論文からなるこの著作は、人は生きる

うえでアイデンテイテイを必要とし、 確立されてい

る人のほうがより成熟しているといった「アイデン

ティティ強迫」 に懸かれた近代社会および近代社会

学理論へのレクイエムを意図して編まれたものとさ

れ (上野，2∞5: 289)、 大いに注目を集めた。

特に上野が問題として焦点化するのが、 アイデン

ティティの統合された状態を構築することが望まし

いという規範命題を含みこんだ「統合仮説」である

(上野， 2005: 7-9) 0 I統合仮説」 に従えば、統合

を欠いたアイデンテイテイは逸脱的ないし病理的と

されるほかないが (上野， 2005: 32-33)、 実際に多

くの人々はアイデンティテイの統合を欠いても逸脱

した存在になることなく社会生活を送っている。ま

た現代の部分帰属化した断片的なアイデンティテイ

のあいだを横断して暮らしていくうえで、 複数のア

イデンティティ聞の隔離と共存はむしろ適合的であ

るとされる1 (上野， 2005: 35)。このような「統合

仮説」 の反証としてのアイデンティティの複合性お

よび多元性は、上野にとって「近代的」 な背景を持

つアイデンティティ概念 (上野， 2005: 34)の失効

を意味し、 『脱アイデンティティ』は「アイデンテ

イティ強迫」 から現代社会を解放する理論の社会的

な闘争の場 (上野，2005: 36)を企図するものとし

て位置づけられていると考えられる。

アイデンティティ概念は、多用きれればされるほ

どそのつどの文脈に応じて多義的となり、 誤用や濫

用も含めてより難解で論争的なものとなっている。

カルチュラルスタデイーズの代表的論者であるホー

ルは、 アイデンティティ概念をめぐって沸騰した議

論を振り返り、 そのすべてれ総帥材、 起源にあり、

統一されたものとしてのアイデンティティ概念に対

して批判的だったと述べている九しかしながら、 そ

のうえでホールはアイデンティティ概念を擁護する

立場をとる。彼はアイデンテイテイを存込壬主主と政

治の問題の中心に位置するものと考え、主体を捨て

たり廃棄したりすることではなく、 主体の概念の作

り直し、つまり、 主体をパラダイムの内側、 その新

しい、 場所を移した、 あるいは脱中心化した位置で

考察することを促す (Hall， 1996 訳書8-9)。 自己の

物語化として成立するアイデンティテイは部分的に

幻想ではある古手、それでもその言説的、物質的もし

くは政治的な有効性は損なわれるものではないとホ

ールはみる (Hall， 1996: 訳書12-13)0 

ホールは「よく理解されないかもしれない」 と前

置きしながら、 アイデンテイテイを以下のように概

念づける。

私は「アイデンティティ」 という言葉を、 出会う点、

縫合の点という意味で使っている。つまり、 「呼び

かけ」 ょうとする試み、語りかける試み、 特定の言

説の社会的主体としてのわれわれを場所に招き入れ

ようとする試みをする言説・実践と、主体性を生産し

「語りかけられる」 ことのできる主体としてわれわ

れを構築するプロセスとの出会いの点、 〈縫合〉の

点という意味である (Hall， 199 仕訳書15)。

ホールに限らず、 近代的主体を攻撃してきた7-

コーの晩年の著作 (Foucault， 1983=2∞1)や、 フェ

ミニズムのアイデンティティ・ポリテイクスをその

内部から批判してきたパトラー (Butl町'.2005=笈鵬)

も、アイデンティティ概念を手放そうとはしていない。

それはホールが述べるように、様々な困難性を抱え

ながらも、 主体を立ち上げる実践のなかでアイデン

ティテイが不可欠なものだからであり、 ホールの議

論は本質主義的な見方を退けつつ、 固定的で常に同

ーなのではなく、 変化、 家転していくものとしての

戦略的・位置的なアイデンティティ概念 (Ha止1996:

訳書11-12)の再生を試みようとしている。しかし上

野はまさに、戦略的かっ位置的に「脱アイデンテイ

ティ」を提唱するのである。

この一見対立しているかのような上野とホール双

方の主張は、実のところそれほど隔たってはいない

ように思われる。上野もまたフーコーやパトラー、

さらには上記のホールの著作を引用しながら議論を

進めているのだが、 上野が「脱」 しようとするのは

明らかに本質主義的なアイデンティティであり、 こ

こにホールとの一致をみることができる。一方で、

上野が述べるようにわれわれは直ちにアイデンテイ

ティを「失効」したものとし、「アイデンティティ

強迫」 から解放されるべきなのだろうか。むしろア

イデンティティ概念についてどのようなアイデンテ



イテイが問題とされ、 どのようなアイデンティテイ

が必要とされるのかが、 丁寧に議論されるべきでは

ないだろうか。

本稿は上野の「脱アイデンティティ」 論と、 アイ

デンティティ概念の新たな方途を示そうとするホー

ルの議論について再検討することで、 現代日本社会

分析におけるアイデンティティ概念の有効性を論考

する試みである。 ホールが述べる主体を立ち上げる

実践としてのアイデンティティは、 現代の日本にお

いて多くの人々がまさに必要としているものである

と考えられる。そしてそのようなアイデンティテイ

とは、 アイデンティティ概念を提起したエリク ソン

が本来意図していたものでもあった。論文の構成と

して、 まず本質主義的なアイデンティティを「脱」

しなければならないとされる今日の社会状況につい

て概説し、 そこからアイデンティティの統合への欲

求が人々のあいだで高まっているということを確認

する。 次にエリクソンのアイデンティティ論に立ち

返り、 上野が問題とするアイデンティテイの「統合

仮説」 をエリク ソンがどのようなものとして考えて

いたのかということについて再考する。そしてエリ

ク ソンのいうアイデンティティ概念が人格的統合機

能としての自我アイデンティティだったということ、

またそれがホールのいう「出会う点、 縫合の点」と

してのアイデンティティと相重なることを明らかに

する。 I出会う点、 縫合の点」 としての自我アイデ

ンティティという視点から日本社会の様々な文脈を

通じて述べられた『脱アイデンティティ』の各論を

整理していくと、 結呆として多くの論者がエリクソ

ンやホールのいうアイデンティティを支持している

ことがわかる。最後に、 現代日本社会における「出

会う点、 縫合の点」 としての自我アイデンティテイ

を希求する人々の実践を素描したいくつかの研究を

挙げ、 分析概念としてのアイデンティティの有効性

および規範としての「脱アイデンテイティ」 への危

倶を併せて示唆することで、 本稿の結論とする。

n. アイデンティティをめぐる現代の社会状況

上野が「脱アイデンティティ」 を唱え、 ホールが

新たなアイデンティティ概念の可能性を目指そうと

するのは、 これまで想定されてきたつねに同一で安

定した不変の本質主義的なアイデンティティ(Hall， 1996: 

