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増補改訂版への序文

1990年に『性格ﾀｲブの分析』初版を上梓して以来､今日に至るまで、
英厩によるものだけでも75冊以上の本が出版され、
エニアグラムに関する作品が出版されない月はないと首ってもよいほどである。
エニアグラムに対する関心がこれほど急速に拡大したことについては、
その発展に中心的な役劉を担った者の一貝として個人的にも駒りを感じる｡、
エニアグラムが､個人の成長と人間の理解のための驚くべき道具として成長を綾け、
それにふさわしい価値を得続けるとするなら、
菰たちは自分自身のエニアグラムに対する知蹴を深め綾けなければならない。

この分野で働く識たちは､明快さと正確さ－そして究極的には洞察と変容一が
成就できるように、

著作においても教え方においても､厳密さと精密さをさらに高める必要がある。
現代心理学が獲得した深さや特異性も、
エニアグラムが基礎を歴<古代からの深遠な智董の源に結びつける必要がある。
ﾑたちは、ｴﾆｱグﾗﾑという優れて有益､かつ､人の変容を助ける体系が、
｢ニューエイジ的すぎる｣とか『漠然としすぎている｣｢まとまりがなさすぎる｣などとして
退けられることがないように、
自らを最も高い知的水準に保つことが必要である。
穂とラス・ハドソンは､過去に見出した事柄に絶えず新しい深みを加え、
現実世界にエニアグラムをより強力､かつ､正破に適用する道を開き統けている。
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本書では､既刊の『性格のﾀｲ力と『エニアグラムの智垂少併せ、
エニアグラムを真剣に活用する人たちに対して、
その仕事に役立つ鮮細な材料を提供することを意図している。
過去1o年以上にわたって私とラスがｴﾆｱゲﾗﾑ馴練プログラムの中で開発した
新材料を生かすだけでなく、
初版の内容を最新のものに改める機会が与えられた。
私にとっては､醸者賭氏が可能な限り最新で､完壁で、
正砲な情報に接することができるように､初版での膜りを正す槻会になった。
ｴﾆｱグﾗﾑの領域では表面的には非常に多くの流れがあるが、
私たちを前進させ､支え､駆り立てている､紛れもなく本物の寵れが一つある。
私たちがｴﾆｱゲﾗﾑの窓味するものを深く理解したとすれば、
識たちは幽除でばなくそれ以上の何かであることが分かる

－そして､この意味するものに反応していて，
もっとはっきりと世界にそれ自体を明示したいと願っているものが、
この『それ以上の何か｣である。
願わくぱ､私たちの真の自己が分かるようになりますように。
そして､そのことによって、
在る力嘩まの貴重で神秘な存在として私たち自身と他者とに出会えますように。
もしｴﾆｱゲﾗﾑがその助けになるのなら､究極のところ、
エニアグラムの目的は充分に果たされたのである。

ドン･ﾘﾁﾔｰド･リソニューヨーク市にて１９９９年9月

第１部エニアグラムの基礎知識と新たな発展
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1．性格ﾀｲブを知るための実践ガイド

私たちは暑守のいない独房に入っている囚人のようなものである。
しかし､雄かが無理矢理閉じこめたわけではないし、

私たちを解き放ってくれる鍵も一緒にこの中にある。
その鍵を見つけることができれば､扉を開けて自由になれる。
残念ながら私たちはその健がどこに隠されているのか知らないし、

たとい知っていたとしても､脱獄するのが恐いという気持ちが私たちの中にはある。

エニアグラムを知ったことで､私たちは塑唾を見つけたのであるし、
それを使えばたくさんの扉を開けることができる。
エニアグラムは､自分自身を閉じこめている牢獄から逃げ出して、
もっと充実した人生を選び取ることのできる智葱を得る道を識たちに与えてくれる。
ｴﾆｱグﾗﾑは性格という制約機構から自分自身を解き放つのに役立ち、
エニアグラムが与える洞察力は､自分自身が持つ怖れや葛藤､気まぐれな熱情や衝勤、
手に負えない欲求や内面の混乱などから自分自身を自由にするのを助けてくれる。

しかし､この道種はどの部分であれ､自動的には進まない。
自分の性格ﾀｲブを特定できたとしても､人はよく｢自分のﾀｲブは分かったけれど、
それでどうなの？どうすればいいの?｣と尋ねる。
性格ﾀｲブ内面の仕組みを理解すればある理慶は助けになるが、
知臓を得るだけでは自らを自由にするには充分ではない。

自分自身の内面を発達させるのに､自分はどんな役を担えばよく、
エニアグラムはどんな助けになるのであろうか？

エニアグラムが助けになるのは、，
私たち個々の性格構造において何が障害になるのか、

その核心になるものに私たちを導く貴亙な地図だからである。

エニアグラムは､人には基本となる性格構造が9つ
-.9つの視点､９つの価値体系､この世での９つの存在の在り方一

あることを根本の前提とする。
これらは､互いに多くの共通点を持ちながらも、
それぞれが独自の態度と摂る舞い、
反応と防衛､動機づけと習慣を表に出し、
しかも､それぞれが成長のための独自の処方垂を必要とする。
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本害で最も伝えたいのは､エニアグラムは、
人の性格を成り立たせているものを示すことによって、
人が真に成長し変容を遂げるために必要とするものを明らかにすることである。
1人ひとりが持つ心理的･垂的な腺題は幾分なりとも典なっているし、
それに対する最適な取り組み方も同じではない。
エニアグラムは､自分自身の性格ﾀｲブの構造を璽解させることを通じて、
私たちが自分の成長を取りやめ､あるいは､阻まれたのは､何故であり、
どのようにしてであるかを明らかにしてくれる。
そこで提示されるのは、
私たちの内面』･画要な人間関係の中で起きていることのバｿﾗﾏ像である。
エニアグラムではそれを､何の価値判断も下さず､ふつうの曾葉で綴り、
心理学』･■蜂の面から多くのことを明らかにする。

識たちには､それらの事実が異質なものとか未知のものではないことが分かる。
何故なら､私たちは今その世界に住んでいるからである。

エニアグラムは､私たちに日徽の擬る舞いに対する洞察力を与え、
私たちの璽的あこがれにも答える。
それは､性格はどのように私たちを束縛して来ており、
成長への道とは何であり、
真の充足感はどこで得られるのかを､きわめて具体的に示してくれるからである。
性格構造と性格が熱望するものとは、
私たちの魂が備える最高の宝物に行き着くための有用な手引きであることを、
エニアグラムは事実として使えてくれる。
私たちの自滅への様式､そして、
重的受容力の大きさを計る物埜しとして心の痛みと限界に注目すれば、
自分自身を別の観点から見ることができ、
思いやり､鐙し､愛､そして､変容がもたらされる。

