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D. W. Winnicott のの精精神神分分析析理理論論おおよよびび実実践践にに関関すするる一一考考察察 

―心が生きるための空間という観点― 
 

山岸 礼門 
 

 

 

 

1．．ははじじめめにに 
心理療法は、面接場面でのやりとりとそこで生まれる体験を介して、クライエントの心の変

化を目指すものである。その営みはセラピストが希望を持つことで始まる。クライエントの心

の変化につながるような意味ある体験がこの面接の場において起きるだろう、と信じるからこ

そ、セラピストは設定や振る舞い、関わりを調整することを通して、クライエントの心を受け

取る器を用意しようとするのである。精神分析的な立場で言えば、クライエントの心の意識的・

無意識的な世界を理解するという目的に沿って、セラピストは心理療法の場をその内的世界が

持ち込まれる場として位置づけ、面接の場の機能を維持しようとする。 

一方で、藤山（2015）が取り上げるように、心の意味ある表現を受け取る器であるはずの心

理療法の場において、むしろセラピスト自身がそこで起きていることに意味が感じられない瞬

間も多くある。語りと内省が続いているのに、象徴的に読み取れそうな遊びや表現が続いてい

るのに、何か手ごたえが感じられない、という体験はどのセラピストにもあるのではないか。

セラピスト自身の心もクライエントの心を受け取る器であると考えたとき、セラピストの心が

死んだように動かないという事態は、心理療法の場の機能が揺さぶられている状態を示唆して

いる。心理療法の場をクライエントの心の表現を受け取る器として枠づけることだけでなく、

その場の機能の達成を真摯に点検し続けることも、セラピストの仕事と言える。 

精神分析家 Winnicott, D. W. は、心とそれが表現される空間の関係に注目した重要な臨床家

の一人である。本論は、彼の理論と実践を再検討することで、“心が生きるための空間”という

観点がそこに通底していることを明らかにする。そして、その観点が心理療法に携わるセラピ

ストにとってどのような臨床的な意義を持つのか、考察する足掛かりとなることを目的とする。 

 

2．．Winnicottのの人人格格理理論論――空空間間のの萌萌芽芽 
 まず、Winnicott の人格理論に“空間”の観点がどのように含まれているかを見ていこう。 

Winnicott は小児科医として非常に多くの母子を診ながら、子どもや精神病の大人の精神分析

的な治療の道を邁進したことで知られる。分析家としての出自には、スーパーバイザーでもあ

った Klein, M. の影響が大きく、論文でも Klein 派の概念への対話がしばしば見られるなど、実

践、理論ともに彼にとって Klein の影響は大きい。両者は早期の母子関係に着目したという点

で共通しているが、その捉え方は大きく異なる。Klein が力点を置くのは、乳児の体験の中での
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母と子であり、乳児の心の中でイメージされる母親である。一方、Winnicott が注目するのは現

実の母子の関わりである。この違いは、人の心の発達が何によって始まるのか、という理解の

違いを意味する。Klein（1958）は、乳児の心というのものが、生まれたときから、本能のうご

めきとそれが喚起する不安と防衛というまとまったシステムとして機能していることを強調す

る。一方、Winnicott は現実の母子関係の重要性を強調する。なぜならば、彼にとって乳児の心

は「ある種の条件下でないと存在しはじめることはない（Winnicott, 1960b）」からだ。Winnicott

は、乳児の心が“存在している”感覚という基礎的な出発点を得るためには、特殊な“環境”

という場が必要であると説く。 

彼が考える乳児は、“存在している”という感覚を自分ひとりの力で体験する力を持ってはい

ない。Winnicott（1960b）によれば、乳児は自分の存在そのものについて「破滅の不安」にさら

されており、乳児が存在しているという感覚を持つためには必ず「抱っこ Holding という環境」

が必要である。ここで言う抱っこが意味するものは、物理的な意味あいに留まらない。それは、

乳児の心が存在しているという感覚を積み重ねていけるよう、その連続性への断絶に対する配

慮全体を指している。例えば、生まれたばかりの乳児に対する母親の没頭的な献身はまさに

holding の極まりと言えるが、 Winnicott（1956）が注目するのはそこに母親からの乳児への強

い同一化があるということである。この共感的な関わりがあって初めて、自分というものがま

とまらず、破滅してしまうという恐ろしい事態から乳児は免れ、存在しているという感覚を積

み重ねていく。holding とは単なる行為ではなく、心でもって“抱えること”と言える。 

Winnicott は、個人の人生の最初には依存が必要だと考えたが、これは破滅の不安への対処と

いう消極的な意味合いだけではない。彼は、母親に適切に抱えられることで生まれる体験こそ

が、個人が自分の人生を主体的に生きていく際の核になるとした。その核となる部分のことを

Winnicott（1960b）は「本当の自己 true self」と呼び、「本当の自己だけが創造的でありえるので

あり、本当の自己だけが実在感をもてる」と重視した。反対に、本当の自己と対照をなす自己

の側面は「偽りの自己 false self」と呼ばれ、「服従」を特徴とするその存在は「非実在感や空虚

感という結果に終わる」とされる。Winnicott は、抱えられることの成否によってこの異なる自

己の形成が左右されると考える。 

Winnicott（1960b）に沿って、これらの自己の形成過程を整理しよう。もし、抱えることが上

手く進む場合、乳児の存在する感覚の連続性を断つような侵襲的な要素は除かれる。そのとき、

乳児の身振りは乳児自身の「自発的な衝動の表現」として生じることになる。そして、その自

発的な身振りや感覚にそった適応を母親が現実として示す。こうして、「母親の表現手段を借用

する」ことで乳児に万能感の体験が生まれることになる。この相互的な体験によって、創造的

で、実在感を持つことができる乳児の自己、「本当の自己」は「生きた現実」として実現するこ

とになる。自発性に基づいて動く本当の自己は、物事と主体的にかかわる自己の側面と言える。 

反対に、母親の適応が失敗した場合には、母親が乳児に適応するのではなく、その逆、乳児

が母親からの働きかけに迎合するようになる。乳児の本当の自己は実現されない代わりに、自

己の異なる側面が形成される。Winnicott（1960b）はここに自己の分裂を見る。つまり、自己の

まとまりを脅かす侵襲に対して、自己は、その侵襲と交流する偽りの自己と、その交流から撤

退して孤立する本当の自己とに分裂する。自発性の感覚から成る本当の自己と分裂しているこ
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とによって、偽りの自己は実在感のある体験を感じることが難しいとされる。 

