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青年期における｢想像上の仲間｣に関する一考察
一語りと体験様式から-

山　　口　　　　　智

I.はじめに

｢想像上の仲間(imaginary companion)｣と呼ばれる現象がある｡実在するわけではないと

認識しながらも,まるで本当にいるかのように感じられる想像の中だけでの仲間や友達,それを

｢想像上の仲間｣と言う｡ ｢想像上の仲間｣がしばしば幼児期に見られることは,一般抑手も知ら

れているのではないかと思われる｡例えば,幼い子どもが,あたかも誰か友達が傍にいるかのよ

うに振舞って遊んだりする様子はそう珍しいことではない｡また,絵本や文学作品,映画などで

も｢想像上の仲間｣が登場する作品は多く,そうしたものを見聞きしたことのある人もいるので

はないだろうか｡さらに文学作品には,幼児期のみならず思春期,青年期においても｢想像上の

仲間｣が現れる様子を描いているものがある｡例えばKonigsburg著｢ぼくと<ジョージ>｣に

は, 12歳の少年が心の中に住むジョージという｢想像上の仲間｣との対話によって現実の困難を

乗り越えていく様子が描かれているし, ｢アンネの日記｣は,アンネ･フランクが13歳から15歳

の時に,架空の友達キティに宛てて手紙を書くという形式で書いた日記である｡こうした｢想像

上の仲間｣は文学作品の中だけのことと思われるかもしれない｡しかしいくつかの調査研究から,

｢想像上の仲間｣は実際に青年期においても経験されうる環象であることが明らかにされてきて

いるのである｡本稿は,青年期における｢想像上の仲間｣について取り上げ,それがいかなる存

在であるのか,また,そうした存在との関わりを経験したことのある人は,どのように世界を体

験し生きているのかについて論ずるものである｡

II.問題

｢想像上の仲間｣に関する研究は古くは19世紀後半から見られ,主に欧米を中心に,多くは幼

児期を対象にした研究が進められてきた｡また幼児期を対象にした研究よりも数は少ないが,高

校生や大学生など青年期を対象にした研究も発表されている｡その初期の代表的な研究として

Hurlock et al (1932)は,高校生と大学生を対象に質問紙調査を行い,その発現率は女子31%,

男子23%であり,発現開始時の平均年齢は女子5-7歳,男子7-9歳で, 10歳以降にも発現が

多く見られたことを報告している｡その後,諸外国における青年期を対象にした研究では,主に

子ども時代の｢想像上の仲間｣経験を取り上げる回顧的な質問紙調査がなされてきた｡我が国に

おいてはこれまでに,麻生(1989),犬塚ら(1991),森定(1999)が大学生を対象に調査を行っ

ており,その発現率は約10%-21%であったことが明らかになっている｡また発現開始時期は5,

6歳と10歳などにピークが分かれるとの指摘があり,山下(2001)はそうした二つの時期に発現

する｢想像上の仲間｣について,その性質や機能,心理的意味は異なるため分けて考えるべきだ
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と述べている｡これらの先行研究を受けて,筆者は2001年に高校生対象の質問紙調査を実施し,

その発現率は約20%で,さらにその内の三分の二は調査時にも発現が見られたことを明らかにし

た(山口, 2006)｡また,先行研究では詳しく検討されていなかった二つの発現開始時期に関し

て, 6歳頃に現れ始める｢想像上の仲間｣には｢友達｣の他に｢神様｣が多く,安心や愛情を感

じる存在だけでなく｢妖怪｣などの恐怖を感じる存在も挙げられ,一方10歳頃に現れ始める｢想

像上の仲間｣には｢友達｣の他に｢もう一人の自分｣が多く,安心,共感,競争心を感じる存在

が多かったことを指摘した｡さらに諸研究では定義が唆味であるという問題点を踏まえ, ｢想像

上の仲間｣を以下のように定義した｡つまり｢想像上の仲間｣とは,目の前に何もない想像上で

の存在で,その存在が自分からは切り離された独自の人格を持ち,その存在と自分との間で何ら

かの交流がある場合,以上の条件を満たしていれば人物に限定せず,動物,無生物,実在する存

在,架空の存在,夢で見た存在などもすべて含めるというものである｡

このように｢想像上の仲間｣については様々な研究がなされてきたが,青年期に見られる｢想

像上の仲間｣の具体像については未だ十分に研究が進んでおらず,また研究方法に関しても,こ

れまでは質問紙調査に偏ってきたという問題点が考えられる｡

ところで｢想像上の仲間｣とは一体いかなる存在と位置づけることができるのだろうか｡そも

そもWinnicottは｢想像上の仲間｣を移行対象の年長の同槙として考えていたことが指摘されて

いる(Glornick, 1990/1998)｡ -'移行対象transitional object''とは,乳幼児が肌身離さず大切に

扱い愛着を示す毛布やぬいぐるみなどのことを言うが,そうした移行対象は年月を経るにつれて

'-拡散していき,内的心的現実と2人の個人に共通して知覚される外的世界の間の中間領域全体

に,いわば文化的分野全体に広がってしまう-.とされる(Winnicott, 1971/1979)c ｢想像上の仲

間｣は単なる客観的な対象物ではなく,主観的な個人の内的世界から生み出された存在である｡

そうした点を考えても, ｢想像上の仲間｣は,移行対象が拡散しひろがった,内的世界と外界と

の間の中間領域に属する存在と捉えられよう｡

また,心理療法における｢想像上の仲間｣の役割についての指摘もある｡例えば森定(1999)

