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過呼吸症候群の精神病理を，パニック障害，心身症，転換性障害という３つの病態との関連から検討した。パニッ
ク障害は脳の機能性障害に起因する病態とされており，過呼吸症候群が心因性に生じるという前提に立つならばパ
ニック障害と混同すべきではないことを指摘した。また，ヒトの呼吸のもつ自律神経系と随意神経系による二重支配
という特徴に注目し，主に前者を通じて症状が生じる心身症としての過呼吸と，後者を通じて症状が生じる転換性障
害としての過呼吸に概念的には大別しうることを指摘した。さらに，新しい精神病理学の方法論として進化心理学の
観点から過呼吸症状を検討した結果，過呼吸が危機状況において他者の援助を引き出すシグナルとして適応的な意味
を持って成立，維持されてきた可能性が考えられた。
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�．はじめに

思春期は，人生における他の時代に比べてとりわけ課
題の多い時期である。思春期の子どもたちは，親からの
自立という最終目的に向けて，親以外の他者との人間関
係を構築し適応していくこと，社会生活を営むに必須の
衝動のコントロールを身につけること，大人になるのに
必要となる様々な情報，価値観を取捨選択しつつ獲得し
ていくことなど，様々な課題をこなしていく必要がある。
思春期の日常を生きること自体が，一種の危機状況と言
うこともできる。その危機に対処する過程で彼ら彼女ら
は，時に問題行動や病的な症状を呈することがある。現
代の思春期に多いものとして，リストカットなどの自傷
行為，過食を主とする摂食障害，薬物の過量服用，解離
状態とともに，過呼吸発作（過呼吸症候群・過換気症候
群）をあげることができる。

なんらかのストレス状況に反応して，呼吸が速く，荒
くなり，コントロールが効かず，進行するとしびれやけ
いれん発作を伴うことがある過呼吸は，思春期の精神科
臨床においても，学校現場でもしばしば遭遇する病態で
ある。過呼吸に対する応急処置として，自らの呼気を再
呼吸させることで過呼吸によって生じた低二酸化炭素血
症の改善を図り，過呼吸発作を収束させる紙袋法が普及
しているが，効果が必ずしも確実ではないこと，二次的
生理学的変化の改善を試みる方法であるため，過呼吸の
背景にある精神面の問題への対応には直接結びつかず，
過呼吸発作の再発防止には効果がないことなどの問題が
ある。心理的問題に配慮した過呼吸への対応のためには，
過呼吸の心理的側面も含んだメカニズム，つまり過呼吸

の精神病理の理解が重要となるが，これは近年の精神科
診断基準全体の変化や，症状が類似する新たな疾患概念
としてのパニック障害の登場などもあって必ずしも整理，
体系化されているわけではなく，むしろ統一的な見解は
得られていないと言っても良い状況にある。

本稿の目的は，過呼吸発作（過呼吸症候群あるいは過
換気症候群）を包括的に理解することである。その際，
パニック障害との関係，心身症概念，転換性障害概念と
の関係を分析するとともに，従来強調されてこなかった
論点として，�動物としてのヒトの呼吸の特性に注目す
ること�過呼吸の成立・維持の精神病理の理解に，進化
心理学の観点を導入することを試みたい。

�．本 論

１．人類の呼吸の特徴について
呼吸とは，生物が体外から酸素をとりいれて，それを

細胞で消費し，エネルギーを獲得するとともにその過程
で発生する二酸化炭素を排出する過程である。哺乳類に
おいては，肺が酸素を吸収し，二酸化炭素を排出する。
そのために胸郭および横隔膜を用いて周期的な呼吸運動
が行われる。これは，脳幹部にある呼吸中枢により，自
律神経系を介して調節されている。

