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他の誰かになる夢と間主観性―夢の現象学ノート（１） 

渡辺 恒夫1 

 

【要約】他者へと変身する夢を間主観性問題への挑戦とみなし、現象学的解明を試みる。まず著者の先

行研究より、夢世界では想像対象、予期・想起対象など準現在化対象は、すべて現在化（＝現実化）さ

れることを確認した。次に、著者自身のブログに掲載された74の夢事例の中から視点転換を伴い他者に

なる夢５例を選択して考察するという、現象学的な当事者研究を行った。その結果、フッサール間主観

性論でいう向現前化の対象が現前化するという、共通の構造的特徴を確認した。結論として、フッサー

ル説では他者への志向的意識（＝向現前化）は想像意識と予期・想起意識という２種の準現在化の共同

作業ということになってしまうとして批判したクラウス・ヘルト説を、間主観性論の批判的再構成とみ

なして依拠し、夢世界ではこれら２種の準現在化作用が共に現在化され現実化するがゆえに他者への変

身が可能となる、というように解明した。 

【キーワード】 夢の当事者研究、現象学的心理学、フッサールの間主観性理論、現前化／向現前化、
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 いくら「もし自分があの人だったら」と空想して

も現実には他の誰にも成ることはできない。とこ

ろが夢の中で私は、他の誰かになっていることが

ある。夢世界においては自己と他者との関係性が、

現象学でいう間主観性が、変容しているのだろう

か。夢事例テクストの現象学的分析によってこの

問題を究明するのが本篇の目標である。本篇はす

でに開始されている一連の夢の現象学研究シリー

ズ（渡辺、2010）の一環なので、 初にシリーズ

全体の基本的立場を簡潔に述べる。 

夢の深層心理学は夢の意味を夢でないものによ

って解釈し、夢の認知神経科学は夢を脳の機能に

よって説明しようとする。これに対して夢の現象

学は、ウスラー（1990）も強調するように、夢を

現実世界と対等の「世界」として扱う。「私がこの

現実世界に生き、泣いたり笑ったり‥‥するよう

に、私は夢という世界に生き、同じように泣いた

り笑ったり‥‥しているのである。ただし、まっ

たく同じように、というわけではない。まったく

同じだったら、夢と現実の区別はつかなくなって

しまうだろう。何かがちがう。夢世界と現実世界

とでは、異なる原理と法則が支配している。だか

ら夢は、『異界』なのである。」（渡辺、2010, 

p.197-198）この、夢を「異界」にしている原理と

法則とを、内側から観察して解明するのが夢の現

象学である。夢の現象学の近い目標は、現実世界

と比較することで夢世界の「原理と法則」を、夢

世界の現象学的構造を、明らかにすることである。

遠い目標は、夢世界と比較することで現実世界の

現象学的構造を、より深く理解することである。

第１章では、これまでの研究によって明らかにさ

れた、現実世界と異なる夢世界独自の基本的な現

象学的構造を提示すると共に、自己と間主観性の

現象学的構造が未解明であることを示す。第２章

で本研究の方法論を述べ、３章以下で〈他の誰か

に成る夢〉事例を引用して具体的な解明を試みる。

なお本篇は、「ノート」という副題の語が示すよう

に、夢世界における間主観性問題の全体像を描き

出す途上の、中間報告的なものにとどまる。 

 

第１章 問題提起 夢の現象学的構造と間主観

性の変容 

１－１節 夢の基本的な現象学的構造 

 すでに引用した文献で私は、夢の具体事例の現

象学的考察に基づき、現実世界との間に次のよう

な現象学的構造の違いを指摘している（ibid., 

p.215-216）。 

A 時間的構造の違い 

 現実世界では未来を予期し現在を知覚し過去を

想起する。明日の会議を予期してあれこれ想像し

たり、過去の事故を想起して避けられなかったも

のかと思案したりする。ところが夢の中ではすで

に明日の会議が始まっていて現在として経験した

り、過去の事故の現場にいてやはり現在として体

験したりする方が普通である。すなわち、夢では

予期も想起も知覚に取って代わられ、したがって

未来も過去もなく現在だけがあることになる。 

B 生の現実と記号の虚構との二重性がない 

 現実世界ではどんなに『ハリー・ポッター』を

読むのに我を忘れて熱中しても、文字通り我を忘

れて自分が魔術師ハリーだと思いこみ我が家を魔

法学校の寄宿舎と取り違えたりすることはない。

ところが夢の中で小説を読み始めると、必ずと言

ってよいほど小説世界の中に入り込み、主人公と

して世界を経験することになる。生の現実と記号

の虚構性の区別が消えるのである。 

C 空想と現実の二重性がない 

 現実世界ではしばしば、「もしお金持ちだったら

もっと大きな邸宅に住んでいただろうに」といっ

た空想を、つまり反実仮想をする。しかし現実で
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はいくら空想にのめり込んでも、空想と現実を取

り違えることはない。ところが夢ではしばしば、

大きな邸宅に住むという空想が実現する。フロイ

トならこれを、夢の意味は願望充足であるという

ように説明しただろう。けれども現象学的に見る

とBの場合と事情が似て、夢の中では空想と現実

の二重性を生きることができず、空想意識は必ず

知覚意識として実現する、ということになるので

ある。 

 
図１ 現実世界の現象学的構造：知覚以外はすべ

て「準現在化」である。 

 

