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第 1 章 問題と目的
第 1 節 双極Ⅱ型障害の精神病理学的位置づけ
1．双極Ⅱ型障害に関する精神病理学研究の流れ
Kraepelin は 1899 年に躁うつ病の概念を確立し，早発性痴呆（統合失調症）と
躁うつ病を二大内因性精神病として位置付けた。1913 年には躁うつ病を「一方に
いわゆる周期性，循環性の病気のすべてと，他方には単発的躁病，メランコリーと
い わ れ る 病 態 の 大 部 分 と 尐 な か ら ぬ 数 の ア メ ン チ ア を 含 む （ Kraepelin,
1913/1986）
」というように包括的に捉えた。この Kraepelin の考えは，仁王（2013）
が指摘するように，双極性障害よりも広い概念であり，単極性うつ病＜大うつ病性
障害＞1と双極性障害とを区別していない。Kraepelin の立場は，一元論と言われ，
その後約半世紀にわたり，広く知られることとなった。ところが， 1950 年代にな
ると Leonhard が，さらに 1960 年代には Angst と Perris が気分障害を単極性と
双極性に二分する概念を提唱するに至り，躁うつ病の捉え方は Krapelin の一元論
から二元論へと転換した。単極性のうつ病は躁うつ病から分離され，両者はそれぞ
れ別々の疾患であるとされることになった。
とりわけ，わが国に影響があったのは，Tellenbach が 1961 年にその著「メラン
コリー」において提唱した概念で，生来的にうつ病にかかりやすい人の病前性格を
「メランコリー親和型性格」として抽出した。その特徴として，仕事や家庭などの
「秩序」に対して執着することを認め，几帳面，完璧主義で責任感が強く，対人関
係においても細やかな配慮が行き届き，自分自身に対し高い要求水準を課し，自己
を駆り立ててしまうという諸点が指摘された。Tellenbach は，前メランコリー的
な状況布置が，その人が元来持っている内因的なものに誘発的に作用し，その結果，
うつ病を引き起こしてしまうと説明した。この考え方は，わが国に紹介された当時
の社会経済情勢（1960 年代後半の高度経済成長期）の中で日本人に要請されてい
た几帳面，真面目さと関連させつつ，わが国には積極的に受け入れられた。それに
加え，1941 年の下田光造の「執着性格」の概念が再評価されたこともあり，わが
国では，うつ病と言えば，メランコリー親和型性格を病前性格とする単極性うつ病
＜大うつ病性障害＞が典型と考えられるようになった。内海（2013）が指摘する
ように「気分障害の二元論時代は，単に単極性／双極性の二分法だけではなく，単
極型うつ病が中心的に位置付けられたことによって特徴づけられる。・・・こうし
て「うつ病」は，気分障害の代名詞となった」のである。
その一方で 1970 年代になると，Dunner et al.（1970）は単極性のうつ病で入院
した者の中に軽躁状態を伴う群が存在することを見出し，双極性障害をさらに細か
く分類した。そして単極性うつ病＜大うつ病性障害＞と双極性の躁うつ病の二分法
1

DSM‐5（2013）には「単極性うつ病」の用語はないが，わが国でよく使用されてきた病名であ
り，本研究で使用した文献の多くにも用いられていることから，DSM－5 の「大うつ病性障害」
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におさまらない気分障害の一類型として双極Ⅱ型という概念を提唱した。この双極
Ⅱ型障害に新たな位置づけを与えたのは，Akiskal である。Akiskal et al.（1978）
は単極性うつ病＜大うつ病性障害＞の予後を追跡調査すると双極性障害を発症す
る患者がいることを見出し，単極性，双極性という二元論の考え方に疑問を投げか
け，気分障害の中に気分変調性，気分循環性，双極Ⅱ型障害といった病態が連続体
をなしていると考え，1983 年に bipolar spectrum（双極スペクトラム）の概念
を提唱した（Akiskal，1983）。
Akiskal の研究の要点の一つとして，岩井（2008）は「単極性のうつ病と思われ
ている症例の中には，実際には双極性の経過をとっているにもかかわらず，躁期が
軽いか短いために見過ごされているものが多い」ことを指摘した点を挙げている。
すなわち Akiskal は，鈴木・広瀬（2005）によれば，双極性障害を「単極性の病
態から最重症の精神病像を伴う双極Ⅰ型まで，症候論的に連続している」とし，双
極性障害の概念を拡張した。軽躁は見過ごされやすい症状であることを考えると，
見落とされてきた可能性がある躁病エピソード，軽躁エピソードに対して臨床家の
注意を呼び起こした Akiskal の診断学的功績は大きいと言える。双極Ⅱ型障害は当
初尐数の研究者の関心を引くにすぎなかったが，1994 年には DSM－Ⅳに採用され
るに至った。
近年では，Akiskal にとどまらず，スペクトラム概念で双極Ⅱ型障害を捉えよう
とする考えが盛んである（Akiskal，1983，1996；Akiskal＆Pinto，1999；Akiskal
et al.，2006；Angst，1998，2007；Goodwin＆Ghaemi,2000；Ghaemi et al.，
2001）。双極スペクトラム概念の立場に立つ代表的な研究者といえば，Akiskal や
Angst，Ghaemi らが挙げられる。それぞれの研究者が考えているスペクトラム概
念には差異があるが，いずれも双極スペクトラムの有意義性を認める立場であり，
大きく捉えると「気分障害はうつ病と双極性障害に明確には 2 分できず，診断閾値
下の躁病・軽躁病・うつ病（大うつ病，気分変調症，閾値下のうつ病）との混合か
らなっている。しかもそれらの境界は曖昧であるという主張といってよい」
（仙波，
2011）。
上述したように，双極スペクトラム概念は，軽躁病を含む双極性障害の軽症例や
今後双極性障害へと移行していく可能性が高い患者への注目にも役立つという有
用性が認められる一方で，双極スペクトラムに対する治療が確立されていないため，
臨床的に有用ではないとい考える立場もある（中尾，2012；仁王，2013；内海，
2013）。また，そもそも，双極Ⅱ型障害を理解する際には「単極性うつ病にも，躁
うつ病にも還元されない独自の疾患」（内海，2013）であり，「双極Ⅰ型障害，単
極性うつ病の 2 様態にはない独特の色彩があることが多い」（津田，2014），双極
Ⅰ型障害の軽症の病態だと考えてはいけない（DSM-5，2013；Frances,2013）な
どという指摘がなされていることを考えると，単純にスペクトラム概念で捉えるこ
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とは難しいといえる。
詳しくは後節で述べるが，一筋縄では捉え難い臨床像ゆえにその多くが単極性の
うつ病と誤診されるという過小診断（Akiskal，2000；Brian，1997/2003；本橋，
1998；内海，2008）と過剰に双極Ⅱ型障害だと診断されてしまう過大診断の懸念
（仁王，2013，大野；2014，杉山ら；2011，田中・小山；2011；津田，2014）が
議論されている。
2．DSM における双極Ⅱ型障害の位置づけの変遷
DSMは，アメリカ精神医学会（APA）が発行するDiagnostic and Statistical
Manualof Mental Disordersの略であり，WHOのICDと並んで精神医学上の診断
基準の統一に貢献してきた。DSMの初版（DSM-Ⅰ）は1952年に，DSM-Ⅱは1968
年に発表されたが，広く知られるようになったのは，1980年のDSM-Ⅲになって
からである。
加藤（1984）によると，DSM-Ⅰでは，全体が「器質脳症候群（Organic Brain
Syndromes ）」，「 機 能 障 害 （ Functional Disorders ）」，「 精 神 薄 弱 （ Mental
Deficiency）」の3つのカテゴリーに大きく分けられている。機能障害のカテゴリ
ーの中に「精神病（Psychoses）」に相当するものの一つとして「感情反応（Affective
Reactions）」がおかれ，それがさらに躁うつ反応（Manic Depressive Reactions）」
と「精神病的抑うつ反応（Psychotic Depressive Reactions）に分かれていた。
DSM-Ⅰでは，全体的に「反応（Reaction）」という用語が多く用いられている。
DSM-Ⅱ（1968）では，全体の分類は10カテゴリーに増え，
「身体条件によらな
い精神病（Psychoses Not Attributed to Physical Conditions listed previously）」
というカテゴリーの中に「退行期メランコリー（Involutional Melancholia）」と「躁
う つ 病 (Manic Depressive Illness) 」 か ら 成 る 「 大 感 情 障 害 (Major Affective
Disorders)」と「精神病的抑うつ反応（Psychotic Depressive Reaction）」がおか
れた。DSM-Ⅰにおいて多く見られた「反応（Reaction）」という用語は最小限の
使用となっている。
DSM-Ⅲ（1980）になると，「感情障害（Affective Disorders）」という大きな
カテゴリーができ，その中に「大感情障害（Major Affective Disorders）」，「他の
特異的感情障害（Other specific Affective Disorders）」，
「非定型感情障害（Atypical
Affective Disorders）」の3つの亜分類が設定された。そして，大感情障害の中に，
双極感情障害（Bipolar Disorder）と，大うつ病（Major Depression）をおいた。
双極性という言葉は，このDSM-Ⅲにおいて登場した。DSM-Ⅱにおいては，躁う
つ病の単一性を示す方向での考え方であったが，DSM-Ⅲにおいては，感情障害の
単極型と双極型の間には，明確な違いがあるという考え方に立っている。躁病エピ
ソードがある症例は，すべて結局はうつ病エピソードを発症することが研究上明ら
7

