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No.1 ﾒﾝﾀﾙな問題の全体像  No.7 その他の問題 

No.2 ｽﾄﾚｽ   7-1 統合失調症 

No.3 うつ（気分障害）   7-2 摂食障害 

No.4 軽度発達障害   7-3 解離性障害 

No.5 不安障害   7-4 心身症など（身体に出る障害） 

No.6 ﾊﾟｰｿﾅﾘﾃｨの問題    

 

6.ﾊﾟｰｿﾅﾘﾃｨの問題 

6-1.ﾊﾟｰｿﾅﾘﾃｨの問題とは？ 

ﾊﾟｰｿﾅﾘﾃｨとは、ごく簡単に言えば、な

んらかの刺激を受けたときのその人固有

の反応の仕方と言えます。怒りっぽい人

と言えば、刺激を受けたときに怒りやす

い人を言いますし、涙もろい人と言えば、

ちょっとしたことですぐ涙を流す人を言

います。こうしたﾊﾟｰｿﾅﾘﾃｨは、普通は多

少極端でも理解できる範囲のものですが、

それが、ほとんどの人にとって理解し難

いものである場合、その人のﾊﾟｰｿﾅﾘﾃｨに

歪みを感じます。ただ、こうした歪みが

あるだけであれば「変な人」と思うだけ

です。問題は、そうしたﾊﾟｰｿﾅﾘﾃｨの歪み

が周囲やその人自身を著しく傷つける場合であり、そうなった場合に、私たちは「あの人のﾊﾟｰｿ

ﾅﾘﾃｨには問題がある」と考えます。そして、それが病気と認識されるほどの場合をﾊﾟｰｿﾅﾘﾃｨ障害

といいます。 

では、どうしてﾊﾟｰｿﾅﾘﾃｨの問題は生じるのでしょう。 

人には、それぞれ持って生まれたﾊﾟｰｿﾅﾘﾃｨに差異があり、生きていく過程でそれぞれ固有の変

化を遂げますが、その中で著しい自尊心の傷つきが生じると、その防衛のためにﾊﾟｰｿﾅﾘﾃｨの問題

が生じると考えられます。嘘や攻撃や依存や・・ありとあらゆる方法を駆使して傷ついた自尊心

を守ろうするのです。自尊心が傷つく典型的な例は、幼少期に母親や父親に無視し続けられたり

否定し続けられたりするものですが、学校や職場で受ける「いじめ」やﾊﾗｽﾒﾝﾄにより激しく自尊

心が傷つけられる場合もあります。また、他人には思いもよらないことで傷つく場合もあります。 

さらに、こうしたﾊﾟｰｿﾅﾘﾃｨの問題は、重いほど自覚しにくいという厄介な性質があるようです。 

 

ﾊﾟｰｿﾅﾘﾃｨの問題の具体的な現われかたは、病気にまで進んだﾊﾟｰｿﾅﾘﾃｨ障害を眺めると、おおよ

そのﾊﾟﾀｰﾝがわかりますので、以下に 3 群 10 種類のﾊﾟｰｿﾅﾘﾃｨ障害を簡単にまとめます。このうち、

職場で重要と思われる境界性ﾊﾟｰｿﾅﾘﾃｨ障害と強迫性ﾊﾟｰｿﾅﾘﾃｨ障害について、6-2,6-3 で詳しく説

明していきます。 

 

 

第一部 ﾒﾝﾀﾙな問題について

No.６ ﾊﾟｰｿﾅﾘﾃｨの問題    （Ver1.0 2016.1.29 発行 ） 
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＜A 群＞：統合失調症のような自分が壊れるﾀｲﾌﾟのﾊﾟｰｿﾅﾘﾃｨ障害です。 

自分から壊れてしまえば、それ以上傷つかなくて済む・・ということでしょうか。 

・妄想性ﾊﾟｰｿﾅﾘﾃｨ障害：周囲への猜疑心と被害妄想が特徴。 

・ｼｿﾞｲﾄﾞﾊﾟｰｿﾅﾘﾃｨ障害：感情が平板で、親密な関係を拒絶します。 

・失調型ﾊﾟｰｿﾅﾘﾃｨ障害：現実感を失っていないﾚﾍﾞﾙの統合失調症です。 

 

