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１ はじめに

今日臨床の場でその治療に苦慮し話題とな

るボーダーラインという病理は，１９２８年リッ

クマンが神経症と統合失調症のどちらとも言

えないケースに対し，その診立てのままに付

けたのが最初といわれる。また，１９５３年ナイ

ト（Gnigtht, R.）によって境界状態という概念

が誕生し，ボーダーラインという言葉が定着

したといって良い。

本研究は直接ボーダーラインについての研

究をするものではないが，ボーダーラインの

見せる様々な症状に注目している。ボーダー

ラインの症状は非常にドラマチックで，変化

に富んでいる。そのため，常にセラピストし

ての治療的構えを反芻，柔軟に修正していか

なければならないことが多い。しかし，かと

いって巻き込まれるのではなく，変化のない

ものがあることをクライエントに知らしめて

いく必要もある。彼らさえも分けがわからず，

そのわからなさは魅力であり，興味深い病理

である。

現在ボーダーラインについては，多くの著

書が出版されており，様々なケースへの取り

組みや病理理解のための理論的枠組みなどが

論じられているが，余りにも多彩な症状であ

り，曇りのない見解というのはないと考えて

良いだろう。

ボーダーラインの定義については，DSM―

Ⅳの分類で，人格障害の中に原始的防衛規制

と行動化を特徴とする境界性人格障害で説明

されている。また，ボーダーラインは境界例

と言う名称で呼ばれ，特徴的な症状をもち，

DSM―Ⅳによると「対人関係，自己像，感

情の不安定及び著しい衝動性の広範な様式

で，成人期早期までに始まり，種々の状況で

明らかになる。」病理として紹介されている。

例えば，現実に，または空想の中で見捨てら

れることを避けようとするなりふり構わない

努力が，第１の症状にあげられており，全９

症状の中から５項目が該当すればボーダーラ

インと診断する。

このような特徴を持つ比較的軽度のものを

境界性人格障害，重度のものをボーダーライ

ンとして区別している。

これら諸症状をまとめると，牛島は①不安，

神経症症状，②感情障害，③行動障害，④一

過性の精神病，⑤対人態度と社会的適応にま

とめて説明している。

また，この諸症状をもつボーダーラインの
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発症には，古くから両親の養育態度との関連

