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心理臨床におけるパーソナリティの見立て

池田政俊

Clinical evaluation of personality in dynamic psychotherapy

Masatoshi Ikeda

Abstract

It is practical and useful to understand a personality dynamically than statically in 

psychoanalytical psychotherapy.  But a theory is only a map to the last, so it is necessary 

not to obey too much it blindly.

As McWilliams （1994） says, when personality divides it into two dimensions, it is easy 

to understand. That is to say it is a dimension of pathological severity （in other words a 

dimension of the development） and a dimension of pattern or type of personality.  However, 

we cannot distinguish the two axes properly.

As for the dimension of the pathological severity, three following classifications are known: 

1. N.P.O.: Neurotic Personality Organization, 2. B.P.O.: Borderline Personality Organization, 

3. P.P.O.: Psychotic Personality Organization. However, there is an objection in a concept 

of P.P.O.  On the other hand, about a dimension of pattern or type, the author showed a 

concept of personality trait or tendency. The author understands it by analogy of "drive-

anxiety-defense model", i.e. it is a point of view what, how and why a person defends.

The author classed personality trait to 5 of the following roughly.

 

1. （Autistic）, schizoid, paranoid personality.

They are affluent in emotion. But they raise anxiety of engulfment if they will have 

relation with another person.  Therefore,

（1） Schizoid: They withdraw from relation.  Therapist has to interpret anxiety and drive 

in a background as well as defense.

（2） Paranoid: They blame a person, and they are opposed to the person.  Frankness and 

consistency are necessary for therapist.
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2. Depressive, masochistic, manic personality.

If they will have relation with another person, they raise abandonment anxiety. 

Therefore,

（1）Depressive: They think that they are bad and the object is good.  Therapist has to 

understand, respect and interpret them.

（2）Masochistic: When they are tormented, they get relief, and they keep a pride.  

Therapist has to become a model of healthy self-respect without losing sight of reality.

（3）Manic: They deny anxiety. And they feel generous, and they say bluff.  Therapist must 

break through their defense and encourage a client for work through of loss and pains.

3. Narcissistic, psychopathic （antisocial） personality.

They are empty and they do not have self-confidence. And they are afraid and ashamed 

that it is exposed. They have anxiety to lose love of an object.  Therefore

（1）Narcissistic: They pursue affirmative evaluation of another person. But they are empty.  

Therapist needs patience and has to show self-object function.

（2）Psychopathic （antisocial）: They are going to operate another person by power and 

they take advantage of a person.  Therapist has to keep a grave manner and has to do 

confrontation.

4. Obsessive-compulsive personality.

When they get out feelings, they feel a sense of guilt and are ashamed. They have 

anger not emptiness. Therefore they do isolate of emotion and do undoing of a sense of 

guilt.  Therapist has to understand them and has to be considerate to them. And therapist 

does not undertake their control, lets them express anger, and encourages them to enjoy 

emotion.

5. Hysterical personality.

They want to depend without anxiety and they want to be sexually affluent and 

free but they raise abandonment anxiety and anxiety to be hurt. Therefore they cause 

repression, sexualization, regression, dissociation, counter-phobic acting out, somatigation 

and histrionics.  Therapist has to interpret their defense neutrally. It is necessary for 

them to experience to have strong desire safely without exploitation.

Key words: personality trait, personality tendency, clinical judgment, dynamic 

psychotherapy, drive-anxiety-defense model
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はじめに

　私たちは、クライアントを援助しようとするに当たって、一体何を知りたいのだろうか。何

を知るべきなのだろうか。

　‶精神医学的面接は生の特徴的パターンを明らかにする目的のためにある" と述べた

Sullivan（1954）は、ケースカンファレンスの席で、しばしば「で、その人はどんな人なの？」

と尋ねたという。一方、Joseph（1983）は、分からないでいることへの分析家の耐性が重要で

あると主張し、Alvarez（1992）は ‶未消化あるいはひどい場合は不消化な精神分析的説明の

かたまりは・・・失格でしょう" と述べている（脚注 1）。

　すなわち私たちは、何が生き生きと生きていることなのか、何が死んでいることなのか、何

を知ろうとしないでいるべきなのか、ということも合わせて考えなければならないのだろう。

私たちは、地図として理論を大切にしながらも、誰かを理解しようとするために理論やコトバ

を用いた瞬間に、生き生きとした生の真実や関係の力動性が失われる可能性があることに常に

鋭敏でなければならない。

　また、「見立て」には、どんなアプローチが可能なのか、適当なのか、あるいは不適当なの

かといった観点も重要である。どんな援助をしようとしているかということが何を知りたいか

ということにつながることは言うまでもない。

　筆者は、かつて心理療法における実践的「見立て」について、診断の反治療的な側面につい

て総論的に論じたうえで、記述現象学的診断（あるいは操作診断）と力動的診断（精神力動

的定式化）について論じた（池田、2006）。記述診断や操作診断は精神医学の領域で多用され、

より客観性に富み、時には明瞭な症候群を記述するし、診断が予後を示唆することもあり、薬

物療法や認知行動療法の処方には有用である。Malan（1979）は、心理療法家にはこうした「医

学的モデル」を軽視・軽蔑する傾向があること、‶精神医学的診断にとって力動的診断より以

上の敵は存在しない" し、‶精神科医が心理療法家になると、精神医学の知識が一挙に消失し

てしまう" ことを指摘しつつ、精神医学的診断の重要性を強調している。例えば、強迫性障害

に力動的心理療法が有効であるという報告は少ないが、薬物療法や認知行動療法はある程度の

有効性が実証されている。一方、力動的心理療法は強迫パーソナリティには有効である。また、

様々な実証研究では、強迫性障害の患者が強迫パーソナリティを持っていることはむしろ少な
                                                                                                                                                     
1. これらの考え方は、Alvarez（1992）によれば、Bion（1962）の、ある考えを考えられるようになるのは、

それに先立ってその考えが患者の分析家あるいは赤ん坊の母親の中に contain 可能であるかどうかに関わ
る、という考え、すなわち、分析家は考えを患者に渡す前にその考えを考えられるものにするように援助
しなければならないという考えに触発されて、その後の分析家達が、患者のその瞬間の体験が何であろう
とも、それを手探りで探っていく必要があることや、時間をかけてそのような体験を注意深く探索してい
く必要性を強調するようになったことを背景にしている。これは患者の無意識に対してもっと注意深くま
た敬意を持って接近することを意味している。