は,特に思春期の場合, ｢想像上の仲間｣ぱ'内的世界と外的世界の橋渡しとなり,治療の鍵とな

ることが多い..と指摘しているし,滞ら(2002)は｢想像上の仲間｣を治療の協力者となすこと

すら可能であると述べている｡ Winnicott (1971/1979)は,心理療法とは-患者を遊べない状態

から遊べる状態へと導くように努力することである"と述べているが,遊ぶこととはまさに中間

領域でなされることであり,中間領域に属すると考えられる｢想像上の仲間｣の存在が,心理療

法において重要な役割を担う可能性は十分に考えられる｡

しかし,ここで一つ考慮すべき問題がある｡というのは,幼児による｢想像上の仲間｣の所持

は一般に健康的な現象だと考えられているが,幼児期･児童期以降,成人になっても見られる場

合には,精神病理的状態の先駆けとなりうるとの指摘があるからである(Grolnick, 1990/1998

など)｡しかし逆に,青年期に見られる｢想像上の仲間｣について,それを創造性や発達の肯定

的なサインとして捉える声もある(Seiffge-Krenke, 1997 ;Taylor, 1999など)｡筆者はこれま

でに行った研究の中で,青年期に｢想像上の仲間｣を持っ人は,病理性へと通じる側面を持ちな

がらも,それを回避する在り方を持っとの示唆を得た(山口, 2006)c　青年期に見られる｢想像

上の仲間｣は,どこか病理性につながりうる側面と,創造性などにつながる側面との両面を併せ
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持つと考えられ,その点については留意しておく必要があると考えられる｡

先に指摘したように,これまで青年期を対象にした｢想像上の仲間｣に関する研究は回顧的伝

質問紙調査が大半であり,それでは発現率や発現時期などの大まかな内容しか捉えることができ

ないという問題点があった｡しかし｢想像上の仲間｣の多様性や個別性を考えると,個人ごとに

より詳しく,その独自の在り方を明らかにする調査が必要であると考えられる｡また青年期対象

の調査であれば,その病理性への指摘にも留意すると,質問紙調査ではなく個別面接でのインタ

ビュー調査が適当であろう｡さらに, ｢想像上の仲間｣との関わりを持っ人がどのような人なの

か,どのような体験様式を示すのかといった点についても検討が必要になると思われるが,その

ためには投影法の手法が有効と考えられる｡山口(2006)では投影法の中からパーソナリティを

捉える目的でバウムテストを施行したが,他に体験様式を捉えることのできる検査としてロール

シャッ-･テスト(以下｢ロ･テスト｣と記載する)がある｡バウムテストとはKoch

(1952/1970)によって創始された,実のなる木を描いてもらう描画テストであり,ロ･テストは,

Rorschach (1921/1979)によって提唱された人格診断テストで,図版のインクプロット(しみ)

が何に見えるかを問うことで,知覚の形式的側面を明らかにしようとするものである｡ロ･テス

トの図版における披調査者とインクプロットとの関係の在り方には,披調査者の世界との関わり

方が投影されると考えられるため,体験様式を把握する上で有効な手法と言える｡

日.目的

本研究では青年期における｢想像上の仲間｣に焦点を当て,個別面接におけるインタビューと,

バウムテスト,ロールシャッ-･テストを実施し,青年期における｢想像上の仲間｣とはいかな

る存在なのか,そうした存在との関わりを経験したことのある人は,いかなる体験様式を持っの

かを明らかにすることを目的とする｡前節で述べたように, ｢想像上の仲間｣は中間領域に属す

ると考えられる在り方や心理療法において担いうる役割,病理性にもつながりうる性質を持ちな

がら創造性に富む独特の性質などから,研究対象として非常に興味深い存在であると考えられる｡

IV.方法

1.駒査期間　　2003年7月から11月に調査を実施した.

