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問題と目的  

 人の成長や発達を考えるとき、私たちは個体における量的で連続的な次元の

変化をイメージしがちである。しかし、人の生涯の個性化に付き添う心理臨床

においては、その過程に質的で不連続的な次元の変化の側面があることを、も

っと大切に考えてみる必要があるのではなかろうか。本論文は、そのような側

面の中で、人がどのように「自分」との関係を発達させていくかを主観的体験

として捉える「自我体験」という概念を取り上げ、それがライフサイクルの各

時期の人々にどのように生起するのかの解明を通して、子どもから成人に至る

までの幅広い人々に、心理臨床家として関わるときの有効な視点を提出するこ

とを目指すものである。  

自我体験（ Ich-Erlebnis）とは、そのルーツをたどれば、Bühler, Ch.（1921）

や Spranger, E.（1924）をはじめとする 20 世紀初頭のドイツ青年心理学者が

導入した、児童期から青年期初期への移行期における心の構造の質的変容の体

験を意味する概念である。直訳すれば「私‐体験」であり、「自我の発見」ある

いは「自我の覚醒」とも言われた、主体としての＜私＞に気づく現象を指す。  

それまで無邪気に世界とつながっていた子ども時代の私は、あるときふいに

「なぜ私は私なのか」「なぜ私はここにいるのか」「私はどこから来てどこへ行

くのか」と自分自身に問いかけ、またそのように問う自分に気づくことを通し

て、主体としての＜私＞に出会う。自己が二重化し、私を対象として見つめる

＜私＞が生まれ、世界から切り離された孤独を感じるのである。それは、言語

的な内的対話という思考の様相をとることもあるし、急に見え方の変わった世

界への驚きや恐怖のような、感覚・感情の体験という様相をとることもある。  

自我発達には、自我が芽生え、自他の区別が可能になる幼児期初期と、抽象

思考が可能になり自己を対象化できるようになる児童期から青年期初期にかけ

てと、2 つの発達段階の節目があるが、その後者の節目における主観的な変化

が、上記のような体験として深く記憶に刻まれる場合があることに注目し、

Bühler らはそれを「自我体験」と名づけた。  

作家や心理学者の自伝的著作の中に、自我体験として理解できるエピソード

が登場することはめずらしくない。たとえば Jung, C. G.（1963）は、12 歳頃、
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不登校を克服した後の通学途上で「もやの壁」から現れた「自身
．．

」と出くわし、

「今や、私は私自身
．．．

なのだ！」と天啓のように悟った瞬間の体験を、80 歳代で

出版した自伝に記述している。このとき出会った「私」と「私自身
．．．

」は、後に

「人格 No.1」と「人格 No.2」と名づけられ、その二つの人格の対抗的な動き

を全生涯にわたって追究することにより構築された、彼の個性化論の原点と位

置づけることができる。  

わが国でも 1930 年代に、日記や手記の分析による自我体験の研究が行われ

た時期があったが、戦後の心理学は実証主義が趨勢となり、「私が＜私＞とどう

出会うか（＜私＞とどう関わるか）」というような主観的な題材を扱うことは、

長くタブーとなった。しかしながら、私が＜私＞をどう発見し、違和や断絶を

感じ、あるいは受け容れ、どのように再びつながるかという体験の理解は、心

理臨床の営みにおいては避けて通れない課題である。西村（1978）が、自我体

験と離人体験の病理との近接に注目して以来、臨床心理学の領域では、自我体

験の組織的研究が蓄積されている。また、現象学的心理学の領域での渡辺

（2009）の研究、発達心理学の領域での Kohnstamm（2002）、天谷（2011）

などの研究のほか、哲学と心理学にまたがる学際的研究も進められている。  

これらの研究からは、小・中学生年代では約半数が、大学生年代でも約 3 分

の 1 が自我体験を想起でき、全ての人が通過する発達課題とは言えないものの、

準普遍的な現象として一般化しうる心理的経験であることがわかっている。さ

らに近年では、自我体験が思春期青年期特有の現象ではなく、幼児期や、成人

期以降のライフサイクル上の節目でも新たに生起することが見出されている。  

このように自我体験は、臨床心理学のみならず、教育や心理的援助にかかわ

る人々に重要な知見をもたらす生涯発達心理学の研究テーマの一つとして位置

づけられる。しかしながら、自我体験がその瞬間にはことばになりにくい主観

的体験であり、回想によってしか報告が得られない性質のものであるために、

体系的・組織的な研究を展開することが難しく、包括的な自我体験モデルの生

成や構造の理解には至っていない現状がある。これは、諸外国でも同様である

ことが確認されている（Kohnstamm,2012）。自我体験の包括的な理解と理論

的構築のためには、まだまだ基礎的なデータが蓄積され、比較検討されること

が必要な段階であると考えられる。  
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そこで、本論文ではまずこれまでの自我体験研究の歴史を概観して現在の到