Winnicott が指摘しているのは、心がどのような空間に身をおくかによって、その心が生みだ

す体験の質、実在感が大きく変わるということである。人が何かを意味あるものとして生き生

きと体験できているとき、そこには本当の自己の関与があると言える。そこでは、心が自発的

に動き、何かを発見しうるようなゆとりある空間として場が体験されている。反対に、実在感

の伴わない体験が生まれているとき、偽りの自己の関与が大きいと言える。このとき、本当の

自己は偽りの自己によって守られ、孤立している。偽りの自己が交流に現れねばならないとい

う点からは、心が身を置く場所は、何かに反応して動かねばならない場として体験されている

と言えるだろう。自発的に動くことが出来ない閉塞的な空間がそこには窺える。 

 このように彼の視点に立てば、心的な体験が生きた意味を持つことが出来るかの違いは、心

がどのような空間に身をおいているかという点から理解されることになる。彼の理論の中では、

心が生きるとき、心が自発的に動いてもよいゆとりある空間が体験されている。ここで言う空

間は、Klein 派が重要視する心的空間の概念とは異なる。Segal（1991）が言うように、そうした

心的空間概念は、精神内界、つまり意識的、無意識的な心の動きが展開するための空間を意味

する。それは、言わば心の“中”にある空間である。一方、Winnicott の視点から導かれるのは、

心を包むもの、比喩的にいえば心の“外”の空間である。本論ではこうした空間を“心が生き

るための空間”と呼び、この点に注目しながら Winnicott の考えを追っていく。 

 

3．．可可能能性性空空間間とといいうう軸軸かからら見見るる人人格格発発達達  

Winnicott が考える人格発達においても、この心を抱える空間という観点は通底している。彼

の描く人格発達の図式からは、心が生きるための空間を生成する能力を個人が拡充させていく

流れを読み取ることができる。 

その流れを見ていく前に、錯覚 illusion という鍵概念に触れておこう。ここで言う錯覚とは、

ある特殊な体験の在り方であり、それは“心が生きるための空間”の中で生まれる状態である。

授乳を例にすると、乳児が抱えられている状態では、母親が乳児の自発的な求めに応えようと

して、乳房が与えられることになる。Winnicott（1958b）はここに「乳児自身の創造する能力に

呼応する外的現実があるのだという錯覚」が乳児に生まれると指摘する。母親の乳房は、客観

的に見れば、乳児にとって乳児自身でないもの、外的な対象である。しかし、万能的な感覚を

覚えている乳児の自己、つまり本当の自己から見れば、乳児の自発的な動きによってそこに創

造された対象でもある。こうような、本当の自己にとって自身が創造したと体験される対象は

「主観的対象（Winnicott, 1962）」と呼ばれる。この本当の自己による自発的な動きと、それに

合わせて差し出される現実の対象の絶妙な重なりが彼の言う錯覚の意味するところである。そ

して、心の自発的な動きの背景には、“心が生きるための空間”が生まれていることが言える。 

前章で見たように、Winnicott の考えでは、生まれたばかりの乳児の心は、自らの心を抱える

空間を自力で創り出すことが出来ず、母親などの他者によって抱えられ、心が生きるための空

間を創り出してもらうことが必要となる。Winnicott はこの依存の段階を重視しているが、それ

はここでの十分な体験、依存にまつわる確信が足場になり、次の段階への移行が始まると彼が

考えるからだ。それは分離しつつも依存を保つような関係への移行である。 
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Winnicott（1971b）は、乳児が一旦安全に生きていける感覚をしっかりと持ててくると、今度

