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1. はじめに

私はいわゆる“大人の発達障害”です。
「ADHD」であり、「自閉症スペクトラム」のグレーゾーンということが判明しております。

私は過去2回、極度の落ち込みで前後不覚になっています。
1回目は学生時代です。学会の発表を終えた直後に極度に落ち込んでしまいました。大

学病院の心療内科で診てもらいましたが、“発達障害”とは診断されませんでした。
2回目は4年前。仕事量が私の許容量を超えてしまい、ギブアップしてしまいました。その後、

極度の落ち込みに移行しました。この際に、自ら“発達障害”の検査を受けたいと希望して、
心療内科を紹介してもらいました。
20代後半より“発達障害”ではないかと疑っており、極度の落ち込みもそれが原因ではな

いかと考えたためです。3回目の落ち込みを回避したいという思いも強かった気がします。
“発達障害”について多少の知識を得た現在は、 “発達障害”の性質のひとつである「過

集中」を使いすぎが極度の落ち込みの原因ではないかと考えています。

しかし、「ADHD」または「自閉症スペクトラム」と判明しても、私は苦しみました。どのように
対処すればよいのかわからなかったからです。
私と同様に、発達障害者の多くは苦しんでいると想像します。そのような方々に、苦しみ

を軽くする方法を少しでも届けられたらと思い、この資料を作成しました。



2. 発達障害とは何か？

“発達障害”は、先天性の脳機能障害です。
「発達障害者支援法」という法律で発達障害者の症状が定義されていますが、一口に

“発達障害”と言っても、その症状は千差万別です。
そのため、私は“発達障害”とひとくくりにされることに強い違和感があります。

例えば、生活習慣病は糖尿病・脂質異常症・高血圧・高尿酸血症などの生活習慣が
深く関与していると考えられている疾患の総称ですが、それぞれの疾患ごとに治療法や薬が
異なるはずです。

発達障害も同様に、症状ごとに改善方法や薬が異なります。
ADHDはストラテラやコンサータといった改善薬がありますが、自閉症スペクトラムには改善

薬がありません。

発達障害は多種多様であるということを知ることで、発達障害者をより深く理解できるよう
になり、トラブルを減らせるはずです。

それでは、発達障害とはどういうものなのか紹介したいと思います。



2-1. 発達障害は十人十色

発達障害

ASD

LDADHD

DCD SS

TS

自閉症スペクトラム

学習障害

言語障害(吃音症)

トゥレット症候群・チック障害

発達性協調運動障害

注意欠陥多動性障害

発達障害には、「自閉症スペクトラム」「ASHD(注意欠陥多動性障害)」「学習障害」
「トゥレット症候群・チック障害」「言語障害(吃音症)」「発達性協調運動障害」があります。

※1 アスペルガー症候群は自閉症スペクトラムに統合されました
※2 自閉症スペクトラムは自閉スペクトラム症とも呼ばれます
※3 注意欠陥多動性障害は注意欠如・多動症とも呼ばれます



2-2. 発達障害の種類とその性質

概要 性質

自閉症スペクトラム 広汎性発達障害・高機能自閉症・アスペ
ルガー症候群の総称。

 共感性に乏しい
 冗談がわからない
 自分独自ルールがある
 癇癪を起こす

ADHD
不注意と多動性・衝動性を示す。
（多動性・衝動性がないときはADDと呼
ばれる）

 忘れ物やミスが多い
 片付けが苦手
 計画を立てられず、先延ばしする
 貧乏ゆすりや机を指でコツコツと叩く
 他人の発言を遮る

学習障害 特定の分野の学習だけ極端に不得意。
 文章を正確に読めない
 文字を正確に書けない
 簡単な計算を正確に解けない

トゥレット症候群・チック障害 突発的で無目的かつ不規則に、急速な
運動や発声を繰り返す。

 まばたき・顔しかめ・肩上げなど(運動チック)
 奇声・唸り声など(音声チック)
 卑猥語や罵倒語を言ってしまう(汚言症)

言語障害(吃音症) 発話・会話に困難がある。  流暢に言葉を話せない
 特定の言葉を発しにくくなる

発達性協調運動障害 複雑な動作や運動が不得意。  球技が苦手
 ボタンをとめたり靴紐を結ぶのが苦手

発達障害の性質は、下記の表に示す通り多種多様です。また、すべての性質を持ってい
るわけではなく、一部の性質しか持っていない人も多いです。



2-3. 発達障害は先天的なのか？

“発達障害”は先天的な疾患だと言われています。しかし、“発達障害”の原因はいまだに
不明なままです。

私はひょっとすると発達障害は先天的ではないのかもしれないと疑っています。発達障害は、
新生児期～乳児期の脳の発達不全で発症するのではないでしょうか?

私が「先天的」という意味を「遺伝子異常」に限定しすぎているということかもしれません。し
かし、遺伝子異常が原因ではない場合に、先天性の脳機能障害と言っていいものか疑問
があります。

私の体感では、発達障害者には慢性鼻炎の人が多いように思います。私も慢性鼻炎で
す。アレルギー体質や骨格などが原因だと考えられます。
慢性鼻炎などで新生児期～乳児期に脳への酸素が不足したため、脳が発達不全となり、

脳機能に偏りが生じた可能性があるのではないかと、私は考えています。



3. 大人の発達障害とは何か？
かつては、“発達障害”は子ども特有の症状であり、成⾧とともに症状が改善するという考

え方が強かったようです。大人の発達障害はないと考える専門医も多かったのです。
しかし、21世紀に入り研究が進むと、発達障害は脳機能障害であることがわかりました。
同時に、職場や家庭でトラブルを抱え、日常生活で生きづらさを感じている大人の発達障