36

いといわれている。しかし、記述診断、特に操作診断は、最も目立った症状の組み合わせにレッ

テルをつける以上のことはしないし、症状の根底に存在する病理についての一般的な合意があ

るわけではない。もちろん、生きている一人の人間がどんな人なのかを理解することは不可能

である。

　一方で、精神力動的定式化として筆者が記述した部分は、やや客観性には欠けるものの、そ

の人をより生き生きと力動的に理解し、力動的心理療法や力動的な理解に基づく支持的療法を

行うよすがとなるものであったが、詳細すぎて実際の臨床場面では応用しにくいきらいがあっ

た。

　そこで今回筆者は、これまでさまざまな経験的な知見が蓄積されてきたパーソナリティとい

う観点から、見立てについて改めて整理し、論じようと思う。

　

何を目指すか

　まず、一般的に言われている力動的な心理療法の目標について論じたい。かつて筆者らが論

じたように、目標は 1．発散やリラックス、2．自我の強化、3．発達の促進、4．洞察、5．治

療関係の内在化などに分けられる（池田・高橋、2007）。従って広い意味では、適応改善のた

めの対処能力の向上、例えば問題解決に向けての助言や認知の修正、ロールプレイなどによる

練習、適切な自己主張のトレーニングなども含まれるが、基本的にはより深いレベルでの変化

を目指すことになる。

　元々は、患者が自分の隠された感情について洞察し、その感情を表現することが状況の解決

につながるという理解があった。但し、「その原因となった実際の状況の中で」洞察することや、

「実際に関係した人々に」その感情を表現することは必ずしも容易ではない。「実際の状況」や「実

際の関係」は、はるか過去のことだったかもしれないからである。そこで治療関係での再演す

なわち転移と治療の場での洞察・表現・関係性の内在化などが利用されるようになった。言い

換えれば、面接という体験を通して生じる「主体としての自分」の変化、人格構造の変化が目

標だといえよう。これは、藤山（2000）による Ogden の言葉を引用しての表現である ‶患者が、

治療者との関わりの中で、自分の心的世界を生き生きとフルレンジで味わい、感じ、情緒的

なものを踏まえて理解すること" という一文に端的に示されている。更にこれは McWilliams

（1994）の言うように、自律性と現実的な自尊心の増大、自由度の増加、自己受容へ向けて、

自己のあらゆる面（たとえ原始的で混乱しているとしても）を理解することであり、自分自身（そ

して、以前なら自分のものではないとしていた特性を投影したり置き換える必要性が減ってい

くにつれて他者）への思いやりを成長させることであり、古い葛藤を新しいやり方でより自由

に解決できるようにすることであるといえよう。

　従って、感度の高い心理診断の目標は、誰かがいかに病的かを診断することではない。それは、
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ある人の持つ苦しみを緩和し、より豊かにより自由に生きることができるように、その人のあ

りようをその独自性を尊重しながら関係性の中で力動的に理解することであると言えよう。

　但しこの際、パーソナリティのある程度の修正は可能かもしれないが一変はできないことは

知っておかなければならない。

アセスメント

　Malan（1979）は、アセスメントを 1．精神医学的。2．精神力動的：内的外的、過去現在の

葛藤する諸力の同定。これはまずは最近の誘因から行う。3．心理療法的：予想される出来事

の予測。4．実際的：実際には何が可能か。5．面接：（今・ここでの解釈による）ラポール形成。

6．患者：期待と不安の明確化。帰宅後に抱く感情への配慮。に分けて論じている。

　精神医学的診断における精神障害の概念については、かつて論じたように、「個」の問題か、「家

族」「社会」の問題か、平均概念か価値概念か存在概念か、社会文化的に変化するものかどうか、

すなわち疾病（illness ）（価値概念） か 疾患（disease ）（存在概念）か、Disorder とはなにか、

「精神病」定義のあいまいさ、などさまざまな問題がある。（池田、2006）

　「判断（診断）」の回避は去勢不安の表れかもしれない一方で、「判断（診断）」の絶対視は「支

配」「差別」につながるであろうが、ある程度の「見立て」は必要である。

　精神障害の成因と分類については、かつては「心的資質の異常な変異：異常な知能素質、異

常な人格、異常な体験反応」と「疾病（および奇形）の結果」（Schneider, 1950）すなわち、外因・

内因と心因とを峻別し、外因→内因→心因の順に診断することが一般的であった。その後、こ

の記述現象学的な流れを尊重しながらも、成因についての推測を避け、可能な限り客観的かつ

実用的であろうとする分類である国際疾病分類（ICD）や操作的分類といわれる DSM などが

用いられるようになった。DSM については、SCID などの構造化面接を用いることで、更に

客観性を高める工夫がなされつつある。

　ただし、多次元診断（Kretschmer, 1918）から始まって、生物・心理・社会モデル更には脆

弱性‐ストレスモデルなどにより、できるだけ了解的、全人的にその人を理解しようという考

え方は依然として根強く残っており、症状の除去だけでなく社会適応、QOL の向上を目指す

といった治療方針に生かされている。

　こうした記述現象学的診断の実際については、かつて概説した。（池田、2006）

　力動的な理解については、Malan（1979）の言う、「葛藤の三角形」と「ひとの三角形」

（Menninger（1958）の言う「洞察の三角形」）という考え方が極めて有用である。これはすなわち、

過去・現在・治療内での対人関係における、隠された感情（衝動）・不安・防衛の反復パターン（あ

るいは自尊心の維持のために防衛を用いる反復パターン）をみることで、その人のありようを

理解しようとする姿勢である。元々は、イド・超自我・自我という構造論的理解（単純化すれば、
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「本当は○○したいが、そうすると余分な不安が起きるので、防衛して××する」といった理解）

