
RIGHT:

URL:

CITATION:

AUTHOR(S):

ISSUE DATE:

TITLE:

裏切られる体験についての心理臨
床学的考察

木村, 大樹

木村, 大樹. 裏切られる体験についての心理臨床学的考察. 京都大学大学
院教育学研究科紀要 2017, 63: 55-66

2017-03-30

http://hdl.handle.net/2433/219257



1 
 

裏切られる体験についての心理臨床学的考察 

 
木村 大樹 

 
 
 
 
 
1. 問題 
「裏切られた」という体験は，心理療法においてクライエントからよく語られる。また，クライエ

ントはしばしばセラピストに裏切られる。では，そもそもこの「裏切られる」という体験は，どの

ような体験なのであろうか。そして，どのような心理学的布置によって起こるのであろうか。「裏切

られた」と訴えるクライエントを理解するためにも，そのようなクライエントとの心理療法の道筋

を理解するためにも，裏切られる体験について心理臨床学的に理解しておくことは重要であろう。

これまでのところ，裏切られる体験に関する文献は散見される程度で（笹山・久保, 1994; 春日, 2008; 
Rachman, 2010; Thomas, 2011），「裏切られた」という体験がキーワードとなる事例報告もいくつ

か見られる。裏切りに関する唯一の調査研究である笹山・久保（1994）では，質問紙を用いて一般

の大学生を対象に裏切られる体験について調査しており，裏切られた際に生じる感情やその性差に

ついて明らかにしている。しかし，裏切られる体験の背景にある心理や心理療法における裏切られ

体験の取り扱いについて理解するためには，より深い心理的力動の仮説が求められるであろう。春

日（2008）は裏切られる体験について，その背景にある裏切られる側の無意識的利得という観点か

ら考察しており，臨床的に十分あり得る仮説ではあるが，利得だけでは説明できないケースが多い

ことも確かである。このように，「裏切られる」という体験がいかなるものかについて，心理臨床学

的に十分検討されてきたとは言えない。そこで本稿では，心理臨床，特に個人の心理療法における

裏切りについて心理臨床学的に考察することを目的とする。 
以下，第 2 節において，裏切られるという体験がいかなる体験であるのかについて語源から考察

し，現象に立ち返ることで定義づけをする。ついで第 3 節・第 4 節において，裏切られる体験の二

類型として「融合破綻型」と「ナイーヴ型」を提起し，それぞれのタイプの裏切られる体験がいか

なるものかについて考察する。さらに，第 5 節で新約聖書における「裏切り者のユダ」の物語と阿

闍世の物語を，裏切りの例として提示し，特に裏切られ体験の帰結という点から考察する。そのあ

と，第 6 節で個人心理療法における裏切りについて考察する。最終第 7 節で，本稿の意義と今後の

課題について述べる。 
 

2. 裏切られるとはいかなる体験か 
裏切りとは一般に，信頼や信義に背くことを言うが，もともと古語では「オモテ」は顔を，「ウラ」

は心を意味し，「裏切る」という語はこの「ウラ＝心」を切ることに由来する。土居（1985）によ

ると，この「オモテ」と「ウラ」という両面から考える意識は，内と外という人間関係の日本文化
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的区別に対応しており，「オモテとは外に出すもの，ウラとは外に出さずに内にしまっておくもの」

（p. 11）というニュアンスがあるという。したがって，もともと「羨む」は心を密かに病むこと，

「恨む」は相手の隠れた心を見ること，そして「裏切る」はしまっておいた心を切ることを意味す

ると言える。このように語源から考えると，裏切られる体験とは，内にしまっておいた心を切られ

ることであり，人間関係が親密であるからこそ起こりうるということがわかる。これに対して，日

本語の「裏切る」に最も近い英語は betray であろうが，betray は語源的には trade（取引）と関係

しており，契約を破るというニュアンスが強い。このように「裏切る」と「betray」では語源が全

く異なり，したがって語のニュアンスも異なっている。本稿では，日本文化との関係も踏まえなが

ら，日本語の「裏切り」のニュアンスを中心に考察していく。 
ここで，「裏切られた」というのは感情そのものではないことを確認しておく。裏切られた時に生

じる感情としては，笹山・久保（1994）が報告しているように，「憎悪と怒り」，「悲哀と不安」で

あるかもしれないし，それらの感情を乗り越えたうえでの赦しの感情が生じるかもしれない。しか

し，「裏切られた」という場合，「怒りと憎悪」「悲哀と不安」などといった感情とともに，一連の出

来事の流れを「意味づける」というニュアンスが含まれるはずである。あるいは，逆に「意味づけ

に見合うように体験を作り上げる」と表現できる場合もあるかもしれない。いずれにせよ，「裏切ら

れた」と感じる時には主観的な体験として「意味づける」作用が含まれることは確かであろう。し

たがって，「裏切られ感情」ではなく「裏切られ体験」として扱うのが妥当であると考えられる。付

け加えると，時には「裏切られた」という本人のファンタジーに見合う客観的現実が見当たらない

こともあり，究極的には「裏切られた」というのはファンタジーであるとも言える。その意味でも，

事実として実体化して扱うよりも，あくまで体験として扱うのが妥当であろう。 
以上を踏まえて，裏切られる体験をいま一度時系列に沿って詳しく記述してみると，原理的に次

