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ロールシャッハ法における不安の再考
ロールシャッハ法における不安の再考
―解釈仮説の検討から―
元木
元木

Ⅰ

幸恵
幸恵

緒言

心理臨床学の分野において、不安に対しては強い関心が寄せられてきた。例えば、精神分析
の祖である Freud,S.は自我がイドからの衝動を処理しきれない時に、抑圧機制を用いるものの、
それに成功しない時に自我が不安を体験するという、精神分析において重要な構造論の考え方
を述べている(Freud,S.,1926)。これは現在に至るまで研究が続けられている。また現在、世界的
に注目を集めている認知行動療法においても「十分に確立された治療法」として対象となる疾
患のリストの中には、不安に関するものが多数挙げられている。不安は心理臨床の分野のみな
らず、哲学的な分野でも「不安は自由の眩暈である」(Kierkegaard,S.,1844)との言葉があるよう
に、人間の実存的な部分に関わる問題として注目を集めてきた。
実際の心理臨床の場面では、クライエントが言語的、あるいは非言語的に表す不安をセラピ
スト側が感受することが往々にしてある。セラピスト側は不安の有無やその程度を把握するだ
けでなく、千差万別なものであろう不安の様相を理解することが、クライエントの理解につな
がり、心理療法を進める上でも重要であると考えられる。しかし一口に不安と言っても、
Kierkegaard,S.が示したような自身の存在そのものに関する実存的な不安や、恐怖に近い不安な
ど、「不安」という言葉が意味する内容は様々であると言える。
クライエントは不安を内省的に語るだけでなく、不安によって自らのこころにかかる負担を
低減するため、様々に防衛機制を機能させることがある。それら防衛機制の概念は、不安の発
生要因となる不快な外的事態や不安定な心理状態から人がどのように自己を防衛するのか、そ
の方法を説明する枠組みの中から発生してきた(Freud, 1936)。防衛機制を働かせることにより、
不安によって呑み込まれたり押しつぶされたりすることなく、自我を保つことができるのであ
る。それはこころの次元に留まらず、内的に抱えておけない不安を身体症状としてセラピスト
に表現することもあり、身体化と呼ばれるこの表現方法は日常生活において、体験する人も多
いであろう。そういったこころを守るための仕組みの特徴は、そのプロセスが無意識下で行わ
れるということである。そのため、クライエントとセラピストとの間で理解に差が生まれやす
い。クライエント・セラピストの双方において、クライエントが「何を訴えているのか」ある
いは「なぜそのような症状が出ているのか」について考えていく作業が行われるのだが、その
プロセスが無意識下で行われている以上は、理解が難しいケースも少なくない。
そのような不安の様相や、それに対する防衛を理解するための心理アセスメントとして、ロ
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ールシャッハ法の存在が挙げられる。これまでも、ロールシャッハ法と不安の関連を見た研究
は多くなされてきたが、Beck,S.J.や Klopfer,B.など著名な臨床家の意見を基に、例えば陰影反応
などのスコアが当然のように不安のサインであるとみなされることも少なくなかった。つまり、
そのスコアに対しなぜそのような解釈仮説が成り立つのかについては、諸家の臨床感覚に頼る
あまりそれほど理論的に述べられることがなかったように思う。そこで本論では、まずこれま
で臨床的に有用とされてきた不安の指標を取り上げ、なぜその解釈仮説が成り立つのかについ
て考察する。その上で、不安の「有無」のみに焦点を当てるのではく、ロールシャッハ法に表
れてくる不安の「意味」について、改めて検討していくこととしたい。

Ⅱ

ロールシャッハ法の特性

ⅰ)