エニアグラムを正しく理解すれば､人々に深く接し、
自分自身についての体験を鏡のように映し、
自分たちの人生の軌跡を遡ってたどるのを助けることで、
私たちの鯉もが持つ人間性を浮き彫りにする。
エニアグラムは魂に届りかけ､信仰と希望と愛に再び目覚めさせる。
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自分のﾀｲブを学んで行けば､私たちの性格は､幼児期に始まり、

とよさﾎな理由から用い続けてきた防衛の一形式であることが､はっきりと理解できる。
性格というものが私たちを今の自分にしたのであるが、

エニアグラムは､人が持つ健全で卓越した資質を予見させており、
私たちはその査質を成就できると期待しているので、
古くて時代遅れな習慣を手放す勇気を持つ助けになる。

エニアグラムを使うべき分野は大きく二つある。
自分を理解すること(自分自身を在りのままに見る)と、
勉答達理解すること(もっと円満な人間関係が持てるようになるため)である。

エニアグラムの最も正しい使い方は,私たち自身を知ることである。
エニアグラムは､私たちの怖れと欲求､強みと弱み､防衛と不安、
挫折と失望への反応の仕方…そして､より前向きに見れば、
私たちの真の知的能力と最大の強みを理解するのを助ける。

私たちが拠って立つことができるのはその可能性と強みであって、
誤った判断や幻想ではない。

戸
、

実際に､他者をより深く理解すれば､他者の中の善なるものを淫職するだけでなく、

自分にとって好もしいものではないものについてもずっと客観的になり、
思い遣ることができる。

他者は基本的に自分と似ていると考えがちであるが､エニアグラムは、

タイプが違えば考え方も感じ方も反応の仕方もまったく異なることを認めることの
助けになる。

私たちは性格のタイプを知ることで､他者をもつと客観的に見、
自分自身の中心に留まりながら他者ともっと深く結びつき、
自分自身に誠実でいることができる。

エニアグラムを理解すれば､逆説的ではあるが､より冷静になれるだけでなく、
他者にもっと手を差し伸べることができるようになる。

エニアグラムは､自分E湾を理解し変容させることに関わるだけではなく、
他者への思い遮りを育て､他者が何を考え､何を怖れ､何を望み、
何を重んじているかを見抜く力を伸ばし､他者の強みと弱みが分かることによって、
勉言を理解するのを助けてくれる。
手短に言えば､私たちは自分自身とは違う物の見方･考え方を
もっと容易に理解することができる。



エニアグラムを理解しようとするもう一つの動機は、

私たちが､自分の持つ無意職の傾向を､自滅的な習癖になってしまわないうちに、
それとして溜めるのを助ける点にある。

そzに故っ種そZらの淫銅ｸ蛤たらﾂ陰悲K”ｸな鑑４９を劃ｿること７ができる。
エニアグラムは､害を及ぼす虞(おそれ)のある言助への｢早期警戒システム｣として働き、
不健全な様式にはまり込む前に何か手を打てるようにさせてくれる。

自己認識の欠如やそれがもたらす愚かな行為のせいでこうむる苦しみを
もっと避けられる。

エニアグラムはさまざまな霊的･形而上学的伝統に起源を持つが、
あからさまに宗教に関わるものではない。
宗教上の明らかにされた真理についてはほとんど何も語ることができないが、

人間の自我がとるさまざまな様態についてきわめて多くを語っている。
それは､自分自身に働きかける必要性と、
そうしたいのなら私たちがとらなければならない方向とを､二つながら明示する。
正しく使うならば､エニアグラムは､自分自身についての上辺の様相---私たちの性格－．と
私たちの真の費質が持つ内面の様相…私たちの｢本質｣…とを

見分けるのを助ける道具となる｡それが総てである。

しかし結局は､エニアグラムは､私たちが成し遂げる度合いに応じて役に立ち、

酬いてくれるにとどまる。

私たちが正しく理解すればするほど､人生において適切に用いれば用いるほど、
エニアグラムはそれだけ私たちを豊かにしてくれる。

1.1エニアグラムが目指すもの

エニアグラムは､私たちが体験するもの総てを体系化し､また、
意味づけることのできる様式を明らかにする。

この様式とは､言うまでもなく自分の性格タイプである。
エニアグラムは､私たちができることだけでなく、
私たちの反応と言動の多くがどれほど自滅的で不必要なものであるかを浮き彫りにする。
自分自芽と無上の幸蛎との〃で麺を曇fく9のは
自分の姓瀞への激瀞であることをエニアグラムは明らかにする。
性格は今まで菰たちにとってそれが現突の綴でて弓あったため侭

真美であると思えるだけであるにすぎない。
単純化して言えば､務たちの盤移ﾗと週蓋からの一つの丑潤みである。

私たちは総て､ﾉﾘt鋤自嫉７t鉄〃浴であった汐〔純粋な｢本質｣として艇生した。

誰もが母親と父親(あるいは､その他の世儲をする人)を持ち、
その人たちは既にその人なりの性格を備えていた。
その人たちは､自分自身の発達の欠陥や喪失を体験するたびに
自分自身を譲らなければならなかったので、
どれほど幼児を愛していたとしても、

幼児が持つ霊性の総てが充分に開花するのを支援することは不可能であった。
手短に言えば､その人たち自身の完全な｢本質｣が開花した脆囲ででしか、
幼児の持つ完全な｢本貿｣を理解したり､その発達を助けることができなかった。
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性格は必ず悪であると言うわけではないが、
性格という仕組みが率を取り仕切っているときは､最も悲惨なことが起こり得る。
しかし､今起きていることに注意を注ぐようになり、
今この瞬間の感覚と印象をもつと自覚するようになると、

性格が持つ狭い関心の範囲を超えて気づきを持つようになり、
自分にあると疑わなかった資質のさまざまな側面と再び結びつく。

私たちが幾つかの簡単な教訓を学び､実行する意志があれば、

新L‘'人生を手仁することがて菅る。
第一に､私たちは性格だけの存在ではない。
私たちに気づきが生まれ、
性格の仕組みを直接に体験しているときは、
性格は以前ほど自動的に機能することができない。

第二に存笠な決して翌働幽娃綜たない。
私たちは意志の力で変容を起こさせるには及ばない。
これまでに深まっている気づきを持って自分自身に立ち返ることで、

より広い視野から自分の性格椛造を見つめ、
体験し、
自分の古い習慣がほぐれ､なくなっていく。

エニアグラムは､性格という上辺だけで自動的な自己と、
私たちの｢本質…真の自己｣が持つ完全な豊かさとを見分ける助けになる

1.2エニアグラムの基礎

エニアグラムと他の性格類型論との違いの中で最も重要な点は、

エニアグラムは動的な漁系であることである。
9つのタイプは静的な分類区分ではない。

エニアグラムは､私たちの隠された強みだけでなく、

成長のための中心課題にも光を投じる。

エニアグラムは9つの異なった性格ﾀｲブ
…人間の本性の顕現､人生に対する異なった見方､この世での在り方がとる9つの方法--.
を描写する。

タイプの短い描写を次に記すので､ご自分のタイプを見つける一助にしていただきたい。

ﾀｲブ1､改革する人は､節操が高く､毅然とし､自制心があり､完壁主菰的である。

ﾀｲブ2,人を助ける人は､気前が良く､見せびらかしで､人を喜ばせ､強い所有欲を持つ。
ﾀｲブ3,達成する人は､融通が利き､野心的で､イメージ意職が強く､倣慢である。
ﾀｲブ4,個性的な人は､表現力豊かで､夢想的で､差し控え､移り気である。