のような二段階があるはずである。まず，第一段階として相手への信頼，理想化，同一視，思い込

みなど，相手をポジティブに感じる準備の時期がある。そして第二段階として，そのポジティブな

理解が実は間違っており，それだけでなく自分が傷つけられたり，搾取されたり，利用されたと被

害的に感じるような出来事に遭遇する。かくしてその人は「裏切られた」と体験することになる。

補足すると，第一段階において相手をポジティブに感じているはずなので，たとえば最初から敵だ

と思っている人から傷つけられても，ふつう裏切られたとは思わない。さらに，第二段階の出来事

が「思いもよらなかった」と思うためには，第一段階の理解はある程度一面的である必要があると

言えるだろう。したがって，初めから裏切られる可能性も考慮に入れていたけれども「やはり裏切

られた」というような言い方もしない。上記の前提を踏まえ，以下の第 3 節と第 4 節では，裏切ら

れ体験の要因となり得る二つの心理的背景を挙げ，その要因によって分けた裏切られ体験の二類型

をそれぞれ素描していく。 
 
3. 裏切られ体験の類型（１）融合破綻型 
裏切られる体験の心理的背景の一つとして，相手との融合的関係が挙げられる。第 2 節にて「裏

切り」の準備段階として，相手のポジティブで一面的な理解があると述べたが，その背景には相手

との一体化が生じていることも多い。なぜなら，「一面的な理解」とはふつう，相手を一人の独立し

た対象として捉えることと両立しえないからである。なお，相手と一体化している場合には，相手
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を理想化していることも多く，その場合にはいわゆる「スプリッティング」が同時に働いていると

理解できる場合も多いであろう。このような対象との一体感や融合という心理学的な現象は，いわ

ゆるナルシスティックなあり方やボーダーラインと呼ばれるあり方に密接に関連している。この一

体感については，たとえば Kohut（1971）の「自己対象」や「融合転移」という概念， それをボ

ーダーライン・パーソナリティにまで敷衍した Adler（1985）の「抱え慰める自己対象」，あるいは

川戸（1997）が端的に示した「融合的一体感」など，これまで学派は違えどさまざまに考察されて

きている。 
この融合的関係は必ず破綻する。したがって，このようなケースでは，裏切りは心理学的に周到

に準備されているとさえ言える。この融合的関係の破綻を，混乱の中で意味づけしたのが，「裏切ら

れ体験」の一つの典型ではないだろうか。そこで，本稿ではこの融合の破綻によって「裏切られた」

と体験するタイプの裏切られ体験を，融合破綻型の裏切られ体験と呼ぶことにする。ただし，実は

この融合破綻型の裏切られ体験とは，「幻滅」や「脱錯覚」として論じられてきたことと重なる。北

山（2012）は「『二人だけ』，あるいは『良いだけ』としていったん確立された幻想を幻滅させるも

の」として，幻滅 1「理想化されたものとは矛盾する対象のもうひとつの側面」と幻滅 2「内なる幻

想に反する外的現実」を挙げている 1。本稿で論じている融合破綻型の裏切られ体験は，この幻滅 1，
幻滅 2 に相当すると考えられる。北山（2012）のように，幻滅させるものを「対象のもう一つの側

面」と「外的現実」に分けて考えることも，臨床上有用かもしれない。いずれにせよ，クライエン

トとセラピストの二者関係，すなわち広い意味での「転移」を前提としている心理療法においては，

融合破綻型の裏切られ体験が心理療法過程で生じることは，それを「裏切り」と呼ぶかどうかに関

わらず，すでに織り込み済みなのである。したがって，以下に述べる融合破綻型裏切られ体験の例

も，すでにナルシシズムやボーダーラインとの関係で論じられてきたことのまとめである。 
ナルシスティックな人の融合破綻型裏切られ体験は，Kohut（1972）が「自己愛憤怒」と名付け

