
改訂にあたって

「看護学生のための精神看護学概論」が発刊されて、4 年が経過しようとし
ています。その間、精神の健康とそれに関わる問題を扱う精神看護学は、社会
情勢と共に大きく変化を遂げています。自然災害に伴う人々の精神的健康問題
への対応、特に心のケアの考え方と方法の探究は、医療体制の理解と共に看護
を学ぶ私たちの重要な学習の課題であると考えます。

一方、2011 年に厚生労働省が精神疾患を『医療計画の 5 大疾患』に指定し
たこともあり、社会の関心を集めることになりましたが、未だに正しい知識が
伝えられておらず、偏った見方がされている傾向にあります。そのことは、精
神看護学の発展に大きく影響を与えています。看護の学習者一人ひとりが、正
しい知識を学修しそれを伝えていく方法の検討を行う事が急務ではないかと考
えます。

精神看護学は精神看護の実践の基礎となる、こころの仕組みと働きや、ここ
ろの発達とこころの健康について学習すると共に、精神保健福祉に関する歴史
と法的制度についても学びを深めます。また、こころの問題は病気と深い関係
にあるだけではなく、健康な状態にある人にも起こる可能性があります。例え
ば、これまで社会的問題とされてきた自殺者の推移は減少傾向にあり、1998
年～ 14 年間連続して 3 万人を下らなかったものの、2018 年は 723 人少ない 2
万 598 人、というデータが公開されています。これは国の施策『自殺対策基本
法』の改訂と全国の自治体の取り組みの成果であると評価されています。しか
し、厚生労働省は児童生徒の自殺は『いじめ自殺』によって、上昇傾向にある
と報告しています。

また、国は 2019 年 4 月より、34 万人の外国人労働者の受け入れを決定しま
した。異文化の中で働く外国人労働者の精神的支援も看護に求められていま
す。

私たちは、こうした社会の動向を注視しながら、人々の精神的健康を保持し
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増進するための基本的な知識や、精神的健康問題への対処方法を学修する必要
があります。

今回の改訂にあたり、これらの学習のために役立つことのみならず、臨地実
習や国家試験への対応を考慮しつつ要点を整理した内容に致しました。

著者の配慮が学習者に役立ち広く活用されることを願っています。

最後に、改訂のご助言を賜り細部にわたりご助言頂きました、大学教育出版
の佐藤守様に心からお礼を申し上げます。

2019 年 3 月
東中須恵子　
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現代はこころの時代といわれるようになり、人間の精神のあり方や支援の方
法が盛んに論議されるようになりました。これまで人々の生活環境は目まぐる
しく発展し、生産性や立身出世など形として見える幸福を求めていました。そ
の努力の結果、人々の夢や願望は成就しましたが、考えてもみなかった大きな
問題や課題を抱えることになってしまいました。そのことに気がついた今あら
ためて、人間の幸せとは何かを追究する必要性に迫られています。

物欲が満たされた人々の生活に対する考え方は、健康志向であったり、精神
性の満足を求めているように感じられます。個人が自分に合った意味のある生
き方を重要視する時代に入ったと考えることができます。つまり、人々の満足
する生き方とは、健康で文化的な生き方、それを支える生活環境のあり方を追
求し続けることと考えられます。そうして、自分の価値観を成熟させ生き方を
決定しているのです。

もちろん、人間の行動や精神の働きは、生きていく過程で経験する出来事に
深く関わりを持っています。これまでに学習してきた文化や歴史、生育史や社
会環境の影響を多く受けており、周囲との人間関係や発達課題などからくる生
活のしづらさなども影響していると考えられます。

精神看護学は、精神の健康とそれに関わるさまざまな問題、その援助を広く
学習する学問領域です。前述した状況を踏まえ、人々の精神の健康や生き方、
その成長を支える地域や社会のあり方、人々へのより良い支援を追究していま
す。

しかし、精神は物体がなく、それ故に「精神の健康とは何か」と尋ねられて
即座に回答することはできません。また、精神の病気には、脳の器質的な障害
が原因とされる病気とは別に、病気と診断されにくい状態も含まれており、身
体の病気に比べてわかりにくい側面を持っています。

現在の精神を取り扱う学問領域では、人の行動を高次脳機能だけでは解明す
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ることは不可能です。精神の健康に関する問題は、病気と関係の深いものや、
健康な人にも起こりうる可能性を持つものまで幅広く発生していることから、
人間の精神に関わる看護は、大きく変化しており、その対象者が拡大されてい
ると推測されます。そのため、精神に障害がある人だけではなく、人の精神の
健康保持、増進、疾病の予防を中心に、精神保健看護の看護実践が求められて
います。