ﾀｲブ5,調べる人は､革新的で､思索的で､超然としていて､挑発的である。
ﾀｲブ6､忠実な人は､当てになり､約束に背かず､自分の立場を弁解し､疑り深い。

ﾀｲブ7､熱中する人は､気の向くままに行動し､多芸多才で､注意力散漫で､行き過ぎる。
ﾀｲブ8､挑戦する人は､自信に満ち､決断力があり､何郡も支配し､対決的である。
タイプ9.調停する人は､人を安心させ､人当たりがよく､何鞭にも関わらず､片意地である
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巳

性格ﾀｲプを理解することとは､一般約な様式を理解することである。
タイプというものは一般化したものであって、
まさにﾀｲブの描写どおりの人は一人もいないことは､肝に銘じておかなければならない。

エニアグラムは独自性を否定してはいない。
独自性は人生のさまざまな事実の中で見つかることである。

人類の歴史の中で､二人として同時に､同じ両親から､同じ家族の中で、

同じ遺伝的特質を持ち､同じ教育を受け、
正確に同じ影響を受けた人間が生まれたことはない。
私たちを独自の存在にするのは､各人に特有の歴史である。

維かの性格ﾀｲブを見つけることは､まだ挑戦的なことである。
エニアグラムに初めて接した人は､三つの共通問題に直面することが多い。
第一に､自分の実際のﾀｲブよりも、
自分がそうありたいと思っている性格ﾀｲブを週ぶ傾向がある。
第二に､人々はたった一つの特性に基づいてﾀｲプを特定する傾向がある。
第三の共通問題は､性格の描写をバイキング料理のように見なして、
特性の中からあれをつまみ､これを選びたくなることである。

エニアグラムの9ﾀｲブは窓意的なものではない。
それらは3つのﾀｲブから成る3つのグループに分かれ、
それぞれのグループがｴﾆｱグﾗﾑの〈三つ組》の一つになる。
(《感情の三つ組>､<思考の三つ組>､<本能の三つ組>)。
各〈三つ組>はそこに属する3つのﾀｲブの間の弁証法的関係に基づいた
内部構造を持つ。
各〈三つ組>において、
一つのﾀｲブはその〈三つ組>特有の能力を過度た読出し、
二つ目のﾀｲブはその能力を趨小に義ﾑﾂし、
三つ目のﾀｲブはその能力と鰻も遊屡している。
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筆者は､人は一つの基本ﾀｲブから別の基本ﾀｲブに変わることはない斬
という償念をずっと持っている。
しかし､現実に人は変わるし、
エニアグラムはさまざまな種頚の心理の庚化を明らかにする。
私たちは､一日のうちに何度も何度も感情の状畷が揺れ動くが、
たいていはその様式は見分けがつく。
鮭もが､自分の基本ﾀｲブからエニアグラムの線によって示される特定の
《統合と分裂の方向》に｢動く｣。
さらに､自分自身の性格の内部にある動きも自覚することが大切である。
自分のﾀｲプを作り上げている何百もの特性は、
より大きな様式一議たちのﾀｲブ全体一の一部である。
各ﾀｲブに見られる特性は気まぐれに並べたものではない。
それらはきわめて複雑かつ微妙に相関し合っている。
しかも人々は､そのﾀｲプを構成する特性の間で、
《九つの発達段階》から成る《連暁体》に沿って揺れ勘く。
その《速統体》は高度に機能する状旭から､つらく潜在的には病的な状態にまで及ぶ。

性格ﾀｲプｰそして自分自身一をもっと深く知るようになるにつれて、
エニアグラムは深いところで心の在りようとしての可能性の全体を提示し、
総てのﾀｲプの中にある自分自身のさまざまな秘められた部分を明らかにすることが
分かるであろう。
ｴﾆｱグﾗﾑは､人に個狭な理圃を押しつけているのではない。
もっと適切に首えば､エニアグラムは､私たち－人ひとりを今ある存在たらしめている
微妙な力学を題解することのできる枠組みである。

2．伝統的エニアグラム

エニアグラムの性格ﾀｲプ瞳は、
数多くの古来の智葱の伝統を現代になって統合したものであり、
それらを初めて一つの体系に組み上げたのはオスカー･ｲﾁﾔｰゾである。
エニアグラムの表象は古代にその起源を持っていて、
少なくともピﾀゴﾗｽまで遡れるとされる。
この表象はゲオルギー･ゲﾙジｪﾌによって現代世界に再導入された。

あれやこれやの理由から、
初期の熱心なエニアグラム信奉者の多くが9つのﾀｲブの体系を
ゲﾙジｪﾌやｽｰﾌｨｰに膜って結びつけてしまった。
これには､ゲﾙジｪﾌがｽｰﾌｨｰの手法の幾つかを利用していたことも影響している。
その結果､エニアグラムの体系はｽｰﾌｨｰから後世に伝えられて来たとか、
現在も行われている『口伝｣として古代からのどこかの流淑に由来するなどの
誤った考えや侭念が拡がってしまった。
イチヤーゾが､そのような多くの伝統についての知蹴に頼ったことは事実であるが、
それらをｴﾆｱグﾗﾑの表象に実際に結びつけたのは､彼の創作である。
したがって､『伝統的エニアグラム』とするものは、
ｲﾁﾔｰゾが初めてｴﾆｱゲﾗﾑを教え始めた1960年代に遡れるにすぎない。
しかし､エニアグラムの背後にある哲学は､ユダヤ教神秘派､キリスト教､イスラム教、
老荘哲学､仏教､古代ギリシア哲学(特に､ソクラテス､ブﾗﾄﾝ､新ブﾗﾄﾝ派）
－その絶てが古代に遡る伝統を持つ一などの要素を取り入れている。
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『性格のﾀｲプ』(１３～36頁)で､筆者はエニアグラムの歴史を多方面に亘って記したが、
ここで､ｲﾁﾔｰゾが開発したエニアグラム体系の基本に注目したい°
ｲﾁﾔｰゾが実際にアリカの人たちに教えたのは、
108のエニアグラム(彼の用膳ではｴﾆｱゴﾝという)の体系であったが、
米国でのエニアグラムの活動は､初めの幾つか､主にその内の4点に基づいていた。
それは､『熱情｣のエニアグラム､｢美徳｣のｴﾆｱクﾗﾑ、
｢固着｣のエニアグラム､｢聖なる思念』のエニアグラムの4つである○