害者の存在も明らかになってきました。

もちろん、子どもの頃には“発達障害”であっても、成⾧とともに症状が改善している人もい
ます。その反面、子どもの頃に“発達障害”を見逃され、大人になって発覚する人も多いの
です。
私も大人になって発覚しました。

一部には、誰しも“発達障害”のような性質は持っているという主張があります。確かに、自
閉症スペクトラムやADHDに近い性質を持っている人はいると思います。
そのような人の中には、日常生活を送る際に、本人や周囲の人が困っていることがあるの

です。このような人が発達障害者です。
本人や周囲の人が困っていなければ発達障害者ではありません。

つまり、大人の発達障害者はその性質を持て余しており、非常に困っているのです。



3-1. 大人の自閉症スペクトラム

自尊心が強い 自尊心が弱い

共感の欠如 共感できないときに、自分が正しく相手が
間違っていると考える傾向がある。

共感できないときに、自分が間違っていると
考えて、世間の常識とのズレに悩む傾向が
ある。

意見・発言
他人の意見を軽視しやすい。そのため、相
手を否定し、パワーハラスメントと思われる
言動をとることがある。

自分の意見を軽視しやすい。そのため、自
分の意見を言う機会が少なく、他人の意見
に流されやすい。

精神疾患
自尊心を傷つけられると抑うつになりやすい。
その反面、自尊心を保てれば抑うつになり
にくいので、「うつは甘え」と考える傾向があ
る。

自責の念が強く、抑うつになりやすい。自分
の意見を言えず他人に相談することが苦手
なので、問題を抱え込みやすい。

問題の傾向 同僚や上司、配偶者などが迷惑する傾向
があり、本人はそれに気づいていない。 本人が悩む傾向がある。

自尊心が強い人と弱い人では、自閉症スペクトラムの症状の現れ方が異なります。

同じ自閉症スペクトラムの性質を持っている人でも、自尊心によって抱える問題が異なりま
す。自尊心が強い人は、本人が大うつ病性障害にならない限り、自閉症スペクトラムと気
づかない傾向があります。



3-2. 大人のADHD

積極的 消極的

ミス ミスを繰り返すことで、上司や同僚との関係
が悪くなる。

ミスを恐れて行動しなくなり、上司や同僚と
疎遠になる。

計画
計画を立てられるものの、予定を詰め込み
すぎてダブルブッキングしたり、予定をすっぽ
かしたりする。

予定を入れることに恐怖感があり、計画を
立てようとしない。予定を入れられないので
活動量も減る傾向がある。

片付け
普段は片付けが苦手だが、一気に片付け
る傾向がある。そのため、「やればできる」と
本人は考えている。

普段から片付けが苦手なせいで、片付けの
段取りが分かっていない。忘れっぽいことを
強く意識してしまい、モノの場所を変えること
に非常に抵抗がある。

積極的な人と消極的な人では、ADHDの症状の現れ方が異なります。

同じADHDの性質を持っている人でも、性格によって抱える問題が大きく異なります。
本来は積極的な人でも、様々な要因によって職場では消極的になってしまうことなどもあり
えます。



4. 問題の切り分け

私は、発達障害は人の“性質”の一種ではないかと考えています。つまり、足がはやい・絵
がうまい・歌がうまいなどと同列だと考えています。（一般的には“性質”ではなく、“特性”と
考えられているようです。しかし、私はあえて“性質”としています）
日常生活に支障が出るぐらいおかしな性質を持っているのが発達障害者ではないでしょう

か?

発達障害ごと、精神疾患ごとに治療法や薬が異なるので、発達障害者は正確に自分の
“性質”を知る必要があります。
発達障害者は他の精神疾患を併発しやすいので、自分の性質を知ると同時に、発達障

害の性質とそれ以外を切り分ける必要もあります。

“彼を知り己を知れば百戦殆うからず”という『孫氏』の言葉がありますが、そのあとに“彼を
知らずして己を知れば一勝一敗す”という言葉があります。己を知れば半分は勝てるわけで
す。精神疾患すべてに言えることですが、治療の最初の一歩は“己を知る”ことです。

発達障害者が“己を知る”には、自分に起きている問題を切り分けて、原因を特定する必
要があると私は考えています。



4-1. 原因の特定
下図のように、「発達障害の性質」「精神疾患の症状」「性格による囚われ」が原因で

様々な問題が起きていると私は考えています。発達障害の“特性”ではなく、発達障害の
“性質”としたのは、発達障害の性質を性格と区別したかったからです。
円が重なっていると“併発”という状態です。“己を知る”というのは、問題の原因が下図の

どこにあるのか特定することだと思います。

発達障害の
性質

精神疾患の
症状

性格による
囚われ



5. まぎらわしい発達障害

発達障害の中には自閉症スペクトラムとADHDのように、症状が似ているものがあります。
そのため、本当は自閉症スペクトラムなのにADHDと診断されるケースや、本当はADHD

なのに自閉症スペクトラムと診断されるケースが生まれます。

また、自閉症スペクトラムとADHDが併発している可能性もあります。その場合は、自閉症
スペクトラムとADHDの両方の性質を持っており、個々の問題ごとに原因が異なります。

ADHDはストラテラやコンサータといった改善薬がありますが、自閉症スペクトラムには改善
薬がありません。
自閉症スペクトラムが原因で問題が起きているのか、ADHDが原因で問題が起きているの

