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 BPDとは何なのか？ 

境界性パーソナリティ障害（ ）の概念が出てきたとき、かつてはゴミ箱診断と揶揄されていまし

た。以前は、診断名がつきにくい激しい症状はおしなべて の宣告がなされていたように思いま

す。それは、今はなくなったのでしょうか。

心理職は をどのように捉えているのでしょうか。大まかな意見としては、扱いにくい人々とい

う印象は昔と変わらないように思います。一番やっかいなところは怒りの表出についてですね。この

怒りの原因のようなものを治療者がどのように理解しているのか、ここが 治療の肝になってく

るように思います。治療者が理解できれば、その共感ムードは患者に伝わります。時間はかかります

が、伝わる人には伝わります。（ということは、伝わらない一群が には在るということで

す。）

この伝わる人、伝わりにくい人、伝わらない人を見立てるのも心理職の面接の一つの技術になりま

す。それが分かっていると治療者側の疲弊度は雲泥の差になるでしょう。患者の行動の理由が理解で

きるからです。あとで紹介する の技術の、もう片方の車輪になります。

 消えゆく人格障害 

では人格障害のクラスター が、統合失調症スペクトラムに吸収されました。私論ですが、

クラスター の強迫性パーソナリティ障害の一群も統合失調症スペクトラムに入ってしまう感覚があ

ります。まだクラスター というカテゴリーは残っていますが、収まるべきところに収まったといえ

るのではないでしょうか。

すると残されたクラスター とクラスター はどうなるの？という疑問が当然出てきます。これらも

次期の の改訂では収まるべきところに収まっていくように思います。ということはパーソナリ

ティ障害というものが瓦解するということです。

これも私論の域を出ませんが、唯一、反社会性パーソナリティ障害のみ残るかもしれません。このサ

イコパスという症状は正真正銘のパーソナリティ障害＝治療不可ということになるわけです。あるい

はひょっとすると スペクトラムの中に吸収されるかもしれませんが、それはあまりに過激なの

でオフレコです。でもそこにはたぶん収まらないでしょう。サイコパスは スペクトラムとは全

く違う病理だという印象です。しかし、司法の現場では、サイコパスの人々が スペクトラムに

誤診されているケースも散見されるようです。これでは スペクトラムの人々にとってはたまら

ないことでしょう。でもサイコパス＝反社会性パーソナリティ障害と診断してしまうと治療不可とい

う社会不安を喚起させてしまうので、なかなか白旗を上げられないプライドも、司法側にあるのかも

しれません。

今回は の話です。クラスター の はどこへ行くのか？それが次のテーマになります。
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 BPDを（治療的に）捉えなおす 