たように，怒りとして現れやすい。彼はこの「自己愛憤怒」を，脳機能障害の人が身近な物の名前

が出てこない時などに感じる破局的な怒りや，子どもがちょっとした怪我の時に体験する怒りと類

比している。つまり，思考機能や手足のように，自分の思い通りに動くはずのものが動かない時に

抱く怒りを，自己愛的な人は自己対象としての「人」に対しても感じるのだと説明している。この

時に，「裏切られた」と体験する場合も大いに考えられるだろう。 
一方，ボーダーラインでは，「見捨てられ」などと呼ばれているものが融合の破綻に相当するだろ

う。たとえば，小川（1998）が報告している境界例の事例でも，裏切られる体験がひとつのテーマ

になっていると読むことができる。その報告の中で，境界例と考えられる中学生女子の K が家庭教

師 O といっしょにミュージカルを観に行くエピソードが描かれている。そこで K は，もっと前の席

の人と座席を交換してもらう交渉をするように O に指示する。O は必死に交渉したにもかかわらず

断られ，そのことを K に報告すると「あっそう」と言われる。腹の立った O は休憩の合間に席を立

ち，戻ってきたところで K の怒りが爆発する。この怒りの源泉は，一般的には見捨てられによるも

のと解釈されるだろうが，「裏切られ体験」という時間的流れを含むテーマが潜行していると考える

と理解が深まる。「裏切られる」ということが K にとって生死にかかわる問題であることが，以下

の母親へ宛てた K の手記から読み取れる。 
「私は誰よりも信じようとしてきました。…でもそれは，見事に裏切られました。…ですから
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私は，これからどうなるか，あなたにはわかるはずです。死です。…私の一生は，最後にあな

たに裏切られた形で終わるのです。…でも最後，あなたは最後には地獄に落ちるのです。そし

て地獄の鏡で私にしてきた行いを見て，はじめてどれだけひどいことをしたか，罪深いかを知

るのです。神に祈っても無駄です。」（p. 120-121） 
この手記は，融合破綻型の裏切られ体験がいかなるものであるのか，そしてその裏切った相手に対

してどういった思いを抱くのかの一端を，生々しく描いている。 
融合破綻型の裏切られ体験は，ナルシスティックでもボーダーライン的でもないような人にも起

こりうる。たとえば，河合（2008）は，同一視や理想化が強まった蜜月の期間を過ごした二人の友

情は，裏切りという形で終わらざるを得ないと述べている。そして，ユングとフロイトの例を引き

合いに出し，「彼らは友情を裏切ることによって，それぞれの自立性を保ち得たのである」（p. 133）
と解説している。その上で，総じて友情が裏切りに終わることを回避するためには，互いの自立性

を認めることが必要であると説いている。河合は「あまりに強い合一を経験した二人のうちどちら

かの一人が，もう一度自立した二人の関係に戻ろうとするとき，その方法は裏切り以外にはないと

言っていいほどなのである。」（河合, 1993／p. 194）とも述べており，友情だけでなく，恋愛関係や

親子関係にも裏切りはあり得る。それはたとえば，夫が自立しようとして不倫に走ったり，子ども

の自立が親にとっては裏切りと受け取られるような場合である。これらの例では，個として自立す

るという未来への志向性が強調されている。 
最も危機的な融合の破綻は，自閉的レベルのパニックであろう。しかし，これはもはや「裏切ら

れた」とは意味づけられないのではないだろうか。自閉症者の自伝を読んでも，客観的に見て裏切

られているように見えるエピソードはあっても，著者自身が「裏切られた」とはっきり意味づけて

いるエピソードは見当たらない。単なる心理的危機として経験されるのではなく，「裏切られた」と

意味づけ，相手を憎んだり恨んだりするためには，おそらくある程度の対象恒常性やそれに基づく

信頼関係，体験を一連の流れとして認識する能力，といった前提条件が必要なのであろう。 
最後に，「甘え」との関わりについて考察する。融合的関係は，土居（1971）が「甘え」として

示したように，日本文化の中では広範に見られる。それだけでなく，土居（1971）が「被害者心理」

は「甘え」が邪魔されることによって生じるものであると考察しているとおり，「裏切られた」とし

て自らを被害者として位置付けることの背景にも，「甘え」がある可能性は十分に考えられる。この

点は「うらみ」と共通しているし（山野, 1989），実際裏切られた場合に「うらみ」を感じることも

多い。さらに，この「甘え」がどの程度自己愛的な「甘え」であるかが，どの程度融合的関係とな

るかに関係する。「甘え」とは本来，対象との分離性を否認し相手と一体化する側面と同時に，どこ

かで分離性を認めているという二重性があるのであるが，その二重性が成り立っていない時，「自己

愛的甘え」になる（稲垣, 2005）。換言すると，「甘え」とは，依存の事実を認めることと否認する

ことの間で止揚する動きの中で生じるものなのであるが，単なる「依存の否認」になっているとす

れば，それはナルシシズムである。ナルシシズムが融合的関係をいかに促進するかは，すでに知ら

れているところである。上記のボーダーラインの K のケースでも，甘えていることを素直に認めら

れないことによって，必然的に裏切られることへと自らを導いているようにも思える。このように，

融合破綻型の裏切られ体験は日本の「甘え」文化と関連が深く，その「甘え」が自己愛的である場

合には，裏切られ体験もより起こりやすくなると言える。 
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4. 裏切られ体験の類型（２）ナイーヴ型 
これまでに裏切られる体験を心理学的に理解する場合，ほとんどが上記の融合破綻型を前提とし