が報告され，特に性的虐待との関連，つまり

家族病理が大きく影響していると言われてい

る。小木曽洋三らは，両親に精神障害や不和，

虐待などの問題がある症例ほど，精神科受診

の年齢が若年化する傾向があること，また青

年期に引きこもり，抑鬱などの症状がみられ

ることを報告している。

そこで，本研究では，ボーダーラインに見

られる多くの症状と父母の養育行動との間に

どのような関係があるのか，特に諸症状に注

目し，できるだけ具体的な症状への養育行動

の影響について明らかにしたい。子どもの性

格と親の養育態度との関係についてや，ボー

ダーラインや人格障害というグループと親の

養育態度との関係に関する研究は見られる

が，細かな性格行動との関係については報告

があまりない。この結果を踏まえ，危険域の

養育行動の結果，ボーダーラインの症状の一

つにつながる可能性がある行動・症状に未然

に対応できれば，病理を進行させることを防

ぐことができるのではないだろうか。

２ 方 法

１）対象者

表１のように G女子大学生を対象に質問

紙調査を実施した。

対象者の内訳は，１年生１５９人，２年生９９

人，３年生４６人，４年生３人の計３０７人であ

る。

２）調査日及び場所

本調査は，平成１７年７月上旬，G女子大学

で実施した。

３）調査手続き

調査は講義の終わりに質問紙を配布し，そ

の場で回答させ回収した。

４）調査内容

調査内容は，学年，性別，家族構成，父親

の養育行動，母親の養育行動，自己感覚，他

者認識の感覚，生活感覚，人生観，実際の行

動など全８７項目で構成している。

質問１，２，４，７，９，１１，１２，１４，１７

～２０，は「全くそう思う」「どちらともいえな

い」「全くそう思わない」と回答する方法を

とった。また３，５，６，８，１０，１３，１５，１６，２１

～８７は「よく思う」「時々思う「思わない」の

３件選択法で回答するように指示した。

５）結果の処理法

結果の処理は，解析ソフト SPSS８．５を用い

て重回帰分析を行った。

３ 結果及び考察

１）父親の養育行動と諸症状との関連につい

て

父親の養育行動には「①あなたのいうこと

を父親は，何でも聞いてくれる」「②今までに

父親に叱られたことがない」「③今までに父親

に殴られたことがある」「④父親は何でも欲し

いものは買ってくれる」「⑤父親にののしられ

る」「⑥父親に否定される」「⑦父親は自分がね

だれば最初はダメと言っても，最後には許し

てくれる」「⑧父親は自分がいないところで自

分の悪口を言う」「⑨父親は口うるさい」「⑩父

親は無視をする」「８４私は父親が恐い」の１１項

目を変数とし，従属変数を表１のように青年

期に認められる症状（各質問項目）として，

図１ 対象者学年別人数（人）
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２１．私は周囲の人や物ごとからいつも見放されている気がする
２２．私は気が狂うのではないかと恐れている
２３．私は自分を傷つけたくなる時がある
２４．私は他人と親しい個人的関係をもつことを恐れている
２５．最初にあった時はその人はとても立派に見えてもやがてがっかりすることが多い
２６．私は人生に立ち向かう力がないと感じている
２７．このところずっと幸福だと思うことはない
２８．私の内面は空虚だと思う
２９．自分の人生を自分でコントロールできないと思う
３０．たいてい私は孤独だと思う
３１．私はなろうとした人間と違った人間になってしまった
３２．私は何でも新しいことが恐い
３３．私は記憶力に問題がある
３４．何かを決心することは私には難しい
３５．私のまわりには何か壁があるように思う
３６．いったい私は誰なのかと困ってしまう
３７．将来に不安がある
３８．時に私はバラバラになるように感じる
３９．私は人前で気を失うのではないかと心配している
４０．私はいつも努力してる
４１．私は自分が何かを演じているかのように自分を見ている
４２．私はいないほうがむしろ家族はうまくやっていけるだろう
４３．私はいたるところで失敗している人間だと思い始めている
４４．この先何をしたいのか私にはわからない
４５．人間関係の中に入ると私は自由ではなくなってしまうように感じる
４６．実際に起こったことと想像したことの区別がよくわからない
４７．他人は私を「物」のように扱う
４８．何か変な考えが頭に浮かぶと私はそれを取除くことができない
４９．人生に希望はないと思う
５０．私は自分自身を尊敬することはできない
５１．私はまるで霧の中に生きているようにはっきりしない
５２．私は人生の失敗者だ
５３．自分が他人に必要とされている人間とは感じないでいると不安になる
５４．私は真の友人をもっていない
５５．私は自分の人生を生きることができないと思っている
５６．買い物や映画を見に行く時のような人込みの中にいると不安に感じる
５７．私は友人をつくることが下手である
５８．私はもはや人に認められる立派な人になろうとするには遅すぎる
５９．まわりの人は勝手に，自分の心を読んでいるのではないかと思う
６０．私に何かが襲ってきそうだと感じる
６１．私は残酷な考えが浮かぶことがある
６２．私は自分が男性（女性）であることに自信をもっていない
６３．私は長く友人付き合いができない
６４．私は広い場所や市街に出ることを恐れている
６５．私は時に「自分は生きているのだ」と自分に，言い聞かせている
６６．時に私は自分自身ではないと思う
６７．私は友達や家族を信用することはできない
６８．自分や他人に対して，実際より自分をよく見せようとする
６９．しばしば異性に誘惑的に振舞う自分がいる
７０．人のことなどどうでもよいと毎日感じる
７１．私は幼少の時から家族や友人関係に問題やいじめなど毎年起きていた
７２．私は，礼儀正しく，世の中のルールやマナーを守っている
７３．自分はいつも人に使われ，道具のように使われている
７４．家族や友人など他人を今もずっと憎んでいる
７５．将来，私は期待される人間なる
７６．自分のしたいことが思うように出来ない時，周りに当り散らしたり，他人の責任にすることがある
７７．いつも自分は悪くないと思う
７８．自分は自分でないように感じる
８０．自分が親に何で怒られているのかわからないことが多かった
８１．両親は，自分が聞こえない所で，自分の悪口を言う
８６．就職をすることは，とても不安である
８７．人とすれ違ったり，大勢の人の中にいると自分の悪口が聞こえてくる

