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トランスパーソナル思想の統合的実践のための理論的枠組 

 
概要 

 
トランスパーソナル研究は、これまでの歴史のなかで、その基本的な「あり

かた」（orientation）を段階的に発展させてきたが、その過程のなかで、必然的

に、この研究領域における重要主題である実践というものについての認識を変

化させてきた。とりわけ、現在の「インテグラル段階」においては、実践につ

いての認識は、これまでの段階におけるものとくらべて、飛躍的に深化してい

る。それは、人間の体験するすべての領域を包括的に統合したうえで、真に持

続的な変容を志向する統合的変容のための実践と形容することができるもので

ある。この論文では、トランスパーソナル研究のこれまでの段階的発展の歴史

を俯瞰しながら、こうした統合的変容のための実践の特徴、そして、その今後

の展開への可能性について検討する。 
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人間の高次の可能性を探求するこころみとして、トランスパーソナル研究が

1960 年代に確立されてから、すでに 40 年の時間が経過しようとしている。TP

1
PT そ

の間、トランスパーソナル研究も、あらゆる有機的な人間の営為がそうである

ように、その基本的な「ありかた」（orientation）を段階的に発展させてきてい

る（Rothberg, 1999）。トランスパーソナルというこころみが、意識の深層に潜在

する高次の可能性を実現しようとする「垂直的」な方向性のみならず、同時代

を共有する生命を慈愛のなかに抱擁しようとする「水平的」な方向性を内包す

るこころみであることを考慮すると、1960 年代以降、人間の生存状況（life 
conditions）が劇的に変化するなかで、このトランスパーソナル研究が、そのあ

りかたを変化させてきたことは当然のことであるといえるだろう。 
いうまでもなく、トランスパーソナル研究は、実際の人間の癒しに建設的に

携ることを意図するこころみである。このことは、必然的に、トランスパーソ

ナル研究が、癒しの源泉となる「体験」を効果的に醸成（経験・解釈・統合）

することを可能とする「実践」（practice）について、建設的・実用的な洞察を提

供する責任を負っていることを意味する。 

実践とは、常に、個人的な要素と集合的な要素を併せもつ営みである。それ

らの要素は、相互に関連しながら、「意識の変容」（transformation of consciousness）
という窮極の「癒し」を実現するために必要とされる主要な活動領域に生命を

あたえる。そこでは、個人の実践は、常に、そのひとの個人的な課題に対する

取り組むとしてだけでなく、同時代を共有する人間の集合的な癒しへの取り組

みとしての意義をもつことになる。つまり、個人の実践は――本人が意識する

しないにかかわらず――現在という瞬間を共有する集合としての人類による、

そこに存在する課題への対応としての意義をもつのである。その意味で、実践

というものについて考察する際、個人の実践に集合的な意義をあたえる時代性

という文脈の重要性を認識することが重要になる。 

トランスパーソナル研究は、これまで、人間存在の構成要素（Body・Mind・
Soul・Spirit）を包括的に認識する、統合的な視野から実践についての研究をし

てきた。そして、そうした研究は、必然的に、刻々と変化する人間の生存状況

の要求に建設的に対応するための智慧を創出することを同時代への責任として

受けとめるなかで、段階的に発展させてきた研究領域としての基本的な「あり

かた」の変化を反映するものである。その意味で、実践というトランスパーソ

ナル研究における「要素」を真に理解することができるためには、トランスパ

ーソナル研究の全体的なありかたを把握する必要があるといえるだろう。実践

についての議論にはいるまえに、まず、その背景を構成するトランスパーソナ

ル研究の全体的なありかたの歴史的な変遷を簡潔にまとめておきたい。 

 

トランスパーソナル思想の発展段階 
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ドナルド・ロスバーグ（1999）は、これまでのトランスパーソナル思想の歴

史を 3 つの段階に区分けしている。T第 1 段階は、化学物質等の使用による意識

拡張を強調した段階。第 2 段階は、集中的・継続的な実践による意識変容を実

践した段階。そして、今日、統合的段階といわれる第 3 段階がはじまろうとし

ている、という。TTP

2
PTT 

 

U第 1 段階 

 

トランスパーソナル研究は、まず、トランスパーソナル体験の「状態」（state）
としての側面に注目をして、その研究活動を展開した。「状態」とは、普通、幸

福感に満たされた一時的な高揚状態として経験されるもので、こうした体験は、

日常の意識状態において知覚されるものとは質的に異なる現実へとわれわれの

認識を拡張してくれる。そして、トランスパーソナル研究は、こうした意識状

態が、意識の深化のプロセスをひきおこす「触媒」（catalyst）として、人間の発

達に重要な意味をもつことを証明した。 

しかし、こうした意識状態は、持続性をもたない体験である。しばらくのあ

いだ高揚状態が継続したあと、いずれは終息するのである。また、こうした意

識状態は、意図的に醸成しにくい体験である。経験者がしばしば言うように、

それは、ある瞬間に突然に訪れる体験なのである。それゆえに、こうした高揚

状態が終息したあと、日常的な意識状態がもどるとき、われわれは、「状態」の

なかで経験された幸福感が自らのなかに持続していないことに、また、それを

自らのなかに蘇生することができないことに失望するのである。 

いずれにしても、こうした「状態」としてのトランスパーソナル体験への注

目は、どうしても、それを日常の意識状態と対極化されたものとして聖化する

傾向を生みだす。そして、それは、結果として、そうした「状態」を経験する

ことそのものを目的化させる傾向を生みだすことになる。また、これは、刹那

的な「状態」を、自らの個人としての存在を増幅するために獲得されるべき「対

象物」としてみなす「物質主義」（spiritual materialism）の温床となる危険性を内

包していた（Trungpa, 1973）。 

さらに、この時期に合州国では、LSD をはじめとする、人間の意識状態を劇

的に変容させる化学物質（mind-altering substance）が蔓延しており、トランスパ

ーソナル・コミュニティーにおいても、「状態」としてのトランスパーソナル体

験を醸成するための方法として、こうした物質を積極的に活用した。しかし、

こうした物質の服用により醸成される体験が効果的に経験・解釈・統合される

ためには、適切な内的・外的な条件を必要とされる（例えば、内的な条件とし

ては、体験者のこころがまえ、そして、外的な条件としては、体験を解釈する

ための思想体系）（Cortright, 1997）。そうした条件が存在しないところでは、効

果的な経験・解釈・統合は、きわめて困難となる危険性がある。トランスパー

ソナル研究の「状態」としてのトランスパーソナル体験への注目は、そうした

条件の重要性の認知という課題を克服するために、必ずしも建設的な貢献をす

るものではなかったのである。 
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U第 2 段階 

 

多数の発達心理学の調査が証明するように、人間において、持続性のある心

理的成長は、実際には数年の時間をかけて起こるものである。例えば、Suzanne 
Cook-Greuter（1999/2000）の調査によれば、ある段階からつぎの段階への構造的