ていたと考えられる。しかし，裏切られ体験を生じやすくさせる要因として，上記のような融合的

関係のほか，「ナイーヴさ」と表現できるような，単純で表面的に人を理解する傾向も考えられるの

ではないだろうか。つまり，相手の複雑な心を，実感を持って理解することが苦手な人は，相手の

取った想定外の行動に傷ついた時に「裏切られた」と体験しやすいのではないだろうか。さきほど

の融合破綻型の裏切られ体験の典型例はボーダーラインと呼ばれる人たちであろうが，一方で自閉

症スペクトラム障害（以下 ASD と略記）を持つ人からも「これまで何度も裏切られてきた」という

ような訴えを聞くことがある。ASD の人は，融合的関係の結果としてではなく，ナイーヴさゆえに

裏切られやすいのだと考えられる。したがって，このナイーヴ型とでも言うべき裏切られ体験では，

裏切った相手はさほど親しくない場合も多い。また，このナイーヴ型裏切られ体験では，本人は「豹

変した」「手のひらを返した」などとまるで降って湧いたことのように訴えることも多いが，実は前々

から潜在していた相手の「本音」や「裏」が出たと考えられる場合もある。くわえて，独特な認知

や社会的な状況を読むことの苦手さが背景にある場合には，傷つきを抱えながらなんとか，相手の

理解しがたい行動を被害的に捉えて，「裏切られた」と強引に意味づけているように思える場合もあ

る。それゆえ，このナイーヴ型の裏切られ体験では，裏切った（とされる）人は，裏切られた本人

が怒りの形相で訴えてきて初めて，相手がそんな風に感じていたのかと驚くこともある。一方で，

このようなナイーヴさにつけこんで，あるいは誘い込まれるようにして，彼らを騙したり利用した

りして，実際に裏切る人が多いのも事実である。 
さて，このナイーヴ型の裏切られ体験は，第 2 節で述べた「オモテ」と「ウラ」の二重性とも関

わっていると考えられる。「裏切られる」とは，第 2 節で述べた通り，語源的には自分の心が切られ

ることを意味するが，裏切った相手の「オモテ」と「ウラ」のギャップに傷つく体験であるとも言

えるからである。土居（1985）が考察しているとおり，オモテとウラの関係は，その視覚的イメー

ジから連想されるような単なる二次元的なものではなく，オモテはウラを隠しもすれば表しもする

し，それゆえ人は相手のオモテを通してウラを読んだりもするという二重的・立体的なものである。

それゆえ，日本文化においては，オモテとウラがたとえ論理的一貫性を欠いたとしても，両方真で

あるとして受け入れられることもしばしばであるという。このような日本文化的二重性に馴染めな

いナイーヴな人が，オモテとウラのギャップに傷ついた時，裏切られたと体験するのではないだろ

うか。つまり，相手の「両方真である」ような複雑な心を受け入れがたい時，それに傷つけられた

と感じる時，それを「裏切られた」のだと表現するのだろう。 
このようなナイーヴな人にとっては，繰り返し裏切られることによって，全ての人間が裏返せば

悪魔であると思えてくるであろう。そのため，ナイーヴ型の裏切られ体験では融合破綻型ほどの心

理的ダイナミクスは見られないものの，裏切られ体験を繰り返し経験することによって「どうせ裏

切られる」といった諦めや絶望を抱えて生きている人もいる。あるいは，このような予防線を張る

ことで，なんとか次こそは裏切られないようにと努力しているのである。それが，ASD を抱える人

たちの被害感の高さを形成している要因の一つになっていると考えられる。したがって，ASD をは

じめとして，ある種のナイーヴさを持った人から「裏切られた」という体験が語られる時には，そ

の人が生きている孤独でシニカルな世界観が問題になっている場合もあるのである。 
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ここまで，融合破綻型とナイーヴ型というように裏切られ体験を図式的に二種類に分けて記述し

