
Ｎ 行動の変化，異常行為

精神内容は表情，態度などとともに個人・家庭・社会生活における行動，

行為の異常としてあらわれる。行動 behavio(u)r（E）は有機体のしめす物理

的活動で，個体ないし集団的な行動を客観的，実証的な方法を用いて研究す

る学問は行動科学 behavioral science（E）と呼ばれる。言語伝達の手段をとれ

ない動物，乳幼児，精神遅滞，一部の精神病では行動観察に頼らざるをえな

い。エソロジー ethology（E）は，自然環境の中で動物の行動を研究する学問

だが，イギリスでは性格の科学［Mill JS 1843］，人生学，人類学という意味に

も用いる。性格形成的 ethoplastisch（D）は，性格からきめられる精神症状を

さすBirnbaum Kの用語。

行動主義(心理学)behaviorism（E）は，研究対象を意識内容より客観的に観

察でき数量化の可能な行動に置く心理学で，Watson JB［1913]1)に始まり条

件反射学，学習理論を基礎に主としてアメリカで発展した。行動療法 behav-

ior therapy（E）［Eysenck HJ 1959]2)は，精神分析を批判し学習理論にもとづい

て立てられた精神療法で，教育と訓練により誤った学習を消し，不足を補っ

て正しい行動様式をつくりあげようとする。筋肉の弛緩訓練をして反復する

刺激を消去する系統的脱感作 systematic desensitization（E），刺激状況に長時

間向き合う暴露法，反応に正負の強化（賞賛，達成感，罰など）を与えて発生

頻度を増減させるオペラント技法，モデル刺激を観察，模倣して行動のスキ

ルを学習するモデリング，自身の行動を観察して記録，評価するセルフモニ

タリング，眼球運動をもちいる脱感作法（EMDR）などさまざまな技法があ

る。

行動が刺激 stimulus（E）に対する反応 reaction（E）という反射的，受動的な

ニュアンスをもつのに比して，行為 act（E），Handlung（D），conduite，acte（F）

は一般に動機にもとづいて決意され，意志的に実行される人間に特有な行動
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と見なされる。正常の成人が売買や契約など法律上有効な行為をする能力を

