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「恥と自己愛トラウマ」その後

岡野　憲一郎　

　『恥と自己愛トラウマ』（岩崎学術出版
社，2014年）の出版後，「自己愛トラウ
マ」という表現ないしは概念がこれを
きっかけに広まったという話は，残念な
がら聞かない。本来あまり一般受けする
テーマとは言えないのかもしれないが，
私は相変わらず続編の発表の可能性も見
据えつつ，このテーマを追い続けている。
　本書でも述べたとおり「自己愛トラウ
マ」とは，自己愛が傷つけられることに
より生じる心的なトラウマのことである。
発達障害に関連した事件，いじめ，モン
スター化現象など，様々な社会的な問題
にこの「自己愛トラウマ」が関連してい
るというのが本書の趣旨である。しかし
改めて考え直すと，「自己愛トラウマ」
は，トラウマとは言っても，かなり身勝

手なそれである場合が多い。本人の自意
識が強く，人からバカにされ，脱価値化
されることへの恐れが大きいばかりに，
普通の人だったら傷つかなくてもいいと
ころで激しく傷ついてしまう。問題はそ
れが本人にとってはトラウマとして体験
されることであり，そのため爆発的な反
動を生み，それは怒りとなって確実に
「あいまいな加害者」達に向かい，彼ら
はその濡れ衣を着せられてしまうことが
多い。実に複雑で厄介な問題を生むので
ある。
　私が本書で十分触れることが出来な
かった問題が二つあるので，これを機会
に記しておきたい。ひとつは加害者の存
在はしばしばあいまいなだけでなく，時
には被害者にすらなるということである。
　本書でもふれた「浅草通り魔殺人事
件」を考えてみよう。「歩いていた短大
生に，後ろから声をかけたらビックリし
た顔をしたのでカッとなって刺した」と
いうのが犯人の言い分であった。この場
合，犯人は確かに私が言う意味での「自
己愛トラウマ」を受けたのだろう。その
トラウマを与えたのは短大生であり，犯

おかの・けんいちろう＝精神医学，精神分析
　京都大学大学院教育学研究科教授。著訳書に，
『恥と自己愛の精神分析』，『解離性障害』，『脳
から見える心』（以上，岩崎学術出版社），『自
然流精神療法のすすめ』（星和書店），『気弱な
精神科医のアメリカ奮闘記』（紀伊國屋書店），
『心理療法／カウンセリング 30の心得』（みす
ず書房）など多数。このほど『恥と「自己愛
トラウマ」』を刊行。
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人はその限りにおいては被害者というこ
とになる。しかしこの事件の最大の犠牲
者，被害者はこの短大生であることは言
うまでもない。彼女を加害者と呼ぶこと
など決してできない話である。
　それでは犯人の体験をトラウマと呼ん
ではいけないのだろうか？　倫理的には
「とんでもない，それは身勝手な話だ」
ということになろう。しかし心理学では
これをトラウマと扱うことで見えてくる
ことがある。それは通常の，一般人が体
験し，かつ理解可能な「自己愛トラウ
マ」と同じ種類の，しかし何倍も強烈な
インパクトを犯人に与え，それが激しい
攻撃性を相手に向けさせたという事実で
ある。この，倫理的な理解とは切り離さ
れたトラウマ理論は，しかし一部の発達
障害における心の働き方や，場合によっ
ては反社会的な人々の心の働きにも及ぶ
可能性がある。その意味ではこのテーマ
を扱うことは，何か危険領域に論を進め
ているような不安を感じさせる作業でも
あった。
　本書でもう一つ十分に扱えなかったの
は，勝手に「自己愛トラウマ」の犠牲者
になってしまい，他人に迷惑をかけるよ
うな困った人，すなわちおそらく一般
的な意味での「自己愛パーソナリティ
障害」に該当する人たちについてである。
彼らのことをここでは「ナルな人たち」
と呼ぶことにしよう。
　考えてみると「ナルな人たち」はこの
世のいたるところにあふれている。政治
家，弁護士，会社社長，医者，大学教授，
教師……一般に「先生」と呼ばれるよう

な立場にある人たちの大半は「ナルな人
たち」であり，彼らは周囲の言葉遣いや
態度に極めて敏感である。年功による序
列や身分の違いにうるさい日本社会では，
特にそのような人々がはびこっているよ
うである。ところが彼らの若い頃の様子
を聞いてみると，案外周囲とは協調性が
あり，少なくとも目上の人には謙虚で従
順ですらあったりする。人は地位や名誉
を獲得すると，どうやって「ナルな人た
ち」に代わっていくのだろうか？彼らの
若いころの性格に，ある共通した特徴は
見いだせないであろうか？　
　ある時自己愛についての講演をしてい
て，この問題について触れて聴衆の方か
らの質問に答えているうちに一つのアイ
デアが浮かんだ。「『ナルな人たち』とは，
要するに，『人により態度を変える人た
ち』のことではないか？」彼らはおそら
く幼少時より相手の顔色を伺い，自分よ
り強い立場の人間には従順で時には媚を
売り，弱い立場の人間には居丈高に振る
舞うという習性を身に付けた人たちなの
であろう。あるいはそのような習性を獲
得することに甘んじた人，というべきか
もしれない。
　思えば人によって態度を変えるという
ことは，競争社会で生き残るためにはあ
る程度は必要なことではある。社会の中
で自らの地位を築くには，強い人に嫌わ
れないことは大切なことだ。自分より弱
い立場の人にサービスをしたからといっ
て直接の利得は少ないだろう。とすれば
人により態度を変えない人など，そもそ
もいるのだろうか？　そんな人こそ聖人
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君主であり，めったに出会うことなどで
きないのではないだろうか？そんな考え
すら浮かぶ。
　しかしここで重要なのは，人により態
度を変えることには，すでに自己愛の満
足が入り込んでいるという点なのである。
弱い立場の人に対して居丈高であること
には，何らかの心地よさが伴っているは
ずだからだ。そしてそれは同時に「自己
愛トラウマ」とは別種のトラウマを，た
とえばパワハラのような形で相手に与え
てしまう。すると「ナルな人たち」はや
はり病理的な人として理解するべきであ
ろう。すると彼らの予備軍ともいうべき
「人により態度を変える」子供たちへの
処方箋は何だろうか？　道徳教育なのだ
ろうか？　しかしそれを教育する資格の