イチヤーゾはｴﾆｱゲﾗﾑを、
｢本質｣が持つ魂の特質はどのように自我の状憩に歪められたり、
収縮させられたりするのか､その詳細を吟味する手段として見ていた。
自分のエニアグラム理瞳を発展さ廿る中で可
彼は西洋の神秘主義的伝統や哲学的伝統に繰り返し現れる主題
一九つの｢聖なる原型｣という概念一を利用した。
イチヤーゾの理餓によれば、
私たちが自分の中枢を失い、
思考と感情と行動に歪みを生じさせる仕方に9種類がある。

2.1美徳､熱情､聖なる思念､そして､固着

『美徳｣とは､｢本質｣が備える広大で＝画件を持たない資質を表し、
自分の本性の中に留まっている人が直接に感じることで体験される。
『美徳｣とは､目覚めた心が自然に現われたものである。

「熱情』とは､私たちが｢本質｣としての資質との接触を失ったことに対する、
裏に潜んだ情動としての反応を意味する．
『W創育』は生来の本質的な｢葵画が示す歪みの一つであるから、
『熱情｣を塵知することは｢美鐘墜回鍾することの助けになる。

「聖なる思念｣は奔勃験*つ二型避を蒜たなZⅧ罫有の鍾野
一｢存在｣としての一貫性を知り､鹿める特別な方法-を意味する。
｢聖なる思念』の喪失は､自己あるいは真実に対する自我独特の妄想を引き起こす。
それをﾀｲプの｢自我固着｣と呼ぶ。

以下に､９つのﾀｲプが持つそれぞれ9つの
｢美徳｣､『熱情｣､｢聖なる思念｣､｢固着」
について簡潔な解脱を行う｡(ﾀｲブごとの脱明は略）
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3.9つの性格ﾀｲﾌ゚

この章では､９つの性格ﾀｲプについて筆本釣な事柄を脱明する。
『性格のﾀｲヵの脱明に通じた方々は、
この章によって本質的都分を補強することができる。
性格ﾀｲブについてまだ良く知らない方々にとっては、
この章は簡潔な導入部として役立つであろう。

各ﾀｲプの醗明は､そのﾀｲプの主要な特性を紹介する〈人物像>で始まる。
<人物像>とは､健全･通常･不健全という
〈発達の緒段悶>におけるﾀｲプの｢核となる特性』
－そのﾀｲプの本質を成し､互いに関連する賭特性の複雑な集まり－である。

〈人物像》に続いて､そのﾀｲブの〈分裂の方向>と《統合の方向>の極要を
ごく簡単に脱明する。
各ﾀｲブの〈安全点>とはく統合の方向)、
で茅z去適瀞の鰯腎での動きを脱明するものである。

〈幼児期の型>では、

子ども－人ひとりが両親との間で無意臓のうちに持った関係について、
基本的なことだけをごく手短に繰り返すに止める。

〈根元的怖れ》と《根元的欲求》は､各ﾀｲブの各段階に現れる二次的な､もしくは、
派生的な怖れと欲求を生む。

健全な自己感覚は私たちの《根元的怖れ>とく根元約欲求》､そしてまた、
荘たちの塵墜埋堕ﾙ瞳衛機制から生じる。

《隠された不満》は､表には出されないものの、
'人が他者に対して抱く潜在的鰹度の多くにとって源となっているものである。

〈防衛機制》は､各ﾀｲブにとって何故それがそのﾀｲブのやり方なのかを
脱明する助けになる。

《固有の醗惑》とは､そのﾀｲブの性格様式の中でそのﾀｲブの固着を起動する考え方や
擬る舞い方(あるいはその両方)である。

〈取り柄>は､その人を苦境から救い出すためにまだ残っていて引き出すことのできる
肯定的な責質。

ﾀｲプの〈構造様式>は､精神内部および対人関係の葛蔵の心理的様式を明らかにする。

<麗燦の膜り》は､自己あるいは現実についての想定。
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最後に､<必然的結果>では、

その人の性格ﾀｲブ特有の様式における固蒜がもたらす動かし難い結果と、
その様式が最終的にはどのように自己破滅に至るかを説明する。

多くの説明についての根本的な問題の一つは、

あるﾀｲブの特性が別のﾀｲブの特性としてしばしば誤って説明されて来たことである。
各ﾀｲブが持つ蕊の次元…<発達の9段階>…への充分な理解なしでは、
それぞれの特性がどのﾀｲブのもので、
それが何故であるかを理解することはきわめて難しい。

ここで提示するく人物像>は百科辞典的なものではなく、
各タイプの核となる特性を示している。
この章とく発達の諸段階>に関する次章が､各ﾀｲブを構成する緒特性について、
切望されていた明快さをかなり与えられると筆者は願っている。

性格タイプ２人を助ける人

感情をはっきり出し､気前が良く､人を喜ばせ､所有欲の強い人
性格タイプ３達成する人

融通が利き､卓越し､駆り立てられ､イメージ意識が強い人
性格ﾀｲブ４個性的な人

表現力豊かで､印象的で､自己に没頭し､移り気な人

性格ﾀｲブ５調ぺる人
洞察力に優れ､革新的で､無口で､孤立した人

性格ﾀｲブ６忠実な人
人を引きつけ､責任感があり､不安で､疑り深い人

性格タイプ７熱中する人
気の向くままに行動し､多芸多才で､何でも欲しがり､散漫な人

性格ﾀｲブ８挑戦する人
自信に満ち､決断力があり､依枯地で､対決的な人

性格タイプ９調停する人
受容性に富み､人を安心させ､人当たりが良く､のうのうとしている人

性格ﾀｲブ１改革する人
節操が高く､毅然とし､自制心があり､完壁主義的な人
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4．発達の諸段階

〈発達の鯖段階》とは各ﾀｲプの内部にある9つの段閑であって、
それらは健全な状鯉から通常の状憩､さらには不健全な状態へと続く、
互いに関連し合う特性の〈連続体》を構成する。
<発達の賭段蹟》は各ﾀｲプの内部構造の表象であり、
賭々の特性､防衛.対人間での貫動､鯉度､その他多くの複雑な特徴などで
肉づけされた糠念的な骨格である。
ドン･リンによる〈段階》の発見は有益であったが、
それによって各ﾀｲプや
《段蹟》そのものに関する総てが自動的に明らかになったわけではない。
筆者両名は今も､その両方についてさらに学び線けており、
その過種はこの先はるか何年も綾<であろう。