表１ 青年期に見られる諸症状
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２４．私は他人と
親しい関係を作
ることを恐れて
いる

３２．私は何でも
新しいことが怖
い

３６．いったい私
は誰なのか困っ
てしまう

４２．私がいない
方が家族はうま
くやっていける

４８．何か変な考
えが浮かぶとそ
れを取り除くこ
とができない

５３．他人に必要
とされていない
と不安になる

標準化係数
ベーター

標準化係数
ベーター

標準化係数
ベーター

標準化係数
ベーター

標準化係数
ベーター

標準化係数
ベーター

①あなたの言うことを父親は，何でも聞いてくれる ０．００３ ０．２１６＊＊ ０．０６６ －０．００７ ０．０３３ ０．００５
②今までに父親に叱られたことがない ０．１１６ －０．０１７ ０．０８５ ０．０３７ ０．０３７ ０．０７７
③今までに父親になぐられたことがある ０．２０４＊＊ ０．０３５ ０．０３２ ０．１００ ０．０４４ ０．１１３
④父親は，何でも欲しいものは買ってくれる ０．０２８ －０．１５９＊ －０．０２５ ０．１０３ －０．０２３ ０．０２０
⑤父親にののしられる －０．０２９ ０．０７９ ０．０２０ －０．０２４ ０．００７ ０．００８
⑥父親に否定される ０．０１０ －０．０９９ ０．１１４ ０．０２９ ０．０１９ ０．０３４
⑦父親は自分がねだれば最初はダメと言っても，最後には
許してくれる －０．０２９ －０．０４４ －０．０７９ －０．０６５ －０．０１３ ０．０３６

⑧父親は，自分がいない所で自分の悪口を言う ０．０５６ ０．１１０ －０．００９ ０．１２０ ０．０２９ ０．０１５
⑨父親は口うるさい ０．０３２ －０．００９ －０．０５６ ０．０４１ －０．０４８ ０．０３４
⑩父親は無視をする ０．００８ －０．０９７ －０．０２８ ０．０９４ －０．００１ －０．０７１
８４私は，父親が恐い ０．０５３ ０．１４９＊ ０．２１９＊＊ ０．２１０＊＊ ０．２２６＊＊ ０．２５６＊＊

６０．何かおそっ
てきそうだと感
じる

６２．自分が女性
であることに自
信を持っていな
い

６７．友だちや家
族を信用するこ
とができない

７７．いつも自分
は悪くないと思
う

８０．何で親に怒
られているのか
わからなかった

標準化係数
ベーター

標準化係数
ベーター

標準化係数
ベーター

標準化係数
ベーター

標準化係数
ベーター

①あなたの言うことを父親は，何でも聞いてくれる ０．０１４ ０．０７８ －０．１２１ ０．０９５ －０．０４０
②今までに父親に叱られたことがない ０．０４７ ０．１２４ ０．１２６＊ ０．０３７ －０．０２６
③今までに父親になぐられたことがある ０．０２１ ０．１５３＊ ０．０５９ －０．０３３ ０．０２３
④父親は，何でも欲しいものは買ってくれる ０．１３２ ０．０３３ －０．０１５ －０．０６７ －０．０１２
⑤父親にののしられる ０．１１７ －０．００３ －０．００７ ０．０６２ ０．０２２
⑥父親に否定される －０．０９６ ０．０２５ －０．０１３ －０．０３７ ０．０８９
⑦父親は自分がねだれば最初はダメと言っても，最後には
許してくれる －０．１１４ －０．０６７ －０．０２７ －０．０１１ －０．０３９

