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after going through the DBD March 
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Abstract 

There is the chapter “Disruptive，Impulse-Control，and Conduct disorders” on the DSM-5 

compiled by the American Psychiatry Association. It is recognized that the disorders cited in the 

category develop as they affect each other with the passing of time，and the process is called “DBD 

march.” Those who have gone through the DBD march have the potential to show antisocial 

behavior such as delinquency and crime. This paper reviews the DBD march and then introduces a 

case example of the process. A number of attention-deficit and disruptive behavior disorders 

peculiar to the Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder，Oppositional Defiant Disorder，Conduct 

Disorder and Antisocial Personality Disorder periods are sorted out based on this case，and 

consideration is given to how to deal with those disorders. 
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1．はじめに 

“小学五年のとき，近所の猫を煮干し用雑魚でおびきよせ，とっ捕えてやつの鼻の穴にわさびの塊を

押し込んだことがある。例の猫はぎゃっ！と名状すべからざる悲鳴をあげて三十糎もとびあがり，次の

瞬間， 時速百キロは優にあろうかと思われる速度で走り出し，そのまま行方不明になってしまった。（略）

やはり近所の猫を雑魚でおびきよせて捕え，火の見櫓の天辺から落したのだ。猫はにゃんともいわずに

即死した（井上，1981）”。これは日本を代表する劇作家：井上ひさしのエッセイからの引用である。井

上の幼少期の養育環境は劣悪で，貧困のため修道院に預けられたり，母の再婚相手（義父）に虐待を受

けていた（井上，1981）。母親（第一養育者）の不在に由来する愛情への渇望が，子どもの不安や攻撃

性や衝動性と相互に影響し合って動物虐待をするというエピソードは多くある（須田，2012）。 

American Psychiatric Assosiation（2014）のDSM-5では，素行症（Conduct Disorder：以下CD

と略す）の診断基準に動物虐待が登場する。“動物に対して身体的に残酷であった”である。横山（2007）

は，“神戸児童連続殺傷事件（1997），西鉄バスジャック事件（2000），大分一家 6 人殺傷事件（2000）

など多くの少年犯罪の前に予兆とも言える様々な形の動物虐待があった”と述べ，更には，反社会性パ
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ーソナリティ障害（Antisocial Personality Disorder：以下ASPDと略す）においても動物虐待はある

と論じている。 

子どもの攻撃性は病気なのだろうか。青木（2007）は，“さまざまな「病態」の子どもから「健康」

な子どもまで，さらに言えば思春期のみでなくすべての人々に，大なり小なり「攻撃性」といえる心性

を認めることに異論はないであろう”と述べ，攻撃性の持つ「積極的，意欲的，建設的」といった肯定

的なイメージを強調して論じている。筆者も青木の議論に同意はするが，心理臨床家として対応に窮す

るのは攻撃性が非行や犯罪として発現しているケースと出会ったときである。 

本稿では，攻撃性の精神病理の先行研究を概観し，実際の事例の行動を診断基準に照らして整理し，

その効果的対応について考察を行った。DBD マーチを辿った者が，破壊的な行動の連鎖という悪循環

から脱し，先述の青木の言う「建設的な行動」に切り替わった事例は希少である。本稿での事例の整理

から得られた知見は今後多くの実践の場で価値を持つはずである。 

 

2. DBDマーチ 

DSM-5（2014）に，「秩序破壊的・行動制御・素行症群（Disruptive，Impulse-Control，and Conduct 

disorders）」という章があり，ここに反抗挑戦症（Oppositional Defiant Disorder：以下ODDと略す），

間欠爆発症（Intermittent Explosive Disorder：以下 IEDと略す），CD，ASPD が含まれる。これに注

意欠如・多動症（Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder：以下ADHDと略す）を加えて，「破壊的