フッサール現象学では、知覚を現在化

（Gegenwärtigung）、予期・想起・想像を一括して

準現在化（Vergegenwärtigung：元々「思い描く」

の意）という（木田他、1994；谷、1998参照）。

したがって夢世界では両者の区別が消滅し、すべ

てが現在化になると言えよう。この事態を、図１

と図２によって比較しておく。 

ちなみにフッサールはほとんど夢について触れ

ていないというが、その数少ない手がかりを生か

してドゥ・ウォレン (2009) はこう述べているー

ー「夢見られた自我は、夢見ている自我が眠って

いる間、目覚めている。（…）私が目覚めていると

すると、私が想像しているという暗黙裡の覚知が

存するが、夢を見ている場合には、私が実際に眠

っているとすれば、私が夢を見ているという比較

されうるような覚知は存しないのである。」 

つまり、覚醒時の想像意識にある二重性が夢で

は一重になると言うのである。 

 

 

 
図２ 夢世界の現象学的構造 

  

１－２節 他の誰かに成る夢（K元長官に成る

夢） 

 前節の考察と図１、図２を眺めるならば、「自我」

と「他者」についての解明がいまだ欠けているこ

とがわかる。だから次のような夢事例に対しては

適切な対処ができない。 

【夢事例１ Ｋ元長官に成る夢】「心理学実験室」

にいた。／現実の実験室とは全くことなり、畳敷き

の部屋が二つ並んでいるだけの民家のような建物だ

った（私は夢の中でたびたびこの「心理学実験室」

を訪れているが、そのたびに様子が変っている）。
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／私は昼間から奥の部屋に布団を敷いて寝ていたよ

うだった。すると、突然、外から知り合いの女性編

集者が訪問してきた。障子ごしに、「ウフフ、先生、

何してるんですか」といった、笑い声がした。／こ

こで、どうやら私は日本ユング派の総帥だった「Ｋ

元長官」になってしまっていたらしい。Ｋ元長官と

して、以前も小鳥の餌を食べているところを、別の

女性編集者に見られて笑われたことを思い出した。

思い出しながら、別人の客観的視点でＫ元長官を見

て、いかにも日本ユング派らしい、などと、解説す

るように考えていた‥‥（渡辺、2004-） 

 なるほど記号体験としての読書では私は想像裡

に魔術師ハリーに成るが、夢の中では「想像」と

いう自覚が消えて魔術師として物語世界を現実と

して体験する。けれども、この夢で私が成った「Ｋ

元（文化庁）長官」は、魔術師のような虚構でな

く、面識もある実在の人間だった。だから、図１

の「想像対象」に位置付けるわけにはいかない。

実在する自己と実在する他者の間の関係が変容し

ているのだ。実在する自己と実在する他者との間

の関係を解明するのが、フッサールの間主観性論

の目標である(本稿で「実在する他者」「実在他者」

という場合の実在とは、そう確信されている
、、、、、、、、、

とい

う意味である。念のため)。 

 フッサール間主観性論は時期によって変化して

いるが、このテーマを扱った『デカルト的省察』

では、身体的他者の知覚を含む知覚経験一般と、

他の主観性（＝他我）としての他者の経験の対比

が、現前化(Präsentation)と向現前化

(Appräsentation)として対比されている3。1－1節

                                                 
3Appräsentationは、Ad(に向かって)＋Präsentationの意であ

り、『デカルト的省察』の船橋訳（1970）では「間接提示」、

浜渦訳（2001）では「共現前化」、『現象学事典』（木田他、

1994）では「付帯現前化」（pp.138-139）と訳されている

が、本篇では「向現前化」と訳した。その方が日本語の語

感として、他者の実在を確信して現前化に向かいながらも

で紹介した現在化／準現在化という対語と、別の

対語が登場するのはなぜだろうか。想像であれ予

期・想起であれ、能動的に思い描くのが準現在化

である。これに対して向現前化は、他者の主観性

や事物の背面に対する志向性であるが、能動的に

思い描くのではなく自ずとその実在を確信してし

まう受動的志向性である。ただし事物の背面なら、

ひっくり返すというキネステーゼ的行為によって

それが知覚正面となって現前化するが、他者は決

して現前化しないという違いがある。夢世界で事

物の背面が問題になる（たとえばピカソの絵のよ

うに背面と正面が同時に正面に展開する）といっ

たことはまずないので、本篇では向現前化を他者

を志向する場合に限って用いることにする。 

 向現前化の用語を用いて先述の夢を解明する。

まず、女性編集者という「他者」が登場する。私

はこれと少しばかり似た状況を現実に経験したこ

とがあるが、夢の中の女性編集者には見覚えがな

い。特定の他者というより女性編集者という一般

概念、一般的他者の具象化かもしれない。それで

も「他者」としてその実在を夢の中では疑ってい

ないので、夢の中で向
、
現前化され
、、、、、

ている
、、、

4。ところ

が彼女に声を掛けられると私はＫ元長官に成って

しまっている。その後、視点が第三者的になって、

Ｋ元長官を実在の他者として眺めるという視点転

換に至る。これは、実在の他者であるＫ元長官を

主観的に経験する状態から、第三者的視点に戻っ

てＫ元長官をあらためて向現前化する、という過

程である。現実世界ではありえない視点転換が、

当り前のように起こったのである。 

 魔術師ハリーのような虚構を対象とする準現在

化―現在化と、実在の他者を対象とする向現前化

                                                                                 
決して現前しないという、もどかしさが伝わると思うから

である。 
4 夢の中での「他者認知」が成立していることは、認知心

理学の側からKahn et al. (2005)を参照のこと。 
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―現前化の違いを、表1のようにまとめることが

できる（実在の他者に成るという事態を「現前化」

として捉えている）。 

 