からきているのであろうし、三角形というかたちで、問題を悪循環からも理解しようとする姿

勢は、認知行動療法のアセスメント（機能分析、行動分析）における悪循環モデルにも受け継

がれている。

　Malan（1979）はまた、このモデルを用いての初回面接での試験的解釈についても論じてお

り、試験的解釈はコンタクトをつけラポールを形成し予想される出来事を予測するために重要

だが、リスクがあると主張している。すなわち初回面接での試験的解釈は、希望の増強、障害

の増悪、愛着の強化を引き起こすことがあり、その後、継続治療を断ることができにくくなる。

Malan（1979）は、こうしたリスクを回避するために、女の子が誘いに応じるかどうかを知ろ

うとする青年とのアナロジーを考えることを勧めている。

　 投影テストの使用について Malan（1979）は、面接で達し得ない領域を探り、精神病理、

人格の強さ、障害の程度について重要な情報を与えてくれる可能性がある一方で、熟練した解

釈を要すること、テスト結果が、患者が実際以上に障害されている印象を与えがちであること

などを指摘している。これに加えて筆者は、ロールシャッハ法の継起分析などは、患者の自我

心理学的な理解、治療の経過で予想される出来事の予測、治療膠着時のガイド、あるいは第三

者性の回復、テスターが内的な出来事を表現するための豊富な語彙を獲得できる可能性などが

ある一方で、テスターへの過剰な陽性感情が生じたり、早すぎる解釈などのフィードバックに

おける問題が生じる可能性があると考えている。

　精神力動的定式化については、以前詳しく論じた（池田、2006）が、実際は、自我の防衛パター

ンとパーソナリティの病理の深さすなわち発達レベルを把握することで、とりあえずは十分で

あろうし、それ以上は短期間のアセスメントでは困難である。この点では、McWilliams（1994）

のパーソナリティを発達の次元と類型の次元の二軸で捉える性格論が極めて臨床的で理解しや

すい。

　この際、クライアントのパーソナリティの病理の深さの理解に欲動論モデルを主に用いるこ

とは妥当ではない。クライアントの語る内容にはしばしば、エディパールな話、肛門期的な話、

口愛期的な話と理解されることが含まれるが、こうした理解はその人の病理の深さを殆ど反映

しない。すなわち口愛的な話をたくさんする人の中核的な問題が口愛期にあるとは限らないし、

肛門期的な話をたくさんする人の病理の中核が肛門期にあるとは限らない。防衛は、より未熟

な防衛（厄介ごとを回避したり極端に歪めてとらえる）（自己と外界との間の防衛）とより成

熟した防衛（現実と折り合うことをより多く含んでいる）（内的な境界の防衛）とに区別され

るが、境界例水準や精神病水準のパーソナリティ構造を定義するのは原始的な防衛の存在では

なく、成熟した防衛の欠如あるいは貧弱さである。人は誰でも少しは原始的な防衛を用いてい

るし、ある種の状況下ではそれが前面に出てくることがありうる。ただし、McWilliams（1994）

のいう類型の次元、すなわちその人の主に用いている防衛パターンを反映している可能性を考
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えるためには有用であると思われる。 

　一方構造論モデルすなわち、衝動→不安→防衛モデルで理解することは有用である。自我の

主要な機能は、強い本能的な欲求（イド）、心をゆるがす現実体験（これはイドを通してのみ

脅威と体験される）、それによって起こる罪悪感やそれにまつわるファンタジー（超自我）か

ら自己を守る（防衛）することである。防衛とは、無意識的に、ある強烈で脅威的な感情を回

避あるいは管理することである。この際、不安の発達的ヒエラルキーの概念（Table 1）、未熟

な防衛と成熟した防衛の区別が有用である。構造論モデルでは、精神病理は防衛の試みがうま

くいかなかった状態と理解される。

Table 1 不安の発達的ヒエラルキー

Freud, S Erikson Gabbard（1994） 前田（1985） McWilliams（1994）

口唇期
基本的信頼 

対 
不信

崩壊への不安 破滅不安（被害感、
憤怒、基本的不信）

消滅不安（精神病的水準）
（安全、共生的、一者的、
圧倒された自己感）迫害的不安

肛門期
自律性 

対 
恥・疑惑

対象喪失の不安
（分離不安）

分離不安（抑うつ
感、怒り、罪悪感、
無気力、空虚感）

分離不安（ボーダーライ
ン水準）（分離個体化、二
者的、敵対的自己感）

愛を失うことへ
の不安

エディプス期
積極性 

対 
罪悪感

去勢不安 自尊不安（劣等感、
恥、失敗不安） 特定の罰や傷害を受ける

ことやコントロールを失
う不安（神経症～健常水
準）（アイデンティティー、
三者的、応答的自己感）

超自我不安

道徳的不安（ある
べき自己と現実の
自己とのズレ、罪
悪感、恥、劣等感、
失敗不安）
現実不安

　対象関係論モデルでは、これに加えて、人との関わり、抱える環境への注目、愛着と分離の

強調、愛情や孤独や創造性や自己の統合性への理解が広がる。すなわち衝動はリビディアルな

ものや攻撃性だけではなく、知への欲求や安全感、安心できる対象を求めるものでもあると理

解されるし、防衛は不安だけでなく悲嘆に対しても作用すると考える。すなわち抑うつポジショ

ンへの移行がうまく行かない問題を考えることから、より深いパーソナリティの病理への理解

が広がる。その人にとって、重要な対象は何だったのか、その対象をどのように体験したのか、

どのように内在化されたか、無意識の中にどのように生き残っているかといういわゆる内的対

象関係の理解から、一者→二者→三者関係という理解、抑うつポジション優位か妄想分裂ポジ

ション優位か、象徴の機能水準は具体的か抽象的か、コミュニケーションの性質は K，no K，

－ K，L，H のどれか、などといった理解が広がることになる。性格は、幼少期の対象に対し

てのように振舞ったり、その対象のように相手が振舞うように無意識的に誘導するといった予
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測可能な行動パターンとして理解されるし、逆転移を援助の障害ではなく価値あるものとする