行為能力 contractual capacity（E），Handlungsfähigkeit（D）と呼び，被後見，被

保佐の宣告や遺言，契約能力をめぐってその存否が問題とされる。異常行為

は家族や友人などに気づかれ，受診や入院の契機となることが多いが，患者

自身が悩んでいることもある。また一見同じ行為でもその背景は意識障害か

ら説明できるもの，欲動・意志の障害によるもの，感情にもとづくもの，幻

覚・妄想などの病的体験に支配されたもの，体験への反応とみなしうるもの

などさまざまである。

対処 coping（E），Bewältigung（D）は，直面する困難な状況へ適応すること

で，種々の技法（対処技法 coping skills）を用いて行動（対処行動 coping behavior）

を起こす。無意識の場合は防衛機制［Freud A 1936］と移行があるが，1970

年代以降はストレス状況に対する個人の意識的行動パターンの意味で用いら

れ，Coping Inventory for Stressful Situations（CISS）（E）［EndlerNS ら 1990］

などの調査票で測定する。解離や妄想などの精神症状にも対処から説明でき

そうなものが少なくない。行動化 acting out（E），Agieren（D），mise en acte（F）

は，精神分析治療過程で治療者への転移にもとづく葛藤が言語化されず行動

のかたちで表現されること。

遂行機能 executive function（E）［Lezak MD 1982]3)は，目的をもって創造的，

効果的に行動する機能。意志により目標を設定し，計画を立案し，目的に向

かって正しい順序で行動を起こし，自分を監視しながら効果的に修正，調節

する能力である。従来は前頭前野機能と呼ばれたものに近く，前頭葉損傷に

限らず認知症，脳炎，一酸化炭素中毒，コルサコフ症候群，パーキンソン症

候群，統合失調症などに生じる。実行機能ともいう。

運動性motility（E），Motilität（D）は，自動的，反射的な運動ができること。

精神活動を反映する運動は精神運動性 Psychomotorik（D）あるいは単にmo-

toricity（E），Motorik（D）という。運動精神病Motilitätspsychose（D）は，急

性に発病し多動（興奮）と無動（昏迷）の両極を交代し，速やかに治癒して欠

陥を残さないが再発反復するKleist-Leonhard の非定型精神病の一類型で，

緊張病とは区別されるという。
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�．行動の量的な変化

運動性が増加すると運動過多，多動 hyperkinesia(-sis），hypercinesia(-sis）

（E）（hyper，u�pér：上に，越えて，kinesis，kínhsiV：運動)4)，Hyperkinesie（D），

hyperkinésie，hypercinésie（F）といい，意図しないで生じる場合は不随意運動

である。

行動過多，過活動，活動亢進 hyperactivity（E），Überaktivität（D）は，行動

の増加した状態で，落ち着かない不穏 restlessness（E），Unruhe（D）から興奮

excitement（E），Erregung（D）まで幅がある。せわしなく動き回り，忙しく仕

事をやり散らかし busiliness（E），Betriebsamkeit（D），多弁，不眠で，電話を

かけまくり，むやみに外出してはさして入用でないものを次々に買い求めて

浪費 extravagance（E），Verschwendung（D）が多い。

多動症候群 hyperkinetic syndrome（E）は，落ち着きのない小児で，19世紀

後半から知られていたが，1970 年代に児童精神医学領域で注目されるように

なった5)。DSM-Ⅲには，不注意と衝動コントロール不良を重視した注意欠

如障害 attention deficit disorder（ADD）（E）として登場した。患者は注意を持

続できず，よく物をなくし，話をきちんと聞いていない。じっと座っていら

れず，状況をわきまえず走り回る。順番を待てず，他人の会話に割って入る。

DSM-Ⅲ-Rでは，多動性を発達障害，攻撃性を環境・家族問題とみる Loney

J［1983］の考えを入れて，撹乱性行動障害 disruptive behavior disorder（E）の

なかに注意欠如多動障害 attention-deficit hyperactivity disorder（ADHD）（E）

として位置づけられた。DSM-Ⅳでは不注意群と多動・衝動性群が質的に異

なるとの立場から注意欠如・多動障害 attention-deficit／hyperactivity disorder

（AD／HD）（E）となった。ICD-10では多動障害 hyperkinetic disorder（E）［F90］

に入り，反抗・拒絶的な反抗挑戦性障害 oppositional defiant disorder（E），攻

撃・反社会的な素行障害 conduct disorder（E）への移行がある。

微細脳機能障害 minimal brain dysfunction（E）［Clements SDと Peters JE 1962］

は，軽い脳機能不全が推定される学習・行動異常。エコノモ脳炎の小児後遺
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症である器質欲動症 organic drivenness（E）［Kahn E と Cohen LA 1934］がモデ