ロールシャッハ図版

そもそもロールシャッハ法は 1921 年に Herman Rorschach が「精神診断学」の中で発表した、
インクをたらして偶然に出来た 10 枚の図版を用いた知覚の検査である。Rorschach 自身はロー
ルシャッハ法について次のように述べている。
ほとんどすべての被験者1は、この実験を想像力(Phantasie)のテストと思ってしまう。(中略)
偶然にできあがった図形の判断は、むしろ知覚(Wahrnehmung)や統覚(Auffassung)の概念に
属するものである。
想像力のテストだと思ってしまう理由としては、通常、知覚の検査であるということは被検
査者には直接的には伝わらず(そして検査者側も伝えず)、手渡された図版が「何に見えるか」
そして「どのように見ても構わない」ということが教示で与えられるかためであろう2。つまり、
被検査者は「しみ」や「インク」と答えることは求められておらず、何かになぞらえて答える
ことが要求されている。これを馬場(1999)は「広い意味での投影」と呼んでいるが、図版を見
た人が、そこに何らかの内的に色づけされたものを反応として出すことを意味する。その後、
ロールシャッハ法は精神分析を志向しているロールシャッハ臨床家たちの貢献もあり、多くの
パーソナリティ機能の側面を査定できることが認識され始め(Weiner,1933)、パーソナリティ検
査として活用されるようになった。
図版が本来的に持ってる性質として、Schachtel(1966)は「インクブロットの最も重要な特徴
は、その見慣れない構造にある」とし、そこに 2 つの意味を見出した。1 つには「共通の言語
シンボルを使うとぼやけてしまう知覚の個人差が、よりはっきりすること」であり、もう 1 つ
には「反応に際して、知覚における積極的な構成過程が、日常の一般的な知覚におけるよりも
活発になる」ことである。目で見たものに対し、一般的な共通見解があるもの、即ち言語によ
るレッテルが貼られやすいものでは、そこに個人差を見出しにくいが、インクのしみという曖

引用文献の表記に従って「被験者 subjects」としたが、現在ではこの呼称はあまり使われてい
ない。本文中では「被検者」の表記もあるが、それら「ロールシャッハ法を受ける人」につい
て引用文献以外の部分では「被検査者」としてある。
2
例えば、馬場(1999)の教示では「これから、10 枚のインクのしみの図版をお見せしますから、
それが何に見えるか言ってください。何に見えてもかまいません。見えたものを順に言ってく
ださい。」となっている。
1
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昧な図形を用いることで、被検査者は目の前の図版と自らの知覚経験のうちで、それに最も類
似したものとの擦り合わせを積極的に行うことになる。その際には、普段より注意深い観察が
求められ、単なる経験や知識を問う検査ではなく、知覚や内的に投映されたものを引き出すと
いう特性があるというのだ。そこに引き出される経験は当然個人差があるため、ロールシャッ
ハ法はパーソナリティ検査としての側面も持ち合わせていると言える。
さらには、形態の曖昧性が図版によって微妙に異なっているだけでなく、図版に色彩がつい
ていたり、陰影があったりと、バラエティに富んでいることも重要である。後述する陰影に関
しては、Rorschach が「精神診断学」の中で一言も述べていないように、印刷技術の失敗によっ
て、現在のような陰影のあるものが出来あがってしまったという、予想外の理由によるものと
言われている(Piotrowsi,1957)。本邦にロールシャッハ法が持ち込まれてから 90 年近くになるが、
氏原(2005)が述べているように、陰影反応についての解釈仮説は未だに諸家の直観的閃きによ
っており、全く異なる見解が述べられて研究者を混乱させている。しかしながら陰影反応は、
不安や基本的安全感というパーソナリティ査定における重要な側面に関わる(飯野,2006)とされ
ており、その反応の意味を検討することは意義深い。

ⅱ)