理解が生まれる。

　自己心理学モデルは、自己愛パーソナリティの理解に有用である。自己愛パーソナリティの

人々は、内的対象に煩わされているのではなく、内的対象が欠如している、そのために不安と

いうよりも空虚感や恥の感覚を強く感じやすいという欠損モデルでの理解である。彼らは、頼

るべき成熟した超自我を持っていない。防衛は、肯定的に評価され一貫性をもった自己感を維

持するために存在する。すなわち、衝動ではなく空虚感がベースにあり、自分のなさが露呈す

ると（不安ではなく）恥ずかしいので、自己愛的に防衛するという理解である。但し、こうし

た理解を拡大し、盲目的ないわゆる「支持的」心理療法を合理化してしまうリスクには十分に

注意が必要であろう。

力動的性格論

　McWilliams（1994）によれば、精神分析的諸理論が強調しているのは、特性ではなく力動

性であり、これは様々な既成の静的な性格属性のリストよりも、人を理解し、臨床的に援助す

る際、妥当かつ有用である。これは人が、その人にとって重要な次元によって組織化されており、

例えばある顕著な次元の両極を表現する性格特徴を示すといったような理解の仕方である。例

えば、親密と疎遠、うつと躁、性的放縦と禁欲など、ある特性とその対極のものとは、その特

性がある程度強いものならば常に共存しているという理解である。先に論じた衝動、不安、防

衛といった「ひとの三角形」による理解も力動的である。こうした矛盾や逆説をある程度内包

した存在として人を理解することが、生き生きとした力動的な援助には必須であるといえよう。

パーソナリティの病理の深さ

　パーソナリティの病理の深さという観点は、Kernberg による、神経症水準（N.P.O.: 

Neurotic Personality Organization）、境界例水準（B.P.O.: Borderline Personality Organization）、

精神病水準（P.P.O.: Psychotic Personality Organization）という分類をベースにしている。

（Table2 カーンバーグ→野澤の図）これは、臨床的なアセスメントをする上で、極めて有用・

必要な分類である。

　McWilliams（1994）によれば、これはパーソナリティの発達の次元であり、ある人物の中

心的な概念が安全か自律性かアイデンティティーか、性格に関わる不安体験が消滅不安か、分

離不安か、特定の罰や傷害を受けることやコントロールを失う不安か、主要な発達的葛藤が共

生的か分離個体化かエディパールか、対象関係の能力が一者的か、二者的か、三者的か、自己

感が圧倒されているか、敵対的か、応答的かといったことをあらわしている。
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Table 2　カーンバーグ→野澤の図

人格構造の相違一覧表
神経症水準 境界例水準 精神病水準

同一性の統合

自己表象と対象表象は境界鮮明
自己表象と対象表象は境
界不鮮明 , どこかに妄想

的同一性あり
統合された同一性 : 自己
と他者の矛盾するイメー
ジは総合的概念の中に統

合される

同一性の拡散 : 自己と他者の矛盾した諸側面はほと
んど統合されず切り離されたまま残存する

防衛操作

抑圧および高い水準の防
衛 : 反動形成 , 隔離 , 取り
消し , 合理化 , 知性化

主として分裂と低い水準の防衛 : 原始的理想化 , 投
影同一視 , 否認 , 万能感 , 蔑視

防衛は内的葛藤から患者を守る , 解釈は防衛機能を
改善させる

防衛は解体と自他の融合
から進する

現突吟味

現実吟味の能力は保持される‐自己と非自己の区
別 , 知覚と刺激の内的 , 外的起源の区別がある 現実吟味の能力の欠如

自己と他者を区別する 
能力 現実と現実感覚の関係が変転する

　この際、先に述べたように、境界例水準や精神病水準のパーソナリティ構造を定義するのは

原始的な防衛の存在ではなく、成熟した防衛の欠如あるいは貧弱さであるとされる。

　ただし、疾患概念との境界があいまいな精神病水準のパーソナリティといった概念は用いる

べきではないという批判もある。

　

パーソナリティ傾向あるいは心性

　一方、McWilliams（1994）がパーソナリティの類型の次元と呼んだ、パーソナリティ傾向

あるいは心性といった切り口もまた有用であり、これまでにクライアントの理解や援助に関連

した様々な知見が積み重ねられてきている。実際、どのように人が苦悩するかは、その人のパー

ソナリティの組織化のあり方を反映するだろうし、そしてどうすればその苦しみを緩和するの

に役立つかは、パーソナリティの違いに敏感であることが必ず関わってくる。

　ただし、前述のパーソナリティの病理の深さとこのパーソナリティ傾向との関連は、

McWilliams（1994）が分類したようにすっきりと二軸に分けられるとは限らない。また、

Kernberg は両者の関係を Figure1（Kerenberg の性格論、池田改変）のように整理しているが、

これもまたやや静的な印象である。両者の中間、すなわちあるパーソナリティ傾向は、主に精

神病水準であるが、中には境界例水準や神経症水準もある、などと考えるのが現実的であろう。

McWilliams（1994）は、‶比較的高い発達水準の領域では、パーソナリティ類型のうちのある

純系を体現していることはまれにしかない。それは防衛を柔軟に用いることが、心理的に健常

であることや自我の強さの一側面であるからである。"と述べている。そうなると、そもそも「類
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型」診断に意味があるのか、可能なのか、妥当性があるのか、本当に臨床に役に立つのかとい