他の陸生の高等哺乳類に見られない，人類だけの呼吸
の特徴がある。それは，意思によって呼吸運動をコント
ロールできることである。この場合の中枢は大脳の運動
野であり，呼吸の速さ・深さの調節とともに，一時的に
呼吸を止めることも可能である。この特徴を，通常我々
はほとんど意識することはない。ものごころついて以来，
ごく自然にできることだからであろう。しかし，これは，
水中に潜るために呼吸を止める機能が進化した鯨やイル連絡先著者：花澤 寿
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カなどの例外を除き，きわめて珍しい特徴なのである。
人類が呼吸の随意的コントロールを進化させたことと

密接に関連しているのは，人類における言語の獲得であ
ると考えられている（岡ノ谷，２００８）。言語の発声のた
めに呼吸をコントロールする能力を進化させたのか，呼
吸をコントロールする能力があったから言語が進化した
のかは議論のあるところであろうが，確かに言えること
は音声言語を発するために呼吸のコントロールは必須条
件であるということである。

後に検討するが，過呼吸には呼吸の随意コントロール
を失う事態という側面がある。すなわち激しい過呼吸発
作の間言葉を発することは原理的にできない。このこと
は従来殆ど注目されてこなかったが，過呼吸の精神病理
を考える上で一定の意味を持っている。

２．過呼吸の症候論と生理学
� 過呼吸症候群の症候論

過呼吸症候群（過換気症候群）とは，情動によって誘
発された過換気発作により動脈血CO２分圧の低下，pH
の上昇による呼吸性アルカローシスと，交感神経機能亢
進などが生じ，呼吸器系，循環器系，消化器系，脳神経
筋肉系など全身性に多彩な身体症状を呈する症候群であ
る。女性が男性より２倍多く，２５歳以下が約６０％を占め
るという（大場ら，１９９９）。通常，何らかのストレス状
況において，突然，あるいは徐々に呼吸が速くなる。患
者は息苦しさ，空気が十分吸い込めない感覚を抱いてい
ることが多く，より多くの空気を吸い込もうと呼吸が速
くなっていく。その結果起こる過換気状態は血液中の二
酸化炭素濃度の低下，そして呼吸性アルカローシスを引
き起こし，手足のしびれやこわばり，めまいなどを引き
起こす。身体症状はさらに患者の不安を高め，交感神経
系の緊張によりさらに過呼吸が進行するという悪循環が
成立する。過呼吸に激しい全身けいれんや，無呼吸状態，
意識消失を伴うこともある（Andrews,２００８）。

過呼吸発作は時に集団発生することがある。この場合，
だれかが過呼吸発作を起こしたことで，それが周囲に伝
わる，つまり過呼吸の伝染現象が見られることが知られ
ている。
� パニック障害との関係

過呼吸症候群の診断を考える上で重要な疾患にパニッ
ク障害がある。共通する症状が多く，精神科医の中でも
その相違については十分にふまえられていない現状があ
る（原田，２００３）。以下，パニック障害と過呼吸症候群
の異同について検討しておく。

まず，パニック障害の症状であるパニック発作の診断
基準（DSM―IV―TR）の要約を以下に示す（American
Psychiatric Association,２０００）。

強い恐怖または不快を感じるはっきりと他と区別でき
る期間で，その時，以下の症状のうち四つ以上が突然に
発現し，１０分以内にその頂点に達する。
１．動悸，心悸亢進，または心拍数の増加
２．発汗 ３．身震いまたは震え ４．息切れ感または
息苦しさ ５．窒息感 ６．胸痛または胸部不快感
７．嘔気または腹部の不快感 ８．めまい感，ふらつく
感じ，頭が軽くなる感じ，または気が遠くなる感じ

９．現実感消失，または離人症状 １０．コントロールを
失うことに対する，または気が狂うことに対する恐怖
１１．死ぬことに対する恐怖 １２．異常感覚（感覚麻痺）
１３．冷感または熱感

