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私がここで用いるアスペルガー症候群の意味は、アスペルガー・タイプの人
（健康な人）がストレスなどで精神症状を出現した状態、という意味で用いま
した。	
単にアスペルガーという時は、アスペルガー・タイプの人という意味で使いま
した。	
自閉症スペクトラム障害という言葉には注意が必要です：この中には、健康
であるアスペルガー・タイプの人も障害者として入ってしまいます。	
	
アスペルガー症候群を理解するために重要な研究者	

1. 	エトムント・フッサール：無意識の現象学	
2. 	カール・グスタフ・ユング：タイプ論	
3. 	世親：唯識論	
4. 	フランセス・タスティン：特に『Autistic Barriers in Neurotic patients』 
　　　（タスティンの論文には勝手な類推があるので注意が必要ですが素晴らしいものです）	

5.  ローマン・ヤーコブソン：『言語学と詩学』	
　　　　（「コミュニケーションに不可欠な六つの因子」はとても重要です）	



ハンス・アスペルガー
（Hans Asperger）	

�  オーストリア・ウィーン生まれの小児科医  

�  Die“Autistischen Psychopathen”im 
Kindesalter 
「小児期の自閉的精神病質」（1944年） 

（所謂、アスペルガー症候群を見出した学者）  



カナー型自閉症 
　レオ・カナー（Leo Kanner）　1943年	

・他人との情緒的接触の重篤な欠如	

・自分でこうと決めたことを同一に保とうとする激しい欲求	

・奇怪で手の込んだ反復的こだわり	

・言葉がないか、あってもコミュニケーションの手段にならない	

・物の操作に取り付かれそれが器用である	

・高レベルの機械的記憶力	

・端正で知的な風貌	

 



ローナ・ウィング　Lorna Wing 
•  “Asperger's syndrome: a clinical account”. Psychol Med 

(1981) 
ハンス・アスペルガーの研究成果を広く普及させるきっかけとなった論文であり、
またアスペルガー症候群という用語を初めて導入した。	
 この論文のポイント（1）～（9）を訳したものを次に出します（勝手にメモを入れました）。	

	
	

	
	



「ウィングの３つ組」	

想像力	

社会性	

コミュニケーション	



＊言葉の開始は正常か、それより早いか、歩行は少し遅れることがある。	

　　（最初、言葉が出なくても、ある時期に急速に言葉が出る現象がある）	

＊文法のマスターは、すぐにできるが、一人称、二人称、三人称の間の区別が難しく、　 

　自分の事をyouとかhe(she)で話すことがよく見られる。（逆さバイバイ）	

＊イントネーションにも特徴が見られ、抑揚がなく単調であったり、文語調だったり、 

　尻上がりにトーンが上がったり、不自然で滑稽に思える（ピック病に似ている）。　　　　　　	

＊他人に通じようが通じまいが、無頓着の様に映る。他人に聴く気があるかないか、　 

　他人が話しに乗ろうが乗るまいか、そんなにあけすけに喋ったら、馬鹿にされはしな 

　いかなどは、彼らにはどうでもよいのであろう（：外向型）。時々、言語の句をステレオ 

　タイプに繰り返すことがある。	

	

＊言葉に独特な創造的関係をもち(言語新生)、独自の体験、観察を独自の言語形 

　式で表現する、微妙な言語的ジョークは理解できない。	

　　（雑談、冗談が苦手）	

(1)　Speech  

	



(2)　Nonverbal-communication 
：表情、身振りによるコミュニケーション	

＊特に眼差しは、自閉症に特徴的である。空に走り遠くに外れてしまって、

特に会話の際、相手の視線と合わず（eye contact ）自分の内心や、表現の

中に示される相手の心(情動)に細かく反応し、応答することがない。	

　（乳幼児期の発達障害の診断でアイコンタクトが重要）	

	

＊表情、身振りは張りがなく空虚で、怒りとか悲しみなどの様な強烈な感情

以外の細かな顔の表情は乏しい。	

　　　　（表情の硬さは、統合失調症の診断にも使われる）	

⇨基本は間主観性の発達障害	



(3)　Social interaction（社会的相互作用）	

この疾患の最も明らかな特徴は、双方向性の社会的相互作用が欠けているということ

です。(Asperger氏は、「この疾患の基本的障害は外界との連携の狭窄にある。」と述べている)	

