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ロールシャッハ法における対人恐怖の理解 

 
 

元木 幸恵 

 
 
 

Ⅰ．はじめに 
 日本人の多くが持ちうる心性であり，幾分は経験したことがあるであろうものに，「対人恐怖」

がある。それは精神医学ならびに精神分析を始めとした心理療法における重要概念であり，日

本人になじみ深いサブクリニカルな概念でもある。人前に出るときに緊張をし，多くの汗をか

き，頭が真っ白になる経験は誰しも覚えがあるかもしれない。とはいえ，対人恐怖があまりに

も強く感じられると対人場面から撤退し，社会生活にも困難さが生じてくると思われる。その

段において，はじめて心理療法を求めて我々，心理療法家と出会うという方は多い。 

さて，心理療法という営みにおいて，初期の見立てが重要だということは自明である。北山 

(2001) は見立ての標準的なモデルとして，関係性の反復の発見，その反復を描き出すための比

喩の発見，そこでできたモデルで対象を眺め修正していく，という 3 つの段階を挙げた。見立

てられたモデルは心理療法の経過中，常に修正され，時には大幅に書き換えられることもある。 

北山の見立てのモデルのうち，最初の段階に当たる，関係性の反復が起こる要因を探求する

作業が治療者に求められるが，それはどのような道筋で治療者によって考えられていくのだろ

うか。心理療法はパーソナルな営みなだけに，もちろん逆転移を含んだ主観的な印象や感覚も

重要であるが，事後的に面接を振り返る際には，ある程度理論に基づいた視座からの思考でな

ければ，見立ては独りよがりで恣意的なものになってしまう危険性がある。臨床における理論

は，これまで多くの著名な臨床家によって打ち立てられてきており，現在も様々な臨床家によ

って日々実践が積み上げられ，クライエントを理解する道筋や視座が広く，そして深いものへ

となってきている。 

 見立ての際，複眼的な視座からクライエントを理解するためのアセスメント・ツールとして

ロールシャッハ法を用いる臨床家もいるだろう。心理療法が世間一般で市民権を得るようにな

った一方で，特に精神医学や精神分析における古典的な概念のうち，「不安」や「無意識」ある

いは「ナルシシズム」といった用語は次第に，日常語としても使われるようになっていった。

言葉は様々な場面で使用されると，本来の意味から乖離した内容まで包含してしまい，同じ用

語を使用しているはずなのに微妙な意味のずれが生じたまま，その概念があたかも共通で同一

の内容として理解されていることもあるかもしれない。精神分析，特に自我心理学の文脈から

生み出されたロールシャッハ法の解釈においても，それと同様に，意味の乖離が起きている可

能性がある。果たして，ロールシャッハ法における対人恐怖の理解は，面接場面のそれと同じ
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様相を呈しているのだろうか。 

しかしながら，ロールシャッハ法を用いて対人恐怖の検討を行った既存の研究はほとんど見

当たらない。そこで，ロールシャッハ法における対人恐怖の概念が，これまでどのように理解

されてきたのかについて検討するために，まずは対人恐怖概念に関する先行研究を見直してい

くことにする。 

対人恐怖は，後述するように自己愛や罪，あるいは恥との関連がこれまで指摘されてはいる

が，筆者の臨床感覚においては対人恐怖の本質には，「良い」あるいは「出来る」対象であり続

けようとする，必死の努力があるように思われる。つまり，他者から必要以上に良い・出来る

人に思われたいという気持ちが，その心性の基盤にあると考えている。いつも失態を犯さない

ようにしなければならないために，笑顔の仮面をかぶっているものの，その深層ではどこかで

その完璧な仮面が崩れることに怯えているのではないだろうか。本論では，そのような対人恐

怖心性がロールシャッハ法において，どのように表れうるのかについて仮説を提示し，今後の

実証研究の礎としたい。 

 