4.1〈発達の緒段階>の心理学

各〈段階>は、
<連続体>上の一つの点で起きる特定の心理学的･対人的作用によって
特徴づけることができる。
理瞳上では､それぞれの〈段階>はそのﾀｲプ全体の不可欠の一部であると同時に、
そのﾀｲブ独自の独立した副次ﾀｲブであるとも倉える。
彼らはく連続体>の内部で上下し、
ときにはく連練体》に沿って下方へと螺旋降下して神経症になったり、
健全さと統合に向かって上方へと螺旋上昇したりする。
人々 が《連続体》に沿って移動するとき、
異なった特性と防衛機制が現れて既存の特性と防衛とに結びつき、
個人個人に見られる複雑な様式を形成する。
雄についても一握りの特性に塾づいてﾀｲプ分けをすることは賢明ではない。
何故なら､各ﾀｲブに紬ぴつけられた純ての曾動は
く発達の段階》に応じて変化するからである。
以下に81(9つの〈段階》×9つのﾀｲプ)の〈発達の賭段階》を簡潔に一覧として示すが、
それを見ればこれらの様式が一層はっきり分かり､なおかつ、
各ﾀｲプがどのように組み合って顕然と一体化しているかが分かるであろう。
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4.2〈発達の諸段階》の意味するもの

健全な段鴎

段階1:解放の段階

〈根元的怖れ》(自分の存在の基盤との接触を喪失した結果、
幼児期に生じたもの)に立ち向かい、
それを乗り越えることによって、
人は解放され､自謹を超越した状態に入って､真の自己を実現し始める。

段階2:心理的受容力の段階
もし自分の〈根元的怖れ>に屈服すれば、

それを埋め合わせるためにこの〈段階>で〈根元的欲求>が生じる。

段階3:社会的価値の段噌
副次的(派生的)怖れと欲求への屈服に対応して、
自我はいっそう活動的になり、

社会的･対人的な資質を備えた特有のペルソナを産み出す。

通常の段階

段階4:不均衡の段階
自分自身の最善の利益と発達を妨害する重大なく固有の勝惑>(第３章参照)に

屈服した結果､自我が強められ､防衛は増大して､不均衡がもたらされる。

段階5:対人関係統御の段階
その人が独自のやり方で周囲(特に他の人々)を統御しようとするうちに、
自我が著しく膨張する。

段階6:過補償の段階
自分の欲するものを自分に与えるという、

段階5で見られた貫動が失敗したことだけでなく、
さらに膨張して行く自我によっても応たらされた葛藤と不安を過補償し始める。

「
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不健全な段鱈

段階7：侵害の段階
人は､人生での重大な危機に苦しんだり、
何らかの虐待を受けた環境で育った場合には、
その人の防衛は作用しなくなり､深刻な反動が生じ始めることがある。

段噌8：妄想的思考と壷動萱遭的宣動の状態
不安が増大するにつれ､非常に深刻な精神内部の葛蔵が起き、
不安に屈服するよりも現実を作り替えるか､現実から違避するかしようとする。

段階9：病理学的崩壊の段落
このく段階》では極端な病理学的状態が伴っていて、
あからさまに破壊的曾動がしばしば現れる。

段階2から段悶9までは、
自我の意像は段階が下がるほど濠<なる階層を構成するのに対し、
｢解放の段階｣(段階1は｢本質的｣状憩への入り口である。
この段階において､私たちは｢神｣､あるいは、
人智を超える優れた尊い存在との繋がりを再発見する。
それはもはや､一つの抽象的な考え､信仰の問題､あるいは、
鯉かが私たちに願ってくれたことのある何かではなく､真実の感じ取れた体験である。
私たちはもう『教稜｣を必要とはしない。

4.3段階の特徴

中核となる特徴を､特性の一覧表とエニアグラム図上の配屋という二つの形で呈示する。
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第２部タイプの診断

5．自分のﾀｲブを見極める一質問表

本書に掲載された質問表は最新の改町版である。
これに回答することで､多くの方々 が自分のﾀｲブを見つけることができている。

テストを行って採点するのは時間がかかるし､膜りを引き起こす可能性もある。
よく馴練された心理学者が精繊な質問表を用いた増合でさえ、
結果は暖昧であったり､完全に膜解を招いたりすることもあり得る。
要素集成法では､院者にとっては、
自分自身について理解し確麗できるだけの自員理墜がまったくなかったとしたら、
その人はどこから始めるべきかが分からずに途方に暮れてしまい、

最も正確な診断(この方法によるにしる他の方法にしろ)ですらも、
その人にとってはあまり意味のないものになってしまう。
自分自身を知らないという問題を解決するための一つの方法は、
友人の助けを得て､彼らが識たちをどのﾀｲプだと思うか､曾ってもらうことである。
貞頁璽墜が少しはあっても､まだ自分がどのﾀｲプかで混乱している人は、
畳もそれらしい候補の二,三ﾀｲブを､じっくり検酎するとよい。
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本書でのﾀｲプの《人物像》(および『性格のﾀｲｶの〈人物像》)も、
一種の｢補助的質問表｣であり､この二つの〈人鞠像>は質問表としても腕むことができる。
質問褒､友人との相談､<人物像>､タイプの脱明など、
どの方法を用いるにせよ､描写全体が実感できるまでは､時間を取ることが亙要である。
私たちの雄も､自分の中に目を向けるのがつらい要素があり、
それらを麗め､対処するには勇気と時間を必要とする。
人はしばしば､実際に自分に当てはまるﾀｲブではなく､そうありたいﾀｲブを週ぶ°
多くの人が犯す逓大の誤りは､あるﾀｲプを全体として理解しようとはせず、
何か"調鈷なZ,仁二､三の録性達駁４４と〃隅て性格ﾀｲプを選ぶことである。
誤ったﾀｲブを選べば､私たちは自分自身を変容させようとしないばかりか、
他者を欺いていることにもなる。
また､エニアグラムが与えなければならない洞察を利用する代わりに、

それを無価値なものにしていることになる。

5.1質問表の使い方

それぞれの性格ﾀｲブについて20の項目がある。
それらの項目は､そのﾀｲブの健全な段壁と通常の段階での特性として、
鯉匿上貢動を反映するものになっている。

この質問表で自分のﾀｲブを決定するには、
掲げられた20項目のうち15以上に｢同意｣または『強く同竃｣するべきである。

個々に鮫せたものに限らず､総ての質問表に答える際に最も丘要なことは、
その項目が当てはまるかも知れないような極靖な状況を考えたりせず、
自然に起こる思いのままに答えることである。

そこに書かれていることは、

真実であるか真実でないか、
当てはまるか当てはまらないか、

ほんとうの傾向を表しているかいないか、
が明らかでなければならない。

質問に答えようと努力してはならない。

皇
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5.2質問表

略

6．タイプの誤認

エニアグラムについて教えていると､自分のﾀｲブを見膜る人々が必ず居る。
自分をもっと明確に理解できるようにするためには、
麺似怠と担遺童がもっと精確であることが必要である。
何と宮っても､自己理解を深めることがエニアグラムの主要目的であるから、
雄であっても自分のﾀｲブを膜麗すれば、
エニアグラムはほとんどその人の役には立たない。