表１ 現実世界 夢世界 

① 虚構対象

（ハリ

ー・ポッタ

ー） 

準現在化。魔術師ハ

リーに感情移入して

も、私はハリーでな
、、

く
、
、かつ、ハリーは

実在しない
、、、、、

ことを、

私は暗黙裡に知って

いる。 

現在化。私は

魔術師ハリー

である
、、、

。ハリ

ーは実在する
、、、、

と、私は確信

している。 

②特定の他者

（Ｋ元長官） 

向現前化。K元長官

に感情移入しても、

私はK元長官でな

く、かつ、K元長官

は実在する
、、、、

ことを、

私は暗黙裡に知って

いる。 

現前化。私はK

元長官であ
、、

る
、
。K元長官

は実在する
、、、、

と、私は確信

している。 

③他者（女性編

集者） 

向現前化 向現前化 

 

 ちなみに表中の「感情移入」(Einfűhlung)とはリ

ップス（1934）に由来する概念で、絵画のような

虚構的他者も実在の他者も同じ感情移入というメ

カニズムで理解がなされるとしているが、フッサ

ールは実在他者への感情移入論として、第5章に

述べるように、はるかに手の込んだ説明を案出し

ている。ここでは虚構的他者の場合と実在他者の

場合の違いを、準現在化と向現前化の違いとして、

強調点を振った箇所で際立たせてみた。 

 以上の考察からして、本篇の目標、夢世界の中

で間主観性がいかに変容するかの現象学的解明へ

の方略が見えてくる。 初の構造的特徴が、事例

１の考察を通じて表１としてすでにまとめられた。

これを叩き台としてさらに精緻化を行い、フッサ

ール間主観性論による解明を図ることが本篇の作

業となる5。 

 

第２章 方法の問題 

２－１節 フッサール現象学の基本 

 夢の現象学を謳った文献が幾つか日本でも紹介

されているが6、それぞれ個性が強すぎて一代限り

になってしまっている。本研究では継承発展可能

な研究をめざすべく、フッサール現象学の基本に

従う。フッサール現象学といっても夢テクストと

いう経験的データに基づくので、超越論的現象学

ではなく心理学的現象学もしくは現象学的心理学

ということになる。 近、後者を質的心理学の技

法として展開した試みが現れているが（ジオルジ、

2013/2008；渡辺、2013）、本研究はそれらを参考

にはするが踏襲はしない。夢の現象学という新た

な領域はまた新たな方法論的工夫を必要とするか

らである。ただし、フッサールの心理学的現象学

の方法論的な基本がエポケーを含む現象学的還元

と本質観取の二つにあることは確かなので、一言

ずつ説明する（渡辺、2013、参照）。 

①エポケーを含む現象学的還元 

現象学的還元とは、反省によって、対象につい

ての「臆見（ドクサ：思い込み）」を、「現象」と

いう確実な知識へ還元することである。その重要

なステップとして、対象が客観的に実在するとい

う判断を停止する手続きを、フッサールはギリシ

ャ語から取ってエポケー（epochè）と名付けた。

判断停止と訳される。目の前の花瓶は客観的に実

在すると私は思いこんでいるが、幻覚かもしれな

いし夢かもしれない。けれど、花瓶が見えるとい

                                                 
5 なお、表１の夢世界の欄で、①の行の虚構対象へ成ると

いう「現在化」と、②の行の実在他者へ成るという「現前

化」の説明文が、夢世界内部で区別がつかないことに注意

を促しておく。これが、５―３節での議論の伏線になる。 
6 サルトル『想像力の問題』、ロジェ･カイヨワ『夢の現象

学』、ビンスワンガー『夢と実存』、メダルト・ボｽ『夢の

現存在分析』、ウスラー『世界としての夢』。 
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う「花瓶という現象」だけは疑うことが出来ない。

このように花瓶についての思い込みをカッコに入

れて花瓶「現象」へと還元するのが現象学的還元

である。ところですでに「夢かもしれない」とい

った言葉を使ったところからも感知されるように、

現実と夢とで現象学的還元は逆を向いているとこ

ろがある。現実世界では花瓶が実在するという判

断を停止するのに、夢記録テクストに現れた花瓶

については「夢だから実在しない」という判断を

停止するのである。そうしておいて、夢の中で花

瓶が実在すると信じていたならば、その確信の条

件は何であったかを探求するのが、夢の現象学の

課題となる。 

具体的に夢記録テクストを扱う場合、他者の夢

であっても自分自身の夢として読むという「一人

称的読み」（渡辺、2013）が、エポケーを含む現象

学的還元の方法論的前提となる。 

②本質観取 

 科学では仮説を構成して検証もしくは反証する

というサイクルで研究が進むが、現象学では仮説

を作らず、代りに本質観取という方法を使う。具

体的には想像的自由変更という方法を使う。三角

形の本質とは何かを観取するのに、目の前にひと

つ三角形を描き、それを想像裡に変容させてみる

と、三つの辺のうちどれかが曲線になったり辺同

士が交わる角に間隙ができたりしたら、三角形と

いう経験が成立しなくなることが分かる。だから

三角形の本質とは三角形という経験が成立するの

に必須の構造的特徴のことであって、三本の直線

的線分で囲まれていて線分の終端同士がぴったり

合わさっていること、となる。 

 本研究のような経験的水準の心理学的現象学に

おいて、想像的自由変更の代りになるのが複数の

データの比較である。データを使うといっても、

実証科学における「仮説」と観察データとが互い

に論理的に独立しているのに対し、そのような独

立性はない。従って 初に観取された本質は「仮

説」ではないし、後のデータによって訂正される

とは、 初は気づかなかった重要な構造的特徴が

浮上し相対的に 初の構造的特徴の重要性が目立

たなくなるなどして、より精緻化・普遍化される

ということなのである。また、本質観取とは過程

であって終りがない。本篇では、これまでの成果

（渡辺、2010）を図解した図１と事例１の比較に

基づき、表１を本質観取の 初の成果とみなして

出発点とし、これを精緻化・普遍化することを目

標とする。なお、「本質」の語が心理学にはなじま

ないため、「必須の構造的特徴」といいかえる。略

して「構造」ということもある。 

 