これは社会的接触から引き籠っているからではなく、社会における行動を支配してい

る規則を理解したり、使用することができないことによる。	

　　　　　　　　　　　　　＜：超自我（社会我）の獲得：エディプスコンプレックス＞	

　　　　　　　　　　　　　＜常識の獲得が不完全＞　　	

これらの規則というのは、書かれても述べられてもいなく、複雑で常に変化し、人の話

し方、身振り、姿勢、動作、眼差し、衣服の着方、人との接し方など多くの日常的振舞

いを支配している。即ち、この子達は、自然に無意識的に大人の仕草をまねて身につ

けることができない。	

　　　　　　　　　　　　　　　＜模倣：ミラーニューロン＞	

　　　　　　　　　　　　　　　＜“模倣”と“遊び“が知能獲得の二大源泉：Piaget＞	

⇨間主観性→超自我の発達障害	



彼らの社会的行動は原始的（自然）であり、かつ特異である。彼らはこれらの困難を気

付いており、さらにはそれを乗り越えようと努力さえしているのかも知れないが、しかし、

それは、不適切な方法であり、それ故、うまくいったというサインは得られない。	

彼らは、どの様に他人の要求と人格にあわせたアプローチを展開するかという直観的

な知見に欠けている。	

　　＜ユングのタイプ論参照。「直感」が弱いことから間主観性の発達が遅れる＞	

	

それ故最初の社会、即ち家庭においていざこざが目立つ。家族の中で教育的影響を

与えるものは生き生きとした親と子の感情的交流であるが、この子達には、その感情

が了解できず、むしろこれに背を向けることさえある。	

　　＜ユングのタイプ論参照。「感情の循環システムの発達が弱いことによる＞	

	

この子たちの「自閉的悪行」は、手がこんでいるのが特徴で、人にとって最も不愉快で、

最も破滅的なところを精確に発見する。	

　　＜ユングのタイプ論参照。原始的直感の作用＞	

	



(4) 学校生活	

彼らの精神症状が明らかになるのは小学校に入学した時である。	

即ち、家庭に比べ学校では規則・規範の要求は、はるかに強いため、彼らが教師

の授業とかクラスの諸活動を無視して、自分の衝動に従い、自分の興味で動くと

いう傾向が教育の場で問題となる（ADHD）。	

　　また彼らの、社会性やコミュニケーションはこの欠陥、また不器用さや話し方の

奇妙さ、そして特異な能力など全体的な風変りさに他の人達は敏感に反応し、虐

め・からかいの対象になる。	

その結果、不安と恐怖が出現する。そして、大人になるに従って批評・批難に対し

て過敏になる（トラウマ、ひきこもり）。	

彼らは脆く傷つきやすく、そして哀れで、子どもっぽいという印象を人に与える。そ

のことをある人は、痛ましいと思うであろうし、またある人は、それに苛立つであろう。	



(5)　性	

小児期から思春期を通じ、性的に冷たく無関心で、欲動的に弱く、その後も健康

で力強い性生活に入らない。⇒[間違い：異性に対する興味が弱いが、性欲は普

通]	

大多数で早期に性的異常が目立つ。それは早期に出現し、強く反復され、頑固

で治療に抵抗する自慰である。一般に自慰に伴う羞恥と罪悪感が欠けている。

（自己刺激行為？）	

また、比較的若い子に同性愛的行動が見られる。恋愛において正常であろうと望

むが、いかに自分の興味があることを示すか、そして社会的に受け入れられるやり

方でパートナーを魅惑するか、ということが理解できない。	

それで他の人に女性と話す際のルールのリストを頼んだり、本を読んで秘策を見

つけようと努力する。	

もしも彼が強い性欲をもっていたら、彼は全く見知らぬ人とか、彼よりず一つと若

い人とか、年寄りに近づき、キスをするかも知れない。その結果、警察の世話に

なったり、または、引き籠って一人になることで、問題を処理することがある。	



全体の動きがぎごちなく協調運動に問題があり、姿勢・歩行が奇妙に見える。

90%において協調運動の技術を要求するゲームは下手で、また書字や絵も下

手である。	

嘔幹や四肢のステレオタイプな運動も認められる。	

　＜錐体路（意識的な運動）と錐体外路（無意識的な運動）との協調運動が未熟＞ 	

(7)　Motor-Coordination	



(8)　Skill and interest	

この児達は、非常にすぐれた記憶力をもっており、1つか2っの領域にお

いて著しい興味をもつ。天文学、地質学、地理学、考古学、蒸気機関車

の歴史、王室の系図学など。	

 	