Ⅱ．精神医学における対人恐怖の概念 
 対人恐怖は，森田 (1932) が神経質の一種として取り上げたことに端を発し，精神医学や精

神分析といった臨床場面で注目されてきた概念である。対人恐怖とはたとえば，笠原 (1993) に

よる定義では「他人と同席する場面で，不当に強い不安と精神的緊張が生じ，そのため他人に

不快な感じを与えるのではないか，いやがられるのではないかと案じ，対人関係からできるだ

け身を退こうとする神経症の一型」とされている。対人恐怖という概念の中には，森田が最初

に注目した赤面恐怖のみならず，内沼 (1977) が臨床例をその症状に着目していくつかに分類

したように，視線恐怖や自己臭恐怖などといった妄想的確信を伴うような非常に重篤な精神症

状を呈する病態まで含んでおり，幅広いスペクトラムをなす概念であると言える。 

 対人恐怖を主訴とする患者は，日本人において有意に多いとされてきた (内沼,1977) 。内沼

の論考では，日本には諸外国と比較して，「恥の文化」が強く存在していることがその理由とし

て挙げられている。内沼は，対人恐怖を「対人場面で『間』があいて『しらける』ことの恐怖

である」と定義した。対人恐怖の根底には羞恥の問題があるとし，それが罪の意識へと変化し

た後に，羞恥の本質である「間の意識」が生まれると考えてられている。「間の意識」が「しら

け」を生むことで，本来自覚されないはずの空間への意識がなされて，緊張状態が自覚される

のだという。 

また，精神科医であり精神分析家でもある岡野 (1998) は内沼の影響を受けつつ，対人恐怖

について，その病理の背後に恥があり，その恥を自己愛の傷つきとみなすことで，その傷つき

の結果として症状が表れると考えた。岡野は，Gabbard (1989) の「過敏型」自己愛との関連で，

対人恐怖における恥について論じている。Gabbard は自己愛性パーソナリティ障害を「無関心

型」と「過敏型」に分け，前者は恥知らずで自己アピール性の強い，自己愛の病理性があるの

に対し，後者は他人の評価に過敏な上に，対人関係では回避的に行動する，対人恐怖的な性格

であるとの論を提示した。また，岡野は自身の臨床経験から，「過敏型」の病理を有する患者は， 

恥の感情を表明する一方で，自分の体験する罪悪感について語ることも決して少なくないと述
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様相を呈しているのだろうか。 

しかしながら，ロールシャッハ法を用いて対人恐怖の検討を行った既存の研究はほとんど見

当たらない。そこで，ロールシャッハ法における対人恐怖の概念が，これまでどのように理解

されてきたのかについて検討するために，まずは対人恐怖概念に関する先行研究を見直してい

くことにする。 

対人恐怖は，後述するように自己愛や罪，あるいは恥との関連がこれまで指摘されてはいる

が，筆者の臨床感覚においては対人恐怖の本質には，「良い」あるいは「出来る」対象であり続

けようとする，必死の努力があるように思われる。つまり，他者から必要以上に良い・出来る

人に思われたいという気持ちが，その心性の基盤にあると考えている。いつも失態を犯さない

ようにしなければならないために，笑顔の仮面をかぶっているものの，その深層ではどこかで

その完璧な仮面が崩れることに怯えているのではないだろうか。本論では，そのような対人恐

怖心性がロールシャッハ法において，どのように表れうるのかについて仮説を提示し，今後の

実証研究の礎としたい。 

 

Ⅱ．精神医学における対人恐怖の概念 
 対人恐怖は，森田 (1932) が神経質の一種として取り上げたことに端を発し，精神医学や精

神分析といった臨床場面で注目されてきた概念である。対人恐怖とはたとえば，笠原 (1993) に

よる定義では「他人と同席する場面で，不当に強い不安と精神的緊張が生じ，そのため他人に

不快な感じを与えるのではないか，いやがられるのではないかと案じ，対人関係からできるだ

け身を退こうとする神経症の一型」とされている。対人恐怖という概念の中には，森田が最初

に注目した赤面恐怖のみならず，内沼 (1977) が臨床例をその症状に着目していくつかに分類

したように，視線恐怖や自己臭恐怖などといった妄想的確信を伴うような非常に重篤な精神症

状を呈する病態まで含んでおり，幅広いスペクトラムをなす概念であると言える。 

 対人恐怖を主訴とする患者は，日本人において有意に多いとされてきた (内沼,1977) 。内沼

の論考では，日本には諸外国と比較して，「恥の文化」が強く存在していることがその理由とし

て挙げられている。内沼は，対人恐怖を「対人場面で『間』があいて『しらける』ことの恐怖

である」と定義した。対人恐怖の根底には羞恥の問題があるとし，それが罪の意識へと変化し

た後に，羞恥の本質である「間の意識」が生まれると考えてられている。「間の意識」が「しら

け」を生むことで，本来自覚されないはずの空間への意識がなされて，緊張状態が自覚される

のだという。 

また，精神科医であり精神分析家でもある岡野 (1998) は内沼の影響を受けつつ，対人恐怖

について，その病理の背後に恥があり，その恥を自己愛の傷つきとみなすことで，その傷つき

の結果として症状が表れると考えた。岡野は，Gabbard (1989) の「過敏型」自己愛との関連で，

対人恐怖における恥について論じている。Gabbard は自己愛性パーソナリティ障害を「無関心

型」と「過敏型」に分け，前者は恥知らずで自己アピール性の強い，自己愛の病理性があるの

に対し，後者は他人の評価に過敏な上に，対人関係では回避的に行動する，対人恐怖的な性格

であるとの論を提示した。また，岡野は自身の臨床経験から，「過敏型」の病理を有する患者は， 

恥の感情を表明する一方で，自分の体験する罪悪感について語ることも決して少なくないと述
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べている。そのメカニズムは，エディプス葛藤を乗り越えること，つまり理想的な自己に留ま

ることよりも，恥ずべき自己に陥る方が，罪悪感になやまされずに済むものの，恥ずべき自己

に留まり続けることも辛く難しいため，その苦しさから逃れるために自己の状態が転換し，エ

ディプス的な「打ち勝つ」理想的な自己になる。しかし，「打ち勝つ」ことに対しては自己が愛

したり同一化したりする対象であるため，その対象を亡きものにしたり傷つけたりすると，そ

こに罪悪感が生じる，というものである。 

さて，2013 年に改訂された米国精神医学会による精神疾患の診断・統計マニュアルである

DSM-5 (American Psychiatric Association, 2013) においては社交不安症 (social anxiety disorder; 

