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 青木 おはようございます。この会場は企画シンポジウム 3「心理アセスメントにおけ

るサイエンスとアート－ロールシャッハ法を中心に－」となります。定刻ですので、始め

させていただきます。私は企画者の 1 人で、本日司会を務めます筑波大学の青木佐奈枝

と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

 今回、大会テーマは「心理臨床におけるサイエンスとアート」ということでした。心理

臨床は、元は「サイエンス」でも「アート」でもなく、誰かが誰かを助けたいという「ハ

ート」から始まったのだと思います。しかし、その助けたいという「ハート」は、村民た

ちに慕われる村の長老や、面倒見の良いお母さんたち、あとは聞き上手な飲み屋の女将さ

ん、聖職者ももちろんそうだと思いますけれども、そういう人たちの手にかかると徐々に

「アート」になっていったのではないかと思います。 

 人が人を助ける、支えるという元々は日常的な営みであったことが心理臨床という仕事

としても成立する時代に入ると、多くの臨床家や研究者たちの地道な努力が積み重なって、

それが「サイエンス」になっていったのだと思います。今、心理学は「サイエンス」で、

臨床心理学においてもむろん「サイエンス」が重要であることについて異論はないかと思

います。ただ、「サイエンス」だけで支援ができるかと言うとそういうことでもなくて、

科学的に実証された Evidence に基づく治療や支援方法であっても、あるいは特定の障害

に効果的な方法だと国際的な主要な機関に認定されている治療法であっても、同じように

行えば、クライエントが皆回復するかと言えば、そういうこともでもなく、そこには心理

支援者側の「アート」というものが確かにあるのではないかと思います。 

 心理支援の場において「アート」と「サイエンス」は両方必要であるという点について

はおそらくそんなに異論はないと思うのですが。ただ、その「アート」をどう考えるのか、

「サイエンス」をどう考えるのか、その二つを臨床支援の中にどう取り入れているのかに

ついては人によって違うのではないかと思い、今回の企画シンポジウムを企画しました。

抄録に我々の思いを書いてありますのでぜひそちらもご覧ください。 

 本シンポジウムではロールシャッハ法などアセスメントを施行する中で「サイエンス」

と「アート」をどう使い分けているのか、あるいはどう融合させているのかについて臨床

実践の体験から話題提供していただき、アセスメントにおける「サイエンス」と「アート」

の実際について考えていきたいと思います。いろいろな立場やお考えがあると思いますし、

皆の意見が一致せず多岐にわたる方がおもしろいと思いますので、きれいにまとめるつも

りは全然ないのです。活発な議論がなされ、このシンポジウムが終わった後に何となく参
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加された皆さんが今後の心理臨床におけるサイエンスとアートについて、より良いクライ

エント支援について考えるきっかけになればいいかなと思います。 

 それでは始めさせていただきます。黒田先生、どうぞよろしくお願いします。 

 黒田 おはようございます。山梨英和大学の黒田と申します。よろしくお願いします。

今日は、心理アセスメントにおけるサイエンスとアートということがテーマになっていま

すが、ロールシャッハ法を中心に「有用な心理テスト解釈を構成するサイエンスとアート」

という内容で少しお話をさせていただきます。よろしくお願いします。 

 まず、サイエンスとアートについて定義をしておきたいと思います。サイエンスとはい

ったい何だろうかと考えますと、当たり前ですが、科学です。科学と言うと、科学的・客

観的で実証的なものであり、エビデンス（証拠）に基づいているものです。それは、研究

において再現可能なものであり、いわゆる信頼性・妥当性があるものと言われていると考

えられます。それから、サイエンスと言えるものはもうひとつ別の言い方で、標準化され

ているものとも言えます。ここでいう標準化にはたぶん二重の意味があって、ひとつは手

続きの標準化であって、これは誰に対してもどの検査者がやっても同じ手続き、もっと正

確に言うとだいたい同じ手続きで実験や心理検査が行われることであり、もうひとつは心

理検査の結果の処理における統計的な標準化ということが重要になってくると思います。

心理検査で言うと標準化された施行手続きや整理方法、集計・整理された結果の理解とい

うことになり、前者が手続きの標準化になりますし、後者が統計的標準化になるかと思い

ます。実証的に検証された概念・仮説に基づく被検者理解がサイエンスになるかと思いま

す。ですから、できればもっと臨床心理学領域に基礎研究などで、これこれこういった人

の反応にはこういった特徴が多いとか、逆に心理検査でこういった反応を示す場合にはこ

ういった臨床像が高い確率で予測されるというような、そういったことが必要になってき

ます。 

 一方で、これは経験的に実証されていることであっても、例えばロールシャッハ法など

では、だいたいこういう場合にはこういうふうだと言われているんだけれども、本当にそ

れが証明されているかどうか、十分にそれが実証されていない場合などをサイエンスと言

っていいかどうか、難しい場合もあると思います。例えば私たちのグループでは、精神分

析的な解釈をするのですが、反応領域が W で形態水準がマイナスの顔の反応、ロールシ

ャッハ図版の全体を漠然とした顔に見る場合、そういった反応が Kernberg,O.の言う

BPO（Borderline Personality Organization：境界性パーソナリティ構造）の人に多く
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それがこれらの臨床群の被検者の特徴をあらわしていることは分かっていますが、必ずし

もこの見解については一致を見ていないようですし、健常者にも統合失調症の方にもそう

いった W マイナスの反応があるということは指摘されています。 

 どういったところを科学的、サイエンスと言うかというのは、臨床家の拠って立つ理論

的立場によって違っていると思います。ロールシャッハ法でも、比較的現象学的な理解を

するのはクロッパー法ですが、名大法などは、どちらかと言うとそういう実証性を重視し

ている、特に形態水準などに関してはそういった実証的なものを用いているかと思います。 

 一方でアートというお題で、このアートとサイエンスというタイトルで私は困りました。

私は、特にロールシャッハを研究する皆さんの中で、芸術的なセンスがある方、これは研

究会仲間でもいるのですが、すごく envy を感じます。私は演劇を見たり音楽を聞いたり

はできるのですが、演じるほうのセンスがなくて、芸術家でもあったヘルマン・ロールシ

ャッハが臨床をしていた世界というのを私自身は十分にそこで体現できないような感じが

していて、私のある種のコンプレックスになっております。 

 一方で私は職人の家系の一家の出身でして、その観点からこのアートと言うと、何か職

人が持つ芸とか技能と言うほうが適切かなとも思っています。ある領域の専門家が経験的

に身に着けている有能な熟練のスキル、かなり腕が立つ職人であればそういうことができ

るものです。心理検査で言うと、検査施行時に行われる被検者の理解に役立つささやかな

工夫であったり、集計や、整理された結果の諸変数の複合的・総合的理解をするときの役

に立つ観点であったり、所見とか総合的解釈をまとめるこつとか、何らかの要領のような

ものかと思います。テキストには書いてないけれども何かこういう、そういったものがあ

ることによってすごくまとまって、すごく分かった感じになる。優秀で熟練した臨床家の

解釈は役に立ちますし、被検者の自己理解や心理療法の担当者や家族や他職種にも

benefit（利益）があると思っています。もし、本当にこのように役立つ所見が書ける、

それを伝えることができれば、それは検査を用いる心理臨床家の自己実現につながるので

はないかとも考えたりしています。 

 私のなじみの深い職人の世界ですと、私の家系は父方が職人で母方が公務員で、父方の

ほうは一家揃うと家がちゃんと 1 軒建つという、大工から土建屋から建築士、大工道具

などを作る・手当てをする職人をしています。職人の世界では一定のトレーニングを受け

ると誰でもカンナをきれいにかけることができたり、柱をまっすぐ垂直水平にきれいに立

てたりすることができます。これは、長い間保つことができる建造物・建築物を作るベー
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スになりますし、ある種のサイエンスと言っていいかと思います。一定の熟練によってそ

ういったものが職人の身につきます。これは、今後は人工知能や IoT などによりもっと

その過程や要領を明白にして修行期間を短くしたり、的確にしていったりすることが可能

かと思います。職人というのは割と口下手で、見て覚えろというところがありますが、そ

れをもっと論理的に伝えることができるようになると思います。 

 その一方で、職人の世界を見ているとアートの方でもすごいなと思います。私もたまに

その現場に連れて行ってもらったことがあるのですが、家や建物を建てる場所もいろいろ

なところがあります。歪んでいびつな形をしていたり高低差があったり。そこで、依頼主

がこんなものを建てたいというところに、実に見事にしかも立体的に、建築の図面ではき

れいに建っているんだけれども、実際に建ててみると隣の建物とぶつかってしまったりす

るような失敗はまず優秀な職人はありません。どのような建物を作るか、職人は臨機応変

に creative するような感覚があって、それは経験に裏付けされた非常に高度な機能であ

ったり、ときにサイエンスを超えて創造的であったり。私のおじなどは宮大工の代わりが

でき、普段は信心などあまりないおじですが、神社の彫り物などを職人として創ることが

できます。こうなってくるとアートの領域かなと思います。 

 ロールシャッハ法に入る前に、知能検査においてサイエンスとアートということを考え

てみたいと思います。知能検査を挙げたのは、一番手続きが標準化されていて、サイエン

スに近い、サイエンスの部分が多いからだと思います。 

 突然の話が変わりますが、最近、スクールソーシャルワーカーの方が学校で知能検査を

取るということをときどき聞きます。私は結構このことを危惧しているところがあり、大

丈夫だろうかと思うところがあります。こういう話をすると、スクールカウンセラーなど

の方からは、「いや、ちゃんと研修を積んでいるから問題ないのではないか。大丈夫じゃ

ないか」と言われるかもしれません。そのあたりも少しお話ししたいと思います。 

 ウェクスラー式知能検査のサイエンスの部分と言うと、検査の手続きをマニュアルに沿

って、そこから逸脱しないように正しく施行することが大切です。それから、いくつかの

問題において追加の質問をするかどうかも、どういう場合に質問して、どういう場合に質

問しないかということは基本的にマニュアルに明記されているので、それによってきちん

と行うことが重要です。経験を多く積むことによってこれは効率よく施行できます。マニ

ュアルをいちいち確認したりしなくても、必要な質問も記憶していて、もちろん慣れによ

り雑に施行することがないように気を付けないといけないですが、ある程度検査施行が自
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動化します。これは学習心理学の意味での自動化です。そうすると、検査施行に精神的エ

ネルギーをあまり使わないので、被検者のことをよく見るとか、いろいろなことをその間

に考えることができます。熟練した臨床家は検査施行時の被検者とのささやかなやりとり

によって有効で重要な理解をする場合があります。知能検査の結果の理解では出てきた数

字の意味を適切に理解することが重要です。これは、例えば下位検査の評価点が 10 であ

れば平均的であるし、評価点が 6 ということであれば、標準偏差の 3 よりも下になりま

すから、それは場合によってはご本人の努力とか工夫によって超えられるような差ではな

いかもしれない。そういったところを統計学の観点も入れて理解します。 

 一方で、評価点だけではなくて、検査でのやりとりから複合的に理解することがありま

す。これは被検者のパーソナリティや病理について非常に有効な情報になる場合がありま

す。ちょっと例を挙げます。 

 例えば、被検者が緊張することにより知能検査のなんらかのパフォーマンス低下や質的

な変化が認められた場合に、熟練した検査者はそのことに気が付くことができます。この

ような場合に検査者は被検者の緊張を和らげる言葉をかけるとか、被検者の緊張によりど

のような検査結果の変化が生じたかを被検者の理解につなげることができます。例えば、

「検査に対して非常に緊張していて余裕がなく、通常では考えられないぐらいの成績の低

下とミスの連発があった」とか、「緊張しているようであったが（検査後、被検者が『非

常に緊張しました』と言うが）、淡々と課題をこなしており、パフォーマンスの低下がほ

とんど見られなかった」、「『緊張しました』とご本人が言っているのだけれども、表情

も変わらず、緊張しているように見えなかった」という場合もあるでしょう。被検者は結

構ストレスに強いようで高い能力を発揮し続けることということがあるわけです。 

 こういった情報は被検者のさまざまな能力やパーソナリティの特徴と関係しています。

また、「少し緊張しているようですね、そんなに緊張なさらなくても大丈夫ですよ、結構

ですよ」と検査者がささやかな声掛けと控えめな笑顔を示すことができれば、それによっ

て被検者の表情が和らぎ、自分を取り戻してその後の検査の遂行が円滑にいったというこ

とも被検者の理解に非常に重要なやりとりになります。 

 でも一方で、被検者に声掛けをしたらより一層緊張してかえってミスが多くなったとか、

固い表情が全く変わらなかったということも重要な情報になるわけです。こういった繊細

でささやかな工夫は、見方によっては、標準的な手続きからの逸脱に当たるのでおこなわ

ないように、マニュアル通りに厳密にやるように指導をする、そういう指導者もいるとい
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うことを聞いています。 