2.枚調査者　　大学生及び大学院生330名に｢想像上の仲間｣についての質問紙調査を行い1),

その質問紙の中で個別面接調査への協力を依頼したところ,これまでに｢想像上の仲間｣を所持

したことがあると回答した中の27名(男性8名,女性19名)が協力に応じたため,その27名を被

調査者とした｡被調査者の平均年齢は21.4歳であった｡

3.調査内容

1)インタビュー

初めに『｢想像上の仲間｣と思われる存在について,具体的にどのような存在なのか教えてく

ださい』と自発的に話すよう促した｡その後筆者から,その存在の現れる状況や頻度,その存在

に対する気持ち,その存在の果たす役割,視覚的･聴覚的イメージの度合い,現実と想像の区別

などについて質問をした｡質問は被調査者の語りを妨げないよう配慮され,順番やその有無が変

わることもあった｡
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2)バウムテスト

A4サイズの画用紙, 4Bの鉛筆,消しゴム,鉛筆削りを用いて｢実のなる木を1本描いてくだ

さい｣と教示してテストを実施した｡描画後, PDI (描画後質問)として,木の種類,木が立っ

ている場所,季節や時刻のイメージなどについて尋ねた｡

3)ロールシャッハ･テスト

片口法(1987)に基づき,標準図版10枚を用いて実施した｡インクプロットが何に見えるかを

問う自由反応段階と,反応領域･反応決定因･反応内容について問う質問段階を施行し,時間の

許す場合は限界吟味段階まで行った｡

4)手続き

調査は約1週間の間隔をあけて2回に渡って行われ, 2回とも筆者が個室において個別に実施

した｡ 1回目はインタビューとバウムテストを約1時間で実施し, 2回目はロ･テストを約1時

間から2時間で実施した｡ 2回とも,披調査者の同意を得た上でテープレコーダーを用いて録音

を行った.テープ録音はその後逐語録に起こし,考察の材料として用いた｡

V.結果･考察　一語LJからみる｢想像上の仲間｣ -

1. ｢想像上の仲間｣についての語り

インタビューにおいて｢想像上の仲間｣が調査時においても現れると答えた被調査者は27名中

18名にのぼり,まずその発現が青年期においても十分起こりうることが明らかとなった｡以下に,

青年期における｢想像上の仲間｣として一例を紹介する｡次の【例】はある男性被調査者が, 13

歳頃から現れるようになったという｢もう1人の自分｣について語ったものである｡ (以下, <>

は筆者の質問を,斜体は語りの部分を示す｡)

【例】　f -"<L..';・"' ､ 'ILト・'Ji.'fJ:　　　･∴i- >蝣蝣ト　　-i'l'J　*:H.∴　3,'y?^.1-i

1.:土〔こ　sa;%: v､-ね'-.'I '--'・.耳′三::仲.一　∴.ここ1･‥1･1∴-*_-,-J三i-n.--　こべ1.こ1･､声. T

ft ･･､LI:よ二/// ¥Ta ;ti-'X　　　　　　　・?j/."/- -(!'-　Si;こh;tl,%退　　､.iそ.-"*t-い

,∴ /'/'?サ蝣蝣｡　Jt il　-.'∴才i蝣.・ォ:・・/・・　>JJい'<:t-"'J:い一I.子･'･い　　　蝣jJii　ヤ/・'-'･こ1*'1 I*∴

n-rJ:ii-:--　　　　　　-:I-･てこ.いヱ-->.土.-J∴ ･:.-・蝣. VJJ　土:･･∴　/'/蝣/.蝣'・'・・∴.L

とFL､ '一->'Ji .'/'(SV- /'/ ､ >!ll　　　∴三ォ.蝣ォ/・蝣'i-:1'軒こ-j:sivv -蝣:.それ

がずっとたまってきT,もうこれasかんわっTいう(らいになった噂に,腰手にでて(るo　産

・'///7..:　ihi!い-- t ∴　　　　蝣-''サ'.㌔ -.-チ.･J　…-I・こ-*蝣*t. -J--t*1一　　　　　　　こ

.;:　"ォ/f.':/・て　こ　"l蝣>-ト　H　-　一蝣--i'-,　　　　∴､ご　i S:It:_､ -**.・蝣*-こ　.'/・・ぺV

印度∴r.' j'iiu∵: F･.　　　<蝣・/蝣・・/:.-V　　　∴　　　　二　蝣>!・'.'.:: '蝣･_　∴.l･∴き.'-'./蝣､二・*l-t'.1

.さ1."・-".-'・>∴　蝣iw/:.;いW.' /'/'.*蝣'.>' ､さ･Jlい　. .illlf-'/.､ ∴こ　　　T'!!蝣'・・<¥T

J¥f　'/'/・・/ <蝣/土か/.蝣<**.そのI:'_J　ー:; -′　'Vi'f*.'*.':　　　　r-K･-'・ir'/fr:て

・｣.*:‥J二iV'.-V.ト･∴*・-.' fr/iX-Cifi'/tて1 x- >一・一'・　-'-"・､二∴､車.　ざ　　　　J:W;::H

J･.ざl' ' '/'/蝣'.ごォ^^r;^' √!たh hu:∴｣v'野　　　-i/'sff蝣　　　　　､ //蝣/.

と!'・"':iVこ~∴!~:I:' -t打,･銭':二昌/J土　ft!!　　　l T :　　tnf蝣>:.>.;・'.　;>//蝣・/ i -,ノ

･v. 'い" *ti-"こ"J" J-tl　<'/'耶　　蝣サ.JUil二v i.>ヒ<L ¥'J　　.t, ,こて‥　　∴.i'V/v'1'/'-^舛'<・'s. ､-
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るみたいな感Co ^がいる薪ではまずやらないですねOだいたいIiB分の解で,産で,屠る蔚