成長が完遂するためには、少なくても 5 年間の時間が必要とされるという。一

時的な意識の高揚状態は、われわれに、自らのなかに存在する可能性を垣間見

せてくれるが、そうした体験そのものは厳密な意味において成長といえるもの

ではない。 

構造的な成長は、超越と継承（transcend & include）という法則に則りながら、

進展していくプロセスである。これは、高次の成長段階が、そのまえの成長段

階において構築された基盤のうえに存立しているということである。そして、

これは、必然的に、人間意識の段階的発達において、段階をバイパスすること

ができないことを意味する。確かに、人間はトランスパーソナル段階へと成長

する潜在能力を内蔵しているが、しかし、そうした段階へと到達することがで

きるまえに、まず、その基盤であるパーソナル段階における成長が達成されな

ければならないのである。 

こうした実際の人間成長についての認識のもと、トランスパーソナル研究は、

第 2 段階では、トランスパーソナル体験の「段階」（stage）としての要素に注目

をするようになった。結果として、この段階では、トランスパーソナル段階へ

の構造的成長を可能にする集中的・継続的な実践の重要性が強調されることに

なる。東洋から合衆国に流入した多数の宗教家の指導のもと、トランスパーソ

ナリストたちは、自ら「修行生活」に取り組むことをとおして、持続可能な構

造的な意識変容を志向したのである。 

「状態」としてのトランスパーソナル体験は、必ず「始まり」と「終わり」

のある刹那的な体験である。第 2 段階では、そうした日常と対極化されたもの

としての非日常性を追求するのではなく、むしろ、日常と非日常という乖離を

「構築」してしまう自らの認知能力の限界をのりこえるための方法として、集

中的・継続的な実践が擁護されたのである。「状態」としてのトランスパーソナ

ル体験が「非日常的」なものとして経験されるのは、あくまでも、存在する意

識構造がそれを「日常的」なものとして経験するための成熟段階に到達してい

ないからにほかならない。こうした「日常」と「非日常」の乖離をのりこえる

ためには、そうした乖離を創造する意識構造をトランスパーソナル段階へと成

長させることが必要となるのである。 

しかし、トランスパーソナル段階へと構造的な成長を達成することは、必ず

しも簡単なことではない。例えば、Robert Kegan（1994）は、先進国においても、

人口の 70～80%は、完全にはパーソナル段階（合理性段階）に到達しないと報

告している。トランスパーソナル段階が、合理性段階よりもさらに高次の段階

であるヴィジョン・ロジック段階が構築されたうえではじめて成立しえるもの

であることを考慮すると、実際には、人間の意識深化のプロセスがトランスパ

ーソナル段階に到達することがいかに困難であるかが理解できるだろう。 

しかし、トランスパーソナル段階への成長が困難なものであるという現実は、
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決して、トランスパーソナル体験というものを「状態」としてのみとらえるべ

きだということを意味しない。むしろ、それは、その困難な課題をいかにして

克服することができるのかについて真摯に探求をするようにトランスパーソナ

リストたちを鼓舞するものであったのである。実際、この段階における発想に

もとづいて活動を展開しているトランスパーソナリストたちにとって、まず、

自ら修行活動に取り組むことは、トランスパーソナリストとして、必須の条件

と見なされている。 

しかし、こうした段階的成長を重視する姿勢は、ひとつの思想運動として社

会的に広範囲に展開しようとしていくうえでは、障害となる。確かに、人間は、

普遍的に、トランスパーソナル段階へと成長する潜在能力を内蔵している。し

かし、そうした段階の基盤となるパーソナル段階における成熟そのものが、発

達心理学の調査が証明するように、実際にはたいへん困難なものであるという

事実は、結果的に、トランスパーソナル段階への成長を、ほとんどのひとびと

にとって、全く実現性をもたないものとしてしまう。皮肉なことに、トランス

パーソナル思想は、研究者による科学的調査の結果を尊重しようとすればする

ほど、自らの思想運動としての発展の可能性を封殺することになってしまった

のである。トランスパーソナル思想は、この段階においては、こうしたジレン

マを解決するための効果的な方途を見いだすことができず、発足時にくらべて、

その活気が徐々に減退していくのを看過することになる。TP

3
PT 

 

U第 3 段階 

 

第 3 段階は、こうしたトランスパーソナル思想の行き詰まりをのりこえるた

めに生まれた。ロスバーグは、この段階を統合的（「インテグラル」もしくは「イ

ンテグレイティヴ」）段階とよんでいるが、これは、人間存在についての信頼性

のある科学的調査の結果を尊重しながら、尚、一般社会との関係を構築してい

こうとする姿勢を象徴するものであるといえるだろう。 

こうした統合的段階は、普通、ケン・ウィルバーの1995年の著作 “Sex, Ecology, 
Spirituality: The spirit of evolution” の出版を契機として開始されたものとして認

識されている。もちろん、トランスパーソナル思想が行き詰まりに直面してい

ることを、賢明なトランスパーソナリストたちは、この著作の出版のまえから、

すでに認識していたが、しかし、また、そうした危機感の解決に寄与すること

のできる真に説得力のある包括的構想を構築することに失敗してきたことも事

実である。その意味で、この著作を、トランスパーソナル・コミュニティーの

なかに醸成さていた新段階を志向する機運にはじめて形をあたえた記念碑的な

著作として認識することは妥当なことであろう。 

統合的段階において実施されている作業を簡潔にまとめるとすれば、それは、

人間存在のすべての領域を統合する作業ということができるだろう。それは、

内面と外面、そして、個人と集合という、人間の経験するすべての重要領域を

包括的に視野にいれたうえで、トランスパーソナルを実践思想として展開させ

ていく作業といえる。これは、たいへん重要なことなので、もうすこし詳しく

説明をくわえることにする。 
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 あらゆる思想がそうであるように、トランスパーソナル思想もまた歴史との