２－２節 データの選択 

 著者である私に利用可能な夢データには、①毎

年のように授業で収集した学生の夢事例。②自分

自身の夢をインターネット上にアップロードした

もの、の２種類がある。本研究では②を用いるこ

とにする。①の他者の夢でも、「一人称的読み」の

原則に従い自分自身の夢として読めば、現象学的

研究は可能である。けれども①の事例数は厖大で

あって、そこからなぜこの特定の事例を抜き出し

て考察するのかというデータの恣意性問題に答え

るのは、一般には困難である。その点、②は誰に

でもアクセス可能であって、データの選択もその

分析も、読者自らがチェックすることができるば

かりか、読者も前述の「一人称的読み」によって

現象学的分析に参加できる。 

 

２－３節 当事者研究としての現象学的研究 

 元が自己の夢か他者の夢かによって、分析に何

らかの影響が出ることは予想される。質的研究の

今日的潮流では、前者の場合は当事者研究の名が



 

   57 
 

付くことになる。現象学研究は当事者研究の利点

が（そして欠点も） 大限発揮される場である。

本研究も、当事者研究としての夢の現象学的研究

であることを明記したい。 

 

２－４節 データ分析の方法 

 ブログ「夢日記・思索幻想日記」（渡辺、2004-）

にアップロードされた夢記録事例を分析対象とす

る。事例は全７４例であって、日付は2004年から

2014年１月31日まで10年間。見られた全ての夢

が記録されるのではなく、興味のある夢がまずノ

ートに記され、その中からさらに現象学的に興味

のある夢が選択され掲載に至るという、関心相関

的に抽出されたデータである。具体的な分析手順

としては、まず、「他の誰かに成る夢」とみなされ

る事例をすべてリストアップする（表２）。次に事

例１から出発し、共通点の認められる事例を次々

に考察の対象としてリストから選択しつつ、互い

の共通点と相違点を明確にしてゆくことで構造的

特徴を抽出してゆく。夢事例の引用に当たっては、

純粋の夢記録に加えて、記録時になされた自己コ

メントをも、記録を補足する情報が含まれている

場合には引用した。テクスト中の改行は「／」で

示し、原則として一段落にまとめるようにした。

また、本稿での考察に関連する部分に下線を引い

て強調した場合がある。 

 

第３章 分析対象となる14事例のリストアップ 

 全74事例から、「他の誰かに成る夢」の事例を

抽出して年代順に表２にまとめる。ただし、「夢の

中で魔術師ハリーだった」といった虚構対象への

自己変容や「民俗学者になっていた」といった反

実仮想的自己変容夢は、１－１節で扱った準現在

化→現在化で解明でき、実在（と確信される）他

者との関係である間主観性とあまり関係がないの

で省いた。この辺で、抽出のための厳密な基準が

欲しくなるが、そのような基準は分析解明の過程

で明らかになるのが普通なので、緩めの基準で仮

に出発する。 

 

表２  

表番号と記録日時 「他の誰かに成る夢」としての特徴 

① 2004年10月

24日 

他人の人生の一齣を覗き込んだよ

うな。 

② 2007年1月2

日 

相手の話に出てくる人形が自分だ

と 後に自覚しカミングアウト。 

③ 2007年8月17

日 

飛んで飛行機械に変身するも 後

は他者として見る視点へ転換。 

④ 2007年10月3

日 

純粋視線から、死んでカラスに生ま

れ変わって物語中に闖入。 

⑤ 2008年8月21

日 

ユングの論文を書いていてユング

に成る。 

⑥ 2009年6月25

日 

パリ精神分析研の所員でありなが

ら物語の観客でもある二重性。 

⑦ 事例１（2009. 

7. 7） 

途中でＫ元長官に変身し、 後に第

三者的視点でも眺める。 

⑧ 2009年8月7

日 

初男性。途中で小説のように客観

視。さらに相手の女性に成る。 

⑨ 2009年10月

27日 

太平洋戦争の話を聞いていて話の

中に入り込む。 

⑩ 2010年7月3

日 

45年前の自分がいる京都盆地を模

型のように俯瞰して思考実験 

⑪ 2010年10月

16日 

飛翔人（鳥人間）になった。 

⑫ 2011年2月8

日 

江戸時代の誰かとして生きると共

に、夢の物語進行を観賞。 

⑬ 2011年2月18

日 

別人としてアパートに住んでいた。

⑭ 2011年5月15

日 

聞き知らぬ名の飛翔人として生き

ていた。 
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第４章 夢事例の具体的分析 

 事例１では前半で視点転換を伴わずに私がＫ元

長官に変身し、後半でＫ元長官を他者として見る

視点に転換している。けれども表１でまとめたよ

うに、向現前化対象が現前化してしまうのが「他

者に成る夢」の構造的特徴とするならば、事例１

前半で生じたタイプの他者への変身は例として

適でなく、むしろ後半の視点転換を時間的に逆回

しにしたような夢の方がふさわしいことになる。

そのような夢事例に該当すると思われる表番号⑤、

⑧、⑨、⑫を本篇では取り上げ、前半で生じたタ

イプの変身夢は続篇に回すことにする。 

 