SAD) の中に，対人恐怖の概念が含まれることになった。社交不安症は，DSM-5 において，「他

者の注視を浴びる可能性のある社交場面に対する著しい恐怖または不安を特徴とし，自身の振

る舞いや不安症状を見せることで，恥をかいたり恥ずかしい思いをしたり，拒絶されたり，他

者の迷惑になったりして否定的な評価を受けることを恐れる病態」と定義されている。朝倉 

(2015) によると，自己臭恐怖，醜貌恐怖が日本語名のまま，他の特定される強迫症および関連

症に分類されることになったために，混乱をきたしやすいとされている。それは元来，自己臭

恐怖や醜貌恐怖は対人恐怖の中の重篤な病理水準のものとして考えられていたが，それが強迫

症へと分類されたことで，それらの症状の本質から「恥」のニュアンスが消え，別の疾患のよ

うに扱われることによって，病理の理解し対してその背後にある力動の理解に対して生じる混

乱である。 

また，現代における社会問題の 1 つとなっているひきこもりは，対人恐怖を背景に持つ二次

障害の現象であると考えられる。2010 年に発表された厚生労働省による「ひきこもりの評価・

支援に関するガイドライン」の定義では，「様々な要因の結果として社会的参加 (義務教育を含

む就学，非常勤職を含む就労，家庭外での交遊など) を回避し，原則的には 6 ヵ月以上にわた

って概ね家庭にとどまり続けている状態 (他者と交わらない形での外出をしていてもよい) を

指す現象概念」とされ，子どもから大人までその状態に陥りうることが懸念されている。そし

て，ひきこもりに関しては存外，医学的な論考が見当たらない。というのも，「ひきこもり」は

疾患名ではなく，あくまでも状態像を表す言葉であり，どちらかというと，社会福祉分野や教

育分野での言及が多い。ひきこもりはその名の通り，他者との交流から回避的になってしまう

ため，治療者との接触すら避けることが多く，アウトリーチでもしない限り，なかなか医療の

現場には乗らないのであろう。狩野・近藤 (2000) はそのようなひきこもりの精神力動には，

自己愛の傷つきを恐れた対人恐怖心性を始めとする様々な精神障害が影響を与えており，本人

の動機付けよりも家族や周辺の人からの困り感によってはじめて治療の俎上に乗ると述べられ

ている。 

このように，対人恐怖の概念には自己愛，特に過敏型自己愛や社交不安症，あるいはひきこ

もりや不登校など，様々な概念，症状，状態像との関連が指摘されており，そのような問題行

動や症状の背景には根底に対人恐怖心性が潜んでいる可能性は大いにあると言える。 

 

Ⅲ．精神分析における対人恐怖 
 対人恐怖という概念が日本で生まれたことを考慮し，前項で述べたように対人恐怖との関連
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があるとされている過敏型自己愛に論を限局する前に，恐怖症全般に対する精神分析の変遷を

まとめることにする。 

精神分析の創始者である Freud,S.は，恐怖症の治療について 1900 年前後に取り組み始め，有

名な「ハンス少年」の症例報告によって，恐怖症に関するアプローチを示した。Freud,S. (1909) 

は恐怖症について「さまざまな神経症の一部をなしているともいえる症候群としてしか見なす

べきではないし，独立した病理学的過程として位置づける必要はない」と，当初述べていたが，

症状メカニズムとしては，情愛が過度で強迫的であることから生み出された反動形成による抑

圧であるとの理解をしていたようである。その後の「症状，制止，不安」論文 (Freud,S.,1926) に

おいては，それまでの神経症の理解として持っていた，不安はリビドーが変換されたものであ

るという理解から，「自動的不安」と「信号としての不安」に分化され，いわゆる不安信号説を

唱えた。そして，恐怖症者を含む神経症者の不安が，すべてエディプス葛藤における去勢不安

に由来することを発見した。 

 1970 年代に入ると，エディプス葛藤をその根本に据えた自我心理学的な立場から少し離れて，

Kernberg と Kohut が既述のように対人恐怖と関連のあるとされる，自己愛の病理について活発

に論じ始めた。Kernberg (1975) も Kohut (1972) も，罪悪感は病態水準の高い神経症圏にのみ多

く見られるものとして論じ，自己愛性パーソナリティ障害の人は，あまり罪悪感を感じないも

のとみなしていた。一方で，Kernberg は病理の根底に攻撃性を捉え，Kohut は攻撃性を二次的

なものであるとみなしたことに表れるように，両者の自己愛に関する理解には重なりあう部分

と，相反する部分が見られている。そして，1980年代に入り，先にも述べたような，Gabbard (1989) 

が自己愛性パーソナリティ障害を「無関心型」と「過敏型」に分け，前者は恥知らずで自己ア

ピール性の強い，Kernberg や Kohut が論じたような自己愛の病理性があるのに対し，後者は他

人の評価に過敏な上に，対人関係では回避的に行動する，対人恐怖的な性格であるとの論を提

示した。この Gabbard の過敏型自己愛の概念が，精神分析と対人恐怖をつなぐ架け橋となって

いる。 

 さて，わが国では，精神分析研究にも森田療法を始めとして何本かの対人恐怖症例に関する

論考があるが，症例報告数としては，多いとは言えない。それは，対人恐怖は上記のように，

自己愛に関連する概念であり，かつ症状名であることもあってか，主に自己愛やナルシスティ

ックパーソナリティのクライエント像として語られることが多いためであると考えられる。ま

た，あまりにも対人恐怖が重篤であり，視線恐怖など妄想状態にまで陥っている場合には，そ

もそも分析状況へ入ること自体難しいのではないと考えられる。以下では，その数少ない論考

のいくつかを取り上げてみる。 

 まず，精神分析家の鈴木 (2011) は対人恐怖症の症例に対して週 4 回の分析臨床を実践し，

Bion の概念を用いて考察を行っている。スキゾイドパーソナリティと見立てたアナライザント

との分析プロセスにおいて，どのように負の能力を維持し続けたのかについて短い検討が加え

られている。アナライザントは非常に多くのセッションにおいて，夢を報告したり分析家の介

入に対して号泣したりしているが，そのどれもが様々な意味合いがあるにせよ，分析家との直

接的な触れ合いを回避しようとする動きにも見える。しかし，その行動は本質的に接触を求め

ていないというよりは，むしろ触れ合うこと，分析家という人間と出会うことを恐れているよ
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があるとされている過敏型自己愛に論を限局する前に，恐怖症全般に対する精神分析の変遷を