ロールシャッハ法におけるスコアリング―特に名大法に注目して

上述のように 、ロールシ ャッハ法にお いて内的な 色づけを受け た反応を理 解する際、
Klopfer(1962)は Rorschach が「内容のみならず、この不定な形態刺激に対する反応の、形式的、
構成的な側面の考察が被検者の基本的人格を明らかにするのではないかという仮説」を持って
いたことが非常に独創的で、且つ天才的なところであると考えていた様である。即ち、内容分
析だけでなく形式分析も重視して行ったということであり、反応決定因と反応領域を記号化(ス
コアリング)したことで、広くロールシャッハ法が使われる契機になったものと考えられている。
体系的なスコアリングは検査者の主観的解釈を棄却し、客観的な分析、解釈をするためには
必要不可欠なものであり、その点が同じ投映法である TAT とは大きく異なった部分であると言
える。ロールシャッハ法では何が見えたか(反応内容)だけではなく、どうして(反応決定因)、あ
るいは、どこから(反応領域)そう見えたのか、といったものから反応数や反応時間など様々な
事柄をスコアリングする。
一方でスコアリングというのは言語を記号化するわけであるから、各反応の個別性を一部切
り捨てる作業でもある。全く同じ反応というのは 2 つとないため、反応をできるだけスコアに
反映させた方が、より豊かなパーソナリティ所見が描けるはずである。その努力はもちろん諸
家も行っているが、殊に様々あるスコアリングシステムの中でも名古屋大学式技法(以下、名大
法)では、反応に広く分布して反映されている感情的価値(affective value)に着目した感情カテゴ
リー(Affective Symbolism)や、検査場面におけるコミュニケーションスタイルをスコアリングし
た思考・言語カテゴリー(Thinking Process and Communicating Style)を有している。感情カテゴリ
ーは DeVos,G.(1952)の研究を基に共同研究を行っていた村上英治が名大法に取り入れたもので、
反応に対して出来るだけ力動的診断を目指すためのスコアリングシステムである。感情カテゴ
リーは Hostility(敵意感情)、Anxiety(不安感情)、Bodily Preoccupation(身体的関心)といった
Unpleasant な感情と Dependency(依存感情)、Positive Feeling(快的感情)、Miscellaneous(その他)、
3 －
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そしてそのどれにも分類されない Neutral(中性感情)からなる。これらはそれぞれいくつかの下
位カテゴリーから構成されており、意識にのぼる直接的なものから精神分析学でいわれるよう
な無意識的、象徴的な意味づけを必要とするもの3まで包括的に取り扱われるようになっている
(名古屋ロールシャッハ研究会,2011)。また、思考・言語カテゴリーについては森田ら(2010)を
中心に再度その意味するところがまとめられ、感情カテゴリー同様、これまではスコアリング
されてこなかったコミュニケーションの在り方を目に見える形で、つまり検査者以外とも共有
可能な形で記すことによって、今まで切り取られてきた検査者との間のやりとりの分析が可能
となっている。しかしながら、これらのカテゴリーについては今なお精力的な研究が行われて
いるものの、習熟が難しいこともあり、そのスコアが意味するところは臨床家の経験や感覚に
よっているところが多く、実証的な研究は他の技法やスコアリングに比べて多いとは言えない。

ⅲ)

解釈の様々な観点

ロールシャッハ法においてはスコアリングしたものを分析し、解釈していくことが非常に重
要な作業であるが、諸家で差異が生まれて来るのがこの解釈の部分である。スコアリングされ
た以上はそのすべてのスコアに対して解釈仮説が付されているわけだが、その仮説は実証的あ
るいは実験的に得られたものばかりではなく、あくまで「仮説」として諸家によってばらつき
が見られやすい。解釈に際しては、形式分析、内容分析、継列分析4等を行い、総合的な解釈に
結び付けていく。

1.形式分析
形式分析では、記号化したものを基に各スコアがそれまでの先行研究に比して多いか少ない
か、あるいは反応時間が早いかそうでないかなどを量的に検討する。そのスコアの比率に解釈
仮説があり、例えば、W:M によって「被験者の知的野心がどの程度能力的裏付けを持つか」(村
上・村上,1988)が示される、といった具合である。

2.内容分析
内容分析は Rorschach が形式的側面を重視したため、取り残されているようである。しかし、
Rorschach(1921)も「運動感覚をそれらが主に進展運動にか、あるいは主に屈伸運動に該当して
いるかを区別することは、しばしば価値のあることである」と述べているように、重要な分析
の 1 つである。反応内容それぞれに解釈仮説が与えられ、その反応の多少や比率に対して意味
が与えられる。また、池田(1995)は「主題分析」という、被検査者の関心や中核的なテーマを
明らかにする方法を取っているが、これも内容分析の特殊な方法であると言える。

3.継列分析
馬場(1999)は継列分析を「被検者の体験過程、葛藤解決過程、表象形成過程を、ロールシャ
ッハ反応の変遷過程の中で捉えることによって、動的なパーソナリティ理解をしようとする」

3

例えば「怒っている」という反応は直接的に敵意を示していると考えられるため「HH」(直
接敵意反応,direct hostility)がスコアされる。また「引き裂かれた」という反応は「Hsm」(被―
加虐反応,sado-masochistic responses)とスコアされる。
4
馬場(1999)は「継起」の方がふさわしいと述べているが、筆者が名大法の立場に依拠しており、
名大法では慣例的に「継列」という言葉を用いるため、本文でもそのように記載する。
4 －
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ものであると説明している。また、それには反応領域・反応決定因・反応内容・形態水準・テ
スト態度の 5 つの側面に着目するのが重要であると指摘している。つまり、10 枚の図版を通し
て、あるいは 1 枚の図版の中におけるそれら 5 つの観点の流れを追っていくことで、被検査者
の個人内の変動を見ることが出来る。
このように 3 つの分析を通じて、被検査者に対する解釈仮説を固めていき、最終的なパーソ
ナリティ像を描き出す作業が解釈である。河合(1969)は、人間は矛盾を内蔵しながらも、1 つの
統一体としてまとまっていることを忘れてはならず、
「生きた人間」を対象として解釈をしてい
ることを忘れてはならない、と述べている。