う疑問が生じてくる。

　そこで筆者は、「類型」ではなく、パーソナリティ傾向あるいは心性という概念を提示したい。

何から何をどう防衛しているかという、欲動→不安→防衛モデルとそのアナロジーによる傾向・

心性の理解である。このような切り口で考えれば、人はそれぞれ複数の傾向・心性を持ってい

ると理解できるし、ある傾向・心性がかなり優位ならば、○○パーソナリティと言い得るだろ

う。また、複数の成熟した防衛を充分に併用できるほど発達していれば神経症水準といいうる

だろう。これまでに、いくつかの傾向・心性のパターンとそれぞれの傾向・パターンへの対処

法が経験的に知られていること、複雑すぎるとアセスメントしきれず、イメージが掴みにくい

ことを考え合わせると、こうした切り口で人を理解しようとすることは、教条的記述的になり

すぎぬよう注意するならば、極めて有用だと思われる（Figure2）。

Figure2

シゾイド パラノイド 自己愛 精神病質 
（反社会性） 抑うつ マゾヒス

ティック 躁的 強迫性 ヒステ
リー性

神経症水準

（上位） 
境界例水準

（下位） 
境界例水準

精神病水準

　　　　　　※人数が多いと思われるほど印刷を濃くしてある

　ただ、少なくとも境界性という概念は、パーソナリティの病理の深さに対して用いるべきで

あり、類型・傾向の次元では用いるべきではないという McWilliams、Kernberg 両者の主張

Figure1 : Kerenberg�����������
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は頷ける。DSM が境界性人格障害として記述しているのは、境界例水準のヒステリー心性の

一側面、すなわち表面に現れやすい行動面の特徴であると考えるべきであろう。

　また、パーソナリティと状況に対する一時的な反応との鑑別も必要である。実際、ある種の

状況下では、誰でも精神病的あるいは境界例的になりうる。それがどのくらい反復・持続して

いるかを見極めることが必要であろう。

　以下、パーソナリティ傾向あるいは心性を便宜的に 1．（自閉）、シゾイド、パラノイド心性、2．

自己愛、精神病質（反社会性）心性、3．抑うつ、マゾヒスティック、躁的心性、4．強迫的心

性、5．ヒステリー心性の 5 つに分けて論じる。

1．（自閉）、シゾイド、パラノイド心性

　この心性にある人は、情緒は豊かで感受性に富み他者と親密になりたいものの、自己効力感

が乏しいために、他者と関係を持とうとすると、（破滅する）迫害される、呑み込まれる不安

が起きる。このため、

（1）シゾイド心性：関係から撤退する。引きこもりのほか、投影と取り入れ、理想化、価値下

げ、知性化を用いることはあるが、覆い隠すような防衛（抑圧や否認）や良い悪いの線に沿っ

て経験を整理するような防衛（分画化、道徳化、打ち消し、反動形成、自己自身への向け換

え）などには滅多に頼らない。彼らは親密さを渇望しているが、常に他人に呑み込まれるこ

との脅威も感じている。彼らは自分の安全と独立性を確保するために距離を取ろうとしなが

らも、疎外と孤独を嘆く。しかし見捨てられるほうが呑み込まれるよりもまだましだと思っ

ている。一方で、自分の純粋な独創性、感受性、独自性の確証を内的に求める傾向がある。

　　そのため治療者は、表層から深層への解釈ではなく、下から上への解釈をすることが必要

であり、治療者は人間として積極的に関与し、関係への冒険を支えることが必要になる。少

なくとも、防衛解釈ではなくその背景にある不安や衝動を同時に解釈する必要がある。自閉

的な心性は、このシゾイド心性の極端なものと考えられる。

（2）パラノイド心性：迫害され呑み込まれる不安を外界のせいにして（すなわち投影して）、

力と行動化で対抗する。このため不安は否認され、防衛的に解釈しなおされた怒りを外部に

向ける傾向がある。（「悪いのは自分ではなく奴らだ」）そのため、憧れや依存感情を反動形

成（否認）し、憎悪や疑心暗鬼、恐怖や恥のみを感じていることが多い。一方でどこかに深

い罪悪感を抱いている。

　　このため治療者には、シゾイド心性が優位な人に対するのと同様に上への解釈をすること

に加えて、ユーモアのセンス、個人的な強さと曖昧のない率直さ、一貫性を持つことが求め

られる。こうして治療者がクライアントの怒りを受容することによって、クライアントの万

能的ファンタジーを自我違和化することが可能になる。
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2．抑うつ、マゾヒスティック、躁的心性