行動障害（Disruptive Behavior Disorders：以下，DBDと略す）」と総称される。これらの障害が個人

の成長発達のプロセスの中で，連続的・階層的な関係を持つ場合を「DBD マーチ」と呼ぶ（齊藤・原

田，1999）。 

実際，Loeber ら（2000）によるアメリカをはじめとする諸外国でのDBD研究のレヴューによると，

ADHDとODDとCDの関連性は大いに強く，また，日本でも関東医療少年院においてCDと診断され

た少年の 40%が ADHD の診断基準を満たしていたと報告されている（野村ら，2001）。不注意や多動

という ADHD の特徴は，大人に反抗と誤解されやすい。更に，大人に叱責・拒否されるという体験は

子どもにとっては深刻であり，二次障害が生じやすい。また，DBD マーチでは，不安や抑うつ，物質

濫用，身体症状症を併存しやすい（吉本ら，2011；榎戸，1999a；榎戸，1999b）。しかし，必ずしも

ADHDがDBDマーチを辿るとは限らないし，DBDマーチの概念を悲観的に受け止めるべきではない。

田中（2004）は，“DBDマーチは，あるひとつの障害の避けがたい経路と誤解されがちだが，この概念

は，早期予防の重要性を説いたところに大きな価値がある”と指摘している。同様の指摘を Loeber ら

（1991）や原田（2002）もしており，家庭や学校などの養育環境の重要性を論じている。 

 

3. DBDマーチを辿った事例：A男 

精神科クリニックの臨床心理士である筆者が受け持った事例：A 男を紹介する。本稿で紹介するにあ
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たり本人と家族の了承を得ているが，プライバシーに配慮して，事例の解釈に支障のない範囲で事実を

改変している。本章では，DBD マーチを，ADHD 期，ODD 期，CD 期，ASPD 期の各期に分けて記

述し，各期でDSM-5の診断基準に確実に当てはまる行動に下線を引いた。 

尚，A 男は成人後，原家族と別居して交際相手と同居した。未成年の頃の同居家族は，両親，弟，姉

であった。父親は会社員，母親は主婦，弟は学生，姉はひきこもり傾向のある家事手伝いであった。 

 

<ADHD期> 

正常分娩で出生した。生後2ヶ月頃から，ベビーベッド内でもぞもぞと落ち着きがなかった。ハイハ

イを始めると，A 男はとてもスピードが速かった。2 歳を過ぎると，動きが激しくなり，母親は「エン

ジンがかかったかのように動き回った」と語った。2 歳半の時には自動車との接触，道路の側溝やスー

パーのカートからの転落などの事故がたびたびあった。母親の買い物に同伴しては迷子になった。母親

がようやく A 男を見つけると，「なんでもっと早く迎えに来ないのか」と癇癪を起した。幼稚園では口

が達者で，友達としばしば口喧嘩になり，取っ組み合いになると負けてしまい，その都度，先生に言い

つけに行ってはまた喧嘩になった。 

小学校に入学すると，授業に集中できず，自分の席にじっと座っていられず，教室内をウロウロする

ため，常に一番前に座らされた。それでも後ろを振り返って級友に話しかけ続け，教師から頻繁に叱ら

れた。 初の頃はA男も「ごめんなさい」と謝っていたが，次第に「だって後ろの誰々が悪い」等と言

い訳をするようになり，その言い訳を巡ってクラスが騒然となり，教師からも級友からも顰蹙を買った。

また，遊びや運動で順番を守れず，邪魔をするため，仲間外れにされることが多かった。小学3年生の

時点で，失くし物や忘れ物が常習となり，宿題や課題をやり遂げたことは一度もない状態であった。 

A男が初めて相談機関にかかったのは，小学4年生の時である。困惑した担任が教育相談所をA男の

両親に紹介した。A男と母親で教育相談所に赴いたが，そこでのA男は言い訳をしたり反抗的言動を取

らず，おちゃらけた態度を見せた。それを見た退職校長の相談員は笑いながら「個性的で面白いお子さ

んですね。大丈夫ですよ」と母親に助言をして，1回で終了となった。 

ADHD期のA男の行動上の特徴をDSM-5の診断基準と照らし合わせると「多動性・衝動優勢に存在」

に当てはまる。 

 