面接の一つの重要な局面として、患者の精神年齢を見立てることがあります。これは患者理解のため

に外せません。それが分かっていると、面接の方向性が自ずと決定されてくるからです。面接にブレ

が生じなくなります。これによって治療者が疲弊することから救われます。

精神科医・平井孝男先生（境界例の治療ポイント 創元社）の定義は非常にわかりやすいです。

の の診断を簡略化すると、まさにこの３つの病理に集約されます。未熟、行動化、自己同

一性の問題。この三つを精神年齢的な視点で俯瞰してみみると、思春期以前ということに集約される

と思います。つまり は思春期以前の病理であるということになります。これで、平井先生の３

つから１つへ抽象度が上がりました。

この「精神的に成人前」という視点に立つと、心理発達段階では、思春期、学童期、乳幼児期の３つ

になります。乳幼児期のつまづきで筆頭に登場するのは愛着障害です。学童期の不調で登場するの

は、身体表現性障害あるいは軽度知的障害群です。思春期の不調については、誇大自己愛の問題（思

春期心性）および境界知能群です。

このように発達段階に着目すると を捉えなおすことが可能になります。愛着障害（乳児期の問

題）、思春期心性（学童期 期～思春期 期の問題）、境界知能群（学童期以下の問題）です。

■思春期心性を引きずった事例（ 代女性：診断名 ―平井の区分から見ると、すべて該当）

障害年金をもらえて、国から自分の存在を認めてもらったことは大きかったです。大量の書類を

書いてほんとによかった。あの障害者の手帳が私のアイデンティティなんです。

手帳に自分の存在を重ねることは、しみじみと悲しい情感が滲んできます。この方は、不倫中で、夫

と別居して一人で暮らしたいといいます。昼間は家の掃除とご飯を作って子どもが寝たら一人暮らし

の安アパートに帰るのでいいといいます。男女の情愛を求め続けている人で、いわゆる「恋愛処方」

が今は効いていますが、それが融けると、リスカ、 の再発への危険性があります。恋愛処方をう

まく活用しながら治療が、中断したり再開したりしています。「りんご飴でなくあんず飴が欲しかっ

たのです。夫がくれたのはりんご飴だった。」と、しみじみ話されます。

  



BPD 2019 6 ソレア心理カウンセリングセンター 

 BPD治療の方向性 

どの心理療法でも共通の態度があります。それは 回目であっても、１００回目であっても同じ原則

です。傾聴と受容。これは であってもなくても同じです。傾聴のモードが発達段階によって違

ってはきますが、それは大した違いではありません。ただ、傾聴と受容というものは、簡単なようで

いて実は、大変難しい技術ですので、それは追って話していければと思います。

万時間の法則というものがあるようです。なんでも師匠の下で、一万時間の研鑽を積めばそのスキ

ルを身につけることができるというものですが、傾聴と受容もそのくらい、あるいはそれ以上時間が

かかるものです。私の場合ですが、 年の研鑽でそれが得られたかというと、難しいですね。みな

さんはもっと早くできることでしょう。

 治療期間と中断 

一番治療時間が短いのは、患者が境界知能域にある場合です。境界知能とは ～ （～ ）くら

いまでを包含しているように感じます。この場合、なぜ短いのかというと、治療が中断＝ドロップす

るから短いのです。カウンセリングをしても気づきは促進されません。ですから葛藤解消ではなく、

不時着を目指すものになります。環境を整備していく方向です。なかなか共感しづらい人々ですが、

でも彼らがなぜそう話すのか、しっかり傾聴して彼らの訴えに同意するものが治療者側で見つかれ

ば、不時着地点は自ずと見えてくるでしょう。コミュニケーションは、短く、箇条（三択くらい）の

選択肢を提案する感じです。

まあまあ時間がかかるのが、愛着障害です。 年は見ておいてほしい。回数からいうと 回以下。

愛着障害の方はいったん終了しても、２クール目、３クール目とやってくる方が多いようです。新し

い問題が起きてやってくるのです。ベースの生きづらさは解決しても、ベースのテイストのようなも

のから派生するモノに迷ったりするのですね。この方々は面接当初からトップギアーが入っている感

じです。それは数年続きます。葛藤を話されますが、恐怖ベースの葛藤であり、基底欠損（バリン

ト）的な葛藤です。超ヘビーな面接が続きます。患者がその期間を持ちこたえられるように、治療者

も患者を支えます。

余談ですが、私はテイストと言う言葉をよく使います。私にとっては使い勝手がいいので使うわけで

すが、よく分からないですよね。テイストとは味という意味ですが、味わい深い人生とか形容します

が、あの味の感じと思っていただいて結構です。味わい深い人生という比喩には悪い意味は微塵もあ

りません。ですからテイストも悪い意味はありません。むしろ肯定しています。酸いも甘いも嚙み分

ける、あんな感じです。

一番時間がかかるのが、思春期心性の場合です。面接は 年以上、回数にして 回は下らないで

しょう。また思春期心性の場合、途中でドロップする可能性も高いです。そこを持ちこたえて、

回くらいまで面接を進めることができると、治癒へ向けて進み出すようです。ただ、この 回もイ
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バラの道です。治療者は患者に対して、治療してもいいの？と何度も反芻します。治らなくてもいい