４－１節 ＜他者に成る⇔他者を第三者的に見

る＞の視点転換 

【表番号⑤事例 ユングに成る夢】 夢の中で、論

文を書いていた。ベートーヴェンの有名な第五交響

曲の冒頭の小節（ジャジャジャジャ～ン）が体現し

ている不安について、フロイトとユングが説を立て

ている、といった論旨だった。／「この不安は、フ

ロイトによれば、性欲の抑圧から来るものである…

…」と書いていた。フロイトの有名な論文にそう述

べられているのだ。ところが、「その不安が現代に

特有なもので……」といったことを述べているのが、

ユングの有名な論文だった。それについて、フロイ

トとユングは、一度話し合う機会があった。けれど

も、二度目に曲り角で出会ったとき、ユングは、遠

くからフロイトの姿に気づいていたが、もう話すの

も面倒くさいと思って、曲り角の生垣の中に隠れて

しまった……。／この場面では、私はなにやらユン

グになっていた。生垣というよりは潅木の中で、ど

んどん奥へ入って身を隠した。フロイトが、あれは

ユングではないかと、不審げに潅木の奥をのぞいた

が、どうやら気づかれなかったようだ……／また、

醒めぎわの半覚醒の中で、しきりに、ベートーヴェ

ンの運命は、不安というより憂愁を体現しているか

ら、例にはふさわしくないのでは……と考えをめぐ

らせていた。（…）。 

 初、フロイトとユングが出てくる論文を書い

ていて両者が具象化・映像化して映画の場面のよ

うになり、そのうち私はユングになり、 後の覚

め際でまた、論文について考えを巡らせるスタン

スに戻るというように、視点転換が二度起こって

いる。二度目の視点転換は、ユングになっている

自己から本来の自分に戻る転換だから事例１と同

じだが、「覚めぎわの半覚醒」とあるように、夢

の中と言えるかどうか微妙なところだ。その点、

初の視点転換は、他者を見ていて（他者のこと

を書いていてというべきだが）その他者に成って

いる。表１の、向
、
現前化の対象になることで他者
、、、、、、、、、、、、、、

が現前するという記述に、事例１よりも適合的な
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

例となっている
、、、、、、、

。 

 けれども、事例１では 後の場面で私は直接に

Ｋ元長官を
、
見ている
、、、、

のに対し、この事例前半では

ユングについて論文を
、
書いている
、、、、、

という点が違う。

この違いは、私は前者には面識があったが後者に

はなく、歴史上の人物にとどまることから出てき

ている。すると、歴史上の人物であるユングにつ

いての論文を書いていてユングに成るのは、ハリ

ー・ポッターを読んでいて主人公になってしまう

という《準現在化→現在化》（表１上段）と、ど

こが違うかという疑いが出てくる（現に渡辺

（2010)ではこの②事例は、「記号の架空と現実の

二重性がない」（１－１節Ｂ）の例に挙げられてい

る）。図１を参照して考察すると、歴史上の人物や

面識のない著名人では、記号・画像を介して「虚

構対象」ならぬ「実在（と確信されている）他者」

が志向されていることが分かる。「記号を介する
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準現在化による他者への向現前化」なのだ。だか