彼らは相手が聞いていようがいまいが、没頭している。そのことについて、

こと細かく話しつづけるが、彼らが学んだ事実の意味はほとんど理解でき

ない。	

さらに彼らは、チェスのような機械的な記憶を必要とするボードゲームに

すぐれた力を発揮する（将棋。パソコンに強い：ソフトもハードも）。	



(9) Repetitive activities and 
resistance to change 	

この児達は、物を回転させそれをじ一っと止まるまで見るのが好き

で、その程度は正常児よりはるかに強い。 

	

またある特定のものに対する執着・親しみが強く、親しみのある場

所から離れる時の悲しみは大きい。 	



(6)知覚	

味覚、触覚の領域で強い好悪を示す。	
	

＜この点については、ユングやタスティンのところで詳しく説明＞	



	

二つのアスペルガー	
　　　　　　　　　　　　：ユングのタイプ論より	
	

＜ユングの感覚型がアスペルガーであると考えても良いと、平成27年の 
学会で山中康裕前京都大学教授から貴重なアドバイスを頂きました。 
以下の内容は平成27年のアスペルガー研究会で発表したものです＞	
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アスペルガー症候群・発達障害	

メランコリー型うつ病・躁うつ病	

統合失調症	

てんかん	



　何故、精神医学にとって、ユングのタイプ論が重要なのか	
	

1.　従来の精神医学は、エミール・クレッペリンが出した（1899年）、	

　早発性痴呆（：精神分裂病：オイゲン・ブ  ロイラー（スイス））と	

　躁うつ病を二大内因性精神病とし、それに、てんかんを加えた	

　ものが、精神医学の三つの柱でした。	

2.　アスペルガー症候群・発達障害は、ストレスによって一時的に幻聴が出たり、人格　 

　　の解離などを出現させ、症状が精神分裂病（統合失調症）に類似していため、統 

　　合失調症の群にも混入れられていたのであろう。	

　　それが、ユングのタイプ論によって、彼らの本体は、単に感覚型タイプという一群　	

　　であって、精神分裂病（統合失調症）とは全く異なったものであることがわかる。	

　　「私達は、こういう人間だと主張したい。自分の特徴のまま生きればいい（桜梅桃李）。	

　　　他人を理解し受け入れることと従うことは違う。」　（患者さんの言葉）　	

　　このタイプ論によって両者の鑑別診断が可能になったのである。	

　　適切な治療に正しい診断が重要なのは内科も精神科も同じ。	

　　アスペルガー症候群・発達障害が妄想など統合失調症類似の症状が出現するの 

　　は両者とも同じ軸上にあり、無意識が近いことから理解ができる。	

	

	

	



3.　ユングのタイプ論のよって、アスペルガー症候群・発達障害という新しい一群が加　 
　　わり、その全体的な特徴や本質がわかりはじめた。この理解に、従来、精神分析と 
　　言われていた領域の研究が有用であることがわかった。	
　　（クライン学派やラカン派はアスペルガー学派と呼び名を変えた方が良いかもしれません）	

	
4.　アスペルガー・タイプ（感覚型）の人達が自分自身を知る為に重要です。	
　　元々、このタイプ論は精神分析医自身が自分を知るための鏡として	
　　ユングがつくりだしたものです。	
　　そのためには、自分以外のタイプの理解が必要。	
	
　　「私が自己を人間として経験するのは、他者という迂回路を通じてである」	
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（フッサール）	

	
　　アスペルガー型（感覚型）は自己中心的存在から脱自己中心性（ピアジェ）世界 
　　への発達が遅れる。	
　　� 内的他者の成長には母親の愛情が基盤になる（Basic trust）	

		



5.　アスペルガー症候群・発達障害の治療で最も重要なこと。	
	
　　彼らは、幻覚妄想などの統合失調症症状を出したり、抑うつ症状を出し 
　　たり（：抗うつ剤に反応しにくい）、解離症状（多重人格）、人格障害など 
　　の多様な症状を発現する。	
	
　　しかし、かれらの症状の裏には、アスペルガー型特有のトラウマが隠れて 
　　いる。抗精神病薬、抗うつ剤などだけでは安定しないことが多く、タイミン 
　　グを見ながら、EMDR（杉山先生の変法を含め）などのトラウマ処理が必	
　　要になる。 
　　：過去に、虐めがないか、男性の場合は同性の友人を失っていないか、　 
　　　等の現病歴を詳細に聞く必要がある。 
　　　	



四つの心理機能について	
 	
	今まで述べてきた二つの一般的態度とは別に、各個人はおのおの最も得意とする心理
機能をもっているとユングは考えた。	
心理機能とは、種々異なった条件のもとにおいても、原則的には不変な、心の活動形式
であって、ユングはこれを四つの根本機能、すなわち、思考(thinking)、感情
(feeling)、感覚(sensation)、直観(intuition)に鑑別して考えた。	
	