かになっていたことから，双極感情障害の診断には，躁病エピソードを持っている
ことがポイントとされた。
DSM-Ⅱの大感情障害は非器質性精神病の範囲を含み，契機となる人生上の出来
事と直接関係しているように思われる感情障害は除外されたのに対し，DSM-Ⅲの
感情障害という一群のカテゴリーは，すべての感情障害をひとまとめにし，藤縄
（1984）が指摘するように，精神病像の有無も契機となる人生上の出来事も考慮
しないことを考えると，感情障害（Affective Disorders）のカテゴリー概念は，DSMⅢにおいてさらに拡大している。
DSM-Ⅲはさらに1987年に改訂され，DSM-Ⅲ-R（1987）になると，気分障害
（Mood Disorders）という大きなカテゴリーのもとに，躁病エピソード(Manic
Episode)，大うつ病エピソード（Major Depressive Episode），双極性障害（Bipolar
Disorders），うつ病性障害（Depressive Disorders）をおいた。さらに双極性障害
の下に，双極性障害・混合性/躁病性/うつ病性（Bipolar Disorders，Mixed/Manic/
Depressed ）， 気 分 循 環 症 ，（ Cyclothymia ）， 特 定 不 能 の 双 極 性 障 害 (Bipolar
Disorders Not Otherwise Specified)の３つの分類をおいている。双極性障害の下
に分類されている双極性障害の臨床症状では「躁病エピソード」があるのに対し，
気分循環症と特定不能の双極性障害では「軽躁病エピソード」が存在するものとさ
れている。つまり，軽躁病エピソードを伴うという見方はDSM-Ⅲ-Rから出てきて
いることがわかる。
DSM-Ⅳ（1994）においては，気分障害（Mood Disorders）という大カテゴリ
ーはDSM-Ⅲ-Rから変化はないが，その中におかれた分類は気分エピソード（Mood
Episode），うつ病性障害（Depressive Disorders），双極性障害（Bipolar Disorders），
他の気分障害（Other Mood Disorders）となっている。そして，双極性障害の下
に双極Ⅰ型障害（Bipolar ⅠDisorders），双極Ⅱ型障害（Bipolar Ⅱ Disorders），
気 分 循 環 性障 害 （ Cyclothymic Disorder ）， 特 定 不 能の 双 極 性障 害 （ Bipolar
Disorders Not Otherwise Specified）をおき，DSM-Ⅳから双極Ⅱ型障害が独立し
た疾患として認められた。また，診断の特異性が増し，治療選択を手助けするため
に，気分障害に関する多くの特定用語が用意されている。軽症，中等症，重症とい
う重症度と，寛解，精神病性，慢性，緊張病性の特徴を伴うもの，メランコリー型
の特徴を伴うもの，非定型の特徴を伴うもの，産後の発症という気分障害に適用さ
れるエピソードの特定用語や，エピソードの間欠期の回復を伴う・伴わない，季節
型，急速亣代型（rapid cycler）という縦断的経過をあらわす特定用語を用いてタ
イプ分けを行うことで，診断の幅を広げると同時に正確性を期するように細心の注
意が払われている。
DSM-Ⅳ-TR（2000）は，Ⅳの解説部分の改訂（Revision）をしたものであり，
基本的には，DSM-Ⅳと変わらない。
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DSM-Ⅲ-R，DSM-Ⅳでは，うつ病性障害と双極性障害を「気分障害」という大
きなカテゴリーに分類していたが，DSM-Ⅳから 19 年ぶりに改訂された DSM-5
（2013）では，
「気分障害」の枞組みがなくなり，抑うつ障害と双極性障害を別々
のカテゴリーとして取り扱うこととなった。これは鈴木（2014）の指摘にあるよ
うに，気分障害の中心が双極性障害になったともいえる。双極Ⅱ型障害は「双極性
障害および関連障害群（Bipolar and Related Disorders）」という独立した章の中
に分類され，その他に双極Ⅰ型障害（Bipolar ⅠDisorders），気分循環性障害
（ Cyclothymic Disorder ）， 物 質 ・ 医 薬 品 誘 発 性 双 極 性 障 害 お よ び 関 連 障 害
（Substance/Medication-Induced Bipolar and Related Disorder），他の医学的疾
患による双極性障害および関連障害（Bipolar and Related Disorder Due to
Another Medical Condition），他の特定される双極性障害および関連障害（Other
Specified Bipolar and Related Disorder），特定不能の双極性障害および関連障害
（Unspecified Bipolar and Related Disorder）に分かれている。双極スペクトラ
ム概念は取り入れられていない。双極性障害および関連障害群の特定用語としては，
不安性の苦痛を伴う，混合性の特徴を伴う，急速亣代型，メランコリアの特徴を伴
う，非定型の特徴を伴う，精神病性の特徴を伴う，緊張病を伴う，周産期性発症，
季節型という言葉があり，双極性障害の概念が大きく拡大した印象を与える。
双極Ⅱ型障害の診断に不可欠な軽躁病エピソードの診断基準は，DSM-Ⅳ（1994）
では「持続的に高揚した，開放的な，またはいらだたしい気分が，尐なくとも 4
日間続くはっきりとした期間があり，それは抑うつのない通常の気分とは明らかに
異なっている」となっているのに対し，DSM-5（2013）では「気分が異常かつ持
続的に高揚し，開放的または易怒的となる。加えて，異常にかつ持続的に亢進した
活動または活力のある，普段とは異なる期間が，尐なくとも 4 日間，ほぼ毎日，1
日の大半においてみられる」と気分の高揚感に加え，活動性や活力の変化が具体的
に付け加えられた。しかし，双極Ⅱ型障害の多くが，うつ病エピソードの期間が非
常に長いことが指摘されており（加藤，2009；須田ら，2011），軽躁病エピソード
が明確になるまで双極Ⅱ型障害の診断はできないため，DSM-5（2013）の双極Ⅱ
型障害の鑑別診断の項目では，
「もっとも困難なのが，うつ病との鑑別診断である」
と記載されている。これは，双極Ⅱ型障害に尐なからず見られる，先行する抑うつ
に対する判断が難しいことを意味している。
この点に関連して Frances（2013）は，「正常を救え 精神医学を混乱させる
DSM-5 への警告」の双極Ⅱ型障害の項において，
「精神医学の全分野で最も重要な
区別は，残念ながら最も困難な区別だと言えるかもしれない。患者に見られるのは
双極性の気分変動なのか（気分の落ち込みと高まりが周期的に亣代しているのか），
それとも単純な単極性の抑うつなのか（高まりなしで落ち込みが繰り返されている
のか）。この診断のちがいは以後の治療に大きくかかわってくる」と指摘している。
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内海（2013）が，双極Ⅱ型障害は DSM に示されるような「チェックリスト精神で
は捉えきれぬ，変幻自在な顔をみせる病態である」と言及しているように，具体的
な診断基準を示した DSM-5 においても，その時々の病態像によっては双極Ⅱ型障
害を的確にアセスメントすることが容易ではないことを浮き彫りにしていると考
えられる。
第 2 節 双極Ⅱ型障害の鑑別診断の重要性
双極Ⅱ型障害は，うつ病相に加えて軽躁病相が見られる病態であり，軽躁という
言葉が示すように，本格的な躁病エピソードまでには至らない。臨床的な視点から
双極Ⅱ型障害の特徴を变述すると，その病理の中心をなす要は「軽躁」である。躁
状態は，本人が困る，あるいは周囲が困るという状態であるのに対して，軽躁状態
は，本人も周囲もそれほど困らない程度の状態で，気分が高揚し，仕事がはかどり，
いろいろなアイディアが湧いてきて調子が良いというような状態を言う」（加藤，
2009）。つまり，軽躁状態は当の本人にとっては，とても良いと感じる状態である。
そのため，「理想的な状態と思われている節もある」（阿部，2006），「うつ病相と
は異なり苦痛を感じず，自我親和的である」
（岡本，2002），
「本人がそれを病的で
あると認めるのは難しい」
（内海，2013）などと言われており，軽躁であることに
ついての病識を持ちにくく，軽躁病エピソードが見逃されてしまいやすいことが指
摘されている。
次に，双極Ⅱ型障害の特徴として comorbidity（併病：二つの病気が併存してい
ること）が起こりやすいことが挙げられる。パニック障害をはじめとする不安障害，
摂食障害，パーソナリティ障害，ヒステリー症，アルコール依存，薬物依存，注意
欠陥多動性障害，社会恐怖など様々な疾病と結びつくことが指摘されており，この
ような comorbidity の存在が双極Ⅱ型障害の症状像をより複雑にしている（加藤，
2012；岡本，2002；齋藤・塩田，2012；鈴木ら，2008；内海，2013）。
さらに，双極Ⅱ型障害では，うつ症状と軽躁症状が同時に存在する混合状態が起
こりやすいとされる。混合状態とは，「高揚気分に不安が混じったり，沈んだ気分
に衝動性が混じること」
（高岡，2003）であり，高岡（2009）は，双極Ⅱ型障害に
おいては，軽躁状態からうつ状態へ移行する際にしばしば混合状態が認められると
言う。その理由として，思考・気分・意志が一斉に揃って移行しているのではなく，
ばらばらに移行するため，思考や気分はうつの領域に入り込んでいるのに，意志は
まだ軽躁の領域にとどまったままというような事態が生じることを指摘している。
そのため，混合状態になると悲観的な考えにとらわれてしまい，喜びは感じないの
に，行動力だけは保たれているため，自殺を実行する確率が高くなると，双極Ⅱ型
障害者の自殺企図に警告を発している。このように，双極Ⅱ型障害の自殺企図，自
殺完遂の割合の高さとその背景にある混合状態の存在が明らかにされている（加藤，
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2012；岡本，2002；内海，2013）。
軽躁の捉えにくさだけではなく，多彩な病態像を持つが故に，双極Ⅱ型障害のア
セスメントには困難を伴うが，特に薬物療法上，及び心理療法（心理教育も含む）
上の 2 点において，治療初期に的確なアセスメントを行うことの臨床的重要性が指
摘されている。
双極Ⅱ型障害者は，上述したように，軽躁に対しての病識を持ちにくいため，軽
躁からうつへの移行期に治療場面に登場することが多く，臨床の場で初めて双極Ⅱ
型障害に出会う場合はそのほとんどがうつ病相である場合が多い。そのため，早期
に単極性うつ病＜大うつ病性障害＞と双極性障害のうつ病エピソードを症状だけ
で鑑別することは非常に困難であることが指摘されており，単極性うつ病＜大うつ
病性障害＞と誤診されることが尐なくない（加藤ら，2013；仙波，2011；須田ら，
2011；鈴木ら，2008；武島・越野，2007）。その結果，双極Ⅱ型障害者に気分安
定薬との併用ではなく，抗うつ薬単独の治療が施されることが多いという状況が生
まれることになる。しかし，抗うつ薬を使用した場合，躁状態が引き起こされて本
格的な双極性障害が出現したり，うつと躁が頻繁に繰り返される「急速亣代型（rapid
cycler）」という状態が現れるなど，治療困難性を引き起こしてしまう危険性が指摘
されている（Akiskal,2000；Brian,1997/2000；本橋，1998；岡本，2002；内海，
2008，内海，2013）。双極Ⅱ型障害の的確なアセスメントの遅れは，負の影響を受
ける不適切な薬物療法につながる危険性をはらんでいる。
次に，心理療法を行う上でも，様々な観点からクライエントの状態像を的確にア
セスメントすることが重要であることは言うまでもない（神庭，2004；本橋，1998；
仙波，2008；内海，2013）。これまで双極Ⅱ型障害の治療は，双極Ⅰ型障害に準ず
ることが多かったが，尾鷲（2011）が「Ⅰ型とⅡ型では治療経過が異なることは
臨床家なら誰でも感じているところであろう」と指摘するように，双極Ⅱ型障害独
自の心理教育，心理療法を含めた治療戦略を立てる必要があると考えられる。神庭
（2004）は，軽躁病相の治療についてクライエントが能動的に治療に参加する必
要性やその目的達成のために，サイコエデュケーションの有効性を指摘している。
それは，内海・高田（2009）が言うように，
「療養という基本線を見失わず，治療
に専念してもらうことを伝える」ことや，軽躁状態を治療の対象とすべき「症状と
して取り上げる」ことの重要性とも一致する。それにより，クライエントに自身の
症状を客観的に見つめさせ，その行動に一定の枞を作ることが可能になる。筆者は，
臨床上この視点の重要性を痛感している。軽躁症状を単極性うつ病＜大うつ病性障
害＞や他の精神疾患と誤って判断をした場合には，上述した研究が指摘するような
双極Ⅱ型障害の軽躁病相に必要な広義の心理療法的姿勢を欠くことになる。
以上のような背景を踏まえると，アセスメントの具体的な方法の確立については，
臨床的には喫緊の課題である。
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第 3 節 投映法によるテスト・バッテリー
1．精神病理学的鑑別診断の方法としての投映法
われわれ心理臨床家が心理アセスメントを行う場合，心理検査はその重要な中核
を担っている（岡堂，1975）。心理検査を実施するにあたっては，様々な目的が存
在するが，その目的の一つとして，佐野・槇田（1955）は心理検査をもって精神
病理群の診断に寄与することを挙げており，精神医学の領域において臨床心理学が
どれだけの寄与を如何なる形で，如何なる方法をもってなしうるかは今後の課題で
あると述べている。また，臨床心理学と冠したテキストのほぼ最早期のものと思わ
れる千輪（1958）も心理検査の目的の第一に精神疾患の診断を挙げているが，そ
れだけではなく「予後を判定し，適切な治療法を決定し，さらに治療の効果や治癒
の状態を判定するために，適切な臨床検査法を正しくつかうことが絶対に必要」で
あると心理検査を最良の形でいかに使用するかということが問題になることを指
摘している。Rapaport（1950）は精神科臨床においては，心理診断という援助を
必要としていると述べ，「診断学的検査は，それ単独であっても，通常の臨床的手
続きの中で関連して行われていても，思考編成（thought organization）という広
い未知の領域を切り開くものである。それは，もし私たちが病理学のいまだジャン
グルのような状態に道を作るためには絶対に必要なことである」と心理診断検査を
必要とする考え方を示している。
小川（1992）が日本心理臨床学会の会員を対象に行ったわが国における心理検
査の使用頻度の調査でも，心理検査を行う目的の最も多いものが「診断のため」で
あったという。これは，安香（1990）が指摘するように「心理臨床の場面でアセ
スメントの対象になる人は，日常生活面でなんらかの不調を感じていたり悩んでい
る人，あるいは自分では尐しも困っていないが周囲が困らされている人である」こ
とが多いためであろう。つまり，精神病理学的に典型例の症例もあれば，典型から
大きく外れており同定が難しい症例も多い。身体医学における血液検査や画像検査
などに類する機能を持つものは，精神科臨床においては心理検査しかない。問診で
診断が同定できないものは心理検査による情報が重要になってくると考えられる。
中村（2015）は自身の個人的なやり方であるとしながらも，精神科医療の中で心
理検査を依頼するのは，病態や病態水準の把握のためであると述べている。
餅田ら（1990）が投映法検査は，心理検査の中でも病態と診断に関してよりシ
ャープに機能し，深い理解の手がかりを与えてくれると指摘しているように，筆者
も投映法検査を優れたツールとして積極的に活用してきた。
投映法検査については，その妥当性と信頼性などに関して疑問符を投じる考えが
あるが（岩脇，1973；松井，1993；村上，2005；Wood et al.，2003/2006），その
手法は臨床心理学の領域において確固たる地位を確立している。それはわれわれ心
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理臨床家が，投映法検査について心理検査の中でも最も強力な検査であり，本人に
意識されていない精神内界，性格構造，葛藤などを明らかにするため，パーソナリ
ティを多面的にアセスメントでき，その利点や情報量の多さは他の検査の追随を許
さない（片口，1964；溝口，1993）と感じているからであろう。さらに，投映法
検査を通して「独特の現われを示す心の諸層があることを，そしてその現われが臨
床家にとって貴重な情報源になることを，経験者たちが知っている」
（馬場，2006）
からであろう。
投映法検査の中でもロールシャッハ法は「反応に被検者のあらゆる面が投映され
る可能性がある。すなわち，知能の水準や質，意欲，感情，葛藤，興味，人間関係
のもち方，異常性など多方面にわたる情報を得ることが可能」
（上芝，1993）と指
摘されているように，ロールシャッハ法によって多面的なパーソナリティを把握す
ることができることは広く知られている。細木（1967）は，ロールシャッハ法を考
案した Rorschach が精神医学者であったため，早くから精神疾患に関するデータ
が積み重ねられており，精神疾患の鑑別診断に使用する場合のある程度の鑑別基準
ができていることを指摘している。そのため，一般的にロールシャッハ法は，精神
医学的診断に有効性を持つと考えられ，心理臨床家が投映法を用いて神経症水準よ
り重篤な病態のアセスメント行う場合，ロールシャッハ法が第一選択となることが
多い。ロールシャッハ法を用いて統合失調症，躁うつ病，うつ病，境界性パーソナ
リティ障害などの病態のアセスメントに繋げようとする研究は数多く行われてお
り，その診断基準についても明確にされている。
Rapaport（1968）は，ロールシャッハ法の中に見られる病的な言語表現を逸脱
言語表現（deviant verbalization）と名づけ，その心理学的意味や精神病理に関す
る診断上の意義を検討している。Exner（1986/1991）は包括システムを考案し，
統合失調症やうつ病などの可能性を知らせるものとして SCZI 指標（後に判定基準
を修正し，知覚と思考の異常を意味する PTI 指標に変更）や DEPI 指標などの特
殊指標を紹介している。Weiner（1966/1973）は統合失調症のロールシャッハ反応
について精力的に研究し，急性期と慢性期，パラノイド型と非パラノイド型など，
統合失調症の鑑別診断についての検討を行っている。また，Weiner（1998/2005）
では精神疾患の鑑別上，鍵となる包括システムによるロールシャッハ法の変数とそ
の変数の解釈に言及し，妄想型統合失調症者やうつ病者といった臨床事例の具体的
なロールシャッハ解釈を提示している。さらに，Lerner（1998/2003）は，解離性
障害，境界例，自己愛などの病理のアセスメントについて先行研究を広範囲に渡っ
て概観し，そのロールシャッハ法の特徴を論じている。 Kleiger（1999/2010）は
統合失調症スペクトラム障害や情動障害（affective disorders），境界性症候群など
の疾患とロールシャッハ法上に表現された思考障害との対応について，数多くの先
行研究を挙げ，鑑別診断の観点から精緻に検討を行っている。
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わが国では，片口（1967，1987），長坂・辻（1958），岡部（1972），高橋・北
村（1981），上芝（2007）らによって，統合失調症，躁うつ病，脳器質疾患，てん
かん，パーソナリティ障害，神経症，アルコール依存症などの様々な精神医学的診
断とロールシャッハ反応の特徴が検討されている。また，岡部（1970）は軽躁状
態，軽うつ状態の躁うつ病者にロールシャッハ法を 2 度実施し，躁うつ病の発病過
程と性格的背景を考察している。馬場（1997）は，ロールシャッハ法上に表れた
境界性パーソナリティ障害者の自我機能の特徴について検討し，境界性人格障害者
の心的特性を明らかにしようと試みている。
一方，TAT においては，Stein（1955）は「The Thematic Apperception Test」
の前書きで，ロールシャッハ法のみではパーソナリティの骨格を捉えることができ
ても，その肉付きは十分に捉えることができないことを指摘し，そのために，パー
ソナリティ研究のもう一つの方法として，ますます多くの心理学者たちが TAT を
使うようになってきていると言及している。細木（1967）は 1960 年の第 4 回病院
精神医学懇話会で発表された医療機関に勤務している 44 名の心理臨床家が日常的
に使用する心理検査の種類に関する資料を紹介しているが，それによると採用率は，
ロールシャッハ法が 100％，次いで TAT が 82％，WISC が 73％，ビネー・テス
トが 61％となっている。ところが，小川（1992）や小川ら（2005）の臨床心理士
を対象とした調査では，採用頻度の高い心理検査の上位 3 位は，ロールシャッハ法，
SCT，バウムテストという結果になっており，日本における TAT の使用は，低迷
している状況である。
従来，わが国では投映法といえばロールシャッハ法と TAT が代表的なものであ
り（赤塚・豊田，1994；粟村，2006；溝口，1993；矢吹，1979），TAT はロー
ルシャッハ法についで選択頻度が高い投映法検査であった。しかし，上述の小川
（1992）や小川ら（2005）の調査結果に裏づけられるように，現在，わが国の臨
床家が TAT を使用する頻度は高くない。近年，TAT が再評価される機運が起こり
つつある（粟村，2006；木村，2001）と言うが，田淵（2012）が指摘しているよ
うに，日本の心理臨床の歴史において，TAT は導入当時には盛んに臨床研究が行
われていたのに対し，その後はあまり研究されなくなっているというのが，現在の
状況であると言えよう。
特に精神疾患の鑑別診断における TAT の使用については，細木（1967）が，TAT
はパーソナリティの肉付き具合を捉えるというその特色を生かした利用の仕方が
適当だという考えから，「疾病との対応関係を探ることにより，このテストを鑑別
診断の補助として使用することは，無意味とはいわないまでも，このテストの特色
を生かすことにはならないと思う」，「鑑別診断の補助資料を要求されることの多
い現在の臨床心理サーヴィスにおいては，TAT は基本的なテスト・バッテリーに
は組み入れられないと信ずる」と言及しているように TAT をロールシャッハ法の
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ように鑑別診断に用いることは不十分だと感じる臨床家は多いと思われる。その理
由として，TAT はそもそもロールシャッハ法のような分析・解釈の方法が馴染ま
ない（鈴木，2006）ことや分析・解釈方法が難しく，多種多様で体系化されてい
ないこと，ロールシャッハ法のように数量的な結果を得ることができないこと（粟
村，2006；藤田，1997；小川，1992；大岸，1998；大熊，2003；滝沢，1985）
が挙げられる。そのような理由から「臨床家が主観的に解釈を行っている」
（村上・
村上，2008）と誤解を招きやすいということもある。また，小川（1991）の TAT
は「診断というよりも，被検者の生活史をも含んだ具体的な対人関係の力動を明ら
かにする目的で採用されている」という指摘や，倉石（1973）の既存の心理検査
の中ではロールシャッハ法が中心となりやすく，「TAT は，人間関係の世界を中
心とした具体的資料の面で，ロールシャッハを補うもの」という言及にあるように，
臨床心理アセスメントや心理検査に関する多くの概論書では，TAT は被検者の対
人関係のあり様や欲求とその圧力の関係などを中心とするパーソナリティを明ら
かにするのに有効な手法であるというような記述をされていることが多い。このよ
うにパーソナリティを捉えるという言い方は，病態診断に関わる臨床情報を捉える
という言い方を排除するものではないが，Stein，Shneidman や Rapaport らが
TAT に関する初期の研究の中で病理・病態診断という視点を含めてパーソナリテ
ィを捉え，臨床の場における有効なアセスメントの道具として TAT を発展させよ
うとした方向は，その後の特に日本の臨床心理学の歴史の中で全面的には展開して
こなかったという経過がある。そのため，TAT 研究者たちが臨床経験を通して病
態診断に役立つ TAT の基準を積み重ねてきたという事実は十分に知られていない
ように思われる。
TAT を精神疾患の鑑別診断に活用しようとする試みとして，精神分析家として
の訓練を受けた Murray（1938/1961）,（1938/1962）は欲求―圧力分析を通して
パーソナリティ全体のあり方を捉えようとしている。口愛期，肛門期，男根期，性
器期を捉える発想を持っており，これは精神分析的には TAT で病理を捉えようと
していたとみなして良いと考えられる。Murray（1943）は TAT マニュアルの中
で，TAT はパーソナリティの総合的研究と行動障害，心身症，神経症，精神病の
説明や解釈に役立つ と言及している。
Shneidman（1951）は 15 人の臨床心理学者に依頼して John Doe の症例（25
歳，男性）を TAT と MAPS テストを使ってアセスメントを行っている。MAPS
は TAT の弟（younger brother of the TAT）とも言われる投映法検査であり，1947
年に Shneidman が考案したものである。
Stein は，「The Thematic Apperception Test」を 1948 年の初版から 7 年後の
1955 年に改訂しており，加筆はされているものの背景となる理論部分は初版と比
べて大きな変更はない。しかし，実際の事例を通しての TAT 分析と解釈の章は全
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く書き変えられ，臨床事例 8 例のうち 7 例が新たに追加されているだけでなく，極
めて詳細に分析と解釈方法が变述されている。著書の読み手として初版ではどちら
かと言えば学生を意識して書かれているのに対し，第 2 版では心理臨床家を対象と
していると考えられ，改訂版では，臨床例に対して TAT を用いたアセスメントを
行うだけではなく，心理療法前後の TAT の比較研究を実施するなど，TAT の積極
的活用を試みている。そして TAT は単体で使用するよりもテスト・バッテリーと
して考えることで TAT という検査が生かされるということに言及しており，精神
病理学に根ざした臨床アセスメントの考えを述べている。
Rapaport（1968）はうつ病や強迫性障害など様々な精神疾患の TAT 例を提示し，
形式分析を行うことで TAT の精神病理学的診断に繋がる特徴を積極的に検討し，
TAT を疾病学的診断に利用しようとした。また，「ロールシャッハ法や Wechsler
－Bellevue で精神病がはっきり捉えられない時に TAT に見られるわずかな異常な
物語,知覚的歪みによって精神病の診断が明確になる」（Rapaport,1968）と TAT
の有効性を指摘している。
Korchin（1976/1980）は抑うつ者や統合失調症者の TAT 上の時間的見通しの広
がりについて言及している。また，Westen et al.（1990），Westen（1991）は，
境界性パーソナリティ障害や精神病水準といった重い病態を TAT を用いて対象関
係の視点から捉えようとし，Social Cognition and Object Relations Scale（以下，
SCORS と略）を発表している。Cramer（1991）では，発達という視点も含めて
TAT 上に表れた否認，投影，同一化などの防衛機制と病理との関係を研究してい
る。さらに Cramer（1996）では，境界性パーソナリティ障害を TAT 上に表れた
防衛機制や，Westen のいう対象関係と社会的認知の視点から捉えようとしており，
アルコールや薬物使用，虐待，さらに統合失調症などの精神疾患の診断に関わる
TAT の物語特徴にも言及している。
わが国では，滝沢（1959）や安香・坪内（1968）が統合失調症者の TAT にあら
われる病理的サインの特徴を变述しており，滝沢（1985）は臨床経験に基づいた
TAT の疾病学的特徴の解析を行い，統合失調症だけではなく，うつ病，強迫傾向
やヒステリー傾向を示す者の精神疾患別の TAT 特徴を検討している。藤戸（1959）
は神経症（転換ヒステリア，神経衰弱，強迫神経症）の TAT 上の対人関係の特徴
と形式的特徴に注目することで，疾病としての神経症の発症機制や治療の指針につ
いての示唆が得られることを指摘している。丸井（1959）は，日本版 TAT の作成
とその標準反応に関する研究を行い，その臨床的応用として統合失調症と神経症に
ついての診断基準カテゴリーを第 1 級，第 2 級に分けて選定し，疾病学的診断基準
を検討している。
さらに，丸井ら（1959）では，TAT の分析，解釈の具体例を提示するために TAT
事例を提示しており，そのうちの統合失調症の事例に関して，「TAT における精
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神分裂病者の反応は，精神医学的な面接診断状況において診断判定の困難な事例も，
顕著な分裂病の特徴がしばしばみられる」と言及しており，そのような病態のアセ
スメントが困難な臨床例について，TAT を用いることで精神病理学的な心理構造
の把握が可能であることを示唆している。また，金子ら（1963）は精神身体症（DSM
－5 でいう身体症状症および関連症群）について TAT を使って研究を行い，丸井・
今井（1964）は正常者，統合失調症者，神経症者を対象として，TAT の診断的予
見性を知覚的逸脱などの 5 つの診断カテゴリーによって分析・検討し，TAT の診
断的予見性が，統合失調症者で最も高いことを見出している。
藤田（1992a，1992b，1992c）は境界性人格障害者，統合失調症者の TAT プロ
トコールを提示し，「分裂病なら分裂病，境界例なら境界例にそれぞれ特異な病的
体験の構造や様式を，言語表現病理という側面から解明するには TAT が打って付
けである」（藤田，1992b）と述べ，TAT の反応特徴に現れた病態固有のあり様を
検討している。鈴木（1997）は TAT が明らかにしうるパーソナリティ把握の枞組
みを提示し，その中に妄想傾向などの病理的問題の項目を挙げている。また，鈴木
（2000）では神経症，パーソナリティ障害，統合失調症，アルコール依存症など，
様々な精神疾患の TAT 事例の検討を行い，それぞれの病態の TAT 上に現れた特徴
を明らかにしている。
赤塚・豊田（1994），赤塚（1996）では精神病水準，境界例水準の TAT プロト
コールを取り上げ，Westen の SCORS を用いて得点化し，診断につなげる方法を
具体的に示している。また豊田・赤塚（2004），赤塚（2008）では鑪（1998）の
夢分析と病態水準の検討の中で見出された防衛レベルを捉える理論を TAT プロト
コールの分析に応用することを提案し，TAT 物語に現れる防衛機制から病態診断
に結びつけることを試みている。
さらに，赤塚（2008）では，Bellak（1971）
，Cramer（1996），Henry（1956），
Murray（1938，1943），Rapaport（1968）
，Shneidman（1951）
，Stein（1948，
1955），Tomkins（1947），Westen（1990，1991）などの 1938 年から 1996 年ま
での英語圏における代表的な TAT 文献，および 1960 年代以降の日本における代
表的な TAT 研究（安香・藤田，1997；木村，1964；鈴木，1997，2000；坪内，
1984；山本，1992 など）の中からそれぞれの TAT 研究者の共通性が高いもの，
かつ赤塚自身の臨床経験からして妥当と思われる TAT 特徴を選び出し，統合失調
症，うつ病，躁病，パーソナリティ障害，摂食障害，強迫神経症，ヒステリーなど，
様々な臨床群の TAT における精神病理学的判断基準を整理して提示している。こ
の赤塚（2008）の精神病理学的判断基準は，病理・病態のアセスメントに繋がる
多くの TAT 研究をほぼ網羅したものであることから，有効性と妥当性があると考
えられ，本研究ではこの基準を使用することとする。
TAT は研究の数ではロールシャッハ法には及ばないものの，上述した研究はい
17