てきたが，全ての類型がそうであるように，実際にはこれらは重なっている。ボーダーラインと見

立てた人が強烈な融合的関係の破綻によって裏切られた体験の背景に，実はナイーヴさによって傷

ついてきた歴史が垣間見えることもある。逆に，ナイーヴさが祟って裏切られる体験を繰り返して

いるように見える場合にも，よく聴いていくと，すぐに相手と融合的になる心的境界のなさが傷つ

きを深めていることもあるであろう。今日，ASD は「定型発達からのズレのスペクトラム」として

捉えられており，白黒ではなくそのズレの細やかな見立てが求められている。「融合破綻型」と「ナ

イーヴ型」の重なりを見立てることによって，今まで定型発達を前提としてきた人の発達の非定型

性を細やかに捉えたり，逆に非定型発達の人の裏切られたエピソードを単なる「認知の歪み」「ナイ

ーヴさ」ゆえと見るのではなく，そこにかすかに見える「対象との力動」の芽生えを読み取ったり

することが求められる。そのために，この二類型を両方とも想定しておくことが役立つであろう。

また，両型ともに，裏切りは「甘え」や「オモテとウラ」というような日本的人間関係と関わりが

あることを示してきたが，裏を返せば日本的人間関係に馴染めていない人たちが裏切られ体験に深

い傷つきを感じるのだとも言える。すなわち，「甘え」が「甘え」になりきらずに単なる分離の否認

となってしまうような人，あるいは「オモテ」と「ウラ」の二重性に馴染めずに「表か裏かどちら

が本当か」と絶えず疑っている人が，裏切られやすいのである。 
 
5. 神話に見る裏切られ体験の例 
本節では，神話に見られる「裏切られ体験」の例を二つ紹介し，特に裏切られ体験の帰結という

点から考察する。まず，裏切り者の代名詞とも言える『新約聖書』における「裏切り者のユダ」を

取り上げる。『新約聖書』中の四つの福音書において，イスカリオテのユダは，イエスを裏切った人

物として描かれている。四つの福音書に共通するあらすじは以下の通りである。まず，イエスは捕

縛される前に何度も自らが捕えられる運命にあることを弟子たちに予言する。ユダは相手方に対価

をもらってイエスの居場所を教え，イエス捕縛の場面ではユダがイエスに接吻することで相手方に

誰がイエスであるかを示す。以上があらすじであるが，ここで，イエスは本当に裏切られたと言え

るのかどうか疑問が生じる。イエスはユダを含む使徒たちと融合的な関係を結んでいたわけではな

いし，イエスはすべてをはじめから知っていたという点で，ナイーヴであったとも到底言えないか

らである。であるとすれば，イエスはそもそも裏切られてなどいないのではないだろうか。土居

（1985）は，イエスは超越と繋がっていたがゆえに，裏切りの背景にある「分裂」を免れたと考察

している。つまり，すべてを知っていた，すなわち超越とつながっていたことによって，裏切りが

裏切りとはならなかったのである。この場合，イエスは裏切りを「乗り越えた」というのではなく

て，そもそも裏切りではなかったということになるだろう。 
では，どうして「裏切り者のユダ」という名称が定着したのであろうか。実は，欽定訳で「betray」

（それを受けて日本語では「裏切る」）と訳されているギリシャ語原典の単語「paradidōmi」は，「引

き渡す」といった中立的な意味しかないのである。さらに，新約聖書の四つの福音書は成立時期が

ずれており，「イエスに対するユダの『裏切り』度合いは，最古のマルコ福音書から最新のヨハネ福

音書に至るまで，それぞれの成立年代が下るにしたがって濃くなってい」（荒井, 2015／p. 141）る。

具体的には，ユダはそもそも金に汚いやつで，しかもサタンに乗り移られていたという記述が足さ
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れ，ユダはイエスを積極的に裏切ったのだというニュアンスが加わり，貪欲さにかまけて身内を裏

切るような悪いやつは自殺に追い込まれる，あるいは酷い死に方をする運命にあるという道徳訓的

挿話が足されている 2。こういった「裏切り」の叙述の変遷は，実際に裏切りを後で振り返る際にも

しばしば起こるのではないだろうか。つまり，裏切った相手はそもそも嫌なやつであり，あの時の

あの人はおかしくなっていたのであり，裏切りの報いとしてこんなに痛い目に遭っている（これか

ら遭う）のだ，という色付けが事後的にされることは多いであろう。こういった福音書における裏

切られ体験の記述の変遷はいわば，裏切られ体験に対して事後的になされるネガティブな心理的色

付けのプロトタイプの一つであると捉えられるだろう。一方，イエスの側の関わりについても色付

けがなされている。すなわち，時代が下るにつれて，イエスはすべてをはじめから知っており，あ

くまでつねに主導権を握り続けており，神の支配の及ばないようなことは何一つ起らなかった，と

いうことになっていくのである。ここには，裏切られた側の主体性を回復し，ひいては裏切られ体

験を超越性との関わりにおいて捉え直すという，福音書著者らの模索の過程が表れている。ここで

改めて，裏切られ体験の帰結という観点からみた，臨床的示唆をまとめると，そもそも
．．．．

超越性とつ

ながっているがゆえに裏切られてなどいないことや事後的な心理的色付けを見抜いていくことによ

って，初めから裏切られてなどいなかったという洞察が得られることが重要であると言えるだろう。 
本稿で取り上げる「裏切られ体験」の含まれるもう一つの神話の例は，小此木（1982a）の紹介