たとえば、一つの灰皿を見ても、これが瀬戸物という部類に属すること、そして、その
属性のわれやすさなどについて考える思考機能、その灰皿の感じがいいとか悪いとかを
決める感情機能、その灰皿の形や色などを適確に把握する感覚機能、あるいは灰皿を見
たとたん、幾何の円に関する問題の解答を思いつくような、そのものの属性を超えた可
能性をもたらす直観機能、これらはおのおの独立の機能であって、ある個人が、これら
のうちのどれかに頼ることが多い場合、それぞれ、思考型とか感情型とかであると考え
る。（河合隼夫「ユング心理学入門」）	
	
これに各々に、外向－内向態度が結びつくので、内向的思考型、外向的思考型というよ
うにして、八つの基本類型が出来上がる。そして、一般には、これらの基本類型の中間
に属するひとも多いわけである。	



「思考vs感情」「直観vs感覚」というペアになっていることについて	
	
感覚と直観は、先ず何かを自分の内に取り入れる機能であるのに対し、思考と感情は、
それらを基にして何らかの判断をくだす機能であるとも考えられる。事物の色や形、あ
るいは何かの思いつきは、まったく文句なしに存在するが、思考や感情は、それについ
て概念規定を与えたり、良し悪しを判定したりする。この点から、ユングは	
思考と感情を合理機能(rational	function)	
感覚と直観を非合理機能(irrational	function)とも呼んでいる。	
	
この場合、非合理とは理性に反しているという意味ではなく、理性の枠外にあるという
意味である。直観と感覚は、現われてくるかぎりの事象を、ともかくそのまま知覚する
ことを本領としており、それに方向づけを与えたり、法則に照らし合わせて取り上げる
ことをしないということである。	
ここで、感情を合理機能と考えるのは不思議に思われようが、ユングのいう感情機能は、
あとにも述べるように、好き嫌い、美醜の判断の機能をさしており、これらの判断はあ
る個人にとって、一つの体系なり、方向づけをもっている。このような意味において、
これを思考と共に合理機能と呼んでいる。	
	
実際、思考型や感情型のひとは、自分の思考体系や、感情の体系を強くもちすぎているために、現
実をそのまま認識できなかったり、困難を感じたりする。このひとたち	の発する典型的な質問は、
「どうして、そんなことをうまく思いついたのか」とか「そんな馬鹿げた	ことがどうして起こり
うるか」とかである。	
そして、直観型のひとや感覚型のひとの答えは簡単である。「ともかく思いついたのだから」、

「ともかく起こったのだから」しかたないのである。いくら非合理であると嘆いても、現実はとも
かくそうなのだから仕方ないことを、思考型や感情型のひとはときに忘れてしまうのである。	

	



同じカテゴリに属する機能を使おうとする時、一方の機能に注目すればもう一方は疎か
になる。ひとつに意識を使えば、もう一方は無意識になるということです。	
 	
☆例えば、思考を主として使う人は、物事を論理立てて考え、判断しますよね。一方、
感情を主として使う人は、物事を好き嫌いなど、感情によって判断します。	
言葉を変えると、思考によって物事を判断しようとする人にとっては、感情的な判断は
邪魔だったりします。あるいは価値が低い。だから、そういうものは無意識に抑圧され
ます。	
 	
☆一方、感情によって物事を判断するタイプの人は、いちいち考えて判断することを
嫌ったり、あるいは、馬鹿げていると思っていたりします。そしてこちらも、そういう
ものは無意識に抑圧される。	
 	
ただし、勘違いみたいなものもあって、思考タイプが感情的だと思っているものが、実
は、思考によって感情的な判断がなされている場合がある。	
	
ちょっと分かりづらいですが、物事を筋道立てて考え、これは好ましい・好ましくない
と判断し、それを感情的な判断だと思っている場合があるということです。	
感情というものに理由付けなんてものは本来ないわけで、このような例は、感情的な判
断とは言えません。	
	
一方、感情的な判断を下しながら、それに対し後付けで理由を考え、それを思考的な判
断だと思っているような場合もあります。しかし、これは感情的な判断がその前にある
わけで、思考的な判断とは少し違うものとなります。	