ⅳ)

ロールシャッハ法における不安の先行研究

ここまでロールシャッハ法において、スコアリングを基に様々な解釈が行われるということ
を見てきた。さて、元来不安を喚起しやすいと考えられるロールシャッハ法において、不安に
関連して付されるスコアリングに対し、どのような解釈がなされるのであろうか。いくつかの
スコアリングに対し、Eichler(1951)が不安の指標5(Rorschach Anxiety Index)としてまとめたもの
が有名であり、それを基に様々な研究が行われてきた。ここでは不安との関連で多くの研究が
なされている陰影反応(K、Y、T、V)、無生物運動反応 m、動物反応 A、名大法の感情カテゴリ
ーAnxiety に着目してみたい。

1.陰影反応
ロールシャッハ法のスコアリング・解釈の歴史の中でも陰影反応についてはこれまで最も多
くの議論がなされてきたが、決定的な理論が無いと言われ続けている(Exner,1986) 。とはいえ、
陰影反応に関する解釈仮説は不安との関連で述べられていることが多く(例えば、吉川(1982)や
Piotorowski(1957))、また Klopfer(1962)や Beck(1976)も陰影と不安との関連を示唆していた。こ
れは、先の氏原が指摘するように閃き、あるいは直観によるものであるかもしれないが、では
なぜ陰影反応が不安との関連で述べられやすいのであろうか。まずは諸家のスコアリングをま
とめてみたいと思う。
Rorschach は陰影反応の存在は晩年意識していたものの、それについて研究を進める前に逝去
してしまった。その後、独自の技法体系を発展させた臨床家に、Beck や Klopfer がいる。陰影
反応をいくつかの下位カテゴリーに整理し、Beck は通景反応に V、材質反応に T、無彩色反応
を含めた明暗反応を Y として分類を行った。一方、Klopfer は陰影反応に対して最も細かい分
類を行っており、黒色系を色彩として用いた反応を C’として、独立してスコアリングする方式
をとった。Klopfer 法では材質反応に c、通景反応に FK、拡散反応に KF や K あるいは k があ
てられている。しかしながら、本邦で最も用いられている片口法(丹治・松本,2014)や名大法に
おいても、黒白反応 C’は無彩色反応として陰影反応とは別カテゴリーで扱われることが多い
ため、今回もその慣例に従う。よって、以下では通景反応、材質反応、拡散/明暗反応ついて検
討していくこととする。

不安を示すと考えられるロールシャッハ記号を 15 項目にわたってまとめたもので、反応数の
減少、人間運動反応の減少などがある。

5
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なお陰影反応においては、陰影ショック shading shock の存在も見逃してはならない。ショッ
クについて、Rorschach(1921)は「比較的短いあるいは長い情緒的・連想的な混迷」と述べ、陰
影部分に対する、反応数の減少や初発反応時間の遅れに着目した。Schachtel(1966)は陰影ショ
ックについて「もっともよく起こる顕著な陰影ショックはⅣ図で生じ、それは陰影が、暗さと
拡散、或いは暗さとごつい感じの両方に感じられることによっている」とし、前者の場合は子
どもの例を挙げ、暗闇を怖がり自身が安全であるという保証を求める態度を表し、後者は被検
査者を実際的あるいは潜在的に脅かすイメージからショック反応が来ていると考えられた。
本邦に視点を変えてみると Klopfer の流れは片口法によって引き継がれており、Beck の方式
に則ったものが名大法のスコアリングシステムになっている。以下では、片口法および名大法
における陰影反応の解釈仮説を主に片口(1974)、名古屋ロールシャッハ研究会(2011)を参考にし
ながらまとめていく。