ずれも，鈴木（1992）が TAT はロールシャッハ法と同様に，鑑別診断に対しても
有効性を持つと指摘していることと同じ考えであり，TAT を病理・病態のアセス
メントに積極的に活用できるという立場に立つ。滝沢（1985）は TAT について，
ロールシャッハ法とともに精神科診断学における最も有力な方法の一つであり，豊
かな臨床経験，優れた面接法，高度な洞察によってその効果は素晴らしいものとな
ると言及しているが，このような視点において TAT の有効性を改めて見直してみ
る必要がある。
2．テスト・バッテリーとしてのロールシャッハ法と TAT
通常，単一の心理検査のみでは把握できるパーソナリティの領域は限られている
ため，複雑多様なパーソナリティを理解するためには不十分である。したがって，
いくつかの検査を組合せ，バッテリーを組むことになる。テスト・バッテリーは「組
み合わせてテストしたほうが，個々にテストするよりも，アセスメントにおける幅
広くまたしっかりした基礎を提供するような一群のテスト からなっている」
（Korchin，1976/1980）が，実際の心理検査の施行にあたっては検査実施の目的，
検査対象者の年齢や臨床像，検査者の検査への習熟度などを考慮し，数多くの心理
検査の中から必要かつ適切な検査を選択，実施することになる。津川（1998）は，
多くの心理検査の中からそれぞれの心理検査の持ち味を十分に理解し，複数の検査
を上手に組合せてその人のあり様を多角的に描き出すことで，心理検査は最大限に
生かされることになると指摘しているが，どのような心理検査を選択し，テスト・
バッテリーを組むかということは心理臨床家の腕の見せ所となる。
テスト・バッテリーについては，Rapaport（1950，1968）がウェクスラー式知
能検査とロールシャッハ法，TAT などの投映法を組合せて実施し，投影水準と構
造水準が異なる検査を合わせることで，診断や治療に役立つ情報が得られるとする
考え方が古典的なものである。このような投影水準と構造水準が異なる検査の組合
せというのは，知能検査と性格検査の組合せに限ったことではなく，性格検査同士
の組合せでも起こり得るものであると考えられる。本研究では，性格検査として分
類される検査のテスト・バッテリーについて考えたい。
性格検査のテスト・バッテリーについては，Shneidman（1949）の意識水準を
意識，前意識，無意識の 3 つ分け，それに対応する形で質問紙法を飛行機に，TAT
を中心とする投映法を船に，ロールシャッハ法は潜水艦として示したことで有名な
図式や Stein(1955)のロールシャッハ法は人格の骨組み，TAT は肉付きを捉えると
いう考え方が初期における代表的なものである。また Hammer（1969）は，MMPI
と一般的によく用いられるロールシャッハ法，TAT，H-T-P といった投映法は，
パーソナリティの深さと水準という相対的な違いがあり，MMPI が最も浅く，TAT，
ロールシャッハ法の順でその下に続き，H-T-P は最も深部に位置づけられることを
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指摘している。これらは質問紙法は意識レベルに，TAT は意識レベルから無意識
レベルに通じるもの，ロールシャッハ法はより無意識レベルに関係しているが，潜
望鏡によって意識レベルの領域にも到達することができるという考え方である。こ
のような理論背景の下でのテスト・バッテリーは，投映法と質問紙法形式の組み合
わせが通例であり（村上，1970；小川，1991；大岸，1998；阪口，1992；津川，
1998），上述のような考え方が長い間，テスト・バッテリーの一つのモデルとな
っていた。
しかし，Murray が Shneidman（1951）の「Thematic Test Analysis」の前書
きに寄せて，臨床アセスメントを行う時間が 2 時間しかない状況であったら，TAT
と MAPS テストを複合で行うのが最も効果的であると，投映法検査の組合せを強
く推奨していることは意義深い。また，Hanfman＆Getzels（1953）は SCT を中
心にロールシャッハ法，TAT の臨床的利用について検討する中で，パーソナリテ
ィは地層が重なっているように異なった層が重なった構造をしたものと考え，臨床
家は様々な投映技法に通暁し，それらの検査を賢明に組合せる必要があることを指
摘している。さらに佐野・槇田（1955）は，SCT，TAT を中心に臨床心理アセス
メントに役立つテスト・バッテリーの研究を行い，情意的側面，力動的側面など複
雑なパーソナリティの構造や機能を調べるためには投映法検査によるバッテリー
が役立つということを示唆する言及を行っている。わが国におけるほぼ最初の臨床
心理学のテキストであると考えられる戸川（1952）の「臨床心理学」の中にはテ
スト・バッテリーという発想は見られず，千輪（1958）の「臨床心理学」におい
てはテスト・バッテリーの問題という項があり，佐野・槇田（1955）のテスト・
バッテリーの研究が紹介されていることなどからすると，日本においてはテスト・
バッテリーという視点からの心理臨床アセスメントの研究史は，佐野・槇田を嚆矢
と考えてよいと思われ，それが投映法検査によるバッテリーであることは興味深い。
Murray（1943）は， TAT とロールシャッハ法の組合せ（combination）は，
相補的情報を提供してくれるので格別に有効であると TAT マニュアルの中に明記
している。空井（1990)は「刺戟価の相違が，被検者の特殊な問題とその程度を探
るのに役立つ」とロールシャッハ法と TAT の構造化の程度の違いを取り上げ，
「そ
れゆえに，刺戟の構造化の度合の異なる投影法をうまく組合わせると，その人の内
的な特性や外的な適応性つまり人格の理解がより容易になる」とし，投映法による
テスト・バッテリーの効用を指摘している。赤塚（1996）は空井（1990)の指摘を
TAT と比較してより未構造な刺激であるロールシャッハ法は，人により見え方が
異なるということであり，その反応内容は被検者のパーソナリティの統合度や心的
葛藤パターンを表すと考えられるが，TAT のようにより構造化された刺激は，多
くの人が同一のものにみる可能性が高く，被検者の社会性，適応の強さを表すとさ
れることを紹介し，TAT とロールシャッハ法という投映法検査を組み合わせるこ
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とで，被検者の内的な特性から外的な適応性までを幅広く捉えられることになると
いう考え方を提示している。そして，そのような違いを持つロールシャッハ法と
TAT をテスト・バッテリーとして積極的に取り上げていく臨床的意義に言及して
いる（赤塚，1996，2008）。
氏原（1986）は「ロールシャッハと TAT の探ろうとする人格の層には明らかな
相違があり，両者を総合することによって一層ビビットな被験者の人格像が明らか
になる」と述べ，氏原（2005）ではロールシャッハ法と TAT では焦点の当て所が
異なるが故に，
「テスト・バッテリーとして，より多角的な人格像が明らかになる」
とロールシャッハ法と TAT をテスト・バッテリーとして用いる有効性を示してい
る。片口（1964）は質問紙法を臨床医学検査における体温計や血圧計に，ロール
シャッハ法や TAT などの投映法検査を生検に例え，比喩的に表現しているが，こ
れは片口(1969)の神経症水準より重篤な統合失調症水準においては，質問紙法では
全くその病態が捉えられない場合があるという指摘に繋がるものであると考えら
れる。その指摘を踏まえると，神経症水準を超える重篤な病態水準をアセスメント
する場合には，投映法的性格をもった検査でのバッテリーが，より有効ではないか
いう仮説的見通しが浮かび上がる。
3．ロールシャッハ法，TAT による双極Ⅱ型障害のアセスメント
投映法検査を用いた統合失調症や躁病，うつ病といった病態のアセスメント研究
は，前節で述べたようにロールシャッハ法，TAT で積極的に行われてきた。しか
しその一方で，研究知見の積み重ねによって明らかにされてきた気分障害に関する
ロールシャッハ法や TAT の診断基準では十分に理解できない臨床例についての指
摘がなされている。
片口（1960，1987）は，
「うつ病」のロールシャッハ・プロトコルについて，
「従
来のうつ病のプロトコルからは，あまりにかけ離れている・・・ことに素早い初発
反応時間，抑制的であるが，かなり自由な観念の流れと豊かな表現，反応決定因や
内容の変化性など，うつ病の特徴と著しく矛盾する点が多い」という検査所見を述
べた事例を躁うつ病の章で紹介している。また，永田（2004）は 47 名の男性職場
不適応者のうつ状態についてロールシャッハ法を用いて検討を行い，従来のうつ病
のロールシャッハ指標にあるような反応数の減尐，反応拒否の出現などが見られる
ものの，初発反応時間に遅延が見られない，運動反応 M に減尐が見られないなど，
従来のうつ病の病像とは異なるより多彩な反応を示す内面活動が活発化した症例
があることを報告している。そして，これまで職場不適応者といえば，うつ病とい
う捉え方をされてきたが，受診状況やロールシャッハ法の結果からは特異な様相を
呈する臨床症例が存在するため，うつ病という一つの枞組みで把握することは困難
であるという指摘を行っている。さらに上芝（2007）は，
「主訴や問題は一見うつ
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のようでありながら，ロ結果は典型的なうつとはとうてい考えられない事例にはよ
く遭遇する」と述べている。
これらは，従来の「躁うつ」「うつ」という概念で捉えにくい「うつ」を主訴と
する人々の存在を指摘しており，それらの人々が示すロールシャッハ・プロトコル
は，ロールシャッハ法における「躁うつ病」「うつ病」の診断基準では同定し難い
ことを示唆している。
気分障害のロールシャッハ法研究としては，Singer＆Brabender（1993）は単
極性うつ病 29 名，双極性うつ病 15 名，双極性躁病 18 名のロールシャッハ法の特
徴を包括システムを用いて検討し，ロールシャッハ法や症状の観察などによってう
つ病が顕在的で，比較的特殊スコアが高く，現実吟味力の欠損が見られる場合は双
極性障害が存在するという仮説が考えられるべきとする指摘を行っている。また，
中野ら（1995）は，気分障害者を双極性障害躁病型，双極性障害うつ病型，大う
つ病単一エピソード型，大うつ病反復型，気分変調症を含むその他のうつ病性障害
の 5 群に分け，気分障害者がロールシャッハ法に投映する感情の分析を行い，病態
によって抑うつ感情の性質や認識が異なることを示唆している。また，沼ら（2008）
や沼（2015）は，大うつ病（単一エピソード），大うつ病（反復エピソード），双
極Ⅰ型障害，双極Ⅱ型障害というタイプの異なる気分障害者 5 例のロールシャッハ
法の臨床指標に関する検討を行っている。成田（2011）は，28 例の双極性障害者
を平均 14 年間，長期経過観察し，経過観察内にロールシャッハ法を 2 回実施した
結果から，双極性障害は病状の経過とともに人格水準の低下が見られ，軽躁病的特
徴や社会適応の障害を伴う疾患であることを明らかにしている。
気分障害の TAT 研究としては，Welch et al. (1961)は軽躁病者とうつ病者の TAT
特徴を検討し，軽躁病者はより拡張された物語を变述するが，収縮した物語は両者
にともに見られることを指摘している。また，鈴木（1989）は中年期うつ病女性
の，鈴木（2000）では感情障害（躁うつ病）の TAT 事例研究を行っている。
これらの上述したロールシャッハ法や TAT を用いたアセスメント研究の中には
双極Ⅱ型障害の（または双極Ⅱ型障害と思われる）事例が含まれている可能性があ
ると考えられる。しかし，双極Ⅱ型障害は，1994 年に DSM－Ⅳに採用された比較
的新しい精神疾患であることから，この疾病が DSM－Ⅳに採用されてから 2009
年までの約 15 年間における「心理臨床心理学研究」，
「ロールシャッハ法研究」，
「医
学中央雑誌」，
「Cinii」，
「Medical on line」などのわが国のデータベースにおいて，
双極Ⅱ型障害だけに焦点を絞った臨床心理学的アセスメント研究は見当たらない。
また，海外論文を検索するデータベースの一つである「PsycINFO」において，双
極Ⅱ型障害に的を絞ったロールシャッハ法や TAT を用いたアセスメント研究を確
認すると，境界性パーソナリティ障害，反社会性人格障害，失調型パーソナリティ
障害と双極Ⅱ型障害の TAT に表れた対象関係を検討した Bernstein(1993）の研究
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が見られるのみであり，双極Ⅱ型障害だけにスポットを当てたアセスメント研究は
ほとんど行われていない。
近年，双極Ⅱ型障害をロールシャッハ法のみで捉えようとするアセスメント研究
（角藤，2009；片岡，2014；沼ら，2009）があるが， DSM－5（2013）でいう
双極Ⅰ型障害や抑うつ障害との比較検討は行われていないため，鑑別診断につなが
るアセスメント情報を積み重ねるまでには至っていない。気分障害の中において双
極Ⅱ型障害を捉えるためには，その特徴とされる「軽躁」を捉える必要があるが，
前節で述べたように，その把握には臨床上の困難さが伴うことが指摘されている。
従来の気分障害のアセスメントに関するロールシャッハ法や TAT を用いた研究
は，単極性うつ病＜大うつ病性障害＞あるいは双極Ⅰ型障害に関するものであり，
その診断基準では双極Ⅱ型障害を捉えることは難しい。上述の片口（1960，1987）
や永田（2004），上芝（2007）が従来のうつ病のロールシャッハ法の診断基準から
は，あまりにもかけ離れたロールシャッハ反応を示す，うつを主訴とする事例があ
ることに論及していることの意味を今一度見直してみる必要があるのではないだ
ろうか。双極Ⅱ型障害を他の病態と鑑別診断するためには，従来のようなロールシ
ャッハ法や TAT 単体でのアセスメント手法では限界があり，的確なアセスメント
のためには，精神疾患の鑑別診断に活用されてきたロールシャッハ法と TAT をバ
ッテリーとして利用することが有効であろうと考えられる。
第 4 節 本研究の目的
本研究の目的は，気分障害の臨床において，課題とされている双極Ⅱ型障害の鑑
別診断に資する臨床心理学的アセスメントの方法を，ロールシャッハ法とTATをバ
ッテリーとして使用する視点から提案することである。
第 2 章においては，ロールシャッハ法と TAT 上に双極Ⅱ型障害の特徴がどのよ
うに現れるかについて，2 名の双極Ⅱ型障害者のロールシャッハ法，TAT を用いて
検討を行う。そして，ロールシャッハ法および TAT によって推定される病態像に
不一致が見られるという特徴が双極Ⅱ型障害には生じることを論じ，その点を双極
Ⅱ型障害のアセスメントに利用できる可能性に言及した。
第 3 章，第 4 章では，双極Ⅱ型障害におけるロールシャッハ法と TAT 上に示さ
れる病態像が異なるという特徴について，さらに検討を行う。第 3 章では，DSM
－Ⅳにおいて同じ気分障害に分類されていた双極Ⅰ型障害および単極性うつ病＜
大うつ病性障害＞との比較を行い，上述の特徴は双極Ⅱ型障害だけに見られる特徴
であることを論じる。そして，この特徴がなぜ双極Ⅱ型障害のみに見られるのかに
ついて検討し，この点に着目することが双極Ⅱ型障害を双極Ⅰ型障害，単極性うつ
病＜大うつ病性障害＞と鑑別診断することにつながることを述べる。その上で，同
じ気分障害の中で双極Ⅱ型障害のみに生じるこの特徴を「病態のズレ現象」と名づ
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けることとする。さらに第 4 章では統合失調症との比較を行う。統合失調症ではロ
ールシャッハ法と TAT 上に示される病態像はいずれも統合失調症と判断できるも
のであり，「病態のズレ現象」は生じないことを明らかにする。
第 5 章では，双極Ⅱ型障害の「軽躁」がロールシャッハ法や TAT にどのような
影響を与えるかについて検討を深めるため，双極Ⅱ型障害者 2 名の臨床症状が変化
した時期にロールシャッハ法および TAT を 2 回実施した事例を提示する。双極Ⅱ
型障害の「軽躁」は，「軽躁」エピソードの変化に対応して，それぞれの投映法検
査上にどのように反映されるのかについて検討を行う。
これらの結果を踏まえ，第6章では，双極Ⅱ型障害に見られる「病態のズレ現象」
を双極Ⅱ型障害の中核をなす軽躁の病理という視点とロールシャッハ法，TATのテ
スト・バッテリーの有効性という視点から考察を行い，その上で本研究の成果と課
題を総括的に論じる。
なお，本研究で使用する事例については，プライバシー保護の観点から事例の概
要については，個人が特定されないような記述内容とし，ロールシャッハ法，TAT
の結果については，論旨を不明確にしない必要最小限の掲載とした。
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第 2 章