 ウェクスラー式知能検査のある下位検査で同じ 10 点という評価点が得られたとしても、

それが口数少ない被検者の短い回答、もう一言二言で返すだけの被検者から得られたのか。

延々と回りくどく話していって、ときに課題の本質から逸脱するような話をする人、そう

いった冗長な叙述から出てきたのか。それによって、同じ評価点 10 点であってもかなり

意味合いが違ってくると思います。 

 精神科領域における心理検査の施行経験が潤沢にあれば、急激に成績が低下してひきこ

もり状態にあることを主訴として受診した高校生の被検者がいたとしたら、これは高校の

スクールカウンセリングの場合は学校でスクールカウンセラーやスクールソーシャルワー

カーが検査を取る場合があるかもしれないですが、その知能検査のやり取りの言語表現に

何らかの思考障害、連合弛緩であるとか、そういったものが起きてきたときに、精神科領

域における経験が多ければそういうことに気が付くことができると思います。そのような

場合に、簡単なインタビューをおこなうことによって、例えば音に敏感になっていないか、

眠れていないのではないか、すごく落ち着かない状況があるのではないか、そういったこ

とを聞き取ることで精神医学的な診断に結びつけることや、それが早期の治療に繋ぐこと

ができるかもしれない。それが本人の意向を無視してまで絶対にそうすべきだと申し上げ

ているのではないです。ただ、そういった可能性を考えることに非常に有効であると思い

ます。 

 それから、様々な精神症状の影響、例えばうつ状態は知能検査の被検者の回答や動作の

スピードなどに影響を与えること、不安の高さにより間違いを恐れてすごく抑制的になる

こともあります。それから、薬物が入っているかどうかも重要な情報です。同じ精神病状

態であっても、少し薬物が入ってある程度思考がまとまっている状態なのかそうでないか

によって被検者の反応の理解の仕方も当然異なってくると思います。 

 これは 3 年ほど前に『こころの科学』という雑誌に書かせていただいたのですが、心

理検査の施行を経験することにより、そこでのやりとりの意味合いを深く考えるという体

験は、臨床家としての技量を高める可能性があると思います。すべての心理職が心理検査

をする必要があるかどうかと考えた場合に、する必要はないという考え方もありますが、

心理検査の経験はちゃんとやればすごく臨床の腕が高まると思っています。 

 次に、ロールシャッ法を中心に考えてみたいと思います。まず、ロールシャッハ法の施

行と結果の整理におけるサイエンスとアートです。 
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 ロールシャッハの施行法はウェクスラー法ほどではないですが、ある程度標準化されて

います。私は、現在片口法と包括システムを併用しています。教える方は片口法で、自分

がやるときは包括システムという、変則的なものになっています。自分の臨床で包括シス

テムを使っているのは、包括システムは多様な海外の研究成果が活用できること、児童期

や思春期、青年期のケースについてコメントできることが多いと感じていること、被検者

の強みや長所を見出すのに包括システムが有効であると感じているからです。1 番の理由

は包括システムは、施行時の手続きの標準化が、片口法に比べて徹底していることです。 

 片口法の問題を考えると、どの流派でどの指導者に習ったかにより施行やスコアリング

が随分異なるように感じます。Inquiry 段階の質問の仕方や形態水準の判断がずいぶん異

なります。その検査者個人の臨床観によって異なるのだと思います。 

 私は阪大法や名大法にはそれほど詳しくないので、そういった施行法ではこういった問

題はあるのかどうかはわからないです。片口法に関して言えば、私たちの研究会仲間でも、

あるロールシャッカーは Inquiry における聞き方が非常に淡白でもう少し聞いたほうがい

いのではということもあります。でも、別のロールシャッカーは必要以上に質問しすぎて

いて、被検者の反応の中に作話結合反応や作話的反応がたくさん認められ場合、検査者が

いろいろ聞きすぎているからそういうことが起きている可能性もある。まるで検査者の投

影性同一視が被検者の投影性同一視を引き起こしたのではないかと思える状況が生じてい

る場合があります。そのような場合に、このような現象が生じていることを被検者のパー

ソナリティに還元していいのかどうか考えてしまいます。 

 それから、材質反応や濃淡反応をスコアする基準も随分と人によって違うような気がし

ます。インクブロットの濃淡の部分を触って、被検者が『この感じが』と言っただけで材

質反応をスコアしていいと言う人もいれば、この『濃淡が毛触りの感じ』とか『柔らかい

感じ』と言わないと材質反応としてとらないという立場もあります。W カットか dr か、

大きな領域の dr と考えるのか、W カットとするか、場合によっては D の組み合わせで

D とするのか、ずいぶんと考え方の違いがあると思います。あまりにも人による違いが

ひどすぎたら、それではサイエンスになっていないのではないかと思います。 

 熟練した検査者の多くが行っている質問段階の検査者のささやかな質問や介入は非常に

有効であって、例えば混淆反応や作話結合反応などの認知障害や思考障害が認められる可

能性がある場合に、検査者がこのような適切な質問することによって、思考や認知などの

問題がより明確になります。これは、精神病とかパーソナリティ障害の特徴を明らかにし
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ます。 

 その一方でもう一つ大切なこととして、そういった現象が確認されればあまり詳しく聞

かない方がいいとされています。例えば混淆反応が生じた場合、この反応は二つのものが

同時に見えているという状態なのですが、検査者が「それは結局 1 個なんですか、2 個な

んですか？」といったことは聞かない。それはなぜかと言うと、そういうふうに見えてい

るのが精神病状態であって、それが分かればそれ以上聞かない方がいい。それはなぜかと

言うと、それ以上聞いてもあまり得られるものがないことが多いこと、その被検者がリテ

ストを受ける時にそれを隠そうとするような傾向に導くことがあるかもしれないので、そ

の検査のリテストにとって有害であるということを経験しています。 

 こういったことを私たちは経験的に学んでいて、検査の取り方の工夫をしています。こ

れが、先ほどのスクールソーシャルワーカーが学校で知能検査を取るのが適切かどうかと

いうと、やはり経験の多さによって見えてくるものとか、関わり方も違ってくるので、経

験の多さがより適切な情報を引き出すとか、有害な関わりをしないという可能性は非常に

高めるのではないかと考えています。 

 続いて、ロールシャッハの量的解釈におけるサイエンスとアートです。片口法の本には

いろいろな知見が書いてあります。例えば、W 反応が多いときの被検者は要求水準が高

いとか空白反応は被検者の攻撃性や回避的な傾向と関連しているとか、立体通景反応は劣

等感や、あまりよくない意味での繊細さを意味しており、このような反応を示す被検者に

は抑うつ状態にある人が多いとか。私たちが所見を書くときに何となくこういった知見を

よく使っているのですが、これらの知見は本当にサイエンスとして成立しているかどうか、

本当にこういうふうなこと根拠をもって言っていいかどうか十分に吟味する必要がある。

もっとこういった基礎研究の必要があると思います。 

 こういうことを考えた場合に、包括システムの基礎知見が役に立つと思っています。例

えば W 反応について話すときには同時に Z スコアとか ZD とか、WDA％などを併用して

所見を考えた方がいいです。立体通景反応もコーディングが D か V か、そして形態水準

を組み合わせて見ることが重要と思います。包括システムでは色彩濃淡ブレンドという重

要な指標があるのですが、これは感情の重要な問題があるサインの一つです。これについ

ては Rappaport,D.が昔論文を書いており、重要な観点が示されています。同じ色彩濃淡

ブレンドでも、同じ領域で色彩も濃淡も見ているのか、図版の中で別の部分で見ているの

かによって意味合いがずいぶん違うということも指摘されており、これは非常に役に立つ
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視点です。 

 色彩ショックとか陰影ショックという記述もよく使われます。大学院生の心理検査の所

見の指導を最近はすることが多いのですが、初学者がよくこの記述を使っていて、分かっ

ていないのに実にたくさん使うという印象を持っています。色彩ショックは片口法による

と、「色彩ショックとは、黒い図版の後に彩色されたカードが現れてショックを受け、比

較的短いあるいは長い情緒的・連想的な混迷」とロールシャッハが書いているそうです。

色彩ショックを示す人は常に感情を抑圧する人であって、軽症あるいは重症の神経症患者

であると記述されています。 

 色彩ショックという解釈の知見はよく用いられるけれども、この意味するとこはかなり

慎重に考える必要があると思います。一般的には、初発反応時間の差が彩色カードで非彩

色カードの 2 倍程度が基準と考えられています。しかしいろいろな状況があります。彩

色図版の初発反応時間はかなり長い、2 倍程度になっている場合でも、Ⅱ、Ⅲ、Ⅷ、Ⅸ、

Ⅹの彩色図版のうちどのカードで遅れがあるのか。また、これらの図版の反応で、反応決

定因に色彩を取り入れることができているのか、また、色彩がない場合でも決定因が F

なのか M なのか FC’なのかによっても大きくその意味するところは違ってきます。ま

た、その際の形態水準も重要です。 

 例えば、Ⅱカード、Ⅲカードで若干の反応時間の遅延が認められるがそれほど時間がか

からず反応を生成しており、反応決定因は FC が伴い、その内容もポジティブなものであ

る。しかし、Ⅷ、Ⅸカードでは著しく反応生成が遅延し（初発反応時間がかかり）、非彩

色図版の平均の約 3 倍の時間をかけて産出された反応は漠然とした形態水準がよくない。

マイナスにするまでではないけれども質のよくない決定因が F の反応のみである。M と

か FC’という決定因にはならなかった。しかしⅩカードでは図版が細かく分節化してい

ることもあって、非彩色図版と同じ程度の初発反応時間で良質な反応を３つ出すことがで

きた。３つの反応のうち一つは FC を決定因として採用することができたといった現象学

的な記述ができますし、こういった場合は、被検者が情緒を扱うことにとまどいや緊張が

あり、与えられる感情刺激が強く多様でなければ少し時間をかけて適切に感情をコントロ

ールしながら表現することができる。しかし、強い感情や多様な感情を刺激された場合に

は大きく動揺して、感情を過剰に抑制してしまう。その際、被検者は自分がどのような状

態であり、自分の心の中で何が起きているかよく分かっていないようである。しかし少し

時間をかけることや、少し関わりやすい状況があれば自分らしさを取り戻し、相変わらず
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感情抑制的であるものの、ある程度適切な表現を取り戻すことができるようである、とい

う解釈をすることができます。 

 実際には反応時間だけではなく、反応決定因や形態水準など多様な変数を同時に吟味し

て現象学的に理解している、熟練者ほど多くの情報を同時に多層的に処理しているようで

す。体験型の顕在型・潜在型についても同じようなことが言えますが、今日は時間があり

ませんのでここは飛ばします。 

 Rorschach,H.や Rappaport,D.や Shafer,R.など、文献も読んだほうがいいです。

Shafer,R.の文献はすごく読みづらくて大変でしたが、3～4 年かけて研究会仲間と読みま

したが、非常に役に立ちました。Rorschach,H.もドイツ語で読むというわけにはなかな

かいかないですが、Rorschach,R.が書いたもの、彼の論文なども読むとよいと思います。

解釈にあたるときに、ロールシャッハ法で起きていることはどういうことなのかを現象学

的に考え理解する時に文献を読んでいることはとても役立ちます。 

 ロールシャッハの基礎研究ももっと必要と思います。実証的な根拠が十分でないとか、

厳密さに欠けるものがあります。大学院の指定校も増えましたし、もっとロールシャッハ

の基礎研究を体系的にやったほうがいいのではと思うこともあります。 

 次に、生き生きとした解釈を創造するアートについて話したいと思いです。量的分析に

おいて、反応の数量的な特徴がどのような意味を持つのか、その意味を解釈所見の中に統

合するにはその個々の意味を深めることが重要であり、一つの指標が示す多様な可能性の

うちのどれが該当しているのかを考えること、指標を組み合わせることで何が分かってく

るのかがとても重要です。解釈の用語を自分なりに組み替えて、これは所見にもつなぐと

ころですが、被検者目線のタームに変えて活用して解釈を構成する必要があります。解釈

をどのように構成するかについては他の経験者や熟達者がどのような解釈のストラテジー

を用いているのか知ることは、とても参考になります。 

 包括システムのテキストが 2009 年～2010 年ぐらい邦訳されて、それ以降、テキスト

の中にその解釈の文章がたくさんあるので、それを羅列したような解釈が乱立したことが

ありました。あくまでもテキストは参考であって、それをどう用いるかについてはグルー

プスーパービジョンなどの研修が必要で、生き生きと立体的に描写する技量、アートが培

われると考えています。 

 私たちのグループは精神分析的継起分析を実践しています。これはまさにアートだと思

います。継起分析：sequence analysis と言っています。自我心理学の立場から、Ⅰから
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Ⅹカードまでの反応の継起、それから各図版の中のいくつかの反応の継起を見てゆきます。