1-1.通景反応 FK/V
通景反応は三次元知覚に基づく反応であり、必ずしも陰影因子によらなくても生じる反応で
あるとされる。
「水に映っている」といった反射の反応もここに含まれる。通景反応は内的な努
力によって情緒不安を客観化し、冷静にそれを眺められることのできるよう、問題を自分から
距離を取ろうとする試みを示すとされている。これは Klopfer(1964)の解釈仮説であるが、被検
査者が自分の不安に対して理解し、耐えていこうと努力していることを意味している。しかし、
なぜこのような解釈仮説が導かれるのか、Klopfer および片口あるいは名大法でも明らかにされ
ていない。
この「不安への理解と努力」という解釈仮説は、描画における一点透視図法的観点を用いて
説明できるであろう。飯田・中井(1972)は、風景構成法において一点透視図法的に整合性をも
つ空間構成が出来るか否かに着眼した。つまり、ある 1 つの視点から、空間を客観的に対象と
して捉えられるかを検討するということである。その観点は、換言すれば風景を遠景化して認
識できているかどうかということであり、遠景化して見るには安定した自我の存在が前提とさ
れている。要するに、自我が安定して初めて遠近感を持った知覚が出来るということである。
これをロールシャッハ場面に置き換えてみれば、不安喚起の特性を持ったロールシャッハ図版
を目の前に、当然のことながら被検査者は不安を感じる。不安を感じるということは自我の安
定を脅かすということを意味しており、不安定な自我のままでは通景反応を出すことは難しい。
それにも関わらず通景反応を出しているということは、そこで努力して(防衛を働かせて)視点
を固定しており、つまりは自我を安定させようとしている。ゆえに通景反応の解釈仮説につい
ては「不安から距離を取ろうとしている」ということが成り立つものと考えられる。

1-2.材質反応 c/T
材質反応 c、名大法の T は被検査者が陰影を感じ取っている場合、あるいは陰影に基づいて
その材質を感じ取っている場合にスコアされる。材質反応の代表的なものとしては、
「ふわふわ
した毛皮」や「大理石の彫像」などがある。この反応は、愛情欲求や繊細な感受性を持つ人に
生じやすいとされている。これは、乳児が母親の肌の感触を媒介として愛着を獲得するという
見方に端を発するとされており、Harlow(1958)のアカゲザルを用いた愛着実験でもそれは検証
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されている。つまり、特にやわらかい触覚的な知覚は母親という庇護者に対しての愛着欲求を
示しており、それを被検査者が不安を感じた際に反応として出すということは、目の前の庇護
者である検査者やセラピストと安定した関係を結べる、あるいは結ぶつもりがあると解釈でき
る。片口はそのような愛情欲求のサインに加えて不安準備性の指標としても c を捉えているが、
その人が不安に襲われてきた場合に、どれくらい敏感にあるいは過敏に反応するか、といった
ことを意味していると考えられる。

1-3.拡散/明暗反応 KF-K/Y
Klopfer 法を引き継いだ片口自身、「陰影反応のカテゴリーには研究者間にかなり不統一がみ
られる」と断ったうえで、1987 年の改訂版以後は弱立体反応である「k」を分類から削除して
いる。これは「レントゲン写真」などのごく限られたものにしかスコアされないため、他の陰
影カテゴリーの中に吸収されると考えたからである。
拡散反応については、解釈仮説として「漠然とした対象の定まらない不安」を表すと考えら
れている。これは再三、述べているように漠然とした対象であるロールシャッハ刺激に対して、
漠然とした形で反応しているということであり、先ほどの通景反応とは対極的に、漠然とした
不安から距離を取る事ができていないまま、即ち不安に対して防衛を確立することができてい
ないまま反応として外に出してしまっているということを表す。ゆえに拡散反応の解釈仮説が
成り立つものと考えられる。
このように、陰影反応に関する諸解釈は諸家によって多少の差異はあっても基本的には不安
との関連が見られるということをここまで見てきた。また、滝沢(1962)が精神疾患を持つ人を
対象として行った研究により、陰影反応と人間運動反応 M との間に密接な関係がある事が示唆
されている。人間運動反応が見られるものには通景反応が見られるが、その逆は必ずしも真で
はなかった。このように陰影反応においては、他の反応との関連も十分に検討すべきであろう。