まとめることにする。 

精神分析の創始者である Freud,S.は，恐怖症の治療について 1900 年前後に取り組み始め，有

名な「ハンス少年」の症例報告によって，恐怖症に関するアプローチを示した。Freud,S. (1909) 

は恐怖症について「さまざまな神経症の一部をなしているともいえる症候群としてしか見なす

べきではないし，独立した病理学的過程として位置づける必要はない」と，当初述べていたが，

症状メカニズムとしては，情愛が過度で強迫的であることから生み出された反動形成による抑

圧であるとの理解をしていたようである。その後の「症状，制止，不安」論文 (Freud,S.,1926) に

おいては，それまでの神経症の理解として持っていた，不安はリビドーが変換されたものであ

るという理解から，「自動的不安」と「信号としての不安」に分化され，いわゆる不安信号説を

唱えた。そして，恐怖症者を含む神経症者の不安が，すべてエディプス葛藤における去勢不安

に由来することを発見した。 

 1970 年代に入ると，エディプス葛藤をその根本に据えた自我心理学的な立場から少し離れて，

Kernberg と Kohut が既述のように対人恐怖と関連のあるとされる，自己愛の病理について活発

に論じ始めた。Kernberg (1975) も Kohut (1972) も，罪悪感は病態水準の高い神経症圏にのみ多

く見られるものとして論じ，自己愛性パーソナリティ障害の人は，あまり罪悪感を感じないも

のとみなしていた。一方で，Kernberg は病理の根底に攻撃性を捉え，Kohut は攻撃性を二次的

なものであるとみなしたことに表れるように，両者の自己愛に関する理解には重なりあう部分

と，相反する部分が見られている。そして，1980年代に入り，先にも述べたような，Gabbard (1989) 

が自己愛性パーソナリティ障害を「無関心型」と「過敏型」に分け，前者は恥知らずで自己ア

ピール性の強い，Kernberg や Kohut が論じたような自己愛の病理性があるのに対し，後者は他

人の評価に過敏な上に，対人関係では回避的に行動する，対人恐怖的な性格であるとの論を提

示した。この Gabbard の過敏型自己愛の概念が，精神分析と対人恐怖をつなぐ架け橋となって

いる。 

 さて，わが国では，精神分析研究にも森田療法を始めとして何本かの対人恐怖症例に関する

論考があるが，症例報告数としては，多いとは言えない。それは，対人恐怖は上記のように，

自己愛に関連する概念であり，かつ症状名であることもあってか，主に自己愛やナルシスティ

ックパーソナリティのクライエント像として語られることが多いためであると考えられる。ま

た，あまりにも対人恐怖が重篤であり，視線恐怖など妄想状態にまで陥っている場合には，そ

もそも分析状況へ入ること自体難しいのではないと考えられる。以下では，その数少ない論考

のいくつかを取り上げてみる。 

 まず，精神分析家の鈴木 (2011) は対人恐怖症の症例に対して週 4 回の分析臨床を実践し，

Bion の概念を用いて考察を行っている。スキゾイドパーソナリティと見立てたアナライザント

との分析プロセスにおいて，どのように負の能力を維持し続けたのかについて短い検討が加え

られている。アナライザントは非常に多くのセッションにおいて，夢を報告したり分析家の介

入に対して号泣したりしているが，そのどれもが様々な意味合いがあるにせよ，分析家との直

接的な触れ合いを回避しようとする動きにも見える。しかし，その行動は本質的に接触を求め

ていないというよりは，むしろ触れ合うこと，分析家という人間と出会うことを恐れているよ
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うに筆者には感じられるし，鈴木の多くの介入からもそのニュアンスが読み取れる。そこが，