<ODD期> 

小学4年生からは，宿題をするしないで母親と頻繁に口論になり，テレビゲームの取り合いで弟姉と

喧嘩をしては癇癪を起した。そのため，父親はしばしばA男に体罰を加えた。 初の頃こそA男は泣き

じゃくったが，次第に反抗するようになり，両親の言うことを全く聞かなくなった。 

小学5年生になっても，複数の教員との口論を繰り返し，友人とのトラブルを起こしては常に友人の

せいにしたため，孤立しがちであった。A 男はルールを守ることを説く担任にも反抗して，向う脛を蹴
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飛ばして怪我をさせた。 

小学６年生になると，A 男は自分よりも力の弱い級友からゲームソフトや漫画等を無理やり借りて一

向に返さず，挙句には「貰った」と言い張った。この頃には，A男は，「以前の喧嘩の恨みを晴らす」と

言って，包丁を持って弟を追いかけ回したり，鋏で姉の髪を切ってしまうこともあった。 

ODD期のA男の行動上の特徴をDSM-5の診断基準と照らし合わせると「中等度」に当てはまる。 

 

<CD期> 

中学1年生の時には，ルールを守らないA男に腹を立てた級友らからいじめを受けた。その鬱憤があ

ったのか，飼っていた室内犬を蹴って死なせてしまった。以後，中学の教員全員がA男に深く関わろう

としなくなった。 

中学2年生の担任は「コンパスの針で他の生徒の腕を刺したり，洟水のついたティッシュを女子生徒

の顔に押し付ける等，悪質である。注意をすると，わざと机をガタガタ揺らしたり，時には椅子を放り

投げることもある。このままでは授業が成り立たないので，両親から厳重に注意して欲しい」と両親に

伝えた。悩んだ両親は，A男をオーストラリアの母親の友人の元に3ヶ月間ホームステイをさせること

にした。この時，A 男は涙を流して「心を入れ替えて日本に帰って来るよ」と語った。しかし，滞在の

初日からステイ先に無断で自宅に国際電話をかけては，「この家の奴らは嫌いだ。死ねばいい」等と罵っ

た。国際電話の料金は僅か数日で数万円にもなった。それでも，ステイ先の家族は，A 男をキャンプに

連れて行ったり，スポーツや遊園地に誘ったり，丁寧に勉強を教えたりした。しかし，A 男は小遣いを

もらうときだけは調子よく振る舞うものの，それ以外では彼らに馴染もうとしなかった。辛抱強く接し

ていたステイ先の家族だが，A男がその家の飼い猫を2階の窓から放り投げたことに激怒し（幸い猫は

無事であった），滞在3週間でA男を日本の両親の元に送り返した。 

中学を卒業し，学力的には底辺校である高校に自分から望んで進学した。しかし，校則が厳しいこと

にA 男は反抗した。高校 1 年生の 1 学期に，「家が貧しい」と偽って自分の遊ぶお金を級友から募って

集めようとし，また，校内で物品を売買してマージンを取ろうとしたところ，激怒した複数の級友から

リンチを受けた。また，級友から万単位でお金を借りるものの，A 男は自分で返そうとせず，母親が頭

を下げて返済して回った。金銭トラブルで高校から注意を受けると，A男はあっさり中退した。 

高校退学後は，不良交流が始まり，深夜徘徊と無断外泊を繰り返した。スーパーで菓子パンを万引き

し，他人の自転車で逃走したが，通報を受けた警察官に取り押さえられ，補導された。その時にシンナ

ーを所持していた。その後，飲酒をして酩酊状態で木刀を持って高校に殴り込み，「俺を馬鹿にした奴ら

を殺してやる」と大騒ぎをした。警察に再び補導され，保護観察処分となった。 

しかし，A 男は保護司との面談に全く応じず，深夜徘徊と無断外泊を続けた。この頃には盗んだ原付

バイクを無免許で乗り回すようになっていた。また，A 男の友人と称する若者が両親の元をたびたび訪

れ，実際にA男が書いた「借用書」を見せて，両親にA男の借金の返済を求めた。両親は止む無く彼ら
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にお金を渡していた。金銭を巡るトラブルは更に続き，A男は無断で父親の貯金通帳を持ち出し，約100

