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1 ．問題と目的

　多様な投映法心理検査において，特定の病態や症状を
捉えようとする際，ある検査では明確に示されるが，別
の検査では十分に捉えきれない，ということがある。例
えば，土屋（2012）のロールシャッハ法とTATを用いた
双極Ⅱ型障害のアセスメント研究では，ロールシャッハ
法上には主観的認知，恣意的思考などの病理的特徴が見
られたのに対し，TAT上にはそのような特徴は見られな
かった。つまり，双極Ⅱ型障害という気分障害の病理は，
ロールシャッハ法にあらわれるが，TATにはあらわれに
くいと推測される。しかし，ロールシャッハ法の結果の
みでは統合失調症や人格障害に見られる特徴とも類似し
ているため十分な鑑別診断ができない。したがって，双
極Ⅱ型障害をアセスメントする際には，ロールシャッハ
法とTATを組み合わせることで，より的確なアセスメン
トが可能になると考えられる。
　このように，病理や症状の反映の仕方が異なった投映
法をテスト・バッテリーとして実施することは有益であ
ろう。特定の病理や症状が，ある検査には示されるのに，
別の検査では示されないという現象は，それらの検査が
パーソナリティの異なった水準を捉えようとしているた
めに生じると考えられる。視点を変えれば，パーソナリ
ティ水準によって，顕在化する病理が異なっていると考
えられる。そこで，本論文ではShneidman, ESに始まる

「水準仮説」にもとづく投映法理論に着目した。
　Shneidmanは，Freud, Sの心的構造論モデルの影響を
受けつつパーソナリティの構造を水準として図式化し
た。その後，水準仮説によりパーソナリティ構造を捉え
ようとする投映法検査理論は，Leary, T，Klopfer, WG，
Coleman, JCからWagner, EEへと発展した。
　これらの理論を展望することにより，心理アセスメン

トを行う際のテスト・バッテリーについての論議が深め
られるものと考える。

2 ．Freud, S の心的構造論

　Freudの提案した心的構造論は，2つの方向への流れ
を生み出している。1 つは，Gedo, JE & Goldberg, A に
見られる治療に繋がる精神分析学的精神病理学の確立を
目指したもの，もう1つが，Shneidmanに始まるアセス
メント論の確立を目指したものである。
　Freudが描いた最初の心の構造論モデルは，「夢判断」

（1900）において発表され，無意識と前意識を想定した
ものである。これは精神現象が意識，前意識，無意識と
いう3つの心的過程のどこで営まれているのかを考える
立場であり，局所論的モデル（topographic model）と
言われる。Freudは，「夢判断」の中で，夢の無意識的
な願望は，前意識を通過する時に適当な変容を受けるこ
とにより意識に上がってくると考えた。この前意識での
変容させられる作業は，「夢判断」の中では，夢の仕事
とか夢の作業（dream work）と名づけられている。
　Freudが局所論的概念だけで説明した症例としては，
1909年の「強迫神経症の一症例に関する考察」，いわゆ
るねずみ男の症例があり，ここにこの時期のフロイトの
臨床理論と現実の臨床場面資料の関連性を見ることが
できると指摘されている（Gedo & Goldberg, 1973）。し
かし，Freudはねずみ男の考察において，“…私の説明
はさまざまな点で不完全なものであるが（Freud, 1909  

小此木訳，1983，p281）”と叙述しているように，局所
論的モデルで説明することの不充分さにも気づいてい
た。
　この後，この局所論を展開させ，「自我とエス」（1923）
に始まり「続精神分析入門」（1933）において修正した
構造論（エスの上に自我を描いた卵形の心的装置，エス，
自我，超自我からなる）モデルを提起した。これが三分
論モデル（tripartite model）である。自我は，外界の影
響により修正された心的装置の部分であり，現実原則が
支配している領域である。エスと自我の関係について
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Freudは，「自我とエス」（1923）の中で，馬とそれを乗
りこなす騎手のたとえを用いて，自我（騎手）はエス（馬）
からの力を利用し，統御して乗りこなしている関係と説
明している。また，超自我という用語はこの論文中に登
場してくるが，論文中の図式には描かれていない。図式
上に登場するのは，「続精神分析入門」（1933）において
である。超自我という新しい心的領域は，両親へのリビ
ドー的接近をあきらめて，両親と同一化すること，すな
わちエディプスコンプレックスの解消の結果として形成
されるものであり，それ以前に存在しているものではな
い。局所論モデルが心的内容を表すものであったのに対
し，この三分論モデルは，心的機能を表すものである。
自我，エス，超自我，外的な現実といった領域とそれら
の力動的な関係を仮定することによって，人間の行動の
内面を理解することが可能となった。
　この三分論モデルがベースになり，「制止，症状，不安」