か、正確に見極めましょう。



5-1. 自閉症スペクトラムとADHD

自閉症スペクトラム ADHD

一方的に話す
他人の気持ちを理解できず、一方的に自
分の興味・関心が高い話題だけを話し、相
手の話を聞かない傾向がある。

衝動的に自分の興味・関心が高い話題だ
けを話し、直後に興味を失って相手の話を
聞けないことがある。

過集中(※)
集中しすぎて周囲が見えなくなる状態(過
集中)が⾧期間続く傾向がある。

普段は集中できないものの、短い時間集
中しすぎて周囲が見えなくなる状態(過集
中)となることがある。

計画変更に対応できない
強いこだわりのため、計画変更を受け入れ
られない。そのため、変更前の計画を続行
することがある。

計画を立てられないものの、経験によりカ
バーできることがある。しかし、突然の計画
変更には対応できない。

※自閉症スペクトラムやADHDの人の中には過集中の性質を持たない人もいます。
過集中後には心身ともに極度に疲弊します。

自閉症スペクトラムとADHDには、類似の性質があります。

自閉症スペクトラムは改善薬がありませんが、ADHDには改善薬があります。
正確な対策をとるために、自閉症スペクトラムなのかADHDなのか、自閉症スペクトラムと
ADHDを併発しているのかについて正確に見極める必要があります。



5-2. ADHDとADD

ADHD ADD

ミス 非常にミスが多く、正確な作業が苦手である。

物忘れ ワーキングメモリが少ないため短期記憶がなく、物忘れが激しい。

先延ばし 計画性がなく、先延ばし癖がある。

多動性 貧乏ゆすりをしたり、机を指でコツコツと叩い
たり、非常に落ち着きがない。 ADHDに見られる多動性がない。

衝動性 他人の発言を遮って発言したり、順番を待
てず列に割り込んだり、衝動買いしたりする。 ADHDに見られる衝動性がない。

ADHD(注意欠陥多動性障害)とADD(注意欠陥障害)はほとんど同じ性質ですが、一
部異なっています。

ADDはADHDの一種です。多動性・衝動性がないADHDをADDと言います。
ADDは女性に多く、挙動からは判別しにくいため、発見されにくい発達障害です。



6. まぎらわしい精神疾患

発達障害には非常によく似た精神疾患があります。
そのため、本当は別の精神疾患なのに発達障害と診断されるケースや、本当は発達障害

なのに別の精神疾患と診断されるケースが生まれます。

また、発達障害者はストレス耐性がなく、周囲の理解が不十分であることが多いため、他
の精神疾患を併発しやすい(二次障害を抱えやすい)傾向にあります。
発達障害と精神疾患どちらか一方の可能性もありますし、併発している可能性もあります。

併発している場合は、個々の問題ごとに原因が異なります。

発達障害の性質が原因で問題が起きているのか、精神疾患の症状が原因で問題が起き
ているのか、併発が原因で問題が起きているのか、正確に見極めましょう。



6-1. 自閉症スペクトラムと統合失調症

自閉症スペクトラム 統合失調症

幻覚

自閉症スペクトラムには、フラッシュバック(過
去に経験した心的外傷となるような出来事
の記憶が蘇る現象)を起こしやすい人がい
る。
そして、フラッシュバックが幻覚と混同される
ことがある。

被害妄想が強くなると、悪口が聞こえるなど
の幻聴が起きる。統合失調症では、幻覚
の中でも特に幻聴が多く見られる。

コミュニケーション不全 他人の気持ちを理解できないので、コミュニ
ケーションが苦手な人が多い。

コミュニケーションを取りにくくなり、塞ぎ込む
ようになる。

自閉症スペクトラムと統合失調症には、類似の性質・症状があります。後天的な症状の場
合は統合失調症と判断するのが正しいと思います。

自閉症スペクトラムの改善方法と統合失調症の治療方法は異なります。統合失調症は
非常に有効な治療薬あるらしいですが、自閉症スペクトラムには有効な治療薬がありませ
ん。
自身が発達障害ではないかと疑った方は、発達障害の専門医に診てもらうために、病院選
びは慎重に行いましょう。



6-2. ADHDと大うつ病性障害

ADHD 大うつ病性障害

ミス 非常にミスが多く、正確な作業が苦手であ
る。

抑うつになるとミスが増える。それまでミスなく
行えていた作業が困難になることがある。

物忘れ 短期記憶がなく、物忘れが激しい。
抑うつになると記憶力が落ちる。それまで自
然と記憶できていたことが困難になることが
ある。

片付け 片付けが苦手である。 抑うつになると片付けが億劫になることがあ
る。

大うつ病性障害は、いわゆる“うつ病”です。
ADHDと大うつ病性障害には、類似の性質・症状があります。後天的な症状の場合は大
うつ病性障害と判断するのが正しいと思います。

ADHDの改善方法と大うつ病性障害の治療方法は異なります。しかし、実はADHDなの
に、大うつ病性障害という診断になることもあるようです。また、ADHDで大うつ病性障害を
併発する人もいて、その場合はADHDの性質がよりひどくなってしまいます。
自身が発達障害ではないかと疑った方は、発達障害の専門医に診てもらうために、病院選
びは慎重に行いましょう。



6-3. ADHDと双極性障害

ADHD 双極性障害

気分のムラ
ADHDは感情のコントロールが苦手なこと
が多い。衝動性が強いと癇癪を起こし、不
注意が強いと落ち込みやすい。双方の性
質を持つと、非常に感情が変わりやすくなる。

双極性障害のII型は軽躁と抑うつを繰り
返し、ADHDに近い症状を示す。

注意散漫 興味の対象が次々と変化するため、集中
できず、落ち着きがない。

躁のときは、気が散ってひとつのことに集中
できず、落ち着きがなくなる。

ストレス耐性
ADHDはストレス耐性が低い傾向がある。
ストレス耐性が低いと、不安感を抱きやす
い。

双極性障害に罹患すると、ストレス耐性が
低下する。

ADHDと双極性障害(躁うつ病)には、類似の性質・症状があります。後天的な症状の場
合は双極性障害と判断するのが正しいと思います。双極性障害にはI型とII型が存在しま
す。躁の程度の違いで分類され、I型は重い躁で、II型が軽い躁です。