ロールシャッハ法，TAT のテスト・バッテリーによる双極Ⅱ型障害の
アセスメント

第 1 節 問題と目的
1994 年に DSM－Ⅳに初めて登場した双極Ⅱ型障害は， 1980 年代以降，主とし
て北米において単極性うつと思われるケースであっても，病前性格としてメランコ
リー親和型ではなく循環気質であり，かつ軽躁エピソードを伴う場合があることが
注目され始めた。このような特徴を持った双極Ⅱ型障害は，治療上の必要性から他
の気分障害との鑑別の重要性が，近年，臨床的に注目されるようになってきた。
第 1 章でも論じたように，双極Ⅱ型障害の軽躁は本人にとっては調子が良いと感
じられる状態であるため，軽躁状態にあるという病識が持ちにくいこと，その臨床
像は多彩で，併病が起こりやすいことなどから，治療初期に双極Ⅱ型障害を的確に
アセスメントする必要性が指摘されているものの，有効なアセスメントの方法は未
だ確立されていない。しかし，双極Ⅱ型障害独自の薬物療法や心理療法についての
治療戦略を立てることの重要性が指摘されていることを考えると，アセスメント方
法の確立は早急に取り組むべき課題である。
本研究では，DSM－Ⅳ2により双極Ⅱ型障害の診断基準を満たす 2 事例のロール
シャッハ法，TAT 結果を検討することにより，ロールシャッハ法，TAT をテスト・
バッテリーにした際の双極Ⅱ型障害の特徴を明らかにすることを目的とする。
第 2 節 方法
1．対象者
対象者は，精神科に通院中で，主治医により DSM－Ⅳの診断基準を満たすとさ
れた双極Ⅱ型障害者 2 名（事例 G，J）3。
2．手続きおよび倫理的配慮
ロールシャッハ法，TAT の実施は，主治医の同意の下，研究の趣旨について本
人に個別に説明を行った。具体的には，個人の生活歴などの情報を取り上げる場合
には最小限とし，個人が特定されることがないように配慮すること，研究協力は強
制されるものではなく本人の自由意思によるものであること，研究協力を行わない
場合でも通院中の医療機関での治療に何ら影響はないこと，研究協力に一度同意し
た後でもそれを取り消すことが可能であることなどについて伝え，同意を得ている。

2

本研究は，DSM‐5（2013）の発刊前にデータ収集を行ったため，DSM‐Ⅳの基準とその用語
を用いている。

3

本研究で使用した事例は，第 3 章でも使用していることから，このような記載となっている。
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ロールシャッハ法，TAT は心理検査の中でも時間を要する検査であるため，研
究協力者の疲労を考えながら筆者（臨床歴および両検査の経験年数 10 年以上）が
実施し，各検査実施中も疲労に対する細かい配慮を行った。ロールシャッハ法の実
施については名大式技法に， TAT は Murray 版の図版を使用し，実施方法は赤塚
（2008）に準拠した。
3．分析の視点
ロールシャッハ法，TAT によって推定できる病理・病態が重要な着目点となる
ため，ロールシャッハ法では形式分析および思考・言語カテゴリーを中心とし，TAT
では赤塚（2008）が提示している精神病理学的診断基準のうち，うつ病および躁
病についての認知・思考面の特徴を筆者が抽出・整理4し，病理的特徴の検討を行
った。使用した TAT の判断基準項目は表 1 に示した。対象者の TAT がその項目に
該当するか否かを検討した。
なお，実施した TAT 図版は，事例 G は図版 1～20 の 20 枚の full TAT，事例 J
は 16 枚であったため，Hartman や Bellak の Basic TAT Set を参考に，図版 1，
2，3，4，6GF，7GF，9GF，10，11，12F，13MF，14，15，17GF，18GF，20
を TAT の分析に使用する。
ロールシャッハ法のスコア化，TAT の検討は，両検査に習熟している筆者の他
に臨床歴 30 年以上の臨床家を含めた 2 名の合議で行った。
表 1 TAT の判断基準項目
認知・思考面の特徴
①思考過程の制止
②空想が遅く，途切れ途切れで断片的

うつ病

③未来を述べない物語

8 項目中 6 項目

④暗く沈んだ物語の結末

以上該当するこ

⑤自殺の主題，抑うつ的な物語

とを目安とする

⑥物語が貧困
⑦罪や道徳性についての典型的な妄想様思考，
あるいは常同的な語句の固執が表現される
⑧テーマは固執的

4

赤塚（2008）の TAT の精神病理学的診断基準を一部抽出・整理して用いることは承諾を得てい
る。
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①情緒性に満ちた物語の中に劇的に没入する

躁病
3 項目中 2 項目
以上該当するこ
とを目安とする

②生き生きと拡張的に，あるいは微に入り細を
うがつように变述する
③食物やもろもろの物を獲得するテーマ，強い
口愛的攻撃性表現

注：赤塚（2008）の精神病理学的診断基準を筆者が一部抽出・整理

第 3 節 事例の概要
本研究で検討する 2 事例のロールシャッハ法および TAT の実施時期は，それぞ
れの事例で異なっており，事例 G は心理面接を重ねた後に，事例 J は初診時に心
理検査を実施している。しかし基本的には，どちらも軽躁とうつを繰り返している
状態であった。
1．事例 G
来院時 40 代前半女性，短大卒，会社員。
短大卒業後，現在の会社に就職。会社の人事異動により担当する仕事の一番の古
株となり，重責を感じるようになった。めまい，月経周期の乱れ，悪心が出現した
ため，身体疾患を疑い脳神経外科受診し検査を受けるが，異常は見あたらず，精神
科受診を勧められる。過去に大きな病歴はなく，これまでに精神科受診歴はない。
精神科受診時の本人の主観的な訴えは，「出社拒否症。日曜日の夜になる頃から気
分が悪くなり，朝は調子が悪い」，「このまま仕事を続けていて良いのか？」，「う
つ気分」であり，主治医による初診時から治療初期の診断名は「うつ病」であった。
初診時に主治医から休職の指示がなされ，その後，休職と復職を繰り返す。精神
科初診時から 1 年 8 ケ月が経過した頃，デパートの紙袋を抱えて来院することが増
え，衝動的にバックを購入するなどの浪費行動が目につくようになった。その時の
本人の自覚は「快調」，「陽気」で，「仕事に行っていた方が元気」と上り調子で
あることを訴えた。また，主治医の指示で終業時間を 1 時間短縮した短時間勤務と
いう条件で復職をしているにも関わらず，主治医に相談もしないまま，一方的に上
司に「1 時間の短縮勤務を止めて 8 時間勤務にする」などと伝える言動が見られた。
しかし，1 週間もたたないうちに「会社で 1 日中泣けた」と抑うつ状態になり，こ
のような軽躁状態と抑うつ状態のエピソードを受け，主治医により G の症状は，
DSM－Ⅳの双極Ⅱ型障害の診断基準を満たすと診断が変更された。薬物療法の処
方は，気分安定薬が追加され，抗うつ薬が減量となった。
初診時直後から G の希望により，心理療法開始（週 1 回，30 分。対面法により
筆者が担当）したが，筆者の退職にあたり，G の現状把握，G 自身の自己理解の手
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助けとすること，後任の担当者に引き継ぐ際の資料とするため，初診時から 2 年
10 ケ月経過した時期にロールシャッハ法，TAT を実施した。
検査実施時の G は，軽躁状態とうつ状態を繰り返しており，会社では些細な入
力ミスや書類の紛失といった，以前の G からは考えにくいミスが頻発し，上司に
攻撃的な態度で接して衝突するなど，人間関係上のトラブルを引き起こすことがた
びたび起こるようになっていた。G は自身の様子を「今，マイナス思考」と話す一
方で，「眉毛のアートメイクにトライしてみた」，「気分は下がっている」と言う
一方で「（仲が良いと思っている）会社の後輩がいて，その後輩に家に来ないかと
初めて誘ってみた」などと語り，気分や思考とその行動が一致しない様子であった。
検査時の J の状態像は，「マイナス思考」，「気分の低下」といった本人の主観的な
訴えからすると，気分や思考は抑うつ的になっているが，行動の様子からすると，
軽躁エピソードが前面に出ており，軽躁状態であると考えられた。
2．事例 J
来院時 20 代後半女性，短大卒，栄養士。主訴は，抑うつ，身体がだるい。やる
気が出ない。不眠。いらいら感。
短大卒業後，食品関係の会社に就職。翌年春，違うセクションに配属されると，
まもなく不眠，仕事や生活が楽しくない，身体がだるいなどの状態になり，精神科
を受診し，うつ病と診断される。入院が必要というほどにはならないが，休職，復
職を繰り返し，大量朋薬による自殺未遂を数回繰り返した結果，会社を退職する。
26 歳の時に栄養士として再就職するが，注意力散漫，感情の波が激しくなり，28
歳頃から再び，休職・復職を繰り返すようになった。これまでに 4 つの精神科病院，
クリニックへの通院歴がある。
主治医の依頼と J の希望により，初診時にロールシャッハ法，TAT を実施した。
検査実施時の J は，抑うつ気分を訴え，受診をした状況であった。本人の主観的な
訴えは，気分が落ち込み，朝の調子が特に悪いということであった。眠剤を朋薬す
ることで寝付くことはできるが，2～3 時間で目を覚ましてしまう。その一方で，
仕事をし始めると，テンションが上がり，多弁になるという。仕事をしていると，
自分としては何となく落ち着く気がする。しかし，2～4 日くらいのサイクルで元
気さが変わる。また，いつ悪くなるかわからない感じがあり，将来が見えないとい
う不安感が強い。職場の人は本人のことを元気で明るい性格だと思っており，受診
時の J のように落ち込んでいる様子はあまり見たことがないのではないかと話す。
検査時の J の状態像は，抑うつ気分が前面に出ており，うつ状態が顕著であった
が，仕事中は多弁になるなどのエピソードからすると，その状態像の背景には軽躁
の影響があるのだろうと考えられた。その後の治療経過の中で 事例 J は，主治医
により，DSM－Ⅳの双極Ⅱ型障害の診断基準を満たすとされた。
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第 4 節 結果および検討
1．ロールシャッハ法の形式的側面
ロールシャッハ法の形式分析の結果を表 2 に示す。
表 2 ロールシャッハ法の形式分析結果
事例 G

事例 J

状態像：軽躁

状態像：うつ

14

24

64.3％

16.7％

26.9”

16.5”

Av.T/ach

25.2”

17.0”

Av.T/ch

28.6”

16.0”

平均範囲

20～45

Response
Turning %

30 秒以内

Av. T/1R

W％

41

35.7

87.5%

D％

49

42.9

12.5％

Dd％

4～5

21.4

0％

F％

40～60

35.7

16.7%

F+％

80～90

40.0%

50.0%

35.7%

50.0%

5：1

21：8

M：FM

1：0

8：5

M：ΣC

1：1

8：5.5

FC：CF+C

2：0

3：4

3

1

10 前後

8

7

A%

30 前後

50.0%

50.0%

H%

12～16 程度

42.9%

29.2％

5 以上

5

5

Hostility%

15.4%

32.0%

Anxiety%

46.2%

40.0%

0%

8.0％

61.6％

80.0％

0%

4.0％

Positive Feeling%

30.8%

12.0%

Miscellaneous%

7.7%

4.0％

14.3%

16.7%

R+％
W：M

2：1（M は 2～5 個）

shading
Content

Range

P
＜感情カテゴリー＞

Bodily Preoccupation%
Total Unpleasant%
Dependency%

Neutral%

40～50

注：平均範囲については，名大式技法の解説書に記載されているもの
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（1）事例 G
平均初発反応時間 26.9 秒（無彩色 25.2 秒，彩色 28.6 秒）はやや遅い傾向にあ
り，反応総数 R=14 はどちらかと言えば尐ない。体験型は M：ΣC=1：1 の両貧型
で，運動反応としては M＝１が見られるのみで，FM=0，m＝0 である。これらの
ことからエネルギーに乏しく，精神内界の動きは活発でないと言える。
反応領域は W％＝35.7％，D％＝42.9％，Dd%＝21.4%で，D 領域と Dd 領域で
反応する割合は 64.3％であり，W 領域以外での反応が多い。ブロット全体を統合
することが困難になっていると考えられる。異常部分反応（Dd 反応）は，名大式
技法で健常者の平均値が 4～5％とされていることからすると，2 割を超える産出
割合は多いと言える。また，そのすべての反応がブロットの分割の仕方が独特で稀
にしか見られない dr 反応であることを考えると，独断的なものの見方をしやすい
傾向を表している。R+％＝35.7％，F+%=40.0%から，主観的現実認知が目立ち，
情意の混乱，知覚の明確さ正確さを欠く傾向が考えられる。FC=2，FC’+C’F=4 で
あり，色彩よりも無彩色への反応性が高く，抑うつ気分が示唆される。 shading
反応にスコアした反応はすべて vista 反応（21.4％）であり，自己と他者との間の
心理的距離に敏感で，他人や外界の危険性に対しての不安感を示していると考えら
れる。コンテント・レンジは，C.R＝8 であるが，思考内容の貧困さを表す程度の
ものではない。H％は 42.9％，A％は 50.0％であり，他者への過敏性や未熟なあり
方の反映であると考えられる。
感情カテゴリーでは，不安感情（46.2％）と敵意感情（15.4％）が目立つ。中性
感情は 14.3％（健常者の平均 40～50％）で，尐ない数値を示している。4 割を越
す不安感情に注目すると，脅威反応（Athr）が 30.8％と最も多い。これは，外界
の脅威に対する不安感が高いことを示唆していると考えられる。
上芝（2007）は，抑うつの指標として，
「R 尐，両貧型の体験型，萎縮・沈滞し
た様子を反映したプロフィールを呈する」といった特徴を挙げているが，事例 G
のロールシャッハ反応もそれを支持するものである。しかし，F％の低さ（35.7％），
F＋の低さ（40.0%），Dd 反応の多さは，うつ病に関しての従来の研究データ（片
口；1987，高橋・北村；1981）を否定するものであり，抑うつ傾向はあるものの，
単極性うつ病＜大うつ病性障害＞と断定することはできないと言える。
（2）事例 J
平均初発反応時間 16.5 秒（無彩色 17.0 秒，彩色 16.0 秒）は平均的で，反応総
数 R=24 も平均的と言える。体験型は M：ΣC=8：5.5 で，内向傾向を持つ両向型
である。M＝8，FM＝5，m＝3 が見られるが，その多くが形態水準が低下した反
応である。上芝（2007）は「運動反応の多いことが，そもそも周囲を自分流に加
工して見る傾向を示す」と指摘しているように，精神内界の動きは活発であるが，
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現実を主観的に歪めて受取る可能性が示唆される。
R+％＝50.0％，F+%=50.0%，W％＝87.5％であることから，漠然とした現実認
知をしやすく，知覚の明確さ正確さを欠くことを示唆している。色彩については，
彩色に対しての反応性が高い。FC＝3 に対し，CF＝2，C／F=2 であり，CF 型で
ある。情緒反応の統制が不十分で，特に C／F は不自然でこじつけ的な反応であり，
これは外界刺激を表面的で恣意的なやり方で合理化しようとする態度である。また，
名大式技法の平均範囲は F％＝40～60％であることを考えると，F％が 16.7％であ
ることは極めて低い値といえる。コンテント・レンジは C.R＝7 と多くはないが，
思考内容の貧困さを表すほどではない。反応内容は， A 反応が 50.0％と半数を占
めている。
感情カテゴリーは，敵意感情（32.0％）と不安感情（40.0％）が目立つが，中性
感情（16.7％）や快的感情（12.0％）は尐ない。敵意感情では，直接敵意反応（HH）
の 8.0％と間接敵意反応（Hh）の 16.0％が，不安感情では，脅威反応（Athr）の
16.0％と陰うつ反応（Agl）の 12.0％のスコアが多く，外界に対する恐れや嘆き，
悲しみを伴った反応が多く産出されていると言える。
上芝（2007）は躁病について「R 多，両向型の体験型，低い形態水準など，活
発・軽佻な様子」という特徴を挙げ，高橋・北村（1981）は，その他に始発反応
時間の早さ，全体反応の多さ，W-傾向，コンテント・レンジの多さを指摘し，さ
らに「躁状態の者は，幼稚で未成熟な行動を取りがちであり，FM や m が多くな
る」，「躁病の興奮状態のロールシャッハ反応では，躁病の周期的な感情の動揺が
CF 型の色彩型である」としている。さらに，Shapiro(1960)は軽躁病のロールシ
ャッハ反応について，C／F 反応に代表されるこじつけられた色彩反応が生じやす
いことを報告し，そのような反応が衝動的な拡張性，高揚感によるものであると指
摘している。これらの指摘は，事例 J のロールシャッハ法の結果とほぼ一致するも
のの，平均的である総反応数や初発反応時間，尐ない傾向にあるコンテント・レン
ジなどは，それらの先行研究での指摘を必ずしも支持していない。つまり，ある種
の躁方向の状態を示唆していると考えられるが，それが躁病のような大きなエネル
ギーを持った状態にはないと考えられる。
2．思考・言語カテゴリーを中心とした質的側面
（1）事例 G
事例 G のロールシャッハ法プロトコールを表 3 に示す。
表3

事例 G のロールシャッハ法プロトコール

No

Time
Position

Ⅰ

25”