じゃん？と治療者は投げ出しそうになりますが、患者は治りたいという。やっぱり可哀想だなと治療

者は踏み止まり、それじゃあと続ける。これがコツです。当たり前ですが、この中断させないコツを

つかむことができれば、治療は進みます。けれど、これらの人々の場合、「介入するとこじれる＆介

入しないと固着する」という、やっかいな特徴があります。押しても引いてもだめ。この二律背反の

中で治療を進めなければならないのが、やっかいなのです。思春期バリバリゆえの行動化も激しい

し、治療者への怒りも噴出させる、最もボーダーラインっぽい人々です。そこを１００回くらいの面

接をドロップさせずに信頼関係を作ることに注力することです。

治療開始２～３年目くらいにようやく治療に緊迫感が出てきます。話も愛着のある世界の葛藤で、治

療者にも馴染み深いものでしょうが、その葛藤はかなり脆弱なのです。感情をしっかりと封鎖してい

るため、かつ思春期心性ゆえ、しっかりと葛藤できません。葛藤していたかと思うと、そこから退却

する。この繰り返しなのです。そこを治療者は根気よく支え続けなければなりません。

 どうやって治癒するのか？ 

治療は発達段階に注意して行われます。それが、どうやって治癒するかの答えになります。一言でい

うと、発達段階を成人期に持ち上げることです。この意味は、平井先生の区分で考えると、成熟す

る、自分の責任で納められるようになる、社会的アイデンティティの確立ということになります。

の範疇で考えると、この方法は愛着障害の人と思春期心性の方に適用できます。ただ、この両

者は治癒する道順がはっきりと異なります。当然アプローチも異なります。例えていうならば、東京

から名古屋へ行くために、東海道本線で行くのか、中央本線で行くのか、くらいの差があります。当

然、中央本線のが山間部を通るので厳しくなります。

この二つのルートの差については、成人期へ至る道が異なるだけではありません。感覚としては、成

人期になって治癒したとしても、両者はちょっと違うテイストがあるのです。愛着障害の人が治る

と、達観した雰囲気が漂っていたりします。思春期心性の人が治ると、自責感が出てきてエネルギー

感にあふれますが、どことなく不安定さが拭えません。また後述しますが、思春期心性の人は治癒に

至る第 コーナーを回った辺りで、愛着障害の人のような語りがみられることもあります。それが治

療進度のマーカーにもなるかもしれません。

発達障害の人は葛藤の処理ができませんので、分かりやすいメッセージと共に環境調整を粛々とやる

だけになります。治療者としては、これも大変な作業なのですが。
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 共感する治療者 