自我の欲動とか不安とか防衛とか現実検討がその継起の中でどのように変容、移り変わっ

ていくかを見てゆきます。それによって被検者の病態水準とかパーソナリティの傾向を理

解してゆきます。継起分析の観点は、Borderline Personality を見るのにとても有効であ

って、これは馬場禮子先生のオリジナルの方法で、近年これを『馬場法』と私たちは名付

けて本にもしています。 

 昨年私たちのグループで『力動的心理査定』という本を書きました。これは、馬場先生

が以前に書いた『継起分析入門』をもう少し細やかで丁寧に書いたものです。馬場先生の

本が荒っぽいという意味ではなく、初学者や中堅の臨床家にはもう少し噛み砕かないとう

まく伝わらないところがありました。また、私たちが実は十分に分かっているようで語る

ことが十分できていなかったところがずいぶんあることがわかりました。継起分析の技法

というのは、この本の中で事例を見直したのですが、反応継起の多様な特徴をどのように

所見にまとめるか。これは見直せば見直すほど新しい可能性が見えてきて、なかなか本が

完成しませんでした。書くのが遅いこともありますが、考えれば考えるほど新たな視点が

出てきて、このときの馬場先生とはじめとするいろいろな人との事例をめぐるやりとりが

私の財産になっているところもあります。 

 熟練者のアートについては、1980 年代ぐらいに認知心理学、人間の知覚や記憶、情報

処理や思考の心理学の領域で、例えば数学の優秀な人や、将棋とか囲碁の名人がどんなふ

うに課題解決をしているのかを、思考過程の分析をしたり、思考過程を言語化してもらっ

たりするような研究がされました。当時私は大学院生でしたので、ロールシャッハの熟練

者はどうなのだろうか、研究をしたことがあります。経験的にこんなことが言えるのでは

ないかと思っています。熟練者というのはロールシャッハ法の各変数や手がかりが示す情

報について数多くの可能性や仮説を知っています。言い換えると熟練者は情報の引き出し

を数多く有しています。ある変数の数値があった時、その示す意味について多くの可能性

を知っているということになります。また逆に、統合失調症の場合はこういうふうにロー

ルシャッハ法にあらわれる可能性がある、うつの場合はこういう可能性がある、そういう

引き出しもたくさんあります。それから、熟練者はある種の判断や情報の統合をするとき

に、同時に数多くの情報を用いています。それから、容易な課題と難解な課題で柔軟に思

考パターンを変えます。難しくてこれは統合失調症なのか発達障害なのかを総合的に判断

する場合には、統合失調症だったらどういう要件があるか、発達障害だとどういう要件が
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あるか、そのような見方をしています。これは、数学の優秀な方が、簡単な問題だともう

自動化しているストラテジーで解決するのに対して、難しい問題においては、この解答を

出すには何が理解できたらいいのか逆算をするらしいのですが、ロールシャッハの熟練者

にも同じことが言えそうです。それから、熟練者は矛盾する情報や一貫しない情報を誤差

として簡単に捨ててしまわないで保持し続けることといった特徴があります。これは、熟

練した臨床家の解釈のアートの部分を認知心理学や人工知能の観点や手法から研究してい

くのも、価値があると思っています。 

 そして、得られたデータから分かることと分からないことがある場合には、分からない

ことを熟練者は無視しないようです。この場合も何についてはどう分からなくて、そのよ

うな場合はどのような可能性があるのか、なるべく詳しく丁寧に記しておくようです。そ

のようなケースの場合、数年後に心理療法や臨床的な経過がある程度あったころで、心理

検査データと事例の経過などを突き合わせて、関係者、心理療法担当者や主治医などと丁

寧にその突き合わせを行ってもう一度検討し直すようです。簡単に結論付けて振り返らな

いのではなく、何度も粘り強く、しつこく、諦めが悪く再検討します。往生際が悪いとい

うのが私たちの真骨頂ではないかと思います。自分も結構しつこい、ネチネチしているな

と思ったのですが、指導者や仲間はもっとしつこかったりします。解釈のアートの部分の

習得というのは、才能も必要であって、残念ながらあまり向かない人も指導しているとあ

るようですが、向いているからといって努力や精進をしないと、やはりそれは達成しない

と思います。 

 次に、検査結果のフィードバックにおけるサイエンスとアートについて話したいと思い

ます。私は最近、知能検査・投映法セットで四つぐらいの検査のテストバッテリーを組ん

で実施し、ほぼすべてのケースで心理検査のフィードバックに同席させていただいていま

す。被検者の他に担当カウンセラー、家族、職場の上司などが同席した場面で、フィード

バックをしながらの印象を話したいと思います。フィードバックに際しては、被検者の知

的能力や健康度を考慮してフィードバックしようとしているのですが、精神分析療法の解

釈を伝える際と同じで、思ったよりも伝わらないようです。フィードバックは控えめに慎

重にやる必要があると思っています。せっかく高いお金を払ってやった意味があったと思

ってもらえるものになって欲しいと思います。 

 最近のこのフィードバックのスタイルになってからは、当事者の被検者の方にはあまり

伝わらなかった。なるべく伝わるように工夫するのですが、でもあまり本人には伝わらず、
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被検者の配偶者が突然涙声になり、「なぜ私がこんなに苦労して生きてきたかをこんなに

適切に言ってもらったのは初めてだ。何が問題か、これからどうしていいか分かったので、

高いお金だったけどやってよかったと思います」と話してくれたことがあります。ある被

検者は、自分の奥さんとかだんなさんがそういうふうに言っているのを見て、「自分では

ピンとこないところがまだあるけれども、これだけうちのカミさん（ダンナ）が言うとい

うのは余程のことだから、きっと意味があったと思う。だから、検査結果は正しいと思う

ので、それと向き合っていきたい」とおっしゃってくださった方もいます。フィードバッ

クをするときに、家族や職場の同僚・上司の方などの日頃のご苦労をねぎらう気持ちを入

れてフィードバックをする必要があるかと思います。 

 役に立つ検査所見というのはどんな所見か考えると、それは被検者の長所や能力などの

活用が可能な資源であるとか、ストロングポイントを含めていることが重要と思います。

妄想的であるということも長所や能力という考えをすればいろいろと配慮できてよい面で

もあるが、一方で、他の人がそこまでやらないこともやるかもしれないし、途中で止めら

れないところが問題でしょう、それで消耗するのでしまうでしょうね、という記述を取り

入れたりします。 

 それから、被検者の視点が重要と考えます。被検者がどんなことが知りたいかはやはり

最優先で、検査者が伝えたいこともそれに合わせて伝えることが肝要と思います。被検者

や同席する家族になるべく分かりやすい表現をすること。医師とか臨床家の場合には、専

門用語をある程度使う方が伝わりやすいこともありますが、記述があまりにも専門的過ぎ

ないように、そういう用語の使用を心がます。 

 これが私のプレゼンの結論的なものですが、検査所見のフィードバックについてはどの

ような伝え方が役に立つのか、どのようなものが役に立たなかったのかというのは、サイ

エンスの観点から検証すべきだと思います。検証する場合に留意しなければならないのは、

フィードバックの直後では難しいが、その後に少し時間をおいて伝わることもあるようで

す。これは私自身の経験で、Borderline Personality のクライアントに長年お会いする中

で、面接経過の昔のことを思い出してもらって尋ねることがあります。リストカットが多

かった時など、セラピストとして話したことがいったいあなたにどんな影響を及ぼしたん

だろうかということを聞くと、「（言われたことは自分には）全然入らなかった」とか。

「今だったら分かるけれども、そのときは何を言っているか全く分からなかったし、反発

心しかなかった」と言ってもらったがあります。そういうことを、クライアントや関係者
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を確かめていく必要があると思います。 

 『力動的心理査定』では、30 年前のケースを取り上げています。古いデータでも興味

深いものについては、研修会や学会などで発表して、検査当時の解釈や所見の妥当性をも

う一度吟味することも重要ですし、フィードバックについても何がよくて何がまずかった

のかと常に吟味していくという臨床的姿勢が必要だと思います。 

 それからリテストについて言うと、心理療法の経過などでだいぶご本人がよくなったと

いうことでリテストをしたのだけれども、被検者の反応は昔のままであまり変わらなかっ

たと聞くことがあります。不思議なことなのですが、馬場法によるロールシャッハの実践

家はそのように言われることが多く、一方で、包括システムを活用している実践家は治療

の効果がロールシャッハに表れやすいと言われます。私は今まではあまりリテストはして

なかったのですが、これからは積極的に取り組みたいと思っています。 

 熟練者の要領やコツはそれはアートなんだと言ってあぐらをかくのではなく、これは、

自分への戒めも込めてなのですが。アートではなくて、いかにサイエンスの基盤に持って

いくか、専門家で共有できるか、日々精進していく必要があると思います。アートとサイ

エンスとの融合が重要なのではということが私のプレゼンの結論になります。 

 ご清聴ありがとうございます。最後に、このような投映法やロールシャッハについて考

える際には、いつも研究会仲間の伊藤幸江さんと人見健太郎さんとディスカッションをし

ています。今回はお二人とディスカッションしたことをこのプレゼンにも取り上げさせて

いただきました。お二人に特別の感謝の気持ちを述べて私のプレゼンテーションを終わり

にしたいと思います。どうもありがとうございました。（拍手） 

 青木 黒川先生、ありがとうございました。高瀬先生、よろしくお願いします。 

 高瀬 明治大学の高瀬と申します。今日はこのような機会をいただきまして、どうもあ

りがとうございます。 

 私の発表は、まず結論めいたところからお話をさせていただきたいと思います。心理ア

セスメントという仕事はやはり、サイエンスに則っていなければなりません。しかし、そ

の一方で、単純な法則では説明できない複雑な人間を対象にするアセスメントの仕事とい

うのはサイエンスだけでは成し得ません。アートの側面が重要な役割を担います。 

 心理アセスメントの業務をいくつかの局面、すなわち、分析の段階、解釈の段階、伝達

の段階、治療的な活用というような段階に分けてみると、それぞれの局面でサイエンスと

アートの比重は異なっています。この発表では、アセスメント業務を、業務のプロセスに
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着目して各段階におけるサイエンスとアートとの役割分担について論じていき、その上で

心理アセスメント業務を効果的に実施するために両者を総合的に統合する道を模索してい

きます。 

 お話しする内容としては、まずは歴史を振り返ります。そして、診断とサイエンスとい

うお話、次に心理アセスメントにおけるサイエンスの限界、そして、この 4 番目が最も

私が強調したいことですが、アセスメント業務のプロセスとそれぞれの段階におけるサイ

エンスとアートの比重に焦点を当てたいと思います。 

 まず、歴史です。ロールシャッハ法というのは、昔からその支持者、批判者どちらも含

めて、その科学性に関する論争が非常に盛んに行われてきました。したがって、ロールシ

ャッハ法の歴史を振り返ってみると、サイエンスとアートの意味が見えてきます。 

 実際に調べてみると、ロールシャッハ法のことについて論じられた論文で、サイエンス

とかアートとかという言葉をそのままズバリ使ったものはあまりありません。その代わり、

サイエンスの側面として、例えば「法則定立的」、「経験的」、「量的」、「計量心理学

的」、あるいは「形式的」といった言葉で表現されているものが多く見受けられます。ア

ートの側面としては、「個性記述的」、「現象学的」、「質的」、「個人的」といった言

葉で表現されることが多いようです。 

 整理してみます。中村雄二郎さんの本を読むと、サイエンスは主に三つの点に集約でき

ます。すなわち、普遍主義、論理主義、客観主義ということです。普遍主義とはいったい

何かと言うと、事物や自然はすべて量的なものに還元されるという思想です。これは「量

的」とか「psychometric（計量心理学的）」という言葉で表すことができます。 

 論理主義とは、あらゆる現象はすべて論理的な一義的因果関係によって成り立っている

という考え方です。これはまさに「nomothetic（法則定立的）」という言葉に象徴され

ています。 

 客観主義とは、扱うものの主観を全く排除してあらゆることを対象化して捉えることで

す。言い換えると「empirical（経験的）」となります。あるいは広い意味での「形式的」

というのもここに含まれるのかもしれません。 

 一方、アートの側面を整理してみます。医師である富永さんは、アートの重要性を訴え

た論文を書いています。彼によると、アートとは Narrative based medicine に対応する

ものであり、唯一無二のクライアントを全人的に理解し、その人にとってより良い治療方

法を選択することとなります（註：富永真琴（2009）．臨床医学におけるサイエンスと
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アート．山形医学，27 (1)，1-10．）。 