ある人を選別することなどできるだろう
か……。
　自己愛に関する私の考えはこのように
日々続けられ，場合によっては修正され，
更新されていく。時には実体験を通して。
あるいはクライエントの話を聞きながら。
またそのうち本になるかもしれない（売
れ行きは別として！）
　おもえば考えをまとめて一冊の本を書
くということは気の遠くなる作業である。
しかしそれに一定期間付き合うことでさ
らなるテーマが見えてくることがある。
それはおそらく長編作を書き継ぐ作家の
心理にも近いのかもしれない。私は長編
作家ではないが，私の「書く」作業には
一種のライフワークのような性質がある
ように感じることがある。

◇書評エッセンス◇

サイコドラマの技法
高良　聖 著

　高良さんの待望の書物が

出た。今やこの道の日本で

の第一人者であり，サイコ

ドラマを通して心理臨床実

践を行っている臨床家とし

ての経験を活かした成書を

喜びたい。一読して，サイ

コドラマを日本に導入され

た草創期の先達たちが残

している書物とは，印象が

ずいぶん違う。これまでは

生硬な翻訳文体の概説書や，

きわめて個性的な理論や実

践を描いたものが多く，特

殊な領域という印象を与え

たのは否めない。比べると

本書は豊かな実践のやり取

りを随所に入れてあり，き

わめて読みやすい。冗長な

ところはなく，セラピーと

してのサイコドラマのエッ

センスが過不足なくまとめ

られている。本書によって，

サイコドラマは心理臨床領

域に明確に定位した。著者

の長年の実践経験に裏打ち

された自信が背景に感じら

れる。サイコドラマは特殊

な技法ではない。むしろセ

ラピー全般に共通するエッ

センスが随所に拝見される。

もちろんどの技法にも特徴

と限界がある。著者が背伸

びをされず，失敗も含めて

提示されていることに何よ

りも臨床的なセンスを感じ

る。（評者・森岡正芳＝神

戸大学■臨床心理学 13巻

4号（2013）より抜粋）
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　今から 6年ほど前に，『奇跡のリン
ゴ』という本がベストセラーになった。
無農薬でリンゴを栽培することに成功
した，木村秋則さんの足跡を綴ったド
キュメントだ。その 1年半前には，「プ
ロフェッショナル　仕事の流儀」という
NHKの番組で木村さんが紹介されてお
り，こちらを記憶されている方も多いの
ではないかと思う。
　奇跡のリンゴの「奇跡」には，二つの
意味がある。一つ目は，木村さんが作る
リンゴ自体が奇跡の果物であるという意
味だ。そのリンゴは，二つに割って放置
してもまったく腐ることがなく，枯れた
ように小さくしぼんで甘い香りを放ち続
けるのだという。また，そのリンゴを食
べると，「自分の全身の細胞が喜んでい

るよう」に感じられるほど美味しいとい
うのだ。いったいどんな感覚になるのか，
一度は体験してみたいものである。
　もう一つの奇跡は，リンゴを無農薬で
栽培すること自体にある。素人にはピン
とこないが，リンゴ栽培に農薬を使うの
は，農家にとっては常識以前の問題であ
るらしい。リンゴが今の姿になるまでに
は，何度も品種改良が積み重ねられてき
た。それに伴ってリンゴの木は野生の力
を失い，農薬の助けなしには病害虫と戦
うことのできない弱い植物になってし
まったのだ。そのため，無農薬でリンゴ
を栽培することなどまさに狂気の沙汰で
あり，誰もが不可能だと考えていたので
ある。
　木村さんの無謀な挑戦は，当然のごと
く失敗を繰り返した。農薬以外で病害虫
を駆除しようとするさまざまな試みは功
を奏せず，何年もリンゴが実らなかった
ばかりか，ついにはリンゴの木が枯れ始
めたのだ。経済的に困窮し，精神的にも
追い詰められた木村さんは，死を決意し
て山の中に分け入る。しかし，そこで偶

しばた・あきひこ＝精神医学
　岐阜市民病院精神科デイケアセンター長。著
書に，『統合失調症はどこから来てどこに行く
のか』（星和書店），『父親殺害―フロイトと原
罪の系譜』（批評社）など。このほど，『摂食
障害からの回復支援―自己治癒力を妨げない
「消極的」精神療法のすすめ』を刊行。