境界性パーソナリティ障害だけに限りませんが、面接の基本は共感と受容でした。そのために傾聴が

必要なのでした。共感・受容とはコフートの理論で言うと、治療者が、母になり、父になり、親友に

なることと定義できます。

 母と父 

母性とは、この人にだけは認められているという感覚です。世界中が私の敵になっても、この人だけ

は味方でいてくれる、という感覚です。コフートはこれを鏡自己対象と呼んでいます。

父性とは、この人がいるから頑張れる、世の中を生きていけるという感覚です。コフートはこれを理

想化自己対象と呼んでいます。

この二つは、あなたは人と違うんだよ、という絶対的な支持感覚です。母性と父性を感じることで、

人は他人との違いを感じることができます。健全な自己愛がそこに発達します。（病的な誇大自己で

はありません。）

治療者は、最初、母になって患者を支援し、次に父になって患者を支援します。ここは、カウンセリ

ングのベースなので、どんな対象にも適用できます。さてこれを、患者の育て直しといえるでしょう

か。これだけを見ると、母になり父になりですので、育て直しのようにも見えます。が、コフートは

三番目の自己対象に気がつきます。

つ目を考える前に、誰に対しても、この母と父になれるかというと、なかなか難しいところがあり

ます。愛着障害の人に対しては、しみじみとした感覚が治療者側に自然と芽生えるので、共感はしや

すいでしょう。ただ、愛着障害については、それ独自の臨床があるので（それ自体の高い山を越えて

行くことになるので）、ここではそれを述べることはしません。 になって恐縮ですが、筆者の

「孤独と愛着」を読んでいただくと愛着障害へのアプローチの一旦を垣間見ていただけるかもしれま

せん。

思春期心性の人々と発達障害の人々には、なかなか共感しづらいところでしょう。行動化や怒りをバ

ンバン向けられるわけですから、治療者は疲弊するでしょう。ここを乗り越えるために、一つの提案

が です。ただ、それは技法ではないのです。技法でとどまっていると、結局は

ストレスを抱えることになります。しっかりと治療者が老子にどっぷり浸かる必要があるでしょう。

その状態になれると彼らに対しての深いまなざしを向けることが可能になるかもしれません。それに

は、老子に親しみながら、一方でそれなりの人生の経験と年齢を重ねることです。身もふたもないよ

うに思われますが、 の治療には、治療者の年齢という妙薬も大きな意味を持っているように思

います。重ねていいますが、決してそれだけではありません。多くの経験が必要なのは言うまでもあ

りません。
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 親友（双子） 

さて、 つ目の自己対象でした。コフートは双子自己対象と言っています。同じこころの闇をもつ同

胞（契りある友人＝親友）という意味です。

母性と父性は、「違う」ことを支援してくれる特性でした。双子は「同じ」ことを支援してくれる特

性です。ここが母性、父性とは違うところなのです。この「同じ」というところに着目してくださ

い。同じであると誰でもほっとします。自分だけ違っている、変な人間であるというエッジを生きて

きた患者ですが、同じ人間なんだと思えることでホッとするのです。

この双子のことを、同志と名付けた患者がいます。現在治療中の彼女に対して私は、最初はどうしよ

うかと思いながらカウンセリングを引き受けました。中年期ですが思春期っぽいので、治療も大変で

時間がかかることは明白だったからです。ただインテーク面接のとき話してみて、通じていく感覚が

あったので、この人の物語が壮大なストーリーとなったとしても大丈夫と思いました。（治療者側

の、経験に基づいたこういう感覚は大事なのです。）

同志というのは、冬山をザイルを結んで稜線を歩

くようなイメージです。自分が落ちるわけにはい

かない。相手も滑落してしまうから、こっちも気

がつかないうちに必死になっている。同じ釜の飯

を食べている感覚になっています。

しかしそうやって、だんだんと同志（治療者）のこと

を思ってくれる気持ちが芽生えてきました。ここに来

るまでは彼女も幾多の山を越えました。カウンセリン

グの途中で、錯乱の中、入院することもありました。まだまだ彼女の治療は半ばですが、そうやっ

て、同志の感覚、双子感覚というのは、人を救っていくのです。

これは育て直しというのはちょっと違います。母も父もカウンセリングに必要な要素で外せません

が、思春期心性にもっとも効く感覚は双子感覚でしょうか。

これは愛着障害にも同じことが言えます。愛着については、鏡感覚を出していくことが始まりです

が、この双子感をカウンセリングの中で、気づかれないように随所に埋め込んでいくと、催眠のよう

に無意識でそれが効いてくるようです。しかしわざとらしさは催眠の敵です。分からないようにそっ

と双子感を出すこと。この妙技が治癒を進めるでしょう。具体的には、ときどき患者に分からないよ

うに「同じ」という言葉を意識的に使うのです。
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双子自己対象を描いた絵本がありました。レオ・レオニ