らこの事例も、他者に成る夢の例として扱って差

し支えあるまい。 

 ここでなぜフロイトでなくユングに成ったのだ

ろうか。現象学的には表１に照らして、ユングは

Ｋ元長官と同じく現実では向現前化の対象が夢で

現前化対象になった例であるが（第②段）、フロ

イトは第③段の女性編集者と同じく夢でも向現前

化にとどまっているとみなせる。常識心理学的に

は、前者より後者の方に共感していたため自己移

入しやすかったのだと説明するところだ。なぜ複

数の他者のうち特定の他者に成るのかについては、

５－４節で解明がこころみられる。 

 次の夢は、視点転換を伴いつつ、替わるがわる

複数の他者に成る例である。 

【表番号⑧ 2009年8月7日】ある男性がある女性

と交際している（メル友になっている、と言うべき

か）。 初、私はこの男性であるようだったし、夢が

進むにつれて、小説を読んでいるように客観視して

いるようでもあった。／男性は同じ町に住んでいる

女性に身元を知られないようにしている。けれども、

女性は、携帯電話に居場所割り出し機能が付いてい

るのを使って、三叉路にあるコンビニで、男性がそ

こにいることを突き止めてしまう。このあたり、自

分が女性の身になって身元割り出し方を考えたりし

ていたり、客観的な視点をとったりと、小説を読ん

でいる時のようだった。／コンビニにいた何人かの

候補者の中からさらに絞り込み、女性は車で帰る男

性のあとを車で尾行し、家を突き止める（男性の家

は、13 歳の時まで住んでいた大田区の家になってい

た。このあたり、男性は再び、私になっていた）。女

性は、男性の母親に、「結婚を前提としたお付き合い

をさせていただきますわ」と宣言する。このあたり、

もう覚醒していて、夢の、物語としての辻褄合わせ

に、このようなことを考えていたのか、それともこ

れも夢なのか、判然としがたい。また、女性は 初

は婚活の年頃（30 代後半？）だったはずが、ラスト

では、ひと月ほどまえ就職先の会社の不満を言いに

研究室を訪ねてきた、卒業生の S さんのようでもあ

った。／私の存在様式にしても、夢の中で活動して

いた（ただし現在の渡辺恒夫とはかなり違った設定

として）ようでもあり、第三者的に自分を客観的に

見ていたようでもあり、さらに、主人公の相手の女

性の視点にも、途中でなっていたようだった。 

 この夢の特徴は、 後の下線を引いた文章に過

不足なくまとめられている。ここで、「自分が女

性の身になって身元割り出し方を考えたりしてい

たり、客観的な視点をとったりと、小説を読んで

いる時のようだった」ともあることから、小説な

ら仮構対象への自己変容夢であって、本研究では

対象外になるのではないか、という疑いが湧くか

もしれない。けれども、厳密には「小説」という

より「ノンフィクション」というべきだろう。「メ

ル友」の陥穽といったテーマで原稿依頼を受けた

評論家が、自己体験を少しばかり変えて途中で第

三者的視点を取ったり相手の女性（実在の卒業生

もモデルにしている）の視点から描いたりして書

くような、ノンフィクションによくみる作劇法で

はないだろうか。従って私が成っていた夢の中の

男性は、「男性のあるタイプ」の形象化というこ

とになる。それに応じて相手の女性も、「女性の

あるタイプ」の形象化ということになる。これは、

表１下段の「女性編集者」に似た他者一般とも言

える。けれども事例１とは異なり、この夢では一

時的にせよ、夢の中での他者であり向現前化の対

象であった女性に成って、現前化している。性別

は元より自他の別も越えて「ある人間のタイプ」

が複数形象化され、登場人物相互間および夢見者

の間で、視点転換というより視点が浮動している。

登場人物が二人とも、向現前化対象から現前化対
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象へ代わる代わる移動している。主役が交替して

いるのである。 

【表番号⑨ 2009年10月27日】朝7時45分。夢を

見た。太平洋戦争末期にいた。あるいは、その当時に

ついての父の話を聴いていて、話の中に入り込んだ、

というのが正確かもしれない。私は父になっていたの

かもしれない。／ある部隊に属していたのだが、そこ

では、部隊の再配属をしていた。（…）私はそのどちら

でもない、平和要求部隊なる部隊に配属された。／こ

の部隊は、最高司令官直属でーーということは天皇直

属ということかーーいよいよとなったら白旗を掲げて

和平を米軍に要求する役だそうだった。／記憶に残る

最後の場面では、私は道を歩いていて、ジープに乗っ

た将校のひとり（なぜか米人のような顔をしていた）が、

もう一人に、自分は平和要求部隊に配属になったとい

う話をしているのが、ジープのガラス窓ごしに聞こえた。

声が大きすぎるので誰かに聞かれはしないかとヒヤヒ

ヤした。なぜか、他の兵隊に聞こえたら悪いことのよう

な気がしたからだ。（…）／ちなみに、亡父にそんな話

を聴いたことは一度もないし、この話に関連するような

話を読んだことも聴いたことも一切ない。 

 この 後のくだりに書いたように、現実にその

ような記憶があるわけでもないし、夢の中にも亡

父がはっきり出てきたわけではない。これまたノ

ンフィクションの手法のように、自分の例を含め

た具体例をいくつか元にした父親一般といった存

在が出てきて従軍体験を語り、その物話の中に入

り込んだようで、前例の表番号⑧と共通なものが

ある。ただし、前例と異なり、入り込んだ物語の

中では、私自身のアイデンティティが明確ではな

い。これで、 初の方を忘れてしまっていたなら

ば、単に、太平洋戦争末期の世界を、一兵士とし

て生きていた、という夢になったかもしれない。

事実、そのようなタイプの夢を、事例番号①、⑬、

⑭として見ることができるが、後篇に回したい。 

 

４－２節 視点転換から視点の同時的共存へ 

 事例１のもう一つの特徴は、「思い出しながら、

別人の客観的視点でＫ元長官を見て、いかにも日

本ユング派らしい、などと、解説するように考え

ていた」という 後の文章に仄めかされているよ

うに、視点転換が不完全なことである。夢見者の

第三者的視点と登場人物の視点が同時的に共存し

ていた時もあったようなのだ。次の例では、視点

の同時的並存がよりはっきりしている。 

【表番号⑫2011年2月8日】朝。夢を見た。江戸時

代もしくはそれ以前の、昔の日本にいた。複雑なス

トーリーが展開していた。私はその物語の中で、「誰

か」として生きていたようでもあり、ストーリーを、

映画でも見るように楽しんでいたようでもあった。

目覚まし時計の音で目が覚めたが、夢がいいところ

で終わってしまったのが残念だった。暫くベッドの

中にいて反芻して夢を記憶に定着させようとしたが、

京成電車の中で思い出してみると、内容はまったく

思い出せなくなっていた。 

私は江戸時代以前の「誰か」として生きると同

時に、その誰かの人生を、映画でも見るかのよう

に楽しんでいた。「もし江戸時代以前に生を享け

ていたらどんなだったろう」と、いつか私が考え

たことがあったとして、そのような反実仮想的な

空想が実現したのである。すると、１－１節Ｃ「空

想意識は必ず知覚意識として実現する」のカテゴ

リーに当てはまり、本篇の対象外ではないかとい

う気がしてくるかもしれない。けれども、「私が

もっと金持ちだったなら」という反実仮想的空想

においては「私」とは、現在の「私」の人格その

ままの「渡辺恒夫」なのである。これに対して、

江戸時代以前に生を享けた「誰か」とはいったい

誰だろうか。現在の「私」と同一の身体的精神的

特徴をもって生を享けたりしたら、あっと言う間
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に「淘汰」されていたことは確かだ。だからこの

空想の意味するところは、「現在の私となるべく

近い人格特徴を備えた誰か他の人間が江戸時代以

前に生きていたとして、その誰かだったなら」と

いうことになる。するとこの夢は、表番号⑤事例

のユングに成る夢に、近いことが分かる。後者の

場合でもフロイトでなくユングに成ったのは、ユ

ングの方が私と人格的に近いと感じられていたか

らに相違ないから。だから、江戸時代の誰か他の

人間とは、かなりの程度、実在確信を伴っている

といえる。 

 ユングも、江戸時代以前の「他の誰か」も、「書

物など記号的な準現在化を介しての向現前化対

象」であったが、夢の中では、あるいはユングに

成り、あるいは昔の誰かに成ることで、現前化す

るのである。ただし、表番号⑫事例の特徴は、他

の誰かに成ると同時に、自分が他の誰かに成って

いることを意識している点にある。虚構意識と現

実意識の二重化が消えるのが夢世界の特徴と第１

章では述べたが、この夢ではこれが消えないまま

二重の現実となっている。世界の二重化に対応し

て自我も分裂している。ただし現実と違うところ

は、一方が虚で他方が現実だという現実性の序列

がはっきりしないことである。どちらも現実であ

り、文字通り二重現実を形成しているのである。 

 