（1926）においてFreudの神経症論が完成した。しかし，
Gedo & Goldberg（1973）は局所論モデル，三分論モデ
ルが Freud の提起する心的発達の段階に対して，有益
な概念とモデルを描くには至っていないとし，Erikson, 

EHのライフサイクル研究の影響を受けた5つの発達段
階を提案した。

3 ．水準仮説にもとづくパーソナリティ理論

　Freud の心的構造論を背景として，様々な研究者に
よって水準仮説に基づいたパーソナリティ構造を理解す
る理論が提起された。以下に，投映法に関連した水準仮
説の理論を紹介したい。

（a）Shneidman, ES
　水準仮説の研究は，Shneidman（1949）の論文が最初
であるとされる。これは，パーソナリティ構造における
意識水準の深さと投映法検査の関係を図式化（Figure 1）
したことで有名なものである。Freudの局所論の影響を
受けたものと考えられ，パーソナリティの水準を意識，
前意識，無意識に分類した。この図式によって，ロール
シャッハ法が捉えるパーソナリティの水準と，TATが捉
えるパーソナリティの水準は異なるという考え方が心理
検査理論においては広く認識されることとなった。
　Shneidmanは，TAT を海に浮かぶ船にたとえており，
前意識水準を中心に捉える検査として位置付けている
が，甲板など海上に出ている部分には意識が関係してお
り，また，海面より下にある船のエンジン，スクリュー，
舵は無意識世界にあることから，幅広い水準を実は考え
ている。ロールシャッハ法は潜水艦であらわされ，主と
して海中（無意識）にあるが，潜望鏡を海上（前意識～
意識）にのぞかせてもいる。しかし，こうした詳細なニュ
アンスは十分に広まらず，TATは無意識の浅い部分を，
ロールシャッハ法は深い部分を捉えるとのみ単純に理解
されてしまうことになった。

（b）Leary, T
　Leary（1956）は，人間の行動を多重階層からなる現
象（multilevel phenomenon）と捉え，「深さ（depth）」，

「水準（levels）」，「隠された動機（covert motieves）」な
どという概念を使って捉えられると指摘し，以下の5水
準でパーソナリティを捉えている。

Figure 1　投映法検査の位置づけ（Shneidman，1949）
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　Leary（1955, 1956, 1957），Leary & Joan（1956） に基
づいて概略を説明する。
　＜Level Ⅰ：Public Communication＞他者によって捉
えられた顕現的行動，それを叙述したもの。
　＜Level Ⅱ：Conscious Description＞自分と他者につ
いての意識的な叙述。自己概念。
　＜Level Ⅲ：Private Symbolization＞想像的な，空想
表現。投映法によって捉えられるものという操作的定義
がなされている。現実世界における自己（real self）に
関する表現ではなく，前意識，象徴世界における想像
した自己（imagined self）に関する間接的な表現を包含
しており，パーソナリティの the imaginative or autistic 

levelとも表現されている。
　＜ level Ⅳ：Unexpressed Unconscious ＞暗黙のうち 

に，象徴的に避けられた行動。パーソナリティの最も深
い水準にあり，他の3つの水準においては省略され，回
避されてきた部分である。つまり，言葉で表現されてい
ない無意識水準のものであると想定されている。
　＜ level Ⅴ：Values＞価値と理想。自分があるべきと
考える正義（rightness），美徳（goodness），言い換え
ると個人が持つ理想，価値観という人間としての行動に
影響を及ぼすパーソナリティ水準。これは対人関係の中
で捉えられるものであり，それほど複雑で深い所にある
ものではないとされる。また，パーソナリティの中では，
他の領域から独立的な位置にあるものとされている。　
　またLeary（1957）では，LevelⅢについての研究が紹
介されている。この研究では，42人の精神科患者と81