ルになっており，多動障害，注意欠如障害に重なる。従来は脳性麻痺と移行

のある最小限の脳損傷による微細脳損傷 minimal brain damage（E）［Knobloch

H と Pasamanick H 1959］と呼ばれた。てんかんの小児に生じる転導性，多動，

刺激性などの障害は早期小児外因性精神症候群 frühkindliches exogenes Psy-

chosyndrom（D）という。

目標の充分に定まらない欲動 drive（E），Trieb（D），pulsion（F）の亢進を心

迫 implusion（E），Drang（D）と呼び，これにうながされた行為を心迫行為

impulsive action（E），Dranghandlung（D）という。意味もなく絶えず動き回る

運動心迫 Bewegungsdrang（D），ややまとまりのある行為心迫 Tatendrang（D），

忙しく活動するが全体の統一性に欠ける作業心迫 Beschäftigungsdrang（D）な

どの段階が区別され，躁病，統合失調症，老年認知症，精神遅滞，てんかん

などでみられる。躁病では爽快気分が伴うが，緊張病や非定型精神病では何

かに駆り立てられるような，今しておかないと間に合わないような不安，焦

燥を伴いやすい。歩行への欲求が抑えられず，目的なく徘徊するのはタシキ

ネジアといい，薬原性のアカシジアや脳炎後遺症で生じる。

藁屑集め carphologie（F）（carphos，kárfoV：藁，藁屑，転じて木の切れ端，小

片），carphology（E）は，せん妄や認知症患者が手で空をまさぐり，藁を集め

るような動作をすること。Hippocrates にはフレニティス phrenitis の高熱，

心神喪失時において手の運動をあらわす動詞形で登場し，19世紀初頭フラン

ス語に導入された。今日では熱性疾患を離れ，精神障害全般にみられる小さ

い，無秩序で，当惑した手の動きを記載する用語になった。類義語に毛屑集

め floccillation（E），糸屑集め crocidism（E）などがある。認知症の行動心理症

状 behavioral and psychological symptoms of dementia（BPSD）（E）［Finkel SIら

1996］は，認知症患者の記憶，認知障害により生じる周辺症状の総称で，不

安，うつ，幻覚，妄想，徘徊など。

躁病性興奮 maniac excitement（E）では感情が爽快で行為の意図が一応了解

できるが，緊張病性興奮 catatonic excitement（E）や意識障害（せん妄，もうろ

う状態）によるものは唐突，不自然に生じはっきりした動機が認められない。

運動暴発 Bewegungssturm（D）は，危機状況にあいパニックに陥ってめちゃ

くちゃな運動をする一種の原始反応。

麻痺がないのに運動性が低下した状態を運動減少，寡動 hypokinesia(-sis），
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Denken（D）は，感情や欲求に支配され現実を無視して合理性を欠く思考だが，

必ずしも統合失調症に用いるとは限らない。こうした感情に左右される思考

を Stransky E は感情的論理 Logik des Fühlens（D）と呼んだ。Ciompi L の感

情論理Affektlogik（D）は，感情と思考，情動と論理が相互に協調し合い全体

として働くとするシステム理論。太古思考 archaisches Denken（D）は，小児

や未開民族にみられる論理にもとづかない思考で，抽象化ができず，物事を

非現実的に関連づけたり，空想と現実が混同されたりする。夢や妄想でもこ

れに近い思考が生じる。魔術思考magical thinking（E）ともいい，DSM-Ⅳで

は統合失調型パーソナリティ障害の診断基準に含まれている。防衛機制の一

種とするみかたもある。古論理思考 paleologic thinking（E）は，述語が同じ場

合に主語まで同一にみなす（フォン ドマールスの原理）思考形態を統合失調症

や未開人に特有としたArieti S の概念。思考が退行し古いものがあらわれる

とみることもできる。

�．思考体験の障害

支配観念，優格観念 overvalued idea（E），dominierende Vorstellung，über-

wertige Idee（D）［Wernicke K 1892］，idée prévalente（F）は，強い感情に結びつ

いて，意識内に長期間とどまり，これを占有し続ける観念。固着観念，固定

観念 fixed idea（E），idée fixe（F）ともいう。肉親を失い，そのことがいつまで

も脳裏を去らない場合のようにおおむね正常とみなしうるものから，過信型

(精神病質者），さらにはうつ状態の希死念慮や心気症など病的なものまで，

内容は必ずしも不合理でないものを含むので，その異常の範囲をめぐっては

議論がある。一般に強制感を伴わず自我異質性が少ない点で強迫観念と区別

し，訂正可能な点で妄想と区別する。無意識内にとどまるならコンプレクス

になる。意識下固定観念 idée fixe sous-consciente（F）［Janet PMF］は，人生に

おける心的外傷や恐怖体験が意識下に潜り込んで変形したもの。強迫観念の

ように普段は意識されないが，ヒステリーで意識野の狭窄が生じると，しば

しば象徴的な形で症状に再現されるという。公準 postulat（F）は，Gatian de

Clérambault GHAELMのいう熱情精神病で妄想をもたらす支配観念。

不合理な内容の考想，語句，文章などを意志に反して考えずにいられない

ことを強迫思考 Zwangsdenken（D），その考えを強迫観念 obsessive idea（E），

Zwangsidee（D），idée obsédante（F）といい，しばしば正常な思考が妨げられ
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る。DSM-Ⅳでは自我異質性を強調して，現実問題の苦悩ではなく不適切な