によって有名になった，インド神話の中の阿闍世
あ じ ゃ せ

の物語である。実は，この物語は「古澤―小此木

版」などと言われる通り，父―母と息子の物語であった原典からあえて母子の物語に修正されてい

る 3。少し長くなるが，ここに古澤―小此木版の阿闍世物語を引用する。 
そもそも阿闍世は，仏典中に登場する古代インドの，王舎城の王子のことであるが，実はこ

の王子は暗い出生の由来を背負っていた。つまり，阿闍世を身ごもるに先立って，その母韋提希
い だ い け

夫人は，みずからの容色の衰えとともに，夫である頻婆娑羅
び ん ば し ゃ ら

の愛が薄れてゆく不安から，王子

がほしいと強く願うようになった。思いあまって相談した予言者から，森に棲む仙人が三年後

に亡くなり，その上で生まれ変わって夫人の胎内に宿る，と告げられる。ところが夫人は，不

安のあまりその三年を待つことができず，早く子どもを得たい一念から，その仙人を殺してし

まう。こうして身ごもったのが阿闍世，すなわち仙人の生まれかわりである。すでに阿闍世は，

その母のエゴイズムの為に一度は殺された子どもなのであった。しかもこの母は，身ごもって

はみたものの，おなかの中の仙人＝阿闍世の怨みが恐ろしくなっておろそうとし，産むときも

高い塔から産み落とす。 
何事も知らぬまま，父母の愛にみちたりた日々を送っていた阿闍世は，長ずるに及んでこ

の経緯を知り，理想化された母親への幻滅のあまり，殺意にさえ駆られて，あわや母親を殺そ

うとする。しかしその時，阿闍世は，母を殺そうとした罪悪感の為に五体ふるえ，流注
るちゅう

（身体

の深部にできる一種の腫れ物）という悪病に苦しむ。ところが，悪臭をはなって誰も近づかな

くなった阿闍世を献身的に看病したのは，ほかならぬ韋提希夫人その人であった。つまりその

母は，この無言の献身によって，自分を殺そうとした阿闍世をゆるしたのであるが，やがて阿

闍世もまた母親の苦悩を察して母をゆるす。この愛と憎しみの悲劇を通して，母と子はお互い

の一体感を改めて回復していく。（小此木, 1982a／pp. 18-19） 
この物語には種々のテーマが含まれている。そもそも古澤のオリジナル論文（古澤，1943）では
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その副題が示すように，罪悪感がテーマになっているが，その後の小此木（2001）の紹介では，（１）