過呼吸という表現はないものの，実際には息苦しさ，
窒息感などに伴ってパニック発作に過呼吸状態を伴うこ
とは少なくない。また，過呼吸症候群においても動悸や
発汗，震えなどの自律神経症状を伴うため，単純に上記
の診断基準を当てはめるとパニック発作と診断できる場
合もある。ただし，パニック発作があればパニック障害
というわけではない。パニック障害と診断されるために
は，以下が必要とされる。
�予期しないパニック発作が繰り返し起こる。�少な

くとも１回の発作の後１カ月間以上，以下のうち１つ以
上が続いていたこと：�もっと発作が起こるのではない
かという心配の継続�発作またはその結果がもつ意味に
ついての心配�発作と関連した行動の大きな変化

パニック障害の診断においては，パニック発作が予期
しない状態で突然起こることが重視されている。パニッ
ク発作はストレス状況とは無関係に起こることが多く，
時には睡眠中にでも起こることがあるのである。つまり，
心理的理由がないのに青天の霹靂のように発作が起きる
というのがパニック障害の診断における重要なポイント
となっている（竹内，２００８）。この特徴は，パニック障
害の病因と大きく係わっている。パニック障害の概念が
提唱される以前，この障害は不安神経症という概念で説
明されてきた。性格的な脆弱性を有する個人と，意識
的・無意識的ストレス環境との相互作用により症状が形
成されるとされていたのである。これは心因説といって
良い。しかし，予期せぬ状況で（睡眠中にも）発作が生
じるという特徴は，心因説では説明しにくい。その他に
も，特定の薬物が特異的にパニック発作を抑制すること，
逆に特定の物質（乳酸，二酸化炭素など）でパニック発
作が誘発されることや，最近の脳研究等から，現在では
パニック障害は脳の機能性障害に起因する内因性の不安
が中心となって起こってくる病気と考えられている（竹
内，２００８）。

以上をふまえて，過呼吸とパニック障害の関係をまと
める。
�パニック障害の部分症状として過呼吸が生じること

はある。また，その結果過呼吸による生理学的変化がパ
ニック発作を修飾，増強することもあるだろう。
�しかし，典型的な過呼吸症候群は，発症とストレス

の関係が通常明らかである（心因性である）こと，主症
状が過呼吸であり，その他の随伴症状の多くは過呼吸の
結果二次的に生じる生理的変化に基づくこと，過呼吸症
候群にしばしば伴うけいれん様発作，無呼吸，意識消失
などは，後述する転換機制にもとづく心因性の症状と考
えられ，パニック障害には通常みられないこと，パニッ
ク発作を特異的に抑制する薬物（三関係抗うつ薬や
SSRI）が必ずしも過呼吸に有効でないことなどから，
過呼吸症候群とパニック障害がイコールの関係で結ばれ
るものではないことは明らかである。

特に思春期の精神科臨床においては，心因性に生じて
いる過呼吸症候群をパニック障害と診断してしまうこと

千葉大学教育学部研究紀要 第５９巻 �：人文・社会科学系

２３０



は治療の方向性を誤ることにもなりかねず，注意が必要
である。逆のパターン，つまり過呼吸症候群と診断され
ている患者の真の病態がパニック障害である場合も考え
られる。これは主として精神科医・心療内科医以外の医
師によるプライマリーケアの現場で問題となる。

３．過呼吸の精神病理
心理的要因を背景に，身体症状が生じる病態を説明す

る２つの代表的概念が，心身症と転換性障害である。以
下に，過呼吸症候群の精神病理を，まず心身症と転換性
障害の観点から検討し，その後新たな観点として，進化
心理学を適用し考察を広げたい。
� 心身症としての理解