は母親から自律して動き始めると考えた。心身の発達に応じて、乳児自身が自力で、つまり母

親から離れて何かするという動きも自発的なものとして生まれてくる、ということである。こ

のとき、その自発的な動きに合わせて、母親が適応を緩め、離れることも必要になる。これは、

それまで乳児の万能的な体験を現実化することから母親が手を引いていくことなる。この錯覚

と逆行する動きを Winnicott（1958b）は「脱錯覚」のプロセスとみなしている。脱錯覚は、主観

的対象の位置にあった対象を外的な現実のものとして人が認識することである。人生最早期の

脱錯覚では、乳児にとっての主観的対象となっていた母親がその位置から抜けていくことにな

る。つまり、自分の万能的なコントロールに収まるのではなく、客観的な現実に生きる対象と

して乳児に認識されるのである。他者と共有できる現実の認識には脱錯覚が欠かせない。 

Winnicott は、脱錯覚を徐々に進むプロセスとして考えた。そもそも、母親自身は乳児と異な

る心と肉体、人生を持つのだから、母親がひたすら子どもと同一化することは現実的に困難で

ある。常に乳児に対して完璧な適応をする主観的対象の位置に母親が居続けるのは困難であり、

適応の失敗は乳児に避けられないものである。Winnicott が注目を促すのは、この適応の失敗が

肯定的な意味を持つ過程である。母親による再びの適応によってこの失敗が修復される限り、

むしろその結果として安定感が生まれ、そこに乳児を気遣う人物が“いる”ということの理解

にもつながっていくと Winnicott（1968b）は言う。つまり、錯覚と脱錯覚が乳児を脅かさないよ

うに徐々に進められることで、自分の主観のコントロールの対象でありつつも、そこに収まり

きらない客観的な現実としても母親が“いる”という統合的な認識が安心感を伴いながら乳児

の中で少しずつ得られる、ということである。Winnicott（1971a）はこのときの母親を、乳児に

見出されるものであることと、見出されるのを待ちながら自分自身であることを「行ったり来

たり」すると表現している。これは、母親が乳児に一体化していた状態から、少しずつ分離し

ていく過程、乳児と母親という分化した存在になっていく過程と言える。 

ここで強調しておきたいのは、Winnicott は脱錯覚を発達のゴールとして重視していないとい

うことである。彼が注目を促すのは、錯覚と脱錯覚の過程が上手く進んだ際の質的な変化であ

る。先の乳児の例に戻れば、錯覚と脱錯覚が上手く進むとき、その過程を通して、母親は少し

ずつ乳児の万能的なコントロールを保ちつつそこから離れていくが、乳児自身の心は大きく脅

かされてはいない。つまり、乳児自身の万能的なコントロールと客観的な現実とのあいだにあ

る程度ズレがあったとしても、乳児の心は自発的な動きが出来るようになっている、と言える。

ここに生まれている“あいだ”を Winnicott（1971a）は「可能性空間 potential space」と名付け

た。心が自由に動くことが出来る空間、つまり“心が生きるための空間”が現実の場面と重な

っている状態を、可能性空間が現れている状態と見なすことが出来るだろう。 

Winnicott（1971a）は、可能性空間における人の体験の在り方を「遊ぶこと playing」と呼ぶ。

そこでは、主観的な万能感と客観的現実の事物に対するコントロールとが絡み合うその相互作

用の「不確かさ」は、その個人にとって外傷的なものとして迫るのではなく、むしろ創造的な

ものとして楽しまれている。乳児と母親の例に戻れば、二人のあいだに可能性空間が生まれて

いくことは、それまでの乳児にとって“存在すること”や自発性の感覚を損なうものとして感

じられていただろう母親の動きが、むしろそうした感覚を与えうるものとして乳児にとって体
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Winnicott（1971b）は、乳児が一旦安全に生きていける感覚をしっかりと持ててくると、今度
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Winnicott（1971a）は、可能性空間における人の体験の在り方を「遊ぶこと playing」と呼ぶ。

そこでは、主観的な万能感と客観的現実の事物に対するコントロールとが絡み合うその相互作
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験されるようになっていることを意味する。生き生きとした主観的な実感を持って体験できる

客観的な現実の幅が広がっている、とも言い換えることが出来るだろう。Winnicott の考えの力

点は、脱錯覚により錯覚が消失することではなく、ほどよい脱錯覚に伴い、不確かながらも個

人が錯覚を体験しうる領域、可能性空間に幅が生まれていくことと言える。 

そして、可能性空間の生成の重要な地点が「移行対象（Winnicott, 1958b）」である。それは毛

布や人形だったりするが、初めて乳児が所有する“自分でない”対象という位置付けがその特

徴である。母親に見守られながら、乳児はこうした対象を見出し、自由に愛し、突き放し、遊

ぶ。単なるモノは、母親のように乳児に同一化しようと動くわけではない。にも拘わらず、そ

れに対して乳児が錯覚の体験を創造している点が重要である。移行対象は、自分の心が生きる

空間というものを乳児が自分自身の力でモノとの間に創り出せるようになった契機として捉え

ることが出来る。こう捉えることで、Winnicott（1958）の考え、移行対象は脱錯覚の果てに「文

化的領域」の広がりへとつながるという考えがより理解できるものとなる。つまり、移行対象

で十分に遊ぶことを通して、外界との接触において乳児は安全かつ創造的な感覚を得ることが

でき、その感覚が足場となり更なる探索が促される。 

こうした可能性空間の広がりの先には、ある地点が待っている。それは、母親といながら“一

人で”遊ぶことができるようになることである。この段階の幼児の近くには母親がおり、必要

になれば母親が自分の求めに応えてくれるだろうという確信を幼児は持っている。だからこそ、

幼児は母親との関わりから離れ、自らのパーソナルで創造的な世界を遊びの中で広げることが

できるようになっている。注目すべきは、母親との関わりから離れて、幼児が一人でいるとい

う点である。Winnicott はこのように“一人でいられること”を重要な能力と考える。その能力

の獲得は、ある達成を意味する。これまでの段階では、程度に差はあれ、母親による適応が“あ

る”ことで、可能性空間がそこに生まれていた。一方、今や母親の適応が“ない”状態でも、

可能性空間が生まれている。可能性空間の生成は、実際の母親の動きではなく、乳児、子ども

の側の動きに拠るようになってきている。これを Winnicott（1958a）は「内的環境の確立」と言

い、心が生きるために必要な環境を個人が内在化していることの証左として重要視する。 

一人で遊ぶことの先には、「関係の中で一緒に遊ぶこと」、「二つの遊びの領域の重なりあいを

許容し、楽しむという段階」があると Winnicott（1971a）は言う。一人で遊ぶことが十分にでき

たからこそ、広がった可能性空間に生きた他者が足を踏み入れることができるようになってい

る。生きた他者はそれぞれが固有のパーソナルな世界を持っているが、今やそうした他者との

交流に自分自身でいる感覚をリアルに楽しむことができている。広がった可能性空間は、つい

に他者のパーソナルな心と遊ぶことを可能とする。 

このように、Winnicott の描く心の発達には、可能性空間の生成の変遷が軸として読み取れる。

それは、母親からの同一化によって心を抱えてもらうから始まり、モノとのあいだに、そして

他者とのあいだに自力で自分の心が生きるための空間を現実に生成し、可能性空間を創りあげ

ていくという移行の物語と言えよう。Winnicott は、心が生きるための空間をどれだけ自由に生

成できるかという視点で、人格の成熟を描いている。ここから、心が生きるための空間を生成

することにまつわる困難に着目し、それを心理的な障害として抽出する視点が導かれる。その

点について、次章以降、Winnicott の臨床実践を追っていくことで更に検討しよう。 
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4．．Winnicottはは精精神神分分析析ををどどうう解解釈釈ししたたかか 
Winnicott は“心が生きるための空間”に着目し、その生成という観点から人の心の成熟を捉