ぐらいo　新府Lて真っ好にLT｡ <一話をするとどんな感じ?>劇まLてあらっTi;時は膚Lい

というかo話をノ野いてもらってる時IJ,逓あ良かった,すっきりLたっていうのが-W｡ &って

ること全m言ってすっきりLたなっTo　普茸の友達だとある程度までlJ言えるIjどt,ここまで/i

日田　　　　　　　　白　　　　　　　粥恒産∃t >4" < 3* 3? <f.｣乳　　　　　　　　眉臣誠mR

と思いますか?>何やろo　とっておきの贋の屠解晋みたい71-感L'ですかねo全都なくなっTも,

虚fto巌%O｡何やう,皮膚のg;みたい'J.｡お*>>人アfrtJt)や/fいこ上になる.かもとtiAfrteっ

TL,こいつかいTJtltzから,今oOi>かここまで来tifzアMうL,

青年期における｢想像上の仲間｣として,個々に詳細は異なるが,このように自分を励まし元

気づけてくれる｢もう1人の自分｣が他にも幾っか挙げられた｡またSeiffge-Krenke (1997)は,

日記を媒介とした｢想像上の仲間｣との関わりが青年期特有の傾向として見られると指摘してい

るが,実際に日記を介して対話する｢もう1人の自分｣について話した被調査者もいた｡この他,

お祈りやお願い事をする自分だけの｢神様｣,自分を常に守ってくれる｢私より大人の男の人｣,

｢冷静な意見を言ってくる人物｣などが挙げられたが,その異体的な内容は様々でありつつも,

1 ｢想像上の と発現時期　　　　　　　　　相談相手になってくれたり,理想

No.　　　　　　内容　　　　　　　発現開始　　　消失

01F　　テレビのキャラクタ　　　　　　　　3, 4歳　　　　5歳

02F-1ごっこ遊びに登場する友達　　　　就学前　　　幼稚園

03F　　押入の奥から出てくる電車　　　　4, 5. 6歳　小学校中学年

04M　　アニメのキャラクター　　　　　　　5. 6歳　　10, 11歳

05F　　神様　　　　　　　　　　　　　　　6歳　　　　今も

06F　　神様と亡くなった祖父　　　　　　幼稚園　　　今も

07M　戦隊物の悪役　　　　　　　　　幼稚園　　　今も

08M　もう1人の自分　　　　　　　　　幼稚園　　　今も

09F　　夢に出てきた男の子　　　　　　　7, 8歳　　　小学6年

10F　　理想の人物(もう1人の自分　　　　7, 8歳　　　17歳

1 1 F　　一緒に帰るおしゃべりの相手　　　　8歳　　　10歳

12F-1小人の住む世界　　　　　　　　小学3年　　小学5年

1 3F　　天使　　　　　　　　　　　　小学3-5年　　今も

14F　　文字を拝してくれる小人　　　　　1 0歳　　　1 3歳

15F　　神様　　　　　　　　　　　　　10歳　　　　今も

1 6M　　女性　　　　　　　　　　　　　　小学4年　　　今も

1 7F　　もう1人の私　　　　　　　　　小学校高学年　　今も

18F-1小説の登場人物　　　　　　　　12歳　　　中学3年

18F-2　もう1人の自分　　　　　　　　　12歳　　　　今も

19F　　私より大人の男の人　　　　　　12歳　　　　今も

12ト2　神様　　　　　　　　　　　　12, 13歳　　　今も

20F　　もう1人の私　　　　　　　　　　1 3歳　　　高校2年

21F　　もう1人の自分　　　　　　　　　13歳　　　　今も

22M　もう1人の自分　　　　　　　　　13歳　　　　今も

23M　野球部の人たち　　　　　　　　15歳　　　　18

02F-2　学校の先生　　　　　　　　　15, 16歳　　　今も

24F　　失敗や後悔を思い出させる存在　16, 17歳　　　今も

25M　冷静な意見を言ってくる人物　　　高校2年　　　今も

26F　　もう1人の自分(4, 5歳くらいの私)大学入って　　　今も

27M　不死鳥　　　　　　　　　　　　19歳　　　　今も

(注)被的査者No.のM. Fは男性女性を表す.
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をかなえてくれたり,何かメッセー

ジを伝えてくるなど,それぞれに

対話することやその存在を感じる

ことを通して独自の関わりを持っ

様子が生きた言葉にのせて語られ

た｡

また本稿では青年期に焦点を当

てているため多くは耽り上げない

が,幼児期における｢想像上の仲

間｣には｢キャラクター｣などの

遊び友達が挙げられ,また児童期

に入ると,単なる想像上の遊び友

達というだけでなく,その存在が

住む世界をも詳しくイメージの中

で作り上げて,自分だけの世界と

して持っていたという例も幾っか

あった｡表1に全被調査者が語っ

た｢想像上の仲間｣の大まかな内

容と発現時期について示しておく｡

インタビューで話された｢想像

上の仲間｣は,対話の有無やイメー

ジの度合いも多岐に渡り,その内
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容や役割は様々であったが,しかしどの存在も,披調査者の｢常に自分の味方｣ ｢必ず側にいて