inappropriate（E）考えの侵入としている。症状は思考，欲動など自我の統制

可能な範囲に限られ，この意味ではさせられ体験の領域に重なる。英語圏で

は一般に obsession（obsidere：つきまとう）を思考面に，compulsion（com-

pellere：強制する）を行動面に用いる傾向があるが，前者は不安を引き起こす

もの，後者は不安を和らげるものとみて compulsive thought（E）を提唱する

立場もある8)。思考の能動意識が保たれている点で自生思考や精神自動症と

異なり，内容の不合理さへの批判をもつことで妄想と区別され，さらに内容

が人格と調和せず苦痛を伴う点から支配観念とも分けられているが，実際に

は区別のつきにくいことも少なくない。3 歳前後からみられるというが，年

齢が若いほど不合理さへの批判が目立たず，強迫行為を伴いやすく，家族を

巻き込む傾向がある。DSM-Ⅳでは不合理さへの批判を欠く場合を病識が乏

しいもの（with poor insight）とする。

名称強迫 onomatomania（E）（onoma，o̓́noma：名，語），onomatomanie（F）［Charcot

J-MとMagnan J-JV 1885]9)，Namenzwang（D）は，特定の名や語句（不吉や幸

運の意味をもつ）を思い浮かべずにはいられないことで，それらを口に出さず

にいられない言語衝動へ発展する。ある言葉を聞くのではないかと恐れる場

合にも用いる。

強迫反芻 obsessional rumination（E）は，内容が語句よりさらに複雑な場合

で，せんさく癖，疑惑癖などが含まれる。せんさく癖 Grübelsucht（D）は，自

明で解決不能の問題やくだらない哲学命題などを繰り返し考えずにいられな

いこと。質問癖 Fragesucht（D）ともいう。心的反芻 rumination mentale（F）

（rumino：食い戻す）［Janet PMF］も似た現象だが，どちらかというと侵入，強

制感の薄い支配観念の繰り返しや瞑想に用いる。仮性幻覚も反復傾向がある

ので，感覚性を除くと反芻に近い。抑うつ患者が希望のない暗い内容をくど

くど述べる時に用いることもある。反芻障害 rumination disorder（E）［DSM-

Ⅲ］は嘔吐を繰り返す小児の摂食障害。疑惑癖 Zweifelsucht（D），強迫疑惑

Zwangsskrupel（D）あるいは疑惑狂気 folie du doute（F）［Falret J-P］は「行動

に誤りはなかったか」「話が正しく受け取られたか」などといちいち疑ってし
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まうもの。告白懸念 scruple of confession（E）（scrupulus：尖り石，懸念，疑惑），