このたび、人々の精神看護をヘルスサイエンスの視点から解説し、看護学
生が自分の体験を振り返りながら学習できるテキストを上梓する機会を得まし
た。本書では、看護学生が総合的に精神看護の基礎学習ができるための情報が
網羅されています。

現代社会の変化に伴うさまざまな問題や制度の動向、生活するさまざまな環
境における人々の精神健康をどのように援助していけばよいか、学びを深めて
いけるものと確信しております。

2015 年 6 月吉日　
東中須　恵子　
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精神看護学は、人のこころに関する看護を対象とする学問である。広
義にはすべての人々のこころの健康の保持と増進に関わる精神看護であ
り、メンタルヘルスの知識や支援技術が必要とされる。狭義には、精神
疾患を持つ人々に対する精神科看護であり、これまで精神科医療で行わ
れてきた精神科看護である。近年、疾病構造の変化やそれに伴う人々の
精神医療に対するニーズによって、さらに精神保健看護の理論や支援技
術が必要とされている。WHO 健康の憲章によると「精神保健とは、生物
学的、医学的、教育的及び社会的な側面から、よりよい人間関係をつく
ることにある」と定義されている。しかし、精神は実体がないため容易
にとらえることができず、看護の実践は困難である。この不確かなここ
ろをどのように理解すればよいのか、様々な視点から探り精神看護学の
機能と役割を理解する。

　　キーワード；精神保健看護　精神看護　精神科看護　こころとは何か　

1．精神看護学とは

伝統的な家族構造の変化、高度テクノロジー化、物質的な豊かさなど我が国
における社会構造の変化は、人々の生活や人間関係に大きな影響を及ぼした。
また、職場でのうつ病や高齢化に伴う認知症の患者数も増加し、1990 年以来
14 年間連続して自殺者は 3 万人を下らなかった。政府は自殺対策として「自
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殺予防総合対策サイト」を開設して自殺を考えるほどに悩んでいる人、自殺し
そうな家族を持つ人からの相談を受け付けており、「いのちの電話」は本人は
もちろん家族が気軽にこころの問題を相談できる窓口として各地域に開設され
ている。その結果、�018 年は � 万 598 人というデータが公表されている。

こうした時代背景を受け �011（平成 �3）年、厚生労働省は地域医療の基本
方針となる医療計画に盛り込むべき疾病に精神疾患を加えた。精神疾患を、が
ん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病とともに「5 大疾病」にしたのである。職
場でのうつ病や高齢化に伴う認知症の患者数が増加し、国民に広く関わる疾患
として重点的な対策が必要と判断したことがその理由である。こころの問題は
我が国における最大の健康問題に発展している。人々は家庭の問題、健康問題、
経済・生活問題、勤務問題、男女問題、学校問題など様々な問題に直面してい
る。

一方、現代社会における人々のニーズは、こころの健康問題の解決のため、
専門家にこころのケアを求め、まさに、こころのケアの時代といわれている。
しかし、人のこころはその実態が明らかでないことから容易にとらえにくく、
生活環境や身体的な不調と深い関係をもっているなどからその対応は難しい。
また、看護する人もときには自分のこころでさえわからなくなるなど、自分を
見失うこともあるなかで個別的なニーズに対応することが求められることもあ
る。こころの健康問題に対応する看護職は専門家として、継続的に心理学や社
会学を含む諸基礎的学問を積み重ねることが求められる。

看護学は「新生児から高齢者まで人間の発達段階にある全ての人々の健康問
題の理解と健康問題によって発生する生活上の問題に関する支援、併せて健康
の保持と増進について研究する学問」である。看護、nursing  science は、看
護科学と称され自然科学の一分野であるが、「看護学はサイエンスとアートが
結びついているという考え方から、人間科学の一分野である」と提言する研究
者もいる。

高度専門職者である看護師は、人々の身体的健康、精神的健康、社会的健康
を保持し増進することが職務である。看護学の対象は広く人が誕生してから天
寿を全うするまでのライフステージというテーマごとに沿って 7 つに大別され
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ているが、看護学の学際化が進んでおり今後さらに細分化が予測される。
精神看護学は、1951 年（昭和 �6 年）保健婦助産婦看護婦養成所指定規則