訳書11-12) というものが、 それを抑圧的に強制され

「脱アイデンティティ」論再考 自由

てきたマイノリティにとってのみならず、 多くの人々

にとってももはや機能しなくなったということを意

味している。それは例えば「国民」 や「社員」 とし

て「こうあるべき」 だという生き方に従うことでは、

もはや期待する結果は得られなくなったということ

である。

リスク 社会論を展開するベック によれば、 近代化

の進展した今日では、 これまで人々の「平均的な一

生jを支えてきた近代産業社会の生活様式ゃ労働様

式、 思考様式に依存することはできなくなった

(Beck.198 6 訳書156-157) 0 リスク 社会とは環境

問題からテロのような社会的レベルあるいは家庭崩

壊や失業といった個人的レベルにまで、 さまざまな

事柄を選択・決定したときに生じうる不確実な損害

としてのリスクの可能性にとりつかれた社会のこと

を指す (大津， 2∞8: 128-129) 。 日本に関しでも、

戦後の高度経済成長期からパプル経済の崩壊を経た

1990年代以降に起こった経済不況や雇用不安、 阪神

淡路大震災、 神戸連続児童殺傷事件平地下鉄サリン

事件などの象徴的な出来事によって、 既存の秩序が

不安定なものとなったという認識が高まってきてい

ることが、リスク社会化として指摘されている (藤村，

2α}8: 233-243)。

自己を統合する安定したアイデンティティの基盤

が崩れたことで、 人々の行為基準や「自分は何者で

あるか」 ということの基準が不明瞭になったリスク

社会において、 個人は自分が何をすべきなのか、 自

分をどこに帰属させるべきなのかがわからないまま

どのように行為するかの選択を強制され、 その帰結

に責任を負う主体となる (大津， 20ω: 14ι142) 。

日本の就労環境をみても、終身雇用への期待が減少

するなかで新たに創り出された派遣労働者は、 極端

な場合は日ごとに異なる職場で異なる人々との流動

的な関係を、 そのつどの状況を判断しながら行為を

選択し生きていくことを強いられる。 加えて「派遣

切り」 といわれるような突然の解雇が生じうる状況

では、 既存の労働者アンデンティテイは拠るべき行

為基準とはならない。個人の行為選択可能性がさら

にリスクを増加させ、 自らの選択した行為の予測可

能性を減少させていくリスク 社会の困難性は、 いか

なる個人の努力によっても避けられるものではない。

ギデンズによれば、 このような状況に置かれた個

人は逆説的にこれまで以上に統一性のある「自己の

物語J (Giddens. 1991: 訳書58-59) を紡いでいかね
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ばならないとされる九まとまりを失った自己は、 他

者にとってはリスクを増大させる不安の源泉であり、

それゆえに自己をまとまったものとして他者に伝え

ることが他者関係において重要となる。さらには、

リスク 社会における避けられない不確実性と不安を

受け入れながら生きていくためにも、 断片化した自

己を統合しようとすることへの欲求は高まっていく

ことになる。リスク 社会の不確実性や流動性とそれ

によるアイデンティティ統合への欲求の高まりが、

上野キホールの議論、 そして現代社会でアイデンテ

イテイが問い直されることの背景にあるといえる。

上野とホール両者の議論は、 現代社会における新

たな統合の可能性について異なる見解を示している。

上野が一貫性のある自己を必要のないものとするの

は、 統合欲求が帰結する先が、 もはや機能しなくな

った本質主義的なアイデンテイテイへの回帰しかな

いとみなしているからだと考えられる。上野のいう

現代に適合的な通常の生き方とは、 継続性や統一性

を有したアイデンティティなどというものはあきら

めて、 自己を複数に断片化しているものとして受け

入れるということ、 「明日の自分は今日の自分とは
違うのだ」 としてそのつどの物事に対処しつつ、 選

択の結果に伴う自己責任を回避する態度(Bau皿四，

2∞仕 訳書16ι167)のことである。

翻ってホールが論じようとするのは、 現代社会に

おける主体の再生を目指すうえで、 本質主義的アイ

デンテイテイでも、 統合欲求を捨て去るのでもない

別のアイデンティティの可能性であり、 そのなかで

も特に他者の存在の重要性が強調されている。 r出

会う点、 縫合の点」 としてのアイデンティティには、

他者との関係のなかで働きかけられ、 それに応える

ことで主体が立ち上がるということ、 問いかけられ

ることで自己を物語ることができるようになるとい

うことが合意されている。

次節でエリク ソンの議論に立ち返るのは、 ホール

が「よく理解されないかも知れない」 と述べた「出

会う点、 縫合の点」 としてのアイデンティティの内

実が、 本来エリクソンがアイデンティティ概念の核

となるものとして論じてきたことに通じていると考

えられるからである。また後述するように、 ホール

とエリクソンが論じようとするアイデンティティを

希求する実践が現代日本社会において立ち現れてき

ている。本稿はこれらの点に「脱アイデンテイティ」

論を再考する必要性を見出している。

m. 工リクソンのアイデンティティ概念とその統合

上野の「脱アイデンテイティ」 論は、 以下のよう

なエリクソンの理論の理解に端を発している。上野

によると、 エリク ソンはまずアイデンティティを自

我同一性(ego id凹tity)と自己同一性(配lfid田tity)

とに区別する。さらに自己同 一性は個人的同一性

匂町田nali伽ltity)と社会的同一性(旺血Ji伽柑ty)