2.無生物運動反応 m
無生物運動反応 m も陰影反応同様、ロールシャッハ法の原法には存在しないスコアである。
これは物理的あるいは抽象的な力の反応であり、Klopfer は m が「緊張や葛藤を示す」ことと
関係するとの見解を示した(Klopfer,1962)。しかし、m に対してなぜそのような解釈仮説が与え
られるのかについて、あまり明確に述べられることはこれまでなかったようである。これに対
して高瀬(2012)は、インターネットの掲示板における相談の書き込みを例に用いて m の解釈に
関し、分かりやすい解説を行っている。それによれば、相談者は「ものが揺れる」という特定
の場面を目撃して、恐怖症同様の症状が引き出されているということである。そこに自らが制
御しえない力が働いていると知覚されると、人は恐怖を感じるとされ、m の中でも特に人智の
コントロールの効かないものに対しては、その恐怖や不安が強くなっていると述べられている。
同様のことは吉川(1982)も指摘している。また、Schachtel(1966)は無生物運動が「統制不可能」
という点から、被検査者に「起こっていることに対して自分には責任がなく、それに対して何
もすることが出来ない」という気持ちを表現していると考えた。即ち、不安が無力感や諦念の
感につながっていると指摘する。無生物運動反応は統制の程度によって Fm・mF・m に分類さ
れ、後になるにしたがって統制が効いていないと解釈されることが多い。
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しかし、動きに対して不安や恐怖を感じるのは分かるが、そもそもなぜ実際には動いていな
いはずのロールシャッハ図版に対して、無生物的な動きを認めるのだろうか。これは次のよう
に考えられる。運動反応は人間運動反応 M や動物運動反応 FM など含め、陰影や色彩などとは
異なり、実際には図版に描かれていないものであるため想像力を必要とする。被検査者が知覚
しているのは、自分ではコントロールが出来ないような力であり、自らが恐怖体験するにも関
わらず、それを知覚してしまっているという点において、その人は非常に不安や恐怖に近い位
置におり、その不安を表現しやすいものと考えられる。さらに知覚したものが大きな質量や体
積を備えているなどして、コントロールが効きがたいほどの動きであるとき、被検査者は自ら
の存在が脅かされるほどの強い不安を持っていると言ってよいであろう。そのような不安に陥
りやすい対象を知覚するということは、被検査者の内的な部分に緊迫した不安があるためであ
ろうし、陰影反応よりも強い不安や緊張感を表しているという解釈仮説が成り立つものと考え
られる。
ここで重要な点として、ロールシャッハ研究の牽引者でもある Weiner(1998)は m について以
下の考えを述べている。
m の典型的な頻度はあらゆる年齢において 1 であり、m をまったく示さない被検者は、日
常の出来事のうち自分でコントロールできない事柄には当然払うべき関心をあまり示さな
い。m=0 の人はしばしば無関心または悩まない特質を持っており、(中略)、被検者が示す
m が増えるほど、彼らは自分が統制できない外力のなすがままになっていて無力であると
いう体験をしているようである。
このことから分かるように、ほんのわずかな m が反応の中に表れたからといって、それが即
ちその人が緊張や存在を脅かすほどの強い不安を持っていると言うことは出来ない。むしろ m
はある程度出てくるのが自然な反応であり、行き過ぎた解釈には注意を要する。

3.動物反応 A
不安の関連で述べられる反応内容のうち動物反応 A があるが、反応内容は反応数に左右され
ることから、普通 A%として取り上げられる。A%の増大は不安や抑うつ気分によって、観念内
容が貧困になると表れるとされている(片口,1974)。Rorschach(1921)は正常者・精神薄弱者・分
裂病者・躁うつ病者・てんかん病者・器質精神病者にロールシャッハ法を実施し、その結果動
物反応が 50%以上を示すのは、なんらかの意味で紋切り型の人であるとした。Rorschach は経
験的にそのような結論に至ったようであるが、なぜであろうか。
そもそも、ロールシャッハ図版は基本的に動物に見られやすいという特性があるようである。
Rorschach 自身も「もっともひんぱんにみられるのは、動物の形である」と述べており、各スコ
アリングシステムで挙げられた P 反応を見ても確かに動物反応は多い。例えば I カードはどの
スコアリングシステムでも、コウモリや蝶が、Ⅷカードは四足獣が P 反応として設定されてい
る。一般的に動物に見られやすいものをただ動物に見るだけでは「当たり障りのない反応」で
あり、わざわざ見やすいものから離れた反応を出すにはそれなりのエネルギーがいるであろう。
つまり、動物反応の割合が増加するということは、反応として出しているものが図版からさほ
ど離れていないことが多いという面ではプラスに捉えられるが、ありきたりな見方から抜け出
8 －
－ 256

元木：ロールシャッハ法における不安の再考

しにくく、検査者に「おかしい」と思われないような反応をしていると考えると、過剰な A の
産出は対人不安的な要素を含んでいると言えるのではないだろうか。言い換えるならば、世界
(他者)と自分との異質性に関する不安ということであろう。
しかしながら、Schachtel(1975)が指摘するように、特定の反応にはある特定の象徴的な意味
があるとの考えに基づいて解釈することには危険性も含まれている。これは、Rorschach が最初
に意図したように、ロールシャッハ法が知覚の検査である以上は「どのように How」見たのか
が重要な視点であり、「何を What」見たのかはその人の経験や葛藤など、種々の影響を受ける
可能性があると考えられるからであろう。過剰な意味付けには留意しながらも、その反応内容
が意味するところを考えていくことで、他の解釈の裏付けができるかもしれない。