対話をとおして変容しつづけることを宿命づけられている。殊に、今日のよう

に、社会のあらゆる領域において、人間をとりかこむ状況がめまぐるしく変化

する時代においては、そうした責務に積極的に応えていくことは、とりわけ重

要なことなる。 

トランスパーソナル運動は、1960 年代にその当時の支配的思想として世界に

君臨していた大量消費主義に対抗する、いわゆるカウンター・カルチャー運動

として発祥した。そこでは、市場からとめどなく吐きだされてくる商品の受動

的な消費をとおしては決して経験することのできない、人間の内面性の深部か

ら立ちあがるよろこびが真の充足への王道として追求されたのである。 

しかし、しばしば指摘されるように、そうした運動が、大量消費主義文明の

ありかたに対してすぐれた批判を投げかけるものであったとともに、実際には、

そうした批判の対象であるメインストリーム社会への依存のうえに成立してい

たことも紛れもない事実である。つまり、リチャード・ハインバーグ（2004）
の指摘するように、そうした運動は、基本的に、メインストリーム社会の保障

する物質的な豊かさを前提としたうえで活動を展開する、依存の体質を温存し

た営みでありつづけたのである。こうした状況においては、トランスパーソナ

リストたちによるこころみは、メインストリーム社会のありかたを変革しえる

だけの実際的な影響力をもつことはできず、最終的には、閉塞した領域におけ

る、きわめて個人的な営みとして存在するだけのものに留まらざるをえなかっ

た。 

 また、こうした内面性探求の閉塞化の流れは、無限成長を根本原則とする大

量消費型資本主義の正当性を「証明」することになる東西帝国間の冷戦の終焉

をとおして、さらに深刻化することになる。冷戦終焉後の高揚感のなかでは、

人類を核兵器の応酬による絶滅の危機から救出した思想を批判することそのも

のがひどく憚られたのである。第二次世界大戦後に合衆国の主導のもとに出現

した大量消費型社会の構造的問題に対する批判のこころみとして自己を意味づ

けてきたトランスパーソナル運動は、このとき、自らの存在意義を喪失したの

である。 

1990 年代にはいり、トランスパーソナル運動の衰退ということが言われるよ

うになる背景に、このような歴史的状況が存在していたことは、まずまちがい

無いだろう。つまり、20 世紀後半における劇的な時代の流れのなかで、内面性

の探索というこの思想の核を構成する営みが、現代文明のありかたに対する批

判という社会的な意義を喪失したとき、トランスパーソナル思想は、時代にひ

らかれた実践思想としての生命を終えたかのように思われたのである。 

しかし、21 世紀にはいり、大量消費型資本主義が人類社会の組織原理として

グローバライズされる過程において、その破壊的特質が明らかになるなかで、

トランスパーソナル思想はあらためて自らの実践思想としての存在意義を発見

するための時期を迎えている。これまで、この運動の存在を革新的なものとし

て意味づけるために（密かに）必要とされてきたメインストリーム社会そのも

のがもはや維持不可能であることが明らかになりつつある今日の状況のなかで

は、もはや、単純な対抗の思想として自らを意味づける「贅沢」はトランスパ
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ーソナル・コミュニティーにはあたえられていない。メインストリームとカウ

ンター・カルチャーという境界そのものが解消しつつある時代のなかで、ただ

ひとつ価値を持ちえるのは、最終的には、この瞬間にわれわれ人類が直面して

いる問題について惑星的な視野から真に説得力のある解決のための構想を示す

ことだけである。 

これまでの探求をとおして、トランスパーソナリストたちは、人間というも

のが常に関係性のなかで存在していることを確認してきた。意識の深化という

たいへん個人的な営みも、実際には、自己の存在の内部から立ちあがる「ここ

ろの声」だけでなく、個人をとりまく諸々の環境的な条件にも強く影響される

ものである。その意味では、この惑星の生命維持機構そのものが崩壊しようと

している今日において、意識変容という、これまでは内的なこころみとして存

続していたものが、積極的に社会的な課題に取り組むようになるのは、ごく自

然なことであるといえるだろう。このような時代において、それは、真に包括

的な視座から自己の成長に取り組もうとする限り、もはや避けられないことな

のである。 

第 3 段階において、トランスパーソナル思想は、こうした問題意識のもと、

真の意味で統合的な研究活動を展開するべく建設的な作業を開始している。ま

た、こうしたとりくみのなかで、必然的に、トランスパーソナル思想の重要要

素である「実践」についての認識も変化している。 

 

超越と継承（transcend and include） 
 
 上記のように、トランスパーソナル研究は、各発展段階において、特徴的な

実践のありかたを提唱してきた。第 1 段階では、「状態」としてのトランスパー

ソナル体験が着目されたため、こうした状態を醸成する化学物質等の使用をと

して、非日常的な意識状態を醸成することが実践のありかたとして抱擁された。

第 2 段階では、「段階」としてのトランスパーソナル体験が着目されたため、集

中的・継続的な修行に取り組むことが実践のありかたとして抱擁された。そし

て、第 3 段階では、個人としての内面探求のみならず、そうした内面そのもの

を相互関係性のなかにあらしめる他領域における取り組みも、実践の重要な構

成要素として抱擁されたのである。 
ここで留意するべきことは、こうした段階的発展の過程において、必ず、先

行する段階における重要な成果が継承されてきたことである。 
いうまでもなく、第 2 段階において着目された「段階的成長」を実現するた

めには、第 1 段階において着目された「状態」としてのトランスパーソナル体

験をくりかえして経験することが必要となる。それにより、最初は非日常的な

体験として経験された「状態」が、徐々に日常意識の恒常的な要素となること

ができるのである。しかし、ここでは、「状態」の経験を至上の目的とする刹那

的態度が克服されていることは確認されておくべきであろう。むしろ、ここで

は、「非日常」と「日常」の対極化が生みだす乖離を解消することにより、この

世界をあらためて「聖化」（“re-enchant”）することに価値が置かれるのである

（Tarnas, 1991）。 
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第 3 段階において着目されている内面と外面、そして、個人と集合という人

間の重要領域を包含した「統合的変容」への実践は、そうした実践に取り組む

個人の人格的成熟を基盤とするものである。そして、そのためには、第 2 段階

において着目された「段階的成長」をそのひとがある程度までは達成している

ことが必要となる。しかし、ここでは、個人として高度の段階的成長を達成す

ることを至上の目的とする態度が克服されていることは確認されておくべきで

あろう。むしろ、ここでは、個人としての充実の基盤のうえに生成する奉仕の

精神の表現に価値が置かれるのである。 
 
インテグラル段階における実践 

 
 インテグラル段階における実践のありかたについては、すでに、関係者によ

りいくつかの具体例が提唱されている。これらの具体的な実践法を総称する名

称として、ここでは、インテグラル段階における理論的・実践的な活動を牽引

しているインテグラル・インスティトュート（Uhttp://www.integralinstitute.org/U）

にならい、「統合的変容のための実践」（Integral Transformative Practice・ITP）を

使用することにする。この名称の意味することは、下記のようにまとめること

ができる。 
 ここでは、「統合的」（integral）という言葉は、インテグラル段階における実

践が、人間の体験のすべての領域における活動に取り組むことの重要性を認識

するものであることをあらわすために使用されている。つまり、人間は、身体

（body）・こころ（Mind/Heart）・魂（Soul）・霊（Spirit）という複数の領域を内

包する存在であるという前提のもと（Leonard & Murphy, 1995; Wilber, 1995）、イ

ンテグラル段階における実践は、これらすべての領域における健康を志向する

ものであることを意味するのである。 
 「変容」（transformative）という言葉は、インテグラル段階における実践が、

窮極的に、人間の構造的成長（変容）を志向するものであることをあらわすた

めに使用されている。発達心理学者たちが指摘するように（Kegan & Lahey, 2001; 
Wilber, 1999）、人間意識の成長には、大別して 2 種類のものがある。ひとつは、

既存の意思構造のなかで、より高度の調和や成熟を実現する成長（“translation”）。
もうひとつは、段階的により高度の意識構造を構築することによりもたらされ

る成長（“transformation”）。いうまでもなく、人間の統合的な意識成長にとり、

このどちらも必要なものであり、また、実際に、インテグラル段階における実

践は、状況と必要を尊重しながら、この 2 種類の成長を促進することを志向す

る。しかし、同時に、インテグラル段階における実践は、後者の成長が、個人

の意味創造構造（“meaning-making structure”）（Kegan, 1982, 1994）の根本的な解

体と再構築を迫る、人間の本質的な変容であることを認識する。こうした認識

のもと、それは、この構造的成長（変容）を可能とすることを志向するのであ

る。 
「実践」（practice）という言葉は、インテグラル段階における実践が、人間の

成長というものが、常に、意図的・継続的な活動を通じて実現されるものであ

ることを認識することをあらわすために使用されている。トランスパーソナル
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研究は、第 2 段階の停滞期において、研究活動としての基準の低下を看過した