とに下位分割jきれ、 その相互依存的なご項の関係か

ら自己同 一性は成り立っているとされる5(上野，

2∞5: 5-6)。上野は自我同 一性が自己同一性には還

元きれない能動性(主体とも呼ばれる)を持つとみ

なし、 さらに「絶対的な能動性」 とされる自我につ
いて語ることは誰にとっても難しく、 結局のところ

エリク ソンが論じるのも「自己アイデンティティ」

についてであり「自我アイデンティティ」 ではない

と断じる(上野，2005: 6)。そして自我アイデンテ

イティを議論から排除したうえで、 「わたしとは何

者であるかをめぐるわたし自身の観念」 である個人

的同一性と、 「わたしとは何者であるかと社会およ

び他者が考えているわたしについての観念」 である

社会的同一性との一致がアイデンティティの安定を

もたらすという「統合仮劃を本質主義的な「規範」

として拒否する(上野， 2∞Eι9)。

しかしながら、 本来エリク ソンが意図したペま

た専ら重きを置いてきたアイデンティティとは、 様々

な自己を束ねる自我の統合力を前提とした、 能動的

で人間の心理的核心となるような自我アイデンテイ

ティのほうだった(草津，1978: 113-114)。ともす

れば、 主体的、 龍動的自我をあらかじめ捨象した上

野の議論は、 エリク ソンのアイデンティティ論本来

の要点を捉え損なっているのではないだろうか。今

一度エリクソンの議論に立ち返り、 彼が論じようと

したアイデンティティ概念とはいかなるものだった

のかということについて確認したい。

人々がアイデンティティを所有していると意識し

たときにどのように感じられるかを明示するために、

エリクソンはジェームズQ四時1920: 199-200) と

7ロイト(Freud， 1959: 273ト.274)によって記された

手紙を引照している。ジェームズは「ある精神的も

しくは道徳的な態度のなかに置かれたときに、 はっ

きり」 と「ものごとに積極的にしかも生き生きと対

処できる自分を、 きわめて深く、 強く感じる」 とし、

その瞬間に「これこそが真実のわたしだ! J という



内なる声が聞こえてくるのだと綴っている

(Erikson. 1968・訳書併華点原著) 。そして、このよ

うな感覚はジェームズによれば以下の要素を含むも

のである。

能動的な緊張感、いわば自分自身を支えてくれる

ような感覚、そして外界の諸事物がそれぞれの役割

をはたし、そうすることによってわたしの営為を十

分調和のとれたものにしてくれることへの信頼感、

しかもその際にいかなる担保をつけなくともそうな

るだろうという信頼感というような要素のことです。

だから試みにそれを担保付きにしてみるがよい・・

その態度はわたしにとってただちに生気のない、刺

激の乏しいものに凋んでしまうのです。次にその担

保を取り除いてみるがよい。するとわたしは (総じ

て(Jiberhaupt) 元気いっぱいであると仮定しての話

だが) 、ある種の深淵なる熱狂的な歓喜を、また、

すべてのことを進んで行い、すべてのことを喜んで

耐えようという激しい意欲を、感じるのです。
……この歓喜や意欲は、言葉では具体的に表現でき

ないようなたんなるムードや感情ではあるけれども、

少くともわたしにとっては、明らかに、すべての実

践的・理論的決断が下される際の最も深い原理をな

しているのです倍批国民1説滋訳書9-10傍点原著) 。

ジェームズが「性格」 という言葉で表現した上記

の事柄は、「生ける斉一性と連続性との主観的感覚」

としてのアイデンティテイの感覚を最もよく描写し

ているとエリクソンはいう (Erik田n. 1968訳書 9

傍点原著) 。それは熱心に「探求」 するものという

よりも、むしろほとんど驚悔のように「襲ってくる」

能動的な緊張として経験され、確証を求めているう

ちに消散してしまうようなことはない(酎kson.1蝿

訳書10) 0 Iほとんど驚樗のように襲ってくるような、

すべてのことを進んで行なおうという意欲」 とは、

能動的な自我の働きを指してはいないだろうか。そ

してそのような能動性は、道徳的、精神的な態度に

もとづくことで意欲的な営為は自分の周囲の他者や

役割と調和のとれたものとなり、「支えられている」

という信頼感がもたらされる。つまりジェームズが

聞いた「内なる声」 とは、単に彼の内面からのみ沸

き上がってきたものではないと考えられる。

そうしたアイデンティティの社会的側面を例証す

る記述が、ユダヤ人としてのアイデンテイテイの獲
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得に関する7ロイトの手紙である。

わたしをユダヤ民族に結びつけていたものは (わ

たしはそれを認めることを恥じるものではあります

が) 、信仰でもなければ民族的な誇りでもありませ

んでした。 (中略) わたしは、民族的熱狂にひきこ

まれそうになりますと、いつも、それはわたしたち

ユダヤ人がともに生活している他民族のなかでもと

くに警戒すべき輩によって引き起こされた、有害な

誤った熱狂であると考えて、むしろそれを抑制しよ

うと努力したのでありました。けれども、そのほか

にも、ユダヤの民の魅力を高めてやまないものが山

ほどあります。それは、一つには数多くの何か薄暗

い感情の力であります。それは、言葉では表現でき

ないものですから、なおさら力強く感じられるわけ

です。もう一つは、内的アイデンティティにかんす

る明確なる意識であります。つまり、ユダヤ人にの

みあてはまる共通の精神構造を含んだ心安らかな私

事に関する意識のことです。このような一般論は別

にしましでも、わたしの普難だらけの人生行路にと

っては必要不可欠なものとなっていた以下の三つの
特徴は、ひとえにわたしのユダヤ人としての性質に

負うものだという自覚が、わたしにはあったのでご

ざいます。そのこつの特徴とは、第一に、わたしは

ユダヤ人でありましたために、数多くの偏見から自

由であったことであります。第二の特徴とは、わた

しはユダヤ人であったため、いつでも野党に組みす

る用意ができており、「団結固い多数派」 と折り合

わなくともやってゆける構えができていたことであ

ります (Erikson. 1968:訳書11-12傍点原著) 。

まず7ロイトは「数多くの何か薄暗い感情の力」

を強〈感じるのだと記している。これはジェームズ

と同様に、活力的であればあるほど言葉に表すこと

が難しくなるような、能動的で力強い支えとなるよ

う な ア イ デ ン テ ィ テ イ の 感 覚 を 示 唆Lて い る

(Erikson. 1968:訳書13) 。次に「内的アイデンテ

イテイの意識」 に関して、フロイトのいう「ユダヤ

人にのみあてはまる共通の精神構造を含んだ心安ら

かな私事に関する意識」 とは、単に「精神的」 なの

ではなく、また単に「私的」 なのでもなく、それを

分有しあっている人々のみが理解できる、概念的で

はなく神秘的な言葉によってのみ表現可能な深い共

同体感を表している(Erik剖n.1968訳書12) 。
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エリク ソンによれば、 7ロイトの「内的アイデン