達点と課題を整理し、その上で、筆者の規定する自我体験について、１）筆者

のいくつかの調査研究から得られた基礎的なデータを提示し、２）併せて、自

伝的著作や小説・物語などに描かれた自我体験の事例を提示し、３）それらを

総合的に、ライフサイクル（生涯発達）の観点から考察することを目的とする。

とくに、ライフサイクルの時期によって自我体験の様相がどう異なるか、また

自分への意味づけられ方がどう違うか、心理臨床家として留意する必要のある

ことは何か、という視点からの考察は、まだこれまでの研究では行われていな

い新しい試みである。  

 

方 法  

 本論文では、文献の展望と、以下のデータ分析を通した考察を行う。  

１）中学生・高校生（1982 年）、小学生（1984 年）、大学生（2003 年）を対

象に、筆者が作成した「自我体験」の質問紙調査を実施した結果を、対象年代

順に各章で提示し、数量的分析と自由記述の分析を行う。また、小学生では言

語的記述能力の制約を補完するためと、自我発達段階との関連をみるために実

施した「風景構成法」、中高生では自我発達段階との関連をみるために実施した

「Loevinger の自我発達測定 SCT」の結果を示し、作成した質問紙の併存的妥

当性を検証する。さらに、先行の諸研究を参考に、中高生版の自我体験質問紙

を改訂して、1982 年の筆者の調査と同じ対象校の中学生・高校生（2005 年）

に実施した結果を提示し、今日的な自我体験の様相について考察する。また、

経年比較の可能な部分について両者を検討し、自我体験の時代による変化につ

いても考察する。  

２）児童文学、小説、自伝的著作、などから自我体験とみなせる記述を抽出

し、体験年齢と想起年齢、体験内容等とその後の作者（主人公）への影響につ

いて、類型化と分析を行う。  

 

結果と考察  

 各章の内容と、そこで見出された結果、及び考察された要点については、次

の通りである。  



4 
 

序章では、本論文が扱う「自我体験」がどのような主観的体験を指すかにつ

いて、典型例を通して提示し、また論文全体の構成を示した。第 1 章では、ド

イツ青年心理学以後の自我体験研究の歴史を概観し、現在の到達点と、概念的

規定や方法論上における課題が整理されている。第 2 章から第 4 章までは、対

象の年代順に、筆者が行った組織的調査の結果を示し、自伝的著作等の文献を

加えて、自我体験とそれに付随するテーマについての考察を行っている。第 5

章は、23 年後に同じ対象校の生徒に実施した組織的調査の結果を示し、自我体

験の時代による変化について検討した。  

以下に、質問紙調査研究を含む、第 2 章～第 5 章の内容を記す。  

第 2 章 子ども～前思春期の自我体験  

小学 3 年～6 年生、計 406 名に自我体験の質問紙調査を行い、さらに小学 1・

2 年生を加えた 448 名に風景構成法を行った。質問紙は、自我体験の想起を促

す具体例を掲げた 17 の質問項目に当該体験の有無を回答し、その後、自身の

体験を自由記述する形式である。体験有の合計得点を「自我体験度」とし、学

年・性別間で比較を行ったところ、全体では小学 3 年から小学 4 年にかけて上

昇し、小学 5 年で減少、その後女子は小学 6 年で再上昇するが、男子は減少が

続くという差が見られた。小学 4 年でいったん自我体験度がピークを示す結果

と、風景構成法において同時期に構成型が特徴的な視点の分裂を示す結果との

関連性については、前思春期の視点移動（自我の対象的把握が可能になる発達

的前提）という観点から考察している。また、小学校年代では、このような自

我の認知的側面の発達段階移行と、自我体験の生起が関連している可能性が示

唆された。  

第 3 章 思春期・青年期の自我体験  

中学 2 年～大学生までを対象とした予備調査を経て作成した自我体験の質問

紙調査を、622 名の中学生・高校生の女子に行い、34 項目のうち当該体験有と

回答した合計得点を自我体験度とした。自我体験度は学年とともに上昇するが、

その中で、想起された初発体験の時期は 10 歳頃が最も多く、その次が 12 歳で

あった。得点分布は、中 1～高 1 までが双峰で、高 2 以降の単峰と異なる形を

示した。ここから、自我体験は漸次的に少しずつ生起するのではなく、個人に

よって 16 歳頃までのある時期に集中して生起するのではないかという仮説が
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立てられた。体験のきっかけは友人を主とする他者との対立的葛藤が特徴的で、