のカメレオンの話です。邦訳は谷川俊太郎で、じぶんだ

けのいろーいろいろさがしたカメレオンのはなしです。

他の動物たちは自分の色をもっているのに、カメレオ

ンは他の色に染まる性質があるので、自分の色を持た

ない。僕はそのことを嘆いていた。僕は自分の色を探

す旅に出る。若葉の上に乗っかればいつまでも若い緑

で居られると思ったが、若葉は紅葉して黄色から赤色

になり、果ては散ってしまう。僕も

いっしょに暗い地面の上に落下して

しまい暗い冬の中、暗い色に変化し

てしまう。春になって新芽の間を歩

いていると向こうから賢いカメレオ

ンがやってきた。「僕たちは自分の

色がどうして無いの？」と僕は尋ね

た。彼は僕に言った。「そうだけど

ね、どうだい、私と一緒に暮さない

か。わたしたちは行く先々で色を変

えるけれど、きみと私はいつも同じ

色さ」彼らは一緒に緑になり、一緒に紫になり、一緒に黄色になって、幸せに暮らしたとさ。

同じということは、これほどまでに安心させる要素なのです。安心には２つの側面があることが分か

ります。人と違って安心する、これは鏡や理想化です。もう一面は、人と同じで安心する、これは双

子です。

双子とは、同じ位置に立つということで、それは違いを捨てることです。役割や地位をいったん捨て

てみて、無になってみることです。これを老子では、無為自然といいます。つまり双子の感覚は無為

自然につながっている感覚なのです。ここで の治療論が、 に結びつくとい

うわけです。この無為自然は、普遍的な治療論と言ってもいいかもしれませんが、思春期心性の治療

にはこの双子感覚が最も重要になってくるので、 の治療論と言っても差支えないでしょう。
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 双子になる治療者 

双子とは、同じこころの闇を抱える同胞という意味でした。ということは、治療者自身が、自分のこ

ころの闇に自覚的になっているということです。自分のこころにあるシャドーに気がついているとい

うことです。それによって初めて、治療者は患者の同胞になれるのです。

自分のこころに自覚的になるのは、さまざまなルートがあるかと思いますが、精神分析では教育分析

というジャンルが確立されています。けれどルートはそれだけではないでしょう。自分にあったルー

トでその山を登っていけばいいだけです。 でもいいし、そうでなくてもいいでしょう。それは個

人が自分で決めていけばいいと思いますが、大切なのは、自分が覚醒して自分のシャドーに気づいて

いることです。

 ミクロ的な、マクロ的な 

物理学では、ミクロの世界とマクロの世界は、物事の成り立ちを説明する言語（数式）が異なりま

す。日常生活を記述する言語は古典力学＝ニュートン力学の言語で事足ります。目に見える粒子の話

をしているだけで十分です。しかしもっと小さな素粒子の世界を記述するには古典力学では説明でき

なくなります。そのために 世紀に登場したのが量子力学でした。どちらも正しい。しかしミクロ

の世界は、粒子だけの話ではなくなります。波動という側面も出てくる。古典力学では粒子の記述だ

けで良かったものが、量子力学では粒子と波という２つの記述が必要になります。

これと同じように、愛着障害と思春期心性の記述も似たような側面を持っています。愛着障害の人々

の世界に対する理解は、治癒していくに従って、愛着がない世界から愛着に満ちた世界へシフトして

いきます。ただ、愛着がない世界が消えるわけではないのです。つまり、愛着のあるない世界が両

方展開していく。これは物質の記述が粒子と波の両方の側面をもつ量子力学のような雰囲気です。

思春期心性の人々は愛着のある世界で、これまでも、これからも生きていきますので、粒子の記述だ

けで十分ですし、波のことなど想像することもできません。これは古典物理の世界で、普通の人々が

親しんでいる世界です。（それでいいのです。）

これは、一般的に心理の世界でも古典力学が優勢であり、量子力学が援用されることは少ないという

ことです。しかし、相談室には少なからず量子力学の理論でないと説明できない人々が集まってくる

のです。ですから、治療者はマクロとミクロと両方を見渡せる視座が必要になってくるのでしょう。

普通に生きているとマクロの視点になってしまうので、自分のシャドーに自覚的になるとミクロが理

解できるようになるのかもしれません。しかし、ミクロを実感してよく分かる、とはならない。なぜ

ならミクロを経験したことのない人にとっては、それを想像することは非常に難しいからです。愛着

のない世界というものが分からないのです。唯一（かどうか分かりませんが）その道（橋渡し）があ

るとしたら、それはシャドーということになるのでしょうか。
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 孤独とさみしさ 