＜B 群＞：自己中心的な激しい感情で周囲を巻き込む障害です。 

周囲も含めて混乱状態が生じることで、自分だけが傷つく状態を回避する・・とい

うことでしょうか。 

・反社会性ﾊﾟｰｿﾅﾘﾃｨ障害：違法行為、暴力行為を繰り返します。 

・境界性ﾊﾟｰｿﾅﾘﾃｨ障害：依存や親しみと怒りや拒絶を激しく繰り返します。 

・自己愛性ﾊﾟｰｿﾅﾘﾃｨ障害：誇大妄想的で、尊大で傲慢な行動を繰り返し、過剰な賞賛を

求めます。 

・演技性ﾊﾟｰｿﾅﾘﾃｨ障害：過度に情緒的で、注意を引こうと性的誘惑や挑発行為を繰り返

します。 

 

＜C 群＞：神経症的な周囲の評価への不安が特徴の障害です。 

いろいろな方法で責任を回避して自尊心の傷つきを見ないようにします。 

・回避性ﾊﾟｰｿﾅﾘﾃｨ障害：否定的評価を恐れるあまり、責任や対人関係を回避します。 

・依存性ﾊﾟｰｿﾅﾘﾃｨ障害：依存することで責任や評価を回避します。 

・強迫性ﾊﾟｰｿﾅﾘﾃｨ障害：固定的な価値観に異常にこだわります。 

 

6-2.代表的なﾊﾟｰｿﾅﾘﾃｨの問題 その１：境界性ﾊﾟｰｿﾅﾘﾃｨ障害 

このﾊﾟｰｿﾅﾘﾃｨの問題を持っている方は、

最初は一見好感が持てる人なのに、ある

時から態度の急変が起こり、激しい怒り

をぶつけてくるのが特徴です。 

一時期、学校におけるﾓﾝｽﾀｰﾍﾟｱﾚﾝﾄが大

きく取り上げられた事がありましたが、

こうしたﾓﾝｽﾀｰ＊＊＊と言われる方のｲﾒｰ

ｼﾞと考えても大きな違いは無いと思いま

す。ただし、こう言われている人の全てが境界性ﾊﾟｰｿﾅﾘﾃｨ障害であるとは言い切れません。ひょ

っとすると、対処する側の不手際で怒っている人をこう呼んで片づけてしまっている危険性もあ

ります。 

 

では、実際にこういったﾀｲﾌﾟの方に

遭遇するｹｰｽを想定して、どんなこと

が起こるか右図で説明していきます。 

先ず、初対面でこのﾀｲﾌﾟの方に対し

て不快感を持つことはあまりありませ

ん。それどころか、何となく弱々しか

ったり、相談する人に信頼を寄せてい

る感じがして、「この人のために何と

か力になりたい」と思ってしまうのが

一般的です。そして、年齢以上に若々

しくて魅力的に映る場合が少なくあり

ません。 
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従って、相談を受ける方は親身になって対応し、始めは相手の方が自分を信頼してくれている

と感じます。しかし、徐々に、相談の頻度が増したり、自分のするべきことをせずに延々の同じ

ような内容が繰り返されたり、内容のちぐはぐさに気づくようになったりし、対応に疲れを感じ

るようになります。 

そして、ある時、時間が無くて相談を受けるのを断ったり、相手の問題をちょっと気づかせよ

うと指摘したりすると、急に態度が急変します。「結局、誰もわかってくれない」とか「・・と

言っていたのに」などと批判を始め、次第に激しい怒りが向けられるようになります。職場では、

直接怒りを露わにすることが自分に不利になる場合もありますので、場合によっては、その激し

い怒りは、無視や陰で悪口を言いふらすことで表現されるかもしれません。そして、相談を受け

ていた方は、事の成り行きについていけず、無力感や罪悪感を感じてしまいます。 

 