ADHDの改善方法と双極性障害の治療方法は異なります。しかし、実はADHDなのに、
双極性障害という診断になることもあるようです。また、ADHDは双極性障害になりやすい
と言われています。
自身が発達障害ではないかと疑った方は、発達障害の専門医に診てもらうために、病院選
びは慎重に行いましょう。

※双極性障害の抑うつは大うつ病性障害と同じような症状を示すため、
前ページで示したようにADHDと似ていることがあります。



6-4. 自閉症スペクトラムと反社会性人格障害

自閉症スペクトラム 反社会性人格障害

共感の欠如
他人の気持ちを理解できないことがある。
経験を積むことで、他人がどのように感じる
のかを理屈で推測できるようになる人もいる。

他人の気持ちを理解できるのに、理解しよ
うとしない。

他人を傷つける
他人の気持ちを理解できないため、共感性
が乏しく、他人を傷つける発言を行うことが
ある。

他人の気持ちを理解できるものの、他人の
気持ちを尊重しないため、他人を傷つける
発言を行うことがある。反社会性人格障害
はパワーハラスメントの原因であることが多い。

公的なルールを守れない

公的なルールと自分ルールが衝突した際に
自分ルールを守ろうとして、公的なルールを
守れないことがある。その反面、公的なルー
ルを理解して納得できれば、必要以上に
ルールを守ろうとし、融通がきかない。

公的なルールを守ろうとする意識が低いた
め、公的なルールを守らないことがある。

※反社会性人格障害(反社会性パーソナリティ障害)は、サイコパスと呼ばれることもあります。

自閉症スペクトラムと反社会性人格障害(反社会性パーソナリティ障害)には、類似の症
状・性質があります。傾向は似ていても、理由や原因が異なります。

自閉症スペクトラムは先天的な疾患ですが、反社会性人格障害は後天的です。
後天的な人格障害の方が改善しやすいので、併発している場合は、まず反社会性人格
障害を改善しましょう。



6-5. 自閉症スペクトラムと自己愛性人格障害

自閉症スペクトラム 自己愛性人格障害

共感の欠如
他人の気持ちを理解できないことがある。
経験を積むことで、他人がどのように感じる
のかを理屈で推測できるようになる人もいる。

自分の利益を優先するので、他人の気持
ちを理解できるのに、理解しようとしない。

自分を優先する 他人の気持ちを理解できないため、自分の
意見を押し通そうとすることがある。

自己顕示欲が強く、他人を利用する傾向
がある。プライドを傷つけられると、自分を大
きく見せようとすることがある。

自閉症スペクトラムと自己愛性人格障害(自己愛性パーソナリティ障害)には、類似の症
状・性質があります。傾向は似ていても、理由や原因が異なります。

自閉症スペクトラムは先天的な疾患ですが、自己愛性人格障害は後天的です。
後天的な人格障害の方が改善しやすいので、併発している場合は、まず自己愛性人格
障害を改善しましょう。

※自己愛性人格障害と反社会性人格障害も似ている症状があるので区別が必要です。



6-6. 自閉症スペクトラムと統合失調型人格障害

自閉症スペクトラム 統合失調型人格障害

孤独を好む
自閉症スペクトラムの中には、他人と交流
することが苦痛で、ひとりでいることを好む人
がいる。

他人と関係をもつことを不快に感じる。ひと
りを好む傾向がある。

無頓着 他人の目線を気にしないことがあるため、服
装や外見に無頓着なことが多い。

奇妙な行動を好み、外見をまったく気にし
ない。

自閉症スペクトラムと統合失調型人格障害(統合失調型パーソナリティ障害)には、類似
の症状・性質があります。傾向は似ていても、理由や原因が異なります。

統合失調型人格障害は、統合失調症とは異なります。また、統合失調型人格障害に似
ている人格障害として、統合失調質人格障害があります。
統合失調型人格障害は能動的ですが、統合失調質人格障害は受動的です。統合失
調型人格障害がより自閉症スペクトラムと近く、自閉症スペクトラムは論理的に考える人が
多いようですが、統合失調型人格障害ではオカルトを信じる傾向が強いようです。

自閉症スペクトラムは先天的な疾患ですが、統合失調型人格障害は後天的です。
後天的な人格障害の方が改善しやすいので、併発している場合は、まず統合失調型人
格障害を改善しましょう。



6-7. 自閉症スペクトラムと境界性人格障害

自閉症スペクトラム 境界性人格障害

癇癪 気持ちの切り替え難しいため、想定外のこ
とがあると、癇癪を起こすことがある。

見捨てられたと勝手に思い込み、不安や恐
怖から癇癪を起こすことがある。

自閉症スペクトラムと境界性人格障害(境界性人パーソナリティ障害)には、類似の症状・
性質があります。傾向は似ていても、理由や原因が異なります。

当初の境界性人格障害は、「神経症」と「統合失調症」の中間の状態を言っていたようで
す。当初の境界性人格障害はほとんどの人格障害を含む概念ですが、現在は感情・行
動・対人関係などが不安定になる障害と限定されています。
また、愛着障害をもっていると境界性人格障害になりやすいようです。

自閉症スペクトラムは先天的な疾患ですが、境界性人格障害は後天的です。
後天的な人格障害の方が改善しやすいので、併発している場合は、まず境界性人格障
害を改善しましょう。