えるようとした。彼の理論は、精神病理の理解と介入に新たな視点を導入している。 

彼は精神分析の再解釈を行った。それは『精神分析的設定内での退行のメタサイコロジカル

で臨床的な側面（1954a）』によく示されている。彼は、専門的に磨かれた精神分析の技法とは

別に、その設定自体が持つ治療的意味に注目を促す。時間、場所、料金、治療者が安定した枠

組みとして存在し続け、その中で治療者が患者に対して関心を払い続けるというこの設定こそ、

「最早期の母親的養育の技術を再現（Winnicott, 1954a）」しているのだと彼は解釈した。つまり、

精神分析家は、意図は別として、患者の心を抱える空間を提供しようとしているのだ。 

さらに、Winnicott は、Freud, S. が「乳児期の最早期に適切に介護された症例、すなわち精神

神経症の症例を選んだ」ことに注目を促す。Winnicott に言わせれば、Freud の症例は、人生最

早期に適切に抱えられており、それを内在化することでパーソナルな人生をすでに始めること

が出来ていた人たちだった、ということである。彼らはある程度一人でいる能力をすでに持っ

た人であり、現実の他者との関係に入っていく段階にある人たちであった。ゆえに、この患者

らにとって、そして彼らから学んだ Freud にとって、一人のまとまった人として存在すること

の感覚は自明であり、個人と個人の関係に生まれる葛藤をいかに生きるかということが問題に

なったと Winnicott は解釈する。つまり、Winnicott が着目するような病態、可能性空間の生成

にまつわる困難は Freud の理論構築の範疇になかったというのである。 

しかし、Winnicott は古典的な精神分析技法を否定したわけではない。Freud の症例にあては

まるような水準の人たちには、やはりそうした技法が有効であると彼は強調している。そうし

た人たちは、精神分析の提供する適切な環境というものを、すでに十分知っている人たちと言

えよう。つまり、面接空間を心が生きるための空間として体験し、そこに可能性空間を創りあ

げることができる人たちである。そこでは、Freud が見出した転移が生じる。治療者は現実の存

在としてその場にいながらも、彼らの心的現実を託される存在となる。この転移が面接の中で

十分に展開しつつ、意識化されていくことで患者の外界の認識と精神内界の理解が深まってい

く。「精神分析は、自分自身や他の人たちとのコミュニケーションに役立つような、遊ぶことの

高度に特殊化されてきた一形式として発達してきた（Winnicott, 1971a）」というように、古典的

な精神分析は彼からすれば「遊ぶこと」の一形式として理解されるのである。 

しかし、Winnicott が光を当てるのは、“心が生きるための空間”にまつわる困難を抱える患

者である。こうした患者たちにとって、面接空間は“心が生きるための空間”とは体験されに

くいがゆえに、まさに彼らの生きることの困難が現れることになる。つまり、分析家との交流

は本当の自己を脅かすために、偽りの自己が現れ、本当の自己は引きこもりの状態になる。そ

の結果、偽りの自己を相手取る分析からは、リアルな体験、意味ある発見や洞察は何も生まれ

なくなってしまう。ただ、「偽りの自己を分析していっても、つまり内在化された環境にすぎな

いものを分析していっても、それは失望に終わるだけであろう（Winnicott, 1959）」。 

まず必要なのは、面接の場が本当の自己にとって現れてもよい場となることである。そのた

めに、こうした自己の状態を見抜くこと自体が一つの足掛かりになると Winnicott（1960a）はい

う。つまり、実在感のない偽りの交流が生まれていると分析家が理解している、と伝えること
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である。それは、分析の設定が彼らの偽りの自己に代わることを目指す働きかけである。その

過程が上手くとき、それは引きこもりから退行へという流れで表現される。Winnicott（1954b）

にとって、退行はある「癒しの過程の一部」として位置づけられる。そもそも、抱えることの

失敗に対して、失敗のパターンを取り入れた偽りの自己の組織化と、そこから引きこもる本当

の自己という分裂が起きる。彼の考えでは、環境からの外傷はそれが本当の自己を侵害するゆ

えにパーソナルなものとしては“体験されていない”。彼はここに「凍結」された失敗状況を見

て取る。外傷は自己におおきな影響を与えながらも、ただ“自分でない”ものであるがゆえに、

扱うこともできないのである。Winnicott にとって、退行とは、環境のある失敗状況へ戻ってい

くことを意味する。引きこもりの状態との違いは、そこに本当の自己が関与する余地があると

いう点である。これこそが癒しの可能性である。失敗状況が本当に体験されることは、偽りの

自己による本当の自己の隔絶が減退していくことを意味する。こうして本当の自己による発達

の前進が始まると Winnicott は考えたのである。 

Winnicott による精神分析の再解釈は、分析的なセラピストに重要な視点をもたらしている。

セラピストが面接の場を転移が持ち込まれる分析空間として見なす場合、そもそもクライエン

トにとって面接の場が“心が生きるための空間”になれているのかどうかを視野に入れて吟味

せねばならない。もしそうでないのならば、セラピストはクライエントの身体を目の前にして

も、その人らしい心の生きた部分と会うことが出来ているとは言い難い。心が存在するために

は適切な空間が必要であるという視点を持つことにより、今ここでの空間の中で患者は存在す

ることができているのかどうかを見極めるという臨床的な方針がクリアに導かれることになる。

そして、もし面接空間が“心が生きるための空間”にならないのであれば、そのことを視野に

入れて、セラピストは自身の介入を考えねばならない。次章以降、この介入という点について、

“Winnicott にとっての解釈”を検討することを通して考えていきたい。 

 