人のﾀｲブを娯麗しやすいことは確かで、
事案上総てのﾀｲブの様相が混同されるのにはそれ相応の理由がある。

第一に､エニアグラムは複雑である－そして､人間の本性はそれにも増して複雑である。

第二に､他者を壕別することは､本来難しいことである。
その人についての決して完全ではない情報に基づいて、
そのﾀｲブを推し量らなければならないからである。

第三に､エニアグラムは486以上のﾀｲブの変型(『性格のﾀｲブ2553～554頁)に
対応するので、

その中に似たようなものが出て来るのは避け難い。
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第四に､タイプを厳密に規定された存在として考えると､混同を起こしやすい。

第五に､他の変型が個人のタイプについての私たちの印象に色をつける。

第六に､私たちは､性格ﾀｲブの総ての範囲に接する機会が限られているため、

一都のﾀｲブを取り違える可能性がある。
どのタイプの実例を知ったとしても、
自分のﾀ惨〆プiの綜姓差総てなつき〃示してＺ１る人ば一人としてZ'ない、
ということを肝に銘じておくことが重要である。

第七に､自分がタイプを識別したい人たちを個人的に知ることは助けになるが、
これは絶対に必要なことではない。

第八に､異なったタイプが持つ類似の特性を識別するための最も重要な方法の一つは、
言励の背後にある動機づけの違いを見分ける努力をすることである。

第九に､エニアグラムヘの馴染みが長ければ長いほど､また、

エニアグラムを使う練習をすればするほど､洞察力は強まる。
しかし最終的には､人々の見分け方を学ぶことは、

個人々々の特性と性格ﾀｲブの特性とがどう適合するかを知ることにかかる。
性格ﾀｲブの間に紛うことのない類似点があるのは事実である。
これらの類似点こそ､タイプの見誤りや混同の一因をなす。

タイプ1とその他のタイプの誤認
タイプ2とその他のタイプの誤囲
ﾀｲブ3とその他のタイプの誤認
タイプ4とその他のタイプの誤認
タイプ5とその他のタイプの誤認
タイプ6とその他のタイプの誤認
タイプ7とその他のタイプの誤麗

タイプ8とその他のタイプの誤認
タイプ9とその他のタイプの誤認
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第3部新しい関係､新しい方向

7．センター

ここで倉うぐセンター>は､人の知性には三つの要素があるという考え方に関係がある。
身体の知性､すなわち本能は､伝統的に腹に位置する。
心の知性は情動と感情に関連する｡そして、
頭の知性は隠知機能を包含する。

各〈センター>の課題を
個々に考察する(筆者が『性格のﾀｲプ』で行ったように)のは便利であるが、
現実には､総てのセンターが同時に働く。
三つのうちのどれか一つが始動すれば、

他の二つの〈センター>のさまざまな反応と防衛が一緒に働いて、
自我が分相応に働く。
一つのセンターからのどんな反応でも､他の二つのセンターを同じように始動させる。

自我の構造は｢綾取り｣のようなもので、’
反応と､反応相互の緊張によって維持される応答とが関連する様式を成す。

私たちは自分の性格の仕組みを解き放つために、
三つの領域のどれか一つとの連携を始めることができる。
そうすれば､私たちは、
三つの〈三つ組>は性格が模倣しようとしている
『本質的存在｣が持つ三つの領域の資質を代表することを悟る。
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７．１３つのセンターの不均衡

私たちが自分の内なる知織や導きを聞くことが滅多にないのは、

自分の頭があまりにも騒々しく、

空想､不安､性的幻想､想像上の会話などで雑然としているからである。
同様に､愛と同情の持つ驚くべき力に心を開くことが滅多にないのは、
私たちの感情が習慣的な反応､欲求､苛立ち､諺症状か自己陶酔的な仰々しさに
歪められているからである。
そのような状態においては､私たちの魂が持つ本来の資質は、
私たちの内なる空間が何か他のもので埋め尽くされているために、

現れることができない。

グルジエフは､この｢何か他のもの｣を形式化装置と呼んだ。
それは私たちの3つの低次くセンター>の間の争いの副作用である。
この3つのくセンター>は本来争ってはいないが、

自分自身のくセンター>が争いを起こしてしまっている人々から教育を受けるために、
争いを起こすようになる。

どのくセンター>も単独では､他の2つのくセンター>のうちの1つ､あるいは、
そのくセンター>自体と不均衡になり得る。

簡単な順列組合せであるが､<センター>は3つあるので､９つの組み合わせ、
言い換えれば､９つの争い方がある。
したがって､エニアグラムの9つの性瀞の夕,〆ﾌ゚ ﾘ供
,厩湾･感勝･易向ﾘMの3億ﾝ夕堂>の菰f鋸廓ご鱒訴る９つの麹合7とfにまづZ'てＺ１る。

私たちは､<段階>を下がって行くと、

各衝撃点でもう１つのくセンター>が性格によって不均衡にさせられる。
健全な段階ではくセンター>は1つだけが性格に利用される。

しかし､健全な領域と通常の領域の間(段階3と段階4)では
1つの｢衝撃点｣が越えられることによって、

もう１つのくセンター>が打撃を受けて均衡を失う。

そのため､通常の領域では､２つのくセンター>が性格によって争わされる。
第２の衝撃は段階6と段階7の間で起こり、
そのタイプの不健金な領域への転落を記録する。
ここでは3つのくセンター>総てが歪められてしまっている。
ここでは外部からの介入が必要で､実際に、
不健全な人には一時的に一体化できる安定したくセンター>として外部の人
(鞘神分析医など治療専門家､精神面の教師など)をつけるとよい。
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７．２９つの性格ﾀｲブとその不均衡

タイプごとに､《センター》独自の不均衡が実際に､また、
塗轡０９で童味することで重要な点をいくつか､簡略に解鱗する。
この情報は､変容への修錬に携わる人々だけでなく、
あらゆる分野の治療専門家と助言者(ｶｳﾝｾﾗｰ)にとって興味深いと思われる。
(ﾀｲブごとの脱明は略）

7.3この様式が持つ深い意味

この章にある『センターの不均衡｣の図をさらに詳しく研究すれば、
重要な実際的示唆を含むあまたの興味深い様式を発見するであろう。

「ホーナイのグループの型』(『性格のﾀｲブ3564～568頁)を見れば、
『ホーナイのグループ』のそれぞれを特徴づけるのは－
各グループが第３のセンターを共通して持つことであるのが分かる。

●
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7.4治療方針とセンター

第三の《センター》を適切に利用することによって強化することは、
私たちの『－般保守｣と成長の一部としてきわめて重要である。
第三の《センター》に取り組めば、
私たちはより大きな安定を得ることができる。
各ﾀｲプの通備領域に居る人々に対する実践と治療方針を､次頁の表に掲げる。
(表は略）