　この心性にある人は、対象と関係を持とうとすると、見捨てられ、対象がいなくなり、（捨

てられる心配や）力を失う心配が強く起きる。このため、

（1）抑うつ心性：自分が悪いと考える。すなわち対象の悪い側面を無意識的に取り入れ、内在

化する、あるいは自己自身へ向け換える。一方、対象は理想化する。（「悪いのは自分だ」）

主観的には、空虚ではなく、批判的で怒りに満ちた内在化でいっぱいである。すぐに人を好

きになり、尊敬し、寛大で敏感で過ちに同情的である。また、物事を他人に有利になるよう

に極力解釈し、どんな代償を払っても関係を持続させようと頑張る。このため治療というも

のを高く評価する。経験の持つ正常な側面（貪欲さ、利己心、反抗、競争心、虚栄心、自惚

れ、怒り、羨望、欲望）をよこしまで危険なものと見なし、嘆く。また、必死になって良く

あろうと努める、が罪深く無価値なものとして捨てられることを恐れる。

　　そのため治療者は、クライアントを尊重し、受容しつつ、分離や拒絶の心配、罪悪感、よ

くあろうとする努力を解釈していく必要がある。

（2）自虐的心性：上記の抑うつ心性に加えて、怒りと敵意、行動化、道徳化、否認などを示す。

自虐的になることで無意識的に相手を脱価値化し、自尊心を保とうとしてしまう傾向が強い。

すなわち禁欲的で自己犠牲的な傾向や肉体的敗北を通じて倫理的勝利を得ようとする（「こ

んなにひどい目にあっても耐えている自分は相手よりも偉い」）。自分の痛みを通じて他人を

苦しめようとする無意識的願望をもつ（「情緒的安堵感に比べれば、体の痛みはなんでもな

い」）。

　　このため、治療者は、現実的な関係に重きを置き、健康な自己尊重の模範になりつつ、ク

ライアントの能力や責任を尊重し、クライアントの病的信念を解釈する必要がある。

（3）躁的心性：不安を否認し行動化することで防衛する。愛着を恐れ、逃避する（「苦しいと

きの空元気」「負け犬の遠吠え」）。心の痛みを避けようとして、その場を取り繕えることな

ら何でも言う。自分の気持ちに正直になるのは極めて大変である。

　　このため治療者は、防衛を、ゆっくりと「屈服」させ（すなわち否認を積極的に直面化し）、

背景にある悲哀を経ていない喪失や苦しみをワークスルーすることを目指す。このことに

よって、クライアントがあまり恐怖感を抱かずに愛するにはどうすればいいかを学ぶことを

援助する。

3．自己愛、精神病質（反社会性）心性

　この心性にある人は、自分がない、中身がない、という切実な悩みや空虚感を持っている。

それが露呈すると恥ずかしいし、拒絶されたり辱められる、すなわち対象の愛を失う心配が強

い。このため、

（1）自己愛心性：他者の肯定的な評価をひたすらに追い求める。他者は生きている様々な側面
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を持った人間とは見られず、状況によって極端に理想化されたり価値下げられたりする。他

者の評価を恐れるために、極端な完全主義に走ったり（自己を受容しようとするのではなく、

自己を完全なものにしようとする）、結果として自虐的になったりする。一見適応している

場合もあるが、むなしさ（不足、恥、弱さ、劣等感、羨望の感覚または恐れ）はなくならな

い。人間存在の曖昧さの中に喜びを見出せない。人を上から判断したり利用したりせずに受

け入れるとはどういうことか、理想化することなく人を愛するとはどういうことか、恥を感

じることなく本当の気持ちをあらわすとはどういうことか、全くわからない。すなわち偽り

の自己を生きている。必要を感じて治療を受けようとする場合も、その目的は自己を理解す

ることではなく、自己を完全なものにするために自己の欲求を扱うより効果的な方法をみつ

けることであることが多い。

　　治療者が彼らを受け入れれば、それが親しさというものを情緒的に理解するためのモデル

になる。このため、治療者は、自分が関係に参加させてもらえないという疎外感に耐えつつ、

自己対象機能を提供し、こうしたありようを解釈していくことが望ましい。

（2）精神病質心性：自分のなさを防衛するために、力を発揮し他者を操作しようとする。パー

ソナリティは自分の万能性を如何なく発揮する感覚を追求し楽しむことをめぐって組織化さ

れてしまい、その他の実際的倫理的関心のすべてが二の次の意味しかもたなくなる。中心的

関心事は、他人に「つけ込むこと」あるいは故意に他人を操作することであり、個人的責任

は解離されるか過小評価される。普通の感情は弱いものとみなされる。すなわち万能的コン

トロール、投影同一化、行動化、羨望、価値下げ、情動遮断などを多用する。このため治療

者は、厳然たる態度を保持しつつ、クライアントの誇大自己を直面化していく必要がある。

4．強迫的心性

　この心性にある人は、自由に感情を出すと（垂れ流すと）（あるいは、コントロールされる

ことへの怒りを出すと）、非難されたり罰せられるのが恐い（無意識的罪悪感）し、（水準に達

していないことが）恥ずかしい（空虚なのではなく怒りを抱いているし、自分自身の敵意を無

意識的に恐れている）。このため、

　隔離（感情を知識から）、（罪の）打ち消し（万能的コントロールの成熟形）、道徳化（スプ

リッティングの成熟形）、反動形成（否認の成熟形）などを用いて完全主義、両価性、先延ばし、

衝動性などを示し、感情を出さないようにする。決断が恐ろしいので優柔不断になる。すなわ

ち感じること、遊ぶことではなく、思考することと行動することを中心にパーソナリティが組

織化されている。従って、科学的合理性と「やればできる」式の実用主義を尊重し、理論的な

思考力や実際に問題を解決する能力に価値を置く。このため、セクシュアリティ、遊び、ユー

モア、生き生きとした感じの能力が低下する。

　この心性を持つ人は、攻撃衝動が組織化される肛門期に固着があるとされる。すなわち、コ
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ントロールされ裁かれる経験によって、排便について怒りの感情や攻撃的なファンタジーを抱