「奇跡のリンゴ」と精神療法

柴田　明彦　
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然にも，青々と葉をたたえ，累々と実を
つけた自然の木に出会う。その木の根元
にある土と自分の畑の土の違いに気づい
た木村さんは，新たな解決策を見つけ出
したのだ。
　病気や虫のせいで，リンゴの木が弱っ
ていたのではなかった。逆に，リンゴの
木が弱っていたから，病気や害虫が大発
生したのだ。山の中の木が病気や害虫を
寄せつけないのは，植物が本来持ってい
る自然の力に拠っている。農薬などなく
ても，自然の木々は自らの力で病気や害
虫を跳ね返している。そうであるなら，
山の土を畑に再現すれば，リンゴの木も
自然の力を取り戻すのではないか。そう
考えた木村さんは，自分の畑の土を山の
中にある自然の土へ近づけるべく試行錯
誤を始めた。
　その試みは，常識からはまったくかけ
離れていた。根粒菌を利用するために大
豆を畑に蒔き，さらに下草を刈らずに雑
草を生え放題にした。雑草の草陰では虫
が鳴き，虫を蛙が追い，蛙を狙う蛇が姿
を見せるようになった。野ネズミや野ウ
サギまでが走り回り，リンゴ畑はまるで
ジャングルのようになった。不思議なこ
とに，畑の状態が自然の環境に近づくと，
弱り切っていたリンゴの木は少しずつ元
気を取り戻した。ジャングルのように
なった畑の土は，山の土のように柔らか
くなっていた。有機肥料さえも施さない
畑から養分を吸収しようと，柔らかな土
の中でリンゴの木はたくましく根を広げ
続けたのだ。
　こうして木村さんは，自然が織りなす

生態系の中で，リンゴの木の命を調和さ
せることが無農薬栽培の根本であると気
づいたのだった。「農薬を使っていると，
リンゴの木が病気や虫と戦う力を衰えさ
せてしまうのさ。楽するからいけないん
だと思う。クルマにばっかり乗ってると，
足腰が弱くなるでしょう。同じことが起
きるわけ」と木村さんは話す。
　無農薬栽培を始めてから 9年ぶりに，
リンゴの木は花を咲かせた。それ以降，
無農薬，無肥料の畑には，リンゴの実が
着実に育つようになった。リンゴの木
の勢いが，病害虫を凌駕するようになっ
たのだ。その後も木村さんは，農薬や肥
料の代わりに自分の目と手をフルに使い，
生態系という自然の摂理を生かしながら
リンゴの木を育て続けた。30年の歳月
を経て，リンゴの木はこうしてとびきり
美味しい実をつけるようになったのだ。
その血の滲むような努力にも拘らず，木
村さんは次のように語るのである。
　「みんなは，木村はよく頑張ったって
言うけどさ，私じゃない，リンゴの木が
頑張ったんだよ。これは謙遜なんかでは
ないよ。本気でそう思ってるの。だって
さ，人間はどんなに頑張っても自分では
リンゴの花のひとつも咲かせることが出
来ないんだよ。（中略）畑を埋め尽くし
た満開の花を見て，私はつくづくそのこ
とを思い知ったの。この花を咲かせた
のは私ではない。リンゴの木なんだと
な。主人公は人間じゃなくてリンゴの木
なんだってことが，骨身に染みてわかっ
た。それがわからなかったんだよ。自分
がリンゴを作っていると思い込んでいた
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の。自分がリンゴの木を管理しているん
だとな。私に出来ることは，リンゴの木
の手伝いでしかないんだよ」。
　この言葉は，木村さんが推奨する自然
栽培の根本を表現しているのであろう。
　ところで，農業誌でもないのに「奇跡
のリンゴ」の話しを延々としたのには理
由がある。それは，精神療法にも同様の
側面があるのではないかと考えるからで
ある。
　現在の精神科の治療は，操作的に診断
を付け，アルゴリズムに基づいて投与薬
を決め，症状に対して認知行動療法を行
うといった手法が主流になりつつある。
この手法は，農薬と肥料を使って畑を管
理し，同じ品質のものを大量に生産する
欧米式の農業によく似ているのではない

か。そこには自分たちのために自然を管
理し，コントロールしようとする共通の
発想がある。
　これに対して木村さんの農業は，自然
を理解し，自然に寄り添い，自然ととも
に生きる考え方に基づいている。実は，
これは近代以前には当たり前に認められ
た，極めて日本的な発想なのだ。われわ
れ精神科の治療も欧米に追随するだけで
なく，そろそろ日本の文化に基づいた，
日本的な方法を考えてみる必要があるの
ではないだろうか。
　我田引水になるが，今回私が，自己治
癒力を妨げないための「消極的精神療
法」を提唱したのも，そうした考えに基
づいているのである。