ティティの意識」 には、 長い迫害の歴史と機会制限

という否定的性向のなかで達成された、 彼の才気あ

ふれる自由な思索にもとづく苦い 自尊心が含まれて

いる。 引用の冒頭部分からもわかるように、 7ロイ

トはただユダヤ人としての民族的意識や熱狂に迎合

したのではなく、 むしろそれへの傾斜を抑制している。

一方で、 彼個人の天賦の才能によってなされた思索

的達成は、 彼が支配的集団から抑圧の対象とされる

ユダヤ人であるという否定性を克服させ、 逆にその

肯定的性向を彼に宿す。 このような相関のなかで、

7ロイトは強固なアイデンティティを獲得したとい

う誇りを、 「団結固い多数派」 のような支配的なア

イデンティティからの内的解放として見出している

(Erikson， 1968: 訳書13-14)。

ジェームズと7ロイト両者の手紙は、 上野が問題

とした「統合仮説」 をエリク ソンがどのように考え

ていたのかということ、 そしてホールのいう「出会

う点、 縫合の点」 としてのアイデンティテイの内実

を理解するための契機となる重要な示唆を含んでいる。

アイデンティティとは「役割」 や 自意識十分な「外

観」 、 単に力んだ「姿勢」 にその本質があるのでは

なしまた静態的で不変なものとして「達成」 きれ

るのでもない (Erikson.1968: 訳害16)。 エリク ソ

ンが論じようとしたアイデンティティとは、 与えら

れた社会的同一性を無批判に取り込み、 自らの個人

的同 一性とすることではなかった。 エリクソンが照

射するのは、 どのように人々が個人の核心およびか

れの共同体文化の核心に「位置づけられ」 るのか

(Erikson. 1968: 訳書15 傍点原著)、 つまり、 それ

ら 2 つの核となるものの困難な交渉のプロセス、 ま

たそのプロセスとしてのアイデンティティである。

7ロイトの例に沿えば、 ある歴史的、 社会的相対性

のもとで彼の思索的な「実劇があり、 そのような「実

践」 が彼をユダヤ人であることの選択的特徴と肯定

的に結びつけていること (1縫合J)、 そしてこの

ような「縫合」 と「実践」 によるアイデンティテイ

の感覚が、 彼が「苦難だらけの人生行路」 と振り返

る「過程」 を通じて見曲されていることがわかる。

このような「実践」 、 「縫合」 、 「過程」 という

3つの項目は、 青年期についてのエリクソンの議論

からもみてとることができる。 青年期に到来すると

される「アイデンティティ混乱」 は、 身体の生理的

な変化や職業的規範などと、 これまでに積み重ねて

きた自分 自身の斉一性とをどう結びつけるかという

問題として立ち現れてくる (Erik悶� 1950 :訳書 (1)

335-336)。 深い混乱に対して、 青年は誰かに導いて

もらいたいという思いから忠誠の対象を探すことや、

逆に役割の拒否、 さらには逸脱行為に顕著な一貫し

た反抗などといった (脳同地面k田� 1997:訳書掲)

様々な試行錯誤の「実践」 を行なう。 試行錯誤に伴

う葛藤の増大は、 新たな不安や葛藤を生み出すと同

時に新しい機会や集団を探求し、 そこに参加しよう

とするような自我機能の拡大を支持するものとなる。

つまりそれはジェームズの手紙にも表されていたよ

うな「やってやるぞ」 といった試行錯誤の「実践」

に不可欠な要素としての自我の積極的剖働性包極m

1968・訳書224-225)のことを指している。

こうした「実践」によって、 人々は他者や社会と「縫

合」 きれる。

エリクソンにとって、 アイデンテイテイとは 自我

が特定の社会的現実の枠組みのなかで定義されてい

る 自我 へ と 発 達 し つ つ あ る と い う 確 信 の 感 覚

(Erikson. 1959: 訳書10傍点筆者)であり、 発達の

大半は 無 意 識 的 な も の と し て 一 生続 い て いく

(Erikson. 1959: 訳書149)。 エリクソンはアイデン

ティティ形成を社会的同一性にはたらきかけつつ、

個人的同 一性を更新していくような、 自我の能動性

によって継続される動態として明確に意図している。

船津によればミード (Mead.1934=1973)の絶対的

な能動性としての「主我 (1)Jとは「創発的内省
(emergent陀flexivity)Jのことであり、 それは他

者とのコミュニケーションによって 自己を対象化し、

自分の内側を振り返ることで何か新たなものが生み

出きれることを意味している。 他者の期待の検討、

修正、 変更、 再構成から、 他者の期待に応え返すこ

とで意味が共有され、 自分はもとより他者や社会に

も変容をもたらしつつ、 すべてを同質化するのでは

ない独自性、 主体性が生産される (船樟" a旧5: 153-1弱)。

エリク ソンが区別する「 自我」 と「 自己」 は、 それ

ぞれミードの11 (主我)Jと Ime (客我)Jに対

応している (上野，ax>5:θo 青年の試行錯誤の「実

践J による「縫合」 とは、 他者に働きかけ、 また働

きかけられるという一連の相互行為のなかで「これだ」

と 自分で認められるような、 問主観的に構築、 再構

築されていく「最も深い原劃の発見を意味している。

青年にとって重要なのは、 そのような試行錯誤の「実

践J による「縫合」 の「過程」 を、 自分にとって覆



すことのできないものとして、 時には誇りを持って

まで応諾できると感じられるかどうか、 「 自分はど

こに向かつて進んでいるかがよくわっている」 とい

う意識や 自分は重要な人々から認めてもらえるだろ

うといった確信などのような (Erikson.1968・ 訳書

348-349)、 心理社会的な安寧感として体験される最

善のアイデンティティの感覚(EriI醐� 1拙訳曹'Zn)