過呼吸症候群は，呼吸器系心身症の代表的疾患とされ
ている（大場ら，１９９９）。日本心身医学会が１９９１年に示
した「心身症の治療指針」による心身症の定義は，「身
体疾患の中で，その発症や経過に心理社会的因子が密接
に関与し，器質的ないし機能障害が認められる病態をい
う。ただし神経症やうつ病など，他の精神障害に伴う身
体症状は除外する」となっている（日本心身医学会教育
研修委員会，１９９１）。要約すると，発症や経過にストレ
スの影響が大きい身体疾患ということである。ただし，
この定義に厳密に従うと，過呼吸症候群を心身症に分類
することには異論もある（熊野ら，２００６）。そもそも過
呼吸症候群が，上記の診断基準における「身体疾患」と
は言えないというのがその論拠である。

しかし，実際にはこの定義における「身体疾患」を「身
体症状」と置きかえて心身症概念は用いられることが多
い。いわゆる広義の心身症である。特に児童思春期にお
いては，成人に比べるとストレス関連の身体症状は明確
な疾患単位を形成するに至らず，頭痛や腹痛，悪心，め
まいなどいわゆる不定愁訴の形を取ることが多い。この
広義の意味に心身症を用いれば，過呼吸症候群は確かに
心身症の範疇でとらえることが可能となる。

次項で述べる転換性障害とは異なる心身症の発症機転
として重視されるのが身体化である。身体化とは，広い
意味で使われる場合，その成立機序を問わず心理的要因
が身体症状として表れることを意味するが，ここでいう
心身症の発症機制としての身体化は，特に心理的要因に
よる自律神経系の緊張を通して，生理的過程として身体
症状を呈する場合をいう（Taylor ２００３）。前述の通り，
呼吸は確かに自律神経の支配を受けており，発症機制か
ら考えても過呼吸を呼吸器系心身症ととらえることは可
能である。ただし，ヒトの呼吸には自律神経系と随意神
経系の２重支配を受けるという特徴がある。したがって，
過呼吸の発症機制には呼吸の随意神経系の関与も検討に
入れる必要がある。そこで注目されるのが，事項で検討
する「転換」機制である。
� 転換症状としての理解

心身症とならんで，心理的要因を背景に身体症状が生
じてくるもう一つの代表的な疾患群が転換性障害である。

転換とはフロイトがヒステリーの精神病理として提唱
した概念であり，「心的葛藤を転移し，これを身体症状，
ことに運動性（たとえば麻痺）または感覚性（たとえば
限局性の知覚脱失または限局性の疼痛）の症状に解消す

る試み」である（Laplanche,１９７７）。この無意識の「転
換」のメカニズムにより，心的葛藤が身体症状として表
れるものが転換性ヒステリーである。転換による症状を
特徴づけるものは，その象徴的意味である。つまり，こ
れらの症状は身体によって，抑圧された表象を表現する
とされる。ただし，今日，ヒステリー概念はほとんど使
われなくなり，かつての転換ヒステリーは転換性障害と
呼ばれている。

DSM―IV―TR（American Psychiatric Association,
２００２）における転換性障害の診断基準（要約）を以下に
示す。
Ａ．随意運動機能または感覚機能を損なう１つ以上の症