私たちがこの瞳考から理解できるのは多分、
私たちの頭と情動の健康､そして最終的には､自己実現の度合いは、
自分の3つの《センター>を元に戻すこととその提携に依存するということである。

「本質としての自己』が持つ究極の質は、
3つの《センター》の総てが感知した現実を超えたものである。
それは思考でも､感情でも､本能でもない。
その3つ蘭『てを包含する。
｢本質｣は固着による歪みを超えた､静かな広大性である。
それこそが､総てのものが現れる気づきの源である。

8．心のあり方の類型

エニアグラムは、
人間性という最も捕らえどころがなく、
複雑なものの象徴なので、
多方面に作用が及ぶ。
人が自分自身を表現するところならどこでも、
識たちの理解をさらに助長させるのに活用することができる。
ｴﾆｱグﾗﾑは人の精神の象徴であるから、
人の輔神によって創り出されてきたあらゆるものに関連する。
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8.1エニアグラムとDSM-Ⅳ《DfQgn｡olicqnd”u･制・･IHAQn皿｡fMcmglD粕｡ｍ…F⑥unhgdliIon）

エニァグラムの最も鷲嘆すぺき－面は、
他の類型箇､特に糟神病学と心理学から生まれたそれと実によく合致することである。
この事実は､エニアグラムが人間性の真実を客観的に描いていることを示す、
最も繊得的な根拠の一つである。

エニアグラムは『DSM．Ⅳ』で提起されている

人格障害と神経障害の輯てに対応可能であり､その一方で、
性整題型上紳轄壇鰹障害とに相互に関遠する｢多軸的0画麺､Qである°
エニアグラムの性格ﾀｲブは健全と通常の《発達の賭段噌》を含むので、
<連練体》の病理学的終靖だけに焦点を当てる『DSM.Ⅳ』によって鋭明される

バｰｿﾅﾘﾃｨ障害よりも多くのものを包含する。
エニアグラムを『DSM．Ⅳ』に関連させて見て、

筆者は､パーソナリティ障害は各ﾀｲプのﾀｲプ全体ではなく、
一定の《段階》だけに対応することを発見した。
2つあるいはそれ以上の障害が各ﾀｲブの中で現れるが、
ときどきはそれぞれ異なった《段階)で現れる°

精神分析医など治療専門家が、

一つの性格ﾀｲブの内部に異なる〈発達の鯖段階>があるという考え方に従って
バｰｿﾅﾘﾃｨ障害を理解すれば、
自分の患者が抱える過去の困難､現在の状勉､将来予測について
もっと洞察することができるであろう。
心理学者にとっては、

さまざまな機能障害を持った性格ﾀｲブのためにより良い治療法を立案し、
さまざまなﾀｲブの人々 による集団療法でより効果的に影響し合うことができるであろう。

ｴﾆｱグﾗﾑのﾀｲブと精神医学的障害とが相互に関係することを明らかにすることは、
２つの理由から絶対に必要なことである。
第一の理由は、
エニアグラムが精神保健専門家にも教養ある－般の人々にも
広く受け容れてもらえるように、
知的なものとしての信用を硫立するのを助けるためである。
第二に､エニアグラムとパーソナリティ障害を閏蓮させることは、
性格ﾀｲブそのものについて流布されている誤った情報に対して、
大いに必要な嬬正手段として働くからである。

本章では､《発逮の9つの段階>を、
<段騎》ごとに現れるパーソナリティ障害に対応させながら､性格ﾀｲブごとに紹介する。
《ﾀｲブごとの脱明は略）
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9．最新の研究成果一上級者のために一

9.1タイプの起源

各人の性格ﾀｲプを何が産み出すのかを正確に知る者は艦もいない。
遭長および

幼児期初期の両親(または重要な人々 )との関係
の両方が最も有力な作用を及ぼすと考えられるが、
そのどちらも非常に複雑で､科学での脱明が完全にはできていない。
育児は非輸に亙要であるが､筆者の愈見では、
育児それ自体は幼児があるﾀｲプになるのを決める決定的な要素ではない。
両親の性格ﾀｲプが子どもの性格ﾀｲブを『創り出す｣のではないことははっきりしている。
気質(tempemm⑧nt)という考えは､幼児期の発達でのもう一つの問題､つまり、
子どもの気質と両親の気質の間の｢適合｣という問題の解明に役立つ。
エニアグラムに関する簸者の研究成果は､子育ての質
(また､健康､教育､鯖資諏の入手可能性のような他の環境要素)が
－人の子どもの機能あるいは機飽不全の水準に大きな影響を与えるという
常臓的な意見を裏づける。
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９２支配的感情のグループ

〈支塵的感情のグループ》は、
私たちが自分の人生の圏『てに持ち込む然意滋の情動的背景を明らかにするので、
変容への努力にとって重要である。
専門用騒では､これは『対象璽墜』郵鐘ﾙ圏塵する。
エニアグラムのﾀｲブは､主としてこれら特定の感情の一つによって億く。
－部のﾀｲブはより典型的に『執着重視』であり、
別の一部はよりr欲求不満重視｣で、
さらに別の一部はより｢拒鋒置視｣である。
(グループごとの脱明は略）

9.3各ﾀｲブの｢欠落した駒」

エニアグラムの構造には､逆脱的で刺激的な要素が一つあるが、
それは､ﾀｲブをよく理解した後で考えるのが最上である
－しかし､それはエニアグラムを活かして急成長する健である。
緯てのﾀｲブにとって、
自分のﾀｲブの〈分裂の方向》にあるﾀｲブが持つ段階1の資質に注目することは、
非常に有益である。
(ﾀｲブごとの脱明は略）

2７



●

9.4エニアグラムの内的関連

エニアグラムが私たちに抱かせる人間性の肯定的な姿について考えることは、
私たちに旅に乗り出したり、
エニアグラムに対する湛たちの関わりを更新するように促すことになるであろう。
健全さの特徴を知れば、
私たちの統合への旅がよりやりやすく､しかも、
砿実にできるように､自分自身の中にあるそれらの特性を型麹する助けになる。

本質としての自己とより強く触れ合うにつれて、
緯てのﾀｲプが持つ強みの鍵てを均衡させることは､一つの挑戦である。
注目すべきことに､エニアグラムは、
各ﾀｲブのために、
均衡の取れた発逮に向けての適切な前進を指し示す。．
〈統合の方向》への前道は、

自分の強みと成長して行く美徳を釣り合わせるために必要なものである。
問題なのは､自我には自分自身を一定の状態と一体化し、
自己を開花させる流れを継続させることに抵抗する傾向があることである。
各ﾀｲブは､《統合の方向>にあるﾀｲブの強みによって釣り合わされない限り、
最後には反対の状鰹に堕落するというのが、
エニアグラムの内的関連の原理である。
(ﾀｲプ間の関連は略）