5．．Winnicottのの臨臨床床感感覚覚――解解釈釈のの相相対対化化  

Freud から始まる精神分析は、夢や言い間違いなど、意味がないものと意識には感じられる

ところにむしろ無意識的な意味が含まれるという仮説的な発見から道を進めてきた。Freud、

Klein 二人の偉大な精神分析家はその象徴と言えるだろう。この二人の敷いた道に沿えば、大人

でも子どもでも、その言葉や振る舞い、遊びといった表現には無意識的な意味が豊かに満ちて

いることになる。そこでは、表現の中に無意識的な心のありようが“ある”と見出すこと、そ

して、それを解釈という形で伝えることが分析家の重要な仕事となる。 

Winnicott もこうした精神分析の持つ可能性に惹かれ、この道を志し、学びを深めていった。

しかしながら、彼が強調するのは、表現に心が“ない”ことに気づく重要性でもある。前章で

見たように、彼の考えに沿えば、面接空間に持ち込まれる表現の意味を考える前に、面接空間

での交流にクライエントの本当の自己が関与することが出来ているかどうかの見極めが重要と

なる。こうした精神分析の再解釈は、Winnicott の臨床実践においてどう具体化されているのだ

ろうか。解釈という介入から考えていきたい。 

まず、“解釈”という専門的な用語が指す意味合いについて見ておこう。『精神分析用語辞典

（Laplanche&Pontalis,1967）』では、「Ａ）主体の言動の潜在的意味を、分析的探究により、とり
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出すこと。解釈は防衛葛藤の様相を明らかにし、究極的には、無意識のさまざまな産物として

表現される欲望を追求する。Ｂ）治療では、その方針と進展によって定められる規則にしたが

って、自身の言動の潜在的意味に患者を近づかせようとして与えられる説明を意味する」とさ

れる。更に、定義に続けて「精神分析の特徴は解釈、つまり素材の潜在的意味を明らかにする

ことともいえる」とまで紹介は続く。解釈は精神分析の実践の根幹にあると言っても過言では

ない。しかし、Sandler, Dare &Holder（1992）が諸家の理論を概観した上で指摘するように、解

釈の構造と内容は、分析家の拠って立つ理論的な準拠枠を反映するものでもある。解釈の位置

づけを理解することは、その分析家の臨床実践を理解する上で有効であると言えよう。 

では、Winnicott は解釈をどのようなものとして考えていたのだろうか。『精神分析における

解釈（1968a）』という論文内で、彼はこう示している。「私はここではっきり述べたい原則とは、

分析家は患者が伝えてきたことを照らし返すということだ」。このようにあえて言うことで、

Winnicott は分析家の「解釈したいという衝動」に注意を促している。なぜ、彼は解釈に対して

慎重な姿勢を見せたのだろうか。 

第一に、相互的なコミュニケーションであることを彼は忘れなかった。「分析医の力量という

のは適時に与えられる解釈によって発揮されるわけだが、解釈そのものは、それを形づくり正

当化する材料を差し出す患者の与える手がかりと無意識的な協力にもとづくのである

（Winnicott, 1960b）」と彼は言う。彼にとって、患者からの手がかりを言語化する分析家の能力

とその発揮に解釈の重きがあるのではない。「患者が言語化し分析家が解釈しているとします。

それは言葉によるコミュニケーションだけの問題ではありません。分析家は患者が今提示して

いる材料のある方向性が言語化を要請していると感じるのです（Winnicott, 1968b）」というよう

に、解釈は、単なる言葉の意味の伝達だけではなく、言語化の要請という患者からのコミュニ

ケーションに応える側面を持つ。つまり、解釈によって発揮される分析家の力量とは、いかに

その求めに応えられたか、ということになる。「分析家は、解釈をすることで、彼が患者のコミ

ュニケーションをどれくらい受けとることができているか、また、どれくらい受けとることが

できていないのか、を示すのである（Winnicott, 1971a）」。 

また、「正しい解釈は患者自身のものでないがゆえに外傷となる（Winnicott, 1960b）」という

ように、解釈が誰のものとして体験されているかどうかに彼は目を配っている。解釈はそもそ

もセラピストが考え、生み出したものという側面を持つ。程度の差はあれ、それはクライエン

トにとって“自分でない”ものである。解釈にはクライエントの主観とのズレがある。つまり、

解釈をすることによって、セラピストはクライエントにとっての主観的対象の位置に完全には

一致して居られなくなるのである。「私が解釈するのは、おもに私の理解の限界を患者に知らせ

るためである（Winnicott, 1971a）」。Winnicott が示唆しているのは、解釈にはクライエントとセ

ラピストの間でのコミュニケーションのズレを示す作用があるということだ。「解釈を返すと、

患者に誤解を正す機会を与えることになる（Winnicott, 1968a）」。前章までで見てきたように、

可能性空間を創る能力は発達的な成熟に応じて違いがあり、この能力の様相は一人一人異なる。

人が自らの主観と客観のズレと生き生きと交流するためには可能性空間の生成が必要であるが、

それが難しいクライエントもいる。そうしたズレが脅威となる彼らにとっては、面接空間でセ

ラピストから与えられる解釈は、本当の自己にとって意味ある交流と捉えられるどころか、本
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出すこと。解釈は防衛葛藤の様相を明らかにし、究極的には、無意識のさまざまな産物として