状や欠陥。
Ｂ．症状や欠陥の始まりに心理的要因が関連していると

判断される。
Ｃ．症状は意図的に作り出されたり，ねつ造されたりし

たものではない。
Ｄ．一般身体疾患や物質の直接的作用によって説明でき

ない。また文化的に容認される行動や体験としても説
明できない。

Ｅ．症状は，著しい苦痛，社会的・職業的・その他の機
能障害を引き起こしている。

Ｆ．症状は疼痛や性機能障害に限定されておらず，他の
精神疾患ではうまく説明されない。
以上をふまえ，過呼吸症候群を転換性障害として説明

可能であるかを検討する。まず，上記の基準の内Ｂ～Ｆ
項目については問題ない。問題となり得るのは，項目Ａ
である。すなわち，過呼吸症状を随意運動を損なう症
状・欠陥としてよいかという点である。この点の検討に
は，前述したヒトの呼吸運動のもつ特異性に注目する必
要がある。つまり，ヒトの呼吸は，自律神経系により無
意識にコントロールされる一方，意識により（＝随意的
に）コントロールすることもできるという二重性を持っ
ている点である。すなわち，過呼吸症状は，ヒトの呼吸
の随意的側面が転換機制を通じて症状化したものと考え
ることができる。こう考えれば，過呼吸症候群を転換性
障害と診断することに問題はないこととなる。なお，過
呼吸にはしばしば無呼吸状態（息堪え）が伴うことがあ
る。これは明らかに随意神経系を介して生じる症候であ
り，より明確に転換症状と考えることができる。さらに
付け加えれば，明らかに転換症状と判断できるけいれん
様発作がしばしば過呼吸に伴って出現することも，その
過呼吸が転換症状であることを示す傍証となるだろう。

客観的判断が困難なためDSMでは排除されているが，
フロイトが唱えた本来の転換の概念では症状のもつ「象
徴性」が極めて重要な意味を持っていた。過呼吸につい
てこの点はどうだろうか。

転換症状における象徴性とは，たとえばストレスフル
な現実をこれ以上見たくない子どもに視力低下が起こる，
現実に立ち向かうことに強い不安を秘めている人に歩行
障害が出現するというように，内的葛藤の内容が，それ
と関連性を有する身体症状に形を変えて表現されている
事態をいう。ここに挙げた例のような，葛藤の内容と症
状の関連を直感的に理解できるような「わかりやすい」
象徴性を過呼吸症状に求めるとするなら，たとえば「急
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な坂道を歩いてきて疲労困憊し呼吸が荒くなっている状
態」のような，心理的なきつさ，苦しさの表現ととらえ
ることも可能だろう。あるいは，過呼吸症状のもつ，
「息を吸っても吸っても十分吸える気がしない」という
ような空気飢餓感を，対人関係における飢餓，すなわち
孤独や，援助を受けたいのに受けられない心理の象徴と
する考え方もある。さらにここでは，過呼吸が，「言う
に言われない心的状況」の象徴的表現となり得ることを
指摘したい。

過呼吸が古典的な意味での転換症状として表れている
場合，その呼吸運動は自律神経系の興奮の成分よりもむ
しろ運動神経系の経路を通して促進されていることにな
る。つまり，本来随意的な呼吸のコントロールを行う経
路が，「無意識的に」発動し呼吸が速くなっているとい
うことである。この時患者は，意識でコントロールでき
るはずの呼吸がコントロールできない感覚を持つことに
なる。呼吸がコントロールできないことは，すなわち言
葉を発することができなくなることを意味する。音声言
語の発生には呼吸のコントロールが必須だからである。
この，過呼吸によって発語ができなくなるという事態に
象徴的意味を読み取ることができると筆者は考えている。
患者はストレス状況にあり，他者の助力を求めている。
その意味で語られるべき心的内容はあるはずである。し
かし，それが「言いたいけれど言えない」，「言うわけに
はいかない」，あるいは，「言いたいことがうまく言葉に
できない」，さらには「言葉では表現しきれない，もっ
と直接的にわかって欲しい」といった場合に，過呼吸と
いう症状によって無意識的に他者の助力を求めるととも
に，「言うに言われずにいる」ことを象徴的に表現して
いる場合もあると考えられるのである。

症状の象徴性は，無論個々の患者ごとに援助する者に
よって感じ取られ，可能であれば援助に活かされるべき
ものである。対応している患者の過呼吸に，上記のよう
な「言うに言われぬ」事態が象徴的に感じ取られた場合，
繊細な配慮のもと言語化を促すような対応が有効となる
だろう。一方，前項で論じたようなより心身症としての
性格が強い過呼吸の場合は，葛藤の言語化よりむしろ自
律神経系の安定を促すようなアプローチ（自律訓練法や
種々のリラクゼーション技法）や薬物療法が有効となる
可能性が高いと考えることができる。
� 心身症概念と転換性障害概念の関係および過呼吸理
解について
心身症と転換性障害は，歴史的には異なる疾患概念と