ここで、感情型について一言。内向感覚型の人は、外向感情型の異性と結びつくことが多い印象
を受ける。その時に、外向感情型の人が、カサンドラ症候群を生じることがある：コミュニケー
ションがうまくいかず、わかってもらえないことから自信を失ってしまう：自己愛の傷つきによ
る。＜下図の“循環システム”の評価の箇所が詰まりやすい＞	

[この図は、名古屋大学精神医学教室の2-2研修終了時に研修成果を発表する医局でのリサーチで「パニック障害とパーソナリティ」の題で発
表したときの図です（平成4年頃）] 



	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	    うつ病親和型性格の特徴（von Zerssen  1980 年を編修） 
メランコリー親和型 躁うつ親和型 両者の共通性格 

安定志向 

権威従属的 

控え目 

些事拘泥 

執着 

自責的 

平凡を好む 

他者中心的 

チャレンジ志向 

権力志向 

貪欲、エネルギッシュ 

駆け引きを好む 

粘着的  

自責⇔他責 

サディズム、好争的、 

自己愛的 

他人に借りを作りたくない 

秩序愛 

他者配慮性 

責任感 

几帳面 

凝り性 

仕事熱心 

社交的 

＜内向感情型＞	 ＜外向感情型＞	

＜精神科の雑誌からコピーしたものですが、出典が不明。von	Zerssenの1980年前後のドイツ語の論文をみたが見つけることがで
きませんでした。多少、編修しました＞	
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心理の根本態度が外向的である場合には、感覚は主として客体によって規定せられている 

ビル・ゲイツ	



彼にとって感覚は生命の具体的発現であり、充実した現実の生命を意味してい

るのであるから。彼の意識的な意図および彼の倫理の目標は具体的な享受であ

る。	

リアリスト。このタイプに属する人間は、その一生を通じて、具体的客体を素

材とする現実経験を集積してゆくが、タイプとして純粋であればあるほど、こ

の経験を利用するということは少なくなる。	

彼の体験は、そもそも「経験」と呼ばれるに値するものにならず仕舞いになる

こともある。	

彼にとっては、感覚こそが萬物の本質であり目的であって、具体的で現實的な

ものに勝るものはない。感覚に隷属。	

人生の目標に意味を見出せない。その瞬間、瞬間楽しければ良い。	

自分の手で触れることの出來る現実さえあれば満足する。この点では彼は恐ろ

しく軽信である。たとえば彼は、心理的原因による症候を何の躊躇もなく低気

圧の結果だときめこんでしまうこともあるだろう。＜心身症、心気症か＞	

	

彼にとっては、自分の内部からくるものはすべて病的で軽蔑すべきものである。	

心理的葛藤云々などという事柄は、彼にとっては病的なたわごととしか思われ

ないのである。	



感覚が優位を占めて、そのために感覚の主体が感覚の影に隠れてしまうよう
になればなるほど、このタイプの持つ不愉快きも増してゆく。そしてここに、
粗野な享樂主義者か、しからずんば極端な耽美主義者が誕生する。	
 	
	
そのさい客体は、欠くべからざるものであると同時に、それ自身としての価
値の独自性を奪われている。もはや感覚のための契機としての利用価値しか
認められない客体は、徹底した暴行と搾取とにゆだねられる。	
 	
抑圧されていた直観が、客体への投影という形で現われてくる。	
	
奔放きわまりない推測が生れ、性的な対象が問題となっている場合には、嫉
妬からくる様々の空想や不安などが大きな役割を演ずる。事態が更に悪化す
ると、ありとあらゆる種類の恐怖症—強迫症候—が現われる。	
 	
神経症候が特に強迫的性格を帯びているということは、感覚一本槍の根本態
度を持った人々の意識面の道徳的自由奔放さに対する、無意識の側からの反
応を意味する。	
 	



内向感覚型	
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　	

外向的感覚タイプを決定するものが客体からの働きかけの強さのいかんであった
のに対して、内向的感覚タイプを方向づけるものは、感覚のうち客体からの刺激
によって主観のなかに触発せられた部分の強度のいかんである。	
もしもこのタイプの人間が、自分の感覚の強度に相応した表現能力と表現意欲と
を備えているとしたら、創造的な芸術家である	

感覚は生理的刺激を知覚に仲介する機能である。この場合、外向的感覚はわかりや
すいが、内向的感覚が存在するかどうか疑わしいと思うひともあろう。しかし、感
覚にも主観的要因はあり、外界からの刺激そのものよりも、それをどう受けとめた
かという内的な強度が大きい要素となっている場合がある。このときは客体からの
働きかけは、たんなるきっかけにすぎなくなる。これはたとえば、同じものを写生
させても、ひとによって非常に違った作品を描き出す点にも認められる。	
	