で、教育科目「精神病学及び看護法」実施時間 �5 時間で規定された。しかし、
1967 年（昭和 4� 年）の規則改正によってこの科目は成人看護学の一部という
位置づけとなった。その後、1988 年（平成元年）の改正により、専門基礎科
目に性の問題が含まれた精神保健が登場した。この時、精神障碍者の看護は
各々の教育機関の任意とされ、学校によっては精神障碍者の看護はカリキュラ
ムから消去されたところもある。この間、1953 年から 1986 年には国公立大学
4 校、私立大学 3 校で看護教育が開始されたが、一般的にマイナーだった精神
看護学は専任の看護教員によって教育が行われるようになった。そして 1997
年（平成 9 年）の看護教育カリキュラム改正によって、看護教育の重要な柱の
一つになり、看護教育でそれまで成人看護学の領域で行われていた精神障碍者
の看護は、これを機に人々の精神的健康への支援と研究が専門的に任され精神
看護学と呼ばれるようになった。その背景には前述したような社会現象の変化
に伴う人々の精神的な負担への対応が目的である。

すなわち、精神障碍者の看護のほかに一般の人々のなかに、こころのケアを
求める人々が増加したということであり、必要性が論じられたのである。

精神看護学は、広義の精神看護と狭義の精神科看護から構成された精神保
健看護である。明確に区分されておらず、また使い方を厳密に意識化している
ものでもないが、精神看護は人のこころのしくみと働きを理解し、各ライフス
テージにある人々のこころの発達と地域など人々の所属する組織とを関連さ
せ、こころの健康について学び研究する、いわゆるメンタルヘルスから精神障
碍者までを含んだ看護である。一方、精神科看護は精神的な健康問題を抱えて
いる人々のこころの健康を取り戻し、健康問題によっておこっているセルフケ
アの獲得に向けて支援し研究する、すなわち、これまで精神科医療で行われて
きた精神科看護である。

精神看護学の実践は、広い意味では人間が存在するさまざまな場所というこ
とであるが、狭い意味においては医療施設を中心とした看護ということができ
る。
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（１） 精神看護の機能と役割

　精神看護学における看護師の役割と機能は以下（図 1–1）のとおりである。

１） 機　能

①　対人的援助
人が他の動物と比べて異なる能力は、心理的・社会的な動機によって行

動できることである。人を含む動物の各臓器は外界に適応し、生きていく
ために機能している。外界に適応し機能することで、自分らしく生きるこ
とを目的としたいわゆる自己実現のために生きることが可能である。現時
点においては、そうした目的のために中心になって活躍する臓器が脳であ
ると考えられている。詳細なメカニズムは明らかにされていないが、特に
脳は外界からの刺激を知覚・認知するとき、外界からの刺激を注意して受
け止め、また、入手した刺激を価値判断し行動へ発展している。この時に
受けた刺激が喜びや恐れなどの感情に繋がり次の行動への要因となる。快
の感情は行動を方向づけることができるが、不快な感情は行動を妨げるこ
とに発展する。精神看護学の対象者の特性の一つは、こうした自我機能や
精神機能の障害があり、現実世界での人との関係づくりやコミュニケーショ
ンがうまくできない場合があることである。特に、精神的に不健康な場合
には、十分な対人関係やコミュニケーションの機能を保つことができない。
援助においては対象者の自我を補助する関わりや相手の世界に巻き込まれ
ないような関わりが必要とされる。また、対人関係を苦手とするため社会
や状況に不適応を起こす者に対しては、モデルを示して対人関係能力の成
熟を促すことが援助となる。� つ目の特性は、対人関係やコミュニケーショ

機能……対人的援助、日常生活の援助、状態や治療効果の把握
精神看護

役割……治療チーム、地域精神保健福祉活動

その他……治療的環境の提供

図 1–1　精神看護の機能と役割
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ン障害による、基本的生活技術や生活習慣の習得が不十分となり、日常生活
面での問題が発生する可能性がある。3 つ目の特性として、極端に自己評価
が高いか低いことである。こころが病むと精神症状のほかに、人のモチベー
ション向上の法則を示したマズロー基本的欲求の階層モデルで示されてい
る、安全の欲求や社会的欲求、自我の欲求や自己実現の欲求などに影響を
及ぼすことになる。

こうした対象者の特性を総合的に考えると、こころを病んでいる人たち
は安心を求めているという心理的特性・社会的特性がある。援助にあたっ
ては、安心を贈り続けることが重要で、そのためには人間関係が大きな要
素となる。必要な関わりを根気強く継続していかなければならない。

　②　日常生活の援助
こころが病むと、日常生活に影響を及ぼす。食事の摂取や睡眠、排泄、

清潔など一度獲得していた日常生活技能が一時的に失われている者には、補
完的な援助が行われる。また、潜在的な問題によって生活習慣が身につい
ていない場合には訓練的な関わりが必要である。いずれにしても、対象者
の能力の回復にそった援助を行う。