◇書評エッセンス◇

事例研究というパラダイム
斎藤清二 著

　本書は，医師であり，臨

床心理士でもある著者が， 
「臨床における事例研究の

意義を問い直す」ことを目

的として書かれた。著者

は，序文の中で，その論点

は次の二点に要約されると

述べている。 ①臨床事例研
究は「実践科学研究」のひ

とつとして，科学論的に基

礎付けることができる。②

臨床事例研究は，研究，実

践，教育を包括したひとつ

の「知識創造的社会活動」

として位置づけることが出

来る。そして，本書を上梓

しした理由のひとつは，彼

自身が医師になるための研

修過程の中で「質の高い症

例報告は，下手な研究論文

よりも価値が高く，ずっと

痛く引用される」と先輩か

ら言われたのに反して，近

年では， 「事例研究は科学

的な研究と言えない」とさ

れ，軽んじられていること

に対しての反証でもある。

本書は，第一部理論編，第

二部事例編，第三部総合考

察編及び付章よりなってい

て，第二部は， 8事例の詳
細な事例研究が示されてい

て，豊富な文献を引用しな

がら，それぞれの事例の特

徴について論じられ考察さ

れている。（評者・村山隆

志＝第一荻窪クリニック■

日本心療内科学会誌 17巻

4号（2013）より抜粋）
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自分の中の「親性」を育てるということ

平井　正三　

　最近，小さな子どものことで治療機関
に相談に来られる親の中で，子どもが
「暴力的」になる，という表現をする人
が増えてきているように思われる。話を
よく聞いてみれば，それは，子どもを朝
起こすと癇癪を起こして手がつけられな
くなる，といった内容であったりする。
さらによく話し合ってみると，朝起こさ
れて機嫌が悪い子どもをうまく扱えずに，
もしかしたら母親本人がいらいらして癇
癪を起こしていて，「暴力的」と母親が
呼んでいるものは，母親自身が癇癪を起
こしていることへの子どもの反応という
側面が大きいことがわかってきたりする。
このような場合，この母親のことを「病

理」という視点で見るよりも，「未成
熟」という視点で見るほうが臨床的には
有用であると，私は思う。「未成熟」と
いうことばには，「育っていない」とい
う含みがあり，「治療」というより「育
つこと」こそがこのような母親との仕事
の核心かもしれない，と思うからである。
　「親性」は子どもである自分を育む
「親性」との十分な出会いなしには成立
しない。先に挙げた子どもの「暴力」に
悩む母親は，自分自身朝起こされて機嫌
が悪く，親に対してぐずったような記憶
がほとんどない。小さい頃は，両親が共
稼ぎで忙しく，祖母の下で育てられたの
だが，この祖母が非常に厳格な人でしつ
けに厳しかった。「良い子」として大き
くなった彼女には，朝起こされて駄々を
こねる子ども自体が受け入れられず強烈
な怒りを呼び起こすのだった。彼女自身
高学歴であり，受験戦争を打ち勝ってき
た自負があり，自分の子どもたちにも受
験の成功者であることを望む以外に，彼
女は十分に子どものイメージをもってい
るようにはみえなかった。つまり，彼女

ひらい・しょうぞう＝精神分析，臨床心理学
御池心理療法センター／ NPO法人子どもの心
理療法支援会。著訳書に，『精神分析的心理療
法と象徴化』，ウィッテンバーグ著『臨床現場
に生かすクライン派精神分析』，『学校現場に
生かす精神分析』，ヨーエル著『学校現場に生
かす精神分析 実践篇』（以上 岩崎学術出版社），
『子どもの精神分析的心理療法の経験』（金剛
出版）など多数。このほど，『精神分析の学び
と深まり』を刊行。
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の心の世界には，朝起こされてぐずる子
どもの居場所はなかったのである。
　フロイトは，人間の心の成熟への一つ
の道筋として，禁止する親，すなわち躾
をする親が内在化されて「超自我」と彼
が呼んだものを形成すると考えた。この
超自我は，人の心の中にあって人を文明
的に振舞わせる源泉であると考えられた
が，人の心を病的にさせる源泉でもある
と考えられるようになった。つまり，人
を苛み，病に陥らせるのは，懲罰的な超
自我なのである。そのような超自我は，
自己を慰め励まし導く代わりに，欠点だ
けを挙げ連ね，自己を否定し蔑む。つま
り，子どもを育む代わりに，子どもを否
定し，惨めにさせる「親」のように振舞
う。先の母親の世界は，このような超自
我が支配的な世界であり，そこでは「悪
い」子どものいる余地はない。「悪い」
子どもは，徹底的に排除されなければな
らないという圧力下に置かれるが，その
力は，実際に受けた祖母の躾の厳しさが
内在化されたことに由来するだけではな
いかもしれない。それは忙しく不在がち
の両親への怒りの感情にも由来するかも
しれない。つまり両親への怒りは，自分
の中の子どもらしい部分に向けられるよ
うになっているかもしれない。そして，
両親が不在がちであることと祖母が厳し
いことが合わさって，子どもとしての彼
女は，「良い子」以外の子どものいる場
所のない「親」を経験することになった
のかもしれない（そしてそれは実際の親
とは似ても似つかないものかもしれな
い）。このような「親」は，育むという