ゲゲゲの鬼太郎	

放浪の天才画家、山下清	 モーツァルト	



この型の人間は第三者の眼には、平静・受動性ないし理性的な自己抑制といっ
た特色を持っているもののように映ずることもある。事物の表面だけしか見な
い人の判断を誤まらせるこのような特色は、この型の人間と客体とのあいだに
関係がないことからきている。	
	
第三者が見ると、あたかも客体からの働きかけは主体のところまで達していな
いかのような印象を受けるのである。	
無意識から出た主観的内容が（唯識論の“薫習”）主体と客体とのあいだに介
入して、客体からの働きかけを途中で横取りしてしまうという点から言えば、
この印象は正しい。	
	
無意識の勢力がふだんよりほんのわずかでも増大すると、感覚のなかに含まれ
ている主観的要素の活動が活溌化し、そのため客体からの働きかけがほとんど
すっかり蔽い隠されてしまう。＜Tustinのカプセル化＞	
	
その結果、現実を正しく理解することが出来なくなる。	
	
そして、もちろん病的な場合だけに限ることではあるけれども、それが昂じて
くると、その人間はもはや現実と主観的知覚との区別がつかなくなってしまう。	
（ファンタジーの世界、ネットなどのサイバー空間に没入）その為、客体のあ
りのままの現実は十分目に入っているにもかかわらず、思考・感情および行動
が主観的知覚によって非常な影響を蒙ることがあり得る。	



特殊の事情、たとえば客体からの働きかけが異常に強いとかあるいはそれが無
意識像とぴったり一致するとかいった事情——があるために客体からの働きかけ
が直接主体にまで達したような場合には、このタイプの正常な人間も、自分の
無意識の元型にしたがって行動することを除儀なくされる。	

その場合の行動は、客観的現実の尺度に照して考えた場合には錯覚めいたもの
であり、したがって、第三者には非常に奇異な感じを輿える。	

そしてここに、このタイプが現実離れした主観的なものであるということが
いっぺんに暴露されてしまう。	

けれども、客体からの働きかけが完全に主体にまで到達しない場合、主体はそ
れをいつも鎮静と均衡のみをこととするところの、あまり興味のなさそうな好
意的中立の態度で迎える。	
	
他人に対して全く無害な場合のこの型の人間は、	

　　　　　他人の攻勢や支配欲の犠牲になり易い！！	
	
（パワハラ、虐めの対象になりやすい；自己愛の強い外向感情型（躁鬱型）に巻き込ま
れやすく、結婚することも（自己愛を投影しやすいので）。通例彼らは、他人の頤使に
甘んずるくせに、とんでもないところで反抗心や頑固さを発揮してその腹癒せをする。	

　　　　　　　　頤使（いし）：あごで指図して人を使うこと。：権力に従順	



思考および感情の両機能が比較的無意識であるこの型の人間は、自分が受け
た印象を表現するにも、原始的な手段をある程度持っているだけであり、思
考および感情が意識的である場合にも、必要最小限度のごくありふれた平凡
な表現手段しか持っていない（大人しく、目立たない人）。	

それゆえこの型の人間の思考と感情とは、意識的機能としては、主観的知覚
をうまく再現するのにぜんぜん不適当なのである。したがってこのタイプの
人間は、自分でも自分がわからずに首をかしげているのと同様、第三者とし
てもいちじるしく理解が困難なのがふつうである。	

（末那識（七識）という自我層が薄い：すなわち自分の考え、自分の感情の経験的
な厚みが薄い為、自分がないひとに感じる、更に、直感が不十分なために自分の心
も他人の心も自我意識水準で獲得できないので、結局、自分自身も、自分の中に取
り込んだ他者も、考え・感情・社会経験の薄い存在になる）	

	
彼は漸次客体の現実から遠ざかり、もっぱら意識を原始的な現実に都合のよ
い方向に向わせるところの、主観的知覚だけに頼るようになる。	
	
彼自身は、比較判断の能力を欠いているためこの事実に全く気がつかないけ
れども、実際の彼は神話的世界に住んでいるも同然であって、この世界にお
いては、人間・動物・織道・建物・山・河などのすべては、彼の眼に慈愛深
い神々とも、また意地の悪い悪霊とも映ずるのである。	
＜アニミズム＞＜仙人型アスペルガー＞	