　③　状態や治療効果の把握
看護の機能としては、対象者の状態の把握が求められる。対象者の精神

科病院への入院はより細やかな状態観察ができ、アセスメントすることで
個人の問題が明らかになり、より細やかな看護に繋げることが可能となる。
しかし、入院することによる生活環境や治療環境の変化に適応できないこ
とから、ストレスが発生し治療効果を妨げることも多い。看護師の役割とし
ては、治療効果を妨げない、治療効果を高める環境づくりはもちろん、行わ
れる治療の効果やそれに伴う副作用に最大の関心を向け、必要な援助とし
てそれらに対処することが求められている。これは、病棟構造や付帯施設、
治療プログラムの充実などがあげられるが、こうした視点や看護援助は精
神科病院への入院患者のみではなく、外来や訪問看護場面においても同様
である。
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２） 役　割

　①　治療チームとしての役割　
医師・歯科医師以外の医療分野を指して、看護師、薬剤師、臨床技師、

作業療法士、理学療法士、臨床心理士、栄養士などを含む職種をコ・メディ
カル（Co・medical）または、Paramedic 分野と呼び、協働して医療に当
たる。対象者にそれぞれの能力を充分発揮することが求められる。

治療チームでの看護師は、日常業務のなかで対象者の状態を観察し把握
したものを、医療チームに伝えていくことの役割がある。また、こころを
病んだ人がストレスや精神的問題に対応していくことができるよう、精神
看護学領域だけではなく、ほかの看護領域とも協力し合い対応していくこ
とが大切であり、特にリエゾン精神看護師の活動への期待は大きい。

　②　地域精神保健福祉活動
かつて、精神障碍者は変わり者、何をするかわからない危険な人として

見られていた。現在、精神医療は地域医療へと移行されており精神医療は
大きな展開期を迎えている。

これはこころを病む人や精神障碍者を一人の人間として理解し、尊重し
て関わっていこうとする現代社会の風潮の現れである。これまで、精神衛生
法から精神保健法へ、精神保健法から精神保健福祉法への法律改正が精神
障碍者の処遇に大きく影響していると考えられる。こころを病んだ人が気
軽に相談を受けられるよう法律の改正が行われ、また、精神障碍者社会復
帰施設や、精神障碍者地域生活援助事業などが徐々に増加していることは、
精神障碍者が地域で自分らしく生活するための基盤づくりが進んできてい
ると考えることができる。

また、訪問看護を行う精神科病院が増えており、保健所や地域の精神保
健センターで、こころの問題を持った人や精神障碍者に対する支援も行う
ようになっている。そうしたなか、地域と医療の連携が重要な課題となっ
ている。
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３） その他　

　①　治療環境の提供
患者の安全を守るための役割と機能があり、特に、精神科医療において

は最優先事項である。まず、患者が安心して治療に専念できる環境を提供
することである。特に、転倒や転落、誤薬などは常に存在するリスクとして
挙げられるが、対象者がストレスなどによって治療効果を妨げない、治療効
果を高める環境作りが求められる。例えば、病棟の構造や付帯設備などハー
ド面での環境整備、医療チームや治療プログラムの充実などソフト面での
環境整備などがあげられる。

ここでは、治療環境が入院患者の実社会を営むうえでのモデルとして機
能する場合があることを知っておくことは重要である。患者同士、患者 ─
看護師関係、医療関係者の関係など、対人関係場面の設定と援助、日常生
活場面の設定と援助が行いやすい環境づくりが求められる。

2．こころとは何か

　こころとは、一般的に精神（スピリット sprit）、考え（マインド mind）、
感情（ハート heat）などの総体で、人間の意志の決定や行動を決定する中心
にあるものと考えられている。人間は喜びや怒りや悲しみや楽しさを受け止
めることが出来、喜怒哀楽として表現するが人々はそれを「こころの表現」と
呼ぶ。こうした人間の喜怒哀楽の表現は環境によって変化し、それはこころに
よって抑制されたり行動が方向づけられたりすると考えられている。
　それに反し「ロボット」は人間と同じ行動が出来るようつくられているが、
人間と同じような表現ができるだろうか。それは否である。ロボットは人間
の、特に工場などで物の生産や特に医療現場においては、行動観察など人間の
補助的役割を担っており、時代とともにロボットの活躍と役割は期待されてい
る。しかし、どんなに精密に設計されても人間の持つこころを表現することは
できない。ロボットは人間とこころを通わせることはできない。
　一方、人間のぺットである「猫」や「犬」、家畜の「馬」や「牛」や「豚」
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は何を考えているのだろうか。ペット（pet）は愛玩を目的として飼育される
動物で、伴侶動物とも呼ばれる。内閣府の国民生活白書によると（�016 年）、
家庭で飼育されている犬は約 9,878 千頭、猫は約 9,847 千頭である。家族の一
員であると認識しつつ、飼い主は孤独の解消やこころの癒しを求めているとい
う。また、世話をすることによって子どもの健全なこころを育てることも明ら
かにされている。しかし、国民生活センターの情報によると、人もペットも高
齢化が顕著になりペットの譲渡を希望している飼い主が増加しているという。