が、結果として、それは、刹那的な高揚状態を体験することを目的とした第 1
段階におけるありかたへの退行を肯定する状況を生来させた。その意味では、

インテグラル段階における実践は、第 1 段階における問題の克服をとりわけ重

視した第 2 段階の問題意識をあらためて継承するものであると理解することが

できるだろう。 

トランスパーソナル段階への成長が困難なものであるという現実は、決して、

トランスパーソナル体験というものを「状態」としてのみとらえるべきだとい

うことを意味しない。むしろ、それは、段階的成長という困難な課題を完遂す

るための方法を探求するという課題をトランスパーソナリストに突きつけるも

のである。「統合的変容のための実践」は、刹那的な高揚状態のなかで知覚され

た可能性を自らの持続的な能力として体現するために必要となる段階的成長を

完遂するための方法として、この課題に応えるために提唱されたのである。 

  

 3 種類の「統合的変容のための実践」 

 

しかし、「統合的変容のための実践」がインテグラル段階における実践として

正当性を確立することができるためには、第 2 段階における段階的成長を重視

する姿勢を継承するだけでなく、斬新な要素をくわえることをとおして、実践

というものの「ありかた」を画期的に発展させるものでなければなければなら

ない。実際、「統合的変容のための実践」がインテグラル段階における実践とし

て認識されはじめているのは、こうした要素がもたらした、実践の領域の拡大

によるものであるといえる。具体的には、それは、「統合的変容のための実践」

が、個人（1 人称）の領域のみならず、主観的関係（2 人称）と客観的関係（3
人称）の領域における変容をも実践上の課題として明確に抱擁したということ

を意味する（Torbert, et al., 2004）。つまり、これは、ウィルバーが識別した人間

経験の主要な三領域（I・we・its）を網羅する包括的なものとしてインテグラル

段階における実践が定義されたということである（Wilber, 1995）。つまり、イン

テグラル段階における実践が「統合的」なものであるということの意味は、人

間経験の領域を垂直的に統合（身体・こころ・魂・霊の統合）するということ

だけでなく、水平的にも統合（1 人称・2 人称・3 人称の統合）するということ

なのである。 
 

 U統合的変容のための実践（1 人称） 

 

 多くのトランスパーソナリストにとり、個人（“I”）の領域における実践（1
人称の ITP）は、最も理解しやすいものであろう。これは、個人が自らの成長の

ために、主体的に自己の状況にふさわしい統合的実践法をデザインして、それ

を継続的に実施していくことを意味する。人間存在の重要な構成要素（身体・

こころ・魂・霊）のすべてに働きかけていくという発想法は、トランスパーソ

ナル研究の第 2 段階における代表的研究（例えば、Murphy, 1993; Wilber, 1986）
において、すでに具体的な方法論としてまとめられており、また、実際、今日
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まで、世界各国において、多数のトランスパーソナリストにより実践されてい

る（Ferrer, 2004; Leonard & Murphy, 1995）。また、インテグラル・インスティト

ュートにおいて開催されている 5 日間の実践講座（“Integral Life Practice”）は、

1 人称の ITP の実践のこころみとして、最も実験精神に富んだものといえるだろ

う。 

 

 U統合的変容のための実践（2 人称） 

 

主観的関係（“we”）の領域における実践（2 人称の ITP）は、実際の個人と個

人の対人関係における変容への実践である。これは、目前に展開する人間関係

に建設的に参加することをとおして、関係性の構築・維持・発展に寄与しよう

とするこころみである。具体的には、こうした 2 人称の ITP は、例えば、共同

体における討議活動を建設的に行うための具体的な技法としてまとめられてい

る（Torbert, et al., 2004）。とりわけ、関係者間に見解の相違が存在するときに、

相互の関係を悪化させることなく、意見の同意を形成することをめざす、建設

的な対話能力は、今日において、自己成長という観点のみならず、社会活動に

参加するために、すべての成人が必要とされている能力である。ただ、ここで

留意するべきことは、統合的変容のための実践においては、こうした対話の技

法は、常に、1 人称の実践との関係においてとらえられていることである。確か

に、2 人称の ITP として認知されている技法には、個人としての人格的成熟のう

らづけなしに、あくまでも「技術」（techniques）として習得できるものもある。

しかし、そうした条件のもとでは、それらの技法は、自己中心的な動機を基盤

として利用されることならざるをえず、結果として、充分に有効性を発揮する

ことはできない。基本的に、2 人称の ITP は、継続的な 1 人称の ITP の実践にも

とづいて成立するものなのである。 

 

 U統合的変容のための実践（3 人称） 

 

客観的関係（“its”）の領域における実践（3 人称の ITP）は、同時代を共有す

る人間との関係における変容への実践である。これは、普通、同時代の人間が

共有する社会構造の変革という政治的な取り組みとして表現される。あくまで

も目前の人間関係に建設的に参加することを主眼として 2 人称の ITP と比較し

て、3 人称の ITP の観点は、より大規模のもので、そこで獲得される成果は、時

として、同時代の人間のみならず、次世代の人間の福利にも影響をあたえるこ

とになる。また、環境保護活動のように、人間のみならず、この惑星を共有す

る他の生物種の福利にも直截の影響をあたえるものもある。 

多数の調査研究が証明するように、今日、大量消費主義を基盤とする人類の

経済活動は、この惑星の生命維持機構そのものが崩壊しようとしている（例え

ば、Daly & Cobb, 1989/1994; Worldwatch Institute, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005）。
そうした時代の危機に対応するために、多数のひとびとが、積極的に活動を展

開している。しかし、また、それらの惑星的規模の問題のあまりの巨大さと深

刻さゆえに、たくさんの活動家が、絶望等の内的危機を経験している（Lifton, 



 11

1993）。また、それらの惑星的規模の問題に対応するための活動は、しばしば、

多様な文化背景をもつひとびとの共同作業を必要とするが、関係者が文化的差

異をのりこえて共同作業をする意思疎通の技術をもたないために、そうした活

動は、しばしば、人間関係上の軋轢に蝕まれることになり、目標を達成するこ

とに失敗する。このように、3 人称の ITP は、こうした大規模の課題・問題に取

り組むうえで必要とされる 1 人称の領域における成熟（例：自己管理能力）と 2
人称の領域における成熟（例：建設的な交渉能力）を前提として成立する営み

なのである。 
 

U重心の移行 
 
これら 3 種類の実践に継続的に取り組むことUそのものUが、インテグラル段階

における実践の目的となる。しかし、上述したように、普通、実践は、1人称

➞2 人称➞3 人称の順序で、段階的にその重心（“the center of gravity”）を移行さ

せていく。人間の人格的な成熟は、徐々に他者の福利に積極的に寄与したいと

いう意欲を醸成するが、そうした奉仕への意欲が「最高の関心」（“the ultimate 
concern”）として確立されるまえに、個人は、まず自らの成長に主体的に取り組

むことをとおして、自らの「癒し」を経験しなければならない（一般的に、奉

仕への意欲が個人の内発的な「行動論理」（“action logic”）として確立するのは、

パーソナル段階の最終段階であるヴィジョン・ロジック段階である）（Torbert, et 
al., 2004）。また、こうした重心の移行は、年齢を重ねるなかで、個人の社会的