 唯一無二とは何なのか。これは、まさに「個性記述的」という言葉が当てはまると思い

ます。あるいは「個人的」というのも同じ系列に属します。量的比較を度外視するという

意味では「質的」という言葉に代表されます。物語としての全人的理解ということになっ

てくると、「現象学的」という言葉に置き換えることもできます。 

 さて、これまでの議論を振り返り、ロールシャッハ法におけるサイエンスとアートの位

置づけを見てみます。文献の中には、サイエンスの圧倒的な優位性、すなわち「量的」、

「法則定立的」な側面をことさら強調する立場もありますし、一応事例性や個別性を認め

ながらもその量的側面をより重視すべきであるという立場もあります。あるいは、内容分

析に基づいた「個性記述的」アプローチを重視する立場、これはどちらかと言うとアート

寄りです。それから、極端なものになると、サイエンスの基盤が非常に脆弱なので、「個

性記述的」アプローチにこそロールシャッハ法の存在意義があるという立場もあります。 

 ざっと見ると、上からサイエンス、だんだん下のほうに行くに従ってアート重視という

感じになってきます（図１を参照）。 

 

（パワーポイント資料１を挿入） 

 

 さて、これらの文献の中では、ティーナイさんの見解がなかなかおもしろいです。彼は

法則定立的と個性記述的、換言すると、サイエンスとアートのどちらが優れているかとい

う論争がそもそもナンセンスだと言っています。そのように両者を相互排他的に捉えるの

ではなくて、むしろ使用用途に応じて両者を明確に区別すべきではないかと言うのです

（註：Te'eni, D. R. (1998). Nomothetics and idiographics as antonyms: Two mutually exclusive 

purposes for using the Rorschach. Journal of Personality Assessment, 70, 232-247.）。 

 どのように区別するのかと言うと、病態水準や法的な責任能力を問うような、いわば対

象を外側から捉える場合は法則定立的にやる。一方、心理療法に活かす場合、つまり、対

象を内側から理解しようとするときは個性記述的アプローチを取り入れたほうがいいので

はないかと。これは今までの議論から見るとなかなか異彩を放っています。法則定立も個

性記述も両方不可欠であると言っているからです。これは示唆に富んだ見解ではないかと

思います。 

 さて、これらを踏まえた上で、次に診断とサイエンスについて考えてみたいと思います。
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心理アセスメントというのは多かれ少なかれ診断の役割を含んでいます。例えば、認知症

や自閉症のスクリーニングであったり、適応水準の見立てというとどうしてもやはり診断

的な側面ということになるかと思います。もちろん、厳密に言えば、精神医学における診

断とアセスメントとは意味が違います。しかし、両者が非常に近い関係にあるということ

は異論はないかと思います。 

 先ほど、中村雄二郎さんの話が出ましたが、有名な『臨床の知とは何か』という本を読

むとこんなことが書いてあります。「ヒポクラテスと同時代にあって彼と対立したクニド

ス派の医者たちはこの診断に力を注いだのであり、より科学的であったのはクニドス派流

の医学であった」。また、先ほどご紹介した富永さんの論文を読みますと、「診断のベー

スとなる病理学は徹頭徹尾サイエンスのみであって、アートの入り込む余地はない」とは

っきりおっしゃっています。 

 それを踏まえてどう考えるかですが、やはりアセスメントに何らかの診断的な役割を担

わせるためにはどうしてもサイエンスのアプローチが不可欠になってきます。病気のスク

リーニングであったり、適応水準の判断というのは個々人の印象に基づいて行うものでは

なくて、経験的に得られた一定の標準に照らして客観的に行うべきものであるからです。

その意味においてはサイエンスが極めて重要であるということです。 

 では、アセスメントがサイエンスであるためには何をすべきでしょうか。まず、ターゲ

ットとする事象、例えば病理であるとか、適応水準などの構成概念を操作的に定義しなく

てはいけません。そして、ターゲットを確実かつ安定的に反映し得る指標を設計しなけれ

ばなりません。さらに、数多くのデータを組織的に収集してこれを判断の拠り所、すなわ

ち標準として位置づけなければなりません。加えて、扱うデータに普遍性を持たせるため

には、これらを定量的に記述しなければなりません。こういうことをやらないとサイエン

スにならないわけです。 

 例えば YG の抑うつ尺度では、ここに示したような特定の質問項目にイエスと答えると、

その得点が抑うつの程度を表すことになります。まずは、このように操作的に定義します。

そして実際に標準に照らして、例えばこの人はこのぐらいの得点ということになると抑う

つの程度は低いということが明らかになるわけです。あるいは、WISC や WAIS の積み

木問題などを見てみると、この積木模様の構成の正確さこそが、まさに視空間の認知能力

を表しているということになり、これでもって視空間認知の測定ができるだろうと操作的

に定義します。そして個人の結果を標準に照らして点数化して、その高低を見ていくとい
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うわけです。 

 実はロールシャッハ法も決して例外ではないのです。先ほど、包括システムはサイエン

ティフィックだというご議論があったのですが、もちろんそれについては批判はしません。

しかしながら、ご存知の方も多くいらっしゃるかと思いますが、実は 1990 年代の終わり

から 2000 年代のはじめにかけて、包括システムはめちゃくちゃ批判を受けるのです。ど

んな批判かと言うと、測定しようとしている概念をちゃんと捉えていないのではないかと

いうことです。その他には、エクスナーはこれぞ有効な指標とか言って包括システムの中

に幾つかを取り入れているのですが、どうしてその指標を選んだのか根拠が全く明確では

ない、非常に不透明であるとも批判されています。それからもう一つ、normative data

が規準としての役割を果たしていないとも言われています。規準に偏りや重複があるとい

うのです。偏りというのは、規準が特に健康度の高い人ばかりのデータに集中していたと

いう意味です。そんな人たちと比較されると、テストを受けたごく普通の人がみな病気に

なってしまいます。過剰病理化というのはまさにそういう批判です。 

 こういった批判を受けて登場したのが R-PAS（Rorschach Performance Assessment 

System）です。これは、徹底的にその批判に応えるべくサイエンティフィックな方法を

採るわけです。何をやったのかと言うと、まずは、これまでにロールシャッハ・テストの

基準関連妥当性について扱った論文をいろいろなデータベースを使って、全部で 2400 件

ほど引っ張ってきます。そして、これらの論文が、ちゃんと基準に照らしてしっかりとし

た結果を出しているのかをすべてチェックした上で、最終的に選ばれた論文の結果をメタ

分析にかけるのです。その効果量から、本当に有効な指標だけ拾ってくるのです。こうし

て真に有効な指標、変数だけに基づいて、システムを作り上げたというわけです。 

 さらに、これがまたすごいのですが、R-PAS では全世界の 15 カ所から、規準（ノルム）

を集めてくるわけです。ごく普通の健康な人のプロトコルを、全部で 1300 以上も集めて

きて、これを一つの規準としたのです。そうすると当然、標準化ということが可能になっ

てきます。つまり、個人の指標得点がすべて標準得点に置き換えられるというわけです。

ある人がある指標において一定の得点を示したとします。今までのシステムでは、それが

高いのか低いのか、適切に判断することができませんでした。しかし、R-PAS では、そ

の得点の相対的な位置づけが、規準に照らせば一発で分かるのです。こんなシステムが実

際に登場しているということです。 

 ちょっと余計な話になりましたが、診断の役割を担うためにはやはり科学的な態度を貫
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くことが非常に重要です。なぜかと言うと、やはり厳密に、あるいは冷徹に見立てること

によって適切な援助方法を選択できるからです。 

 しかしながらやはり限界もあります。サイエンスというのは現象のあり様をできるだけ

単一の要素で説明する、つまり、ありとあらゆることを一つの法則で説明しようとします。

その際、実在する複雑性は全部捨象され、単純な一般法則のみが抽象されてきます。そう

しますと、単純な一般法則によって人間という複雑で多義的な対象を説明することが果た

して可能か、当然こういう疑問が起こってくるわけです。 

 例えばこういうことを考えてみたいと思います。一般的な知能検査で示される得点、ウ

ェクスラーの知能検査だったりすると、科学的な手続きに従って得られた偏差 IQ であり

ます。したがって、この得点は普遍的である。あるはずです。では、同じ IQ 得点は誰に

とってみても同じ意味を持つのかということを考えてみると、必ずしもそうとは言えませ

ん。例えば、実際にやってみると、いかなる知能検査、学力検査においても、理論から逸

脱した反応パターンを示す人がいるのです。そのことを項目反応理論を専門にする光永さ

んも指摘しています（註：光永悠彦（2017）．テストは何を測るのか：項目反応理論の

考え方．ナカニシヤ出版．）。例えば、前半の易しい問題でかなり失敗するけれども後半

の難しい問題で正答率が高い人が仮に IQ100 をマークしたら、どう考えるべきでしょう

か。このような人に一般法則、つまり「記述分類＝平均」が適用できるのか。これはちょ

っと難しい問題だと思います。 

 ちょっと回り道をしますが、これは有名なアッシュの同調実験です。左と同じ長さのも

のはどれか。通常、普通に考えればすぐに答えは出てきて、これなんですが、しかしなが

ら、大勢のサクラが「こいつが長い」と言うと、どうもそれに引っ張られてしまう人がい

るという有名な実験です。アッシュの同調実験では、実はアッシュの意図に反して人は多

数派の意見に影響を受けやすいという言説がひとり歩きしました。アッシュが注目したの

は何かと言うと、もちろんそれもあるんでしょうけど、多数派の意見に影響を受けなかっ

た人、こっちの方をかなりアッシュは強調していました。こういう人は全体の 25%もい

たといいます。この同調しない人々はどうなってしまうのでしょう。 

 どうなったか言うと、捨象されてしまうんです。一般的な傾向に適合しない例は捨象さ

れてしまいます。量的なデータに基づいて法則が導かれるときは、「はずれ値」としてみ

なされてしまうこともあります。つまり、サイエンスを強く志向すると、あらゆる現象を

単一の法則で説明しようとするあまり、そこからはずれた事例はあまり意味が顧みられな
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くなってしまう、こういうことが起こってくるわけです。 

 サイエンスが強く求める普遍性、再現性、同じことが同じ人に起こり得るかということ

ですが、これは、複雑な背景を抱えた人間を対象とする研究や実践とはときに相容れない

ことがあります。それは、やはりサイエンスの限界ということになります。 

 そして、心理アセスメントを適正に遂行するためには、やはりサイエンスとはどうして

も異なるアプローチが必要になってくるだろうと。それがアートということです。 

 そこで、今日の本題に入ります。アートという言葉について、ここでちゃんと定義して

おかないといけないと思います。これは単なる技術とか技芸といったように訳してしまう

とあまり意味がないと思います。これまでの研究では、個性記述的とか現象学的、質的と

いうふうに、そういった言葉で概念が説明されてきました。しかしながら、これらの言葉

がアートという概念の意味を明確に限定しているかと言うと、必ずしもそうは言えないで

す。 

 単なる技術や技芸であるならば、メソッドとかテクニックとかと言えばいいのに、なに

ゆえアートという言葉を使っているのか。この辺は、いろいろな文献を調べてみると、ア

ートというのはおそらくもう少し深い意味があるのではないかと思います。対象が持つ深

層的な意味をそれぞれの状況に応じて捉えていく技術、これこそアートなのではないかと

私はここでとりあえず定義をさせていただきます。 

 さて、心理アセスメント業務におけるアートの役割を考えるに当たって、このアセスメ

ントの業務を一くくりにして論じてしまうと論点がぼやけてきます。そこで、この業務を

いくつかの段階に分けて、それぞれの段階でサイエンスとアートの役割について検討して

みようと思います。 

 まず 1 番目は、データを分析する段階です。2 番目は解釈する段階で、3 番目が伝達す

る段階、そして、最後が治療的に活用する段階ということになります。そのうえでそれぞ

れ段階におけるサイエンスとアートの役割を考えてみたいと思います。まず、分析とは何

なのかと言うと、有り体に言えばテスト反応を分類、整理することです。ロールシャッ

ハ・テストで言うならば、スコアリングとかコーディングと言われている段階です。スコ

アリングとは何なのかと言うと、科学的な手続きとしての心理テストの一部です。スコア

リングにおける評定者間一致係数というのは心理テストの成立要件である信頼性係数、信

頼性概念の中に含まれています。したがってこれはサイエンスの一部と言っても過言では

ありません。つまり、この段階においてはサイエンスの比重が圧倒的に大きくて、アート
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の役割はほとんどないと言っていいと思います。 