寄り添ってくれる存在｣ ｢自分の行動の支持者｣といった言糞に表されるように,共感,理解,

慰めなどの感情をもたらし,元気づけたり,落ち着かせたりする働きを担うと考えられる｡この

ように｢想像上の仲間｣は想像の中でのことだという前提の下で,それを所持する人それぞれに

個別で特有の関わりをもたらし,生きる世界を陰ながら支える存在であることがうかがわれる｡

2. ｢想像上の仲間｣と｢私｣についての語り

インタビューでは,個人によって多種多様な｢想像上の仲間｣が話されたが,特に青年期にお

ける｢想像上の仲間｣に関しては,自分自身との関わりや距離感についての語りが多く聞かれた｡

｢想像上の仲間｣は｢私｣だけの存在であり, ｢私｣から生み出された存在とも捉えられるが,し

かし｢他者｣としての性質を帯びている｡そのような中で｢想像上の仲間｣と｢私｣との関係に

ついて焦点を当てることは非常に興味深いと思われる｡以下では,そのような二者間の関係性に

ついて検討していく｡まず｢想像上の仲間｣と自分との関係性について,披調査者が述べた語り

から幾つか取り上げる｡

rBガの47にいる感tf｡ S.ガと好手とのBBU∫きっちり.抑れてるって感CIJないですね(17F)J

rBガであってBガでないイメージ(27M)j rやっぱそれ/iBガみ/=いな感U｡ S.分だけどB

分L:やない/Iとt,何カユ(i9F)j rsガの中に共存Lているような感じo Wにぴったり(っっい

てる感U (26F)J

ここで話された｢想像上の仲間｣には, ｢もう1人の自分｣としての存在も,より明確な他者

として位置づけられた存在も含まれるが,このように青年期に見られる｢想像上の仲間｣は,

｢私｣でありつつ完全には｢私｣ではないという性質を共通して帯びているように思われる｡こ

れは移行対象の性質にも類似したものであり,その特殊な関係性が感じられよう｡またある-人

の被調査者(20F)は,中学高校時代には現れたが今はもう現れないという｢もう1人の自分｣

について次のように話した｡

/二者冴/J他者だって屠った_j r在の中にいるんだIjど忍で/まないって屠ってTo　でも段々,こ

う考i Tるのも髭･t｣人/-"髭のもう一つo庇甘A.tiつて思うよう.'r/jつて蝣/ r今L'i自分っても

の/ま色,Lな面の窟り合わせで,それが合わきって8分になってると思うJ

これは一例に過ぎないが, ｢私｣だけど｢私｣ではないという｢想像上の仲間｣は,このよう

に｢私｣の中に完全に内在化される過程を経ることで消失するという一つの在り方が考えられる｡

幼児期や児童期の｢想像上の仲間｣については,こうした自分との距離の近さや類似性が述べら

れることは少ない｡成長するにつれて記憶が忘印されていく場合もあるだろうが,その存在に何

らかの意味付けをすることもなく,いっの問にか別れを経ていく場合が多いように思われる｡そ

れとは異なり,青年期における｢想像上の仲間｣は上述したように｢私｣との関係で語られるこ

とが多い｡それは,青年期が自我同一性の課題と向き合う時期であり,自分という存在に自ずと

意識が向くためかもしれない｡また,そうした理由ゆえに｢もう1人の自分｣という｢想像上の

仲間｣が多く報告されているとも考えられる｡ Winnicott (1958/1989)ば.想像上の仲間の将来

を研究してみると,それらは時としてきわめて原初的な種類のもう1人の自己であることが示さ

れる..と述べているが,この指摘からも｢想像上の仲間｣は｢私｣に深く関わる存在であること
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が認められる｡