6-8. 自閉症スペクトラムとHSP

自閉症スペクトラム HSP

感覚過敏
強い光を眩しく感じたり、生活音のノイズに
弱かったり、痛覚過敏があったりする。逆に、
感覚が非常に鈍いこともある。

強い光を眩しく感じたり、普通の人には聞こ
えない音が聞こえたり、痛覚過敏があったり
する。繊細でストレスに非常に弱い。

共感性
他人の気持ちを理解できないことがある。
他人の感情を理解しようとするものの、処
理しきれずに心身の調子を崩すことがある。

共感力が非常に高いことが多い。他人に同
調しすぎて、心身の調子を崩す傾向がある。
共感性羞恥を示すこともある。

自閉症スペクトラムとHSP(Highly Sensitive Person)には、類似の症状・性質がありま
す。しかし、共感性に関しては正反対の性質を示します。

自閉症スペクトラムもHSPも、ともに先天的な疾患と考えられます。
自閉症スペクトラムは感覚過敏なこともあれば、逆に感覚が鈍いこともあります。
HSPは感受性が高い人で、共感力が非常に高いため、自閉症スペクトラムとは正反対の
性質を持っています。
自閉症スペクトラムとHSPのどちらなのかを正確に診断して、対策を立てる必要があります。

※共感力が非常に高い人はエンパスと呼ばれます。



6-9. ADHDと境界性人格障害

ADHD 境界性人格障害

衝動性 他人の発言を遮って発言したり、順番を待
てず列に割り込んだり、衝動買いしたりする。

感情が不安定なので、衝動的に自傷行為
や自殺企図を行うことがある。

パニックになる 事前に準備できていない想定外なことがあ
ると、パニックになることがある。 感情が不安定なのでパニックになりやすい。

ADHDと境界性人格障害(境界性パーソナリティ障害)には、類似の症状・性質がありま
す。傾向は似ていても、理由や原因が異なります。

ADHDは先天的な疾患ですが、境界性人格障害は後天的です。
後天的な人格障害の方が改善しやすいので、併発している場合は、まず境界性人格障
害を改善しましょう。



6-10. ADHDと回避性人格障害

ADHD 回避性人格障害

回避行動 計画性がなく、先延ばし癖がある。 失敗を恐れて行動しない。または、直前で
回避する行動をとる。

自尊心が低い ミスを叱責された経験があり、自尊心が低
いことがある。

幼少期のいじめなどが原因で自尊心が低
い。

ADHDと回避性人格障害(回避性パーソナリティ障害)には、類似の症状・性質がありま
す。傾向は似ていても、理由や原因が異なります。

ADHDは先天的な疾患ですが、回避性人格障害は後天的です。
また、ADHDは回避性人格障害になりやすいらしいです。
後天的な人格障害の方が改善しやすいので、併発している場合は、まず回避性人格障
害を改善しましょう。



6-11. ADHDと不安障害

ADHD 不安障害

不安感が強い 短期記憶がないので、何か忘れていないか
と不安になる。

日常生活で常に不安なことや心配なことを
抱えている。不眠などの症状がある。

落ち着きがない 貧乏ゆすりをしたり、机を指でコツコツと叩い
たり、非常に落ち着きがない。

不安なことや心配なことを常に抱えているた
め、そわそわと落ち着きがない。

集中力がない 様々なことに興味を持ちやすく、集中できな
い。物音などがきっかけで集中が途切れる。

不安なことや心配なことを常に抱えているた
め、集中できないことがある。

パニックになる 事前に準備できていない想定外なことがあ
ると、パニックになることがある。

不安感や恐怖感が大きく、パニック発作が
起きる。パニック障害と呼ばれる。動悸や息
苦しさなどの症状がある。

ADHDと不安障害には、類似の症状・性質があります。傾向は似ていても、理由や原因
が異なります。

ADHDは先天的な疾患ですが、不安障害は後天的です。
また、ADHDは不安障害になりやすく、不安障害は大うつ病性障害になりやすいらしいです。
後天的な不安障害の方が改善しやすいので、併発している場合は、まず不安障害を改善
しましょう。不安障害はかつての神経症なので、森田療法が効果的だろうと思います。

※不安障害は、社会不安障害やパニック障害、強迫性障害などの総称です。



6-12. ADHDと愛着障害

ADHD 愛着障害

物忘れ
ワーキングメモリが少ないため短期記憶がな
く、物忘れが激しい。しかし、嫌な出来事の
フラッシュバックが起きることがある。

ストレスを回避するために、ストレスを与えて
いるエピソードを忘れることがある。

過集中
普段は集中できないものの、短い時間集
中しすぎて周囲が見えなくなる状態(過集
中)となることがある。

ストレスを回避するために、刺激的なことに
没頭することがある。

不注意 興味のないことに関しては集中できず、いつ
の間にか注意がそれて、空想にひたりやすい。

ストレスを回避するために、現実に意識を
向けずに空想にひたり、注意力散漫となる
ことがある。

ADHDと愛着障害には、類似の症状・性質があります。傾向は似ていても、理由や原因
が異なります。

ADHDは先天的な疾患ですが、愛着障害は後天的です。しかし、愛着障害の症状は非
常にADHDと似ており、区別がつきにくいようです。さらに、ADHDと愛着障害は併発します。
後天的な愛着障害の方が改善しやすいので、併発している場合は、まず愛着障害を改善
しましょう。
愛着障害の原因はアダルト・チルドレン(AC)と重複していることが多いので、ACの治療法
である「インナーチャイルドとの対話」が効果的だろうと思います。