回避性パーソナリティとは異なり，他者への興味関心はあるのだが，なかなか恐ろしくて踏み

込めない，過敏型自己愛の様相を呈していると考えられ，アナライザントは対人恐怖的に振舞

わざるを得ないのだと考えられる。 

また，柴田 (2000) は女性の対人恐怖症の患者に対する治療プロセスにおいて，女性性の発

達に関して，損なわれた自己愛と超自我の成熟を 5 つの段階へ分け，自我理想の改訂を繰り返

しながら，その理想に導くことが重要であると主張している。青年期の女性に限定される可能

性はあるにせよ，自我心理学的な観点から，そのような超自我の変化が，社会や対人関係の中

である程度開かれた関係を築いていくことに関わっているのだと柴田は述べている。 

この 2 例からも明らかなように，対人恐怖症を主訴とする症例であっても，実際には様々な

視座からの理解が可能であるが，対人恐怖症者の場合には，自己愛の問題も念頭に入れて目の

前で起きている現象を見つめ直すことによって，複眼的な視座の獲得がもたらされるのだろう。

鑪 (2003) は，Freud,S.の理解と同様，対人恐怖の機制には反動形成が用いられやすいとして，

その症状を理解している。現実感や，現実検討力が低い一方で，内的には自己誇大感を満足さ

せようとするために他者への支配感が強いと考えられ，それを満足させる為に，患者はファン

タジーの世界にひきこもるしかないのだと述べられている。これらの患者は，重篤な精神病者

にも見られるとされ，黎明期の精神分析が対象としていた神経症の患者のみならず，精神病者

にも同じメカニズムが働いていると考えれば，妄想の中に閉じこもり対人関係から撤退してい

るような精神病患者に対する理解が広がるであろう。 

さて，筆者による幾ばくかの臨床経験においては，対人恐怖症者の中には，いつも笑顔で本

当の意味では内面を見せない患者もいると感じられた。目線もよく合い，一見すると他人とい

ることに対してなんら抵抗がなさそうな「良い人」見えるが，話をよく聴いてみると他者とい

るときに強い緊張を覚えたり，手の震えなどの身体症状を呈している，というものである。そ

して，その連想においては，「自分が良い人でいなければならない」という内容が存外見受けら

れた。これは，いわゆる過敏型の自己愛の病理性と軌を一にしていると考えられる。岡野(1998)

が述べた，過敏型自己愛者が罪悪感を感じるメカニズムのように，良い自己であろうとする内

的な水準の話よりもかなり表層的な理解ではあるが，良い対象であろうとすることへの必死の

しがみつきが見られることはあり，過度な気の遣い方などから疲弊してしまい，翻って対人関

係場面から撤退していく可能性は十分にあるだろう。 

 

Ⅳ．ロールシャッハ法における対人恐怖の概念  
 ここまでは精神医学および精神分析における対人恐怖の概念について整理を行ってきた。そ

れでは，ロールシャッハ法においてはどのように対人恐怖がこれまで理解されて来たのであろ

うか。本論は，前項までに述べたような対人恐怖の概念が，どれほどロールシャッハ法におけ

る理解とつながりを持って見てこられたのか，あるいは乖離があるのかといったことについて

検討することが目的であった。故に，本節ではまずはロールシャッハ法における対人恐怖の研

究について振り返り，その解釈仮説についての整理を行う。その後，試みとして，対人恐怖の

概念から対人恐怖を持つ人のロールシャッハ法のスコアに関し，どのような反応が出てきやす
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いのかについて，若干の考察を加えたい。 

 

Ⅳ－1．先行研究 

 Lerner,P. (1998) では，Gabbard (1989) のいう過敏型自己愛者に対するロールシャッハ法にお

いて，陰影反応 Fc がその過敏性と関連があると述べられている。それは，陰影に気が付くとい

うこと自体が，対象の非常に微妙な変化を組み取るということであり，知覚が鋭敏でなければ

なしえないためである。しかし，Lerner,P.はそれがどのように過敏な自己愛と関連しているか

までは言及しておらず，この反応がなされた場合には，患者の自己愛の病理性や対人恐怖心性

についてその素地があると述べるにとどまっている。 

あるいは自己愛との関連では，たとえば Exner (1986) による研究があり，自己愛性パーソナ

リティ障害者のロールシャッハ反応において，鏡映反応に着目している。鏡映反応とは，ほぼ

左右対称なロールシャッハ図版の特性を「水面に映った」というように知覚・処理する反応で，

Kohut が自己愛性パーソナリティ障害の治療に必要とした，映し返し (mirroring) への欲求やナ

ルキッソスの神話のような自己への没頭を示していると考えられている。 

ただし諸外国において，対人恐怖に関してあまり多くのことが言及されていないのは，過敏

型自己愛という概念自体，わずか 30 年ほど前に出されたという事に加えて，対人恐怖が我が国

に特有といってよいほどに特化して多く見られるため，諸外国ではまだなじみの薄い概念であ

るためだと考えられる。 

本邦に目を移すと，対人恐怖とロールシャッハ法の関連を見た実証的な研究は，そもそも数

が少ない。その中でも神谷 (2000) と相河 (2004) は 2000 年代に入って見られる数少ない実証

研究である。 

 神谷の研究においては，大学生を対象に対人恐怖心性を見る質問紙法を用いて，事前に参加

者を対人恐怖心性の高・中・低群へと分類し，その後，各群に対してロールシャッハ法を施行

している。分析においては，ロールシャッハ法の人間反応 H の反応数について比較検討がなさ

れていた。結果として，どの群にも H の出現数に関して有意差は見られず，意識的な対人恐怖

と無意識的な人への興味関心とは別のものを測定しているということが分かった。 

 相河は神谷とは別の尺度ではあるものの，質問紙を用いて，女子大学生に対してロールシャ

ッハ法を実施した。その結果，対人恐怖心性の高い人の方が特にⅠ・Ⅹカードに関して「顔」

反応が多く見られたという。相河は，対人恐怖がある人は外界に主観的なイメージを投影しや

すいのではないかと考察している。 

 しかし，この 2 つの研究は，あくまでも大学生を対象とした研究でもあり，実際の対人恐怖

症者に対して行ったロールシャッハ法ではないことからも，対人恐怖全般に当てはまる特性な

のかに関しては疑問が残る。 

 臨床例に施行したロールシャッハ法で言えば，少し古いが堀尾 (1973；1991) では，対人恐

怖を主訴とする実際の症例に基づいたロールシャッハ法のスコアの報告を行っている。全体反

応 W の割合の高さや人間運動反応 M の多さなどが傾向として見受けられ，人間反応も多かっ

たという。加えて，相河と同様に顔反応も多く見られることが分かった。 

 三者とも，人間反応や人間運動反応と顔反応など人間に付随するスコアに限定した解釈の視

－ 130 －

京都大学大学院教育学研究科紀要　第66号　2020



6 
 

いのかについて，若干の考察を加えたい。 

 