6-3.代表的なﾊﾟｰｿﾅﾘﾃｨの問題 その２：強迫性ﾊﾟｰｿﾅﾘﾃｨ障害 

先ずは、右図を見てみましょう。 

この図は、あるﾊﾟﾜﾊﾗ場面を示してい

ます。上司（A 課長としましょう）は

「できる人」と見られている場合が多

く、ﾊﾟﾜﾊﾗのﾀｰｹﾞｯﾄになる部下（B 君と

します）は、やや内向的で言い返せな

いﾀｲﾌﾟが多いようです。 

A 課長は、B 君に対して問題点を指

摘し説教をしますが、それがくどくど

と長時間に及び、しかも繰り返され、

高圧的な態度が周囲からも感じられま

す。 

結果的に、B 君は委縮してしまい、

必死にそれに応えようとするのですが、

うまく仕事を回せずに失敗してしまいます。そうすると A 課長は、その失敗を責めて「どうす

るんだ！」とますます追及を強めます。あるいは、B 君がこうした A 課長の態度に耐えて、何

とか仕事に対応していると、「遅い！」とか「君のﾚﾍﾞﾙはこんなものか！」といった感じで何ら

かの課題を見つけ出して、やっぱり B 君を責めることを止めません。 

こうしたことが延々と繰り返されるうちに、B 君は次第に自信を喪失し、仕事への意欲も低下

し、やがて「うつ」などの病気になってしまうか、そうなる前に A 課長から逃げ出そうと異動

を願い出たり、退職を思い詰めたりします。そして、そうなっても、A 課長は、「折角自分が親

身になって指導してやったのに、情けない奴だ・・」「なんで、自分には、こんな無能な部下し

かつかないんだ・・」と嘆くだけです。ただ、A 課長の中には、どこか不安や空虚感が残り、ま

た、新たなﾀｰｹﾞｯﾄを探して、同じことを繰り返します。 

 

こうした A 課長のような人物像が強迫

性ﾊﾟｰｿﾅﾘﾃｨ障害の典型です。秩序や完全

主義、統一性への過剰な囚われが特徴で

あり、「責任感のある仕事中毒者」との

異名があります。べき論を振りかざして

固定した価値観を部下や周囲に押し付け

ます。また、自分の失敗を認めようとせ

ず、それを指摘されると、逆に陰湿な仕

返しが待っています。ところが、相手が

上の立場の人となると、態度が一変し、

A課長 B君 



4 

とたんに自分の意見が言えなくなり Yes ﾏﾝになります。 

こうした人物像は、洋の内外を問わず、小説やﾄﾞﾗﾏにも頻繁に登場しますので、組織の管理職

としてごく普通に存在するﾊﾟｰｿﾅﾘﾃｨのﾀｲﾌﾟと言えます。 

このﾀｲﾌﾟの度が過ぎると、次々と部下が疲弊して「うつ」や不安障害などになってしまうこと

がしばしば見受けられますが、逆に言えば、もし自分の部下がそうなるようであれば、自分自身

にこの傾向が出ていないかを疑う必要があります。先にも述べましたが、ﾊﾟｰｿﾅﾘﾃｨの問題の厄介

な特徴は、自分では気づかないことです。 

 

 