よりは，自分の都合のいいように管理す
るものとして経験されている。つまり，
本質的に自己愛的なものとして経験され
ている。親が未成熟だというとき，それ
はしばしば彼らが子どもに添わずに自分
たちに都合のよい視点でしか考えられな
いことを指す。自分の視点でしか考えら
れない，ということ自体が子どもっぽさ
の本質であり，そして子どもっぽさの本
質は自己愛性であると考えられる。
　この母親の世界の問題は，そこに怒り
を中心とした情動の収まり場所が十分に
ないように思われることである。彼女は
子どもの怒りを受け止めることができず
に，代わりに自分自身の子ども時代の恨
みを含めた感情を子どもにぶつけている
かもしれない。あるいは子どもを自分自
身の怒りを納める相手として用いている
部分もあるかもしれない。すなわち，彼
女はどこかで子どもの怒りを増幅させる
ことで，自分自身の中にある，浮かばれ
ない「激怒し暴力的になる子ども」とい
う亡霊に出番を与えているのかもしれな
い。
　「うち」すなわち家庭というものは，
しばしばほっとするくつろぎの場所とし
て考えられているが，その本質は怒りや
不安などの強烈な情動を納める器として
の働きではないかと思われる。しかも，
「うち」は，そこから具体的に子どもが
生まれ育まれるという点で，単に適応的
に（すなわち誰かに都合のいいかたち
で）情動が調節されるということではな
く，創造的なかたちでそれがなされる器
である。子どもの視点から見た場合，子
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どもは自分の怒りや不安などの情動を母
親にぶつけそれが受け止められることで
そのような情動を受け止め考え続けられ
る心の出会いを経験し，育てられていく。
　先に述べたような母親をもつ場合，子
どもは怒りという情動を受け止めてくれ
る器を経験しない。代わりに母親と同じ
ように怒りといったような情動を，そし
て「怒っている子ども」を否定する「偽
の親性」を内在化するかもしれない。こ
の場合，受け止められ，育まれない怒り
は，誰かに怒りをぶつけたり，誰かを怒
らせたりして発散されるようになる。あ
るいは，怒りという情動自体が制御不能
なものになりがちかもしれない。すなわ
ち「キレル」ことになりがちかもしれな
い。どちらにせよその子どもは，怒りと
いう情動をうまく扱えなくなってしまう。

　「親性」や「成熟」ということに関し
て論じてきたが，結局のところ，「成熟
した親」というのは完全には実現しえな
い理念のようなものではなかろうか（し
かもそれが何かということに関しても
完全な定義はありえないかもしれない）。
その意味では，私たちは誰もが，「未成
熟な親」であると思うし，それが実感で
はなかろうか。先に挙げたような母親の
子育ての相談に接する仕事をしていく中
で，私のような専門家が経験するのは，
いつのまにかこのような母親に対して彼
女たちの中に秘めているであろう「親
性」を育むというよりはその芽をつぶす

存在として自分が振舞ってはいないだろ
うか，という疑念である。つまり，自分
自身が「偽の親性」を具現化した存在で
あり，「未成熟な専門家」かもしれない
ということである。
　人間の言語習得に関する最近の研究に
よれば，人間は不完全な文法をもつ言語
表現にばかり接していてもほぼ完全な文
法の理解に達する。しかし，もし言語環
境から全く切り離されて育てば，言語は
習得しない。私は，心の中の「親」の形
成や心の成熟に関してもある程度同じよ
うなことが当てはまるのではないかと考
える。つまり，ここまで論じてきたこと
全体は，子どもの内に秘めた潜在力とい
う視点からもう一度見直される必要があ
る。すなわち，子どもは，実際の親がい
かに不完全であろうとも，そこに「真の
親性」のかけらでも見出せば，「完全な
親」との出会いを達成するかもしれない。
逆に親の方も，このような子どもとの出
会いを通じて，いかに自分たちが親とし
て不完全で，未成熟であろうとも子ども
にとって親として役立っている部分があ
ることを知ることで，自分の中の「親
性」を育てていく。そして，このような
「育ち」は，母子だけでなく，父親や拡
大家族，コミュニティや専門家などの環
境の中に，不完全性や未成熟さへの憎悪
ではなく，それらを許容しつつ同時に完
全性や成熟への憧憬を持ち続けることの
できる土壌があることを通じて起こりう
ることではなかろうか。
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　幼い頃の私は運動音痴のくせにチャン
バラごっこだけは好きで，新聞紙を丸め
た剣を使って近所の友達を相手に日々戦
いに勤

いそ

しんでいた。敵味方に分かれて剣
を振り回しながらチャンチャンバラバラ
やるのも良かったが，ときどき剣の達人
を気取ってみるのも悪くはなかった。背
筋を伸ばして静かに立ち，剣を正

せいがん

眼にゆ
るりと構える。もちろん目は半

はんがん

眼に開き，
内界とも外界ともつかぬものを見るとも
なく見据える。にわか仕込みの剣聖の出
来上がりである。
　無念無想などという言葉はその頃もち
ろん知らなかったが，漫画やテレビから
得た知識から，このような構えをする人
は「凄いこと」が出来るらしいというこ

とだけは知っていた。たとえばどんな敵
がどう打ってくるかといった，自分に
とって重要と見えることだけに注意を向
け止
とど

めるのでなく，注意を常に自在に動
かし，あらゆる所に満

まんべん

遍なく漂わせるこ
とができるのである。
　敵の動きに心を止

とど

めることなく，満
まんべん

遍
なく注意が漂うからといって，敵の動き
に対応出来ないかといえば全くそんなこ
とはない。一つのことだけに注意が囚わ
れることがないので，かえってあらゆ
ることに気付くことが可能になり，「間