母親における子どもを得たいという願望と子殺しの願望の葛藤，（２）子どもにおける未生怨と母親

殺しの願望，（３）罪悪感の二種という三点に論点を要約しており，その後に続く阿闍世コンプレッ

クス論もおおよそそこの筋に沿っていると言える。本稿で扱う「裏切られ体験」のテーマは，この

「（２）子どもにおける未生怨と母親殺しの願望」と重なるであろう。ここで，阿闍世の側の「裏切

られ」のテーマからみた，この物語の重要な点を挙げると，①母親との一体感幻想が一度は満たさ

れていること，②しかし，そもそも
．．．．

自分を生む理由が母親のエゴイズムであったことが分かって幻

滅が起こること，③母親はそれを自分に隠したままであったこと，④母親の献身によってもう一度

一体感が回復されること，の 4 点にまとめられる。①から分かる通り，阿闍世物語は融合破綻型の

裏切られ体験であると考えられる。また，裏切られ体験の帰結という観点から見ると，④のように

一体感が回復されることで裏切りが解消される点が注目される。③は，融合的な人もナイーヴな人

も「隠し事」を非常に嫌うこと，あるいは「隠し事」が露呈することによって裏切られ体験となる

こと，といった臨床的事実の背景にある心理を理解するために，この物語が助けになることを示し

ている。さらに，②で母親がそもそも
．．．．

裏切っていたと阿闍世が知ることで裏切られたと体験するこ

ととあわせて，イエスは全てを知っていたのでそもそも
．．．．

裏切られていないことを見抜くことで裏切

りを裏切りでなくすという帰結を考えると，裏切られる体験とは二者関係の「起源」を探る試みの

端緒となるとも捉えられるだろう。こういった神話の例は，心理療法における裏切りを考えていく

上で，そのまま取り入れることはできないだろうが，参照として役立つと考えられる。 
 

6. 心理療法における裏切られ体験 
本節では，心理療法でも裏切りがしばしば生じていること，さらに究極的には常に生じているこ

とを示す。なお，ここではセラピストがクライエントを裏切っている事態についてのみ考察し，そ

の逆の事態については考察しない。まずはその理由を検討しておく。上述したように，裏切られ体

験の第一段階として，相手を一面的にポジティブに思い描く段階が必要である。しかし，心理療法

においてセラピストは，つねにクライエントについてさまざまな可能性を考えて見立てることが求

められており，セラピストがクライエントを一面的に理解していたがゆえに裏切られるような事態

は望ましくない。そして，もしセラピストが裏切られたとしても，「裏切られた」と被害的に意味づ

けるよりも，クライエントの新たな可能性を認めるきっかけとするのがセラピストの役目である。

このようなわけで，以下ではクライエントがセラピストに裏切られたと体験する場合について考察

する。 
心理療法では，セラピストは多かれ少なかれクライエントの心に内在化される。しかし当然，ク

ライエントの心の中にいるセラピストと，実際のセラピストは一致しない。たとえば，クライエン

トによって理想化されたセラピストは，実際にはその通りに理想的な人ではない。セラピストを理

想化している場合だけでなく，ひろく，いわゆる陽性転移が生じている場合はつねに裏切りが生じ

る可能性が潜在している。そのような場合，あとはクライエントが何らかのきっかけで，想定して

いなかったセラピストに遭遇することになり，それに傷つけられれば裏切られ体験が成立すること

になる。このように考えると，究極的には，心理療法においてはつねにセラピストはクライエント

を裏切る可能性が潜在しているとも言えるのである。 
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では，クライエントは，裏切られ体験にどのように取り組んでいけばいいのであろうか。第 4 節

では，裏切られることが，オモテとウラの二重性を認められないことと関連していると述べた。逆

にいえば，クライエントが裏切られ体験を乗り越えることは，相手（セラピスト）の二重性を真に

認めることであり，「あの
．．

セラピストもこの
．．

セラピストも，セラピストである」ということを同時に

体験することであるといえる。これは融合破綻型であってもナイーヴ型であっても変わらない。こ

のときセラピストは，クライエントのセラピスト像の分裂を真に受けてはいけないだろう。たとえ

ば，セラピストが「自分は裏切ってしまった酷いセラピストだ」と罪悪感を覚えたり，逆に「濡れ

衣を着せられた」と開き直ったりして一面的な態度を取れば，当然クライエントが二重性を認めて

いくことは難しいであろう。「自分は裏切ったわけではない」などと誠実さを示しても同じことであ

る。たしかに誠実さを示すことによって，関係を維持したり，体験を整理して振り返ることはでき

るかもしれないが，次なる展開には至らない。これでは「裏切られた」と主張するクライエントと

おなじ構造に留まることになるからである。 
では，「次なる展開には至る」ことはいかにして可能なのであろうか。第 3 節において，「転移」

を前提とした心理療法においては融合破綻型の裏切られ体験が生じることはすでに織り込み済みで

あると述べたが，それに対して精神分析では基本的に転移解釈によって対応することが目指される

であろう。これに対して土居（1985）は，心の「分裂」というのは，社会の分裂を統一する機構が

無くなった近代に特徴的なものであるとしたうえで，同じく近代に生まれた精神分析は，内面世界

への洞察を増すことにより，精神の統合を維持しようとする試みであり，その試みはある意味成功

したと述べている。換言すれば，精神分析における転移解釈とは，裏切りの背景にある心の「分裂」

を，内面の洞察によって統合しようとする営みと言えよう。しかし土居（1985）はそのあとで，現

代においてはさらに，矛盾を矛盾とも感じないような『二重思考』が蔓延しており，統一を目指す

ことに限界がきていることをも示唆している。そのうえで，個人の心の分裂に対処するための工夫

として，「分裂している社会を統一する方向に働きかける」，「創造的行為により現実と異なる次元に

新しい世界を作りだして一時的に分裂を忘れさせる」「最後の手段として，死をもって分裂に抵抗す

る」という方法を挙げた後に，「超越によって乗り越える」という方法を挙げている。ここで，「超

越によって乗り越える」という方法のために，第 5 節の『新約聖書』のユダの裏切りのエピソード

などが参照できるのである。 
 
7. 本稿の意義と課題 
 本稿では，裏切られるという体験がいかなるものであるのかについて考察し，それが融合的関係

の破綻とナイーヴさという二つの心理的背景を持つことを示した。このうち，融合破綻型の裏切ら

れ体験はすでに論じられてきたことであったが，ナイーヴ型という新しい型の可能性を示したこと

に本稿の意義があるだろう。さらに，『新約聖書』と阿闍世物語を基に，裏切りの帰結を提示し，最

後に，心理療法においては常に裏切りの可能性が潜在していると述べた。裏切りに関する心理臨床

学的な検討が十分なされてこなかったなかで，そもそも裏切られ体験がどのようなものであり，ど

のような心理的背景を持つのかを示したことは，臨床的にも意義があると考えられる。 
本稿は試論的なものとなったため，課題も多い。本稿で取り上げた裏切られ体験の二類型は，筆