な影響力が増すことが必然的にもたらす外的圧力（生存状況）によってひきお

こされるものでもある。共同体の参加者として他者の福利を考慮しながら行動

することを要求される立場に置かれることにより、個人は、1人称のみならず、

2 人称と 3 人称の統合的実践に積極的に取り組むことを期待されるようになる

のである。 
ただ、ここで留意するべきことは、ここでとりあげられているのが、あくま

でも実践のU重心Uであるということである。普通、実践は、その重心を 1人称➞2
人称➞3 人称の順序で段階的に移行させていくことになるが、それは、決して、

ある段階に実践の重心があるとき、他段階の実践を無視するということを意味

するものではない。個人が自らの統合的変容への実践をデザインするにあたり、

可能な限り 1人称・2 人称・3 人称の各要素を包含するようにこころがけること

は、常に重要である。また、実際、人生のあらゆる瞬間において、人間は、1

人称・2 人称・3 人称という人間経験の主要な三領域を経験しながら、存在して

いるのであり、それゆえに、構造的に、これらの領域を取捨選択して生きるこ

とはできないのである。人生をとおして、人間は、好むと好まざるにかかわら

ず、それらの領域において責任能力（response-ability）を発揮して、生きていか

ざるをえないのである。ここで「重心の移行」という言葉で意味されているの

は、むしろ、そうした各要素を統合することを意識的にこころがけるという前

提のうえで、実際に、その瞬間において、個人が、それらの要素を統合してい

る、その根本的な「ありかた」（orientation）なのである。 

ある意味で、実践の重心とは、個人の構造的成熟度を率直に表現するもので
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あり、個人の意識的な操作により、簡単に移行することのできるものではない。

しかし、また、実践の重心は、個人が自らの直面する生存状況が突きつける要

求に応えようとするなかで、確立されるものでもある。それは、いわば、内的

力と外的力が相互作用をするなかで、個人の存在に均衡（equilibrium）を構築す

るときに、その個人の成長衝動の実現の全体的な方向性として生まれるものと

理解することができるだろう。 

例えば、3 人称的な実践を求める外的な要求がどれほど強くても、個人が、そ

うした要求に対応するための構造的成熟度を有していなければ――過度の内的

な乖離を回避しようとするのであれば――実践の重心は、1人称、または、2 人

称の領域に確立されることになるだろう。逆に、個人の構造的成熟度がすでに 3
人称の実践を重心とするための段階に達していても、実際に 3 人称的な活動を

実践するための機会が存在していなければ、その個人の重心は、3 人称には確立

されないだろう。 
 インテグラル段階における実践は、個人が、自らの統合的変容のために責任

をもつことを強調する（Leonard & Murphy, 1995）。窮極的には、自らの成熟の

ために、どのような実践が必要とされているのかということを判断するのは、

この世界において、その個人しかいないのである。その意味で、指導者に半ば

盲目的に従うことが強調された過去とくらべて、今日において、個人の責任―

―自らの判断にもとづいて、自らの成長を実現していく責任、そして、その結

果を受容する責任――は、大きく増加している。 
人間が、瞬間・瞬間という人生の部分（parts）を完全に生きることができる

ためには、人生という全体（whole）を意識のなかに把握することができなけれ

ばならない（Morin, 2001）。つまり、個人が、人生のあらゆる瞬間において、そ

こに完全に「ある」ことができるためには、同時に、人生を俯瞰する大局的構

想を意識のなかに保持しつづけることができねばならないのである。インテグ

ラル段階においてトランスパーソナリストに要求されている高度の責任能力は、

必然的に、自己の実践活動が長期的にどのように質的変化を遂げることになる

のかを照明する大局的構想を必要とする。「重心の移行」という言葉で表現され

ているのは、人生のなかで徐々に展開する実践の根本的な「ありかた」の変化

なのである。 
人間という小宇宙（micro-cosmos）と世界という大宇宙（macro-cosmos）を有

機的な関係性のなかにとらえようとするトランスパーソナル思想は、こうした

部分（parts）と全体（whole）とのあいだに存在する相互性を尊重しようとする

発想を体現するものである。インテグラル段階においては、トランスパーソナ

リストは、こうした発想を思索活動においてのみならず、日常の実践のなかに

おいても体現するように求められているのである。 
 
具体的な活動としての実践 
 
実践とは、いうまでもなく、具体的な活動をすることである。具体的な活動

をすることをとおして、人間は、自らの潜在能力を実現する内的状態を一時的

に創造（enact）することができるのである（Wilber, 2002a; 2002b）。 



 13

こうした状態をくりかして経験することをとおして、最初は非日常的な状態

体験として経験されていたものが、徐々に、日常的に持続性のある構造として

確立されていく。このような成長の法則は、（外国語や楽器等）あらゆる技能の

習得において、当てはまるものである。まず、その技能を習得するうえで必要

とされる基礎を体得するために、先達により確立された「型」をくりかえして

実行する。こうした活動をとおして、個人は、その技法を修得するということ

が意味する実際の内的状態を日常的に体験することができるようになるのであ

る。 
あまりにも浅薄に「個性の尊重」を謳う現代の風潮は、おうおうにして、「型」

を倣うことが、個人の個性を抑圧することにつながるという錯覚をもたらす非

常に深刻な危険性を内包している。しかし、人間の潜在能力とは、基本的に、

確立された「型」を実行する過程のなかで、自己のなかに新しく醸成される内

的現実として実現されるものである。それは、いわば、われわれが自らの個性

として執着するものを「型」を実践する作業のなかで放棄することをとおして、

そこに予期しない体験が立ちあがることを許容する作業のなかに生成するもの

ということができるだろう。 
ウィルバー（Wilber, 1999; 2000a）が指摘するように、現代における「スピリ

チュアリティー」とは、総じて、こうした自己の「個性」への執着を増幅させ

るイデオロギーへと劣化してしまっている。実際、現代において、「スピリチュ

アル」であるとは、「型」を実行する過程のなかで、自己を放棄・発見する、生

産的姿勢を確立することではなく、むしろ、既存の「自己」を正当化するため

に都合のよいイデオロギーを貪る消費的姿勢を正当化することなのである。

「個」としてのアイデンティティーは、構造的に、自らの存在が確固（substantive）
としたものでないことを知覚しているために、そのことへの恐怖を内蔵してい

る（Loy, 1996; Wilber, 1999）。現代の「スピリチュアリティー」は、こうした恐

怖に、そうした構造的問題の解決に取り組もうとすることなく、対処しようと

する。つまり、それは、自らの存在が確固としたものであるという幻想を醸成

しようとする、「個」の自己増幅のこころみ（“the Atman project”）を「スピリチ

ュアリティー」というイデオロギーを利用して援助しているだけなのである。 
インテグラル段階における実践は、スピリチュアリティーというものが置か

れているこうした状況を打開するために、あらためて、具体的な活動としての

実践の価値を強調する。具体的な活動をすることをとおして、人間は、自らの

執着を放棄するための機会を自らにあたえることができる。成長への端緒とは、 
自己の潜在能力を内的現実として経験する瞬間に参加すること以外にはないの

である（Ferrer, 2002）。 
 
態度としての実践 

 
具体的な活動としての実践が、実際に、個人の生活に真に建設的な効果をも

たらすことができるためには、態度としての実践が必要になる。これは、日常

生活のあらゆる瞬間を成長という人間存在の原目的を十全な「注意」

（mindfulness）をもって生きようとする、個人の基本的な態度ということので
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きるものである。 
いうまでもなく、実践とは、必ずしも、具体的な活動に従事することだけを