かん

，
髪
はつ

を容
い

れず」その時その場に応じた自在
な動きが，するともなくできるようにな
るということだった。しかし何としたこ
とであろう，いざ友人が斬りかかってく
ると，無念無想の境地に立っていたはず
の私は往々にして呆気なくやられてしま
うのだった。
　こんな埒

らち

もないエピソードがしきりに
思い出されるようになってきたのは，最
近になって「心をどこにも留

と

め置かず自
在に動かして，満

まんべん

遍なく行き渡らせる」
という技の重要性を，私が再び意識する

無念無想

黒田　章史　

くろだ・あきのり＝精神医学
黒田クリニック院長。著訳書に，『実効ある心
理療法のために』（共著，金剛出版） 『感情障
害』（共著，医学書院）ガンダーソン著『境
界性パーソナリティ障害―クリニカルガイド』，
パリス著『境界性パーソナリティ障害の治療
―エビデンスに基づく治療ガイド』（訳，いず
れも金剛出版）など。このほど『治療者と家
族のための境界性パーソナリティ障害治療ガ
イド』を刊行。
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ようになってからのことだ。開業以来私
が主な診療の対象としている境界性パー
ソナリティ障害（BPD）の患者は，ほ
ぼ例外なくこうした技を使いこなすこと
が格別に

4 4 4

不得手であったためである。
　このように書くとあるいは不審に思う
人もいるかも知れない。BPDの患者は
雰囲気を察する能力が高い，とりわけ対
人関係のネガティヴな側面を鋭く見抜く，
といった指摘はずいぶん以前からなされ
ていたのだから。たしかにこうした患者
は周囲の状況の変化に対して過敏であり，
たとえそれが些細なものであっても常に
注意を払わずにはいられないといった風
情である。ただしそれは「プラスマイナ
スいずれかの意味において彼らの関心を
惹くような出来事に対しては」という重
要な留保をつけておいた上での話だが。
　たとえそれが自分にとって興味を惹か
れようが惹かれまいが，重大と思われよ
うが些細と思われようが，心地良かろう
が不快だろうが選り好みすることなく，
心を止

とど

めることなく四方に行きわたらせ
ること。このような技に習熟するのは容
易なことではないが，剣の達人に限らず
多かれ少なかれ誰にとっても大切なこと
ではあるのだろう（臨床家にとってもこ
の技が大切であることについては，S.フ
ロイトが夙

つと

に指摘している）。
　しかし治療を通して BPD患者にこう
した技の必要性について気付かせ，少し
ずつ修得させていくことの意義には，格
別に大きなものがあるように思う。なぜ
ならさきに述べたように彼らは，プラス
マイナスいずれかの意味において自分の

関心を惹くような出来事に対しては過敏
といって良いほど囚われるが，そうでな
いものに対しては時に驚くほど注意が行
きわたらない―文字通り「見えない」
「聞こえない」―傾向がみられるため
である。一例を挙げよう。
　ある若い女性患者が，家族面接中に母
親とのトラブルについて訴えた。母親か
ら家事をするよう頼まれた際に，母親の
指示の仕方が気にくわないという理由で
大喧嘩になったという。まず彼女の言い
分はこうである。
　「夕方になってから，テラスの掃き出
し窓のカーテンを閉めるように言われた。
言われた通りやったのに，母は満足しな
い。＜外を見て＞と言うので見たけど何
もないので，＜何？＞って聞き返したら
＜ほら，もっと見て＞と言うだけ。何を
言ってるのかわからないので私が怒った
ら，＜そこに洗濯物が干してあるでしょ
う。もう夜になるから取り込んで！＞っ
て母も怒り返してきて。それで私がキレ
た」。
　これに対する母親の反論は以下の通り
であった。そもそもその洗濯物は，母親
の指示に基づいて本人がテラスに干した
ものであり，いつになったら自分で取り
込むかと思ってずっと様子を伺っていた。
しかし夕方になっても一向に気付く気配
がなかったので，テラスのカーテンを閉
めさせて注意を促してみた。それでも気
付かないので＜外を見て＞と言ったの
に，本人は横の小窓からちょこっと覗い
ただけで，ちゃんと見ようとしない。本
人は昼間から家に居てテラスの前を何回
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も通っていたのだから，洗濯物に気付く
チャンスなんていくらでもあったのに。
今までだってずっとそう。自分の好きな
ことにはすごく細かいことまで拘るくせ
に，興味がなければ見向きもしない。
　このような場合，患者の母親に倣

なら

っ
て，治療者もつい「もっと良く

4 4 4 4 4

注意しな
さい」と言ってみたくなる。しかしそう
したところで少しでも事態が改善される
ことはないだろう。たとえ干した洗濯物
について患者が注意を向け止

とど

めるように
なったところで，ほかのことに対する注
意がお留守になるだけの話だろうから。
むしろこの患者に必要とされるのは，ベ
ランダの洗濯物に限らず，家の中のどの

ような出来事も自分と無関係とは思わな
いようにし，常に注意を自在に動かして
いく能力だろう。こうした能力が家事を
する場合だけでなく，仕事や対人関係を
首尾良く営んでいく上でも極めて重要で
あることは論を俟