Scoring

Response
①チョウチョ。崩れかけていて黒いか

30

W，FC’+，A/，P，Agl，

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

Ⅵ

∧
1’01”
30”
∨
40”
8”
∧

ら死骸のような感じですね。

definiteness

②人間の肺と骨盤，心臓。
＜inquiry＞今はどう見てもカニの頭
にしか見えない。
③人間が向かい合わせで，ゲームでも
してる。赤はちょっとわかんないけ
ど。

D4，F－，Ad，Mi，
changed response

45”
∨
1’20”
32”
∨

④虫の口，爪のある手，足っていうの
かな。虫に見える。

D3，F－，A，Hh，

1’05”
∨

⑥気持ち悪い。＜inquiry＞呪縛霊。 Dd(dr)，C’F－，Hd/，Athr，
1･2･3･4･5 顔だけ写真でうっすら写 arbitrary response
っている。この辺に浮いて出ている。

1’30”
32”
∧
1’00”
30”
∧

Ⅸ

Ⅹ

⑤馬面のコウモリ。＜inquiry＞竜な D1，FC’－，Ad/ A，Athr，
のか馬なのか。竜かな。（竜と見た一 secondary addition
部に対し）犬がいて，黒猫がいる。口 arbitrary response
で目で鼻で体で，2 匹いて尻尾もある。

W，F+，A，P，N，

Dd(dr)，FC’－，Fd，Por，Hsm，
changed response

20”
∨

⑧中まで見えているから，花の咲いた
所を縦割りにした図。＜inquiry＞キ
ウイの実。白くてキウイを輪切りにし
た形。どんどん見ているとどんどん変
なものに見えてきますね。
⑨鏡に左右対称に女の人の顔が映っ
ている。＜inquiry＞その下にもグロ
テスクな顔があるように見える。虫歯
菌みたいなのがいて，顔が猿みたい。
⑩花。色鮮やかに咲いた所。紫の花，
グリーンは葉。

55”
∨

⑪嫌なところ見ていくと心霊写真。顔
が 3 人。薄っすらと目と鼻と顔。

Dd(dr)，F－，Hd/，Athr，
arbitrary response

1’05”
∨
1’30”
25”
＞

⑫鼻の長いありくい虫が左右で 2 匹
いるよう。＜inquiry＞イタチにも見
える。
⑬老婆が台車を押しながら，背景には
花。それが湖面に映っている。

D1＋1，F+，A，P，N，
modified response

1'20”
1’00”
∨

色は綺麗だけど良い感じは受けない。
⑭女の人で後は模様。漫画に主人公の W，FV－，H A/ Cg，Athr，
気持ちを背景に描くのがあるじゃな overdefiniteness
いですか。不安の要素が散りばめられ

7”
∧
1’05”

Ⅷ

Toy，P，

⑦顔の感じと羽が長いからコウモリ
のよう。

1’05”
Ⅶ

D1＋1＋6B，Mp＋，H
Prec，
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D1＋1，FV－，Hd Hd/，Afant，
symmetry remark
fluid
W，FC＋，Flo，P，Pnat，

W，FV FC－，H
Pnat，
overdefiniteness

Nat

Imp，

1’55”

ているような図柄。変な物が周りにい
っぱいある。一人の人が鏡に映ってい
る。

表 3 にあるように，事例 G の思考・言語カテゴリーには大きく 3 つの特徴が見
られる。第一に，反応段階での反応が質疑段階になると様々に変化していく特徴が
見られている。図版Ⅱの「肺と骨盤，心臓」という反応が質疑段階では「カニの頭」
へ，図版Ⅵの「花」が「キウイ」というように，反応段階での基本的知覚がまった
く別の概念に変わってしまう changed response がある。また，図版Ⅳの D1 領域
に「馬面のコウモリ」と反応するが，質疑段階では「竜かな」と変化し，さらに「竜」
と反応した領域の中の一部に対して「犬がいて黒猫がいる」とさらに反応が変わっ
ていく。つまり質疑に際して近接の領域をも包摂し，そこに新しい概念が加味され，
反応内容が次第に変わっていく secondary addition が見られる。さらに，図版Ⅷ
の「ありくい虫」が「イタチ」へと，反応段階での基本的知覚や概念は同一である
ものの，修飾したり限定する際に変わっていく modified response がある。これら
は自己不全感に基づくものであり，人格の浮動性の反映，ego boundary の不安定
さ・曖昧さに通じるものであると考えられ，統合失調症圏の病態が疑われる可能性
も否定しきれないようなあり方である。
次に，図版Ⅳの「犬がいて黒猫がいる」，
「呪縛霊」という反応や図版Ⅷの「心霊
写真」のように，容易にゲシュタルトを作れない領域から恣意的な反応を作り出す
arbitrary response が見られる。これは，名大法の思考・言語カテゴリーでは
ARBITRARY THINKING（恣意的思考）のカテゴリーに該当し，ブロットの特
徴という枞組みにとらわれないで自由に考えつく反応である。現実吟味が崩れかか
っており，ブロットとの距離の喪失を意味し，病的なものである。
さらに，図版Ⅰでは「崩れかけていて黒いから死骸のよう」というように，特殊
な限定づけがなされた definiteness が見られ，図版Ⅸの「老婆が台車を押しながら
背景には花。それが湖面に映っている」という反応や図版Ⅹの「不安の要素が散り
ばめられているような図柄」という反応は，definiteness 以上に反応内容の性質や
状 況 を 限 定 づ け よ う と す る overdefiniteness で あ る 。 こ れ ら は い ず れ も
FABULIZATION RESPONSE（作話的反応）に相当する反応であり，図版Ⅰの
「死骸」という反応からは悲哀感が，図版Ⅹの反応からは，情緒が思考内容を支配
しており，自身が抱いている不安感や不確実感の強さが示唆される。馬場（1997）
は，境界性パーソナリティ障害者に現われる逸脱言語表現として，過剰な情緒的意
味づけや主観的すぎる説明を特質とする作話傾向を取り上げ，「観察や判断の過程
（二次過程）が，欲動や感情で色づけられすぎて，客観性を失う（一次過程思考）」
としているが，これと同じ意味合いを持つものと考えられる。
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（2）事例 J
事例 J のロールシャッハ法のプロトコールを表 4 に示す。
表4

事例 J のロールシャッハ法プロトコール

No

Time
Position

Response

Ⅰ

10”

①こうもり。羽，顔，真ん中に胴体，

∧

色もこうもりらしい。

Ⅲ

WS(se)，F+，A，Adis，

②蛾のように見えます。羽と目と触

∧

覚。真ん中に胴体。白い部分は模様。

2’37”

③怒った兎。吊り上った目，牙，耳。

WS(se)，Ma’－，Ad，HH，

全体が顔。黒が怒っている感じ。

affective elaboration

3’00”
20”
∧

④手を合わせて，顔，身体で足，2 人
が向かい合っている。

W，Mp+，H，P，Pcpt，

52”
∨

⑤骨盤。黒いので全体の形が骨盤のよ
うに見えた。

W，C’F－，Atb，Bb，

2’25”
∧

⑥人が心臓を踏んづけている。赤いの
で心臓。悪い人達がやっつけたい敵の
心臓を踏んづけている。

W，Ma－，C/F，H Atf，HH，Bf，
overelaboration

⑦顔，胴体，足，胸，ハイヒールを履
いて女性が向かい合っている。

D1＋1B，Mp+，H Cg，P，Pcpt，

⑧カマキリみたい。＜inquiry＞目に見
えたが・・・あとはよくわからない。
カマキリの顔がぱっと思い浮かんだ
が，今じっくり見ると，なかなかそう
見えない。

D6，F－，Ad，Athr，
apology

⑨熊の敶物。顔，手，足。黒っぽくて

W，FC’＋，FT，Aobj，P，Agl，

2’58”
13”
∧
43”
∧

Ⅳ

WS(se)，FC’+，A， P，N，

1’20”

∧
Ⅱ

Scoring

1’07”
14”
∧

薄っぺらい，ペラペラした感じ。うつ
伏せになって倒れているみたいな感
じ。

1’00”

⑩大柄な男の人が仁王立ちになって

W，Ma＋，FC’，H，Daut，Athr，

∧

いる。顔，手，足で，色の黒さが男の

definiteness

人のように思えた。
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1’38”
∨
Ⅴ

Ⅵ

Ⅶ

Ⅸ

Ⅹ

目があり，羽，足があり，ベチャンと

rationalization

1’57”
27”
∧

倒れているみたいに見えました。

1’17”
∧
1’37”
17”
∧

⑬蟹のハサミが２つあるような感じ。

W，F－，Ad，Hh，

⑭ビンが割れている。全体でビンがあ
り，それが割れて飛び散っている。

W，mFa－，Orn，Agl，
rationalization

31”
∨
1’30”
17”
∧

⑮もみじ。葉っぱ，軸の部分で，葉っ
ぱがもみじっぽい。

W，F＋，Bot，N，

32”∧

⑰兎が 2 匹。顔と耳，胴体と手。外側
に向かって跳ぼうとしている。

1’15”
∧

Ⅷ

⑪アヒルが倒れている。顔，くちばし。 W，FMi－，A，Hor，Agl，

2’00”
11”
∧

⑫翼を広げた鳥が立っている。頭，羽， W，FMi－，A，N，
足で立っている。

⑯女の人が背中を向け合って顔は向 W，Mp＋，H，Cg，Pcpt，
け合って見つめている。顔，背中，手，
足でスカートを履いている。顔の輪郭
が女性らしい。

⑱女の人が離れたがっているけれど，
足がくっついていて逃げられない。
＜inquiry＞最初の背中を向け合って
いる女の人（⑯）が別々の方向に行き
たがってる。だけど足がくっついてい
て行けないので，顔を見つめ合ってい
る。

D1＋1，FMa＋，A，N，

W，Mi－，H，Hcmpt，
overdefiniteness

⑲木に登っているカメレオン。顔，足， W，FMa+，FC，A Bot，P，Abal，
尻尾で，あとは全体が緑色だし木。

45”
∧
1’10”
25”
∧

⑳木が燃えている。色も燃えている感
じです。

W，mFa－，FC， Fi Bot，Hh，

㉑炎。色は燃えている感じ。先端の尖
っている所が炎らしく見える。

W，mFa－，CF， Fi，Hh，

40”
∧
1’40”
11”
∧

㉒炎のイメージから竜が 2 匹，昇って
いる感じ。いかつい感じの竜。竜には
目，鼻，耳があり，その他は炎。
㉓元気な虫に見える。色とりどりなの
が，元気のように見えた。

W，FMa＋，CF，Fi A/，Athr，
Hh，
overdefiniteness
W，FC－，A，Mi，
affective elaboration

42”
∨

㉔ピエロみたいに顔にペイントをし
ている人で，怒っているのか笑ってい

W，Mi－，C/F，Hd，Adef，Athr，
affect ambivalency
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2’25”

るのかわからない。目と眉は吊り上が
り，口は全然笑ってない。色々な色が
ペイントに見える。何を考えているか
わからない。怖い感じはある。

事例 J の思考・言語カテゴリーには大きく 3 つの特徴が見られる。まず，図版Ⅲ
の「カマキリ」が質疑段階になると「よくわからない。・・・なかなかそう見えな
い」というように不確実な反応になっている（apology）。これは，自己内省的な態
度であり，自己不全感，ego boundary の不安定さにつながるものである。
次に，図版Ⅳの「アヒルがベチャンと倒れている」という反応は，アヒルの基本
的な形態が不適切であるために，「倒れている」と言うことによって合理化して解
釈しようとしたものである（rationalization）。同様の反応は，図版Ⅵの「ビンが
割れて飛び散っている」という反応にも見られる。ビンという反応を発展させるに
は図版Ⅵには類似したブロットがないために，「割れて飛び散る」と付け加えるこ
とによって，ビンの固有の形を故意に変形させてブロットの形にこじつけ的に合わ
せようとしていると考えられる。これらはいずれも ARBITRARY THINKING
（恣意的思考）のカテゴリーに該当し，思考の恣意性や現実吟味が若干崩れかかっ
ていることを意味するものであり，この特徴からは統合失調症圏の病態の可能性を
否定できないと考えられる。
さらに，修飾の程度は様々であるが，多くの FABULIZATION RESPONSE（作
話的反応）が見られる。図版Ⅰの「怒った兎」やカードⅩの「元気な虫」という反
応は，
「怒った」，
「元気な」という情緒的な調子が中心になっている反応（affective
elaboration）である。図版Ⅹの「顔にペイントしている人で，怒っているのか笑
っているのかわからない」という反応の背景には，両価的な感情の存在が認められ
（affect ambivalency），現実吟味の自我機能の悪さが窺えるものとなっている。
図版Ⅳの「大柄な男の人が仁王立ちになっている」は大小の指摘がなされ，ある特
殊な限定付けを持った反応（definiteness）と言える。図版Ⅶの「女の人が離れた
がっているけれど，足がくっついていて逃げられない」，図版Ⅸの「炎のイメージ
から竜が 2 匹昇っている」という反応は，図版Ⅳに見られるような definiteness
以上に反応内容の性質や状況を限定づけている反応であり，ブロットの特徴を根拠
として作話がなされている（overdefinitess）。さらに，図版Ⅱの「悪い人達がやっ
つけたい敵の心臓を踏んづけている」という反応は，ブロットの特徴から逸脱した
状況説明が行われており，作話傾向の強い反応（overelaboration）である。
全体的な特徴としては，形態水準の悪い運動反応が多いことから，主観的意味づ
けをしやすく，そのことが不良独創反応の増加に繋がっている。このあり方は，妄
想傾向を伴った認知へと繋がり，自我コントロールの崩れを疑う必要があるもので
ある。また，図版Ⅳの「アヒルが倒れている」，図版Ⅵの「ビンが割れている」，図
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版Ⅶの「足がくっついていて逃げられない」という反応に見られるような，外から
の圧力による被害感を伴った反応は，断片化した自己表現の表れであり，安定感に
欠けた内面を反映していると考えられる。これらの反応は，高橋・北村（1981）
が統合失調症の妄想型において生じやすいとしている「体験された外界の脅威」に
つながる反応である。また，馬場（1995）は，感情的色づけ（作話傾向）の強い
反応語を産出したロールシャッハ事例を紹介し，境界的人格構造を持ったパーソナ
リティ障害であると解釈している。
図版Ⅱの「赤いので心臓」，図版Ⅷの「木が燃えている」，図版Ⅸの「炎」，図版
Ⅹの「顔にペイントしている人で怒っているのか笑っているのかわからない。目と
眉は吊り上がり，口は全然笑ってない。・・・怖い感じ」などの反応は，中和され
ない攻撃性や漠然とした不安感が投映されたものであり，自我異質的なエネルギー
を持ったものである。それらの反応に見られる fire 反応や図版Ⅹの「元気な虫」と
いう色彩反応は，活気のある反応になっているものの，躁病の特徴として一般的に
挙げられているような，感情の高揚感や観念奔逸と言えるまでのエネルギーは感じ
られない。それはあくまでも，躁的な気分を示唆するものであろうと考えられる。
Rorschach（1972／1998）は，躁病においても「作話的，しばしばいいかげんに
未決定のままにされる反応がある」とし，片口（1987）も 「作話的で慎重さを欠
く全体反応が多く生じやすい」と作話反応が見られることを指摘しているが，形式
分析の結果や反応内容から推測されるエネルギー水準を合わせて考えると，躁病と
までは言えないものであると考えられる。
3．TAT
（1）事例 G
事例 G の分析に使用した 16 枚の TAT プロトコールを表 5 に示す。
表5

事例 G の TAT プロトコール

No

RT

TT

1

15”

55”

TAT

STORY

えっと・・・この男の子はバイオリン？＜思った通りで良いです
よ＞バイオリンの発表会があるんだけど，うまくできないので頭
を抱えている。過去はうまくできない。未来は演奏会があるから
今からどのような練習をしようかなって思っている。こんな感じ
で良い？ 今悩んでいるところ。

2

5”

1’50”

難しいんだよな（ロールシャッハ法と比べて）こっちのテストっ
て。え・・・・・（25”）今は・・・この女の人は学校に行こうと
していて，木にもたれている人は物思いに耽っていて，馬の手綱
を持っている男性は農作業をしようとしている。過去に戻ると家
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族で・・・未来は結局バラバラなことをしている。
3

20”

55”

BM

う～んと・・・なんか夫と喧嘩をして泣き崩れている妻・・・・
が現実で・・。過去は・・・，う～ん・・・・いさかいが多い夫
婦。未来はうまくいかない。結局うまくいかない夫婦で，別れる
みたいな感じになる。

4

8”

1’00”

今，男子が家から出て行こうとしているのを女性が，男性は旦那
さん，女性は奥さんで，止めようとしている。過去はいさかいを
していて，未来は，でも・・・出て行くんだと思う。この男性は。
・・・
だから暗い結末です。

6

15”

1’30”

GF

難しんですね。こっち（TAT）の方が。
・・・・・（32"）女性の方
が娘で疲れていて，ソファにもたれかかっていたところ。背後か
ら父親が声をかけている。過去は何かに娘は疲れていて，ソファ
に座っている。未来は・・・う～ん・・・・きっと父親と口論に
なる・・・・きっと・・・という未来。

7

5”

1’40”

GF

さっきから同じようなストーリーだけど・・・・・やっぱりあの，
女の子がお人形さんを持って遊んでいたんだけど，・・・・・そ
の・・・・・・何かまぁ・・・・・乳母がお母さんというより乳
母が勉強しなきゃって教えているけど，そっぽを向いている。自
分は人形遊びをしたい・・・・で，だから女の子は過去には人形
遊びをしていて，で，これは未来は仕方なく，なんかこう読み聞
かせられるんだと思う。その・・・・お勉強って・・・いうか，
本を読むことになる。読むのを聞くことになるということで。

9

15”

1’20”

GF

えっと・・・・・この前面にいる女性はメイドさん。下で走って
いるのがそこの家のお嬢さん。お嬢さんが逃げ出すところを発見
した。う～ん・・・・だから過去はこのお嬢さんが家に閉じこめ
られているような状態で，メイドさんは・・・・・お嬢さんの係
の人。その悩みもわかるのでそのメイドさんはこのまま逃がして
やるのが未来。

10

20”

50”

う～んと・・・・・・例えば・・・最愛の息子とか娘を亡くして
嘆いている夫婦。過去は自慢の娘か息子で，幸せな家庭だった。
未来は・・・・・結局亡くなったことで寂しい夫婦になる。とい
うことで・・・・・。