青年期は子どもの世界から大人の世界への移行期であり,内的には両親や家族から離別して,

社会の中での自分の位置付けを見出していく作業が求められる時期である｡ ｢私｣とは何者なの

かといった問いに直面する中で, ｢私｣という存在を構築し,根付かせていく営みに力を貸して

くれるのが,内的に生み出された｢想像上の仲間｣なのではないだろうか｡自らの理想を叶えて

くれる相手,自分には足りない強さを補ってくれる相手,弱い自分を励ましてくれる相手,それ

ぞれの｢想像上の仲間｣は, ｢私｣には欠けていると感じられる側面を｢私｣に代わって担って

いるように思われる｡ ｢私｣として自立するには不足している側面が｢想像上の仲間｣として生

み出され,その二者問の関係を経験することで, ｢私｣自身を守り,育み,外界へと繋いでいく

過程が作り出されるのではないだろうか｡そして｢想像上の仲間｣を所持していても,その内在

化を経てその存在との別れを経験する場合がある｡一方で青年期だけでなく,一生涯その存在と

人生を共にしていく場合もありうるだろう｡それは時として想像の世界から出られず,精神病理

の世界へと向かう兆しとなりうるかもしれない｡しかし｢想像上の仲間｣について語る被調査者

の言葉からは, ｢想像上の仲間｣との関わりを通して,現実世界や外界に向かい合って生きる姿

がうかがわれた｡そのように, ｢想像上の仲間｣との関わりを保ち,独自の内的世界を抱えなが

ら現実を生きるという在り方も十分に考えられよう｡

VI.結果･考察　一体験様式について-

前節では｢想像上の仲間｣という存在そのものに焦点を当てて,その内容や意味合いについて

述べてきたが,次に｢想像上の仲間十との関わりを経験したという被調査者本人に注目し,彼ら

の体験様式を,バウムテストとロ･テストの結果から考察する｡ ｢想像上の仲間｣が今も現れる

という人と消失を経たという人とでは,その体験様式が異なるのではないかと考えられるため,

以下では調査時にも現れると答えた人を継続群,もう現れないと答えた人を消失群と分類して検

討していく｡

1.パウムテストによる結果･考察

被調査者27名のうち,男性1名がテスト施行を拒否したため, 26名(男性7名,女性19名)の

バウムを分析対象とした｡継続群は18名(男性5名,女性13名),消失群は8名(男性2名,女

性6名)であった｡

筆者は以前の研究(山口, 2006)においてもバウムテストを実施しており,そこで得られた結

果から, ｢想像上の仲間｣の所持は,バウムの幹先端が開放され,かつ樹冠が閉じないという特

敬(以下, ｢内外部開放型｣とする)やはみ出して描かれるという特徴(｢はみ出し型｣とする)

に,一方その消失は,幹先端の閉鎖という特徴(｢閉鎖型｣とする)に関わると指摘した｡ ｢想像

上の仲間｣の所持は,その中間領域の広がりを受けて,内的世界と外界との境界の唆昧さにつな

がると考えられる｡それがバウムテストにおいて,外界との境界の在り方を表すとされる幹先端

の開放として表現されたと考えられた｡幹先端処理の問題は藤岡ら(1971)が提言したものであ

るが,そこに着目することで,外界との境界の在り方や病理的特徴との比較が検討可能であるこ

とから,本研究においても追試の意味合いも込めて,幹先端処理に注目し分析を行った｡
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その結果,前回の調査で継続群に多いとされた｢内外部開放型｣と｢はみ出し型｣は,継続群