万円を引き出して，遊びに使ってしまった。 

困り果てた両親は「A 男は病気なのだ」と判断し，精神科クリニックを訪れた。しかし，医師も本人

が現れなければ本人の診療はできず，そこで，両親のカルテを作成して両親の診療を行い，筆者に両親

の心理療法の依頼を出した。実際，母親はうつ状態になっており，父親は身体症状症（心因性の胃潰瘍）

になっていた。 

初，両親は「救世主に助けてもらいたい」と訴え，他者からの援助を求めるのみであったが，次第

に「A 男の相手をすると，心身共に疲れ果ててしまうので，あまり相手をしないようになっていた。し

かし，しっかり向き合って A 男を監督する義務が私たち親にはある」という自覚が芽生えた。そして，

両親はなだめすかしてA男を筆者の元に連れて来たのだが，そこが精神科であることが分かるや形相を

変えて激怒し，「俺をきちがい扱いするのか」と両親と筆者に食ってかかった。しかし，筆者が A 男の

体調を気遣うと，A男も落ち着きを見せ，「実は父さんと同じで俺も胃が悪い。この間，酒を飲み過ぎた

せいもあるのか，胃が痛くて，吐いたら血が混じっていた」と打ち明け，胃を守るための薬を飲むこと

にA男も同意した。医師が身体症状症と診断し，胃薬としてスルピリドを処方したところ，その2週間

後に来談した A 男は「胃の調子が良くなった」と言って喜んだ。また， A 男は始終イライラすると打

ち明けた。それを聴いた医師がリスペリドンを処方したところ，A男にはこれも効果があり，「腹立ちは

少しおさまった。気分が少し楽になった」と語った。A 男は「シンナーも酒も気分を楽にするためにや

った」と語り，もともと薬物に対して抵抗は少なく，精神科で処方された薬も素直に飲み続けた。尚，

医師によるA 男の主診断はADHD であり，小児期早期にODD が併存し，小児期発症型のCD が併存

しているとの見解であった。 

A 男と筆者の関係は比較的良好になり，A 男は「初めて人に言うが俺は記憶が飛ぶ。自分ではそれを

『鳥あたま』と呼んでいる」「父さんのことは尊敬している。父さんが俺のことを認めてくれなければ意

味がないんだ。あんた（注：筆者のこと）のことは嫌いじゃないけど，あんたがどんなに俺のことを認

めてくれても意味がないんだ」等と打ち明けた。 

A男の両親は頻繁に「甘え」「怠け」等と言う言葉を用いて，A男を非難していたのだが，両親自身も

そう言い続けても意味がないことに気づき，それらを口にしなくなった。更に，両親はたびたび家族会

議を開き，家族内のルールを設定した。 初は，A男は反抗したが，父親がかつての体罰を謝罪すると，

「頑固な父さんが謝るなんて驚いた。それなら俺も少しは話に乗ってもいい」と言って話し合いに応じ

るようになった。父親は粘り強く「お前を愛しているし，信頼しているから，話し合いをしている。対

等な大人の男同士として話し合いをしたい」と主張すると，A 男は家族に手を挙げたりその場から逃げ

ることはしなかった。A男はこの時点で19歳だったが，「お金を貯めて，20歳になったら家を出て自由

に暮らす」と将来の希望を語った。そして，風呂掃除等の家の手伝いを続けて，定期的に小遣いを得て

いた。 
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20歳になり，A男は念願の一人暮らしをすることとなった。実家からかなり離れた地域に移ったため，