意味するのではない。それは、また、いかなる活動をするときにも、常に意識

（存在）のなかに息づく基本的な態度でもなければならないのである。 
確かに、意識変容のための具体的な実践は、限定された時間のなかで、ある

特殊な意識状態を醸成することを目的とする。しかし、こうした実践の内包す

るパラドクスは、そうした特殊な意識状態のなかで開示されものが、実際には、

日常のあらゆる瞬間において「常に既に」（always already）存在している事実で

あるということである。必然的に、こうした存在の事実は、具体的な活動とし

ての実践に取り組んだから実現されるのではなく、存在することそのものが無

条件に賦与している条件なのである。しかし、実際には、基本的な態度として

の実践が欠如しているとき、こうした洞察は、具体的な活動としての実践が終

了すると、すぐに忘却されてしまう。その意味で、態度としての実践は、具体

的な活動としての実践の成果を日常の瞬間・瞬間に新鮮に息づくものとして統

合するために、必須の基盤なのである。また、こうした基盤が存在していれば

こそ、日常の煩雑のなかで失われがちになる無条件に賦与されている存在の条

件についての認識を蘇生するための具体的な活動をする必要性が認識されえる

のである。 
 
2 種類の実践の相補的価値 
 
インテグラル段階における実践は、これら 2 種類の実践を相補的なものとし

て認識し、その両方を同時に体現することの重要性を強調する。これら 2 種類

の実践を重視することの価値は、現代のスピリチュアリティーをめぐる状況を

鑑みると、とりわけ明確になるだろう。 
上述のように、インテグラル段階における実践は、具体的な活動としての実

践の価値を強調する。これは、具体的な活動が、非日常的な内的状態を醸成す

ることをとおして、人間を日常の意識状態の束縛から開放する効果を有してか

らである。こうした経験をすることをとおして、人間は、日常の自己を対象化

することができ、そして、新たな自己を創造するための探求作業を開始するこ

とができるのである。 
しかし、自己を対象化することは、自らの存在の基盤を動揺させることでも

あるために、それは、しばしば、実存的不安をもたらすことになる。その意味

で、具体的な活動としての実践は、あくまでも既存の「自己」を確固としたも

のとして確立しようとする、人間の自己増幅のこころみを麻痺させる「危険」

な取り組みといえるのである。 
実際、多くの人々は、具体的な実践活動に取り組むことが内包する、こうし

た「危険性」を敏感に察知して、そうした活動に従事することを回避しようと

する。しかし、こうした逃避は、自らはあくまでも成長という課題に真摯に取

り組んでいるのだという自己イメージを溶解させる可能性を秘めている。彼ら

にとり、こうした自己イメージを保持することは重要な意味をもつために、自

らが成長という過程において必須となる自己対象化の課題から逃避したことを
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正当化することが必要となる。こうしたジレンマを、多くの人々は、実践とい

うものを「態度」として定義することをとおして解決しようとする（これは、「態

度としての実践」にさえ取り組んでいれば「活動としての実践」は必要ないと

いう姿勢に結実する）。いうまでもなく、これは、自己保全のために言葉を弄す

ることにほかならないが、実際には、現代においては、非常に頻繁に行われて

いる行為でもある（Wilber, 2001）。こうした状況において、実践というものを、

「態度としての実践」と「活動としての実践」という、ふたつの相補的な要素

をもつものとして認識することは、こうして形骸化してしまった現代人の自己

変容への取り組みをその本来のありかたへと恢復することを可能にするのであ

る。 
また、これらの要素は、“do”と“be”という、人間における 2 種類の主要な存在

の方法（ways of being）を体現するものでもある。それらは、人間の存在に構造

的なパラドクスをあたえることをとおして、人間に成長への「能力」を賦与す

る。つまり、こうしたパラドクスの存在は、人間の内部にそれを「解決」しよ

うとするダイナミズムを醸成することをとおして、より高度な均衡（equilibrium）

の確立をめざす深化のプロセスを促進するのである。 
発達心理学は、成長とは、人間が問題を解決することではなく、問題が人間

を解決することであるという。つまり、われわれは、パラドクスを解決しよう

とこころみるなかで、逆に、パラドクスに解決されるのである（Kegan & Lahey, 
2001）。その意味では、人間において、成長とは、自らのなかにパラドクスを抱

擁することをとおして、それがわれわれを解決するのを許容することなのであ

る。 
成長という人間の課題に意識的に取り組もうとする統合的変容への実践にお

いて、このような成長の法則を積極的に活用することが重要となるのはいうま

でもないだろう。2 種類の実践への取り組みは、このパラドクスの抱擁という人

間成長の核心を構成する課題への意識的な取り組みを可能とするものなのであ

る。 
 

自己の成長への責任能力 
 
統合的変容への実践を可能とする必須の条件は、自らの成長に対する責任能

力（response-ability）である（Leonard & Murphy, 1995）。この能力を十全に発揮

することをとおして、個人は、はじめて、自らの統合的成長を実現するための

計画を構築し、また、修正することができるのである。 
上述のように、人間の統合的成長は、複数の領域における変容への取り組み

を必要とする、複雑なプロセスである。このことは、必然的に、個人に複数の

指導者を自らの判断にもとづいて活用する能力を育成することを要求する。 
過去においては、自己探求のために、自己を指導者にあけわたすことが必要

なことであると信じられた。そうした要求を拒否することは、しばしば、「自己」

への執着として非難されたのである。しかし、そうした要求を盲目的に受けい

れることが無数の悲劇を生みだすことを（例えば、新興宗教団体における数々

の悲惨な事例をとおして）痛感した現代人にとり、そうした態度は、もはや、
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現実性をもたないものとなりはじめている。 
いうまでもなく、ひとりの人間が、人間存在のすべての領域を修得すること