表現される欲望を追求する。Ｂ）治療では、その方針と進展によって定められる規則にしたが

って、自身の言動の潜在的意味に患者を近づかせようとして与えられる説明を意味する」とさ

れる。更に、定義に続けて「精神分析の特徴は解釈、つまり素材の潜在的意味を明らかにする

ことともいえる」とまで紹介は続く。解釈は精神分析の実践の根幹にあると言っても過言では

ない。しかし、Sandler, Dare &Holder（1992）が諸家の理論を概観した上で指摘するように、解

釈の構造と内容は、分析家の拠って立つ理論的な準拠枠を反映するものでもある。解釈の位置

づけを理解することは、その分析家の臨床実践を理解する上で有効であると言えよう。 

では、Winnicott は解釈をどのようなものとして考えていたのだろうか。『精神分析における

解釈（1968a）』という論文内で、彼はこう示している。「私はここではっきり述べたい原則とは、

分析家は患者が伝えてきたことを照らし返すということだ」。このようにあえて言うことで、

Winnicott は分析家の「解釈したいという衝動」に注意を促している。なぜ、彼は解釈に対して

慎重な姿勢を見せたのだろうか。 

第一に、相互的なコミュニケーションであることを彼は忘れなかった。「分析医の力量という

のは適時に与えられる解釈によって発揮されるわけだが、解釈そのものは、それを形づくり正

当化する材料を差し出す患者の与える手がかりと無意識的な協力にもとづくのである

（Winnicott, 1960b）」と彼は言う。彼にとって、患者からの手がかりを言語化する分析家の能力

とその発揮に解釈の重きがあるのではない。「患者が言語化し分析家が解釈しているとします。

それは言葉によるコミュニケーションだけの問題ではありません。分析家は患者が今提示して

いる材料のある方向性が言語化を要請していると感じるのです（Winnicott, 1968b）」というよう

に、解釈は、単なる言葉の意味の伝達だけではなく、言語化の要請という患者からのコミュニ

ケーションに応える側面を持つ。つまり、解釈によって発揮される分析家の力量とは、いかに

その求めに応えられたか、ということになる。「分析家は、解釈をすることで、彼が患者のコミ

ュニケーションをどれくらい受けとることができているか、また、どれくらい受けとることが

できていないのか、を示すのである（Winnicott, 1971a）」。 

また、「正しい解釈は患者自身のものでないがゆえに外傷となる（Winnicott, 1960b）」という

ように、解釈が誰のものとして体験されているかどうかに彼は目を配っている。解釈はそもそ

もセラピストが考え、生み出したものという側面を持つ。程度の差はあれ、それはクライエン

トにとって“自分でない”ものである。解釈にはクライエントの主観とのズレがある。つまり、

解釈をすることによって、セラピストはクライエントにとっての主観的対象の位置に完全には

一致して居られなくなるのである。「私が解釈するのは、おもに私の理解の限界を患者に知らせ

るためである（Winnicott, 1971a）」。Winnicott が示唆しているのは、解釈にはクライエントとセ

ラピストの間でのコミュニケーションのズレを示す作用があるということだ。「解釈を返すと、

患者に誤解を正す機会を与えることになる（Winnicott, 1968a）」。前章までで見てきたように、

可能性空間を創る能力は発達的な成熟に応じて違いがあり、この能力の様相は一人一人異なる。

人が自らの主観と客観のズレと生き生きと交流するためには可能性空間の生成が必要であるが、

それが難しいクライエントもいる。そうしたズレが脅威となる彼らにとっては、面接空間でセ

ラピストから与えられる解釈は、本当の自己にとって意味ある交流と捉えられるどころか、本
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当の自己を脅かす働きかけ、外傷的なものとして体験されかねないのである。 

導かれるのは、解釈の有効性を解釈自体に置かない視点である。「患者と分析家がともに遊ぶ

ことの重なり合いの領域の外からなされた解釈から、抵抗が生じる。患者に遊ぶ能力がないと

きの解釈は、役に立たないだけでなく、混乱の原因になる。相互的に遊ぶことが成立している

ときには、広く受け入れられているような精神分析的原則に従った解釈が、治療的作業を前進

させることができる（Winnicott, 1971a）」。彼の考えに沿えば、解釈が治療的に作用したとき、

それが意味するのは、そこに優れた解釈をする分析家がいたということではない。むしろ、そ

こに可能性空間が生まれていて、セラピストとクライエントが遊んでいた、ということになろ

う。逆に言えば、解釈が治療的な意義をもたない場合、そこには遊べないセラピストとクライ

エントがいる。こうも言えるかもしれない。そのときに解釈をすることによって、セラピスト

はクライエントからのコミュニケーションを無視し、クライエントの本当の自己の孤立、引き

こもりを再強化している危険性さえある。 

ここから、解釈が可能性空間での交流として体験されないクライエントたちとの作業では、

解釈を控えることを Winnicott は選ぶ。前章で見たように、その場合、本当の自己による自発的

な創造の動きが芽生えてくること、状況を抱えることが優先されることになる。目指すところ

は、偽りの自己による組織化ではなく、「体験にもとづいた状況でのリラクセーション（Winnicott, 

1971a）」である。リラクセーションという言葉は、組織化をゆるめることを意味する。それは、

分析や心理療法の設定が信頼できるものだと体験されていくことにより、偽りの自己に抱えら

れることに引きこもっていたクライエントの本当の自己が、面接の場に現れていくことを意味

する。それは、クライエントにとって、面接の場が“心が生きるための空間”として徐々に体

験されていくことと言える。このとき、セラピストが無理に交流に意味を見出そうとしてする

介入は、そうしたゆるまりを求めるクライエントのニードのくみ取り損ないになると Winnicott

は警鐘を鳴らしている。その解釈は、芽生えてきた退行をしてもよさそうだという信頼の感覚

を台無しにすることに作用するからだ。 

Winnicott にとって、分析においての解釈はクライエントからのコミュニケーションに応える

一つの方法であって、唯一絶対の方法ではない。解釈はコミュニケーションを「照らし返す」

手段の一つにすぎないと考えることは、解釈を控えることが能動的な選択肢として浮き上がっ

てくるような臨床感覚へとつながっている。面接の場にクライエント“心が生きるための空間”

を創るという目的のためには、解釈を控えることも必要になるということである。 

 