筆者の元に通うこともできなくなり，医師と筆者が他の精神科宛ての紹介状を書いた。しかし，A 男は

両親に「俺はもう大丈夫」と言って，移り住んだ地域の精神科には通わなかった。尚，筆者と両親の心

理療法は継続された。 

CD 期の A 男の行動上の特徴をDSM-5 の診断基準と照らし合わせると「小児期発症型」と「自分の

振る舞いを気にしない」と「中等度」に当てはまる。 

 

<ASPD期> 

A 男は，移り住んだ街で 4～5 件，事務職のアルバイトに応募し，採用されるも，不注意や読み書き

計算でのミスを指摘され，腹を立てて急に辞めてしまうことを繰り返した。その後は仕事をするでもな

くブラブラと過ごしていたが，歓楽街に出入りをするようになった。そこの店員と口論から暴力沙汰を

働いた上に，その店員の飼い犬を蹴飛ばして怪我を負わせた。そのため，その店員に関係する暴力団員

から暴行を受けた。その後，暴力団員が「お前は見込みがある」と言って，A 男に風俗店に女性をスカ

ウトする仕事を紹介した。もともと口が達者なA男は時にだましながら女性をスカウトし，高額のマー

ジンを得るようになった。また，1 年以上も頑なに家賃の支払いをせず，立ち退きの命令が出て，住ん

でいたマンションを退去することとなったが，家賃は未払いのままで済ませてしまった。そして，実家

に帰り，実家から街に出て，スカウトの仕事を続けていた。移動の際にはキセル乗車を繰り返していた。

A男は「胃が痛い」「また喧嘩した。傷を消毒して欲しい」等と言って，再び筆者の元を訪れるようにな

った。そして，「気分が落ち込みやすい。俺は子どもの頃からくよくよしやすかったけれど，誰も分かっ

てくれなかった」と打ち明けた。医師はスルピリドとリスペリドンと SSRI 系の抗うつ剤を処方して続

けて飲むように指導したが，抗うつ剤に関してはA男は「効果がない」と言って飲むのを止めてしまっ

た。A 男の暮らしぶりに呆れていた両親は「かなりの収入を得ているのだから，家を出ろ」と言ってA

男を追い出した。 

その後，A 男は暴力団の関係するマンションに移り住んだ。深夜徘徊をしている時に警察官に職務質

問をされ，盗品の所持が発覚し，逮捕された。裁判の結果，執行猶予処分となった。その後，A 男は飲

み屋の店員の年上の女性を好きになり，交際するようになった。その女性は，A 男に「警察沙汰はもう

二度としない」と誓わせ，A男を自分の元に住まわせ，面倒を見るようになった。 

A 男が 27 歳になろうというとき，その女性を連れてふらりと筆者の元を訪れた。A 男は初老の夫婦

が営む小さな弁当屋で弁当詰めと配達の仕事をして，もう2年になると語った。また，彼女と一緒に地

域のフットサルのサークルに入り，休日に活動しているという。A 男は照れながらもしきりに彼女の自

慢をし，「結婚をしたい。子どもも欲しい。大切な人ができたからもう馬鹿はやっていられない」と語っ

た。筆者がイライラはあるかと尋ねると，A 男は「今でもあるが自分で抑えられる」と語った。筆者が

見受けた限りでは彼女は肝の座った女性で，筆者に「A 男から今までのことを聞きました。そこで，二
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人でA男の全ての悪さをノートに書き出して，どうやってそれを乗り越えて来たのかも併せて書き出し