第５章 考察と展望 

５－１節 本篇の事例検討の結果 

 この当りで、これまでの事例の検討を通じて判

明したところをまとめたい。というのも、枚数が

尽きかけていることもあるが、表２の１４例すべ

ての考察を待つまでもなく、すでにある程度、他

の誰かに成る夢の本質観取ができるのではないか、

と思われるからである。 

１）夢世界には数多くの他者が出現する。その多

くは見知らぬ人々だが、「ゾンビではないか」な

どと疑ったりせず、自明な他者として受け入れて

いるのは、現実世界と同じである。すでに引用し

た研究でも明らかにされているように（Kahn D, et 

al. , 2005)、私は夢世界でも「心の理論」を用いて

他者理解をつつがなく行っている。つまり、夢世

界でも他者は「向現前化」対象であって、魔術師

ハリーのような「準現在化」対象ではない。 

２）ところが現実世界と異なり、夢世界では他者

に「成る」ことがある。 

３）現実世界でも「もし私があの人だったら」と

想像することがあるが、これには二つの意味があ

ろう。（A）渡辺恒夫が「あの人」にそのまま変身

する場合。「渡辺恒夫」が「あの人」になる以上、

「渡辺恒夫」が他に存続するわけではない。また、

「あの人」が魔術師ハリーのような虚構存在でも

変身想像は成立する。（B）私が「渡辺恒夫」から

「あの人」へいわば乗り移る場合。この時、「渡辺

恒夫」は他者として存続することになる。 

４）この知見に照らせば、事例１前半のK元長官

に成る部分は、（A）型変身だと分かる。これは準

現在化対象の夢独自の現在化に基づく。ところが、

後半でK元長官から夢見者への視点転換によって、

いつのまにか私は（B）型変身をしていたことが

分かるのだ。この（B）型変身こそが、向現前化

対象の現前化というにふさわしいだろう。したが

って、 

５）事例１を含むこれまで考察した５例に共通の

特徴は、「夢世界で他者に成ることは、準現在化

対象が現在化するだけでなく、向現前化対象が現

前化することである」となる。 

 

５－２節 フッサール間主観性論とヘルトの批

判を通して他者に成る夢の解明へ 
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 ここで、フッサールの間主観性論を改めて振り