6．．解解釈釈をを““控控ええるる withhold””とといいううこことと  

解釈を一つの方法として相対化するこの視点は、心を抱えることにまつわる Winnicott の思

索から引き出されるもので、彼独自のものと言えるだろう。解釈を重視する古典的な精神分析

や Klein 派とは大きく対照的でもある。それゆえ、彼の臨床実践と“解釈”はどこか対立する

もの、離れたものとして記述されやすいところがあるように思われる。「Winnicott にとって分

析的出会いに必要不可欠なものとは、解釈できる能力よりも遊ぶことができる能力であった

（Abram,1996）」。また、Winnicott の分析を受けた分析家 Little は、彼との分析を振り返り、解

釈をめったにしなかったと評している。 
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 しかし、彼の臨床実践『抱えることと解釈（Winnicott, 1986）』『ピグル（Winnicott, 1980）』な

どを見ればわかるように、彼は多くの言語的介入を行っている。それは遊ぶことのできる関係

がそこにあったからだろうか。いや、両方ともその途中経過で“遊ぶことができるようになっ

た”事態が重要になる事例であり、その前段階から解釈は提供されている。『ピグル』で例をあ

げるならば、二回目のコンサルテーションにおいて、バケツを一杯にする Piggle に対して、

Winnicott は赤ん坊が母親を貪り、吐き出すという空想を解釈している。その記述に続けて「こ

のセッションでの作業はもうなされたと言えるだろう」と彼は振り返り、解釈作業がそこで大

きな意味を持っていたことを示唆している。更に、Little の報告を読めば、彼が面接の初回から

的確な解釈を彼らに与えており、それが Little に対して治療的に作用していたこともわかるだ

ろう。例えば、精神病的な不安におののく Little に対して、Winnicott が「僕はわかっているわ

けじゃなくて、そんな気がするだけなんだけど、あなたは何かわけがあって、僕を締め出して

いるみたい」と声をかけたとされるが、この関わりについて「この言葉が、緊張をほぐしまし

た」と Little(1990）は振り返っている。このように、Winnicott の臨床実践の中では適切な解釈

が重要な意義を持っていることも確かと言えるだろう。 

 改めて、解釈は抱えることと対立するものではないことを強調しておこう。Winnicott は、分

析の中で抱えることについて、「分析医が患者の体験している内界の不安を知り理解している

ことを示すような何かを適切な瞬間に言葉で伝えるというかたちをとることもしばしばである

（Winnicott, 1963）」とも言っている。繰り返しになるが、彼は精神分析の中に抱えることを見

出したのであった。「自分が十分な分析を受けていると感じること、信頼できる状況設定におい

て、成熟し、鋭い的確な解釈をできる人が責任を持って関わっていること、また自分の個人的

な過程が尊重されていると思えること以上に安心させることがあるだろうか？（Winnicott, 

1954a）」。この文章は、解釈をすることの意義を彼の立場から再解釈しているものと言える。「転

移解釈を建設的に用いることは、一つの大きな安心の保証なのである（Winnicott, 1954a）」とい

うように、解釈は信頼を提供することにもなるのである。 

 では、Winnicott はどのように解釈を与えたのだろうか。Little（1990）はこう振り返っている。

そこには「彼の言っていることを、わたしに、味見したり触ってみたりさせ、それを受け入れ

るか拒否するかの自由が、わたしに、与えられている雰囲気」があったという。まるでプレイ

ルームに玩具を用意しておくような雰囲気でもあり、遊びの雰囲気が静かに伝わってくるよう

でもある。しかし、それはどこから感じられたのだろう。Little にとって Winnicott の分析は「わ

たしが象徴機能を活用できると想定して、解釈を投与する、ということはされなかった」体験

であったようだ。 

それは、先に引用した初回での解釈のように、断定しない言い方がそこにあったからであろ

うか。このとき Winnicott は、自分は完全に理解していないということ仄めかして、Little に否

定の余地、自分自身でいる余地を残している。一方で、Winnicott の適切な理解がこの関わりの

裏地にはある。つまり、何も話せなくなっている Little が、自己が侵襲されることにおびえた

精神病的な状態にあるという理解である。Little（1990）自身が言うように、気づかれることに

よって人は理解されていることや確かであることを保証されたと感じる一方、気づかれないこ

とによってプライバシーを保たれた独自な存在であることを保証されたと感じる。Winnicott は
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いるみたい」と声をかけたとされるが、この関わりについて「この言葉が、緊張をほぐしまし

た」と Little(1990）は振り返っている。このように、Winnicott の臨床実践の中では適切な解釈

が重要な意義を持っていることも確かと言えるだろう。 

 改めて、解釈は抱えることと対立するものではないことを強調しておこう。Winnicott は、分
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それは、先に引用した初回での解釈のように、断定しない言い方がそこにあったからであろ
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裏地にはある。つまり、何も話せなくなっている Little が、自己が侵襲されることにおびえた

精神病的な状態にあるという理解である。Little（1990）自身が言うように、気づかれることに

よって人は理解されていることや確かであることを保証されたと感じる一方、気づかれないこ

とによってプライバシーを保たれた独自な存在であることを保証されたと感じる。Winnicott は
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先の解釈をすることで Little の中の気づかれることを求める部分、気づかれないことを求める