7. 発達障害と併発
発達障害は併発します。

ひとつは、発達障害内の併発です。例えば、自閉症スペクトラムとADHDは併発します。
併発すると、発達障害の性質が複雑になります。ADHDの不注意の性質で読み間違った
ことを、自閉症スペクトラムの思い込みの性質で強く信じてしまうケースなどがあります。

もうひとつは、発達障害と精神疾患の併発です。このような精神疾患を“二次障害”と言
います。精神疾患に罹患して、「実は発達障害だった」とわかる人もいます。併発しやすい精
神疾患と併発しにくい精神疾患があるようです。

併発すると正確に診断されにくくなります。併発を前提に診断することが少ないからだと思
います。
発達障害者の多くが何らかの精神疾患を併発している可能性があります。抱えている問

題の原因は、発達障害ではなくて実は精神疾患だったということも考えられます。

個々の発達障害の改善方法および個々の精神疾患の治療方法は異なります。
従って、抱えている問題の原因を正しく把握した方が、無駄な努力を避けることができま

す。



7-1. 複数の発達障害の併発

当初、発達障害は併発しないと考えられていたようですが、発達障害は併発します。
併発すると原因を把握することが難しくなりますが、原因を特定することが改善への近道です。

自閉症スペクトラムとADHD
自閉症スペクトラムの思い込みが強い性質と、ADHDのミスが多
い性質を両方持っています。ADHDの衝動性が強いと、衝動的
に思い込みで行動して失敗する傾向があります。

ADHDと発達性協調運動障害
ADHDの短期記憶力の弱い性質と、発達性強調運動障害の
複雑な動きが苦手な性質を両方持っています。特にルールが複
雑な球技が苦手な傾向があります。

自閉症スペクトラムと吃音症
自閉症スペクトラムの世間の常識とズレが生じる性質と、吃音症
の発音が難しい性質を両方持っています。吃音症のせいで自尊
心が弱くなると、発言を控えるようになり、自閉傾向が強くなります。



7-2. 発達障害と精神疾患の併発
発達障害は大うつ病性障害(うつ病)などの精神疾患と併発することもあります。
併発すると原因を把握することが難しくなりますが、原因を特定することが改善への近道です。

自閉症スペクトラムと大うつ病性障害 自閉症スペクトラムの思い込みが強い性質が抑うつをより深刻に
します。必要以上に自罰的になります。

自閉症スペクトラムと人格障害 人格障害になると、自閉症スペクトラムの思い込みや癇癪などの
性質が強まりやすくなります。

ADHDと大うつ病性障害 ADHDのミスが多い性質が抑うつにより悪化します。パニックを発
症します。

ADHDと双極性障害
ADHDの衝動性と双極性障害の躁が強め合うと、常軌を逸した
行動をとることがあります。統合失調症に近い症状を示すこともあ
ります。

ADHDと不安障害 ADHDは不安感が強い人が多く、パニックになりやすいので、不
安障害になりやすい傾向があります。

ADHDと愛着障害
ADHDの人は幼少時代に虐待を受けたり、親が過干渉なること
があり、親との関係が異常なので愛着障害を併発することが多い
です。愛着障害から人格障害に発展することもあります。

ADHDと睡眠障害 ADHDは不眠傾向が強い人と、日中に強い眠気に襲われるナル
コレプシーが多いようです。



7-3. 併発の克服
発達障害と精神疾患が併発すると、原因の特定が難しくなり、治療が困難になります。

発達障害 先天的に持っている。または、新生児期～乳児期に獲得する。

性格 幼児期～小児期(幼少期)に獲得する。

精神疾患 青年期以降に罹患することが多い。

発達障害の獲得時期と精神疾患の罹患時期は異なります。発達障害は先天的ですが、
精神疾患は後天的です。発達障害の改善は困難なので、先に後天的な精神疾患を治
療することをおすすめします。
そして、発達障害を改善する前に、精神疾患の併発を防止する方が効率的だと私は考
えています。そのためには、性格を良い状態(精神疾患に罹患しにくい状態)に改善する必
要があります。



8. 発達障害を克服するために
大人の発達障害者は、得体の知れない“何か”に苦しんでいます。
様々なめぐり合わせで“発達障害”と診断された幸運な発達障害者は、しかし“発達障

害”ということを素直に受け入れられません。
時間が経つと次第に受け入れられるようになりますが、たとえ受け入れたとしても、何を行え

ばよいのか分からずに苦しみます。

私も何を行えばよいのか分からず苦しみました。
私はまず、“己を知る”ことに注力しました。自分自身の状態がわからないと、治療法はわ

からないと考えたからです。
その結果、自分の発達障害の症状と得意・不得意をはっきりと認識できるようになりました。

次に、心の病気を抱えていることはわかっていたので、こじらせた心に絡まった糸をほどく作
業を行いました。
私は発達障害の性質と自分自身の性格を分離したことで気分が楽になりました。その後、

精神疾患に気づいて根本原因を解決したことで、前向きになれました。

最後に、良い意味での“あきらめ”を持つようになりました。不得意なことをできないのは仕
方ないので、他人よりも時間をかけて行えばよいのだと思います。



8-1. 発達障害の性質と性格

発達障害の症状は性格みたいなものだと言われることがあります。しかし、私は、発達障害
の症状は“性格”ではなく“性質”であると考えています。

発達障害の性質 性格

獲得時期 先天的に持っている。または、新生児期～
乳児期に獲得する。

幼児期～小児期(幼少期)に、後天的に
獲得する。

環境 生育環境には左右されない。 生育環境に左右される。

原因 脳内ホルモンの異常など。 考え方の偏り。

発達障害は先天的な疾患ですが、性格は生活環境により後天的に獲得するものだと思い
ます。
発達障害の症状を重くする性格もあるし、軽くする性格もあります。精神疾患にかかりやす
い性格もあるでしょう。しかし、正しい性格があるわけではありません。
発達障害の性質と自分自身の性格を区別して、改善する方法を探しましょう。