ま

つまい。
　無念無想とは決して静的な状態ではな
く，極めてダイナミックに心が動き続け
る動的なプロセスであったことに，幼い
頃の私は―無理もないことだが―考
えが及ばなかった。本稿に綴ったよう
なことにもう少し早く気付いていれば，
もっとチャンバラが強くなっていたかも
知れないとこの頃ふと思うことがある。

◇書評エッセンス◇

「こころの構造」からみた

精神病理
広沢正孝 著

　西洋哲学の根本問題を真

言密教を手がかりに考察し

ようとする本書は、著者の

これまでの著書とは異質な、

「理論の書」である。しか

し，同時に，本書は「人間

の学」の書でもある。読者

も，本書を紐解けば、そこ

に曼荼羅道場の抹香の匂い

だけでなく，人間学の香気

をも感じるであろう。人間

学的精神医学、それは、本

邦の精神医学にとって、も

っとも洗練された学派だが，

同時に，もっとも臨床的な

学派でもある。島崎敏樹以

来連綿と続く人間学の伝統

を、著者は PDD という新
しいテーマにおいて受け継

いでいる。「歴史ある伝統

は常に新しい」，そんな感

慨を評者は禁じえない。　

　本書は「こころの構造」

の書だが、「精神の障害」

の書ではない。「タッチパ

ネルイメージ」　にせよ，

「金剛界曼荼羅」にせよ，

それ自体はひとつのあり方

であって，何らの病理性も

はらまない。著者は，冒頭

で「こころの構造」の理解

を，畢竟，「少しでも適切

な精神療法を行うため」と

規定している。PDDの精
神療法において何よりも尊

重すべきは，彼らの格子状

の「こころの構造」である。

臨床家がなすべきは「治

す」ことではなく，むしろ，

その「構造」そのままに生

きやすくなる方法を考える

ことであろう。（評者・井

原裕＝獨協医科大学越谷病

院■こころの科学 173 号

（2014）より抜粋）
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東京書籍
気になる子のために保育者
ができる特別支援　小平
雅基他監　Ａ４　1,300
円　学研教育出版
気分障害は，いま　津田均
Ａ５  3,600円  誠信書房

Q＆ Aで理解する統計学
の基礎　伊藤尚枝　Ａ５
2,400円　北大路書房
クロザピン 100のQ＆ A
藤井康男・木田直也　Ａ
４　5,000円　星和書店
合理的配慮と ICF の活
用　西村修一　Ｂ５　
1,800円　クリエイツか
もがわ
こころの病への発達論的
アプローチ　グリーンス
パン　広瀬宏之　Ａ５　
2,400円　創元社

■書誌 2014.01 ～ 04

  ●情報板

●この「情報板」は，関連の学会誌・商業誌，取次店情報などをもとに，小誌編集部で作成してい
ます。遺漏もありえますので，お気づきの点はぜひご教示下さい。
●「書誌」に掲載の出版物は，他社の刊行です。小社では販売しておりません。ご入用の際には，
お近くの書店を通じてご注文なさって下さい。■印は「地方小出版扱」です。
●「書誌」の表示価格はすべて本体価格となっております。

■読者の皆様へ■
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こころを診る技術　宮岡等
Ｂ６　2,500円　医学書
院
子育ての問題を PBSで解
決しよう！　ハイネマン
三田地真実訳　Ｂ５　
2,800円　金剛出版
子どもの PTSD　友田明
美・杉山登志郎・谷池雅
子　Ｂ５　5,500円　診
断と治療社
子どもの QOL尺度その
理解と活用　古荘純一他
編Ａ５　3,500円　診断
と治療社
サルなりに思い出す事など
サポルスキー　大沢章子
訳　Ｂ６　3,400円　み
すず書房
産後，つらくなったら読む
本　やまがたてるえ　Ａ
５　1,360円　合同出版
自己を知る脳・他者を理解
する脳　苧阪直行編　Ｂ
６　3,600円　新曜社
自死で大切な人を失ったあ
なたへのナラティヴ・ワ
ークブック　川島大輔　
Ｂ５　1,800円　新曜社
重症化させないための精神
疾患の診方と対応　水野
雅文編　Ｂ５　5,800円
医学書院

10代のうちに知っておき
たい折れない心の作り
方　水島広子　Ｂ６　
1,200円　紀伊國屋書店
事例でわかる教師のストレ
ス対処法　岡田謙　Ｂ６
2,000円　金子書房

心身医療のための認知行動
療法ハンドブック　バー
スキ　上島国利他監　Ｂ
５　3,300円　新興医学
出版社

Stataによる医療系データ
分析入門　浦島充佳　Ｂ
５　3,400円　東京図書
すべてわかるこどものてん
かん　日本てんかん協会
編　Ｂ５　1,300円　ク
リエイツかもがわ
精神疾患の脳画像ケースカ
ンファレンス　福田正人
監　Ｂ５　8,800円　医
学書院
精神科治療の進め方　青木
省三　Ａ５　2,300円　
日本評論社
精神病理学の歴史　ボーシ
ェーヌ　大原一幸　Ａ５
4,500円　星和書店
精神分析を考える　西園昌
久　四六　3,800円　中
山書店
青年期 PTSDの持続エク
スポージャー療法　クレ
スト　Ｂ５　1,500円　
星和書店
性犯罪からの離脱　ローズ
他　津富宏・山本麻奈監
訳　Ａ５　5,000円　日
本評論社
摂食障害：見る読むクリニ
ック　鈴木眞理・西園マ
ーハ文・小原千郷　Ａ５
1,900円　星和書店
先達から学ぶ精神療法の
世界　原田誠一・「精神
療法」編集部　Ｂ５　