体験時の情緒的反応は自他への否定的感情や孤立感が多く、危機事例と判定さ

れるものも 5.5％あった。一方、体験後の変化については否定よりも肯定的変

化の記述数が上回り、思春期女子は短期間のうちに、自我体験を自分の人生に

とって肯定的に意味づける作業を行っていることがわかった。また、同時に実

施した Loevinger の自我発達測定 SCT のうち、中 1・中 3・高 2 の 90 名（自

我体験度高群と低群）を抽出し、評定された自我発達段階と自我体験度の関連

を調べたところ、中 3 と高 2 に有意差が、中 1 には有意傾向が見られた。ここ

から、自我体験度の高い者は、より高い自我発達段階に至っている可能性が示

唆された。  

第 4 章 成人期以降の自我体験  

大学 2 回生～4 回生、計 168 名への 2 つの調査（①自由記述レポート、②質

問紙調査）から、想起される自我体験の具体例を提示した。初発体験は小学校

中学年（8～10 歳頃）が最も多く、想起率は②の調査において 37％に達した。

また、体験内容としては、思春期に多く記述された「孤独性」よりも、「独自性・

自律性」のカテゴリーに該当するものが多くなっており、この時期に過去の自

我体験を想起する場合、体験の意味づけが変化していることが窺えた。一方で、

鮮明で否定的情緒を伴う子ども時代の自我体験を想起し、記述した者の中に、

思春期以降に不登校などを経過した例があり、誰にも語られない「分離（断絶）」

としての自我体験が、その後の人生に及ぼす危機としての影響が示唆された。

また、中年期以降の対象について、筆者自身は調査を行っていないが、近年の

調査研究や自伝的著作から抽出された事例から、その時期に生起する自我体験

の特徴を分析した。中年期には、身体能力の衰えや社会的達成の限界への意識

がきっかけとなり、「近づいてくる死」のイメージとの関係で新たな自我体験が

生起する場合が多いこと、老年期にはさらに「そこにある死」の実感との関連

で自我体験が生起しうることが示唆された。さらに、成人期以降においては、

自我体験は自伝的記憶の一つとして、どのように想起され再構成されるかが、

その後の人生に異なる影響を及ぼす可能性について考察されている。  

第 5 章 多元的自己の時代における自我体験  

今日のわが国や欧米諸国では、ポストモダンの時代を迎え、自我のあり方が
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変化してきたことが、心理療法論や社会心理学の領域での実証的研究などから

指摘されている。複数の自分を意識的・無意識的に使い分ける「私」のあり方

が、次第に一般的なものになりつつあるという変化であり、「多元的自己」とも

名づけられている。そのような時代による変化が、自我体験の様相においては

どのように見られるかを、2005 年に 215 名の中高生女子に実施した自我体験

の改訂版質問紙調査の結果を通して検討した。ここでは、自我体験度は高 1 で

いったん減少し、分布の形状も変化していることがわかった。最も顕著な変化

は、自由記述量の減少と、分類カテゴリーの変化である。きっかけに「友人」

など同世代の他者との対立的葛藤を挙げる者は減り、自我体験による変化が「な

い」と応える者が増えたことは、今日的な思春期・青年期の人々の、他者との

関係性の変化と共に、自己内の私と＜私＞との関係のありようも変化している

ことを窺わせる。また、経年比較が可能と考えられる質問項目については検討

を行い、その過半数において該当体験「有」と回答する割合が減少しているこ

とが見出された。ここからは、今日において、自我体験が思春期青年期の自己

形成に関与するあり方が、1980 年代とは異なってきている可能性が示唆される。 

 

まとめと今後の課題  

 終章では、ライフサイクルの各時期における自我体験の特徴と、本研究で見

出された結果および今後に向けての課題をまとめている。自我体験は、ライフ

サイクルの節目でいつでも生起し得る主観的体験であり、ときに老年期になっ

ても鮮明に想起される自伝的記憶の一つと捉えられる。幼児期から児童期初期

にはヴィジョンのような瞬間のイメージ記憶として刻まれることが多く、成長

後に想起される際に、その時点の視点から言語化され、再構成されると考えら

れる。初発は児童期初期から前青年期にかけてが多く、中核的な体験は 16 歳

頃までに生起し、20 歳代のうちに収束する。成人期以降には、体験時期や内容

よりも、想起された自我体験をどのように意味づけるかが重要になる。とくに、

「分離」としての自我体験が強く刻まれた場合には、ライフサイクルのどの時

期かにかかわらず危機的性質を帯び、私と＜私＞がつながり直す過程が必要と

なる。そこに心理臨床の関与の可能性がある。今後は、実証的研究の方法論的

洗練とともに、自我体験という視点からの臨床実践の蓄積が期待される。  