部分とコミュニケーションを保とうとしたと言える。Little の心は、自己の存在の感覚にまつわ

る見立てとそれに基づく解釈の吟味という Winnicott のこころの中での作業によって抱えられ

ていたのではないか。 

この内的な過程をより表すものとして、解釈を“控える withhold”という Winnicott の姿勢が

ある。彼の記録に目を通したとき、彼が“伝えなかった解釈”を折に触れ丁寧に書き留めてい

ることに気づく。「しばしば私は、実際は差し控えた解釈をノートに書くことで自分のこころを

楽にした（Winnicott, 1971a）」。これを“よりよい解釈”を目指して取捨選択があったと受け取

るべきではないだろう。もしそうであるならば、その“よりよい解釈”の記録だけで十分であ

るはずだ。そうではなく、その瞬間、解釈を思い浮かべることとそれを伝えないこと、両方を

保つことが意義を持っていたということの示唆であるとして考えてみたい。 

伝えない、という関わりには、クライエントの存在することへのニードを支持しようという

視点があるだろう。それは、そのときのクライエントにとってその解釈はあまりに“自分でな

い”何かとして体験されてしまい、むしろ可能性空間の生成に逆行するだろうという見立てに

よる。一方、解釈を思い浮かべることは、Winnicott が彼自身として考える作業でもある。それ

は、Winnicott が生きた実感を持ち続けるための作業でもある。Kahn（1972）は Winnicott が面

接中に解釈の記録を書き留めていたことを取り上げ、それが抱えることの機能をはたしていた

と指摘する。そうすることで、Winnicott は眠ることなく、退屈や緊張に飽きて性急な解釈をし

てしまうわけでもなく、患者の話に耳を傾けられていたのではないか、という読み取りである。

「このようにして彼は、体ごと注意を向け続けることで自分を生き生きと保ち、彼の心は決し

て患者を“落とさなかった”（Kahn, 1972）」。 

“解釈をしない”のではなく、“解釈を控える withhold”という言葉を選んだことに、Winnicott

らしい含みがあるように思われる。彼は、解釈を自らの心の側で抱えておくことで、患者の心

を抱えようとしていたのではないか。この抱えること holding に対する彼の非常に繊細で生き

た心配りこそ、Little が感じたような、可能性空間がそこにあるという感覚を支えていたのでは

ないか。 

 

7．．おおわわりりにに――ままととめめとと今今後後にに向向けけてて 
 Winnicott の中心的なアイデアは、心が生きて存在するためには、まず“心が生きるための空

間”が必要であるということであった。そして、面接の場がそうした場として心に体験される

とき、そこには可能性空間が生まれている。心理療法の場とは、心を扱う前に、まず心が生き

て存在するための空間である必要がある。 

しかし、Winnicott がわれわれに教えてくれるのは、心理療法の場がそうした空間にもなるし、

ならないこともあるということである。彼は、この臨床的な事実に対して常に敏感であろうと

した臨床家であった。自分の関わりは患者の心を抱え損ねていないだろうか。自分の介入一つ

一つに反省を加える彼の姿勢から、そうした自問自答がはっきりと伝わってくる。そして、解

釈の吟味がそうであったように、患者の心が生き生きとしているかどうかを丁寧に見つめてい

くこと自体が、彼にとっては生き生きと遊ぶことであったのかもしれない。 
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ただ、本論で扱いきれていない部分も非常に多い。特に、今ここは“心が生きるための空間”

たりえているかという Winnicott の問いの部分には触れても、いかにその問いを吟味するのか

については議論が及んでいないと考えられる。つまり、心が存在できているかどうか、それを

私たちは面接の場の中で何を手がかりにすればよいのか。クライエントが遊べていないという

ことを我々はどのように見極めるのだろうか。現代の臨床にどのように有効であり、限界があ

るのか、という点についてはより詳細な検討が必要であろう。また、Winnicott の理論的な図式

だけを単純化してそのまま推し進めると、早期に困難があり可能性空間が狭められている人か

否か、という二極化にもなりかねない。藤山（2011）が神経症圏の事例を援用して指摘するよ

うに“生き生きと存在すること”の問題はけして重篤な精神病圏のセラピーのみで重要になる

わけではない。可能性空間を生成できる人には解釈を、そうでない人には解釈を控えることを、

という関わりはあまりに乱暴である。面接を粒さに振り返れば、ある 50 分の中でも、生き生き

とした体験は生まれたり、消えたりしているようにも思われる。つまり次に求められるのは、

どういう人が遊べない人なのかを明らかにすることではなく、一人の人の中で遊べない状態が

どのように生まれるのか、可能性空間はどのような力動のもとで狭くなっていくのか、という

理解の枠組みである。その視点を掘り下げていくことで、彼が私たちに差し出してくれている

視点との遊び方もより広がっていくのではないだろうか。今後の課題としたい。 
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D. W. Winnicott のの精精神神分分析析理理論論おおよよびび臨臨床床実実践践にに関関すするる一一考考察察 

―心が生きるための空間という観点― 

山岸 礼門 

本論は、心理療法の場について考える視点を導くために、精神分析家 Winnicott の理論および臨

床実践を再検討することを試みた。まず、彼の人格理論を整理することで、彼の発想の根底に

は心を抱える空間が前提にあることを示した。次に、可能性空間の生成を軸に心の発達と病理

を見る視点が導かれることを示した上で、この視点と彼の精神分析実践とのつながりを検討し

た。心が生きるための空間に着目する Winnicott の視点は、精神分析の場がその空間と重なって

いるかどうかを見極める臨床感覚につながっており、特にそれは解釈の扱いによく表れている

ことがわかった。Winnicott は解釈を控えることで、面接の場を心が生きるための空間になるよ

うに働きかけていたと理解された。こうした Winnicott の視点をより活かしていくためには、可

能性空間生成の障害の機序についてより細やかに検討していくことが重要となってくると考え

られる。 

 

 

A Study on the theory and practice by D. W. Winnicott: a viewpoint of 
space where mind lives 

YAMAGISHI Reimon 

This paper re-examines Winnicott’s theory and practice to derive a new perspective in psychotherapy. 

Upon arranging Winnicott’s personality theory, it is understood that his psychoanalytical theory is based 

on the concept of the space holding the mind. In Winnicott’s theory, this idea leads to a viewpoint that 

assesses psychological development and pathology in relation to the concept of “potential space.” These 

theoretical ideas are connected clinically. In his psychoanalytical practice, Winnicott focused on whether 

his therapy room could be the holding space for his patient’s mind. This idea is reflected in the way he 

provided interpretations to his patients. He attempted to create a holding space for his patient’s mind by 

withholding his interpretations in the therapy room. To utilize Winnicott’s viewpoint, the psychological 

mechanisms that deter us from creating a potential space should be considered in detail. 
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