11

10”

2’00”

なんか・・・難しい気がする。う～んと・・・・・
（25”）これ（上）
が蛇っていうか大蛇・・・・・猪（右）のような。猪じゃないな。
バッファロー？みたいなものの対決の場面。で，過去は大渓谷か
何かでそれぞれに暮らしていたんだけど，たまたまこの日は出会
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って，どっちかが食べ物にしようとしている。未来は・・・う～
ん・・・こっちの蛇が勝つのかなって思う。
・・・・きっとこのバ
ッファローの方は渓谷に落ちていく・・・・・・と思います。
12

5”

1’40”

F

この女性の・・・・・天使の部分と悪魔の部分っていうのがあっ
て。意地悪な考え方になっていて，後ろのお婆さんは悪魔の考え
みたいな，今ささやきかけている。だんだん，この人は過去って
いうか，いつもは常識人，負の部分も持っているし正の部分も持
っているし，普通の人だけど，今ちょっと意地悪な考え方になっ
ている。未来は・・・・・う～ん，たぶん，迷ってそれは成し遂
げられない。悪い考えっていうのは結局，天使君とかが出てきて
そっちの方の考え方に行くと思う。

13

7”

1’02”

MF

何か，このえっと男性が帰ってきたら女性が殺されていて，嘆い
ているところ。過去は・・・・・う～んと・・・・仲の良いご夫
婦で，未来は・・・・・う～ん・・・・・きっと・・この人は酒
に溺れたりする。悲しさがなかなか癒えない。癒されないって感
じになる。

14

27”

1’55”

やっぱり，う～ん・・・・なんか，暗闇。今，暗闇の中にいる人
で，
・・・外は朝ではなくて夜。月の光を見ている所で・・・・・・。
だから周りも暗いけど，電気もついてなくて，過去は・・・・・
う～ん・・・・なんか悩み事とかある人・・・・たまたま今日の
夜は真っ暗な所に月が出ているので眺めている。未来は・・・・・
でも別に・・・う～ん・・・・・これを見て，あーあと思うべき
で未来はそう変わらない・・かな。難しいんですよね。これ。

15

5”

1’55”

17

17”

2’10”

GF

え～何か，お墓の前にたたずんでいる女性。
・・・・・だから誰か
の墓参りかな・・。過去は・・・う～ん・・・・あまり関係の良
い人が亡くなったわけじゃなくて，来ているんだけど，この人は
怖い顔をしているんで，何か訴えに来ているのかな。未来は・・・
う～ん・・・憎しみとかがあるのかもしれないし，それはずっと
思っているところです。
この日は太陽が出ているけど，女の人は飛び降り自殺しそうなく
らい暗い。あ，天気は良くないっていうのが今で。下の働いてい
る人はこのまま１日過ぎていく。この人は・・・・過去は・・・・
この・・・・・女性は悩みがあると，今回も大きな橋の所を通り
かかってポンと身を投げそうで覗いている。未来はまた歩いて行
く。そういう飛び込みせずに。民族衣装風の人たちはいつもの仕
事をしている。
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18

20”

55”

GF

え～と・・・老夫婦。お年を召している夫婦で，旦那さんが倒れ
て・・・帰ってきたら，奥さんが気づいたら倒れていて，抱きか
かえているところ。過去は２人で平凡な生活を送っていた。未来
は奥さん，１人で生活することになる。

20

5”

1’20”

きたな～・・・・・えっと・・・・（25”）街灯の下にたたずむ男
の人。帽子を被っている男の人。で，雪が降っている。誰かを待
っているのが現在。過去は・・・・・，来ない女性。振られた彼
女を最後で良いから来てくれって言って待っている。過去は恋人
がいたけど，別れ話になって，未来は恋人が来ないという。

事例 G の TAT が，表 1 に示した TAT の判断基準項目にどの程度一致するかを
検討し，その結果を表 6 にまとめる。
表6

事例 G の TAT 判断基準項目についての検討
認知・思考面の特徴

該当

うつ病

①思考過程の制止

○

8 項目中 6 項

②空想が遅く，途切れ途切れで断片的

○

目以上該当

③未来を述べない物語

×

することを

④暗く沈んだ物語の結末

○

目安とする

⑤自殺の主題，抑うつ的な物語

○

⑥物語が貧困

×

⑦罪や道徳性についての典型的な妄想様思考，

×

あるいは常同的な語句の固執が表現される
⑧テーマは固執的

○
該当項目数

躁病
3 項目中 2 項
目以上該当
することを
目安とする

5

①情緒性に満ちた物語の中に劇的に没入する

×

②生き生きと拡張的に，あるいは微に入り細を

×

うがつように变述する
③食物やもろもろの物を獲得するテーマ，強い

○

口愛的攻撃性表現
該当項目数

1

うつ病の TAT 判断基準に一致する項目として，①思考過程の制止，②空想が遅
く途切れ途切れで断片的，④暗く沈んだ物語の結末，⑤自殺の主題・抑うつ的な物
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語，⑧テーマは固執的の 5 項目がある。以下それぞれについてその特徴を述べる。
①思考過程の制止，②空想が遅く途切れ途切れで断片的。
分析に使用した TAT 図版 1，2，3，4，6GF，7GF，9GF，10，11，12F，13MF，
14，15，17GF，18GF，20 を見ると，カード 4，12F，18GF を除いた残りの図版
の TAT ストーリーはいずれもためらいながら，途切れがちに作られており，これ
は思考過程の遅延，制止と言われる病理現象の反映と考えられる。また，平均初発
反応時間は，12.4 秒と平均的であるが，図版 2，6GF，11，20 では「難しい」な
どと TAT への最初の戸惑いを表現した後でしばらく考え込んでいる。図版 2，11，
20 では 25 秒，6GF では 32 秒というように，ストーリーを語り始めるのは図版を
提示してから一定時間を経過した後であることを考えると，図版によっては空想が
遅れがちとなっていると言える。
④暗く沈んだ物語の結末。
「未来は結局バラバラなことをしている（2）
」，
「暗い結末（4）」，
「寂しい夫婦に
なる（10）」，「渓谷に落ちていく（11）」，「悲しさがなかなか癒えない（13MF）」，
「未来は恋人が来ない（20）」など，物語の終わり方はポジティブな明るい結末で
はなく，暗くネガティブな方向を持ったものである。また，「夫婦→うまく行かな
い夫婦で別れる（3BM）」，「老夫婦→未来は奥さん 1 人で生活することになる
（18GF）」というストーリーは，幸福と不幸を対比させた不幸な結末が变述されて
おり，強い抑うつ気分が窺える。
⑤自殺の主題，抑うつ的な物語。
図版 17GF では「女の人は飛び降り自殺をしそうなくらい暗い・・・
（中略）
・・・
今回も大きな橋の所を通りかかってポンと身を投げれそうで覗いている」という自
殺をテーマにした物語が語られる。また，「バイオリンの発表会があるんだけどう
まくできないので頭を抱えている。過去はうまくできない（1）」，
「うまくいかない
夫婦で別れる（3BM）」，「女性の方が娘で疲れていて（6GF）」，「最愛の息子とか
娘を亡くして嘆いている夫婦（10）」，
「バッファローの方は渓谷に落ちて行く（11）」，
「酒に溺れたりする（13MF）」，
「悩み事とかある人（14）」，
「別れ話になって（20）」
など，抑うつ感が漂うストーリーが多い。
⑧テーマは固執的。
図版 6GF「口論になる」，図版 12F「意地悪な考え方になっている→迷ってそれ
は成し遂げられない」というストーリーを除き，残りの 14 枚の TAT ストーリーは，
悩み（1），人間関係や愛の破滅，不幸，悲しみ（2，3BM，4，9GF，10，13MF，
18GF，20），不快（7GF），破滅や破壊（11），陰気（14），憎しみ（15），死（17GF）
といったネガティブな内容のストーリーが繰り返し語られている。
表 1 にあるように，うつ病の TAT 判断基準項目の一つである「物語が貧困」と
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いう項目については，以下のような理由により基準には該当しないものの，エネル
ギーが低下した心性を反映していると考えられる。分析に使用した 16 枚の図版全
体を通して，TAT ストーリーは図版刺激の絵柄を超えない範囲での描写である。
坪内（1984）は TAT 図版に対し，誰もが認知し物語に取り入れ，物語の主要な筋
や主題を作るのに用いる絵の主要部分やその図版に生じやすい標準的な反応を標
準反応として図版ごとに設定しているが，16 枚の TAT ストーリーは，坪内（1984）
が指摘するような絵柄の主要部分の認知，標準反応であるといってよい。これは物
語が貧困とまでは言えないものであるが，創造性が豊かである物語とも言えないも
のである。
上述した TAT 特徴からは，強い抑うつ感の存在が推測されるが，表 1 のうつ病
の判断基準に一致する TAT 特徴は 5 項目であり，うつ病の TAT とは言えない結果
である。
その一方で，図版 6GF の「父親と口論になる」，図版 11 の「どっちかが食べ物
にしようとしている」というストーリーに見られるように，口愛的攻撃性の表現や
ある種の力強いエネルギーが感じられるストーリー描写がなされている。これらの
反応特徴のみに注目すれば，躁方向の病態の可能性も完全には否定できない。しか
し，その他の躁病の TAT の判断基準の項目にあるような，情緒性に満ちた豊かな
物語や生き生きとした拡張的な变述は全く見られない。図版 6GF や 11 の TAT ス
トーリーに見られるように，一部にエネルギーを感じさせる物語もあるが，その他
は抑うつ的な物語が中心であり，躁病の可能性は否定できる。
事例 G の TAT 物語の全般的特徴は，図版刺激により引き出された範囲内のスト
ーリーであり，知覚の歪曲や図版から著しく離れた奇妙な物語，妄想を伴った物語，
支離滅裂な陳述は見られない。ストーリー全体は抑うつ気分を強く漂わせているた
め，うつ病相を中心とした病態と捉えるべきであり，躁病や統合失調症の可能性は
否定ができる。しかし，一部にはある種の力強いエネルギーを感じさせる TAT ス
トーリーも見られ，単極性うつ病＜大うつ病性障害＞の典型とは考えられない。
（2）事例 J
事例 J の TAT プロトコルを表 7 に示す。
表7

事例 J の TAT プロトコール

No

RT

TT

1

40”

2’20”

TAT

STORY

バイオリンが壊れてしまったので，困っているところ・・・・・遊
んで弾いていて壊してしまった。お父さんのバイオリン・・・・隠
して，何もなかったことにするか，謝るかを迷っているところです。
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2

1’25”

3’40”

・・・家族・・・家族です。けれどそれぞれが・・・いや，違いま
す。他人みたい。
・・・あまり仲は良くないみたいで，・・・・えー
っと・・・・家族の絆はもうとっくに壊れてしまっているみたい。
一人ひとりがばらばらに，自分の進む道を見つめている。

3

30”

5’00”

GF

・・・・何かに間に合わなくて，絶望的になっている。
・・・・早く
動いていれば良かったと後悔している。家族が出て行ってしまっ
た。
・・・・女の人の旦那さんが，子どもを連れて出て行ってしまっ
た。
・・・・女の人が，子どもに虐待していて・・・・それがバレて，
旦那さんが子どもを連れて出て行き，別れた。それで落ち込んでい
る・・・・。

4

20”

・・・・・
2’30” ・・・女の人は男の人に好意を持っているけれど，男の人は，
この女の人にうんざりしている・・・・・。女の人は，結婚しよう
と迫っていて，男の人はどう逃げようか考えているところ・・・・。

6

55”

2’25”

GF

若い女性がホテルのラウンジみたいな所で休憩していたら，初老の
男性が急に声をかけてきたので，驚いているところ。
・・・・・・若
い子が一人でいるから・・・・男の人は・・・
「食事でも」と誘って
いるような。
・・・男の人は寂しさをまぎらわそうとしている。

7

30”

1’45”

GF

女の子が，何かいたずらか悪いことをして，お母さんに叱られてい
る。
・・・・・・・お母さんの化粧品とかアクセサリーをつけて，お
母さんの真似事をしていた。

9

29”

2’15”

GF

この女の人たちは，姉妹で・・・・妹が走っている。下の方で走っ
ているところを見かけて，お姉さんはちょっと高いところ，木の陰
で，それを・・・・傍観している。
・・・・・・男の人を追っかけて
走っている・・・・それをお姉さんが・・・うーん・・・
「何をやっ
ているのかしら」
「ばかげたことをやっているはねぇ」みたいな，上
から目線（笑）
。

10

41”

2’05”

仲のよい，愛し合っている男の人と女の人，夫婦かもしれないし，
これから夫婦になろうとしているのかもしれない。今，抱き合って
いる感じで，一緒にこの人と生涯を共にしていこうと，誓い合って
いるというか，誓って抱き合っているところ。

11

1’12”

2’50”

崖に・・・う～ん・・・・・崖の道というか，段になっているとこ
ろがあって，そこに・・・・何だろうな・・・・これ，何か 4 本足
の生き物がいて・・崖の左側は壁になっていて，そこの穴から恐竜
みたいなのが顔を出して・・・4 本足の生き物と向かい合って・・・・・・
この 4 本足の生き物は，多分，
・・・・崖の道の所を歩いていて，
・・・・・・
崩れかかっていて困っていて，
・・・立ち止まっていて，それをこの
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恐竜みたいなのが心配して見ている。
12

21”

1’55”

F

嫁と姑で，あまり仲良くなくて，お姑さんは，このお嫁さんをあま
り好きではないから何かしてやろうとたくらんでいる。いたずらし
ようとたくらんでいる。それで，お嫁さんはうんざりしてい
る。
・・・・・多分，お姑さんは，自分の息子がかわいいから息子を
お嫁さんにとられたような感じがして，いい気がしない。お嫁さん
は，お姑さんに監視されている気がして嬉しくない。

13

26”

2’15”

MF

男の人と女の人のカップルで，言い争いをして，男の人は女の人を
殺してしまって・・・・その直後・・・・何てことをしたんだと後
悔している。
・・・・些細なことがきっかけだった。それが段々，あ
なたの性格が悪いのよというように，広がっていき，カチンときて，
刺しちゃったという感じ。

14

22”

2’30”

長い間・・・・・自分の部屋というか，自分の殻みたいなのに閉じ
こもっていた人が，何か希望を見つけて，扉を見つけて希望に向か
って出て行こうとしている。
・・・・・・多分，人間関係とか些細な
失敗とか，小さなことが重なって外の世界が嫌になった。
・・・・・・
部屋にはいっぱい本があったり，パソコンがあったりで，いろんな
情報があり，それを見ているうちに閃くようなものが見つかった。

15

32”

1’45”

昔，人を殺したか何かで，しばらく刑務所で罪を償ってきて，そし
て出て来て，まずは殺した人のお墓の前で，
「申し訳なかった」と手
を合わせて謝って懺悔している・・・・・おじいさんというか，男
の人。

17

51”

1’38”

GF
18

橋の上の女の人が・・・・・何か絶望の淵にいて，ここから飛び降
りようかどうしようか迷っているところ。

41’

1’30”

GF

多分，自分の親か，旦那さんの親か，おばあちゃんが倒れて亡くな
っていて，それを発見して・・・・・・・かわいそうにって哀れん
でいる。

20

47’

2’17”

暗闇で，あんまり街灯も明るくないような道を，雪が降っているよ
うな道を，
・・・・・おじさんがポケットに手を突っ込んで，ちょっ
と下を向いて，とぼとぼ歩いている。寒いし・・・・家に帰ってか
ら，この近くの屋台でいっぱい飲みたいけど，お財布の中が厳しい
なという感じ。

事例 J の TAT が，表 1 に示した TAT の判断基準項目にどの程度一致するかを検
討し，その結果を表 8 にまとめる。
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表8