4.感情カテゴリーの Anxiety
この章では、名大法で用いられている感情カテゴリーについて考察する。感情カテゴリーは
元々、DeVos,G.が考案したものであり、名大法に取り入れられて「反応の内容(Content)に広く
分布して反映されている感情的価値(affective value)、感情表現に注目し、(中略)、個人の感情的
構造を明らかにしようとする」ことを目的としている。これは被検査者の反応をより広く拾っ
て解釈していこうとする姿勢の表れではあるが、今のところ、名大法以外で普及しているとい
うことはあまりない。それは分類が非常に多く煩雑になりやすかったり、習熟するまでに時間
がかったりすることが大きな要因となっている。しかし、感情カテゴリーは他の技法と組み合
わせて使用することも可能であり、片口(1987)が解釈を豊かにすると述べているように、被検
査者の内的な感情の在り方をスコアに表すことができる。
DeVos,G.(1955)は不安感情 Anxiety について「不安を暗示するような象徴的な内容のものや、
気付かない漠然とした不安を意識することに対する防衛を示す」という定義を付している。そ
の内訳として、Arej(rejection of percepts：反応拒否)、Athr(threatening percept：脅威反応)、
Acnph(counterphobic percepts：不安反対反応)、Aobs(Obsessive and projective percepts：強迫的投
影)、Adef(responses in which the content suggests defense or protecting against or retreat from threat or
danger：防衛反応)、Aev(evasive response：回避反応)、Adif(anxiety expressed through diffuseness and
vagueness

of

content ： 拡 散 反 応 ) 、 Adis(disgusting

percepts ： 嫌 悪 反 応 ) 、

Agl(depressive,dysphoric,gloomy percepts：陰うつ反応)、Abal(anxiety over balance percepts：不安
定 反 応 ) 、 Acon(confusion percepts ： 混 乱 反 応 ) 、 Asex(confusion or anxiety concerning sexual
identification：性的混乱反応)、Adef(dehumanization percepts：非人間化反応)、Afant(fantastic or weird
percepts)の計 14 にわたる下位カテゴリーが設けられている。中野(2005)によれば不安感情
Anxiety は漠然とした不安・不快・対象の恐怖・身体的危険の知覚であり、それらに対する防衛
様式を分析することが出来る。つまり、被検査者が不安をどのように体験しているかだけでな
く、どのようにして内的に対処しているかをスコアとして見ることが可能となるとされている。
不安を喚起されたときにその人が不安を打ち消そうとするのか、嫌悪を感じるのか、あるいは
陰鬱な活気のなさをとして表現するのかなどを検討できる。
また、例えば Adif は「雲」や「煙」という反応例のような、反応決定因として「Y」がスコ
アされるものもあり、不安を防衛しきれずに「漠然とした不安」として表出してしまう場合も
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ある。このように感情カテゴリーの中には反応決定因や反応内容と関連があり、自動的にスコ
アされるものもあることから不安の様相とその防衛の在り方を同時に見ることができる点で非
常に有用であると言える。
さらに、感情カテゴリーは量的分析が可能なため被検査者間比較ができることが利点の 1 つ
として挙げられるが、それは同時に危険性もはらんでいる。感情カテゴリーが設定された当初
の目的から言って、同カテゴリーは感情的な色付けがなされた反応を目に見える形でスコアし、
出来るだけ被検査者が出した反応を拾っていこうという真摯な姿勢から生まれている。さらに
先の考察において Anxiety には不安に対する防衛の在り方を見るという側面もあると述べた。
しかし、ひとたび Anxiety%という形にしてしまうと、それが「不安の強さ」を表すだけの指標
となりがちで、せっかく幅広く拾ったものを切り捨ててしまう恐れがある。もちろん、Anxiety%
だけを見る訳ではないであろうし、その 1 つ 1 つのスコアがどういったカードで表れやすいか、
他のどのような感情カテゴリーが同時に付与されているのかを検討するなど、反応継列も見て
いくことが重要である。切り捨てたものを拾ってまた切り捨てるというパラドックスが、量化
して見ていく際の留意すべき点であろう。