者が少ない経験から帰納的に推測したものであり，他の類型も考えられるであろう。また，世界各
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国の神話の中には，裏切りの帰結について参照できる他の例も存在するかもしれない。本稿では本

誌の性質上，臨床事例を扱わなかった。そのため，特に裏切りの心理的背景の一つとして挙げた「ナ

イーヴさ」については，まだ臨床知見が積み上げられておらず，具体例を欠いた考察となってしま

った。神話の例によって示された「超越とのつながり」や「一体感の回復」といった帰結が，心理

療法においていかにして現れるかも，具体性を持って示すことはできなかった。今後は，裏切られ

体験を扱った臨床的知見が積み上げられることが望まれる。 
 
註 

1：北山（2012）はもうひとつの幻滅，すなわちエディプス・コンプレックス理論に代表される幻

滅 3 を挙げていることを付記しておく。この幻滅 3 は第三者からの関わりが重要である点で，本稿

で述べる「裏切られ体験」とは性質が異なる。 
2：個々の福音書の記述の違いは荒井（2015）に詳しい。 
3：『教行信証』で描かれている物語，古澤のオリジナル論文（1943）で描かれている物語，小此木

（1982a）が更に追加して描いている物語はそれぞれ微妙に異なる。その変遷については，小此木

（1982b）を参照。 
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療法においていかにして現れるかも，具体性を持って示すことはできなかった。今後は，裏切られ

体験を扱った臨床的知見が積み上げられることが望まれる。 
 
註 

1：北山（2012）はもうひとつの幻滅，すなわちエディプス・コンプレックス理論に代表される幻

滅 3 を挙げていることを付記しておく。この幻滅 3 は第三者からの関わりが重要である点で，本稿

で述べる「裏切られ体験」とは性質が異なる。 
2：個々の福音書の記述の違いは荒井（2015）に詳しい。 
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裏切られる体験についての心理臨床学的考察 

木村 大樹 

本稿の目的は，裏切られるという体験の心理学的背景と，心理療法における裏切りの現れ方につい

て明らかにすることである。文献展望や臨床経験から，裏切られ体験は融合的関係とナイーヴさと

いう二つの心理的背景を持つタイプが想定できる。融合的関係の破綻はこれまでに「幻滅」などと

して考察されてきたが，自閉症スペクトラム者などに見られるナイーヴ型の裏切られ体験は筆者が

新たに提示したものである。『新約聖書』におけるイスカリオテのユダの挿話を基に，裏切りが事後

的に色づけられる様と，裏切られた者が超越とつながることによって裏切りが裏切りではなくなる

という裏切りの道筋を描いた。さらに，阿闍世物語を基に，もう一度対象との一体感を回復するこ

とで裏切りを解消するという帰結も示した。最後に，究極的には心理療法においては常に裏切りの

可能性が潜在していることを示した。なお，本稿では「甘え」や「オモテとウラ」といった日本文

化と裏切りの関係についても考察している。しかし，本稿では臨床事例を扱わなかったため，具体

性を持って示すことはできなかった。今後，裏切られる体験を扱った臨床的知見を積み上げること

が求められる。 
 

Betrayal from a Psychological Perspective 
KIMURA Daiki 

This paper aims to investigate psychological aspects of betrayal and to seek how to deal with betrayal in 

psychotherapy. A literature review and the author’s clinical experience revealed two factors of 

betrayal—intimate relationship and naive trust. Intimate relationship breakdown has been described as 

disillusion, but naïve-type betrayal, which is characteristic of autistic individuals, is the author’s original idea. 

Next, referring to the episode of Judas Iscariot in the Gospel, the author discusses the way betrayal is 

dramatized retrospectively and one possible way how betrayal is seen not as betrayal when the betrayed is 

connected to transcendence. Furthermore, referring to Ajase story, another way is discussed in which betrayal 

is compromised when an intimate relationship comes again. Last it is proposed that clients are always 

potentially betrayed in psychotherapy. This paper also discuss the relationship between betrayal and Japanese 

culture including “Amae” and “Omote and Ura.”Since the paper does not contain any clinical case examples, 

some clinical cases including betrayal experience are needed for more specific discussion. 

 

キーワード： 裏切り，融合的関係，ナイーヴさ，イスカリオテのユダ，阿闍世コンプレックス 
Keywords: betrayal, intimate relationship, naiveness, Judas Iscariot, Ajase complex 
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