18名中8名,消失群8名中1名に見られ,フィッシャーの直接法によって統計結果を算出したと

ころ有意差は見られなかった(P=0.112, n.s.)｡しかし次に,樹冠の開閉を考慮せず,幹先端の

表現だけに注目したところ,幹先端が開放されるバウム(｢開放型｣とする｡樹冠が閉じた中で

幹先端が開放される｢内部開放型｣と前述の｢内外部開放型｣ ｢はみ出し型｣とを含む)は,継

続群18名中12名,消失群8名中2名に見られ,群間に有意傾向が認められた(P-0.061, p<.10)｡

この結果から,前回の調査で得られた特徴をも総合して考えると,継続群は消失群に比べて,樹

冠が開いていようと閉じていようと,その開閉に関わらず幹先端が開放される｢開放型｣が多い

という特徴が認められたと言えよう｡一方｢閉鎖型｣は,消失群8名中6名,継続群18名中2名

であり,群間に有意差が見られた(P-0.002, p<.01)｡加えて消失群には｢閉鎖型｣の中でも,

閉じた幹先端や枝に葉を1枚ずつ丁寧に描くバウムが多く見られ(消失群8名中3名,継続群18

名中0名),この点についても有意差が得られた(P-0.021, p<.05)c　この他,円を描くように樹

冠を丸く閉じて幹先端を措かないバウム(｢円樹冠型｣とする)が,継続群18名中4名に見られ

た｡表2にバウムの各型とそれを描いた各群の人数を示し,図1にバウムの各型の例を示す｡

幹先端の開放について, Koch (1952/1970)はそれを.-開いた形.'と呼び,感情的衝動性や感情

非抑制,不確かさや方向性(見当識)の欠如をその性質に挙げているが,同時にひらかれた心,

探求や発見-の衝動や意欲とも関係すると述べている｡また本研究で言うところの｢内外部開放

型｣のバウムは,幹先端も樹冠も開放されるため,幹内部が外部と直結する形になるが,こうし

た形のバウムについては病理性を指摘する声が多い(高橋ら, 1986など)｡ただ,本調査で得ら

れた継続群の｢内外部開放型｣に当たるバウムは,樹冠の輪郭線を描きつつも完全に閉じず不完

全に終わっていたり,樹冠は開放されつつもその開放された空間に糞を措くことで完全な筒抜け

状態を回避している｡このように,完全な筒抜け状態にするのではなく,ある程度閉じようと試

みたり,葉を描くなどの工

夫を伴う点が,病理的な特

徴とは異にする点であると

考えられる｡そしてそこに,

｢想像上の仲間｣を所持す

る人の,内的世界の大きな

広がりと,その広がりをあ

る程度抱えて保持しようと

図1バウムの各型の具体例
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する在り方とがうかがわれる｡

一方,幹先端の閉鎖は上記の特徴と相反するものであり,特に1枚ずつ糞を描いたバウムに関

して,高橋ら(1986)は｢葉｣は外界と自己との間の緩衝地帯を象徴しており,薫の茂みを描く

人は自己をそのまま外界に露出せず,自ら統制して外界との境界を形作っていると述べている｡

以上,バウムテストからは,継続群は消失群に比べ,外界への開放や外界との境界の唆昧さが

特徴と考えられ,同時にその内的世界の広がりをある程度抱え持つ在り方が考えられた｡一方で

消失群は継続群に比べて,外界との境界の明確さが示され,特に外界との間に距離を保っような

在り方がうかがわれたと言えよう｡

2.ロールシャッハ･テストによる結果･考察

被調査者27名のうち, 1名は日程調整できずテストを施行できなかったため, 26名(男性8名,

女性18名)のテスト結果を分析対象とした｡テープ録音から作成した逐語録と,テスト施行時の

記録を元に結果の分析(スコアリング)を行った｡心理臨床学専攻の大学院生1名と2名分のス

コアリングについて一致率を求めたところ,反応領域83.9%,反応決定困84.8%,反応内容92.9

%,形態水準89.3%であり,一致しなかった項目については協議の上一致させ,そこで得た基準

を元に,その他のスコアリングを筆者が行った｡

本研究では継続群と消失群の,各群に特有の体験様式を捉える目的でロ･テストを実施したが,

Rorschach (1921/1979)は,個人の体験様式の本質的な要素を代表するのは体験型であると述

べている｡体験型とは,静的な図版に人間の運動の状態を見る人間運動反応(M)と図版の色彩

を使用した反応である色彩反応の合計(∑C)との相対比率から,披調査者の体験様式の傾向を,

内向型,外拡型,両向型,両貧型の4型に分けたものである｡内向型は人間運動反応が優位で,

内部から動かされる傾向が強く,思考や空想の中に生活するタイプであり,外拡型は色彩反応が

優位で,外部から刺激される傾向が軽く,自分の内面世界より外界に生活するタイプとされる｡

高橋ら(1981)を参考に,両群の体験型を分類したところ,継続群は内向型8名(42%),外拡

型5名(26%),両向型4名(21%),両貧型2名(11%)で,消失群は内向型4名(57%),外

拡型1名(14%),両向型2名(29%),両貧型0名(0%)であり,ここでは群問で有意な差は

見られなかった｡次に,体験型に関してKlopfer et al (1962/1964)はその補助指標としてFM十

m : Fc+c+C'という指標を取り上げている｡ FM+mとは, ..披検者にとって十分受容されていない

か,すぐに役立つ状態にはなっていない内向性の傾向.-を示し, Fc+c+Cは同様の外拡型の傾向を

示すとされる｡また片口(1987)は,それぞれを`-披検者によって完全には認知されていない'傾

向と述べている｡この補助指標が体験型と同一の傾向を示すとその体験型の信頼度は高まり,異

なる傾向を示すど.その人の発達の途上に何らかの変化が底流して" (Klopfer et al, 1962/1964)

いたり, "その人の内部において,これらの傾向の間に矛盾と葛藤が存在する" (片口, 1987)と

される｡この体験型M: ∑Cとその補助指標FM+m:Fc+c+Cの傾向を比較したところ,継続群

では,体験型が内向型または外拡型に分類された13名のうち半数以上の7名において,補助指標

の傾向が異なるという結果が得られた｡特に外拡型を示した披調査者5名全員が補助指標におい

て食い違う傾向を示したことは特徴的であった.一方で消失群ではその傾向はすべて一致する結

果となったO　フィッシャーの直接法を用いて統計結果を算出したところ,群間で有意差が示され
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/c (P-0.041, p<.05)c

表3に傾向の同異と人

数を示す2)0

またこの他,ロ･テ

ストでのスコアリング

で得られた各記号と量

的比率について,群間

で差が見られるかどう

か,マン･ホイトニー

の検定を用いて比較したところ,消失群には通景･立体反応(FK)が有意に多く(z-2.545, p<.

05),継続群には有意傾向ではあるが純粋色彩反応(C)が多い(Z=1.704, p<.10)という結果

が得られた｡通景･立体反応(FK)とは,被調査者が図版のしみを,深さや遠近を持ったもの

として見る傾向を示すものである｡片口(1987)によると, FKは分化した人格と適応の良さを

示す指標であり,内的な努力によって情緒不安を客観化し,冷静にそれを眺めることのできるよ

うに,問題から自ら距離を取ろうとする試みを示すとされる｡また純粋色彩反応(C)とは,図

版のしみの色彩のみを取り上げる反応で,情緒的統制の欠如を反映し.'いくらか病的,あるいは

退行的な傾向を示す-. (片口, 1987)とされる｡しかし継続群に見られたC反応はすべて副決定因

として用いられたものであり,特にC反応の中でも色彩象徴反応(Csym)と呼ばれる反応が多

く含まれていたという点が特徴的であった　Csymは,色彩が象徴的に用いられる反応であり, I

想像力が豊かなことや,芸術的に豊かな感受性を表し,感情体験を知的な形で処理する傾向''