 そして次が解釈の段階です。解釈とは何なのかと言うと、得られたデータについてその

意味するところを考えて、各指標の得点を有機的に統合し、そして、対象者像を描き出す、

ということになります。解釈はよくアートに全面的に依拠しているのではないかと考えら

れる向きもあるのですが、私は決してそうは思いません。確かに、解釈という言葉を辞書

で引くと、自分の経験やものの見方によって物事を判断していくというふうに定義されて

いますが、それは極めて自由な状況の中で表明された他者の言動であったり、あるいは文

芸作品を解釈するときのことを指しているのでしょう。しかしながら心理テストの場合は、

一定の条件の下で実施された課題や作業、質問に対する反応を解釈していくわけですから、

やはり体系的に蓄積された解釈の指針は存在することが多いのです。投映法も決して例外

ではありません。 

 例えばこれは包括システムのステップ解釈というものですが、こういう順番で分析・解

釈していくといいですよという指針がしっかりあります。その指針においては、それぞれ

に期待される数値、一般的にはこういう数値が出てきやすい、そこからどれだけ外れてい

るかということを一つの解釈のポイントにしましょうという、非常に明確なルールがあり

ます。多くの人はこれに則るわけです。 

 さあ、ここで、解釈を「個性記述的」な行いと見なす功罪について考えてみたいと思い

ます。解釈を行うにあたって「個性記述」という言葉が用いられると、反応は唯一無二で

あって、定量的な分析に耐えないため、その意味は査定者の深い読みを通して個性記述的

に理解されなければならないという議論に結びつきやすいようです。本当にそうなのか。

ちょっと考えてみたいです。 

 有名な物理科学者で哲学者でもあるポラニーがおもしろいことを言っています。「駆け

出しの医師が X 線写真を見ても最初はそこに何が写っているのか皆目分からない。エキ

スパートの話を聞いても全く何も見えてこない。しかし、2～3 週間その話を聞き続け、

異なったケースの写真を次々に注意深く眺めていくと医師の中にある試行的な理解が萌芽

し始める。さらに忍耐し続けるとやがて医師には生理学的変異と病理学的変化が、瘢痕

（はんこん）が、慢性病が、あるいは急性疾患の兆候がはっきりと見えるようになる」

（註：マイケル・ポラニー著，長尾史郎訳（1985）．個人的知識：脱批判哲学をめざし

て．ハーベスト社．p. 93）。これ（X 線写真）を見ても最初は何も分からない。見ても

何も分からないのだけれども、数多くこういう写真を見ていくとそこに何かが見えてくる
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というわけです。 

 ここから確実に言えることは何なのかと言うと、唯一無二の、その意味で個性記述的な

データである X 線写真の読み取りというのは、数多くのデータに触れることによって初

めて適切になされるということです。つまり、数多くの写真を見て説明を受けたことによ

って、医師の中で、ある特定のポイントに従ってそれらを分類したり比較したり、あるい

は照合したりといった体系的な視点が育まれていったのではないかと思います。その意味

で、個性記述的と呼ばれるデータであっても、分類や比較は可能です。そして、個々のデ

ータが持つ意味の理解というのは、数多くのデータとの比較の上に成立するものであると

いうことなんです。それはぜひ押さえておかねばなりません。 

 そうすると、「個性記述的反応は定量的な分析に耐えない」といった主張は誤解を含ん

でいるように思われます。そもそも個性というのは、その個に備わる、他から区別させて

いるものを意味するわけです。したがって、他との比較を行わない限り個性の記述はでき

ないのではないかと思います。 

 では、なぜ先ほどのような議論が起こってきたのか。そこで、元の意味に立ち戻ってみ

ようと思います。 

 個性記述とか法則定立とかいった概念を提唱したのは、ヴィンデルバントです。彼は普

遍的な法則を打ち立てようとする自然科学を「法則定立的」学問と見なしました。それに

対して心理学や歴史学などを彼は「精神科学」と呼びました。彼は、それらの学問におい

ては、一回性、個別性、特殊性の性質を重んじなければならない、まさに個性記述である

べきだと説きました。「法則と事件は、我らの世界観においてはあくまでも対立するもの

である、したがって峻別されねばならない」というのです。これがどうやら先ほどの議論

のおおもとになっているのではないかと考えられます。 

 しかしながら、ここをやはり注目すべきなのですけれども、ヴィンデルバントは、「個

別的生起の因果的説明は件の生起を普遍的法則に還元することに依って，現実的生起の歴

史的・特殊的構成をも事物の普遍的合自然法則に據（よ）って理解することが究極に於い

て可能でなければならぬと言う思想を暗示しはする」とも言っています。何か小難しいこ

とを言っていますが、何を言っているのかと言うと、要するに、個性、個別性というのは、

法則によって理解できるということを暗に言っているわけです。彼は、そのことを認めて

います。ここは注目すべきではないかということです。 

 これ（スライド）は大学生が描いた KFD なのですが、一般的には家族で何かやってい
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るところを描いてくださいと言うとこんな感じの絵になってきます。非常にいい絵ですね。

しかしながら、この絵（別のスライド）はちょっとおもしろいです。相当に味があるわけ

です。この絵のおもしろさはどうやって味わうのかと言うと、やはり一般的な絵と比べて

みてこの絵の味というのが分かってくるわけです。そこをやはりわれわれは押さえておか

なくてはならないだろうと思います。 

 個性は、他の多数に照らすことによって明確になります。それを押さえるからこそ深い

理解へと導かれていきます。解釈におけるサイエンスとアートの比重はちょうど半々では

ないでしょうか。ここは重要ですが、アセスメントにおいて、診断的側面はあくまでもサ

イエンス的な理解に従っていく。つまり、これはスケッチやデッサンで言うと基礎部分を

描いていくのがサイエンス的理解です。しかしながら、やはりサイエンスにそぐわない部

分、指標、変数の有機的な統合であったりとか、指標間で生じるさまざまな矛盾であった

りとか、法則に適合しない特殊例の理解。こういったところはアートによって肉付けを行

っていく、これがいいのではないかということです。 

 さて、もう少しスピードを上げてやっていきます。次にフィードバックです。ここでは

主に対象者への伝達について取り上げます。津川先生は、フィードバックのコツとして、

こんなことをおっしゃっています。「あれもこれも山のようにフィードバックしない。対

象者の状態に合わせて、相手が内的に受け取れる内容を、順番を考えて理解できる表現で

説明する。協働作業である。健康的な側面もちゃんと伝える。心理支援の一環であること

を意識して返す」。こんなことをおっしゃっています。 

 協働作業であることとは何なのかと言うと、一方的にフィードバックするのではなくて、

相手の理解を確かめたり、相手のコメントや反論を聞きながら話し合う形で行うというこ

とです。それは、普遍化であったり定量化であったりということとは、ほぼ無縁の技術で

あると思われます。したがって、フィードバックの段階で何が重要かと言うと、その場に

臨み状況を的確に判断し対象者のニーズを察知するといった査定者の持つアートの力であ

ると思います。これは明らかに言えることだと思います。 

 さて、最後に、治療的な活用ということについてお話をさせていただきます。ここでは、

従来から使われている心理テスト結果から援助方針を模索するといった、そういう活用法

について論じるのではなくて、援助の一環として心理テストを積極的に活用するというこ

とを取り上げます。そのようなやり方をもって治療的な活用と申し上げておきたいと思い

ます。 
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 治療的アセスメントについてはフィン（Finn, S.）を通して我が国にも広く知られるよ

うになりましたが、実は我が国では TAT 研究者の山本和郎さんが、TAT を題材とした治

療的な面接論、「かかわり分析」をすでにフィンの論文が発表される 20 年以上前に発表

しているのです。山本とフィンは実によく似ています。査定者と対象者の 2 人が、対象

者の中に生まれる物語をともに見つけていくことを強調している、その意味においては全

く同じようなことを言っているわけです。 

 ここでは TAT の図版をそのままお見せするわけにはいかないので、アルノルト・ベッ

クリンの『春の目覚め』という絵をご覧いただきます。実はロールシャッハというのはお

もしろい人で、彼はこの絵を題材に、これがどんなふうに見えたかと、よく絵解きをやっ

ていたらしいのです。友人たちと一緒にチューリッヒ美術館に行って、この絵が何に見え

たかといったことをやっていたらしいです。これは非常におもしろいです。これを見てい

るといろいろなもの、いろいろなストーリーが浮かんできたりします。TAT はまさにそ

んな感じです。 

 山本さんは、これは TAT を使ってこんなことを言っているわけです。「人を理解する

方法は二つある。まずは診断的理解。これはサイエンス的な理解だ。もう一つは治療的な

理解である」。これはなかなか難しいことをおっしゃっています。「現象学的方法をとる

視点が見られる者の側に置かれている」。見られる者というのは、つまり対象者のことで

す。そして、見る者、つまり査定者は対象者に現れてくるものを対象者と「ともに見つけ

ようとする」、これが重要だと言うのです。 

 治療的理解はどんな意味があるのかと言うと、治療者と査定者が同じ物語をともに見る

ことによって一体感のある人間的接触が生まれてくるということです。そして、査定者が、

対象者の体験を繰り返し明確化することによって、対象者の中に新たな気づきが生まれて

くるともおっしゃっています。 

 やりとりをお見せすると非常に長くなってしまうのでこれは省略しますが、家庭の中で

の孤独について、対象者はいろいろな形で TAT 物語の中で表現するわけです。それに対

して、山本先生が、「寂しい」とか「一人ぼっち」といったテーマを、図版 19 の物語を

取り上げて明確化します。ここでは、鳥が寂しそうにしているとか、物悲しい、すごい寂

しいとか、そんなことをおっしゃっています。これはまさに、1 人の世界だよねといった

ことをおっしゃっています。ここには、まさに対象の持つ深層的な意味を、それぞれの状

況に応じて捉えていく技術が示されています。私が先ほど定義しましたアートが如実に示
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されているのです。 

 先ほどの「情報の伝達を主たる目的としたフィードバック」よりも、こちらのほうがよ

り深いレベルで対象者を捉えていると思われます。つまり、この治療的な活用の段階にお

いては、アートの比重が最も大きくなるというふうに考えられるのです。 

 さあ、まとめていきます。結論を言うと、サイエンスとアートの比重は、（１）分析、

（２）解釈、（３）伝達、（４）治療的活用の段階で変わってきます。こんな感じで、よ

り左側がサイエンス的色彩が強くて、右側に行くに従ってアート的な要素が増えていくだ

ろうと思います（図２を参照）。最後に、このように結論づけたいと思います。心理アセ

スメントにおいては、サイエンスとアートはいずれも不可欠な要素であると。そして、互

いの強みを尊重するとともに、互いの不得意とするところをカバーし合うということをし

ながら仕事を進めていくと、より有効なアセスメントへとつながるでしょう。 

ご清聴ありがとうございました。（拍手） 

 

（パワーポイント資料２を挿入） 

 

 青木 高瀬先生、ありがとうございました。 

 では、先生方、壇上にお願いします。 

 すみません、今更なのですが、心理職あるいはその学生さん以外の方、いらっしゃいま

すか。よろしいでしょうか。今回、一般公開原則と言われておりまして一般公開にして、

それで全然問題ない内容ではあるのですが、かなりマニアックな内容なので一応お聞きし

ました。 

 では、指定討論者の伊藤先生、よろしくお願いします。 

 伊藤 お二人の先生方、ありがとうございました。指定討論者の 1 人で、岐阜大学の

伊藤といいます。よろしくお願いします。 

 お二人のご発表を伺っていて、情報があまりにも多過ぎて整理しきれていません。です

が、最初に感じたのは、普段ぼんやり考えているようなことがここまできれいに言葉にさ

れると少し整理がしやすくなるのかなというのと、これは勝手な私の印象ですが、もしサ

イエンスとアートというふうに分けなければいけないのだとすると、高瀬先生のほうがや

や、ややサイエンティフィックかなと。黒田先生のほうがややアーティスティックかなと

私自身は感じました。やや、ですけれど。 
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 今回のテーマのサイエンスとアートというものを改めて考えてみると、なぜこれをわれ