ました。それが今の私たちの暮らしのヒントになっています。今では交換日記に形が変わっています。

その他に，今後，A 男と暮らしていく上で注意すべき点はありますか」と尋ねてきた。筆者は「記録と

して残るノートを活用するのはとても見事なアイデアですよ。また，交換日記もお互いの気持ちを確認

できて良いですね。今後も，しっかりと約束事を作り，守っていくことでA男は安心します。時にA男

が反抗することもあるかもしれませんが，辛抱強く約束を守り続けることが大切です。A 男は優しくて

ユーモアがありますね。そういう良い所を褒めて伸ばして下さい」と彼女に伝えると，傍らでA男も満

更ではない顔で聞いていた。筆者とA男が二人きりになった際に，筆者がA男に恐る恐る「彼女はお母

さんに面影が似ているね」と尋ねると，果たしてA男は「そう。俺はマザコンなんだ。母さんのことが

大好きだし，母さんが好きになった父さんのようになることが俺の目標だったんだ。彼女を守るように

なってから，父さんへの負い目もなくなった」と語ったのである。その後，しばらく筆者と両親の心理

療法は続いていたが，両親は「彼女がA男の面倒を見てくれているのは感謝しているし，A男も責任感

のようなものを持つようになった。もし結婚するというのなら応援しようと思う。私たちも余裕が出て

きたので，相談は終了にしたい」と申し出て，終結となった。筆者は「何かあったらいつでも連絡を下

さい」と両親とA男とその彼女にも伝えたが，結婚を報告する葉書が届いたきりで，その後，連絡はな

い。 

ASPD 期の A 男の行動上の特徴を DSM-5 の診断基準と照らし合わせると「15 歳以前に発症した素

行症の証拠がある」に当てはまる。 

 

4. DBDマーチへの心理的支援に関する考察 

齊藤（2008）は，“行為障害（筆者注：素行症の旧称）への心理社会的介入に今必要なものは，どの

技法が行為障害に適切かという水準の問題ではなく，どのような戦略に基づいて，その複数の技法を選

択し，どのように組み合わせるかという介入システムの発想であろう”と指摘している。実際，DBD

と言っても，本人と家族の在り方は多様であるため，一つの技法に拘っていては，援助は進展しない。

但し，DBDの診断基準は全て行動なので，行動に焦点を当てた技法が適していると筆者は考えている。 

また，A 男は，二次障害として非行に走ったのだが，不良交友と言えど仲間関係を築くことができる

と言うことは心理療法の適用を示す指標となると筆者は考えている。しかし，非行が深化するほど，本

人が心理療法の場に現れる可能性は低くなるので，まずは家族への介入が重要である。 

A男を巡る心理療法において，筆者が行った第一のことは，基本的にはA男の両親に対するコンサル

テーション（consultation）である。すなわち，両親を「親という専門家」と見なして，機能不全に陥

っていた親機能の回復に努めた。その際に注意したことは，「親の育て方のせい」という類の非難はせず，

「秩序を取り戻すために，あなたたちの家にふさわしいルールを決めていきましょう」と粛々と指導し

た。Brestan ら（1998）はその治療実践に基づき，DBD の子どもに見られる反社会的行動に も効果
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がある心理社会的治療法は，「親の養育訓練法（parental management training）：ペアレント・トレー