8-2. 性格診断

性格診断は占いではありません。自己分析のために利用するツールです。
「MBTI(Myers-Briggs Type Indicator)」「エゴグラム」「エニアグラム」など様々な性格
診断方法があります。

概要 性格の種類

MBTI
カール・グスタフ・ユングの心理学的類型の理論をもとに考案された。
ユングが提唱した3つの類型指標に独自指標を加えた4つの指標を利用して
性格を診断する。

16種類

エゴグラム エリック・バーンの交流分析の理論をもとに考案された。
心理状態を5つに分類して、グラフ化することで性格を診断する。 23種類

エニアグラム
起源は約1万年前のエジプトにあると言われている。
エニアグラムとは、ギリシャ語で「9の図」という意味の幾何学図形のことである。
キリスト教の「7つの大罪」の元ネタで、イスラム教では人材育成に活用された。

9種類

“エニアグラム”を利用すると、自分自身の精神状態を把握できます。悪い状態のときの対応
もわかるので、私は“エニアグラム”が好きです。



8-3. エニアグラムによる性格診断①

性格タイプ 良い状態 悪い状態

タイプ1 改革する人 理想に向かって努力する。 他人を許容できない。

タイプ2 助ける人 親切で気配りできる。 見返りを求める。

タイプ3 達成する人 効率的に目標を達成しようとする。 失敗を恐れる。

タイプ4 個性的な人 独創的で感受性が豊かである。 独善的で嫉妬しやすい。

タイプ5 調べる人 分析力に優れている。 知識にこだわりすぎる。

タイプ6 忠実な人 誠実で責任感がある。 不安感が強く疑り深い。

タイプ7 熱中する人 発想力があり楽天的である。 忍耐力がなく無責任である。

タイプ8 挑戦する人 正義感が強い。 傲慢で強引である。

タイプ9 平和をもたらす人 穏やかで寛大である。 問題の解決を先送りする。

性格診断の例として、“エニアグラム”を紹介します。エニアグラムには“9種類の性格タイプ”が
ありますが性格タイプに優劣はなく、どの性格タイプにも良い状態と悪い状態があります。



8-3. エニアグラムによる性格診断②

タイプ9

タイプ1

タイプ2

タイプ3

タイプ4タイプ5

タイプ6

タイプ7

タイプ8

調子が良いと矢印の逆方向のタイプに近づく。
そのため矢印の逆方向のタイプを目標にすると良い。
例えば、タイプ1はタイプ7を目標にすると良い。

統合

分裂
調子が悪いと矢印の方向のタイプに近づく。
例えば、タイプ1がタイプ4に近づくと調子が悪い。

ウイング
主要タイプの他にサブタイプがあり、それをウイングと言う。
隣接した性格タイプがウイングである。
例えば、タイプ1はタイプ2またはタイプ9のウイングを持つ。
タイプ1でウイングがタイプ2のとき、「1w2」となる。

私自身は「5w4」ではないかと思っています。「調べる人」ですね。
発達障害の性質とよく似た性格タイプもあります。性質と性格を区別しましょう。
エニアグラムの詳細はネット情報や書籍などがありますので、興味を持たれた方はチェックして
みてはいかがでしょうか。



8-4. 性格と発達障害の類似点

性格タイプ 囚われ 発達障害との類似点

タイプ1 改革する人 自分や周囲に憤りを感じる 自閉症スペクトラムに近い癇癪を示す。

タイプ2 助ける人 他者の愛の必要を認めない 自閉症スペクトラムに近い思い込みの強さを
示す。

タイプ3 達成する人 目標達成しか考えない ─

タイプ4 個性的な人 平凡さを避ける 発達障害であることを求めやすい。

タイプ5 調べる人 空虚さを避ける 自閉症スペクトラムに近い他者忌避を示す。

タイプ6 忠実な人 権力への不信感 ─

タイプ7 熱中する人 苦しみを避ける ADHDに近い先延ばし癖を示す。
また、タイプ7の性質は過集中に近い。

タイプ8 挑戦する人 強さを誇示し、弱さを隠す 自閉症スペクトラム近い他者軽視を示す。

タイプ9 平和をもたらす人 葛藤を避ける ─

各性格タイプは、“囚われ”と呼ばれる感情に執着しやすい性質があります。
この“囚われ”によって、発達障害の性質と似た状態になることがあります。



8-5. 囚われと類似の人格障害

性格タイプ 囚われ 類似の人格障害

タイプ1 改革する人 自分や周囲に憤りを感じる • 強迫性人格障害
• 抑うつ性人格障害

タイプ2 助ける人 他者の愛の必要を認めない • 演技性人格障害

タイプ3 達成する人 目標達成しか考えない • 自己愛性人格障害

タイプ4 個性的な人 平凡さを避ける
• 回避性人格障害
• 抑うつ性人格障害
• 自己愛性人格障害

タイプ5 調べる人 空虚さを避ける
• 統合失調質人格障害
• 回避性人格障害
• 統合失調型人格障害

タイプ6 忠実な人 権力への不信感
• 妄想性人格障害
• 依存性人格障害
• 受動攻撃性人格障害

タイプ7 熱中する人 苦しみを避ける • 演技性人格障害
• 躁うつ性人格障害

タイプ8 挑戦する人 強さを誇示し、弱さを隠す • 反社会性人格障害

タイプ9 平和をもたらす人 葛藤を避ける
• 依存性人格障害
• 統合失調型人格障害
• 受動攻撃性人格障害

“囚われ”と類似の人格障害(パーソナリティ障害)を紹介します。



9. 精神疾患の治療
発達障害者は同僚や上司、親や配偶者など周囲の人々からも否定されやすいですし、

自分自身を否定してしまい自尊心をなくしやすいので、非常に抑うつになりやすいと思いま
す。そのため、抑うつになったあとに検査して、発達障害とわかる発達障害者も多いようです。