われは分けて考えねばならないのかなということが最初、私自身が思っていたことです。

でも、何か分けざるを得ない理由があるんだろうと。今ちらっと、アートのことをアーテ

ィスティックと言いましたが、アーティフィシャルという形容詞もありますよね。私自身

は、サイエンスの語源は「知る」ということで、アートの語源は、黒田先生も高瀬先生も

おっしゃっていましたが、技術みたいな意味が強いのですが、私のイメージですが、すで

にそこにあるものを理解しようとするのがサイエンスで、それを踏まえて自分の力で何か

を作り上げていこうとするのがアートなのかなというふうに、今のところは考えています。 

 高瀬先生は半々とおっしゃったでしょうか。アートとサイエンスの比率です。それから、

黒田先生は、何対何なのかは分かりませんが、融合という言葉を最後におっしゃっていた

と思います。もしあり得るとすれば、アーティスティックないしはアーティフィシャルな

サイエンスとか、それから、サイエンティフィックアートとか、そういうことをイメージ

しながらお話しされていたのかなとちょっと思いました。 

 そこでちょっと伺いたかったのは、結局のところと言うとあれですが、分かりやすく区

分けすると、客観と主観というふうに置き換えられなくもないかなと思ったときに、対象

を静的なものとして捉えるという視点と、これはアセスメントとかテストと呼ばれる部分

でいいと思うのですが、治療的な面ではやはりかなりの介入が必要になる。それは主体的

に関わっていかないと生まれない営みであろうと思いますが、そのときに、われわれが対

象に積極的に関わるという第 3 項を置くと、アセスメント作業というのがどのように整

理されるのかというのをお二人の口から伺いたいというのが私の共通の質問です。 

 青木 いかがでしょうか。どちらからでも。 

 黒田 検査手続きの標準化とか客観性を考えると、あまり積極的にこちらから関わるべ

きではないと思います。結局関わることになはなりますが。それが、例えばこの人が精神

病かもしれない、発達障害かもしれないという仮説を持つことがかかわりの構えを作るで

しょうし、その構えを作って検査者が接することでクライアントの反応を引き出すことも

あります。 

 ちょっと思い出したのが、Borderline Personality のクライアントに、何かまた暴れら

れると嫌だなとか、厄介だなと思って接しているときはクライアントにすごく暴れられま

した。しかし、考え方を変えて、どんなにやっても暴れる人は暴れるんだから面接室を片

付けて暴れてもいいようにしたらクライアントはあまり暴れなくなった。それはこちらの
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構えが何となく伝わってという、Borderline Personality の方はそういうのを読むのが得

意なのだろうなと思います。 

 意識しているわけではないですが、結果として影響してしまうものであると。だから、

リテストをするときに変化を期待していると変化が出るのかもしれないし、病理を想定す

ると病的なところを無意識的に引き出すというか、そういうやりとりになると思います。 

 検査の取り方のところでもアート的なことがかなり起きることをかなり話しました。必

然的にやはりそこは出てくると思いますが、ただ、それをやっていいとか、積極的に能動

的にそれをやるべきだというのは、間違いだと思います。それは標準からの逸脱になると

思います。 

 高瀬 もう一度ご質問をお願いできますか。 

 伊藤 客観性重視の立場がサイエンスだとして、主体的に関わるのがアーティスティッ

クな立場だとすると、どうしても関わらざるを得ないのだけれども、関わりという点につ

いてです。高瀬先生がおっしゃったのは、解釈するとかという、どちらかと言うと私には

こちら側の作業だと思えたのですが、実際の場面で相手に関わっていくという、そういう

変数として捉えたときにどんなことが考えられますでしょうか。 

 高瀬 相手に関わっていくフェーズですね。 

 そうですね、それはどういう目的で関わるかということにもよるのだろうと思います。

それは、求められていることが、例えば医療の現場だったりすると診断の補助として用い

たいとか、あるいは、精神鑑定の場合など、責任能力の有無を問いたいということになっ

てくると、人間が対象ですから、そんな単純には割り切れないのは重々承知なのですが、

一般的な標準に照らしてある程度客観的に相手を捉えていこうという姿勢がどうしても必

要になってくると思います。 

 しかしながら、テスターとカウンセラーあるいはセラピストが同一であるということに

はご異論があるとは思いますが、治療的な流れの中で心理テスト、ロールシャッハ・テス

トを実施するということになってくると、これはちょっと意味が違ってくるのだろうと思

います。完全に相手を切り離して、この人は「何とか病」だとか、そんなことはあまり意

味をなさないです。それよりもむしろ、人間対人間の関わり、そこで本当に直観的に出て

くる、内的に沸き起こっているさまざまな表象やイメージ、そんなものが非常に大きな意

味を持ってくるのだろうと思います。 

 ですから、どういう状況下でどういう目的でアセスメントを行うのか、それによって状
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況は変わってくるのではないかと思います。 

 伊藤 ありがとうございました。 

 青木 では、森田先生、お願いします。 

 森田 中部大学の森田と申します。よろしくお願いします。 

 私も指定討論という役割をいただきました。このお題をいただいて私自身が考えていた

ことはもうすでに黒田先生、高瀬先生が大変詳しく深くお話しくださったように思います。 

 2013 年にトルコで国際ロールシャッハ学会が開催されたときに、ジェームズ・クレー

ガーさん（James Kleiger）の基調講演を聴きました。「ロールシャッハへの手紙」とい

うタイトルで、そこでもサイエンスとアートということが言われていました。 

  What might this mean？という問いかけをして、(1)science vs art、(2)statistical 

vs clinical、(3)nomothetic vs idiographic、(4)empirical vs conceptual、(5)atheoretical 

vs theoretical、といった視点を提起されていました。では、クレーガーさんはどのよう

に言っていたのかと質問をしないでください。私は写真を撮ったりするのに頭がいっぱい

で、英語は意識の外へ押しやられていたので。 

 しかし、それでも私は、この基調講演にインパクトを受けました。サイエンスかアート

かというようなことは、ロールシャッハ法をやっている以上、さらには、臨床をやってい

る以上、ずっと考え続けていかないといけない、どちらも大事だと思いながら、それをど

のように融合あるいは統合していくのか、ずっと考え続けていくことが大事だと改めて思

ったのでした。 

 ロールシャッハ法というのは、サイエンスとアートの側面を、どちらも詳しく見ること

ができる、優れたツールであると思います。具体的に言うと、主に量的なことから、一般

的な基準との照合を行い、基本的なパーソナリティや病理を把握する観点と、もう一方で

は質的な検討から、場面に応じた行動や内面のプロセスを追って、現実の行動や関係の予

測をしていく観点があります。ほかの心理検査や面接でもこの両方のアプローチは可能だ

と思いますが、ロールシャッハ法はそれがきちんと構成されています。 

 私は、サイエンスとは「科学」「学問」であり、努力・研鑽して身につける「専門性」

だと言えると考えます。他方、アートとは「芸術」「技術」であり、もって生まれたスキ

ルが生きる「人間性」のようなものだと考えます。したがって、ロールシャッハ法を用い

た実践というのは、サイエンス（科学）を基盤として、アート（人間としての感性）を働

かせることだと言えますし、アート（技術）を備えたサイエンス（学問）を学んでいるこ
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とになるとも言えます。 

 それでは、私たちはサイエンティストになりたいのかアーティストになりたいのか？と

いうことを考えてみました。おそらく私たちは、Rorschach scientist practitioner という

のを目指していて、Rorschach artist には意図してなろうとはしていないのではないか。

結果的にアーティストのようだと言われる人はいるかもしれませんが、自分からそうなり

たいといって、簡単になれるわけでもない気がします。かといって、サイエンティストに

徹したいと思っているわけでもない、そこが面白いところです。やはり、両方とも大事な

ので、両者の止揚を目指しているし、実践しているということになるのではないでしょう

か。そのあたりは今日これまで先生方のおっしゃっていたことと多分同じです。 

 そこで質問です。アートの要素というのは、サイエンスの要素よりも捉えにくいと感じ

ます。サイエンスの部分は、ルールとか基準とか、流派によって違いはあるにせよ、とに

かく基本的なものが決められていて、それを学んで実践していますが、アートというのは

結局、それぞれの人の工夫や臨機応変性というところに結びついていくので、質問として

は、実施から解釈のプロセスでどのようにサイエンスとアートを組み合わせているか具体

例を教えてください。特に、アート要素を加えているところについて知りたいです。 

今日のお話の部分部分でそれは盛り込まれていた気がしますが、もしこれが、直球す

ぎる質問だとしたら、表現を変えてお尋ねします。ロールシャッハ・プロトコルを見たと

きに、先生方がついつい注目してしまうところはどのようなところですか？テスティの、

こういう類の反応に、とか、こういうスコアや指標に、あるいは、こういうテスティの態

度、言動が何か気になってしまう、とか。つまり、言い換えると、ロールシャッハ法の実

施から分析、解釈に至るプロセスの中で、ご自分の癖みたいなことはありますか？これを

ぜひ聞いてみたいです。 

 というのは、アートの部分をロールシャッカーは意識しているのか、気付いているのか

ということになります。気付いているべきなのかどうかもちょっと分からないのですが、

そういったことも含めて伺えたらと思っています。 

 答えにくい質問かもしれないのですが、フロアの皆様もちょっと考えてみて、そこに自

分のアートの展開が隠されているかもしれませんので、今ここでイメージアップしていた

だけたらと思います。 

 青木 ありがとうございます。各ロールシャッカーのアートの部分がおのずと具体的に

浮き上がってくるようなご質問をありがとうございました。先生方も、フロアの先生方も
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よろしければご自分に照らし合わせてちょっとお考えいただけますと幸いです。 

 まずは、シンポジストの先生いかがでしょうか。どちらからでも。 

 黒田 伊藤先生から、と振ってみたい気もしますが、私から。 

 ロールシャッハのどこに注目するか、それから、どういった特徴があると「もえる」の

か。これは fire の意味の「燃える」と、オタクで「萌える」の両方あると思いますが、

やはり私にとっては認知障害とか思考障害になるのかと思います。思考障害が生じている

のか単なる言い間違いなのかも微妙な場合はあります。いわゆる、精神分析で言うと、何

らかの葛藤が生じていることで自我の自律的な機能がちょっと損なわれてささやかな言い

間違いが起きているのか、それとも認知とか思考の逸脱が起きているのかについて私はと

ても感度がよくて、よく包括システムの研究会でも、これは逸脱言語表現の DV とか DR

なのではないかというのを、他の人よりも圧倒的に気が付きます。普通だったら気が付か

ないささやかなところでも、厳密に言うとちょっと言い間違っているとか、厳密に言うと

概念のスキップがあるというようなことです。 

 『力動的心理査定』の中では、誰がどのケースを書いたか分からないことになっている

のですが、思考障害の判断が難しくて、いわゆる PPO（Psychotic Personality 

Organization：精神病人格構造）なのか統合失調症の一形態なのか、初期分裂病、初期

統合失調症でしょうか、それに当たるのか、それとも単なる軽度の精神病なのか。あるい

は思春期心性が病理をより際立出せているようにみているのか、どれなんだろうかと考え

て、関連する文献を読んで、夜ふかしをするのがすごく楽しいという、そういうところで

す。 

 自分の苦手なところはヒステリーです。自己愛性格も苦手で、少し検討が雑になること

もあります。やはりそういう自分が苦手なタイプのケースは研究会になるべく出すように

して、どこが鈍感なのかと見る努力はしますが、ときどき面倒くさくなってしまうことは

あります。人付き合いでもそういう人は面倒くさく感じていると思うのですが、そういう

ところは意識しています。 

 自分が何が苦手でどこが得意か、得意なところは読み過ぎるということもあるし、テス

トの依頼者は別にそんなことを求めていないのにくどくどと書き過ぎることもあるので、

そういうところは気を付けなければと思っています。今の時点で思い浮かべたのはそうい

ったことです。 

 高瀬 ご質問が非常に多岐にわたっていますので、すぐにはなかなかお答えしにくいも
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のがあるのですが…。まず、先ほどの伊藤先生のご指摘で、私はずいぶんサイエンティフ