6-4.ﾊﾟｰｿﾅﾘﾃｨの問題への対応 ／相手に対して 

ここからは、今までに述べてきた具体的なﾊﾟｰｿﾅﾘﾃｨの問題をｲﾒｰｼﾞしながら、そうした問題を持

った相手または自分にどう対処していくかを考えて行きます。始めは、相手にﾊﾟｰｿﾅﾘﾃｨの問題が

ある場合です。 

ﾊﾟｰｿﾅﾘﾃｨの問題への具体的な対応は個々の場合によって異なりますが、基本的な対応の姿勢は、

どんなﾊﾟｰｿﾅﾘﾃｨの問題でも、あまり変わりません。 

先ずは相手のﾊﾟｰｿﾅﾘﾃｨの問題の

存在に気づくことです。それは、

延々と繰り返される厄介な非生産

的な出来事です。もし、部下との

間でこうした非生産的な出来事が

繰り返され、そこにその相手のﾊﾟ

ｰｿﾅﾘﾃｨの問題の存在に気づいた

ら・・先ずは、相手のﾊﾟｰｿﾅﾘﾃｨの

問題を自分が何とかしようと思わ

ないことです。相手の問題を指摘

することも慎むべきです。先にも

述べたように、ﾊﾟｰｿﾅﾘﾃｨの問題が

ある方は、それによって自分の自

尊心を守っている（と信じている）

のですから、こういうことをする

と、自分から逃げる（遠ざかる）か、逆に激しい攻撃を浴びることになります。今は、部下対処

の話をｲﾒｰｼﾞしていますが、仮に相手が上司であれば、職業人としての生命を脅かされることに

なります。 

次に、基本的な対処の姿勢は、堂々とブレない姿勢で居ることです。つまり、自分の意見を

「私はこう思う」という言い方（I ﾒｯｾｰｼﾞ）ではっきり言います。こういう姿勢でいると、相手

は時として攻撃を仕掛けてきますが、個人的に受け取って反攻したり、逆に自分を責めないこと

が肝要です。「相手は自分を守るためにこういう行動に出ている」とわかれば、落ち着いてやり

過ごすことができます。そして、「彼（彼女）は自分を守るためにこういう行動に出ている」と

いう理解を持ち続けてください。 

つい近づきすぎてしまうことにも注意が必要です。近づきすぎるとは、親身になりすぎること

と腹が立って怒りをぶつけることの両方があります。近づきすぎている時には苦しくなりますの

で、要は苦しくならない距離感を保つことが必要と言い換えることもできます。 

ただ、職場でいつ自分で気づくかわからないこうした人に対して、見捨てずに理解を持ち続け、

適切な距離感を持ち続けるのは簡単な事ではありません。所詮、他人事と思うぐらいのﾄﾞﾗｲさが

必要であり、「治らなくても仕方がない」ぐらいの感覚の方がかえってうまく行きます。 
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6-5.ﾊﾟｰｿﾅﾘﾃｨの問題への対応／自分の問題 