⑧父親は，自分がいない所で自分の悪口を言う －０．０５９ ０．０８５ －０．０１３ ０．２２８＊＊ ０．１２９
⑨父親は口うるさい －０．００６ －０．０１８ ０．１１３ －０．０３１ ０．０５９
⑩父親は無視をする －０．０２５ －０．０８８ －０．００８ ０．０６６ ０．０３５
８４私は，父親が恐い ０．２３０＊＊ ０．２２６＊＊ ０．２２６＊＊ －０．０２０ ０．２６６＊＊

表２ 父親の養育行動と症状との関係

＊P＜０．０５ ＊＊P＜０．０１



（木澤光子，田中 香）青年期に生じる諸症状に及ぼす両親の養育行動について

― ―８９

この間に関連が見られるかどうか重回帰分析

を行った結果が表２である。この表２より，

父親の養育行動に影響を受けて生じる症状は

１１項目であり，有意差１％未満で関連の認め

られた項目についてみていく。

「あなたのいうことを父親は何でも聞いて

くれる」の養育行動は「３２．私は何でも新し

いことが恐い」との間に弱い関連（０．２１６）が

見られる。父親は，子育てにおいて外界への

積極的な関与を促進させるファシリテーター

の役割を担うものであるが，父親の過保護的

養育は子どものチャレンジする力の形成を妨

げると考えられる。

［２４．私は他人と親しい関係を作ることを

恐れている」という症状は，「父親に殴られ

たことがある」との間に弱いが関連（０．２０４）

が認められ，父親の暴力は他者への親しみや

信頼関係を築く能力に影響すると思われる。

また，父親の養育行動で「父親は自分のい

ないところで自分の悪口を言う」は「いつも

自分は悪くないと思う」との間に弱い関連

（０．２２８）がある。自分のいないところとい

う陰で言う言葉は，子どもにとってフォロー

のされない一方的な宣告となる。しかし，普

段母親よりも接触することの少ない父親の自

分への悪口は，強い自己否定感にはつながら

ないが，責任回避行動に関連し，無責任な行

動へと結びつくものと思われる。

父親の養育行動のうち最も多くの症状に影

響を与える養育行動は「私は父親が恐い」で

ある。子どもが父親を恐れる気持ちは，「いっ

たい私は誰なのか困ってしまう（０．２１９）」「わ

たしがいない方が家族はうまくやっていける

（０．２１）」「何か変な考えが浮かぶと，それを

取り除くことができない（０．２２６）」「他人に必

要とされていないと不安になる（０．２５６）」「何

かおそってきそうだと感じる（０．２３）」「自分

が女性であることに自信を持っていない

（０．２２６）」「友だちや家族を信用することがで

きない（０．２２６）」「なんで親に怒られているの

かわからなかった（０．２２６）」の８項目である。

「父親が恐い」は現実の父親が本当に恐いか

どうかではなく，本人が父親のことをどのよ

うに受けとめているのかが鍵となる。父親を

恐れる気持ちが，他者への不信感，何かわか

らない漠然とした不安，自我の確立不全と

いった自他否定，そして未来，希望への期待

が持てない状態に影響があると考えられる。

２）母親の養育行動と諸症状との関連につい

て

母親の養育行動と諸症状との関連につい

て，先の父親の養育行動との関連の分析と同

じく，母親の養育行動と症状との間で重回帰

分析を行った。母親の養育行動は「①あなた

のいうことを母親は，何でも聞いてくれる」

「②今までに母親に叱られたことがない」「③

今までに母親に殴られたことがある」「④母親

は何でも欲しいものは買ってくれる」「⑤母親

にののしられる」「⑥母親に否定される」「⑦母

親は自分がねだれば最初はダメと言っても，

最後には許してくれる」「⑧母親は自分がいな

いところで自分の悪口を言う」「⑨母親は口う

るさい」「⑩母親は無視をする」「８４私は母親が

恐い」である。この養育行動１１項目と関連す

る症状は８項目である（表３）。

その内容をみると，「母親にののしられる」

では，「６６．時に自分が自分でないと思う」と

弱い関連（０．２０３）が見られる。また「母親

に否定される」は，［７１．幼いときからいじ

めなどに毎年あっていた（０．２０４）」に強くは

ないが影響している。母親の否定的言動は，

子どものアイデンティティの形成に大きく影

響し，危機的状況になることも考えられる。

父親との間では見られなかった否定的態度の

影響は，母親と子どもは一緒にいる時間が長
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１９．自分の人生
を自分でコント
ロールできない