き、それを自分の悪くてサディスティックで汚く恥ずかしい部分と感じるようになってしまう

とされる。このため、アイデンティティや自尊心を保つためには、コントロールを失い不規則

で無茶苦茶で怒りや恥の感情に巻き込まれていると感じるのではなく、コントロールを失わず

時間厳守で清潔で理性的だと感じていることが必要になる。

　彼らは、過酷で全か無か的な超自我を持つ。基盤に持っている感情的葛藤は、（コントロー

ルされることへの）怒りと、（非難されたり罰せられたりすることへの）恐怖との葛藤である。

言葉は感情を表すために用いられるのではなく、隠すために用いられる。正当化される怒りの

み許容できるし表現できる。きちんとした考え方や行動の水準に達していないと（超自我を投

影した）治療者にみなされるのを恥じる。感情というものを、子どもっぽさ、弱さ、鍛錬の不

足、コントロールを失うこと、秩序の崩壊、不潔なものと結びつけて価値下げする。このため、

情愛深いが、優しい面を示そうとすると不安や恥を感じてしまう。

　ある人物が、主に用いている防衛が隔離（感情を知識から）である場合、そしてその人の生

活パターンが考えることを偏重し、感じることを軽視しているようなら、その人の性格構造は

強迫的と考えられる。また、過去に犯した罪を償うという無意識的意味をもつ行為（打消し）が、

個人の自尊心を維持する主な方法となっている場合、その人のパーソナリティは強迫的とみな

される。一部の強迫的な人々は道徳化という防衛に固執している。分画化（相容れない一連の

認識間の亀裂）、知性化、置き換えも用いられることがある。

　彼らの良心的なありよう、細心さ、つましさ、勤勉性は、責任を逃れたい、散らかしたい、

放蕩したい、反抗したい願望の反動形成であり、アンビバレンスに耐えることへの防衛である。

　彼らは、道徳的な正しさをコントロールの問題と考える傾向がある。高い水準の行い、考え

を要求してくる内在化された親像に答えることで自尊心を維持している。このため心配性とな

り、選択を迫られると麻痺してしまう。これは、選択の責任に伴う罪悪感と恥を回避するから

である。彼らには、罪悪感は力を行使する際の自然な反応であることや、他人の目にさらされ

うる行動を意図的にとる際には恥が生じやすくなるのは当然と思えない。

　セラピストが選択の助言をすると、「でも・・」と反論するのは、行動を起こすことに必ず

ついて回る罪悪感の回避努力である。自律性を守ろうとして行われる先延ばしが、結果として

自律性を破壊してしまう。また、自分が考えたり達成したりすることに基づいて自分をよいも

のと感じることができない状況に陥ると抑うつ的になる。

　治療者は、クライアントのこうしたありようを理解し、その苦しみに共感し、無意識的な否

定性を緩和する必要がある。すなわち、1. ごく普通の思いやり（苛つかせても仕返しをしてこ

ない反応）、恥に弱いことへの理解＝親とは違う温かい関わり＋助言を与えない（コントロー

ルを引き受けない）、2. 知性化を避ける（イメージ、象徴、芸術の使用）、3.（セラピストに対

する）怒りや批判を表現させる（自動的な隔離を自我違和的にする）、4. 感情を同定するだけ
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でなく、それを楽しむように励ます（意識化されたものが恥ずかしいもの罪深いものだという

思い込みを変化させる）、更に、苦しみや窮屈感、心の中が寒々として死んだような感じがし

ていることを理解し共感すること、急がないこと、権力闘争を避けることなどが求められる。

このことによってクライアントが価値を貶められている感情と向きあい、ファンタジーを楽し

めるようにすることが大切である。強迫的な生き方は、適応的であることもあるが、感情を隔

離し無意識的罪悪感を打ち消しながら生きている人の人生は豊かではなく、窮屈であろう。

　彼らは、善悪による判断を下しがちで自己批判的である。McWilliams（1994）によれば、

患者の主観的体験を共感的に受容していますよと伝達しながら、その経験を形作っているより

深いところにある感情や確信を呼び覚ますこともしないようなセラピストは、共感の名に値す

るようなものをまったくその患者に与えていないことになる。

5．ヒステリー心性

　この心性にある人は、激しく愛情深い基本的気質を持っていて、包括的で想像力豊かである。

しかし、安心して依存し、性的に豊かで自由でありたいのに、そうすると（見捨てられ、侵入され、

去勢される）不安が起きるので、依存心や性的願望を抑圧（外傷の健忘→願望や恐怖や幼児期

の考えや苦痛な情動の抑圧）する。一方で、性欲化（親しさや愛情を求め、無自覚的に誘惑的

になることがある）、退行（人の武装を解除して厄介ごとを避けようとして何もできなくなり

子供のようになる。細部の事実に集中することを避け印象主義的、直観的な認知スタイルにな

る）、対抗恐怖的に行動化（権威を挑発する、性的な恐れを乗り越えるためにあえて誘惑する、

自分の体が恥ずかしいので自分を人目にさらす、など）、身体化などといった防衛を多用する。

　また、無意識的不安や罪悪感や恥に圧倒されると解離することもある。危険で容認できない

ように思われる性欲や葛藤を抑圧する人々は、性的に不満足を感じやすく、漠然とした不安を

感じやすい。

　彼らは、（特に対人関係において）強い不安、激しさ、高い反応性を示し、心が温かく、精

力的で社交的である。刺激を求めるが、過剰な刺激に圧倒されてしまい、苦しい体験をうまく

消化できない。

　古典的には、二重の固着すなわち口愛期とエディプス期に固着があるとされる。すなわち満

たされない口唇的欲求が、後の性器的関心と結びついて、エディプス的な力動を増強している

と言われる。

　これにはさまざまなパターンがあるとされるが、結果として、（特に女性の場合）以下のよ

うな無意識的な信念が形成されるといわれている。

　すなわち、男性を強くて刺激的なもの、女性を弱く取るに足らないものとみる。母親を脱価

値化しているが、同一化している。力を生まれつき男性に備わった属性とみなして男性を尊敬

する一方で嫉妬し嫌悪する。従って、女であることに力を感じることができない。自分が強い
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と感じると強い女ではなく男のように感じてしまう。彼らは男性に愛着することによって自分