人の非患者を対象にしてTATと対人関係チェックリスト
（Interpersonal Check List）を実施し，パーソナリティ
のLevelⅢはTATを用いると両群の違いが的確に捉えら
れるという結果が得られた。

（c）Klopfer, WG
　Klopfer （1968）は，臨床の場における投映法の使用に
関心を持っており，Learyの研究を参考にして，3つの 

パーソナリティ水準を提唱した。
　＜Level Ⅰ＞これはLearyのpublic communicationに
相当する。外部から捉えられるもので，重要な他者に
よって認知されている水準を言い，順位付け（ranking 

techniques）や形容詞でのチェックリストなどを用いて
測定可能なものである。
　＜Level Ⅰa＞これはKlopfer独自のものであり，自分
自身によって認知されたpublic imageのことである。
　＜Level Ⅱ＞自己認知（自分で意識）している自己概
念で，この水準は客観的な人格目録，面接，SCTによっ
て捉えられるものである。

　＜LevelⅢ＞ Learyが投映法検査によって測定される
とした private symbolization の水準であり，Leary が言
う「TAT hero（主人公に投映されたもの）」を指している。
　Klopfer（1968）は，以上の 3 つの水準は個々の投映
法検査にすべて現れてくるだろうとした上で，これらの
3つの水準を区別することは，投映反応を意味づけるた
めには不可欠であるとしている。具体的には，例えば，
ロールシャッハ反応の色彩反応は，外から観察できる行
動と考えられるのでレベルⅠに相当し，Ｍ反応は被検者
の内的世界を測定すると考えられるのでレベルⅢに相当
する。ロールシャッハ解釈との関連性が最も少ないもの
は，レベルⅡであるとしている。
　以上のように，Klopferは，Learyの水準仮説理論を踏
まえ，TAT，ロールシャッハ法の中に水準という視点を
位置づけたと言える。

（d）Coleman, JC
　Coleman（1969）は，それまでの水準仮説の意味が混
乱している要因について詳細に検討を加え，精神分析理
論における意識～前意識～無意識という概念では投映法
検査には適用できないと主張した。投映法検査の刺激に
よって引き出されたものは，顕在的意味と潜在的意味の
両方をもっているため，どのような視点から捉えるかが
水準仮説の研究においては重要であるとし，自覚できて
いる意識（consciousness in the sense of awareness）と
いう視点が研究を進める上で必要であると述べた。
　Colemanの考え方をもとにCraddick, Lazaroff, Matthews, 

Wood & Williams（1976）が大学生（男16人，女17人）
を対象に，SCT，ロールシャッハ法，TATの一部を実施し，
それら検査間の違いについて「自覚できている意識」と
いう視点から検討している。SCTからは，「私は・・・」

「私の母・ ・ ・」「私の父・ ・ ・」という刺激文，ロー
ルシャッハ法は，Ⅴ（自己イメージ），Ⅶ（母親テーマ），
Ⅳ（父親テーマ）の3図版，TATは，自己に対する反応
を捉えるために8GF（女性用），13B（男性用），さらに
父母に対する反応を引き出すために7GF, 7BM（男女共
通）を取り上げている。各投映法の構造化の程度を独立
変数とし，それぞれの投映法刺激および投映法反応にど
れくらい個人的関連性（personal relevance）があるか
を従属変数として分析を行っている。具体的には，この
図版（刺激）および「あなたの言ったこと」（反応）は，
あなた自身「お母さん，お父さん」についてどれくらい
表しているのかと尋ね，0点～100点の間で評価を求め
ることにより，「自覚できる意識」を捉えようとした。
　その結果，刺激，反応についての個人的関連性の程度
についての被検査者の認識，すなわち「自覚できる意識」
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は，投映法検査が持つ構造化の程度に対応していること
が示された。つまり，ロールシャッハ法は構造化の程度
は弱く，SCTのように他の2つの投映法と比較して曖昧
さが少ない場合を構造化の程度が強いと考えている。
　Coleman の水準仮説では，投映法検査の違いによっ
てパーソナリティの異なる水準が反映されるが，「自覚
できる意識（consciousness in the sense of awareness）」
を重視したところに，独自の視点があると思われる。