私は、大うつ病性障害(うつ病)などの精神疾患は、薬物療法では治療できないと考えて
います。もちろん症状を軽くすることはできるでしょう。しかし、薬物療法は対症療法です。根
本原因を叩かないと、精神疾患のつらさからは逃れられないのではないでしょうか?
私は極力薬を使用せずに治療しようと考えました。その後、薬を使用して症状を抑えた方

が良いケースがあることもわかったので、納得したうえでたまに薬を使用しています。

うつは「心の風邪」と言われることがあります。しかし、私は、うつは「心の癌」だと思います。
うつは絶望から死に至る(自殺する)こともありえるのです。
極端に言えば、大うつ病性障害だけでなく、すべての精神疾患は心の癌なのではないかと

思います。精神疾患を心の癌だと考えれば、それを取り除く(根本原因を叩く)必要性をイ
メージできるのではないかと思います。
しかし、心の癌は通常の癌とは異なります。原因も治療方法も千差万別です。そして、根

本原因は本人にしかわかりません。医者は助言しかできないのです。
つまり、患者自身が心の癌を見つけ、それを取り除くしかないのではないかと思います。



9-1. アダルト・チルドレン
高圧的・強制的・過干渉な親のもとで育てられると、子どもはアダルト・チルドレン(AC)にな
るようです。アダルト・チルドレンはアダルト・チャイルドとも言います。

概要 大人になっても精神的に自立できない人

症状

• 自分自身の欲求がわからない
• 自己主張できない
• 自分と他者の境界線が曖昧である
• ありのままの自分を受け入れられない
• 自己否定感が強い

演じている役割

1. ヒーロー(優等生)
2. スケープゴート(問題児)
3. ロスト・チャイルド
4. クラウン/マスコット(道化師)
5. ケアテイカー(世話役)

私の場合は、親や他者のニーズと自分の欲求を区別できないことが大きな問題でした。そこ
で、親や他者と自分の間にある境界線を強く意識することで、自分の欲求を把握できるよう
になり、自分自身のコントロールを取り戻しました。
日本では“イエ”の価値観が強く、親子を分離できないことがあります。しかし、子どもはひとつ
の人格です。親が子どもをコントロールできないのです。「よそはよそ、うちはうち」の考え方を
拡張して、「他者は他者、自分は自分」の考え方を持つと、ACは少し楽になれます。

※アダルト・チルドレンは愛着障害と症状や原因が重複しています。



9-2. 認知行動療法と森田療法
薬を使用しない精神疾患の治療法に、「認知行動療法」と「森田療法」があります。

認知行動療法 森田療法

概要
認知(物事の受け止め方や考え方)の歪み
を特定し、これを修正することで精神疾患
を改善する治療法

森田正馬により創始された神経症を改善
する精神療法。患者が不安や葛藤を“ある
がまま”受け入れることで治療する。

治療方法

10種類の認知の歪みを特定し、正しい認
知へ修正する。
1. 白黒思考
2. 極端な一般化
3. 心のフィルター
4. マイナス思考
5. 論理の飛躍
6. 拡大解釈/過小評価
7. 感情の理由づけ
8. すべき思考
9. レッテル貼り
10.自己責任化

• 認知行動療法と比較すると、より行動
療法に重きを置いており、正しい日常生
活を送らせて改善する

• “かくあるべし”(すべき思考)を“あるがま
ま”に修正する

• 不安や葛藤でがんじがらめになる“とらわ
れ”(エニアグラムの囚われに近い?)から
脱却させる

• 都合の良い言い訳である“はからい”(ア
ドラー心理学の目的論に近い?)の行
動をやめさせる

認知行動療法は、認知が改善すると行動が改善し、行動が改善すると認知も改善すると
いう考え方で成り立っています。近年の森田療法はこの認知行動療法の考え方を採り入
れているようです。
精神疾患は千差万別なので、どの治療法が最善なのかはわかりません。自分に最適な治
療法を見つける努力が必要になります。



10. さいごに
私は自閉症スペクトラムのグレーゾーンなので、思い込みで間違ったことを書いているかもし

れません。
また、私には数字に強いというギフテッドがあったと思います。だから、今まで何とか生きてこ

れています。ギフテッドがない発達障害者も多いことは承知しています。私が行った取り組み
では改善しないかもしれません。
しかし、発達障害者は皆苦しんでいると思うので、私が調べたことや考えたことを伝えたいと

思いました。何かのきっかけとなれば幸いです。

私は不安感が強く、パニックになりやすいです。⾧い間もがき苦しんで、ようやくこの性質に
気づきました。また、自閉症スペクトラムのグレーゾーンなので、「論理の飛躍」と「すべき思
考」になりやすいです。“認知行動療法”を通じて、この性質を自覚できるようになりました。
発達障害者は、自分自身の性質に自覚的である必要があります。そうしないと対策を立

てられません。そして、その性質を受け入れる必要があります。このとき“森田療法”の考え方
が役立ちました。受け入れないと、不幸を呪って生きていくことになり、健全ではありません。

自分自身の性質を自覚し、その性質を受け入れることが、発達障害者の進むべき道で
はないかと思います。そのうえで、少しずつ前向きに対策に取り組めば、明るい未来が見える
と信じています。