３４．何かを決心
することは難し
い

４５．人間関係の
中にはいると自
由でなくなる

４７．他人は私を
物のように扱う

５６．買い物や映
画など，人混み
の中にいると不
安になる

標準化係数
ベーター

標準化係数
ベーター

標準化係数
ベーター

標準化係数
ベーター

標準化係数
ベーター

⑪あなたの言うことを母親は，何でも聞いてくれる －０．０１２ ０．０７２ ０．０１１ ０．０１７ －０．０２０
⑫今までに母親にしかられたことがない －０．０５７ ０．０６９ ０．０４２ －０．０１０ －０．０６０
⑬今までに母親になぐられたことがない －０．０３７ －０．０８１ －０．０２１ －０．０６８ －０．０５０
⑭母親は，何でも欲しいものは買ってくれる ０．０７７ －０．１２３ ０．０１２ ０．１００ －０．０５１
⑮母親にののしられる ０．１４９ ０．１４５ －０．０２８ ０．１２６ ０．０２２
⑯母親に否定される －０．０１４ －０．０１７ ０．０６３ －０．００３ －０．０６２
⑰母親は，自分がねだれば最初はダメと言っても，最後に
は許してくれる －０．０７３ ０．０２４ －０．０４４ －０．０５０ ０．０５４

⑱母親は，自分がいない所で自分の悪口を言う －０．１１９ －０．１９７ －０．００８ －０．０６０ －０．０６５
⑲母親は口うるさい －０．０７７ ０．０５９ ０．０７７ ０．０５１ ０．１６０
⑳母親は無視をする ０．２２７＊＊ ０．２３３＊＊ ０．２０１＊＊ ０．２１２＊＊ ０．２４６＊＊
８５私は，母親が恐い －０．００８ ０．１００ ０．０７７ ０．０４９ ０．０１０

６２．自分が女性
であることに自
信がない

６６．時に自分が
自分でないと思
う

７１．幼いときか
らいじめなどに
毎年あっていた

標準化係数
ベーター

標準化係数
ベーター

標準化係数
ベーター

⑪あなたの言うことを母親は，何でも聞いてくれる ０．１４０＊ ０．０８７ ０．１０８
⑫今までに母親にしかられたことがない ０．０１４ ０．０１３ －０．０３６
⑬今までに母親になぐられたことがない ０．０８１ ０．０１４ ０．０１０
⑭母親は，何でも欲しいものは買ってくれる －０．０２８ ０．０８０ ０．０６６
⑮母親にののしられる ０．０００ ０．２０３＊＊ －０．０１１
⑯母親に否定される ０．０１４ ０．０３７ ０．２０４＊＊
⑰母親は，自分がねだれば最初はダメと言っても，最後に
は許してくれる －０．００８ －０．０５１ －０．０２５

⑱母親は，自分がいない所で自分の悪口を言う －０．０２６ －０．０８５ ０．０８９
⑲母親は口うるさい ０．０７４ ０．０７４ ０．０２３
⑳母親は無視をする ０．２１７＊＊ ０．０７８ －０．０１９
８５私は，母親が恐い ０．１４４＊ ０．１１３ ０．０４９

表３ 母親の養育行動と症状との関係

＊P＜０．０５ ＊＊P＜０．０１
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く，繰り返し発言されるために影響は大きい