（e）Wagner, EE
　①構造分析理論
　Wagner（1971）は，心理検査法のためのパーソナリ
ティ理論である構造分析（Structural Analysis）を発表
し，1976年にそれを図式化している（Figure 2）。構造
分析では，パーソナリティを2つの水準をもつ構造とし
てとらえ，それを“Facade Self（外面自己：FS）およ
び Introspective Self（内面自己：IS）と名付け，パーソ
ナリティはFS，IS，知性，情緒，行動，知覚運動スクリー
ン（Perceptual-motor Screen：PMS）が相互に関係し合っ
ていると考えている。知覚運動スクリーン（PMS）は，
個人が環境を捉え，それに反応することを可能にする
生理学的受容器と効果器（physiological receptors and 

effectors）で，それを通じて環境と関わるとされている。
　FS とは，“態度や行動傾向について階層的に組織化
されたまとまりで，人生早期に獲得され，自動化され，
基礎的な現実的接触を構成するもの（Wagner，1971，
p422）”とされている。つまり，外界に対する行動や態

度にあたり，外から観察することができるその人の特徴
と考えられる。他方，ISは，“言語と深く関わっており，
自分の行動を認識するようになるもの，自己概念を確立
させるもの，空想，理想，ライフスタイルを発展させる
ものなどの意味を持つものとして出現してくる”とされ

（Wagner，1971，p422），“IS の内容は FS を媒介として
実際に表現されるものから，行動にはめったに表現され
ることのないファンタジーや内的な思考（ruminations）
までの連続線上に位置づけられる（Wagner，1976a，
p248）”という。つまり，ISはその人の内的世界を意味し，
いわゆる自己同一性に相当するものであろうと考えられ
る。

　②構造分析による投映法の位置づけ
　Wagner（1976a）は，構造分析理論を心理アセスメン
トや精神病理の理解に応用することを提案し，それぞれ
の心理検査が捉えるパーソナリティの水準（personality 

levels）に違いがあると考え，代表的な心理検査の位置
づけを図示した（Figure 3）。
　例えば，客観的人格検査（Objective personality tests： 

OPT）は，主に知的側面の影響を強く受けるものである
が，これに対し，投映法検査（TAT，ロールシャッハ法，
ハンドテスト）は知性と情緒の要因によって影響を受け
るものであり，ISからFSまでの異なる水準に位置づけ
られている。
　さらにパーソナリティの測定は，深さ（depth of the 

personality）という視点だけではなく，知性と情緒とい

Figure 2　FS と IS の構造図（Wagner，1976a）

Intellect
知 性

Emotion
情 緒

Behavior　行 動

Environment　外 界

Introspective
Self

Facade Self
FS：外 面 自 己

IS：内 面 自 己

知 覚 運 動 ス ク リ ー ン（PMS）
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う「breadth（幅）」を持った視点が必要だと考え，代表
的な投映法検査の比較（Table 1）を試みた。
　ロールシャッハ法は，“他のどの投映法よりも幅広
いパーソナリティの水準をカバーしている検査である

（Wagner，1976a，p248）”とされ，知覚運動スクリーン
を捉えることにおいてのみ弱い（Poor）が，FSは適度

（Fair）に捉えることができ，ISは良く（Good）捉えら
れるとしている。また，知性と情緒の幅も良く（Good）
捉えられる検査であると述べている。これに対しTATは，
知性と情緒は良く（Good）捉えることができるが，深
さに関しては ISのみを主に捉え，FSや知覚運動スクリー
ンに関しては弱い（Poor）検査とされている。

Figure 3　 構造分析による代表的な投映法検査の位置づけ（Wagner，1976a） 
（RT：ロールシャッハ法，HT：ハンドテスト，OPT：客観的人格検査）