して発展してきた。前者は主として自律神経系の緊張に
起因して生じる「身体化」をその病理とし，後者は葛藤
の身体症状への無意識的転換と，症状のもつ象徴性がそ
の特徴とされてきたことは前述の通りである。しかし，
近年両者の区別は必ずしも明確なものではなくなってき
ている。心身症を広くとらえ，心因性に生じるすべての
身体症状を心身症ととらえることも増えてきた。

また，転換性障害においても，症状の形成経路を随意
神経系のみならず，自律神経系も含める立場も出てきて
いる。つまり，自律神経系の症状も転換症状ととらえ，
転換性障害を広くとる考え方である（櫻井，１９９９）。

この立場を取れば，過呼吸を自律神経系の症状，随意

神経系の症状いずれととらえても転換性障害として理解
できることになる。

このような心身症概念と転換性障害概念の変化は，２
つの疾患概念の接近と一部の重複を意味し，過呼吸症候
群はその重複する疾患群の典型と言っていいようにも思
われる。

しかし，ヒトの呼吸のもつ自律神経系と随意神経系の
二重支配という特徴を考えるとき，それぞれに対応して
病態を考えられる従来の心身症及び転換性障害の枠組み
で過呼吸症候群を理解することには一定の意味があるよ
うに考えられる。より心身症の要素が強い，あるいはよ
り転換性障害の強い過呼吸といった判断の仕方が臨床の
場では可能であり，個々の患者の症状形成と対応をより
きめ細かく考えることが可能となるからである。
� 進化心理学の適用

進化心理学とは，心，すなわち生き物の行動特性や心
理的傾向もまた，環境への適応のプロセスで生じた進化
の産物であるという考えをもとに，進化論の立場からヒ
トの心や行動の説明を試みる学問である。進化心理学は，
ヒトの行動や心理的傾向の適応的意味や機能的意味を，
そのメカニズムが私たちの祖先の生き残りにどのような
利益を与えたかという点から明らかにしようとする。進
化論によれば，現在のヒトの身体と心は，私たちの祖先
が生き残り繁殖するのを助けるように形作られていると
考えられるからである。進化心理学において特に重視さ
れるのが，人類の歴史のうちのおよそ２００万年前から４
万年前の間（つまり人類が現代の人類へと進化した期間）
の環境であり，これを進化的適応環境と呼ぶ。進化的適
応環境においてヒトの生存と繁殖の確率を高めるように，
行動と心理が進化したと考えられている（Cartwright,
２００１）。進化心理学は１９８０年代から始まり，今日まで
様々な精神疾患・精神症状の精神病理を進化心理学的に
説明する試みがなされている（Stevens & Price, ２０００;
Brüne, ２００８）。精神病理学における新しい有力な方法論
となる可能性を秘めていると言っていいだろう。

過呼吸症候群そのものを進化心理学的に検討した研究
は筆者の調べた限りにおいては見あたらない。しかし，
過呼吸症候群と関連する病態，すなわちパニック障害を
始めとする不安性障害，身体化障害，転換性障害につい
ては多くの進化心理学的検討がなされている。たとえば，
不安症状の意味について，McGuireらは，「ほとんどの
状況において，不安の感情は正確にシグナル化され，正
確に他者に認知される。不安はまた，他者からの援助の
端緒ともなる。特に発汗や過呼吸，発語の異変が明らか
なときには他者は共感的になるだろう。」としている。
また，「身体化障害と転換性障害は，多くの特徴を共有
している。（中略）症状は，しばしば他者からの世話焼
き行動を誘発するとともに，患者の役割に関連した責任
を達成することへの援助者の期待を減少させる。」
（McGuire & Troisi,１９９８）とし，Brüneは，「不安発作
はしばしば抑うつよりも直接的に他者からのケアを引き
出す（パニック障害や広場恐怖においてみられるよう
に）」としている（Brüne,２００８）。