を得ることができるかどうかということである。 エ

リクソンはアイデンティティにとって決定的に重要

なこの感覚を「パーソナリテイの統一性」 と呼んだ

(Erikson. 1968:・訳書349)0 rパーソナリティの統

一性J について、 エリクソンは統一されたパーソナ

リティとは他のものと結びつけられるに足るほど独

自のものでなければならないと強調する7包量田� 1�胎

訳書343 傍点筆者)。そうした一見語義矛盾する、

エリクソン 自身の言葉によると「わけのわからない」

統一性とは、 個人的同一性と社会的同一性との単な

る一致やどちらか一方への傾倒ではない別の統合の

あり方を示している。

個人性と杜会性との縫合と同時に、 エリクソンの

アイデンティティ概念では「生ける斉一性と連続 配

(Erikson. 1968: 訳書9)としての様々な社会的場面

における過去から現在までの 自らの行為を「縫合」

することも重要である。 r脱アイデンティティ』に

おいて唯一明確にアイデンティティ概念を支持する

斎藤の議論が、 このことの理解に手掛かりを与えて

くれる。 斎藤はアイデンテイティの問題を解離現象

として捉え、 その精神医学的な理解としてパトナム

(Putnam . 1997�2001)による「人格」 についての

説明を挙庁ている。斎藤によれば、 パトナムは「人格」

をいくつかの離散した行動状態というモジュール (構

成要素)の集合体と考える。乳幼児期にはごく単純

なモジュールの組み合わせが、 発達とともに次第に

複雑化し、 それは一種の「行動建築」 ともいうべき

システムを形成していく。 この 自己組」織化するシス

テムの総体が、 われわれの「人格」 であり、 「行動

建築」 が形成されない状況が解離現象だとされる舗

藤. 2005: 143-144) 0 r行動建築」 というこの卓抜

な表現について、 建築物としての「人格」 を構成す

る様々なモジュールとは、 それが 自己組織化されな

い状曹においては上野が主張する複数の多元的な 自

己に対応しているものと考えられる。

時代の変化や 自らの心理、 生理的な変化にも関わ

らず 自己が一貫しているという状態を通時的同一性、
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いかなる状況や他者に対しても同様に振舞えるよう