事例 J の TAT 判断基準項目についての検討
認知・思考面の特徴

該当

うつ病

①思考過程の制止

○

8 項目中 6 項

②空想が遅く，途切れ途切れで断片的

○

目以上該当

③未来を述べない物語

○

することを

④暗く沈んだ物語の結末

○

目安とする

⑤自殺の主題，抑うつ的な物語

○

⑥物語が貧困

×

⑦罪や道徳性についての典型的な妄想様思考，

×

あるいは常同的な語句の固執が表現される
⑧テーマは固執的

×
該当項目数

躁病
3 項目中 2 項
目以上該当
することを
目安とする

5

①情緒性に満ちた物語の中に劇的に没入する

×

②生き生きと拡張的に，あるいは微に入り細を

×

うがつように变述する
③食物やもろもろの物を獲得するテーマ，強い

×

口愛的攻撃性表現
該当項目数

0

うつ病の TAT に一致する判断基準項目として，①思考過程の制止，②空想が遅く
途切れ途切れで断片的，③未来を述べない物語，④暗く沈んだ物語の結末，⑤自殺
の主題・抑うつ的な物語の 5 項目がある。以下それぞれについてその特徴を述べる。
①思考過程の制止，②空想が遅く途切れ途切れで断片的。
TAT 反応には時間がかかり，初発反応時間は平均 40.1 秒と遅い。特に図版 2 や
11 においては反応の初発までに 1 分以上の時間を要している。また物語の語り口
調は，途切れ途切れであり，その思考のあり方は制止がかかったように反応の流れ
が断片的になる様相を見せている。
③未来を述べない物語。
図版 10 では「これから夫婦になろうとしているのかもしれない」と未来の描写
が見られるが，図版 10 を除いたその他の図版では現在の描写が中心で，未来は述
べられていない。
④暗く沈んだ物語の結末。
「家族の絆はもうとっくに壊れてしまっている（2）」，「旦那さんが子どもを連れ
て出て行ってしまい別れた（3GF）」，
「「崖の道の所を歩いていて・・・崩れかかっ
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ていて困っている（11）」，「手を合わせて謝って懺悔している（15）」，「飛び降り
ようかどうしようか迷っている（ 17GF）」「かわいそうにって哀れんでいる
（18GF）」，
「お財布の中が厳しい（20）
」などの物語に見られるように，物語の結
末は沈んだ調子が多い。
⑤自殺の主題，抑うつ的な物語。
17GF には「絶望の淵にいてここから飛び降りようか迷っている」と自殺を主題
にした物語が見られる。また，「家族。他人みたい。仲は良くない（2）」，「絶望的
になっている，後悔している，家族が出て行ってしまった，子どもに虐待，落ち込
んでいる（3GF）」，「（崖が）崩れかかっていて困っていて（11）」，「嫁と姑であま
り仲良くなくて，お嫁さんはうんざりしている（12F）」，「男の人は女の人を殺し
てしまって，後悔している（13MF）」，
「懺悔している（15）」，
「暗闇で，雪が降っ
ている，下を向いてとぼとぼ歩いている，お財布の中が厳しい（20）」などと，陰
うつな調子の抑うつ的な物語が多い。
表 1 に示したように，うつ病の TAT 判断基準項目の一つである「物語が貧困」，
「罪や道徳性についての典型的な妄想様思考」という項目については，抑うつ的な
心性を反映しているものの，以下のような理由によりうつ病の判断基準には一致し
ないと考えられる。まず「物語が貧困」という点に関しては，变述量はどちらかと
言えば尐ないものの，分析に使用した 16 枚の TAT 図版すべてにおいて，図版に描
かれている絵柄の状況は説明しており，TAT ストーリーの内容が貧困とまではい
えない。次に「罪や道徳性についての典型的な妄想様思考」については，妄想様思
考を言及するには至っていない。しかし，罪悪感に基づくストーリー（「懺悔して
いる」）が図版 15 に見られる。この図版では，「人を殺したか何かで」と自分でコ
ントロールしきれない激しい aggression と「しばらく刑務所で罪を償ってきて」
という aggression に伴う罪悪感のストーリーが表現されている。これはアブラハ
ムらの精神分析学的うつ病論を思い起こさせる。事例 J の被検者の現実にこのよう
なストーリーが投映させられるような出来事があったのかもしれないが，この TAT
ストーリーは，心の深くには「母親のおっぱいを噛む」という aggression とそれ
に伴う罪悪感に基づいた心的体験が強く影響していると考えられる。
以上のような TAT 特徴からは，強い抑うつ感の存在が推測されるが，表 1 のう
つ病の判断基準に一致する TAT 特徴は 5 項目であり，うつ病の TAT とは断定でき
ない結果を示している。その一方，図版 13MF には，
「言い争いをして」というよ
うな口愛的攻撃性と考えられる表現が存在する。この点はある種のエネルギーを感
じさせるが，その他の図版では同様の特徴が見られないことから，躁病の TAT 判
断基準に合致するほどのものではない。また，妄想的表現，図版との距離が離れた
作話ととれるような表現は見当たらず，TAT 物語はいずれも図版の絵柄を中心と
した物語描写であることから，統合失調症のような病理の可能性は否定して良いと
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考えられる。
第 5 節 考察
1．ロールシャッハ法における双極Ⅱ型障害の特徴
事例 G，事例 J のロールシャッハ法の形式的側面および思考・言語カテゴリーを
中心とした質的側面の検討結果から両事例の共通項を取り上げる。
① 平均初発反応時間（事例 G では 26.9 秒，J では 16.5 秒）は，遅延という程で
はないが，一般的にはやや遅い。
② 事例 G では R＋％＝35.7％，F＋％＝40.0％，事例 J では R＋％＝50.0％，F+％
＝50.0％であり，両事例ともに低い数値を示している。知覚の明確さ，正確さ，
客観性を欠く主観的現実認知をしやすいといえる。
③ 事例 G では F%＝35.7％，事例 B では F％＝16.7％であり，いずれもブロット
の形態以外の特性に感受性を示すと言える。
④ 事例 G は C.R＝8，事例 J は C.R＝7，A%は両事例ともに 50.0％で，思考の貧
困さを示すほどではないが，A％が高いことから興味の幅はそれほど広くない。
⑤ 名大式の感情カテゴリーにおいて，敵意感情，不安感情といった不快な感情を
伴った反応（Total Unpleasant%）を生じやすく，事例 G では 61.6％，事例 J
では 80.0％（Bodily Preoccupation%=8.0 を含む）となっている。反対に感情
的に中性とされる Neutral％は，事例 G では 14.3％，事例 J では 16.7％であり，
両事例ともに約 15％前後と尐ない。
⑥ 思考・言語スタイル面の検討からは，FABULIZATION RESPONSE（作話的
反応），ARBITRARY THINKING（恣意的思考），のカテゴリーに該当する反
応が多く，主観的，作話的，恣意的な反応が事例 G，事例 J ともに目立つ。
⑦上述した①～⑥のロールシャッハ法の特徴からは，主訴に繋がるうつ，あるいは
抑うつとは考えられない。やや遅い傾向にある初発反応時間，高い A%と広くな
いコンテント・レンジなど，従来のうつ病のロールシャッハ反応に一致した特
徴はいくつか見られるが，客観性を欠く主観的認知，作話的反応，恣意的反応
からは，統合失調症圏や境界性パーソナリティ障害圏の病理・病態を否定でき
ないような結果を示す。
2．TAT における双極Ⅱ型障害の特徴
①TAT では，暗く沈んだ調子の物語の結末，自殺のテーマ，暗く沈んだ陰うつな
物語，幸福と不幸を対比したストーリーなどが見られ，全体に抑うつ気分が強く
漂う物語である。
②TAT ストーリーの流れは，思考過程の制止，空想の遅さなどを反映して休止
（pause）が多く断片的である。しかし物語の内容は，うつ病の TAT 特徴とし
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て指摘されているような貧困というほどにはならない。
③TAT 物語の一部には，「口論になる」「食い物にしようとしている」「言い争い」
などの口愛的攻撃性の表現や強いエネルギーを感じさせるストーリーもある。し
かし，その他の多くの図版で同様のストーリーは見られず，躁病の TAT 基準に
一致はせず，躁病と判断できるものではない。
④TAT には，ロールシャッハ法上に現れているような図版刺激からひどく離れた
り，距離をなくした過剰な投映や主観的意味づけ，病的と思われる作話，妄想的
ストーリー，知覚の歪曲は見られない。
⑤TAT ストーリーは，抑うつ的であり，躁病や境界性パーソナリティ障害，統合
失調症などとは，全く考えられない結果を示す。
3．ロールシャッハ法，TAT のテスト・バッテリーによる双極Ⅱ型障害の特徴
検査時の状態像は，事例 G は主観的には「マイナス思考，気分が下がってい
る」と言いつつも，上司に攻撃的な態度で接したり，些細な入力ミス，書類の紛失
というミスが頻発するという軽躁が前面にでている状態であった。事例 J は，仕事
に入るとテンションが上がり多弁になると言うが，抑うつ気分としつこい不眠を
主訴とする状態であった。事例 G と事例 J では，その主訴としての状態像に違い
があるが，前面に出ている状態像が軽躁状態であっても，うつ状態であっても，ロ
ールシャッハ法，TAT には以下のような特徴が見られる。
ロールシャッハ法では，主訴に関係した抑うつを示唆するような，従来のうつ病
のロールシャッハ法の特徴に十分に一致した反応は見られない。従来のうつ病者の
ロールシャッハ法とは異なる低い形態水準や主観的認知，作話的反応，恣意的反応
が見られ，統合失調症圏や境界性パーソナリティ障害圏の病理・病態を否定できな
いと考えられる結果を示す。
それに対して TAT では，ストーリーの特徴は，エネルギーを低下させた抑うつ
気分を漂わせており，うつ病相を中心とした病態と考えるべきであるが，うつ病の
典型的な TAT ではない。TAT ストーリーの一部には，ある種のエネルギーを感じ
させる物語も見られるものの，躁病の TAT に見られるほどのエネルギー水準を持
った反応ではなく，躁病の TAT とも異なっている。また，TAT では絵柄の主要部
分を認知し，図版刺激の絵柄を超えない範囲でのストーリー描写であり，知覚の歪
曲や図版から離れた妄想的な物語，作話的物語は見られない。
このように，ロールシャッハ法，TAT に投映される病理・病態像の特徴に注目
すると，検査実施時の状態像が違っても，ロールシャッハ法，TAT 上に投映され
る病態像は異なっており，この点が双極Ⅱ型障害の特徴ではないかと考えられる。
この特徴は，それぞれの投映法検査がパーソナリティのどの水準・局面を捉えて
いるのかという問題と双極Ⅱ型障害の軽躁の絡みにおいて初めて出現するもので
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はないかと考えられる。双極Ⅱ型障害の中心をなす病理である軽躁は，ロールシャ
ッハ法上には繊細に影響を与え，統合失調症圏，あるいは，境界性パーソナリティ
障害の可能性を否定できないほどの歪みを出現させる。しかしそれは，本質的に統
合失調症や境界性パーソナリティ障害による歪みとは異なる次元のものであるた
め，TAT 上には投映されない。すなわち，ロールシャッハ図版では現実規定枞が
尐ないため，容易に主観的・作話的認知になってしまうが，現実的規定性を強く持
つ TAT では，その枞を超えてしまわない程度の反応になると考えられる。つまり，
TAT は，双極Ⅱ型障害の軽躁にはそれほど敏感に反応しないとも推測される。
このような背景状況の中で，ロールシャッハ法と TAT に投映される病態像が異
なると考えられるため，この特徴を利用して双極Ⅱ型障害をアセスメントすること
が可能になると考えられる。
4．まとめ
2 名の双極Ⅱ型障害者にロールシャッハ法，TAT を実施し，両投映法検査上の特
徴について検討を行った。その結果，ロールシャッハ法においては，主観的認知，
作話的反応，恣意的思考という統合失調症圏，境界性パーソナリティ障害圏の可能
性を否定できないほどの病理的特徴が見られた。しかし TAT には，図版刺激から
離れた過剰な投映，主観的意味づけ，病的な作話，逸脱した認知・思考を伴う物語
など，ロールシャッハ法に示されたような方向の病理性を示唆する特徴は見られな
かった。このようなロールシャッハ法，TAT の特徴は，症状として前面に出てい
る状態像が軽躁状態，あるいはうつ状態にかかわらず，ロールシャッハ法，TAT
それぞれの投映法で捉えられる病態像に大きな違いがあることに注目した。そして，
この特徴を双極Ⅱ型障害のアセスメントに利用できる可能性を論じた。この 2 つの
投映法検査に現れた病態像の相違は，双極Ⅱ型障害の特徴とされる軽躁の影響とそ
れぞれの投映法が持つ投映水準の違いによるものと推測された。
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第3章

他の気分障害群との比較検討

第 1 節 問題と目的
第 1 章で指摘したように，双極Ⅱ型障害に対する有効なアセスメント手法は未だ
確立されていないが，双極Ⅱ型障害に有効な独自の治療戦略を考えていくためにも，
治療初期に双極Ⅱ型障害を適切にアセスメントする臨床心理学的手法を確立する
ことは重要な課題である。第 2 章では，
2 名の双極Ⅱ型障害者にロールシャッハ法，
TAT を実施し，それぞれの投映法の判断基準によって推定できる病態像に不一致
が見られることを論じた。ここでいうロールシャッハ法，TAT に見られる病態像
が異なるという特徴は，両投映法検査上に以下のような違いが見られることをいう。
双極Ⅱ型障害者 2 名のロールシャッハ法では，R＋％や F＋％は低い値を示し，知
覚の明細化や正確さを欠くような主観的認知が見られ，さらに名大式の思考・言語
カテゴリーにおいて， FABULIZATION RESPONSE（作話的反応）
，ARBITRARY
THINKING（恣意的思考）などの統合失調症圏から境界性パーソナリティ障害圏
とも思えるような反応が見られた。これに対し，TAT では赤塚（2008）が提示し
ている TAT の精神病理学的診断基準のうち，統合失調症圏から境界性パーソナリ
ティ障害圏と考えられるような認知や定型的な物語特徴は見られず，ロールシャッ
ハ法上に現れたような FABULIZATION RESPONSE，ARBITRARY THINKING
などに相当する病態水準の反応は見られなかった。TAT にはロールシャッハ法に
現れたような図版刺激から離れた過剰な投映，主観的意味づけ，病的な作話など，
逸脱した認知・思考を伴う物語は生じていない。TAT には一部に口愛的攻撃性表
現や強いエネルギーを感じさせる物語も見られるが，基本的には思考過程の制止を
反映して物語は途切れ途切れに語られ，暗く沈んだ調子の物語の結末，陰うつな物
語，自殺のテーマ，幸福と不幸を対比した物語など，全体的に抑うつ的な思考を強
く反映した物語が中心である。このような両検査から推定される病態像に大きな違
いが見られることを指摘し，そのような特徴に注目することで，双極Ⅱ型障害のア
セスメントが可能になるのではないかいう考え方を提案した。
本研究の目的は，第 2 章で取り上げた双極Ⅱ型障害に見られたロールシャッハ法，
TAT 上に投映される病態像が異なるという特徴が，DSM－Ⅳにおいては同じ気分
障害群に属している双極Ⅰ型障害および単極性うつ病＜大うつ病性障害＞には，見
られないかどうかを明らかにし，その特徴がどのような背景状況の中で生起するか
を検討することである。
第 2 節 方法
1．対象者
精神科に通院中で DSM－Ⅳの診断基準を満たすとされた単極性うつ病＜大うつ
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病性障害＞3 名（事例 A～C，以下 D 群とする），双極Ⅰ型障害 3 名（事例 D・E，
躁状態，事例 F，うつ状態，以下 BPⅠ群とする），双極Ⅱ型障害 6 名（事例 G～I，
軽躁状態，事例 J～L，うつ状態，以下 BPⅡ群とする）。なお，本研究で使用した
事例 G，事例 J のロールシャッハ法および TAT は第 2 章で使用した 2 事例と同一
である。
2．手続きおよび倫理的配慮
ロールシャッハ法，TAT の実施は，主治医の同意の下，研究の趣旨について本
人に個別に説明を行った。具体的には，個人の生活歴などの情報を取り上げる場合
には最小限とし，個人が特定されることがないように配慮すること，研究協力は強
制されるものではなく本人の自由意思によるものであること，研究協力を行わない
場合でも通院中の医療機関での治療に何ら影響はないこと，研究協力に一度同意し
た後でもそれを取り消すことが可能であることなどについて伝え，同意を得ている。
ロールシャッハ法，TAT は心理検査の中でも時間を要する検査であるため，研
究協力者の疲労を考えながら筆者（臨床歴および両検査の経験年数 10 年以上）が
実施し，各検査実施中も疲労に対する細かい配慮を行った。ロールシャッハ法の実
施については名大式技法に， TAT は Murray 版の図版を使用し，実施方法は赤塚
（2008）に準拠した。
本研究は，名古屋大学大学院教育発達科学研究科研究倫理委員会の承認を得てい
る。
3．分析の視点
ロールシャッハ法，TAT によって推定できる病理・病態が重要な着目点となる
ため，ロールシャッハ法では形式分析および思考・言語カテゴリーを中心とし，TAT
では赤塚（2008）が提示している精神病理学的診断基準のうち，うつ病および躁
病についての認知・思考面の特徴を筆者が抽出・整理し，病理的特徴の検討を行っ
た。使用した TAT の判断基準項目は表 1 に示した。対象者の TAT がその項目に該
当するか否かを検討した。ロールシャッハ法のスコア化，TAT の検討は，両検査
に習熟している筆者を含めた 4 名の臨床家（3 名は臨床歴 10 年以上，1 名は 30 年
以上）の合議で行った。
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表 1 TAT の判断基準項目
認知・思考面の特徴
①思考過程の制止
②空想が遅く，途切れ途切れで断片的
うつ病
8 項目中 6 項目
以上該当するこ
とを目安とする

③未来を述べない物語
④暗く沈んだ物語の結末
⑤自殺の主題，抑うつ的な物語
⑥物語が貧困
⑦罪や道徳性についての典型的な妄想様思考，
あるいは常同的な語句の固執が表現される
⑧テーマは固執的

躁病
3 項目中 2 項目
以上該当するこ
とを目安とする

①情緒性に満ちた物語の中に劇的に没入する
②生き生きと拡張的に，あるいは微に入り細を
うがつように变述する
③食物やもろもろの物を獲得するテーマ，強い
口愛的攻撃性表現

注：赤塚（2008）の精神病理学的診断基準を筆者が一部抽出・整理

第 3 節 ロールシャッハ法における形式的側面の結果および検討
ロールシャッハ法の形式分析の結果を表 2 に示し，そこから一定の傾向として読
み取ることが可能と考えられる特徴を群別に列挙する。
表2