Table 1　代表的な投映法検査の比較（Wagner，1976a）

検査法

Depth（level）
（深さ）

Breadth 
（幅）

PMS 
知覚運動
スクリーン

FS
外 面
自 己

IS
内 面
自 己

Intellect
知 性

Emotion
情 緒

Bender-Gestalt

ベンダーゲシュタルト
Good
良い

Poor
弱い

Poor
弱い

Fair
適度に

Fair
適度に

Draw-a-Person

人物画
Good
良い

Good
良い

Poor
弱い

Fair
適度に

Good
良い

Hand Test

ハンドテスト
Poor
弱い

Good
良い

Poor
適度に

Good
良い

Good
良い

Incomplete Sentences Blank

文章完成法
Fair
適度に

Good
良い

Fair
適度に

Good

良い

Fair
適度に

Rorschach

ロールシャッハ法
Poor
弱い

Fair
適度に

Good
良い

Good
良い

Good
良い

Thematic Apperception Test

TAT

Poor
弱い

Poor
適度に

Good
良い

Good
良い

Good
良い
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　構造分析理論にもとづいて心理検査間の違いを理解す
ることによって，“従来の質問紙法と投影法といった単
純な意識レベルの違いといった視点からのテストバッテ
リー構成ではなく，被検者の人格構造のどこに焦点を当
てるかといった視点からテストバッテリーを構成し，そ
れらを解釈することが可能（佐々木，2011，p25）”と
なるため，テストバッテリーを組む際の有効な理論とな
りうると考えられる。

　③構造分析の視点からの精神病理構造の理解
　Wagnerは，“精神病理はFSとISとの間の関連性によっ
て決まる（Wagner，1973，p5）”とし，FS と IS が十分
に機能しなかった場合に様々な精神病理が生じること
を説明している。神経症者は，FSと ISがよく発達して
いるが，葛藤が顕著である。パーソナリティ障害者は，
ISに根ざした良心，忍耐，動機付けは貧弱で ISが弱い。
パラノイドやシゾイドタイプの人たちは，脆弱なFSを
補うように ISが拡張しており，空想，幻覚，風変わり
な思考を目立って持っている。統合失調症は，FSが重
篤な傷つきを持った結果であり，FSと ISの両方が崩壊
し機能していない（Wagner，1971）。ヒステリーは，IS

が弱いために情緒や本能的な衝動を吐き出すことが難
しく，それがFSに向かうことで，特定の身体の問題に
転換されてしまう（Wagner，1973）。多重人格は，偽り
の社会化されたFSと多様化し拡大された ISのために解
離性の反応が生じる（Wagner，1974）。躁うつ病患者の
うつ病期には ISが撤退するためにFSは活力が欠如する

（Wagner & Heise，1981）といった具合である。
　このようにWagnerは，臨床群によってパーソナリティ
特徴がそれぞれ異なることを指摘し，精神病理につい
ても構造分析理論から検討できると考えた。Wagnerは， 

“構造分析理論は特定の投映法が，ある時はある患者の
パーソナリティについて多くのことを明らかにし，また
他の場合はほんのわずかしか捉えられないということに
ついての理解を深められる。情報の量は臨床上の診断に
関連して生じる（Wagner，1976a，p251）”と述べてい 

る。この指摘は，臨床群の疾病の種類によって，ある投
映法ではよく捉えられるが，別の投映法では明確に捉え
ることができないといったことが起こりうる可能性を示
唆していると考えられる。
　また，Wagner（1971，1973，1976b，1981）は，様々
な臨床群の症例（1971，1973，1976b，1981）にロール
シャッハ法とハンドテストをバッテリーとして使用し，

“テストバッテリー間で予想される形を明記することで，
役に立つ心理診断を正確に行うことができる可能性があ
る（Wagner，1976b，p352）”と述べている。特に重篤

な病理を持った被検者の場合は投映法同士のバッテリー
が有意義であると言えるだろう。前節で述べたように，
それぞれの投映法がパーソナリティのどの部分を捉えて
いるかは，検査法によって異なっており，構造分析理論
の視点に立って考えると，それぞれの精神病理の疾病に
対して，どの投映法をバッテリーとして用いると良いか
についての手掛かりを与えてくれると考えられる。