な 自己としての統合を共時的同一性として定義する

ならば、 「行動建築」 とはそれらのような同一性を

要請するものではない。 r:掲劇と「縫合」の「過程む

においては、 状況や時間に応じて異なる多元的な自

己が含みこまれている。多元性、 複数性を帝ぴた構

成要素としての自己を「人格」 としてまとめあげる「行

動建築」 とは、 未知数の潜在可能力のなかから次々

と新たな我を抽き出し、 人聞を防衛的、 受動的存在

以上の何ものかにする 自我の統合化機能(栗原，

1982a: 14-15)の産物ではないだろうか。エリクソン

の言葉に準じて、 パーソナリテイ (人格)が統一さ

れた状態を「人格的統合」 と定義すると、 「人格的

統合」 を基底とする 自我アイデンティティとは実存

の本質的基盤としての様々な自己全てを経験したこ

の「和、 様々な 自己全てを意識しうる「秘という、

意 識 的 連 続 性 を 持 っ た 「 私 J の 感 覚

(Erik田n&Erikson.1997:訳書122-123)のことを指

しているといえる。

エリクソンのアイデンティティ理論における他者

や社会に働きかけ、 また他者から働きかけられる試

行錯誤の「実践」 による「縫合」 、 そして 自分にと

って最善のアイデンティティの感覚に近dρていく「過

釦のなかで「副をまとめていく「人格的統合」 は、

全て彼の述べる 自我アイデンティティの重要な特徴

となっている。 つまりアイデンテイテイが「統合」

されるとは、 本質主義的アイデンティティにおいて

想定されていたような、 パラダイムの外側にある個

人的同一性と社会的同一牲のいずれかに迎合して「誰

かになる」 ことではない。それは「実践」 と「縫合」

の「過程」 という動態のなかで「私になる」 ことで

あり、 まとまりのある「私」 を他者に伝えられるよ

うになることなのである。

N_ r脱アイデンティティ」自由から見曲される
新たなアイデンティティ

アイデンティティ統合への欲求が高まるなかでホ

ールが再生しようとするアイデンティティは、 本質

主義的視座を超えた先にある「出会う点、 縫合の点」

において、 様々に断片化、 多元化した自己のあいだ

の欠加や分割を越えて、 主体が 自らの道程を受け入

れるためにとらざるをえない位置として論じられる



74 

(Hall. 1996:訳書16)。 そこでの主体とは呼びかけ

られる試み、 語りかける試みと、 それに応える過程

のなかで問主観的に構築される主体であり、 前節の
議論から鑑みるに、 ホーJレの議論はエリクソンの自

我アイデンティティ論に符合するものとみて差し支

えなかろう。

本節では、 ホールとエリクソンのいうアイデンテ

イテイの視点から、 『脱アイデンテイティ』の議論

を改めて読み解いていく。 r脱アイデンティティ』

に所収された各論からは、 本質主義的なアイデンテ

イティからの脱却と「戦略的・位置的」 なアイデン

ティテイの希求を見てとることができる。ここでは鄭、

小森、伊野、 浅野による各論考を例として取り上げるロ

在日韓国人 2 世である鄭が論じるエスニックマイ

ノリティにおけるアイデンティティの問題とは、 要

請されるアイデンティティを確立することでも、 そ

こから解放されることでもなしまた複合的アイデ

ンティティと名づけてそこに軟着陸することでもな

い (鄭. 2∞5: 228)。 近代国民国家によって「何者

かになれ」 と要請きれながらも (鄭. 2005: 210)、

「在日韓国朝鮮人」 や「韓国人」 のようなナショナ

ルアイデンティティとはあくまで「相対的なもの」

に過ぎない (鄭. 2∞5: 204)。むしろ問題は表現す

ることによって生起する、 自分をどこにも位置づけ

ることができない「私J (鄭. 2005: 237)に関わって

くる。 支配側の言語である日本語を用いて政治的運

動を行なうことに葛藤を覚えながらも、 心の奥深く

に抑えられていた「伝えたい」 という切望の感情を

もって、 「私」 が聞く側とつながり、 受け入れられ

ていることが実感できたと鄭は振り返る ( 鄭 ，

2005: 22仏 222)。このような「私」 とは、 前節にみ

た「実践」 と「縫合」 の閥主観的な実践のなかで受

け入れることのできる「私」だといえる九

国文学者の小森もまた、 言語や文化を本質主義的

に理解することでアイデンテイテイを見出そうとす

る主体を、 容易に他者を排除する暴力の主体に転換

するものとして拒絶し、 「脱アイデンティティ」 を

選ぴ取ることによる人格の連続性を実現していきた

いと述べている(小森， 捌Eお 5)。小森のいう「人

格」 には、 環境や外界に対する 1 人の人間の独得な

適応の仕方を規定する心理的、 生理的な諸々の系の

カ動的なシステムという合意がある(小森. 2005: 250 )。

小森は2001年以降に起きた囲内の日本語ブームを「病

理的な思慕」 として例に挙げ、 過去への回帰を欲望

するのではなしあえて明確に過去を想起し、 それ

を拠り所として現状にどう立ち向かうかを判断する

こと、 そして明確な態度を遷ぴ取り、 実践的な行為

としてその態度を生きるべきだとする(小森， 宜防 ・ 却 )。

このような小森のいう「人格の連続性」 とは、 「人

格的統合」のなされた意識の連続性としての「刷、

ジェームズの手紙にみた能動的な「真実の私」 と軌

をーにしている。

伊野は日本の男性同性愛者の事例をもとに、 アイ

デンティテイがマイノリテイの政治的実践にとって

一定の成果を挙げてきたとしながらも、 アイデンテ

イテイの政治が境界の外には異質性を、 内に対して
は同質性を強いるものだったと指摘する(伊野，

2∞5・ 43)。伊野のこのような問題提起の背景には、
彼が行なったインタピュー調査のなかで、 「ゲイ」

や「同性愛者」 のようなカテゴリーと結びつけるだ

けでは語りつくせない自己の複雑な様相が確認され

たことが挙げられる (伊野. 2005: 46)。 例えば向

性愛者のアイデンティティ獲得平抵抗をめぐる議論

のなかで積極的に意味づけられてきた「カミングア

ウト」 について、 対象者のなかには自らの性的傾向

を公にはしないが否定もしない、 あるいは場や状況

に応じた態度の使いわけなどの戦略が看取される (伊

野. 2005: 62-63)。そこにはカテゴリーをもって自

己のアイデンティティを語るときに、 「どうしても

自己を語りつくせない感覚」 や「アイデンテイテイ

を強要される窮屈さJ(伊野. 2∞5: 6ι67)として

の統合を前提とした概念的な限界が介在していると

される。伊野の事例からは、 与えられたカテゴリー

という本質主義的な差異に固定化されることのない

戦略的・位置的なアイデンティティの希求が導出さ

れる。

浅野が検討するのは、 自分自身について語ること

でアイデンティティが構成されるとする物語論の妥

当性、 特に 1 つのプロットによって過去から現在が

一貫したものとして覆われるという、 物語論に共通

する認識の現代日本社会分析に対する妥当性である (浅

野. 2005: 77-79)。浅野は若者の意識調査結呆をも

とに、 人々が状況に応じて複数の顔を持ち、 かつど

れも嘘や仮面ではないという、 自己の多元化した状

況を指摘する (浅野. 2005: 80-86)。しかし自己の

多元化に際して論じられるべきは、 自己の物語が「一

冊の自伝」 に収まらない困難なものであるとするこ
とではなく、 様々な自己を物語る新しいマネージメ



ントの産自についてであると浅野はいう (浅野，

2005: 93)。浅野の議論は、 1 つのプロットによっ

て一貫した物語という通時的同一性から脱し、 多元

的な自己をまとめあげて語ることのできる「人格的

統合」 への転換に向かっているように考えられる。

このようにみると、 『脱アイデンティティ』にお

ける各論は、 本質主義的なアイデンティティから脱

するとともに、 それとは異なる主体のあり方、 すな

わち「人格的統合」 に根差したアイデンティティを

示唆している。本稿の最後に、 次節では現代日本社

会において他者に働きかけ、 また他者から働きかけ

られる「出会う点、 縫合の点」 としての自我アイデ

ンティティが希求きれているということを例証する

いくつかの議論を提示していく。それによって、 現

代日本社会を分析する概念としてアイデンティテイ

が有効であることを確認したい。

v. 現代日本社会において希求されるアイデンティティ

2003年に上梓された『現代日本人の生のゆくえ一

つながりと自律』は、 Eでリスク 杜会の到来とし

て挙げた経鞠Z況や未曾有の天災、 度重なる凶悪華料半、

あるいは地縁、 血縁といった人間関係の堅固さの弱

体化に象徴されるような1990年代以降の日本社会の

揺らいだ状況を踏まえて、 次世代の日本に生きる人々

の生き方、 心のあり方を、 聞き取り調査によって明

らかにすることを目的に編まれている (宮島・島薗，

2003: 1-3)。調査結果から編者である宮島と島薗が

析出する「自律」 と「つながり」 への意識の高まり

について、 「自律」 とは個の自由をかけがえのない

価値とし、 その自由のあり方に自覚的に規範を設け

たうえでその自由を尊ぴ実践するような、 現代日本

社会において人々のあいだで広まっているとされる

意識を指している。また「つながり」 とは、 「自律」

が拠所のない孤独あるいは他者や集団への批判性の

ない追従に陥らないための他者や社会との結ぴつき

であるとされる (宮島・島薗. 2003: 14-17)。今日

の社会における「自律」 が、 既存の固定的な関係干

しがらみ「からの自由」 として意識される度合いは

薄い。人々曲評価、 熟慮すべき圧力キ規範由主多様化、

複雑化している状況下で目指される「自律」 とは、

多様な他者との「つながり」 のなかで実現されるよ

うな「自分らしい」 あり方として表象され、 「つな

がり」をもつこと「への自由」という側面を苧んで
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いるものだとされる。したがって、 「つながり」 に