筆者は高速道路や一般道路で、家畜を乗せたトラックと並行して走行するこ
とがある。運ばれている家畜は一点を凝視し、声を出すこともなく（あるいは
発しているかもしれないが…）乗せられたまま目的地へと向かっている。ある
牧場主から興味深い話を聞いた。「セリ市に連れていく当日涙を流す家畜がい
る」というものである。飼育者と家畜との間にこころが通い合っていたという
ことであろうか。生まれた土地で、慈愛を持って育ててくれた人と生涯を終え
たいと願っているのではないだろうか。

また、岩手県の遠野市に古くから語り継がれている民話がある。飼い主の娘
と馬が夫婦となった「オシラサマ」である。東北の民間信仰として知られるよ
うになった「オシラサマ」は、貧しい百姓の娘と馬が愛し合い夫婦になった。
そのことを知った父親が桑の木に馬をつり下げて殺すと、娘がそれにすがって
泣くので、父が怒って馬の首を切り落とすと、娘はその首に乗って昇天してし
まったという話である 1）。語り部によって語り継がれているが、結末は、神像
の作製と庭の臼の中に白い虫がわいていたという。いわゆるオシラサマは養蚕
の神、眼の神、女の病を祈る神、子どもの神として信仰されていくのである。
話の内容から少女と馬は会話はないがこころを通い合わせたと考えることがで
きる。

また一時期、植物に話しかけると植物の成長が促進されると報道され話題に
なったことがある。水をやりながら「のどが渇いたね、たっぷり飲んでね」「可
愛いね、きれいだね」など声をかけるとさらに美しく花開くというものである。
ジャン＝マリー・ペルトはその著書『植物たちの秘密の言葉』で「植物は植物
に固有な感受性を持っており、人間とコミュニケーションする可能性を持って
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いる」と述べている。
私たちがこころを通い合わせるとは、すなわちコミュニケーションができる

ということであろう。精密な機械であるロボットと対照にペットや家畜は目つ
きやしぐさでこころを表出し、人間はことばを使いこころを通い合わせる。そ
の時、言葉の受け手のことを考えて言葉を発することができるが、そこには環
境に適応できる人間の関わり方の特徴と、柔軟的で多様性を持った型にはまら
ない関わり方ができる人間の素晴らしい能力が発揮される。こころはこうした
能力を表出できる源であると考えられている。こころはつかみどころのない不
確かなものではあるが、人のこころを深く理解するためには、こころとはどの
ようなものかを知る必要がある。

しかし、現在こころは、さまざまに推測されながら不確かな概念の粋組みの
なかでとらえられている。

（１） こころは交流するために判断をする仕組みである

ここでは石田勝正の論じる「心とは何か？」の考え方を見てみよう。
石田は、こころの構造は遺伝子としての記録である本能と、思い出そうとし

ても思い出せない潜在記録、思い出そうとすると思いだすことができる表在記
録の三層構造に並んでおり、こころの発達は、本能、潜在記録、表在記録の順
に行われると説明している。また、こころの中身は無数の判断基準から成って
おり、自分の体験と本能をもとにして自作されると説いている。

そして、「心とは交流するために判断をする仕組みである」と結論付けてい
る。この交流とは、自分以外の外部の人や物のことを指し、第一に動物や植
物、山や海、太陽や星、音や光、香りなどとの交流であるといっている。一方、
自己の内部との交流とは、考える、思い出す、悲しむ、喜ぶなどの活動をあ
げている。「人間一人ひとり交流するために判断するのがこころの仕事であり、
その判断をどのようにするのかの判断は、本能と体験して学習したことが判断
基準となる」と説いている。
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（２） 「情」とは何か、「こころ」とは何か

作家の五木寛之は著書で「特に日本人の持つ情はこころと深い関係がある」
と論じている。以下に彼の論述を紹介する。

�1 世紀には、経済のシステムや科学の先端技術よりもっと大きな精神文化とし
て、シンクレティズム　syncretism（違った背景をもち、互いに異質の宗教や哲学
的・神学的立場を妥協させようとする行為またその結果をいう。混

こんこう

淆主義。）とアニ
ミズム animism（生物・無機物を問わないすべてのものの中に霊魂、もしくは霊が
宿っているという考え方。精霊信仰。）の新たな出番があることだろう。それによっ
て、日本は、世界に対して寄与することができるのではないかと考える。また、「隠
れ念仏」や「隠し念仏」のように、かつての日本人がひとつの信仰の共同体をきづい
ていたことも知った。そこには、個人と個人を結びつけている強い絆があった。しか
し、一方では、そうしたものが次第に失われつつあるのも現実である。今日本人をつ
なぐ絆はいったいどこにあるのだろうか。