は不可能である。ある領域において、指導者として、他者の成長を促進するこ

とができるだけの能力を養うためには、膨大な訓練が必要とされる。このこと

は、今日において、あらゆる領域において、専門家となるために、われわれが

履修しなければならない過酷な課程をみれば明らかであろう。自己を指導者に

あけわたすことを美徳とした過去の発想は、ひとりの人間が導師として他者の

全存在を抱擁することができると想定した、人間存在の複雑性を無視した人間

観を基盤とするものなのである。 
インテグラル段階における実践は、こうした人間観の限界を認識したうえで、

発想されるものである。それは、個人が自らの統合的変容に取り組むうえで複

数の領域における探求をする際、それぞれの領域に熟練した複数の指導者を適

宜に利用することを奨励するのである。 
もちろん、このことは、必然的に、成長という過酷な試練を回避しようとす

る人間存在に息づく強力な衝動に自らの判断にもとづいて抗うことができるだ

けの強靭な自己否定能力を個人に要求するものである。過去においては、指導

者の発言を絶対的なものとして受容することをとおして、個人は、こうした能

力を育成することなく、自己探求の作業に取り組むことができたかもしれない。

しかし、そうした「贅沢」は、もはや、現代人にはあたえられていないのであ

る。 
ただ、ここで留意するべきことは、指導者を適宜に利用するとは、決して、

われわれの自尊心を擽る指導者を選択的に「消費」するということではないと

いうことである。実際、スピリチュアリティーの商品化が完成した現代におい

ては、そうした甘言をあたえてくれる「指導者」は無数にいるので、そうした｢商

品｣を次々と利用することは簡単なことである。むしろ、ここで「指導者を適宜

に利用する」という言葉で意味されているのは、人間存在を構造的に呪縛する

そうした自己保全的なありかたを独力では克服することができないことを認識

するときに成立する成熟した能力である。そうした能力があればこそ、個人は、

真の意味で、自らの必要としている援助を認識することができ、また、指導者

の過酷な要求に主体的に自らをあけわたすことができるのである。インテグラ

ル段階における実践とは、その意味では、他者を必要とすることを痛切に認識

しえる、成熟した自己認識能力を基盤とするものであるということができるだ

ろう。統合的変容のための計画と修正は、こうした自己認識を基盤として、構

築されえるものである。 
自らの成長に対する責任能力とは、真の意味で自らが必要としているものを

探求しつづけていく「開かれた」態度である。統合的変容への実践に取り組む

うえで、自らが希求する将来像を明確にして、それを実現するための実践計画

を立てることは、自己の意識を凝集して、絶えず情熱をよびおこすために重要

となる。自らが真に希求するものを明確にすることは、自らのなかに潜在する

能力を実現するために大きな価値をもつのである（Leonard & Murphy, 1995）。
しかし、ここで留意するべきことは、こうした計画が、時として、個人が真に

取り組まなければならない課題を覆い隠すかたちで構築される可能性を秘めて
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いることである。人間の構築するあらゆる構想（計画）が、常に、現実のある

領域を排除することをとおして成立するものであることを考慮すれば（Daly & 
Cobb, 1989/1994）、それは、いたしかたのないことかもしれない。しかし、自己

変容への実践において、自らの視点が構造的に内蔵する盲点を積極的に探求し

つづけることは、とりわけ重要なことになる。 
実践への取り組みは、常に、実践の主体である自己（“I”）そのものを変容し

つづける。結果として、それは、その実践の計画を構想したときに存在してい

た自己の視野の限界を克服する新しい視野をもたらすことになる。そうしたと

きに、過去において構想された計画が修正されるのは、自然なことであるだけ

でなく、むしろ、必然のことであるといえるだろう。その意味では、自らの統

合的成長を実現するための実践計画を継続的に修正することができることその

ものが、自己変容の実践においては、必要（integral）な構成要素であるという

ことができるだろう。 
 
実践計画構築のための方法 

 

 最後に、統合的変容のための実践計画を構築するための具体的な方法を簡潔

に紹介する。これは、インテグラル・インスティトュート

（Uhttp://www.integralinstitute.org/home.htmlU）やインターコネクションズ

（Uhttp://ikan.biz/en/quadrant.htmlU）等の国内外の組織においてこころみられてい

る、インテグラル思想を基盤とした先駆的な取り組みを参考にしたものである。 

 

U将来像の創造 

 

統合的変容のための実践は、継続的な実践をとおして、自己の変容を志向す

る真摯な取り組みである。こうした取り組みにコミットするうえで、あらゆる

そうした取り組みにおいてそうであるように、自らが希求する将来像を構築す

ることがたいへん重要になる。こうした将来像は、自らが創造したいと希求す

る内的・外的な「状態」をまとめたものである。上述したように、こうした将

来像を明確化することをとおして、われわれは、日常生活に方向性をあたえる

ことができ、そして、それをとおして、自らの意識を凝集して、絶えず情熱を

よびおこすことができるのである。自らが真に希求するものを明確にすること

は、自己のなかに潜在する能力を実現するために必要な作業であることが強調

される。ただ、ここで注意するべきことは、将来像が、野心的なものであるの

は結構だが、現実性にねざしたものである必要があるということである。 

 

U現状確認 

 

次に、現在、自らが取り組んでいる実践を確認する。まず、現在、自らが定

期的に取り組んでいる実践をリストする。TP

4
PT そして、それらのなかで、最も効

果と価値があると見なせる実践を明確化する。それらは、普通、今後の実践活

動の構成要素として、継続して実践されるものとなる。ただ、それらの実践が
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継続する価値のあるものであるかどうかを検討するとき、それらが最初に明確

化した将来像を実現するために重要なものであることを確認する必要となる。 

 

 Uインバランスの明確化 

 

現在の実践が把握できたら、そのなかに存在しているインバランスを明確化

する。この活動のねらいは、現在の実践活動において、無視されている領域や

強調されすぎている領域を認識することである。典型的なインバランスとして

は、例えば、下記のようなものをあげることができるだろう。 
 
 瞑想に集中的に取り組んでいるひとは、しばしば、運動等の身体活動を軽視

しがちになる。こうしたひとには、例えば、定期的なウエイトリフティングが

推奨される。 

 心理カウンセラーとして「パーソナル領域」の問題・課題に集中的に取り組

んでいるひとには、「トランスパーソナル」領域の活動にも取り組むことが推奨

される。 

 1 人称（個人の領域における成長）ばかりに取り組んでいる人には、実践の

重心を 2 人称（主観的関係性の領域における成長）や 3 人称（客観的関係性の

領域における成長）に移行することが推奨される。 

 他者に奉仕することが強調されすぎているひとには、実践の重心を自己の内

面に対する洞察を育成する活動に移行することが推奨される。 

 

インバランスが明確化されたら、あらためて最初にまとめた将来像をふりか

えり、必要に応じて、インバランスを解消することができるよう、将来像を書

きなおす。時として、われわれは、自分でも気づかないうちに、将来像を自己

の現状が内包するインバランスを助長するかたちでまとめてしまう。この作業

は、そうした危険性を回避するためのものである。 

 

U新しい実践活動の付けくわえ 

 

統合的変容への実践は、刹那的な高揚状態ではなく、段階的変容――すなわ

ち、長期的に持続可能な成長――を志向する取り組みである。そして、そうし

た取り組みは、必然的に、献身的な実践を必要とする。このことは、新しい実

践を付けくわえるにあたり、現実的な可能性（意欲・時間）を考慮して、ほん

とうに長期的に取り組むことのできる実践を選択することが重要となることを

意味する。つまり、現在の生活において、実際に自らにあたえられている時間

を考慮しながら、永続的なライフスタイルの構成要素として現実的に継続でき

ると思われるものを選択することが必要となるということである。 

いうまでもなく、たくさんの実践に取り組むことは必ずしも重要ではない。

少ないものでも、それが献身と誠意をもって取り組むことのできるものである

なら、たくさんのものに取り組むよりも、効果があるのである。 

長期的に取り組むことのできる実践とは、基本的に、われわれが実践のプロ
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セスそのものを楽しむことのできるものである。従って、新しい実践を付けく