(高橋ら, 1981)と言われる｡

これらの結果から,継続群における体験様式は,消失群に比べて,葛藤や矛盾を含んだ不安定

性が示唆されたが,しかし同時に,変化しうる移行性や,想像性に富む世界を知的な形で統合し

ようと試みる傾向を併せ持っと考えられる｡一方,消失群における体験様式は,継続群に比べて

安定を保っ適応の良さが示されたが,内的努力によって対象から距離を取り安定を保とうとする

在り方もうかがわれた｡

3.両テストから考えられる体験様式について

両テストを通じて, ｢想像上の仲間｣と今も関わりがあるという人たちと,かつてはいたがも

う現れないという人たちとの問で,その体験様式には違いが見られたと言えよう｡つまり｢想像

上の仲間｣を所持する人は,外界との境界の唆昧さや体験様式の不安定さ,移行性を抱えながら

も,知的な試みによってそれを保持し,その中で,中間領域,いわば｢遊び｣の空間に開かれ,

独自の世界を生きる在り方が考えられた｡また｢想像上の仲間｣はもう現れないという人は,意

識的に他者や外界と距離を保とうと努めながら,外界との境界を明確に保ち,安定した体験様式

を持っという在り方がうかがわれたと言える｡

｢想像上の仲間｣は必然性をもって｢私｣のもとに現れ,必然性をもって｢私｣のもとから消

えていく存在だと思われる｡同時にそこには,その時,その人に最も適した在り方や体験様式が

生じていると考えられるのではないだろうか｡青年期に｢想像上の仲間｣を所持する人は,その
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存在に自分なりの意味を付与し,その存在を感じ,その存在と関わり,揺らぎを伴うその個人特

有の体験世界を抱えながら生きていると思われるし,また｢想像上の仲間｣との別れを経験した

人は,不安定さと豊かさの両面を抱えた世界から自ら距離を置くことで,安定した体験世界を手

にしているとも考えられる｡そこには想像力という奥深い世界を利用しながら,自らなりの在り

方を模索し,変化し,成長する人の姿が感じられる｡

VII.おわリに

青年期に見られる｢想像上の仲間｣は,個人によって様々に位置づけられるものであり,その

存在との関わりは,時には環実の他者と関係を結ぶ基盤となり,時には自分の存在の確かな位置

付けをもたらしてくれるものであるO青年期にも｢想像上の仲間｣を所持する人は,外界と内的

世界の問である中間領域に開かれ,矛盾や葛藤を含む体験様式を抱えつつも,知的な営みの試み

によって,その不安定さを豊かさに繋げ,世界を生きていると思われる｡

Fraiberg (1959/1992)ば'幼児は,空想の世界を維持しながら,一方で人間的な結びっきや現

実とのよい接触を保つことができる｡その上,時々空想の世界へ旅することによって,現実世界

との接触が強化されることが認められる｡大人だって,時々どんな望みでも想像の上でかなえる

ことができるような世界で自分を取り戻すことができれば,現実世界の欲求不満に耐え,現実の

要請に応じることがもっと容易になると思われる'.と述べている｡ ｢想像上の仲間｣と関わりを持

つことで,孤独を緩和し,自分を守り,外界との緊張を乗り越えていくことができるのならば,

子どもであれ大人であれ,その存在はどれほど力強い助けとなろうか｡ましてや青年期という

｢私｣という存在の位置付けが求められる時期には, ｢想像上の仲間｣が大きな支えになる局面も

多いと思われる｡インタビューで得られた語りに見られるように,必然性の元に生み出された

｢想像上の仲間｣という｢私｣であり｢他者｣である存在に力を借りて,現実の困難を乗り越え

ようとする姿は非常に印象的である｡ '.私たちが生を体験するのは移行対象の領域'lであると

Winnicott (1971/1979)は言う｡移行対象の領域,すなわち中間領域において,人は想像的な

豊かな人生を育むことができるのであり, ｢想像上の仲間｣はそうした生の体験を私たちに伝え

てくれる存在なのではないかと考えられる｡

付記　本論文は京都大学大学院教育学研究科に提出した修士論文の一部を加筆修正したものであ

る｡論文作成にあたりご指導くださいました伊藤良子先生,ご協力くださった被調査者の皆様に

感謝申し上げます｡

注

1)質問紙には『｢想像上の仲間｣は,実際には目の前にいないのだけれど,まるで本当にいるかのよう

に感じられる,想像の上での架空の友達や仲間のことを言います｡これは幼い頃から思春期以降に至る

まで,幅広い時期に見られるものであり,一般に健康的な現象であると考えられています』と説明を記

載し,具体例をいくつか呈示した｡質問紙調査では139名から有効回答が得られ, ｢想像上の仲間｣を所

持したことがあると答えたのは59名(男性15名,女性44名)であった｡発現率,発現開始時の年齢,

｢想像上の仲間｣の具体的な内容や役割などについては,山口(2006)とほぼ同様の結果が得られたが,

ここでは紙数の都合上,詳しくは述べない｡
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2)継続群で, M : ∑Cで内向型を示した中の1名は,補助指標のFM+m : Fc+c+C'において同比率を示

したため,表記からは除外している｡
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A Study of the ''Imaginary Companion''in Adolescence

The Narrative and the Style of Experience

YAMAGUCHI Tomo

This paper investigated the 'imaginary companion- in adolescence. It was discussed

what existence imaginary companions appearing in adolescence had and how the people

who had imaginary companions experienced the world. The details and the roles of

imaginary companions in adolescence were considered by individual interviews with

college and graduate students who had had imaginary companions. And the

relationships between the imaginary companions and those who had experienced them

were discussed through the narratives. The styles of experience were examined using

Baumtest and Rorschach test. As a result, those who talked about their imaginary

companions as continuing to appear revealed unstable styles with vague boundaries

between the inner and outer worlds. The others who talked that their imaginary

companions had already disappeared revealed a stable style that kept the outer world at

a distance.
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