何度もくり返していうように、やはり、それは『情』というものだと思う。万葉集
の中ではときに『情』という字が『こころ』という言葉に当てて使われている。『情』
は『こころ』を意味している。しかし、『情』は戦後に否定された最大のものでもあ
る。日本人は、じめじめした古くさい人間関係を排除して、合理的で効果的な渇いた
社会をつくろうと努力をしつづけてきたのだった。

年間 3 万人以上もの自殺者がでるという日本の現状は、こころの乾きそのものだ
ろう。凶悪犯罪が増えるのも、自殺者の増加と同じ理由にほかならない。つまり、人
間の命が軽くなってしまったのだ。こころが水分を失って乾ききってしまったのであ
る。最近、NPO 団体がアフガニスタンに井戸を掘りにいっているが、乾いているの
はアフガニスタンの荒野だけではあるまい。私たち日本人のこころにこそ、井戸を掘
らなければいけないと思う。

『日本人のこころ 6』�）五木寛之著　講談社　�00� 

●仲間と考えてみよう
作者の言う日本人の情はこころと関連があるのだろうか。また、自殺者

の増加は日本人の「情」の希薄さによって失われたこころの乾きと関連があ
るのだろうか。
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3．こころの発達を学ぶ

近代になって、子どもは大人を小さくしたものではないといわれるように
なった。人は心身の成長過程で量的に大きくなるだけではなく質的にも成長を
遂げている。人はそれぞれ生育環境なり、資質の違いもある一方で共通する一
面も持っている。こころの発達を学ぶ目的は、こころの生い立ちを見ること、
標準的な発達の知識を学修すること、援助者としての自分自身のこころの生い
立ちをよく認識したうえで援助される人と向き合うことである。

（１） こころの発達の原則

子どもは生育環境や生まれつきの資質が異なるため多様な発達を示すもの
である。しかし、その反面かなり共通した側面も認められ、一般的に発達の原
則と呼ばれている。

以下にあげる原則は子どものこころを理解するうえで重要だといわれてい
るものである。

①　発達には順序がある。
一人ひとりの発達は早い・遅いなど差が見られるが、単純から統合へと

一定の順序性が認められる。例えば、言語の発達や歩行・移動において認
められる。
②　発達は連続的で斬新的である。

時期によって発達の速度が緩やかであったり急であったりと変化がみら
れる。例えば、身長が急激に伸びる時期があったり骨格ががっちりと成熟す
るなど、波動のような変化がみられるが発達は常に継続的な過程である。
③　発達には一定の方向と型がある。

身体の発達を見ても明らかなように、頭部から四肢などの抹消へ、身体
の中心から抹消部へと充実していく。このように発達は一定の方向とパター
ンが認められる。
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④　発達には個人差がある。
すべてのこどもが同じ速度で発達していくのではなく個人差がある。個

人差に影響を与える要因は遺伝的な素質や生育環境であるといわれている。
個人差は成人に達するまで認められるが、発達が早い遅いで優越を決めるべ
きではない。
⑤　発達には男女の差がある。

生物学的な性差による発達の相違が認められる。身長や体重では、男子
より女子の発達が著しいが、筋力においては男子が勝る。
⑥　発達に影響する要因に遺伝的素質と学習体験がある。

発達は個人の持つ素質と環境が関連し合って起こる。援助者は個として
素質の理解とともに養育環境との両方への理解が必要である。
　　　　

（２） 日本人の道徳とこころの発達

人のこころはどのようにして発生したのかを考えるとき環境に影響を受け
ているということがいえる。乳児から幼児期にかけての子どもは、養育者であ
る母親と信頼関係を結ぶことによって、発達を継続することができるのであ
り、大人がどのように関わるかによってその発達は異なる。また、育てられる
周囲の生活環境は子どものこころに大きく影響を与える。

新渡戸稲造は、日本人の考え方や習慣を『武士道』に著した。武士道に見る
日本人の国民的性格とは、ものを言わずに耐え悲しみや苦しみを控えることで
あり他者の喜びや静隠を損なってはいけない、こうした文化を基盤に日本人と
してのこころは形成されると説いている。
『武士道』は、明治 3�（1899）年にアメリカ・フィラデルフィアの書店から