10．助言
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10.1変容への道程

グルジエフは､３つの〈センター>に関連して、
真の変容を追い求めた人に有効な､伝統的な3つの道があると教えた。
､その第一はフアキールの道である。
第二は戯遣潜の遂
またはヒンドゥー教で『パｸﾃｨ･ﾖー ガ｣と呼ばれる｢帰依の道｣である。
第三の道はﾖｰキＺｎ遂｢知の道』､すなわち頭を静める道である。
ゲﾙジｪﾌやその他の人たちは､隠れた｢第四の道｣､すなわち、
３つの《ｾﾝﾀ貢》の綴てた同時た働きかける道があると首った。
ゲﾙジｪﾌはまた､エニアグラムは｢第四の道｣の象徴であり、
それが出現するときは､｢第四の道』が開かれたことを意味するとも教えた。
私たちの気づきを育てる実践と結びつけば、
エニアグラムは自我を変容させるための強力な道具になり得る。

筆者の研究は、
変容への鍵として気づきと今ここの存在を育てることの宣要性を強頃するが、
多くの人たちが自分の成長と発達の中でｴﾆｱゲﾗﾑを活用するための、
もっと明確な助冒を求めて来た。
これらの助倉は完壁なものではないし､完壁であると曾うつもりもない。

しかし､あなたが自分の性格の中にある然意惚の傾向によってあまり統御されないように、
あなたの注癒を典型的な問題に集中させる助けにはなれる。

自分自身を在るがままに見ることは、
必ず自分の自我の防衛､自分の不安､そして､裏に隠れた傷と恥と恋しみをかき立てる
－また､意像して対処する－ことを伴うので､勇気が要る。
自分自身のこういった部分に出遭うことは､決して容易なことではないし、
私たちは得ることのできる総ての援助を使うことができる。

性格ﾀｲブ2への助曾
性格ﾀｲブ3への助曾
性格ﾀｲブ4への助曾
性格ﾀｲブ5への助言
性格ﾀｲブ6への助言
性格ﾀｲブ7への助言
性格ﾀｲブ8への助言
性格ﾀｲブ9への助言
性格ﾀｲブ1への助言
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11．性格､本質､霊性

私たち自身について正砿な知蹴を与えることが、
『性格のﾀｲブ】を出版した目的であった。
ｴﾆｱグﾗﾑ自体の目的も同じである。
学び取らなければならない教訓は自我膨謹の無駄の多さであった。
『本質に生きる｣という毘述は､根本的な理由が一つあるため、
性格ﾀｲプを脱明するよりもずっと難しい。
私たちが､解放の状態に生きる個人としての、
真に自由な人間の備えるべき資質を分析することができれば、
｢本質に生きる｣ことについてもっと学ぺるであろう。
『本質｣に生きること……は自我を強めることではなく、
自我の限界を超越することである。
そうする中で､私たちはますます健全になり、
ますます『本質に生きる｣ようになる．

11.1璽的修行に関する9つの所見

エニアグラムの体系を自ら探求する中で､筆者は、
私たちの本性の覆いを取る道程について、
9つの所見(ｏｂｓｅ『Vations)を作成するに至った。

9つの所見は､本害全体を通じて瞳じて来た要点の多くを要約したものである。
(所見は略）
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11.2変容への道程

もし私たちが今すぐに性格と一体化するのを止めることができれば、
私たちは何者になるのであろうか？
今ここに居ることを学ぶことは－つの技術であり､練習が必要である
---事実､それは璽的な実践が対象とするものである。

性格は常に､私たちの潜在力の範囲全休のごく僅かの部分で構成される。
性格の中で機能しているときは､私たちの注意は想像に集中させられて、

将来に期待し､あるいは､過去を頼りにする。
jdi鋪#ばZiつも今の畷〃への何ちかの反芯のｊｦbに痔る。

私たちが｢本質｣の中で機能しているときは､地に足が着き、
今ここに存在して､その瞬間を受け容れる力がある。

心理学という道具を私たちの発逮で陳間を癒すために利用すれば、

翌的な意職状勉を保持する包容力が私たちに与えられる。
したがって､この2つの道程---心理学的と璽的…は結合していて、

別個に考虚する必要はない。
それらは完全な人間が最大限に発達するときの舞台である。

零性を伴わない心理学は不毛で究極的には無意味であり､他方、
心理学的研究に難無を持たない霊性は空しさと幻想に至る。
翌性と心理学は､互いに最高のものを補強するために､手を換えて行く必要がある。

本質への助きは、自分自身からの逃避ではなく、

自分に自由をなくさせ、
苦悩に従属させて来た自分自身の諸側面からの自由の成長である。
気づきが成長するにつれ、
私たちは拡大した自己感覚に心を開いて行くであろう。
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11.3〈三つ組>と変容への行路

各く三つ組>は､支配的な『本質｣としての賀質だけでなく、
－連の決定的な性格の課題を持つ。

私たちはまた､<三つ組>の課題を解き､自分の｢本質｣の姿への接近を回復する、
9つの〈変容への行跨>を明確に描写することができる。

〈本能の三つ組>が持つ主要な課題は、
自己を定義づける想像上の坑界を維持することによって、
現実に抵抗することを含む。

〈感鰐のL三つ鋤は、
自分の｢本質｣としての自己存在基盤と価値観の喪失に対する防衛として、
偽りの､あるいは､見せかけの自己の維持を巡る課題に関係する。

〈恕誇のL三つ澱>は､人生で前進し､自分自身を危険から甑り、
自分の幸福のために必要なものを獲得するために私たちが展開する戦略に関係する。

11.49つのタイプとそれぞれの｢本質｣としての資質

私たちの｢本質｣としての資質は果てしなく､かつ､微妙である。

それはおびただしい数の方法で､しかも､さまざまな段階で現れる。
9つの点の一つひとつは、

自分の発達にとって大切な一つの成分を提供すると考えることができる。
ここに記述された｢本質｣としての側面は出発点でしかなく、
決して完全なものでも決定的なものでもない。
(各点の説明は略）
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11.5結び

エニァグラムは、
性格が持つ自我自己をより偉大な『自己｣に意臓的に引き渡す方法を学ぶことに、
まさしく私たちを導く。

それによって私たちは､生命の聖なる神秘への自覚した参加者になることができる。

どんな名前で呼ばれようとも、
成長の過穏
一｢本質｣に生きること､美徳の成長､あるいは､統合に向けての動きなど-は

進化のそれであり、
完成という最終状態のない上向きの螺旋である。
貞包超越の価値の実現は､その人個人の心の奥底にだけでしか見つけられない。
最袋的に､自己と自己の深奥にある｢本質｣の探求は、
｢神｣と出会うことで最高点に達する。
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