おける他者とはお互いの価値観の違いや異質性を前

提にしたものであり、 人々はそうした他者性に対し

て十分に意識し、 そのうえで自らの人生を支え、 意

義深いものとするものとして自覚的に責任を負うも

のとして「つながり」を求めようとしていることを

調査結果は示している(宮島・島薗. 2003: 21-22)。

宮島と島薗の調査は、 近代の本質主義的な価値規範

から離れたところに立ち上がる「出会う点、 縫合の刺

としてのアイデンティテイが、 現代日本社会におい

て広汎に求められている状況にあることを実証して

いるといえよう九

地域社会学の分野、 おもにボランティア論におい

ても、 同様のアイデンティティ希求の事象が論じら

れている。阪神淡路大震災の被災者救援活動を対象

とした調査から、 似田貝は近代社会の主体論の前提

とされてきた再帰的で「強い存在」 とは異なる、 否

応なしに他者からの働きかけを受けつつ、 他者に働

きかけるという〈受動的=能動的主体性〉を称揚し

ている (似田貝. 2ω8: xix)。似田貝によれば、 主

体とは単独では立ち上がることはできず、 またそれ

はただ呼びかけられるだけの存在でもない。それは

他者からの/への働きかけによって、 そのつどの必

要に応じて生成される他者との接触の「具体的、 一

時的、 局所的」 な同時性(似田貝. 2008: 23)のな

かで、 自他相互に「生の固有性」 を保ちながら立ち

上げられていく。またこのような関係は互いの他者

性を排除しないため、 根源的な同一牲を形成しない (似

田貝. 2008: 22)。似田貝の議論は、 近代が要請し

てきた本質主義的、 集団的アイデンティテイから脱

した先において主体を立ち上げるための、 「出会う点、

縫合の点」 としてのアイデンティティの可能性を見

出しているといえる。

エリクソンのアイデンティティ論を支持する栗原

もまた、 ボランテイア活動という空間のなかに、 活

動の喜ぴの源泉としてのアイデンティティを見出す。

栗原によれば、 アイデンティティとは他者とのアク

チュアリティ (相互活性化)(栗原. 1982b: 288) 

の所産として、 多層的な他者と社会関係が交差し、

往き交い、 繋留する場や時のなかに浮上してくる (栗

原. 1982b: iv)。逆にアイデンテイティの危機とは

個人生活史に意味をもたらすような展望を欠き、 他

者と生き生きとした関わりを持てないことを指して

おり、 危機に際して人々はそのような関わりを新た
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に見出していかねばならなくなるQ栗原. 1 袋滋: 9) 。

栗原は個が生かされながら他の人と共働する結び合

いを「ネットワークする」 という意味で「ネットワ

ーキング」 と呼んでいる(栗原. 199仕 114) 。ネッ

トワーキングに特徴的なのは、 自他の生き生きとし

た活力量激発し合う相乗性である保原，閣議115) 。

栗原はボランティア活動について、 それらの活動を

通じて人々は 1 つに融合するのではなく、 それぞれ

のアイデンティティの違いを保ちつつ自在に結びつ

いたり離れたりしながら、 「善意」 や「奉仕」 では

なく「自発的」 に企てを実現していくと逮べているG栗

原. 1996: 12 泊)。ボランティア活動に参加する若者

の多くは、 活動参加の理由を「面 白いから」 と答え

るという。それはともに身体を動かす他者とともに円

自分も他者も元気の出ることに向かうからであり、

ボランティア活動は決して一体化できない他者とと

もに、 肩を並べて、 それぞれの自己を越境して、 よ

りひろやかな広場=アイデンティティへと抜けてい

く行為となる(栗原. 199: 121) 。それぞれの自己

を越境したアイデンティティとは、 「出会う点、 縫

合の点」としての自我アイデンティテイのことであり、

そのなかで活力的で能動的な主体が立ち現れる。

これらの議論を踏まえて考えると、 上野が能動性

をもっ自我(主体) を捨象することで「脱アイデン
ティティ」 を唱えたことには改めて違和感を示きざ

るをえない。主体性を失ったままただ周囲の状況に

応じていくことが現代に適合的な生き方だというの

なら、 それは主体として責任を負い「誰かになれ」

という近代が要請してきた規範から、 「誰でもなく

なれ」 という主体性を失わせる規範への退行になる

だけではないだろうか。多様な関係性のなかで「縫合」

されるアイデンティテイによる主体というものが見

込まれでもいいはずである。

「出会う点、 縫合の点」 のような相互にアイデン

テイテイを立ち上げていくことのできる自他関係の

機会は、 パ ウマンが述べるように今日の社会におい

ては限られたものなのかもしれない(Ba四mn. 笈川4:

訳書11 0) 。しかしそれでもパトラーの以下の記述

のように、 他者とともにあること、 他者に呼びかけ

また呼びかけられることで、 われわれは「私」 を十

全に語ることのできる、 「出会う点、 縫合の点」 と

しての自我アイデンティティへと聞かれる。

私たちを形成しているものが (中略) 他者によっ

て解体されることは根本的な必然性であり、 確実に

普しみである。しかし、 それはまたチャンス 呼び

かけられ、 求められ、 私でないものに結ぼれるチャ

ンスでもあり、 また動かさ:tL，行為するように促き:tL，

私自身をどこか別の場所へと送り届け、 そうして一

種の所有としての自己充足的な「私」を無効にする

チャンスでもある。もし私たちがこうした場所から

語り、 説明しようとするなら、 私たちは無責任では

ないだろうし、 あるいはもしそうであれば、 私たち

はきっと赦されるだろう(Butler.2∞5:訳書2 48) 。

アイデンティティとは、 それは自己の奥底にある

内面的なものではなく、 実際の他者との具体的な相

互行為とその積み重ねのなかで突然もたらされるよ

うな、 自分の意識だけではどうにもならないもので

あり、 だからこそその獲得には困難が伴う。しかし

われわれは「私」 を紡ぐことを日本社会に生きてい

くなかで強〈求め、 また際限なく続いていくアイデ

ンティティへの欲望(斎藤. 2 00ま164) に突き動か

されている。そのようななかで、 アイデンティテイ

の分析概念としての重要性は、 これまで以上に様々

な対象や領域にわたって高まり、 また精査されてい

くのではないだろうか。

注

1 上野のいう断片化した社会生活を横断して暮ら

す人格類型とは、 リフトンが提唱するような個人

の内面的安定性や無変化性と社会制度との結ぴつ

きが流動的となった時代に生きる「プロテ ウス的

人間」 という個人像 (Lifton.1969 訳書47-49) に

対応している。プロテウス的人聞は自己の諸要素

が価値を持っているか否かを判断し、 価値がなけ

ればそれを容易に変化、 修正させながら社会を生

きていく(Lifton.1969: 訳書7 0) 一方で自分の世

界に一貫した感情を渇望しながらも(L泊四.1969:

訳書71) 、 自分が無価値であるといった意識、 あ

るいは社会に対する不安や憤怒を抱えているとさ

れる (Lifton.1 969:訳書担割。このことは、 人々

が抱えるアイデンティティの希求とその困難さを

指し示している。

2 哲学の領域においてはデカルト以降の西欧の形

而上学の中心にある自ら支える主体という考え方

への包括的批判が進められ、 精神分析の影響を受



けたフェミニズムにおいては、 主体性の問題およ

び主体性が形成される無意識のプロセスが探求さ

れた。そのほか民族的、 人種的、 同家的なアイデ

ンティティに対して、 カルチユラJレスタデイーズ

が反本質主義的な立場から批判をおこなった

(Hall. 1996: 訳書7) 。

3 岸によれば、 自己の物語を語るものとしてのア

イデンテイテイは、 不確定な未来に開かれている
だけではなく、 語りつくせない自己をも舎み、 断

片的に引き裂かれたものとしての不可能性によっ

てしか指し示すことがない。したがってアイデン

ティテイは語られた自己と自己そのものの距離を

表す違和感としての自己差異性として、 流動化し

た社会状況を表現する概念となったとされる (岸，

2008: 44-45)。しかしホールが主張するのは、 そ

のような語れなさを含みこみながらも、 言説のな

かに主体をうまく節合もしくは「連鎖化」 させた

結果としてのアイデンティティである (HaU.1996 

訳書 15-16) 。

4 ただしここで「自己の物語」 についてギデンズ

が仮定しているのは、 自己の行為すべてをモニタ

リングしその責任を負うことのできる再帰的な個

人像であり、 それは極端に「エリート主義的」 で

あるために、 現実的な普遍性は乏しい (樫村，

2002: 222-223) 。このような樫村の批判は、 ギデ

ンズが近代化の進行によって人々の関係の仕方が

「純粋な関係性」 に近づいていくと述べている点

にもとづいている。 I純粋な関係性」 とは、 社会

的・経済的生活といった外的条件につなぎとめら

れていない、 お互いのコミュニケーシ ヨンが双方

に利得をもたらすがゆえに持続される、 情緒的コ

ミュニケーションにもとづく関係として定義され

る (Giddens.19ω.訳書125)0 I純粋な関係性」

は意味のあるライフスタイルを分かち合うための、

関係への自発的なコミットメントによって成り立

っており、 そこでの自己啓発と他者との関係発展

とが結合した過程を通じて、 自己アイデンティテ

ィ構築がなされるという (Giddens.1991 訳書103
- 109) 。しかし「純粋な関係性」 は誰かを遷択

することや関係についての責任あるいは評価を、

自らの行為を全てモニターし責任を負うことので

きる「再帰的な自己」としての個人が引き受ける

ことを前提にしている (樫村. 2002: 217) 。それ
に対して樫村は精神分析の見地から、 外的につな
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ぎとめられない自発的な関係において「なぜ私を

選んだのか」 という個のかけがえのなさへの聞い

は回答不能であるとし、 よって実際に人々が関係

にコミットするためには、 関係の還択に対する明

示的な説明がいちいち必要でないような出会いの

継続と、 それによる固有の記憶を蓄積、 共有する

ことが必要になると述べている (樫村. 2002: 224-

226)。

5 7イデンティティには「同一性」 ゃ「存在証明」

などの訳語が与えられており、 上野は自身の論考

のなかで「同一性」 と「アイデンティティ」 を互

換的に用いるとしている (上野. 2005: 4 ) 。

6 このことは『心理学辞典』においても明確に記

されている (宮下. 1999: 4)。

7 社会学においても、 アイデンティティは他とつ

ながること (一体化)、 自分らしくあること (個

性化) という相異なる心の動きを表す、 また社会

学が生きた現実性を持つために欠かせない概念と

され、 個体の様々な欲求がある形に統合された人

格と、 社会平文化がどのように関わっているかを

論じてきた (草津. 1995: 85-86) 。社会学で論じ

られるアイデンティティとは、 逆説や両義性、 履

味きあるいは揺らぎを含みつつ、 弁証法的に形成

さ れ る も の と し て 立 ち 現 れ て く る ( 草 津，

1995: 103) 。例えばジンメル (Simmel.1957:訳

書 269-286)は、 大都市生活のなかで与えられる

刺激が個人の統合にとって脅威となりつつも、 自

由と自己形成の機会を提供するような状況のなか

での、 アイデンティティの統合とその困難きを論

じている (草津. 1995: 96) 。

8 鄭は別稿においても、 アイデンティティを持ち

たいと思うこと、 あるいはそのように強いる社会

の圧力から望ましくない自己をことごとく放逐し、

相互承認を取りつけた自己の一面を中心に据える

ことでアイデンテイテイを構築すること (鄭，

1996: 28)から、 内包する様々な自己が居合わせ、

ぶつかり、 交わるなかで発見される「私J (鄭，

l鈎6: 30-32)への転換を提起している。

9 拙稿 (浜田， 筑加9) では広島県下のトライアス

リート (トライアスロン競技者)を対象とした調

査から、 彼ら/彼女らの実践を現代日本社会にお

ける「自律」とそれを支える「つながり」の事例

として論じている。

10 エリクソンにとって、 アイデンテイテイとそ
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の確証の過程は、 身体、 自我、 社会の三重帳簿に

よって初めて記述可能なものとなるとされる(栗

原， 1996: 16)。例えば歩けるようになった幼児

にとって、 歩くということは、 身体的統御という

自己の経験の支配とそれによって得られる社会的

信望から、 自分が確実な未来に向かつて有効な手

段を学びつつあるという自尊心をもたらし、 幼児

の自我の発達に結びっく(Erik副d95α訳書(1)

302)。逆にある戦争神経症患者の事例では、 指

揮官への不信にもとづく集団恐慌、 感染症による

発熱と疲労、 そしてこれらの苦境に耐える内面的

理想を支えていた自尊心に背くような命令が下さ

払自我の均衡を崩壊に至ったこと、 つまり身体

自我、 社会の3つが互いに支え あったのではなく

それぞれのもつ危険を相互に強調し合ったことが

記されている(印刷孔195仕訳書(1)47-48)。

本稿ではこのような三重帳簿の視点、 とりわけそ

のなかでの身体の意味について議論することがで

きなかった。この点は別稿での課題としたい。

付配

本稿の執筆にあたって、 広島市立大学園際学

部の湯浅正恵教授には論文の起草から議論の方

向性や文章の仔細な表現に至るまで多大なるご指導、

ご助言をいただいた。記して深〈感謝申し上げたい。
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