出版された『BUSHIDO The Soul of japan』が原題である。英語で書かれた
が数年のちに、ドイツ語、ポーランド語、フランス語、ノルウェー語、ハンガ
リー語、イタリア語、ロシア語に翻訳され海外で注目を集めた。当時の日本は
日清戦争に勝利して世界中が日本人に注目していた時期であり、『武士道』は
意識と行動を知ることすなわち、日本人のこころを知る近道であると考えられ
たことが推測される。我が国では明治 33 年に英語で出版され、それから 9 年
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後の明治 41 年に翻訳された『武士道』の出版が最初である。
本書は、戦下時における国民の覚悟というようなニュアンスで受け取られ、

日本に実在した「武士」という身分に属する者たちの規範や倫理について述べ
たものであるというとらえ方をされているが、「実は『日本（人）の魂』（The 
Soul of Japan）という副題から推測されるように、日本人の拠って立つ道徳
意識や思考方法というものを、つまりは日本の文化というものを、さまざまな
事例をあげながら明らかにしたもの」1）といわれている。

新渡戸が『武士道』の執筆を思い立った動機は、ドイツに留学した当時ベル
キーの経済学者で法律学者のド・ラブレー教授の一言であった。その時のラブ
レー教授とのやりとりを以下のように記述している。

「日本の学校では宗教教育がない、ということですか」と尋ねられ、彼はさらに「宗
教がない、道徳教育はどうやって授けられるのですか」と繰り返した。

キリスト教文化圏に生きるド・ラブレー教授にとっては当然の問いである
が、新渡戸にとって驚異であり即答に困ったのである。日本に生きてきた新渡
戸にとって考えたこともない問題であったが、自分が少年時代に学んだ道徳
上の戒めは学校で教わったものではない。何から学んだのだろうかと長い間自
問自答したのである。そして、正邪善悪の観念を吹き込んだ要素を分析してみ
て、それが「武士道」であったと気が付いた。

つまり、この正邪善悪の観念を「こころの生い立ちの初期」と解釈するこ
とができるのである。新渡戸が考える「武士道」とはどのようなものであろう
か。語句の意味で言えば、戦う騎士の道、すなわち戦士が日常生活上守るべき
道を意味するのである。言い換えると「戦士の掟」つまり、戦士階級における

「ノブレス・オブリージェ　noblesse oblige（高貴な身分に伴う義務）」のこ
とである。武士が高貴な身分であるということは、武家政権に始まった鎌倉幕
府の中世封建制の時代に「御恩と奉公」の主従関係が成立し、その頂点に将軍
が存在したことにある。その原点になったのが、仏教、神道、儒教の 3 つであ
ると新渡戸は論じている。

「仏教は、運命に対する穏やかな信頼や避けられない事柄を心静かに受け入
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れ、危険や災難を目にしてもストイックに落ち着き、生に執着せず死に親しむ
こころを持つ」「神道は、主君に対する忠、祖先への崇拝、親への孝、これに
よってサムライの傲

ごう

岸
がん

不
ふ

遜
そん

な性格に謙譲の精神が生まれた」「儒教は、倫理的
な孔子の教えが、為政者として役割を武士に与え合理的な思考方法をとる思想
を生みだした」。3）（引用；山本博文）
『武士道』は日本人の行動原理が示され倫理観が強調されている。正しさ、

強さ、優しさ、正直さ、他人に対する思いやりなどについて論じるなかで、日
本人の持っている道徳心をどのように育てるのかを示している。当然、新渡戸
の著書に限ってではないが、日本人のこころは日本の文化のもとで日本人の手
によって育まれてきたことで、日本人としてのアイデンティティが確立されて
きたといえる。

4．日本文学にみるこころ

夏目漱石『こころ』
《あらすじ》
登場人物は、「私」「先生」「奥さん」「Ｋ」である。
私は、夏休みに海へ避暑に来ていた。そこで偶然、働かずに親の遺産で食べ

ている高
こうとう

等遊
ゆうみん

民である先生と知り合う。先生は私と同じ東京帝国大学文科大
学（文学部）の卒業生であった。ある日私は先生のお宅にお邪魔すると、先生
は親友 K のお墓参りに行っていた。先生の過去を知りたい私に先生は、「私の
過去をなぜ暴きたいのですか」という。

奥さんにさえ知らされていない先生の秘密を、田舎に届いた分厚い手紙に
よって知らされる。それは先生の遺書であった。先生は親友と一人の女性をめ
ぐって争ったあげく、その争いに敗れた親友の K は自殺してしまう。奥さん
はその時の女性で、先生と K の下宿（部屋を借りて住むこと）していた先の
娘さんであった。Ｋが娘さん（現先生の奥さん）に好意を持っていることを打
ち明けられたとき、先生は娘さんの母親に「娘さんを私に下さい」と話して結
婚の約束を交わした。しかし、先生はＫにそのことを話さず、Ｋに話したのは
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娘さんの母親であった。その晩、Ｋは自殺した。当時好きでもなかった奥さん
を K に対抗して取り合って、K よりも先に奥さんに打ち明けて恋人にした自
分を利己主義者であり、これから明治という時代が終わるのと同時に自殺する
と書いていた。