つまり，不安性障害，身体化障害，転換性障害はいず
れも，症状が身体に現れることで，それがシグナルと
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なって他者の援助を引き出しうること，症状を出してい
る個人に対する周囲の期待レベルが低下し，責任を免除
される可能性が高まることが適応上の利点としてあげら
れている。進化的適応環境においては，実際にこれらの
症候は有効に作用し集団内での個人の適応度を上げてい
たと想定される。この考え方を土台に，以下過呼吸症候
群の進化心理学的理解の可能性を考察する。

呼吸が速くなることは，元来自然界における動物とし
ての人類が危機状況に陥ったときに発動する自律神経
（交感神経系）の興奮に由来する。いわゆる「逃げるか
闘うか」反応である。このとき生体では，筋肉系により
多くの酸素を運ぶため呼吸数の増加，心拍数の増加，血
圧の上昇，過度の体温上昇を防ぐための発汗といった変
化が起こっている。この中で，他者から見て最も明らか
な変化は呼吸の変化である。つまり，人の呼吸が速く，
荒くなっている（過呼吸状態）ことは，その人が危機状
態にあることの最も明確なシグナルとして機能すること
になる。そして進化的適応環境の時代においては，過呼
吸発作を呈した個人は集団からの援助と責任の免除を提
供されたと考えることができる。思春期に過呼吸が多い
ことも，この考え方である程度説明が可能である。思春
期は，親からの全面的庇護は期待できなくなる一方で，
社会的には未だ弱者であり，集団からの援助をしばしば
必要とする年代だからである。

また，過呼吸の伝染という現象も進化心理学的に考え
るとある程度説明可能となる。Brüneは，「霊長類，人
類といった社会的な種においてある種の恐怖反応は，個
人のその反応が，他者に迫り来る危険を警告するという
利他的な意味を有しているかもしれない。」とし，不安
恐怖症状のもつ集団のレベルでの適応的な意義を指摘し
ている（Brüne,２００８）。同様に考えると，シグナル性の
高い過呼吸は，他者からの助力を求めるメッセージを伝
えるだけでなく，他者に迫り来る危機を警告する意味も
持つ可能性がある。過呼吸が緊急事態の警告シグナルと
して機能するならば，それを見た者（特にストレスに対
し脆弱な個体）が同じ危機反応を起こし過呼吸を呈する
こと（すなわち過呼吸の伝染）もありうるだろう。

これら進化心理学の考え方は，一見従来の心理学的説
明をさほど差異がないように思える。しかし，大きな違
いがある。それは，症状を個人の病理としてではなく，
ヒトという生物の進化過程で出現した適応的なパターン
として理解するところである。多くの疾患が，それが進
化した進化的適応環境においては適応的な意味を多く有
していたが，大きく変化した現代の環境においてはむし
ろ不適応の原因となり病的なものとして扱われるという
考え方である（Nesse,１９９５）。従来の，特に転換性障害
のもつ逃避的な意味合いを個人の弱さととらえ批判的に
見てしまう傾向を，進化心理学的発想は和らげてくれる。
人類の進化というメタレベルの視点を持って個人の病理
をみることができることが進化心理学の大きな利点では
ないだろうか。

�．おわりに

過呼吸症候群を理解するために，パニック障害，心身

症，転換性障害という３つの病態を取り上げて関連性を
検討した。過呼吸症候群が心因性に生じる病態という前
提に立つならばパニック障害と混同すべきではないこと，
ヒトの呼吸のもつ自律神経支配と随意神経支配という二
重性に注目し，主に前者を通じて症状が生じる心身症と
しての過呼吸と，後者を通じて症状が生じる転換性障害
としての過呼吸に概念的には大別しうることを指摘した。
そして，進化心理学の観点から，この３つの病理がヒト
の進化の過程で存続してきた要因を検討し，過呼吸症候
群の進化心理学的理解をこころみた。
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