わえるにあたり、そうした歓び（enjoyment）を体験できると期待できる実践を

選択することが大切となる。また、実践を選択するにあたり、自らのパーソナ

リティー・スタイルを考慮することも重要となる（すべての実践は、必ずしも、

すべてのスタイルに効果的であるとは限らない）。 

いずれにしても、実践を選択するにあたり、窮極的には、われわれが自己に

とり最も価値があると判断するものを選択することが重要となる。その実践に

ついて確信がもてないときには、実験的に一月ほど取り組んでみることが推奨

されよう。 

 

U共同体の構築 

 

 統合的変容への実践は、個人と集合という実践活動の重要要素を尊重しよう

とするこころみである。こうした姿勢は、実践活動の構成要素として、実践の

共同体を構築（発足・維持・発展）する活動が明記されていることにも反映さ

れている。 

上述のように、統合的変容への実践は、1人称➞2 人称➞3 人称の順序で、そ

の重心を段階的に移行させていくが、実際には、それらの要素（1人称・2 人称・

3 人称）は、人間存在の本質的な体験領域として、すべて段階において存在して

いるものである。その意味で、統合的変容への実践は、人間存在の本質的な体

験領域の可能性を意識的に探求することをとおして、われわれに人間としてあ

ることの可能性を包括的に抱擁することを可能とするこころみであるといえる

だろう。そして、こうしたねらいを実現するための活動が、実践の共同体の構

築活動なのである。 

こうした共同体の構築活動の基盤となるのが、慈愛の精神にもとづいた、対

話の実践である。統合的変容への実践における対話とは、他者を受容すること

であるのみならず、また、自己を受容することでもある。ここでは、他者を傾

聴することをとおして、まず、他者をありのままに受けとめる作業を実践する。

同時に、そうした作業をとおして自らのなかに沸きあがる経験を傾聴し、それ

を他者に表現する。参加者は、相互の存在を受容する過程のなかで、常に、自

己の内部に立ちあがる真実を尊重して、そして、そこから他者に携わることを

求められるのである（Oka, n. a.）。参加者ひとりひとりが、そこで生成する自ら

の体験に真実（authentic）であろうとすることをとおして、対話を、情報と情報

の交換の空間ではなく、人格と人格のであい（encounter）の空間として構築す

るのである。それは、ひとりひとりが自己の体験の絶対性を肯定することを許

容する、相互性（mutuality）の精神に貫かれた関係性を構築しようとするころ

みであるといえるだろう。 

自己理解と他者理解は、常に、相補的に作用するものである（Torbert, et al., 
2004）。そして、統合的変容の実践は、この相補的な作用を醸成する関係性とい

う神秘的な人間体験の可能性を積極的に探求するこころみである。実践の重心

の段階的発展は、こうした探求に内在する歓びに導かれるものであるというこ

ともできるだろう。 
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まとめ 

 

代表的なトランスパーソナリストたちの指摘するように、（例えば、Bache, 
2000; Griffin, 1989; Wilber, 2002a, 2002b）、自己変容の実践活動のなかで個人が直

面する苦悩は、その本質において、人類種として人類が抱えている試練が顕現

したものである。それらの苦悩を自らのものとして抱擁し、そして、その解決

のために取り組むことは、自らのいやしのみならず、種のいやしに貢献するこ

とであるとこれらのトランスパーソナリストたちは主張する。その意味で、自

己変容に取り組むとは、窮極的に、個人が、人類種の構成員として、ひとつの

時代に生まれあわせることをとおして、自らに「宿命」（destiny）として突きつ

けられる集合的な課題の解決に取り組む奉仕の作業であるということができる

だろう。 

現在、先駆的なトランスパーソナリストにより主張されているトランスパー

ソナル研究の新しいありかたは、人類が、今日、未曾有の危機に直面している

事実の認識にもとづいて構想されているものであることは、まず間違いないだ

ろう（例えば、Bache, 2000; Elgin, 2000; Griffin, 2004, 2005）。しかし、こうした

ありかたが、先駆的なものでありながら、同時に、発足の瞬間から、トランス

パーソナルというこころみに常に息づいていた本質を体現するものであること

をわれわれはここで確認するべきであろう。 

トランスパーソナルという言葉は、「個」（パーソナル）を超えるという意味

をもつものであるが、そこには、総じて、垂直的と水平的というふたつの方向

性の意識変容のありかたが示唆されている。人間は、垂直的な意識変容をとお

して、意識の深層領域を認識し、そして、水平的な意識拡張をとおして、同時

代をともにする生命とのつながりを認識する。トランスパーソナルという思想

を実践していくにあたり、このふたつの要素の価値を認識し、そして、それら

を統合していくことは、たいへん重要なことであるといえる。真の意味でトラ

ンスパーソナル思想を実践するにあたり、われわれは、「魂」や「霊」といわれ

る深層領域を探求できるだけでなく、時代が突きつける現実を直視し、協調し

てそこに存在する困難をのりこえていく努力をしていかなければならないので

ある。 
現代という危機の時代において、トランスパーソナル思想を実践するにあた

り、果たしてどのようなかたちでこの課題に取り組んでいくことができるのか

――こうした課題と真摯に取り組んでいくうえで、現在、インテグラル段階に

おけるトランスパーソナル研究の構想として提唱されている実践の方法論は、

そうした問いに対するひとつの真摯な解答といえるだろう。これからのわれわ

れの課題は、こうした解答を自ら生きていくことをとおして、その発展に寄与

することなのである。 
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Notes 
 

TP

1
PT 人間性心理学の基盤のうえに、展開された準備活動の結実として、the Journal 

of Transpersonal Psychologyが出版されたのは、1969 年である。そこで中心的な

役目を果たした人物として、Antony Sutich・Michael Murphy・Abraham Maslow・

Stanislav Grof・Viktor Franklがあげられる（Wellings, 2002）。 
TP

2
PT Tいうまでもなく、こうした特徴づけは、あくまでも、そのときそのときのTト

ランスパーソナル研究の「T重心」をまとめたものである。それぞれの段階にお

いて、常に、こうした特徴づけにあてはまらない例外が存在したことは、あら

ためて指摘するまでもないだろう。しかし、Tトランスパーソナル・コミュニテ

ィーが、Tひとつの学術共同体として、Tこれまでに、T研究成果を共有し、そして、

相互批判を基盤として向上しようとしてきたとすれば、そこには、必ず成長の

根本法則である「超越と継承」のダイナミズムが息づいていたはずである。Tロ

スバーグのモデルが、綿密な過去の調査にもとづき、このT共同体に息づくTそう

した法則を浮かびあがらせるものであるという意味で、高く評価できるもので

あるといえる。 
TP

3
PT ウィルバー（2000b）の指摘するように、トランスパーソナル研究は、こうし

たジレンマのもと、自らの視野を狭窄化するか、もしくは、研究基準を低下さ

せることになった。 
TP

4
PT このときに、たとえば、インテグラル・インスティトュートの体験講座にお

いて指導されるように、それらの実践を「トランスパーソナル領域」・「パーソ

ナル領域」・「身体領域」・「思想領域」、そして、「他領域」という項目を設定し

て、分類すると良いだろう。また、このとき、実践の頻度も明記しておく必要

がある。 