はこれでよいのだという感覚や自尊心を高めようとするが、一方男性は優れているのだからと

することで巧妙に男性を罰する。彼らはセクシュアリティを自分のジェンダーが与えてくれる

ある種の力だと感じており、男性の力に近づくためにこれを利用する。すなわち彼らは性を表

現的でなく防衛的に用い、また男性の力を恐れているので、性的な親密さを楽しむことが容易

にできず、恐れや拒絶からくる身体症状に苦しめられることがある。結果として、既婚の男性

と何度も恋に陥るといったパターンに陥ったり、他の女性に対して強いライバル意識を感じた

りする脚注 2。

　よく見られるとされる彼らの「操作性」「演技性」「浅薄さ」は、基本的に安全や受容を求め

ることからくる二次的なものである。すなわち、力のある人の前で率直に自己表現することへ

の不安に対する防衛である。侵入や搾取、拒絶を恐れるがゆえに、人を喜ばせようとする結果

である。彼らが人々の注目を浴びようとするのは、自分が受け入れられるということを再確認

するという無意識的な意味がある。自分のジェンダーが子ども時代の経験とは正反対に尊重さ

れることの再確認である。彼らが、表面的で芝居じみた振る舞いをするのは、力強い存在と自

分がみなす人に対して、無謀にも自分自身を表現したらいったいどうなってしまうかと、強く

不安に感じているためである。彼らは自己愛パーソナリティとは異なり、強い葛藤のある特定

の領域外では、暖かく情愛深く決して空虚でも無関心でもない。

　より口愛期の固着が強い場合演技性パーソナリティと言われ、よりエディプス期への固着が

強い場合、ヒステリーパーソナリティと言われる。Gabbard, G.O.（1994）によれば、ヒステリー

パーソナリティは演技性パーソナリティと比べて、厳しい超自我と種々の強迫的な防衛を持ち、

しばしば仕事でかなりの成功を収め、建設的な競争心と野心を持っている。愛情対象との分離

が困難であることに気づきながらも、それに耐えることができるが、性的な関係には基本的に

満足していない。抑制され制限された情緒性と、性愛化された露出性と、愛されたいという欲

求、穏やかに示される誘惑性を持ち、衝動コントロールは良いという。一方、演技性パーソナ

リティは、華やかで、情動がうつろいやすく、衝動的で、明らかに誘惑的な態度をとることが

多く、要求がましく、注目の的になることを求める露出症的な欲求が目立つという。

　治療者は、基本的には静かで非指示的に、内容よりも過程を、すなわち防衛されているもの

より防衛を解釈することが求められる。いわゆる転移抵抗解釈である。それによって、クライ

アントの中に潜んでいる感情を引き出すだけでなく、クライアントの思考と感情を統合させる

ことが求められる。この際、治療者が解決を急ぐと、クライアントに他者の卓越した力を思い

                                                                                              　　　　　　　　　　
2. McWilliams（1994）によれば、ペニス羨望という Freud, S の概念は、フェミニストからはしばしば批判

されるが、実際は Freud, S が家父長制に負のイメージを持っていたために、ペニス羨望を解釈することで、
男性の方が何も実際により優れているわけではないことを患者に気づかせたいと願っていたという。
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起こさせてしまう（去勢と侵入の再想起）。例えば、クライアントが不安の防衛のために無意

識的に行ってしまっている操作性を蔑む態度をとったりすると、クライアントには極めて侮辱

的に感じられることに注意する必要がある。

　クライアントに必要なのは、強い欲望を持つ体験、しかもそれが信頼している対象に搾取さ

れない経験である。

　

おわりに

　前述したように筆者は、こうした観点でアセスメントをすることは、教条的・記述的になり

すぎぬように注意すれば、極めて臨床的に有用であると考えている。実際インテーク面接やア

セスメント面接は、こうした枠組みや地図をもって臨んでいることが多い。しかし、いくつか

の疑問や整理しきれない問題が残っている。

　まず、パーソナリティを類型あるいは心性の次元と発達の次元に分けた場合、古典的な精神

分析理論でいう固着と発達停止との関係はどうなのだろうか。単純に発達の次元＝発達停止、

類型あるいは心性の次元＝固着、と考えていいのだろうか。

　また、欠損モデルとして論じられている自己愛心性を、空虚感あるいは自分のなさ→恥→防

衛、という葛藤モデルで理解していいものだろうか。

　さらに、ここに含まれないが、しばしば論述されるパーソナリティである幼児性、依存性、

恐怖症性（生活の多くの面で、置き換えられた恐ろしい対象にとらわれているというパターン

が見られる人）、爆発性、衝動性（自分の中のジレンマを扱うのに、行動化に頼る人）、スキゾ

タイパルパーソナリティなどはどう考えるべきだろうか。スキゾイド心性は引きこもりだけで

なく、Fairbairn, R.（1954）の言うように、愛情対象を分裂させ、良い対象と悪い対象に分け

る幅広い心性とみるべきではないか。だとすると、これは発達の次元ではないか。自閉性や解

離性をパーソナリティ傾向や心性と考えていいのだろうか。自閉性はむしろ発達の次元で捉え

るべきものではないか。境界例水準や精神病水準のパーソナリティ構造を定義するのは原始的

な防衛の存在ではなく、成熟した防衛の欠如あるいは貧弱さであるとされるが、本当にそう言

えるだろうか。明らかに境界例水準と思われる人が、抑圧を中心とした成熟した防衛機制も時

には用いていることがあるのではないだろうか。だとしたら、どうやって区別するのだろうか。

また、疾患モデルである精神病と精神病的パーソナリティとの関係はどうなのだろうか。など

である。

　こうした観点をも考慮に入れながら、更に、臨床的に有用な人間理解、関係理解が洗練され

ていくことが望まれる。



50

文献

Alvarez, A.（1992）Live Company: Psychoanalytic Psychotherapy with Autistic, Borderline, 

Deprived and Abused Children. Routledge. London.

Bion, W.R.（1962）Learning from Experience. Heinemann. London.

Fairbairn, R.（1954）An Object-Relations Theory of Personality. Basic Books, New York.

藤山直樹（2000）精神分析療法．臨床精神医学増刊号、今日の精神科治療 2000．227-230

Gabbard, G.O. （1994）. Psychodynamic Psychiatry in Clinical Practice: The DSM-IV Edition. 

American Psychiatric Press, Inc. Washington, D.C.

池田政俊（2006）心理療法における実践的「見立て」について．帝京大学心理学紀要 No.10, 

11-26

池田政俊、高橋千佳（2007）心理療法の作用機序．帝京大学心理学紀要 No.11, 55-71

Joseph, B.（1983）On understanding and not understanding: some technical issues, in 

Feldman, M. and Spillius, E. （eds） （1989） Psychic Equilibrium and Psychic Change. 

Tavistock/Routledge. London.

Kretschmer, E.（1918）Der sensitive Beziehungswahn: Ein Beitrag zur Paranoiafrage und 

zur Psychiatrischen Charakterlehre. Springer. Berlin.

前田重治（1985）図説臨床精神分析学．誠信書房．東京．

Malan, D.H.（1979）Individual Psychotherapy and The Science of Psychodynamics. 

Butterworth. London.

McWilliams, N.（1994）Psychoanalytic Diagnosis: Understanding Personality Structure in 

the Clinical Process. The Guilford Press. New York.

Menninger, K.A.（1958）Theory of Psychoanalytic Technique. Basic Books. New York.

野沢栄司（1984）．青年期の心の病．星和書店．東京．

Schneider, K.（1950）Klinische Psychopathologie. Verlag. Stuttgart.

Sullivan, H.S. （1954） The Psychiatric Interview. Norton. New York.