Ⅲ

ロールシャッハ法における不安の再考

ここまで見てきたように、ロールシャッハ法で表される不安あるいは不安に対する防衛は、
図版が曖昧であるがゆえに目の前の人を不安に陥れるという前提の下で考えるならば、むしろ
不安を感じることが前提としてあり、それがどのような不安なのか、あるいは不安に対してど
ういった防衛を働かせるかを見ることに重きを置く心理アセスメントであると言える。しかし
ながら、それらの解釈仮説はあくまでも「仮説」であり、サインアプローチに頼ったり、目隠
し分析で不安の様相が分かるというものでは決してないであろう。反応継列を見たり、同じサ
インでも複数あるうちのどの解釈仮説が当てはまるのかを十分に考えなければならない。辻ら
(1987)が指摘するように「このサインがあったから同性愛であるとか、これがあるから分裂病」
といったようなサインアプローチには危険性があるにも関わらず、これまでのロールシャッハ
法を用いた研究ではそれが考慮されていないものが多々見られてきた。
大切なことは、不安を表す指標が出ていないからと言ってその人が不安を感じていないわけ
ではない、ということである。不安の指標の有無やその多さは、被検査者の不安の「表現の方
法」や「どのような不安なのか」を表すのであり、ロールシャッハ法においては不安の「有無」
を見つけることを第一義とはされていない。それゆえ、被検査者のパーソナリティ像を描き出
すときに不安があるかどうかについてではなく、どのような不安なのかやその不安をどのよう
に体験し、あるいは防衛しているのかについて理解・記述することが必要不可欠である。これ
はロールシャッハ法のみならず、心理療法における不安の捉え方とも関連しているだろう。笠
原(1981)は、不安の体験の仕方を主観化・身体化・行動化の 3 つの方向を取り得るという考え
を示した。心理療法の導入期にロールシャッハ法が実施される場合、この 3 つのどの表現スタ
イルをクライエントが用いやすいのかをアセスメントすることは今後の心理療法の方針を見立
てる上で重要であると考えられる。不安をどのように体験し、それをどのように防衛している
のかあるいはしていないのかを検討できることは、ロールシャッハ法の非常に有用な側面を表
10 －
－ 258

元木：ロールシャッハ法における不安の再考

していると言ってよい。
一方で、ロールシャッハ法が自由連想法ではなく知覚の検査である以上、知覚していても「言
わない」あるいは「言えない」という点はこの検査の限界なのかもしれない。これは不安の指
標がないからといって不安がないとは言えないと述べたことにも関連するが、例えば、性反応
は一般の検査状況において、正常な被験者によって与えられることは少なく(片口,1974)、ロー
ルシャッハ法で表てくる不安を含めたすべての反応は目の前の検査者との間でこそ生まれてく
るという側面があり、必ずしも出された反応が被検査者のあらゆる面を表しているということ
ではない。ゆえにテストバッテリーが必要になってくるのであり、様々な観点から不安につい
てアプローチすることが重要であると言えるだろう。
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ロールシャッハ法における不安の再考
―解釈仮説の検討から―
元木

幸恵

本論では、ロールシャッハ法において、これまで解釈の際、当たり前のように用いられてきた
不安指標に対して、なぜそのような解釈仮説が成り立つかについて検討を行った。ロールシャ
ッハ法では、図版が曖昧であるが故に、それを目の前にすると多くの人が不安を感じる、とい
うことが前提としてある。つまりロールシャッハ法では、そこで感じた不安に対してどのよう
に防衛を働かせるのか、あるいは働かせていないのかについて検討することが可能であるとい
うことが示された。特に名大法の Anxiety(感情カテゴリー)では、今までスコアリングされて
こなかった感情的価値を、よりスコアに反映させることで、被検査者の不安に対する防衛の分
析を可能とすることが示唆された。ロールシャッハ法における不安の表れ方には、様々な水準
や意味があることが考察されたが、解釈の際には他のスコアとの関連やテストバッテリーまで
含めて行う必要があると指摘された。

Reconsidering Anxiety in the Rorschach Method: An Analysis of
Interpretation Hypothesis
MOTOKI Sachie
This article discusses why hypotheses regarding interpretation of the Anxiety Index could be formed,
which has been used in the Rorschach method. In the Rorschach method, many people feel anxiety
when they see the figure because it is ambiguous. That is, the Rorschach method shows that it is
possible to examine how defense does or does not work against anxiety felt by people in the test.
Particularly, according to the Anxiety Index in the category of Affective Symbolism, Nagoya University
Edition, it is suggested that by reflecting the affective value that has not yet been scored in the
Rorschach method, it is possible to analyze the defense mechanism against anxiety of the test subject.
Although there are various levels and meanings in the expression of anxiety in the Rorschach method, it
is necessary to consider relations with other scores and other test batteries when interpreting the score.
キーワード： ロールシャッハ法、不安、防衛
Keywords: Rorschach method, Anxiety, Defense
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