主機能	

劣等機能	

第一補助機能

第二補助機能



ふつうには彼は、閉鎖的な自分の世界に満足し、無意識のうちに原始的な態度
で平凡な現実世界と接触することに甘んずる。	
　	
外向的かつ原始的な性格を持った機能である直観が抑圧されているというのが、
この型の人間の無意識の主な特色である。	
	
外向的直観の特色が、客観的現実のあらゆる可能性に対する「よくきく鼻」と
もいうべきあの勘のよさに存するのに対して、無意識的・原始的直観は、現実
の背景をなしているあらゆる曖昧なもの、暗いもの、汚いもの、危険なものを
嗅ぎ出す能力を持っている。＜ゲゲゲの鬼太郎、等＞	
	
このような直観は、客体が持っている現実の意識的意図などには目もくれず、
そのような意図の背後にある原始的な前段階が持っている、ありとあらゆる可
能性を嗅ぎつけようとする。	
	
したがって、この種の直観には、非常に危険で破壊的なところがあり、これが、
意識の面での好意的な無邪気さとのあいだに際立った対照を示していることも
多い。（サイコパス的直観、「羊たちの沈黙」：元精神科医のサイコパス、ハンニバ
ル・レクター）	

＊Tustin:	Barrier	12章	
〔このタイプの問題は“解離”—解離性同一性障害：防衛機能でもある〕	

	



＜内向的感覚＋補助機能としての思考>  : 内界に生じている印象を分類したり、  	

                                     　　　　　　　　　その意味付けをするのに、思考が使われる                                     	

＜内向的感覚＋補助機能としての感情＞：内界にある強い印象を、感情によって処理しようと	

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　します。実際的な機能や常識に囚われない奇抜な　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ものを生むのを可能にします。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　怒りと恐怖という原始的感情

******************************************************************************

*****この人は主機能が「感覚」であり、「思考」が補助機能として備わっています。	

この人の意識的態度は「感覚」の傾向を顕著に表し、それを「思考」機能が補助します。また、

態度が内向のため、その材料は内側（内界）から受け取ることになります。	

その次、第3の機能として、この人は「感情」があります。この感覚は、感覚や思考に比べて未

分化です。まったく使わないわけではないですが、普段あまり使わない。 

[自閉的子供達は神経症や精神分裂症の子供達においても見られるような、社交性に関連した感情を現すことはしません。

Tustin ]	

そして最後に、劣等機能として、「直感」を持ちます。この機能が普段一番使われない。故に、

一番未分化です。	

人はまず主機能を頼りにし、補助機能の助けを借りて、やがて劣等機能と向き合い、それを発

達させることになります。これがユング心理学における「個性化の過程」のひとつのかたちです。 

 
	



 (FrancesTustin,1913-1994)	

ロンドンのタヴィストック・クリニックにおいてクライン派の子供の精神分析的心理療法の

訓練を受け、自閉症児への精神分析的心理療法に深く関わっていた精神分析的心理療

法家である、	

フランセス・ダスティンは自閉症の精神病理の本質は“感覚”にあることを見出した。 
代表的な著書『Autistic Barriers in Neurotic patients』で 　	

自閉性障害の基本は“知覚表象の疾患”である、と指摘している。	



　　　　　　　　　　　『not-me』の恐怖	
	
最初の、『not-me』の恐怖：胸の乳首が口の一部でなくて、それと別物だったというこ
と、 	 	 	そして『なくなる』のだという実感だった	
　　 	 	 	⇐　付着同一性（メルツァー）：母親とは皮膚で繋がっている	

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⇊	
　　　『母とその胸の喪失としてではなく、彼の体の一部の喪失として経験されまた。』　

	（ウィニコット）	
　　　マーラー：自閉症児の『共生的愛の対象』	
　　　　　（ウィニコットとマーラーはこれを小児自閉症理解の出発点として考えた）	
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⇊	
　　　　　自閉症児にとって、これは怒りと、恐怖であった	
　　　　　これが彼の口の一部でないという回避不能な実感の欲求不満は、回復不能

	な激しい打撃	
	
	
　　　　　　　　⇐　　自閉症誘発の有意な要因は、その子供が喪失に必然的に伴う悲し

	 	みと哀悼を乗り越えることが満足がいくようにできない精神の機構の
	 	未熟な状態において喪失を経験したという事実である	

　　　　　　　　　　　　　　　　　	