ィックな感じがするというふうに評価してくださったのですが、実際のところあまりそん

な感じはありません。なぜなら、私が実際に今使っているシステムは片口法です。片口先

生は、もともとはクロッパーですね。クロッパーというのは、ロールシャッハ・テストの

批判本なども書いたウッドなどに言わせると、アメリカにヨーロッパ的な哲学を持ち込ん

だ人ということで、現象学の塊みたいな感じで、ものすごくこき下ろされているわけです。 

 片口先生は最初、実はクロッパーに則って自らのシステムをお作りになったのですが、

終わりのほうになってくるとベック的なやり方、つまり、数量的なところにずいぶん移行

していったということがしっかりと書かれています。これは非常におもしろいと思ってい

ます。 

 さて、話を戻します。サイエンスとアートをどのように組み合わせているかということ

です。実は私は、科研費をもらって 4 回ぐらい連続してロールシャッハ・テストのデー

タベースを作る作業をやっていました。それは、健康な人たちのロールシャッハ・テスト

をかき集めてきて、それがだいたいどういう感じで反応が与えられているのかということ

を徹底的に調べています。それはもちろん、エクスナーみたいにⅠカードのこの領域にど

ういう反応がいくつ出てくるかとか、そんなこともやるのですが、最近、西尾先生が包括

システムで私がやろうとしていたことと全く同じことをやっていて驚いてしまったのです

が、各カードでどういう反応がどういう順番で出て来やすいのかも調べています。だから、

そういうのをベースにして自分の解釈をやっているわけです。いきなりロールシャッハ・

プロトコルを見て、直観的に「これはこうだ」なんてことは決して言いません。数多くの

一般的な反応の傾向を押さえているから、何となく個々の特徴が見えてくるわけです。そ

れを大切にしています。 

 ですから例えば、大学院生にロールシャッハ・テストの解釈などを講義したり実習など

でやるときも、だいたい各カードでどういう反応がどういう順番で出て来やすいかという

ことをしっかりと自分なりのデータを示して、このプロトコルはそこからこういうふうに

はずれているとか、こういうふうに一致しているということを示します。それが解釈のベ

ースになっているわけです。 

 継起分析とか系列分析と言われるものも、あれは決してアートだけで行っているもので

はなくて、実際はいろいろな反応を知っているからできる技だと思っています。その意味

において、サイエンスの部分は極めて大切にしているということです。しかしながら、実
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際に目の前のプロトコルを解釈しようとすると、いわゆるサイエンティフィックなアプロ

ーチだけではどうしても限界が出てきます。例えば、ある指標とある指標の間に何か得点

がずいぶん食い違っていた、そして、これとこれがこんなふうに食い違ってくる理由がよ

く分からない、なぜならば、それは同じようなものを測定しているはずだからだ。だから、

食い違いが出てくるのは矛盾ではないかといったようなときです。こういう矛盾が生じて

きたときにこれをどういうふうに解釈するのかと言うと、これがまさにアートです。ここ

はもう、個人の判断でズバっとやっていくしかないです。 

 つまり、サイエンスをベースにしながら、そこに自分の直観をうまく載せていくことが

大切かと考えます。ですから、先ほどの森田先生のご質問にお答えするとするならばそう

いうことになるかなと。サイエンスをベースに、そこにアートが加わってくる、そしてよ

うやくパーソナリティが一つの立体的な像を結ぶというふうに考えております。 

 それと、先ほどの、どういうところに注目するかという話ですが、私は、ロールシャッ

ハ・テストだけではなくて、実は TAT も大好きです。なぜならば、人間の反応というの

はすごくおもしろいと思っているからです。有り体に言えば、人間運動反応、そして、ヘ

ルマン・ロールシャッハの時代からあるカラー反応、M と C は常に見ています。それか

ら、形態の質は、すべてのプロトコルにおいて見ています。 

 また、先ほど黒田先生もおっしゃいましたが、いわゆる逸脱言語反応と言われているも

の、ラパポートが元を作ったと考えられているもの。あれは実はラパポートではなくて、

ヘルマン・ロールシャッハに原点があり、ラパポートが体系化したということですが、あ

れがやはり好きです。どういう表現をするか、この一つの反応をどのように表現していく

か、そこにその人のあり様はずいぶん現れてきます。理に適ったものもあれば、ちょっと

了解しにくいものもある。これはいったい何なのか、そこの意味を追究していくのもすご

く好きです。 

 先ほどの質問にお答えするとするならば、まずは M と C の比率であったりとか、ある

いは形態水準であったりとか、そして逸脱言語反応、このあたりにずいぶん注目している

ということを申し上げておきたいと思います。 

 森田 ありがとうございました。今のお二人のお答えを聞いて、さっき伊藤先生がおっ

しゃっていた、黒田先生はどちらかと言うとアーティスティックで、高瀬先生はどちらか

と言うとサイエンティフィックというのがよく表れていたような気がしました。 

 でも、おっしゃっていた中身について、逸脱言語表現とまずは「人間」だというあたり、
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私もついつい見たいところ、見てしまうところですので、興味深く感じました。 

 高瀬先生がおっしゃったように、アート的な部分、個人的に目が行ってしまうところと

いっても、それは全く素朴に目につくわけではなくて、やはりいろいろ経験があって、重

要だと考えた経験の蓄積があるから気が付くんだろうなと思い、その辺の個人的な経験と、

知識の蓄積と、どういう兼ね合いなのだろうと思ったので質問させていただきました。 

 青木 ありがとうございました。 

 先生方、他に何かありますでしょうか。フロアの先生方にいったん質問を振りたいと思

いますがよろしいですか。 

 では、フロアにおられる先生方の中でどなたか、コメントかご質問か、ございますか。

ご所属とお名前をお願いします。 

 武藤 立命館大学大学院人間科学研究科で臨床実習教育担当嘱託講師をしております武

藤翔太と申します。本日は貴重なお話、ありがとうございました。 

 お話をうかがっていて、普段学部生や院生に授業をするときに自戒も込めて考えている

私のテーマとも重なってきた内容があります。アートとサイエンスを考えるときに私がま

ず気になるのが、心理アセスメントをするときは相手の方が自分のことをどう見ているか

が肝なのではないかということです。例えば、この先生にうつと言ってもらえれば私は裁

判に勝てるという人なのか。言われて受診して、何かよく分からない、白衣を着たメガネ

の男に検査を取られるだけなのか。この先生は面接室から飛び出した私を 200m も追い

かけて連れ戻してテストを受ける意義について説明をもう一回してくれたから受けるとか、

相手の方が私たちをどう見ているかということによって検査の結果は変わってくると思い

ます。 

 私は心理アセスメントは、アートとサイエンスという極端な考え方をするのであれば、

アートがベースで、それにサイエンスを足しているような、そういう営みなのかなと考え

ています。なので、普段先生方が心理アセスメントをなさっているときと違い、研究をす

るときには Pepper くんとかロボットで検査を取っているわけではなくていろいろな検査

者が検査を取っているわけであって、それ自体に母集団推定を行うことに無理があるので

はないかと思っています。検査者側が相手に与えている影響についてどう考慮して、それ

を、アートとサイエンスというテーマに限らなくてもいいのですが、検査結果が変わって

きてしまうというところをどう臨床場面で、相手に結果をフィードバックして活かしてい

るのかなど、そういうところを伺いたいと思います。 
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 よろしくお願いします。 

 青木 いかがでしょう。 

 黒田 質問を十分に把握できているか分かりませんが、基本的に私は、今は自分のこと

を分かってくれる所長が運営するカウンセリングルームで、私はこういう取り方をして、

こういうフィードバックをします。それを、担当者が被検者に伝える構造でだいたいやっ

ています。病院で取っているときにも、どういう所見を書くかをドクターが分かってくれ

て私を活用していました。心理検査導入の際には、必ず最初に心理検査についてどう聞い

ているか、また被検者自身がどういうイメージを持っているか尋ねます。検査結果に悪い

影響を与えるような状況がある場合、例えば、検査の結果によって退院させられるのでは

ないかとか、何か不利になるのではと思っている場合には、無理して検査施行せず、そう

いったことを検査者である私と話すことに意味があるのか、あるいは主治医とか関係者に

一度戻すのがいいのか吟味をかなり丁寧にやっています。 

 今日は詳しく話しませんでしたが、こちらのことを信頼してある程度自分をそのまま出

すという状況がなければ有効な心理検査結果は得られませんので、インフォームドコンセ

ントと動機付けについてはかなり慎重にかつ丁寧に対応していると思っています。 

 被検者の動機づけが不十分ながらも、それがしぶしぶであるとか、主治医や所長への仁

義だてで受けられる場合もあります。できるだけ誠実に説明し検査を施行すること、そう

いった状況での検査施行では結果の理解にも限界があるかもしれないということを考えて

フィードバックをしています。 

 フィードバックの際には、被検者ご本人が何を期待しているか、検査報告の中にどのよ

うなことがあれば役に立ちそうと思うかということを聞くようにしていますし、ケース記

録や概要などからなるべく推測しています。そういう時は妄想的に思われるぐらいまで推

測して、でも、それをフィードバックで実演するときには謙虚に控えめにするように心が

けていると思います。 

 高瀬 大変貴重なご意見、そして大変難しいご質問、ありがとうございました。 

 今のご質問ですが、私はいろいろ考えてみたのですが、実は、2 年ほど前に「心理テス

トに見る遊び」という、本の中の一部を構成しているものですが、それを書いたことがあ

ります。そこでは、いろいろな事例のエッセンスを抽出してきて、それぞれは事実に基づ

いているのですが全体としては創作という事例を提示しました。その中で取り上げたもの

についてお話ししたいと思います。 
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 その方は大学 4 年生で、学生相談室に来られた方でした。就職活動でうまくいかなく

なってしまって、何か自分の全人格を否定されるようなことを言われたということで落ち

込んで、どうしようもない状態でやって来ました。そこでカウンセラーに対していろいろ

なことを訴えるのですが、その中でおもしろい話が出てきました。 

 自分はサリンジャーの小説『ライ麦畑でつかまえて』に出てくるホールデンとそっくり

だと言うのです。自分はこんな世間に迎合できないと最初に言っていたのですが、迎合で

きない、ではなくて、迎合したくないということをしきりに言うのです。自分には特別な

何かがあるとか、そこだけ聞くと非常にナルシスティックな感じもして、この訴えには何

となく怪しげな雰囲気もあったので、「ちょっとテストでもやってみませんか」と誘いま

した。 

 聞くと、芸術的なことが好きだと言うので、では、絵を見て、それが何に見えるかとい

うもの、これをちょっとやってみませんかと誘ってみました。すると、ぜひやりたいとい

うことで、彼は喜々としてそれをやり始めます。最初のⅠカードで全部で六つか七つぐら

いの反応が出てきました。それを受けて、包括システムでは五つ出てきたらその時点で止

めるとかといったルールがあり、私もそれは分かっていて、とりあえず制限をかけました。

「そんなにたくさん言わなくてもいいですよ」と。しかし彼は、「いや、そんなに大変じ

ゃないです」みたいなことを言うのです。2 枚目に行きました。すると今度は 8 個ぐらい

の反応が出てきます。これは大変だと思ったんですが、でも、顔を見てみると非常に喜々

としてやっています。 

 結局、そのケースはどうしたかと言うと、全部付き合いました。それは、ロールシャッ

ハ・テストの基本的なルールに照らせば、かなりやり方としては崩したやり方ではあるの

ですが。しかしながら彼はここで、こういう反応をする意味があったんです。それは何か

と言うと、どうやら家庭の中で彼は、いろいろな場面で、自分が何かを言っても主張して

も、親御さんが全然それを認めてくれない、全部ピシャっと押さえつけられてきたような

のです。そういうことがあって、自分みたいな人間は誰からも理解されない、そういう思

いが彼の中に根付いていたようでした。 

 しかし、テストをやって、いろいろなことを言うのですが、中には非常におもしろい反

応もあるんです。どこをどう見たらこんなものが出てくるのかなと。よくよく聞くと非常

におもしろくて、オリジナリティあふれていておもしろい見方をするんです。 

 独創反応と言うと、たいがいあまりよろしくないことが言われます。包括システムの人
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は、独創反応と言うと、ちょっと変わっているとか、何か一般的なものからずれていて、