Ⅳ－1．先行研究 

 Lerner,P. (1998) では，Gabbard (1989) のいう過敏型自己愛者に対するロールシャッハ法にお

いて，陰影反応 Fc がその過敏性と関連があると述べられている。それは，陰影に気が付くとい

うこと自体が，対象の非常に微妙な変化を組み取るということであり，知覚が鋭敏でなければ

なしえないためである。しかし，Lerner,P.はそれがどのように過敏な自己愛と関連しているか

までは言及しておらず，この反応がなされた場合には，患者の自己愛の病理性や対人恐怖心性

についてその素地があると述べるにとどまっている。 

あるいは自己愛との関連では，たとえば Exner (1986) による研究があり，自己愛性パーソナ

リティ障害者のロールシャッハ反応において，鏡映反応に着目している。鏡映反応とは，ほぼ

左右対称なロールシャッハ図版の特性を「水面に映った」というように知覚・処理する反応で，

Kohut が自己愛性パーソナリティ障害の治療に必要とした，映し返し (mirroring) への欲求やナ

ルキッソスの神話のような自己への没頭を示していると考えられている。 

ただし諸外国において，対人恐怖に関してあまり多くのことが言及されていないのは，過敏

型自己愛という概念自体，わずか 30 年ほど前に出されたという事に加えて，対人恐怖が我が国

に特有といってよいほどに特化して多く見られるため，諸外国ではまだなじみの薄い概念であ

るためだと考えられる。 

本邦に目を移すと，対人恐怖とロールシャッハ法の関連を見た実証的な研究は，そもそも数

が少ない。その中でも神谷 (2000) と相河 (2004) は 2000 年代に入って見られる数少ない実証

研究である。 

 神谷の研究においては，大学生を対象に対人恐怖心性を見る質問紙法を用いて，事前に参加

者を対人恐怖心性の高・中・低群へと分類し，その後，各群に対してロールシャッハ法を施行

している。分析においては，ロールシャッハ法の人間反応 H の反応数について比較検討がなさ

れていた。結果として，どの群にも H の出現数に関して有意差は見られず，意識的な対人恐怖

と無意識的な人への興味関心とは別のものを測定しているということが分かった。 

 相河は神谷とは別の尺度ではあるものの，質問紙を用いて，女子大学生に対してロールシャ

ッハ法を実施した。その結果，対人恐怖心性の高い人の方が特にⅠ・Ⅹカードに関して「顔」

反応が多く見られたという。相河は，対人恐怖がある人は外界に主観的なイメージを投影しや

すいのではないかと考察している。 

 しかし，この 2 つの研究は，あくまでも大学生を対象とした研究でもあり，実際の対人恐怖

症者に対して行ったロールシャッハ法ではないことからも，対人恐怖全般に当てはまる特性な

のかに関しては疑問が残る。 

 臨床例に施行したロールシャッハ法で言えば，少し古いが堀尾 (1973；1991) では，対人恐

怖を主訴とする実際の症例に基づいたロールシャッハ法のスコアの報告を行っている。全体反

応 W の割合の高さや人間運動反応 M の多さなどが傾向として見受けられ，人間反応も多かっ

たという。加えて，相河と同様に顔反応も多く見られることが分かった。 

 三者とも，人間反応や人間運動反応と顔反応など人間に付随するスコアに限定した解釈の視
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点であり，その他多くのスコアに関してはあまり着目されていないように思われる。それは，

やはり対人恐怖という概念が人と人との間で起こってくるためであり，どうしても着眼点が人

間関連のスコアに寄りやすい。よって次節では，これまでの先行研究ように実際のデータから

数量的に検討するのではなく，視点を反転させて，対人恐怖の概念からロールシャッハ法に表

れやすいと考えられるいくつかのスコアを提示し，試論として提出したいと思う。 

 