2,800円　金剛出版
大学生のためのキャリア
デザイン入門　岩上真
珠・大槻奈巳編　Ａ５　
1,800円　有斐閣
対人援助における臨床心理
学入門　吉川悟編　Ｂ６
2,400円　ミネルヴァ書
房
対話の調　井上信子編　Ａ
５　2,800円　金剛出版
チームワークの心理学　ウ
ェスト　下山晴彦監　Ａ
５　2,800円　東京大学
出版会
治療的アセスメントの理論
と実践　フィン　野田昌
道・中村紀子訳　Ａ５　
4,500円　金剛出版
鶴見俊輔に学んだ精神医
療　大河原昌夫　Ｂ６　
1,900円　日本評論社

DSM-5精神疾患の診断・
統計マニュアル　高橋三
郎・大野裕監訳　Ｂ５　
20,000円　医学書院
テキストブック児童精神
医学　井上勝夫　Ａ５　
2,300円　日本評論社
当事者と家族からみた障害
者虐待の実態　増田公香
Ａ５　3,500円　明石書
店
日常診療に必要な認知症症
候学　池田学編　Ｂ５　
5,000円　新興医学出版
社
乳児の対人感覚の発達　レ
ゲァスティ　大藪泰訳　
Ａ５　3,400円　新曜社
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†読者の皆様へ

本誌の読者登録の際に，ご記入い
ただいた個人情報は，本誌の送付
に用いる他，ご注文頂いた小社書
籍の配送，お支払い確認等の連絡，
当社の新刊案内および関連のブッ
クフェア等の催事のご案内をお送
りするために利用し，その目的以
外での利用はいたしません。また，
ご記入いただいた個人情報につい
て，その情報をご提供いただいた
ご本人から，開示・訂正・削除・
利用停止の依頼をうけた場合は，
迅速な処理を心がけ法令に則り速
やかな対応をするように致します。

編集人●清水太郎

発行人●村上　学

発　行●岩崎学術出版社
〒 112－0005
　文京区水道 1－9－2   I&I ビル 2F
TEL：03（5805）6623　
FAX ：03（3816）5123
振替 00170－4－58495
URL：http://www.iwasaki-ap.co.jp
Email：edit-sct@iwasaki-ap.co.jp
　　　  bsns-sct@iwasaki-ap.co.jp

印　刷●ユー・エイド

不許複製

認知症の人を愛すること　
ボス　和田秀樹監訳　Ａ
５　2,300円　誠信書房
脳が言葉を取り戻すとき　
佐野洋子・加藤正弘　Ｂ
６　1,800円　新興医学
出版社
バイオサイコソーシャルア
プローチ　渡辺俊之他　
Ｂ６　3,400円金剛出版
発達障害とキャリア支援　
田中康雄・藤森和美　Ａ
５　3,200円　金剛出版
発達障害のある人の大学進
学　高橋知音編著　Ａ５
2,300円　金子書房
不安とうつの統一プロト
コル　バーロウ　伊藤正
哉・堀越勝監修　Ａ５　
6,500円　診断と治療社
不安障害の子どもたち　近
藤直司編　Ａ５　1,500
円　合同出版
プライマリケアのための
うつ病再発予防 10ステ
ップガイド　ハウエル　
斉尾武郎監訳　Ｂ５　
3,500円　中山書店
ブリーフセラピー　青木み
のり　Ａ５　2,800円　
ナカニシヤ出版
変光星／平行線　森口奈緒
美　文庫　各 1,300円　
遠見書房
保育者が知っておきたい
発達が気になる子の感
覚統合　木村順　Ｂ５　
1,600円　学研教育出版
ホモ・ロクェンスの病　飯
森眞喜雄　Ａ５　3,500

円　日本評論社
みんなでつくる子ども・子
育て支援新制度　前田正
子　Ａ５　2,200円　ミ
ネルヴァ書房
モーズレイ摂食障害支援マ
ニュアル　トレジャー他 
友竹正人他訳　Ａ５　
5,400円　金剛出版
物語りと共約幻想　川野健
治他編　Ｂ６　1,700円
新曜社
やさしく学べる乳幼児の発
達心理学　田中亜裕子　
四六　2,000円　創元社
ユマニチュード入門　本田
美和子他　Ａ５　2,000
円　医学書院
ユング派の精神療法　日本
ユング心理学会編　Ａ５
2,000円　創元社
抑うつの鑑別を究める　
野村総一郎編　Ｂ５　
5,800円　医学書院
量から質に迫る　徃住彰文
Ａ５　2,600円　新曜社
わが子は発達障害　内山登
紀夫他編　Ｂ６　2,000
円　ミネルヴァ書房
わかってくれるかな，子ど
もの高次脳機能障害　太
田令子　Ａ５　1,500円
クリエイツかもがわ
私の臨床精神医学　神庭重
信編　Ａ５　3,500円　
創元社
私をギュッと抱きしめて　
ジョンソン　岩壁茂監　
四六判　3,200円　金剛
出版