返ってみる。『デカルト的省察』によると、向現

前化（つまり他者理解）の過程は幾つかの段階に

分かれる。まず、私は自己の身体を《絶対のここ》

が位置づけられている特別な対象として経験する。

私の体験する世界は、《絶対のここ》を中心として

開かれる「モナド」なのである。そこに、自己の

身体と似た物体が出現することで「対化」が起こ

り、「類比化的統覚」という一種の統覚の働きによ

って、対側の物体も、《他の絶対のここ》が位置す

る身体という意味を獲得する。これは、「そこにあ

る物体」をもう一つの《絶対のここ》として開か

れる「他のモナド」が成立するということである。

自我と他我の関係は、モナド同士の関係というこ

とになり、他のモナドが存在するという確信が、

他者理解と言うことになる。 

このフッサール間主観性論にはヘルト（1986）

による内在的批判がある7。それを再構成すると、

                                                 
7 ヘルトの批判は、渡辺（2014)、pp165-167に分かりやす

く紹介しておいた。以下、そのまま引用する。 

 ヘルトによると、フッサールは異質の２種類の意識の働

きの協働によって、類比化的統覚が成立するとした。なぜ

なら、この類比化的統覚「ちょうど私がそこにいる時のよ

うに (wie wenn ich dort wäre) そこから現象的世界がひら

け、その中心としての身体を「ここ」とする「他の私」（他

我）が‥‥」(『デカルト的省察』p.213)」という場合の、

この、私が強調記号をふった文は、二重の意味を持つから

だ。 

①「あたかもそこにいる他者の身体をこことして世界が開

けているかのように私は想像する」という虚構的意識（＝

空想）。この意識は、「あたかも私がそこにいるかのように」

(als ob ich dort wäre)という言い方で表されるであろう。け

れど私はそれが虚構であることを知っている。 

②「私がここにいるのと同時ではない過去か未来かに、私

はそこ（他者の身体）にいることができる」という時間的

想定。この想定は、「私がそこにいるならば」(wenn ich dort 

bin)という定式で言い表されるであろう。 

『デカルト的省察』では二種類の意識は区別されていな

いが、この二種類の意識のはたらきの協働によって他者の

身体の類比化的統覚が成立するのでなければならないと、

フッサールは多かれ少なかれ明確に、遺稿で述べている。

けれども、これら２種の意識の働きは全く異質なので、い

フッサールのいう向現前化は、異質な作用の二重

化から成る。第一に、私があたかもそこ
、、

に居るか

のように、つまり「そこにある花子という物体」

であるかのように想像することである。けれども

私はこの想像が虚構であることを知っているので、

花子という他者の実在確信は生じない。そこでフ

ッサールは、自我の時間化としての他者という一

見不可解な想定に訴える。つまり「過去または未

来にそこ
、、

に居る私自身であるかのように他者は実

在する」という想定をし、二種の想定の共同作業

によって他者の実在確信が成立するとした。準現

在化―現在化の第１章の議論を思い起こせば、こ

れは、フッサールの向現前化とは、二種の異質の

準現在化の協働（合成？）を意味することになる。

虚構対象への準現在化と、過去想起・未来予期と

いう時間的準現在化と。 

ここで、なぜ現実には他者へ成れなくとも、夢

世界では他者へ成ることができるかが、解明でき

るのではないだろうか。図１と２で図解したよう

に、夢では虚構的な準現在化対象も、予期・想起

のような時間的準現在化対象も、共に現在化する
、、、、、、、

。

ところが上述のヘルトの説を基にすれば、実在の

他者への向現前化とは、虚構への準現在化と時間

的準現在化の協働からなるのだった。従って、夢

では準現在化が現在化する以上、向現前化の内実

である二種の準現在化も共に現在化す
、、、、、、

る
、
ことにな

り、結果として向現前化対象だった他者が現前化

してしまう。かくして、
、、、、、

私は
、、

、
、
他者に
、、、

成る
、、

のであ
、、、

る
、
。
、
 

                                                                                 
くら協働しても、目の前の他者の身体を「ここ」とするモ

ナドが開けるという確信は形成されないのではないか‥

‥。 

これが、ヘルトによる批判の結論となる。以下、本稿で

ヘルト説を再構成するが、「二種の意識の働き」を、「二種

の異質の準現在化」として、一歩踏み込んで特徴づけてい

る。 
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５－３節 残された問題（１）：夢世界の他者に

は虚構と実在の区別がない？ 

 表１に戻り、「夢世界」の欄をもう一度見てみよ

う。「虚構対象（ハリー・ポッター）」の行では、 

「現在化。私は魔術師ハリーであ
、、

る
、
。ハリーは実

、

在すると
、、、、

、私は確信している」とあり、「特定の他

者（Ｋ元長官）」の行には、「現前化。私はＫ元長

官であ
、、

る
、
。Ｋ元長官は実在する

、、、、
と、私は確信して

いる」とある。「現在化」も「現前化」も、その後

に続く記述には何ら違いがないように見える。こ

れは、現実世界でこそ実在他者と虚構他者の違い

があっても、夢世界に現れれば両者とも実在（が

確信される）他者として、共に向現前化対象とな

るということだろうか。第３行の「他者（女性編

集者）」に目を向けよう。見覚えがない以上、現実

世界に照らせば厳密には虚構他者になってしまう

が、それでも夢世界では他者としての実在を疑っ

ていないので、向現前化対象である。つまり夢の

中に出現した他者は、現実世界での虚構と実在と

を問わず、夢の中で「虚構でないか」と特に疑わ

れない限り、夢世界における実在他者なのである。 

 夢の中に魔術師ハリーが他者として出現した。

これは現実世界と比較すれば準現在化対象の現在

化である。ところが夢の中で他者としての実在が

疑われない限り、彼はすでに向現前化対象であり、

もし見ているうちに
、、、、、、、

私が魔術師ハリーに成ったの

ならば、向現前化対象の現前化となるのである。 

 

５－４節 残された問題（２）：他の誰かになる

夢の種類 

 本篇を閉じるにあたって、他者に成る夢に何種

類かがあることを指摘しておきたい。 

１）夢世界で出会った他者に視点転換によって成

る夢。本篇で主に扱われた事例であり、他者は現

実世界での実在虚構を問わず向現前化対象であり、

それが現前化するのである。 

２）視点転換を伴わずに他者に変身する夢。これ

は５－１節で言う（A）型変身であって、事例１

の前半の他、表２の番号②、③ ④がこれに入る。

本格的解明は他の機会に譲りたいが、事例１でな

ぜ女性編集者でなくＫ長官に変身したかは、これ

らの事例を考察すれば解が与えられる筈である。

つまり、夢の中で私は、脇役ではなく主役へと変

身する傾向があるのである。 

３） 初から 後まで他の誰かとして生きている

という夢。番号①、⑪、⑫、⑬、⑭が該当する。

どんなものか一つだけ例をあげておくが、ふしぎ

な印象を残す夢であって、現象学的分析には間主

観性論だけでなく、時間論からの接近も必要にな

るかもしれない。 

【表番号⑬ 2011年2月18日】夢を見た。アパート

に住んでいた。古ぼけた畳敷きの部屋だった。隣と

の間は、薄い板壁一枚だけで、仕切られていた。／

夢の中ではこのアパートは見慣れた場所だった（目

が覚めて思い起こしても、過去の他の夢に何度か出

てきたという気がする）。そして、夢の中では、私

は別人だった。つまり、渡辺恒夫ではない人物だっ

た。／突然、廊下に、大きな声がした。同時に、鍵

をかけておいた筈の出入り口の引き戸が、ガラガラ

とひらいた。半分だけ開いた入り口から、大声の主

が内部を瞥見して、また戸を閉めて、隣室の方へ行

った気配がした。きっと、酔っ払ったかして、部屋

を間違えたのだろう。それにしても、鍵が掛かって

いたはずなのに力任せで開いてしまうとは物騒だ‥

‥この辺で、目が覚めた。／すでに書いたように、

アパートの和室は、今まで何度か夢の中で、住まい

としていた場所だった（現実には見覚えがないが）。

けれども、そこに住んでいた私自身が、渡辺恒夫で
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はない人間だった。それだけは、夢の中でも分かっ

ていたし、目覚めてからも分かっていたことだった。 

４）私自身を第三者視点で他者として見る夢。「他

の誰かに成る夢」に入らないように思われるかも

しれないが、私（＝渡辺恒夫）を他者として見る

時には「視点の主」は前者にとって他者に成るの

で、他者に成る夢として解することができる。番

号⑥、⑩がそれである。 

 これらのタイプの夢の現象学的解明には、他日

を期したい。 
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