Ⅳ－2. 対人恐怖の概念からロールシャッハ法のスコアを考える 

 そもそも先行研究にあるような人間反応や人間運動反応，顔反応はなぜ対人恐怖症あるいは

その傾向がある人に見られるのだろうか。 

 対人恐怖に関する笠原 (1993) の定義を検討すると，対人関係からできるだけ身を退こうと

するものの，翻ってそれは他者に対する強い関心や，気にしすぎる気持ちがあるからだと考え

られる。それはともすれば，いわゆる好奇心のような適度な関心の域を越えて，強すぎる他者

への関心のために，周りの人から嫌われたくないと思ったり，その思いが強すぎて心の中に抱

えておけなくなることで投影が働いて「見られている」と感じたりすることも多い，というこ

とがメカニズムとして考えられる。またロールシャッハ法において，人間をそのブロットに見

るときに，顔や顔の中でも「目」について言及される場合には，その投影が働いている可能性

がより大きくなるだろう。他者から「見られている」ことに対する，怯えの心性があるのかも

しれない。これは筆者の臨床感覚とも一致した見解となっている。 

 他の基礎的な反応に関してはどうだろうか。ここで，内沼や岡野が注目していた「恥」の感

覚という視点からロールシャッハ法について考えてみたい。既述のように，恥の感覚を持つ人

は，恐らくロールシャッハ法の検査場面においても，ほとんど見知らぬ人と 1 対 1 にされるが

ゆえに，極度の緊張感を覚えるはずである。手の震えや声の上ずり，落ち着かなさといった行

動面の特徴が，まずもってあらわれる可能性がある。このことはスコアには直接は反映されな

いが，検査場面で得られる重要な情報となるだろう。 

 次に，その緊張があると仮定すると，一般に初発反応時間は遅くなる (片口,1974) と考えら

れる。もちろん，知的レベルやモチベーション，ショックの存在など，そのほかの要因も関わ

っているのだが，全図版を通してあまりにも初発反応時間が長い場合には，対人恐怖心性につ

いて考えてみても良いのではないだろうか。また，検査者から変だと思われたくないという気

持ちや，「しらけ」を生みたくない，という気持ちが出てくるならば，反応数としては多くなる

傾向にあると考えられる。「しらけ」というのは「間」への意識のことであり，対人恐怖を持つ

人は，その間を嫌うので，何かで埋め尽くそうとするような，いわば強迫的な防衛機制を用い

ると推測される。そのため，たとえば図版の細部を反応に用いるような微細反応 dd が見られた

り，空白部分ですらもなんとか反応に組み込もうとして，間隙反応 S が出てきたりするなど，

外界に常に鋭敏な状態であるがゆえに図版という対象に対しても，細部にわたる観察が行われ

るだろう。 

 反応決定因に関しては，情緒的に揺さぶられるものから回避する傾向があるのであれば，一

見反応決定因に色彩や濃淡が関わっていそうに見える反応においても，決定因としてそれを言

語化し得なかったり，否認したりするかもしれない。それはたとえば，Ⅲカードにおいて真ん
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中の D の部分に「リボン」を見ていたとしても，形にしか言及しなかったり，同じⅢカードで，

赤の部分をすべて否認して，人間反応のみに終始する態度であると言える。また，「恥」が「罪」

の意識と関連しているのであれば，岡野 (1998) が述べるように恥が罪に，あるいは罪が恥に

反転するような強い心的緊張感をもった状態であるとも言える。そうであるならば無生物運動

反応 m は衝動性や心的緊張を表す (片口,1974) と考えられているため，人見 (2017) が指摘す

るように，2 つ以上の無生物運動反応 m が見られるものと推測される。 

ここで，ロールシャッハ法のスコアリング手法の中でも名大式技法における感情カテゴリー 

(Affective Symbolism) と思考言語カテゴリー (Thinking Process and Communicating Style) を用

いて検討してみたい。感情カテゴリーとは，ロールシャッハ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り，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) ，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。また髙橋 (2012) によ

れば，感情カテゴリーにはクライエントの対人関係の特徴や全体的な感情の様相を捉えること

ができ，思考言語カテゴリーで合わせて理解することで，今後の治療関係の予測に繋がるとさ

れるなど，アセスメントの際に非常に有用なカテゴリーであると言えよう。 

さて，それでは対人恐怖者のロールシャッハ法では，どのような感情カテゴリーや思考言語

カテゴリーが付与されるのだろうか。この 2 つのカテゴリーを用いた対人恐怖症者の研究は未

だ見当たらないため，全く新たな理解の提示になる。 

まず，恥と罪の意識というのは，既述のようにある種の緊張感を持った状態であると考えら

れる。感情カテゴリーにおいてはたとえば「崖の上に今にも落ちそうになりながら立っている」

というような場合にスコアされる Abal (不安定反応) や「爆発」などエネルギーの噴出に際し

てスコアされる Hhat (緊張反応) がその名の通り緊張を示しているだろう。これらは無生物運

動反応に比べて，視覚的にも危ういバランスを取っている状態であり，なにか意識的にも落ち

着かないような緊張感を持っているものと考えられる。また，対人恐怖が自己愛の病理の一表

現型であるとみなし，Kernberg や Kohut の言うように攻撃性が病理の根幹に仮定されるのであ

れば，攻撃反応 Hostility が平均的なプロトコルよりも多く産出されるかもしれない。特に，攻

撃性は持っていてもそれを容易には出すことが出来ないと考えられる過敏型の人たちは，

Hostility の中でも「喧嘩をしている」といった HH (直接敵意反応) や「身分の低い人たち」と

いった Hdpr (蔑視反応) よりも「角」や「はさみ」といった去勢不安に関係すると言われてい

る反応に付す Hh (間接敵意反応) が見られると推測できる。また，一般的にナルシシズムの一

種のサインとして Pnar (自己愛反応) が挙げられる (名古屋ロールシャッハ研究会,2011) が，こ
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れが対人恐怖の人についても当てはまるのかは未だ実証的な研究がない。とはいえ，「過敏型」