触覚と視覚の認識の統合が幼児の人生の最初の数日に起こるが、 
母親からの不十分な身体的分離のショックによって、 
彼らは感覚様式の通常の統合が妨げられる。	
 
 
その子供達は全く表面の平坦なそして、触覚優位な世界に生きています。	
そのような子供の経験は表面的で、制限されて、関心を内部にもちません。	
	
ハンナ・シーガルは、喪失感の感情に対処することのシンボル形成（象徴化機能）に対す
る重要性を示しました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　	
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
自閉症の子供たちのきわだった特徴は彼らが指または他の物を吸わない（指しゃぶりを
しない）ということです。	
これは通常むさぼり吸う精神分裂症の幼児とは著しく違っている。	
	
	
自閉的な子供たちにおいて、『me-ness』という基本的な感覚は妨げられており、外側と
内側の違い、更には時空間についてほとんどを認識できません。  
	
彼らは非常に傷つきやすいと感じます	
『壊れた』という悲しみに沈んだ嘆きはしばしば自閉的な子供の最初のことばである。 	

　　　　　　　＜ピノキオの最初の言葉：“痛い”＞	



In terms of his imitative fusion with objects in the outside world, he relates to 
them in terms of the contours of his own bodily parts. 	
外の世界における対象との模倣的融合に関して、彼は彼自身の身体のパーツの
輪郭に関して、彼らに馴染みます。 	
	
Thus, cupboards and chests of drawers are 'equated' (to use Hanna Segal's 
term) with stomachs; openings in things are equated with mouths. 	
このように、戸棚と整理ダンスは、胃と『同等視されます』（ハンナ・シーガル）;物の
開口部は、口と同等視されます。	
	
アスペルガーの発達のポイント：『抑鬱ポジション』（クライン）	
彼はまったく彼女（治療者）を人とみなしませんでした、しかし、生命のないものと
してみています。	
	
自閉症において大きな役割を果たしているそのような未熟なままで誘発された
『悲しみ、後悔』を上手く機能させることによって発達すると思われます。	



　　　　　　　　　　　　　　解離	
	
　　：アスペルガー症候群・発達障害に特徴的な症状　	



多数派である他のタイプからの虐めや仲間外れにならないために、表面的（意識水準
で）に合わせるために、仮面をつけて頑張り続けるが、感覚型は象徴化機能の発達が未
熟（⇐直感の発達が弱い為）なので、精神的に疲れてしまうことがある（トラウマ）の
ではないかと推測する。	



　　　　　　　　　超自我	
	
：阿闍世王の物語（未生怨）とオイディプス神話　　	



貪愛の母・無明の父・此れを害する故に逆と称す逆即順なり非道を行じて仏道に通達す	

＜フロイトの『自我とエス』の図を勝手に編集＞	



.

貪愛の母を害する	 無明の父を殺し	

逆三角構造	



阿闍世王の物語（未生怨すなわち出生以前に親に抱く怨みの事を意味する）	
[子供が無く年老いた王妃である韋提希（いだいけ、ヴァイデーヒー）夫人が「裏山の仙
人が3年後に死んで、夫人にみごもり王子となる」という予言者（占い師）の言葉を受
け、3年を待ちきれずに仙人を殺して生ませたと言うところに端を発する。仙人は死ぬ
間際に呪ってやると言い残したため、夫人は怖くなり堕ろそうともするが結局王子を
産む。そうして生まれた阿闍世は、その呪われた運命を知り、父母を幽閉し父である
王を死に至らしめるが、賢明な大臣の制止により母を殺すことは思いとどまる。]	

オイディプス神話のあらすじ	
[オイディプスの父ライオスは、テーバイの王であったが、自分が子どもを産むと、そ
の子にされるという神託を受けていた．ところが、酔って妻のイオカステと交わって、
息子が生まれてしまう。神託をおそれたライオスは、	家来にその子を捨てにいかせる
が、結局その子の命は教われ、別の国の王に育てられる。その子オイディプスのほうは、
成長したのち、仲間の子どもから「お前は捨て子だ」と言われ、それを気にして神託を
聞きにいく。そこで、『お前は父を殺し、	母を妻とするだろう』と聞かされる。結局
それを聞いて、自分の地元に婦らずさまよっているときに、喧嘩をして殺した相手が実
の父ライオスであった。その後、テーバイの町を荒らす怪物スフィンクスの出す難問を
解いて、スフィンクススは自殺し、オイディプスはテーパイの王として迎えられ、イオ
カステ	と結婚する。ところがオイディプスは、後にライオスとイオカステが自分の両
親だとつきとめ、結局、自分で目をつぶし、放浪の旅に出て一生を	縫えるという悲劇
としてこの神憶は終わる。]	
＜この話は、NHKの「100分で名著」の『オイディプス王』の題名で放送されておりYouTubeで鑑賞できます。＞	