のであろう。また，子どものことを最もよく

理解してくれるだろうという期待が大きいが

ゆえに，否定される態度や言葉は自己の全否

定につながりやすくなるのではないだろう

か。母親に否定されることの影響は，いじめ

などにあうことが多いと感じることにもつな

がっているが，その理由を分析すると，３つ

あげることができる。１つには，母親の否定

的養育行動を獲得，学習するため，コミュニ

ケーションがうまくいかない。２つ目は母親

に否定されることで自己否定感が形成され，

人間関係に不安をもたらすため，他者への試

し行動などが生じ易くなり正常な関係が維持

できなくなる。３つ目は，母親の否定的養育

行動は，母親への不信および本人の自己否定

感をもたらし，些細なことでも疑い，深く傷

つく。そのために実際はいじめられていない

のであるが，本人はいじめられていると感じ

る。

このように母親の否定が，子どもに与える

心理的影響が考えられるが，家族の中で最も

身近で密着した関係だからこそ，影響が大き

いのであろう。

また，様々な症状に影響を与えている養育

行動は「母親は無視をする」であった。「母

親が無視をする」に影響を受けている項目は，

「１９．自分の人生を自分でコントロールでき

ない（０．２２７）」「３４．何かを決心することは難

しい（０．２３３）」「４５．人間関係の中にはいると

自由でなくなる（０．２０１）」「４７．他人はわたし

を物のように扱う（０．２１２）」「５６．買い物や映

画など，人混みの中にいると不安になる

（０．２４６）」「６２．自分が女性であることに自信

がない（０．２１７）」の６項目である。母親に無

視されていると感じていると，自分の存在の

否定につながることが多いが，自分の人生を

コントロールできないといった無力感や無能

力感にも影響することが伺われる。人生最初

に出会い，濃厚なやりとりをするはずの母親

との良好な関係形成の失敗は，その後の人生

の人間関係づくりへの不安として残骸のよう

に残ることは容易に推察できる。

ところで，女性性の獲得については，父へ

の恐怖感，母親の無視の両方ともに影響を受

けている。望ましい性同一性の獲得には，両

親双方からの暖かいメッセージが必要である

と思われる。

青年期にみられる症状に影響を与える親の

養育行動には，父親は「恐怖」，母親は「無

視」が最も大きく影響を与えることが認めら

れる。

結 論

本調査は，青年期に起こる様々な症状が，

親の養育行動とどのように関わり合いがある

のか，特に諸症状に注目し，できるだけ具体

的な症状への養育行動の影響について明らか

にすることを目的とした。調査時期は，平成

１７年７月上旬，G女子大学の１年生１５９人，２

年生９９人，３年生４６人，４年生３人の計３０７

人を対象に実施した。

その結果，以下のことが明らかになった。

① 父親の殴るといった養育行動は，他者へ

の親しみや信頼関係を築く能力に影響す

る。

② 父親の自分への陰口は，強い自己否定感

にはつながらないが，責任回避行動に関連

し，無責任な行動へと結びつくものと思わ

れる。

③ 父親を恐れる気持ちは，他者への不信感，

何かわからない漠然とした不安，自我の確

立不全といった自他否定，そして未来，希

望への期待が持てない状態に影響がある。

④ 母親の否定的言動は，子どものアイデン

ティティの形成に大きく影響し，危機的状
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況になる場合もある。

⑤ 母親に無視されていると感じて育つと自

分の人生をコントロールできないといった

無力感や無能力感にも影響することが伺わ

れた。

⑥ 女性性の獲得については，父への恐怖感，

母親の無視の両方ともに影響を受けてい

た。望ましい性同一性の獲得には，両親双

方からの暖かいメッセージが必要であると

考えられる。

⑦ 青年期になったときの子どもの症状に影

響を与える親の養育行動には，父親は「恐

怖」，母親は「無視」が最も大きく影響を

与えることが認められた。

以上より，ボーダーラインに見られる固着

もしくは不安定な症状のいくつかは，親の養

育行動と関係があることがわかった。しかし，

今回は各症状との関係を見たもので，更にこ

のデータから各症状がそのままボーダーライ

ンに成長するのかは言明することはできな

い。今後もボーダーラインおよび周辺病理に

ついて，様々な角度から研究を進めたい。
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