自己愛の病理を持つと考えられる対人恐怖症者は，同じ Pnar であっても，「鏡をのぞき込む」

といったような直接的に自己への没頭を表現するようなアピール性のある反応ではないものの，

たとえば「きれいな装飾の兜 (スコアは Adef の防衛反応と Pnar のブレンド) 」といったよう

に，不安を伴ったアピール性を発揮するのかもしれない。 

次に，思考言語カテゴリーから検討する。対人恐怖があると，表層的なコミュニケーション

はさておき，検査場面で積極的に検査者と関わろうとするとは考えにくいため，大カテゴリー

の Defensive Attitude (防衛的な態度) が基本的にスコアされることが多いだろう。その中でも検

査者の目を気にするあまり，どこか自分を責めるような apology (self-critic) がスコアされたり，

反応があまりはっきり断定されない modified response のようなスコアが付されたりすると考え

られる。これらの反応は，一見すると謙虚で慎み深いようでもあるが，その実，先に自分自身

で反応を批判して複数の可能性を提示しておくことで，責任を追及されることから逃れ，それ

以上何も相手 (検査者) に言わせないという防衛的な在り方とも解釈できるだろう。その意味

で，対人恐怖に関連があるスコアであると考えられる。また，相河 (2004) が指摘するように，

投影が過剰であるとするならば，全体的に arbitrary thinking，つまり恣意的な反応が多く産出さ

れると考えられる。対人恐怖症者と一般に言われる場合，神経症圏であるとは考えられるが，

たとえば，自己臭恐怖のような自我境界の曖昧さが見られるような場合には autistic logic のよ

うにより自閉傾向が強まった反応が出るのかもしれない。 

 

Ⅴ．まとめ 
 日本人にとって非常になじみ深い心性である対人恐怖は，それが重篤化すれば自己臭恐怖の

ような自我漏洩症状や社会生活からの退却に繋がることもあるような，非常に幅広い概念であ

る。本論においては，対人恐怖の概念が精神医学および精神分析においてどのように理解され，

あるいはどのような臨床が行われて来たのかについて概観した。森田正馬に始まる対人恐怖の

概念は，そこに端を発し，我が国において相当な研究が積み上げられてきた。対人恐怖の概念

は自己愛との関連があると考えられ，Gabbard (1989) の「過敏型」自己愛が対人恐怖の根底に

あるのではないかと岡野 (1998) らにより明示された。また，内沼 (1977) や岡野 (1998) のよ

うに「恥」や「罪」あるいは「しらけ」といった概念から対人恐怖心性について検討した。筆

者は自身の臨床経験から「良い人」であろうする努力がその心性を生み出しているのではない

かと考えた。 

ロールシャッハ法で用いられている対人恐怖の理解と，心理療法プロセスにおける理解とを

つなぐことを目的とし，ロールシャッハ法における対人恐怖の研究について振り返った。しか

し，ロールシャッハ法においては，先行研究自体の数が少ないこともあり，やはりこの重要な

概念については理論的なつながりが薄いままに対人恐怖の概念が用いられてきたようである。

また，これまでの研究で述べられてきた対人恐怖と関連があるとされるスコアは，人間反応，

人間運動反応，顔反応などであるが，それ以外の基礎的なスコアに関しては，あまり重要視さ

れていなかった。そこで，本論では試みとして，対人恐怖の概念からロールシャッハ法のスコ

アを推測する，という仮説構築を行った。対人恐怖の鍵概念は内沼らや Gabbard を参考にしな
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がら自己愛や恥，過敏性にあると捉え，そこから考えつくスコアについて根拠とともに列挙し

た。また，良い人であろうとするために起こってくるであろうコミュニケーションのスコアに

着目し，考察を行った。 

 しかし，あくまでも本論は仮説であり，何一つ実証的な研究足り得ない。今後は実際に対人

恐怖症者に対してロールシャッハ法を施行し，どのような反応が見られるのかについて詳細に

検討する実証的なプロセスが必要である。 
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ロールシャッハ法における対人恐怖の理解 

元木 幸恵 

本論では，特に日本人にはなじみ深いサブクリニカルな概念でもあり，多くの人が持ちうる心

性でもある対人恐怖の概念に着目し，ロールシャッハ法における対人恐怖の概念がどのように

理解されうるのかについて検討した。対人恐怖は，ナルシシズムとの関連もこれまで指摘され

ており，「恥」や「罪」といった概念と密接に関連していることが先行研究より明らかになった。

また，二次障害としてひきこもりや不登校などにもつながりやすく，対人恐怖のアセスメント

の重要性を提示した。ロールシャッハ法においては先行研究を基に，従来の人間反応や人間運

動反応だけに限らず，反応時間やテスト時の態度にわたって検討を行った。心的な強い緊張状

態にいると考えられる対人恐怖症者は，緊張に関連したスコアが多く出され，それが自責感に

まで至るとすれば，攻撃性に関する反応も多いと推測された。今後，臨床例に対する実証的な

研究によって仮説の検証を行う。 

 

 

Comprehension Anthrophobia in the Rorschach Method 
MOTOKI Sachie 

Anthrophobia is a subclinical concept familiar to the Japanese, and that many people can feel. This 

paper examines how the concept of anthrophobia in the Rorschach method can be understood. 

Anthrophobia has been linked to narcissism and is closely related to the concepts of “shame” and “guilt”. 

In addition, it can lead to withdrawal or refusal to attend school, and it is therefore important to assess 

anthrophobia. In the Rorschach method, we examine not only the conventional human response and 

human movement response, but also the reaction time and test attitude. It was speculated that people 

with anthrophobia who seem to be in a state of intense tension would show a high score related to 

tension response. If this resulted in self-responsibility, there may also be many responses related to 

aggression. These hypotheses will be verified in future empirical research in clinical cases.  
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