さて、自分自身のﾊﾟｰｿﾅﾘﾃｨの問題に対しては、どうしたらよいでしょうか？ 

何度も繰り返し述べていますが、ﾊﾟｰｿﾅﾘﾃｨの問題は自覚しにくいのが特徴です。そして、それ

でも自覚しないと変わらないという厄介なものです。 

自分で自分のﾊﾟｰｿﾅﾘﾃｨの問題に気づくためには、ﾊﾟｰｿﾅﾘﾃｨの問題ではなく具体的な「ヘン」に

気づいてください。例えば「つい周囲が引くような怒り方をしてしまった」といった感情が暴走

する出来事とか、身近な人間関係、つまりは、家族や直接の部下との関係などがｷﾞｸｼｬｸするのを

感じるとか、あるいは、過度に自分や他者を責め立てる自分に気づくことです。 

こうしたことに気づいたら、「何故」

を考えないように注意する必要があり

ます。「何故」を考え始めると、理屈に

逃げてしまって、自分のﾊﾟｰｿﾅﾘﾃｨは変

わっていきません。むしろ、そうした

ことに気づいたまま何もしないことが

必要です。そして、また似たことが起

こった時に、「あっ、またやっている」

と自分で気づくことができれば、自然

に行動が変わっていきます。行動が変

われば、結果として自分のﾊﾟｰｿﾅﾘﾃｨも

いつのまにか変わっています。もし、気づいても行動が変わらなければ、それは今は変えたくな

いﾊﾟｰｿﾅﾘﾃｨかもしれません。 

こうした自分の「ヘン」に気づくこと以外に、逆に、自分の「良いところ」に気づくことも、

ﾊﾟｰｿﾅﾘﾃｨの問題の改善には重要です。ﾊﾟｰｿﾅﾘﾃｨの問題の根本には自尊心の傷つきがあると述べま

したが、私たちは大人ですから、自分で自分の自尊心を修復できます。そのためには、自分で自

分の価値を認めることです。「自分にはこんな良いところがある」「自分は頑張っている」「よく

ここまできたものだ・・」などと、恥ずかしがらずに自分で自分を誉めてみてください。もし、

自分で自分を誉めることができて、自尊心が修復できれば、ﾊﾟｰｿﾅﾘﾃｨの問題は自然と治っていき

ます。 

 

6-6.ﾊﾟｰｿﾅﾘﾃｨの問題が出やすい時期／ﾗｲﾌｻｲｸﾙ論 

ここからは、ﾊﾟｰｿﾅﾘﾃｨにまつわ

る蛇足です。人生の中でﾊﾟｰｿﾅﾘﾃｨ

が崩れやすい時について少し触れ

て行きます。 

右図は、ｱﾒﾘｶのﾚﾋﾞﾝｿﾝ（1920-

1994）のﾗｲﾌｻｲｸﾙ論を簡単に図示

したものです。 

彼は、人生を約 20 年毎のｽﾃｰｼﾞ

の積み重ねと理解し、そのｽﾃｰｼﾞ

の切り替わり目の 5 年ほどが、人

生の危機、つまりもっともｽﾄﾚｽﾌﾙ

な時期だという説を提唱しました。

20 歳の頃が、いわゆる青年期の危機で、新入社員のころがこの時期に含まれます。また、子供

の頃は、総じてこころの歪みができやすい時期ですが、私たちがあまり記憶していない 5 歳まで

時期は、実は最大の危機です。ここで受けた心の傷を後で修正することは容易ではありません。 
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なお、蛇足ですが、40 歳ごろのいわゆる「中年の危機」は個人差が大きく、経験を自覚する人

もいれば、自覚しない人もいます。人生の懸案が大き過ぎて立ち止まれない場合や、逆に、順調

すぎる人生を歩んでいる人も危機の自覚のないまま通り過ぎるように思います。 

また、寿命が著しく伸びた現代では、60 歳の、いわば「定年の危機」が今後より深刻な問題に

なる気がします。 

 

6-7.ﾊﾟｰｿﾅﾘﾃｨの問題とその他の問題との関係 

さて、最後に、ﾊﾟｰｿﾅﾘﾃｨの問題と

その他の様々なﾒﾝﾀﾙな問題の関係に

ついて触れておきます。 

右図は、そうした関連をｲﾒｰｼﾞとし

て表したものです。 

ﾊﾟｰｿﾅﾘﾃｨの問題があると、往々に

して人間関係に齟齬を生じます。 

ﾊﾟｰｿﾅﾘﾃｨの問題は、その成り立ち

に過去のｽﾄﾚｽが絡んでいることが多

く、逆に、ﾊﾟｰｿﾅﾘﾃｨの問題があるために、特定のｽﾄﾚｽに対して必要以上に激しい反応をしてしま

います。そして、その反応の仕方も、その人のﾊﾟｰｿﾅﾘﾃｨの在り方によって、「うつ」になったり、

不安障害や心身症／心気症といった身体的な問題、時には摂食障害などになったりもします。逆

に、そうした症状が慢性化すると、それにより、またﾊﾟｰｿﾅﾘﾃｨの崩れがひどくなり悪循環に陥っ

ていきます。あるいは、軽度発達障害や統合失調症などの場合には、そうした障害が理由で周囲

に不適応を起こし、それによって激しいｽﾄﾚｽを受け、結果としてﾊﾟｰｿﾅﾘﾃｨが歪んでいくことも起

こります。 

こうして、色々な要素が絡み、何が原因で、何が結果なのかもよくわからないのがﾒﾝﾀﾙな問題

の難しいところです。 

 

 

 