Beichteskrupel（D）は，告白が不十分ではなかったか，真に悔いてはいないの

でないかという懸念につきまとわれる疑惑癖。こうした疑問が無意味である

と思うそばから意味があるとの観念が強迫的に生じることを妥当強迫 Gel-

tungszwang（D）と呼んでいる。

強迫表象 Zwangsvorstellung（D）は，歌のメロディが頭にこびりついて離れ

ない，あるイメージや場面が繰り返し思い浮かぶなどをいう。視覚表象は不

快な場面，災害のイメージ，性的な内容になりやすく，感覚性が強まると仮

性幻覚の形をとり強迫幻覚 Zwangshalluzination（D），hallucination obsédante（F）

［Séglas LJE］と呼ばれることもある。患者がこれを打ち消すために，別の考

えや表象を思い浮かべて対抗することは対抗強迫 Gegenzwang（D）という。

対抗強迫が固定して強迫行為や儀式に発展することが少なくなく，浮かべる

決まり文句，呪文Wortzauber（D）が考想化声となって頭のなかに響くことも

ある。強迫思考は強迫神経症のほか，統合失調症の初期，人格異常，脳器質

疾患にもみられる。反復強迫Wiederholungszwang（D）は，幼児期の体験が後

に無意識に反復されるとする精神分析の述語で，Freud S［1914］が，患者の

治療過程で過去の体験を想起するかわりに行為として再現する抵抗現象をこ

う呼んだのが初めである。運命強迫 Schicksalszwang（D）は，不幸を繰り返す

運命神経症を指す同じくFreud S［1920］の用語。

ある体験が心の中に残り，思考や表象の形で繰り返し再生され，ほかの思

考，表象があらわれにくくなる傾向を固執傾向 Perseverationstendenz，Be-

harrungsneigung（D）［Müller GE］という。記憶や学習に必要な正常心理機能

だが，強まると強制感を伴う仮性幻覚や強迫現象への移行もあるとされる。

神経心理学でも，ある概念や一度決めた心の構え mental set（E）を容易に転

換できない前頭葉症状に対して固執傾向と呼ぶことがある。

強迫神経症 obsessive-compulsive neurosis（E），Zwangsneurose（D），névrose

obsessionelle（F）は，強迫症状を主徴とする神経症の一類型。青年期に好発

し，半数は 20 歳未満に生じる。病前から几帳面で完全癖が強く，倫理的，抑

制的な一方で不全感，劣等感の強い自己不確実性を併せもつ強迫性格，ある

いは精神分析でいう肛門(愛)性格 anal character（E）を示すことが多いとされ

る。1895 年頃に Freud S が神経症として分離し，のちに肛門サディズム期

への退行と固着，厳格な超自我との葛藤，分離，打ち消し，反動形成などの
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防衛機制を記載した。DSM-Ⅲ，Ⅳでは強迫性障害 obsessive-compulsive dis-

order（E）の名で不安障害の項［300.3］に入り，ICD-10では独立項［F42］に

なっている。患者は強迫人 Anankast，Zwangsmensch（D），anankastique，

anancastique（F）（anankazo，a
‚
nagkázw：強制する，拘束する，押しつける）であ

る10)。統合失調症に移行するものが 3〜10％あり，内容が妄想的で長く続く

ものを強迫妄想症候群 obsessional paranoid syndrome（E）［Lewis AJ 1946］と呼

ぶことがある。強迫病 Zwangskrankheit（D）は，重症の強迫患者の体験に，人

間学的見地から同情関係の障害，生成の逆転などを見出し，その病的構造が

神経症より内因精神病に近いとみる Straus E［1960］や von Gebsattel VE

［1954]11)の概念。制縛神経症 anancastic neurosis（E），névrose de contrainte（F）

は強迫神経症と恐怖症との間に移行を認めて，両者を一括した名称。制縛う

つ病 anancastic depression（E）［Lauter H 1962］は強迫的色彩の強い内因うつ

病。自己不確実，秩序傾向，過度の良心性，強い生命力をもち経過が長引き

やすい。強迫スペクトラム障害 obsessive-compulsive spectrum disorder（E）

［Hollander E 1993］は，醜形恐怖，心気症，摂食障害，衝動制御障害など強迫

関連の症状を共有する一群の病気。

思考促迫 forced thinking（E），Gedankendrängen（D）は，考えが次々にまとま

りなく浮かんできて抑えられないこと。ひとりでに思いつく自由生起思考

freisteigendes Denken（D），疲労時や就寝時にとりとめのない考えや表象が速

やかに移っていくマンティスム mentisme（F）［Chaslin PEA］もこれに近い。

躁状態や統合失調症の初期にもあるが，まだ能動意識は保たれている。映画

フィルム思考 Bildstreifendenken（D）［Kretschmer E］は，心的体験が頭の中に

絵巻物のように展開するもので，平生考えている内容が抽象・統合化できず

感覚・形象化する視覚化された思考 visualisiertes Denken（D）を指し，夢や催

眠，ヒステリーなどにみられ，層理論で説明する。映像凝集 Bildagglutination

（D）は複数のイメージがひとつに溶け合うことで，夢や催眠，原始文化にみ

られるとする Kretschmer E の概念。認知療法でいう自動思考 automatic

thought（E）は，ある状況でひとりでに浮かんでくる考えやイメージを指し，

前意識に近い表層の認知とされる。
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10) Freud S は衝動的な満足の得られない現実と直面せざるをえないことに形容詞 ananke を用い

た。

11) von Gebsattel VE：Prolegomena einer medizinischen Anthropologie. Springer, Berlin, 1954.
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