4 ．投映法のテストバッテリーを考える 
―考察にかえて―

　投映法と結びつけた水準仮説理論は，Coleman（1969）
によればShneidmanの意識水準の図式化が最初とされ
る。「水準（Level）」という言葉の意味するところは，
それぞれの研究者が微妙に異なった説明をしており，そ
れを統合するような理論的枠組みには至っていない。
　本論文では，いわゆる水準仮説と言われる視点から
パーソナリティを捉える代表的な理論を概観した。文献
展望により得られたことを以下の3点にまとめる。
　①Freudの心的構造論はいずれの研究者もその理論的
背景に据えている。Shneidmanは勿論，Learyにおいて
も1957年の著書の第3行目にFreudが登場するなど研究
者たちの言葉の端々にFreudの影響が窺われる。意識の
程度の勾配を考える精神分析学理論では，投映法におけ
る心の水準は展開できないとしているColemanや，パー
ソナリティと精神病理学に関しての新しい理論であると
いうWagnerの構造分析においても，Freudの三分論モ
デルの影響を抜きには考えられない。精神分析理論の観
点は，局所論，三分論モデルに基づく被検者の心の状態
を描き出すことに貢献している。
　
　② Coleman の「自覚できる意識（consciousness in 

the sense of awareness）」という水準の捉え方に立脚す
ることによって，思弁的にではなく心理学的アセスメ
ント研究の中で，水準を検討することが可能となった
が，投映法反応の中に表現されるパーソナリティの意
識，前意識，無意識をそれぞれどの程度測定できたか
について再検討することがさらにのぞまれる。Learyや
Klopferの提案するパーソナリティ水準と意識の水準（意
識，前意識，無意識）との関連性については，今一度精
神分析学理論をふまえて論理的に整理する必要がある。
Wagnerの理論における分類軸とパーソナリティとの関
係性についても臨床的研究の中で検討されなければなら
ない。水準について，“この定義を直接測定操作に具体
化して水準仮説を吟味した研究は見当たらない（田中，
1992，p519）”という指摘があり，心理学研究として操
作的定義を検討する必要があると考える。
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　③Wagnerの提唱する構造分析は，佐々木（2011）が
指摘するように，“さまざまな心理検査法がどの人格の
側面を捉えているかについての明確な説明を行ってお
り，これまでにはない人格論であるといえる（佐々木，
2011，p24）”。さらに，それぞれの投映法検査によって
引き出される情報量の違いと精神病理やパーソナリティ
構造との関連性についても論じており，臨床群に有効な
投映法アセスメントを考える際の理論的モデルとなる可
能性がある。すなわち，Wagnerの構造論図式は，精神
分析学的な理論に繋がる理論構成を持ちながら，同時に
心理学的な検証可能性を持ちうる。Wagnerの図式の中
にさまざまな臨床群を位置づけ，それに合わせたテスト
バッテリーを組むことで，アセスメントの精度を高める
ことができると考えられる。
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ABSTRACT

Literature Review on Projective Techniques and Level Hypothesis: 
Toward the formulation of effective test batteries

Machi TSUCHIYA, Miyako MORITA

Clinical psychologists of today must assess psychopathology that is more complicated than ever. To 

this end, they need to select effective batteries for projective techniques in personality assessment. 

This paper focuses on the level hypothesis that considers personality as composed of several levels. 

The author conducted a literature review on the classical psychic structure theory (topographic and 

tripartite models) (Freud, S), the level hypothesis (Shneidman, E.S.; Leary, T; Klopfer, WG; Coleman, 

JC et al.), and the structural analysis (Wagner, EE).

The results indicate the following three findings:

① Every researcher proposes his theory based on the psychic structure theory of Freud as his 

theoretical background.

② Introduction of the concept of “consciousness in the sense of awareness”, as proposed by Cole-

man, permits the “personality levels” to be empirically explained in the psychological assess-

ment study.

③ In the structural analysis theory proposed by Wagner, various projective techniques are intended 

for different levels. This theory can serve as a theoretical model to consider effective test batter-

ies for projective techniques.

Key words:  projective techniques, Freud’s structual point of view, Shneidman’s level of awareness, 

Coleman’s level hypothesis, Wagner’s structual analysis