孤独というのは、ミクロ的な感覚のように思います。愛着のない世界が多分に紛れ込んでいるように

思います。それと比較してさみしさというのは、ずいぶんと甘えのある世界です。愛着障害の人は甘

えることを経験したことがないので孤独優勢で、思春期心性の人は甘えを知っているのでさみしさ一

色です。

ただ思春期心性の人が治ってくると、愛着障害の人のような語りになるときがあります。世界から切

り離されて一人を感じるような話が時々混じってくるときがあります。それは思春期心性の人にとっ

ては治療が進んでいる証拠ということでしょう。（しかしその底なしの孤独に怯えて命を落とすこと

もあることは視野に入れておかないといけません。）そういう孤独を感じることは、彼らにとっては

自由への道になります。なぜなら彼らはガマンするのが信条（ルール）ですので、孤独という大人の

ムードが混じってくることで、子ども時代のガマンが融けて、大人の自由が出てきます。それによっ

て人の目を気にしていた行動が変化して、人の目が気にならなくなっていきます。これが治癒への道

筋です。

（思春期心性の人の心理的背景は、人の目が気になるという資質です。いま流行りの言葉でいうな

ら、 です。これはそういう人がいるわけでなく、そういう 状態という

ことでしょう。 みたいなものです。 もアダルトチャイルドという人がいるわけでなく、過去か

ら現在まで、そういう 状態になっているということです。）

愛着関係のある、思春期心性の方の回復期での語りです。

味方が分からないです。つながりがありません。どこへ行ってもひとり。夫と喧嘩してしゃべら

ないのもいいか。夫が好きなのか、居なくていいのか分からなくなります。ずっとむなしいで

す。したいことも、食べたいものもないし、自分は何だろう。死ねないから居るだけです。自分

には愛着がないのか。病気になっても悔いはありません。生きることに執着はありません。死ぬ

ならそれでいい。

愛着の切れている、愛着障害の人はガマンは信条（ルール）ではなく、生き方そのものですので、そ

のガマンが変化することは少ないですし、大切な生き方ですので変わる必要はありません。しかし、

これまでの宇宙にたった一人という孤独感が、透明な孤独感というか、ひとりの感覚は変わらないの

ですが、孤独による絶望感が薄くなっていきます。これは孤独ではなくなったというわけでなく、言

葉でいうと薄っぺらくなりそうですが、孤独の受容が起きているのでしょう。それがもっと進むと、

ポルトガル語のサウダージ（明るい孤独）という感覚になるのでしょうか。この辺りは思春期心性の

人々と治癒の仕方が異なっているように見えます。

愛着の切れている、愛着障害を生きている人の回復期の語りです。
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自分は地球の周りをまわる人工衛星のようです。地上では多くの人々が生活を営んでいるが、私

はそこから遠く離れて、ここを巡っている。ときどき自分のような人工衛星とすれ違いますが、

一緒に交わることはありません。窓から手は振りますが、それで十分です。

 大団円（リターン） 

孤独という質は、どの発達段階の人々にも、回復するための重要な要素のように思います。当然そこ

には、大団円へ帰還（リターン）するシナリオが用意されているのですが、それは周到に患者に対し

て隠されているのです。それが現れてくるまでには相応な時間がかかるのです。ハリウッド映画でい

うならば、帰還する前には、必ず、出発と冒険が必要です。これはお約束事なのです。たぶん

の治療にとっても同じことだと思います。しかし、 が治るということは、ハッピーエンドにな

るわけではありません。大団円は、よくあるハッピーエンドではないのです。自分の人生を俯瞰でき

るようになること、それが彼らのハッピーエンド＝リターンなのです。ハリウッド映画ではなく、フ

ランス映画の趣きとでも言えましょうか。

出発―冒険―帰還、ここにはそれ相応な時間がかかるのは理解いただけると思います。このシナリオ

の進行を支えるためには、治療者の粘りが必要となりますが、それを支えてくれるのが、治療者のシ

ャドーということになるのかもしれません。

の治療には、特に、同じこころの闇が必要でした。
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