●仲間と考えてみよう
なぜ「こころ」というテーマにしたのだろうか。時代背景や作者の心情

を、考えてみよう。
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精神の健康をとらえるには、前提として“精神とは何か”や、“健康と
は何か”を理解しておかなければならない。また、「精神」と「身体」の
関係を把握しておくことも大切である。そのうえで、「精神の健康」とは
どのような状態なのか、どのような過程を経て精神は成熟していくのか
を見ていく。

　　キーワード；心身一元論、心身二元論、平均概念、価値概念、適応概念

1．「精神」って何だろう？

（１） 「精神」を表す言葉

英語圏で「精神」を表す言葉というと Mind、Mental、Heart、Spirit、
Soul などが挙がる（表 2–1）。これらの言葉は、日本においてもたいして珍し
い言葉ではないように思う。このように英語圏の人は、ニュアンスや意味合い

表 2–1　英語圏において「精神」を表す言葉と意味

Mind 心、精神、思考、意志
Mental 心の、精神の、精神衛生
Heart 心臓、心、気持ち
Spirit 精神、心、霊魂　　→ Spiritual
Soul 魂、精神、心

（グランドコンサイス英和辞典、2015）

第 2 章

精神の健康のとらえ方
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が異なる“精神”を区別して表現し、使っているということが想像できる。
日本においてはどうだろうか。「精神」を辞書でひいてみると、「人間の心、

心の働き」と説明されているほか、「物事に対する心の持ち方、気構え」「（物
質・肉体に対して）心・意識・霊魂」といった意味もある（大辞泉第 3 版、
2015）。心、気構え、意識、霊魂とニュアンスによる違いは日本でもみられる
が、日常でよく使われるのは「心」という言葉であろう。「心」を辞書でひい
てみると膨大な説明文が見つかる。簡単にまとめると、「心は人間の体の中に
あって、広く精神活動をつかさどるもとになると考えられるもの」となる。つ
まり、精神活動をつかさどるものの 1 つが「心」であるといえる。「精神」は

「心」と表現されることも多く、精神と心を同じ意味として扱われることも少
なくない。

（２） 精神はどこにある？

「こころは Heart にある！」とかっこよく言
いたいところだが、残念ながら精神の活動や現
象は、脳の活動によって行われることが明らか
にされている（図 2–2）。精神活動の中心とな
るのは大脳皮質と大脳辺縁系である。したがっ
て、精神は大脳皮質と大脳辺縁系にある、とい
うことになるのであろうか。

しかし、多くの人は、嬉しい時には胸がド
キドキし、悲しいときや苦しいときには胸が
ギュっとなったことがあるのではないだろう
か。そんな体験をした人は、こころが脳にある
と言われても、「こころは Heart（心臓）にあ
る！」と思ってしまうのである。

 

ここ？

ここかも？

それとも、
身体の中心に
ある？

まさか足裏のつぼに
こころが？？

図 2–1　こころって、どこに
ある？
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（３） 「精神」と「身体」の関係

上述したように精神活動を行っているのは脳だとすると、脳は身体の一部で
あるので、精神も身体の一部ということになる。この「精神」と「身体」の関
係については、宗教や哲学において紀元前から議論されてきた。いわゆる“心
身問題 Mind–body problem”と呼ばれる。

・「精神」と「身体」は従属関係 〈心身一元論〉

精神を中心に考える 「唯心論」

身体を中心に考える 「唯物論」
・「精神」と「身体」は並行的に働く 〈心身二元論〉

図 2–3　心身一元論・心身二元論の概要

帯状回 視床
視床下部

海馬傍回海馬扁桃体

乳頭体

側脳室 中心溝 大脳皮質
白質
（神経線縫）

外側溝

大脳基底核海馬

前頭葉

中心溝
頭頂葉
頭頂後頭葉

後頭葉側頭葉外側葉

図 2–2　精神活動の中心となる部位の構造と役割
Akira Magazine「大脳皮質」「大脳辺縁系」（2015.2.2. 検索）
http://www.akira3132.info/cerebral_cortex.html
http://www.akira3132.info/limbic_system.html  　

大脳皮質

知覚、随意運動、思考、推理、記憶など、高度な精神活動を担当

　　　

大脳辺縁系

情動の表出、食欲・性欲・睡眠欲・意欲などの本能、喜怒哀楽、情
緒、神秘的な感覚、睡眠や夢などをつかさどる。記憶や自律神経
活動にも関与する。
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