それは非常に個人的なもの、個人的なトラウマとくっついた非常によろしくない意味があ

るというようなことをおっしゃいます。しかし、その人の独創反応は非常に生き生きとし

たおもしろい反応だったんです。 

 それを聞きながら、私は「ふん、ふん」と頷きながら「おもしろいね」とか言いながら

一緒にやっていました。検査者は答えを一生懸命記録しますよね。すると、彼はさらに

喜々として語るわけです。結局、そこには、彼の本当に訴えたかったことがあったんだろ

うなとその瞬間に思ったのです。こういう私とのやりとりを通して、自分の答えというも

のをテスターにちゃんと認めてもらいたい、受け止めてもらいたいという思いがそこにあ

るんだろうなということが分かってきました。それで全部付き合ったわけです。 

 そうしたところ、それまでは本当に沈んだ表情をしていた彼がパっと顔が明るくなって

生き生きし始めました。そんなことがありました。 

 そのときは、本当の意味でのロールシャッハ・テストではないですね。こんなのはロー

ルシャッハ・テストとは言わないです。それはまさに、インクのシミを通した彼との個人

的なやりとりです。でも、そこはそれで非常に意味がある。ですから、ロールシャッハ・

テストでも TAT でも何でもそうなのですが、それは十分に治療的な意味合いを持ったや

りとりであると私は思っていますし、場合によっては、ある意味、サイエンティフィック

なところはちょっと無視して、ルールをはずして、そこの世界に付き合っていくことも意

味があるのではないかと思っています。 

 ただ、先ほど申し上げたとおり、どういう状況でその心理テストを行うのか、やはりこ

れを押さえておかないといけません。例えば、医師の診断の補助としてロールシャッハ・

テストをやるとか、あるいは、私などは結構やりましたが、精神鑑定の一環としてロール

シャッハ・テストをやるといったときに、そんなことをやっていたら鑑定にはなりません。

ですから、それは状況を見てどういう手段を選ぶか、まさにそれは直観的に、アートとし

てやっていくんだろうなと思っています。 

 それでお答えになったかどうか分かりませんが、いかがでしょうか。 

武藤 ありがとうございます。イメージなんですが、アートがサイエンスを殺してもいけ

ないし、サイエンスがアートを殺してもいけないし、ただその案配が臨床を積むことでし

か教えられないことがとても難しいなと今、考えています。 

 先生方のお話を聞いていると、やはり試行錯誤をしてやっておられるんだな、とあらた
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めて感じました。ありがとうございます。 

 青木 ありがとうございました。他にございませんか。 

 黒田 今のやりとりで、私はたぶん高瀬先生のようには、ロールシャッハの施行の中で

は逸脱しないと思います。それは、きょうの話の中でも出ましたが、その方がどこかで再

検査を受けるときの影響を考えると、おそらくテストについては厳密に実施すると思いま

す。被検者が話し足りなくて不満そうだなというその方の様子で、それでその方にシャッ

トアウトされるかもしれないですが。話をするとしたら、たぶんテスト外のところで話す

と思います。やはり、ほかの臨床家がリテストを取るときのことも尊重しなくてはいけな

いと私は思います。 

 青木 ありがとうございます。ほか、いかがでしょうか。 

 では、すみません、司会ですが一つご質問してよろしいでしょうか。 

 壇上からフロアを拝見させていただきますと、先生方が大勢おられるのはわかるのです

が、若い先生方がいらっしゃるのか昔若かった先生がいらっしゃるのかよく分かりません。

私自身もそういうところがありますが、所見を初学者が書く時に、例えば、R が多いから

エネルギーがある、それから、M と Color 反応を比較すると Color が多いから外拡型で

ある、FC と CF＋C を比較すると CF＋C が高いから感情統制が悪い…それは 1 つ 1 つは

そう解釈されるのでしょうけれども、「だから？」というところがあるのではないかと思

うのです。結局現場の支援者にしてみれば、特にロールシャッハ法を使わない支援者から

してみると、一つ一つの仮説はわかるけれど、じゃあ、この人は全体として結局どういう

人で、この人にどのような支援をすれば役立つのかというところが見えないと、結局アセ

スメントとしては役に立たないという思いがあると思います。「ややこしくて時間がかか

る割にわかる人にしかよくわからない」「難しい、わかりにくい」というのがロールシャ

ッハ法を使わない方から批判されるところのように思います。 

 質問させていただきたいのは、1 つ 1 つの解釈仮説を用いて全体を見立て、支援につな

げる時、サイエンスやアートを駆使して、先生方はどのようにアセスメントをし、それを

支援に繋げているのかというところを、4 人の先生にお伺いしたいと思います。よろしけ

ればフロアの先生も。よろしくお願いします。 

 黒田 最初に発表したので順番かなとマイクを取ってしまうのですが。 

 まずは、解釈をどこからつくってゆくかということについては、それは検査の依頼によ

って違うかなと思います。検査の依頼が例えば、精神病的エピソードがあるけれども精神
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病圏なのか、パーソナリティ障害なのかどうか見てほしいとか、発達の問題があるのか見

てほしいというような依頼があるときには、やはりそこの結論に則してその人の所見を形

成していくと思います。ドクターは忙しくて最初の数行しか見てくれないこともあるので、

最初に結論を書いてその根拠をさらっと書いて、そのドクターが心理療法的な関わりをす

るのか、心理療法をオーダーするのかどうかによっては心理療法の可能性や留意点を書く

こともあります。何を記すと検査依頼者や被検者の役に立つかというストーリーで書いて

いくかなと思います。 

 検査の依頼は、病態水準であるとか認知の特徴であるとか、それから、心理療法をやる

としたらどういったやり方が効果的でどんな問題点があるのか、かかわりによって変わり

やすい人か変わりにくい人か、変わりにくいとしたらなぜ変わりにくいのか。どういった

ところはその人の不安や葛藤に触れてしまい、いわゆるドツボにはまる可能性が高いので

やらないほうがいいとか、心理療法の工夫というところで、何となく書く要素というのは、

病態水準、パーソナリティ理解、心理療法の工夫 etc.で、それを求められている順番に書

くことが多いと思っています。 

 私のところに来る依頼で多いのは病態診断ですから、Borderline Personality か

Psychotic な人か健康な人かというところ、それを中心に解釈を形成していくことが多い

と思います。 

 ご本人にフィードバックするときにはいいところを先に書いて、ご本人が気になるとこ

ろ書いて、検査結果として出ている特徴ではあるけれどもご本人に伝わるかどうか分から

ないことは後の方に書いておくという順番でまとめることが多いかなと思っています。 

 高瀬 ただいまのご質問ですが、確かに、ロールシャッハ・テストの指標は、内向対外

拡の比率であるとか、あるいは、内的統制・外的統制とか、なんだかわけの分からない言

葉がいっぱい出てきます。こんなものを例えばレポートに書いても、これはロールシャッ

ハ・テストを専門にやっている人だったら何となく分かるでしょうけれども、お医者さん

は全く分からないですよね。ましてや、ご本人にこれを何らかの形でお返しするというこ

とになってくると、そんな言葉を使っても全然分からないですね。 

 それはやはり、日常のよく分かるような行動であったり、そういう場面に置き換えて、

「これこれこういうことがあるんじゃないか」とお伝えすると分かってもらえたり、「な

るほど、そういうこともあるかもしれない」とか、「それは気付かなかったけれどもそう

言われてみればそういうこともあるやもしれない」、といったことになるかもしれません。
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あるいは、「自分では全然よくないと思い込んでいたけれども、いま先生に指摘されて、

これは本当はいいことなのかもしれない」とか、そういう意味での気づきが生まれてきた

りすることもあります。 

 つまりそれは、内向だとか外拡だとか、内的統制とか外的統制なんて、そんな言葉で伝

えても全く意味がない。それをやはり、ちゃんと伝わる言葉に置き換えていくということ

が非常に重要ではないかと。それがやはり最終的にその人の何らかのお役に立てるのでは

ないかと思います。 

 ですから、やはりレポートを書くとき、あるいは、フィードバックに関して津川先生が

おっしゃったことの繰り返しになりますが、分かる言葉で返していくことです。しかも、

日常場面の、こういうことを意味しているんだろうなと、なるべくそういう近いもので表

現していくようにすることが大切だろうと思っています。 

 伊藤 ご質問についての回答ですが、お二方がおっしゃったこととほぼ同じですが、強

調しておきたいのは、学生さんたちに W が多い人と D が多い人は何がどう違うのかとか、

そういう説明をするときも一緒なのですが、具体的にその人が日常でどういうふうに振る

舞っているのかという例え話、具体例を提示してあげると理解が進むだろうと思っていま

す。 

 そういう意味では、青木先生の質問にあった、サイエンスとアートをどう使っているか

という話ですが、元ネタに相当する部分はやはりサイエンスの蓄積としての知識を活用し

ていることになるのでしょうけど、それをどう組み立ててどうプレゼンテーションしてど

ういうふうに伝わったのかなと確認するとかという作業はやはりアートの部分だろうと思

っています。 

 森田 少しずれてしまうかもしれませんが、私は 3 日前まである大学院で集中講義を

していて、その中で院生の担当した事例を検討する時間がありました。その中で、例えば

カードの回転、ターニングパーセントが 50％、つまり、半分の反応はカードを回転して

見ていました。これは教科書的には「柔軟な視点を持って対応する人だ」という解釈にな

ります。でも、それはその人の印象とは全然合わないので発表者は困っていました。 

 実は、詳細に見ると、その被検者は何枚かのカードでは何故か受けとった途端にすぐ逆

向きにしていました。そして、その後カードを見ている間は特に回転をしない。10 枚の

カードすべて、最初に持ったまま回転しません。つまり、途中でいろいろやってみるとい

うようなことはしない人だということがわかりました。 



 40 

 また、Ⅷ、Ⅸ、Ⅹのカードでの反応のパーセンテージが 17％で、教科書には「情緒刺

激を受けるとかえって抑制してしまう人である」といった文章があります。ところが、面

接の中では思ったことをすぐにしゃべってしまう人だということがあり、それも発表者は

困っていました。なぜそんな矛盾が起きたかと言うと、カードⅡ、Ⅲ、Ⅳで三つ反応を出

して、それ以外のカードは全部反応が一つずつでした。だから、Ⅷ、Ⅸ、Ⅹで特に多くな

らなかったのは確かにそうですが、その被検者の場合は、Ⅱ、Ⅲで刺激されて複数の反応

が出ているという特徴に注目した方がよいのです。 

 検査結果と日頃の行動との間で生じた不一致について、それはなぜだろうと考えるとこ

ろに意味がありますよね。だからと言って、印象だけで論じるのはいけないので、直接フ

ィードバックしたり、所見レポートを書くときには、これまで多くの先生方によって従来

言われてきたことではありますが、指標などの数値結果からはこういうことが言えるとい

うのを、順番的には先に書いて、そしてそこに「日頃の行動のこういうところと関連があ

るだろう」とか「こういう特徴をもった場面ではその影響を受けてこうなる傾向があるだ

ろう」といった考察を付け加える。つまり、サイエンスの部分をおさえた上で、次にアー

トの部分を加えると個別支援につなげやすいレポートになります。養成教育の段階でその

ようにして、うまいこと組み合せることができるようになれたら、と思っています。 

 青木 ありがとうございました。質問をしたら時間がいっぱいになってしまいました。 

 最後に、田形先生、一言お願いいたします。 

  田形 企画者の 1 人として楽しませていただきました。ありがとうございます。 

 もともと、テーマは「サイエンスかアートか」ではありませんね。「サイエンスとアー

ト」ですね。このテーマが大会のテーマでもあるからぜひ自主シンポで昨年されたこの先

生方に企画を申し込んでみたらといったことを申し上げたわけです。そのときには、25

年前でしょうか、包括システムによる日本ロールシャッハ学会の設立のところで、高橋雅

春先生がやはりこのロールシャッハ・テストのサイエンスとアートという話はずっとされ

ていて、そのことを思いながら提案させていただきました。ヴィンデルバントが出てきて、

学生時代に読んだのを思い出したりしていました。ロジャーズのわが国への導入の頃に、

診断的理解か共感的理解かという論争がありました、これは対立でしたね。何かそういう

論争があったことなども思い出しながら聞かせていただいておりました。 

 本当はもう少しフロアの先生方とディスカッションする時間があればいいんでしょうけ

れども、これはもう無理ですね。だから、それぞれの先生方が余韻を持ち帰っていただい
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て、それぞれ深めてくださればと思います。 

 ありがとうございました。（拍手） 

 