ニング」であると指摘しているが，筆者も一種のペアレント・トレーニングを行ったのである。また，

A 男はセルフ・コントロールが出来ないために荒れていたのであるから，父親が覚悟を決めて家庭内の

ルールを徹底した時には，A 男は安心したと筆者は分析している。そして，家事を手伝うことで，A 男

に家庭内での役割ができ，家族もA男を同じ家族の一員として見る意識が向上したのであろう。 

第二に，原則として行動療法（behavioral therapy）の考えに則った。すなわち，精神論の類は一切

持ち出さず，敢えて刺激を出したり，敢えて刺激を出さずにいることで，その反応としての行動が変化

していくことを繰り返し両親に説明したのである。また，人は誰しも「人間性」や「精神性」に問題が

あるとされることには非常に敏感に反応して激怒するが，「身体性」や「自分の外にある問題」に対して

は，一緒にその解決に取り組むことができると筆者は考えている。そこで，A 男の内面から問題を切り

離して外在化させるために，筆者は「ストレスで胃を痛めてしまう。放置すると命にも関わる」と説得

をした。すると，A男は素直に治療の枠組みに乗ったのであった。藤岡（1998）もまた“動機づけを行

うことがASPD の心理療法の重要な第一歩である”と指摘しているが，DBD の子どもの場合でも，ひ

とたび治療の枠組みに乗れば，不平や不満であれ「訴え」は得られるものである。筆者はこうした訴え

を「契機」と捉え，A男の向社会的な変化に利用したのである。 

これは，筆者が心がけた第三のアプローチに関連する。すなわち，筆者は，過去志向（past oriented）

ではなく，未来志向（future oriented）の問題解決型心理療法（solution focused approach）をも重視

したのである。藤岡（1998）は ASPD の心理療法に関して，“「問題ない」という段階から，「問題だ。

何とかしたい」という段階への移行を働きかける。その際には，「何でこうなったか」ではなく，「これ

からはどうするか」に重点をあてる。「何でこうなったか」は本人，家族，あるいは世間の人を責めるこ

とになりがちで，あまり意味がない”と述べているが，筆者も同感である。 

第四に，筆者は医療機関の中で心理療法を行ったのであり，医療の枠組みを 優先した。つまり，社

会規範や司法的価値観よりも医療的価値観に則って，症状としての行動の変化を優先させ，処方薬への

反応にも気を配る等，医療的枠組みの中での出来ることに徹した。但し，このことは非常に筆者を苦し

めた。A 男の動物虐待や虚偽等の事実を知るたびに，勿論，ある程度の規範的・司法的な助言はしたの

であるが，筆者の胸中に在る被害者感情が刺激され，「A男はもっと司法的な処罰を受けるべきだ」とい

う陰性の逆転移（counter transference）が生じたのである。それでも，「これは治療者側の加害-被害関

係の捉え方の問題なのだ」と意識し，その上で，A男との筆者の関係を見つめ直す作業を何度も行った。

A 男の選んだ生き方は我々からはリスクが大きいように思える。しかし，A 男のような人達に対する心

理臨床の目的を述べるならば，高橋（2006）による，“われわれの尺度に従い評価し，同化を求めるこ

とではなく，子どもたちのユニークな育ちを支え自己実現を図ることである”との指摘の通りである。

筆者は 後の面接での A 男とその彼女の中に真摯に生きてゆく姿勢を見つけることが出来たし，また，

今後彼らが援助を求めて来た場合もしっかり受け止める覚悟でいる。 
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また，ASPD をはじめとする DSM-5 の B 群のパーソナリティ障害者には，強力な「舵取り役

（controller）」が必要であると筆者は考えているが，彼らは問題行動が多い故に，監督者であるはずの

両親から早々に家を出ることを促される場合が多い。しかし，精神分析家のWinnicottの「依存なき自

立は孤立である」という見解の通り，筆者もまた DBD の青年には「守りながら自立を促す」ことが重

要であると考えている。安定した生活の枠組みを明確に示してくれる彼女の存在は，A 男の人生を向社

会的にする可能性を高めたと言えよう。 

更に，大人の ADHD が就く仕事は，マンツーマンで指導を受けることができる小規模の事業所が向

いていると筆者は考えている。星野（2011）は，ADHDに向いている仕事として，“A.専門的，マニア

ックな知識やひらめきが活かされる職業，B.強い刺激と変化に満ちた職業，C.視覚的な才能に長けてい

る職業，D.人間よりもむしろ機械類や物を相手にした職業”を挙げている。A男の務めた「弁当屋」は，

ある意味でマニアックであり，食材の配置や配色等の視覚的な作業の多い，物を相手とする仕事であっ

た。 

そして，極めて基本的なことなので筆者も見逃していたが，衝動性や攻撃性はスポーツ等によって昇

華（sublimation）される場合も多い。スポーツが好きであることは，A男にとって幸いした。同時に，

A男は家庭を築くことにエネルギーを注ぎ始めたが，これは暴走族だった若者が成人後に働き者となり，

健康的な家庭を築く様にも似ている。青木（2007）の「若者の攻撃性肯定論」の持つ意味はここにあろ

う。若者の攻撃性が肯定的に働けば社会改革も成し得るほどの力を持つのである。 

後に，筆者にも未だ不明な点について論じる。それは，A 男の「鳥あたま」である。市川（2004）

は，CDの衝動性亢進について，“衝動的行為が出現している際の記憶が欠如しており，「気が付いたら，

困ったことになっていた」と述べる子どももある”と報告している。筆者の臨床的印象としてはADHD

を併存していると特に記憶の欠如が見られる。不注意の極みとして記憶の欠如が生じるのか，あるいは

神経症水準の心理となり解離状態が生じるのか，今後の議論が必要であろう。 

 

5. おわりに 

筆者との 後の面接で，A 男は複雑な心理を実にサラッと語ってのけた。精神分析学的に言えば，A

男は，エディプス期における母親の養育態度にまつわる固着（fixation）に苦しみ，それを攻撃的な行

動で発現してきたのかもしれない。A 男は，母に面影の似た女性との恋を成就するという実にシンプル

な方法で固着から解き放たれたのである。 

事例整理の中では取り上げなかったが，本事例では，A 男の遺伝的要因と，その影響による母親のA

男への養育態度も非常に重要な意味を持っていた。母親が大きな勇気を出して筆者に打ち明けたところ

によると，「A 男は私の父にそっくりです。父は癇癪持ちで酒浸りで，暴行事件を繰り返していました。

父は，多額の借金を作った挙句，肝硬変で亡くなりました。私はA男を見ると，父のことを思い出して

しまい，素直に接することができませんでした。A 男には優しいところもあるのに，私はそれを認めず
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に厳しく接してきました」と，転移（transference）について語ったのである。DSM-5のCDの家族発

現様式によると，CD の生物学的な親はASPD またはCD，そしてアルコール依存や気分障害である場

合が多いとされている。A 男の場合は，祖父がそうした傾向を持っており，遺伝的な要因も大きいと言

えよう。 

母親のこの告白は，一族の暗い側面を語らなければならない過酷さを持っているし，もう一つ，養育

態度の自信のなさの告白をも意味していた。DBD の子どもが二次障害により自信を失うのと同様に，

親もまた彼らを育てることに自信を失ってゆくという実情が浮かび上がる。非行や犯罪の背景に疾患が

あるのであれば，まずは疾患の特徴を親にしっかりと説明し，「育て方のせいではない」と強調して伝え

て親の自信を回復させ，養育環境を適切なものに導く必要がある。 

本稿の冒頭で母親（第一養育者）の不在が攻撃性を惹起する逸話を紹介した。筆者はそこからA男と

その母親の関係を思い出したのであった。筆者は今さら胡散臭い母性神話を引っ張り出すつもりはない。

しかし，A男の障害が難しいものであるが故に，また，一族の暗い過去を想起させるものであるが故に，

母親が「素直に接することができなかった」のは事実であり，A 男もそのような養育環境に反抗して荒

くれたことも事実であろう。A 男と母親の苦悩は計り知れない。本稿の執筆に当たり，筆者は，A 男と

母親の愛情の擦れ違いが，もっと早期に解消されていたらこの家族はどのように成長していったであろ

うかと思いを馳せていた。早期に本人と家族に介入することは両者にとって，切実に重要なのである。 

 

<謝辞>精神医学的概念に不慣れな筆者に，福島学院大学教授：星野仁彦先生が親身にご指導をして下さ

いました。先生には感謝申し上げます。そして，A 男とそのご家族からは多くのことを学ばせていただ

きました。A男とご家族に心より御礼申し上げます。 
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