ロールシャッハ法の形式分析結果
D群

BPⅠ群

BPⅡ群

事例

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

状態像

う

う

う

躁

躁

う

軽

軽

軽

う

う

う

平均範囲

つ

つ

つ

つ

躁

躁

躁

つ

つ

つ

20～45

17

12

13

27

40

24

14

53

29

24

24

11

29.4

0

15.4

25.9

0

20.8

64.3

75.5

34.5

16.7

37.5

0

30 秒以内

16.7

18.9

25.9

4.7

8.7

6.4

26.9

7.3

2.4

16.5

8.4

9.3

W％

41

64.7

83.3

23.1

48.1

25.0

25.0

35.7

30.2

69.0

87.5

50.0

63.6

D％
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35.3

16.7

61.5

48.1

45.0

54.2

42.9

49.1

31.0

12.5

45.8

27.3

4～5

0

0

7.7

3.7

27.5

20.8

21.4

20.8

0

0

4.2

9.1

Response
Turning %
Av. T/1R

Dd％

51

F％

40～60

70.6

41.7

46.2

63.0

47.5

95.8

35.7

52.8

24.1

16.7

37.5

18.2

F+％

80～90

58.3

40.0

50.0

11.8

15.8

52.2

40.0

21.4

57.1

50.0

44.4

50.0

47.1

41.7

46.2

14.8

25.0

52.2

35.7

24.5

55.2

50.0

45.8

54.5

11:1

10:1

3:4

13:1

10:7

6:0

5:1

16:12

20：9

21:8

12:1

7:2

M：FM

1:0

1:2

4:0

1:3

7:3

0:0

1:0

12:3

9：0

8:5

1:2

2:4

M：ΣC

1:4

1:2

4:1

1:2

7:4.5

0:1

1:1

12:3.5

9：5

8:5.5

1:4

2:1

FC：CF+C

0:4

2:1

0:1

4:0

5:2

0:1

2:0

3:2

10：

3:4

6:1

2:0

flat gray

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

vista

0

0

1

0

1

0

3

4

2

0

2

3

texture

0

0

0

2

2

0

0

0

3

1

2

1

R+％
W：M

2：1

Content Range

10 前後

4

4

4

8

11

5

8

17

14

7

11

11

A%

30 前後

58.8

33.3

38.5

51.9

47.5

70.8

50.0

24.5

34.5

50.0

41.7

45.5

H%

12～16 程度

23.5

8.3

53.8

0

22.5

12.5

42.9

54.7

34.5

29.2

12.5

27.3

5 以上

6

3

3

3

5

5

5

3

6

5

2

3

Hostility%

11.5

10.0

42.9

29.0

10.5

30.8

15.4

16.1

14.7

32.0

20.8

0

Anxiety%

34.6

10.0

42.9

29.0

26.3

30.8

46.2

37.1

29.4

40.0

29.2

46.7

Bodily

50.0

70.0

0

9.7

0

23.1

0

8.1

5.9

8.0

4.2

0

96.2

90.0

85.7

67.7

36.8

84.6

61.6

61.3

50.0

80.0

54.2

46.7

0

0

0

6.5

7.9

0

0

12.9

14.7

4.0

0

26.7

3.8

10.0

14.3

19.4

47.4

0

30.8

11.3

20.6

12.0

45.8

26.7

0

0

0

6.5

7.9

15.4

7.7

14.5

14.7

4.0

0

0

11.8

25.0

46.2

7.4

20.0

54.2

14.3

18.9

13.8

16.7

16.7

27.3

P
感情カテゴリー

Preoccupation%
Total
Unpleasant%

Dependency%
Positive Feeling%
Miscellaneous%

Neutral%

40～50

注：平均範囲については，名大式技法の解説書に記載されているもの

1．単極性うつ病＜大うつ病性障害＞群の特徴
反応数は事例 A が 17，事例 B は 12，事例 C は 13 と尐なめ，平均初発反応時間
は D 群の中で最も早い事例 A で 16.7 秒，最も遅い事例 C で 25.9 秒とやや遅めで
ある。コンテント・レンジは，いずれの事例も C.R＝4 と収縮し，自由な柔軟な発
想に欠けた，委縮した思考のあり方が見られる。F％は 40～70％程度，F+％や R+％
は 40～60％程度の範囲を示している。shading 反応は，事例 C で vista 反応が 1
つ見られるだけであり，D 群においてはほとんど見られない。
感情カテゴリーは，敵意感情（Hostility），不安感情（Anxiety），身体的関心
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（Bodily Preoccupation）を合わせた Total Unpleasant%は D 群では 85％以上
と高率である。Bodily Preoccupation%の割合は，事例 C では 0％であるが，事例
A で 50％，事例 B では 70％と他の病型に比して高率を示す傾向が見られる。反対
に Positive Feeling（快的感情）の出現率は事例 A で 3.8％，事例 B で 10％，事
例 C で 14.3％と低い。
2．双極Ⅰ型障害群の特徴
平均初発反応時間は事例 D は 4.7 秒，事例 E は 8.7 秒，事例 F は 6.4 秒と早い。
躁状態の事例 D，E だけでなく，うつ状態の事例 F でも 10 秒を要せずに反応をし
ている。また反応数は事例 D は R＝27，事例 E は R＝40，事例 F は R＝24 と比
較的多く，うつ状態の事例 F でも 20 以上の反応を産出している。反応領域の Dd％
の割合を見ると，事例 D は 3.7％，事例 E は 27.5％，事例 F は 20.8％というよう
に，BPⅠ群のすべての事例で異常部分反応が見られる。
躁状態時とうつ状態時の違いとしては，躁状態の事例 D は F+％が 11.8％，事例
E は 15.8％であり，R+％は事例 D が 14.8％，事例 E が 25.0％と，形態水準が極
端に低下する。また，事例 D，E では texure 反応が 2 つ生じており，材質反応を
中心とした shading 反応が見られる。これに対し，うつ状態の事例 F では F+％，
R+％はいずれも 52.2％と躁状態の事例 D，E よりも高い形態水準を示し，反応決
定因は F％が 95.8％と高率を示す。shading 反応は生じていない。また，コンテン
ト ・ レ ン ジ は C.R ＝ 5 と 収 縮 す る 。 感 情 カ テ ゴ リ ー に お い て は ， Bodily
Preoccupation％（身体的関心）の割合が 23.1％と比較的高く，Positive Feeling
（快的感情）は 0％と全く見られない。
3．双極Ⅱ型障害群の特徴
反応数は，事例 H では R＝53 と非常に多く，事例 L では R＝11 と尐なく，平
均初発反応時間は，事例 I で 2.4 秒と非常に素早いが，事例 G では 26.9 秒と遅め
である。反応領域の異常部分反応（Dd％）の割合は，軽躁状態の事例 G では 21.4％，
事例 H では 20.8％と増加するが， 同じ軽躁状態の事例 I では生じておらず，事例
K で 4.2％，事例 L で 9.1％というようにうつ状態の事例でも見られる。コンテン
ト・レンジ は，軽躁状態の事例 G が 8，事例 H が 17，事例 I が 14。うつ状態の
事例 J が 7，事例 K，L が 11 となっている。どちらかといえば，軽躁状態の事例
ではコンテント・レンジが増加し，うつ状態の事例ではやや尐ないと言えるが，軽
躁状態であっても事例 G ではコンテント・レンジが C.R＝8 というように尐ないも
のもある。以上のような形式面の特徴はいずれも事例による個人差が大きい。
BPⅡ群に共通している点は，個人差はあるものの，相対的に低い F％である。
名大式技法の F％の平均が 40～60％に対し，BPⅡ群の F%を見ると,事例 G では
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35.7％，事例 H で 52.8％，事例 I で 24.1％，事例 J で 16.7％，事例 K で 37.5％，
事例 L で 18.2％となっている。つまり，BPⅠ群や D 群よりも形態以外の特性に感
受性を示す。また，立体反応や材質反応といった shading 反応が，事例 G では 3，
事例 H で 4，事例 I で 5，事例 J で 1，事例 K，L でそれぞれ 4 というように，BP
Ⅱ群のすべての事例で産出されている。
4．3 群の比較検討
ロールシャッハ法のうつ病の特徴として，始発反応時間の遅延，反応数やコンテ
ント・レンジの減尐や収縮，自分が抱いている不安や不確実感を表したりする（片
口，1987；高橋・北村，1981），躁病の特徴として，初発反応時間の早さ，異常部
分反応の増加，形態水準の低下（高橋・北村，1981）などが，従来から指摘され
ているが，D 群および BPⅠ群の結果はその指摘に一致している。うつ病では F％
が高くなることが知られているが，岡部（1972）のうつ病と躁病のロールシャッ
ハ反応の比較を行った研究では，うつ病者の事例で F％が 40％程度であったこと
が示されていることからすると，本研究の D 群の F％がそれほど高くなく，健常
者の平均範囲内の数値を示していることは，従来の研究から大きく逸脱するもので
はないと考えられる。また感情カテゴリーでは，D 群は Bodily Preoccupation%（身
体的関心）の割合が，事例 A では 50％，事例 B では 70％と他の病型に比して高
率を示す傾向が見られた。これは，古茶（2011）がうつ病の特徴を「全人性変化
―不快な状態感情と身体感情」，
「全身性変化―不快な状態感情は全身に広がる」と
して，うつ病者に体験される心身の苦痛とその不快な身体感情が全身に拡がる特性
を持っていることを指摘しているが，このようなうつの病理の反映ではないかと考
えられる。Schachtel（1966／1975）はロールシャッハ法の解剖反応について，
「不
安を伴った心気的な関心」を解釈の一つに挙げているが，それと同様の意味であろ
うと考えられる。
これに対し BPⅡ群では，D 群や BPⅠ群のように一定の傾向を見出すことが難
しいが，低い F％や，vista 反応と texture 反応を中心とした shading 反応が多く
現れ，特に vista 反応は事例 J を除いて，2 個以上の V 反応が産出されるなど，従
来のうつ病や躁病の特徴とは異なっている。shading 反応については，高橋ら（2007）
の包括システムによる健常日本人成人 400 名のロールシャッハデータの基礎資料
によると，T 反応は平均 0.6 個，V 反応は平均 0.34 個となっており，それと比較
すると日本人成人の平均よりも多いと言える。
高橋・北村（1981）は，躁病者のロールシャッハ法において濃淡反応の増加を
指摘しており，BPⅠ群の躁状態の事例 D，E には texture 反応がそれぞれ 2 つず
つ見られ，事例 E では vista 反応が 1 つ生じていることを合わせて考えると，BP
Ⅱ群や BPⅠ群に見られる shading 反応は，躁の方向性を持つ病理の反映とも考え
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られる。しかし，躁うつ病者と健常者のロールシャッハデータの比較を行った
Schmidt＆Fonda（1954）は，躁病者が健常者と比較して vista 反応がより尐なく，
自己批判の弱さが示唆されることを指摘している。このことを踏まえると，BPⅡ
群に vista 反応が多く見られることは，その反応に反映されると言われている自己
批判的な精神や他者との距離を測るような敏感な心性は，躁病者が持つ心性とは異
なる BPⅡ群に独特のものであると考えられる。
第4節

ロールシャッハ法における思考・言語カテゴリーの結果および検討

ロールシャッハ法の思考・言語カテゴリーの結果を表 3 に示し，事例別に検討を
行う。
表3

ロールシャッハ法の思考・言語カテゴリーの結果
D群
BPⅠ群
事例

CONSTRICTIVE

A

B

C

D

E

F

BPⅡ群

G

H

I

J

K

L

0

0

0

0

0

0

1

ATTITUDE

（反応産出に伴う困難・萎縮的態度）

card

description

color description
symmetry

1

remark

2
計

ABSTRACTION
CARD

2

0

0

1

2

2

0

0

0

1

2

4

2

4

AND

IMPRESSION

（抽象的表現・カードの印象）

dicrect
symbolic

affective response

1

response

1
計

1

0

0

0

1

1

5

2

0

0

DEFENSIVE ATTITUDE
（防衛的な態度）

apology

6

1

1

1

question sentence
additional response

2

1

2

1
1

modified response
1

changed response
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2

1
1

1

secondary addition
計 0
OBSESSIVE

0

1

6

6

1

1

1

4

5

8

1

0

0

AND

CIRCUMSTANTIAL RESPONSE

（強迫・細事拘泤の反応）

exactness limitation

1

hesitation in decision

1

1

detail description
計
FABULIZATION

2

0

0

6

1

6

1

0

0

2

1

2

2

1

0

2

2

2

7

2

2

1

2

4

RESPONSE

（作話的反応）

1

affective elaboration
7

definiteness

2

1

2
1

2

1

1

1

affect ambivalency
1

overdefiniteness

2

overelaboration

3

overspecification tendency

3

計 7
ASSOCIATIVE

2

3

9

1

2

1

1

3

2

1

5

1

3

10

5

7

2

6

DEBILITATION

AND “LABILE
BEWUSSTSEINSLAGE”（連想の
衰弱および不安定な意識状態）

incapacity of explanation

1

apathy in

1

decision

1
1

fluid

1

計

0

0

0

2

0

1

5

2

5

2

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

REPETITION（反応の反復）

repetition tendency

1

perseveration

3

計
ARBITRARY

0

4

0

0

THINKING
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0

（恣意的思考）

1

preoccupied response attitude

2

rationalization
2

arbitrary combination

1

arbitrary discrimination

1

overspecification

1

arbitrary respose

3

1

3

4

1

1

arbitrary linkage
計 2
AUTISTIC

0

0

0

0

1

1

2

1

0

THINKING

（自閉的思考）

1

viewpoint fusion

1

fabulized combination tendency

1
1

contradiction
計 0
PERSONAL

RESPONSE

0

0

0

0

15

1

0

0

1

1

2

2

4

1

3

0

2

0

AND

EGO-BOUNDARY DISTURBANCE
(個人的体験の引用と自我境界の障害)

personal experience
1

utilization for illustration

1

personal belief
計 1

0

0

17

2
1

1
3

1

0

5

4

0

3

0

0

0

0

VERBAL STRANGENESS
（言語表現の特異性）

2

peculiar verbalization
計

0

0

0

0

0

0

0

2

0

ASSOCIATION－LOOSENESS
（連想弛緩）

7

loose association
計

0

0

0

7
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1
0

0

0

0

0

0

0

1

1．単極性うつ病＜大うつ病性障害＞群の特徴
（1）各事例の特徴
①事例 A（うつ状態）
事例 A の最も多い思考・言語カテゴリーは，FABULIZATION RESPONSE（作話
的反応）である。そのすべてスコアは，反応を限定づける definiteness である。例
えば，「熊の顔。熊を前から見ている（Ⅳ，正位置，W）」，「熊 2 匹。両方外向き。
熊の横顔（Ⅸ，逆位置，D6）」というように，向きについての指摘をするなどであ
る。
また，
「骨盤，内臓，子宮（Ⅱ，正位置，W）」，
「背骨とか脊髄とか神経。胸の辺，
筋肉，脂肪。背中があって筋肉が乗っている感じ（Ⅸ，逆位置，W）」という
ARBITRARY THINKING（恣意的思考）の arbitrary combination をスコアす
る反応が 2 つ見られる。これは，いずれも通常は目にすることができない身体内部
の臓器や骨格をブロットに恣意的に結びつけて反応を産出するものである。
さらに，PERSONAL RESPONSE AND EGO－BOUNDARY DISTURBANCE（個
人的体験の引用と自我境界の障害）の utilization for illustration が見られる。
これは「女の子が向かい合っている。羽が生えているのかな。ティンカーベル的な
感じ（Ⅶ，正位置，D1+1）」とティーンカーベルという例を挙げて反応を説明する
ものである。
②事例 B（うつ状態）
事例 B では思考・言語カテゴリー自体が尐ないが，FABULIZATION RESPONSE
（作話的反応）の中でも反応を限定づける definiteness が 2 つ見られている。
「蛾
です。大きいから（Ⅰ，正位置，W)」と大小の指摘をしたり，
「体の内臓。赤い所
が炎症が起きている（Ⅱ，正位置，W）」と病気の指摘を行う反応である。
図版ⅡからⅥでは，
「体の内臓（Ⅱ，正位置，W），
「体の中（Ⅲ，正位置，D3+4）
」
などと，repetition tendency と考えられる臓器反応が見られる。また，図版Ⅶか
らⅨでは「お腹の中の一部（Ⅶ，正位置，WS）」などと，perseveration と思われ
る臓器反応が繰り返し産出されており，これらにより REPETITION（反応反復）
が 4 となっている。エネルギーが外界に対してよりも，自分の内部に向けられてお
り，心気症的な不調を強く体験していることが推測される。
③事例 C（うつ状態）
事例 C では思考・言語カテゴリー自体が尐ないが，FABULIZATION RESPONSE
（作話的反応）が 3 つ見られている。図版Ⅰの第 1 反応は，「怒っているような顔
（正位置，dr）」という反応から始まる。この反応は情緒的な調子で反応を飾って
いる affective elaboration である。外界に対する被検者のおびえた状態が推測され，
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怒っているという内容からは，強い外界・他者イメージに対し弱い自己イメージを
持っていることが考えられる。また図版Ⅳでは，「地面に立っている人。踏ん張っ
ているのを下から見ている（正位置，W）」というように向きを指摘するあり方
（definiteness）が，図版Ⅵの「棒としたら，上の部分に人が張り付けになってい
る（正位置，D7）
」という反応からは，外界に対する強い不安感，恐怖感を感じて
いることが見受けられ，強い作話的機能を示す overdefiniteness となっている。
（2）各事例のまとめ
以上の事例 A から C の検討から D 群の思考・言語カテゴリーの特徴をまとめる。
D 群で は， 思 考・ 言 語カテ ゴリ ー自体 が 尐ない が， 最も多 く 見られ るのは
FABULIZATION RESPONSE（作話的反応）である。事例 C にだけ，反応内容を情
緒的に修飾する affective elaboration や反応内容の性質や状況をより一層，限定づ
けようとする overdefiniteness が，1 つずつ生じているが，事例 A から C に共通
しているのは，様々な種類の限定づけをした definiteness である。
ま た ， 事 例 A で は ， ARBITRARY THINKING （ 恣 意 的 思 考 ） の arbitrary
combination という身体内部の臓器や骨格を認知する反応が見られ，事例 B では，
REPETITION（反応の反復）に該当する臓器反応が，多くの図版で繰り返し見ら
れており，臓器反応などの身体に関係した反応が見られる。
2．双極Ⅰ型障害群の特徴
（1）各事例の特徴
①事例 D（躁状態）
事例 D では，DEFENSIVE ATTITUDE（防衛的な態度），FABULIZATION
RESPONSE （ 作 話 的 反 応 ）， ASSOCIATIVE
DEBILITATION
AND
“LABILE BEWUSSTSEINSLAGE”（連想過程の困難，不安定な意識状態），
PERSONAL RESPONSE AND EGO－BOUNDARY DISTURBANCE（個人
的体験の引用と自我境界の障害），ASSOCIATION－LOOSENESS（連想弛緩）が
特徴的である。
DEFENSIVE ATTITUDE では，
「あとはちょっと見ようがない（Ⅱ）」，
「何か
はわからんけど。特定できませんけど（Ⅳ）」，「こじつけかもしれんけど，勘違い
かもしれんけど（Ⅷ）」などと，弁明的な言葉と共に反応が生じる apology が多く
生じている。
FABULIZATION
RESPONSE では，ブロットを離れ作話的な意味合いが強
い反応が多く見られている。例えば，「蝶かコウモリかどっちかですね。・・・（中
略）・・・今日，テレビでやってましたよ。何とかの島のどこかで保護されている
かなり大型のコウモリらしいけどね。名前は忘れましたけどね。これ頭のアンテナ
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かセンサー。たしか信号出すって聞いてますでしょう。コウモリはだから衝突しな
いでしょう（Ⅴ，正位置，W）」などという反応に代表されるように，ブロットに
基づき「コウモリ」を認知するものの，その状況描写はブロットの特徴から飛躍し
てなされる overelaboration である。また，「帆船だ。日本丸と海王丸っていうの
が日本にはあるでしょう。1 万トンぐらいの。あれが名古屋に来た時，見に行った
こ と あ る （ Ⅷ ， 正 位 置 ， W ）」 と い う 作 話 的 特 定 化 の 傾 向 が 推 測 さ れ る
overspecification tendency などが見られている。
さらに PERSONAL RESPONSE AND EGO－BOUNDARY DISTURBANCE
のカテゴリーが 17 と非常に多く生じている。
「魚で餌取りの名人と言われているカ
ワハギ。美味しいですよ。肝が。釣りも好きなので，こういうのもイメージできる
んですね。カワハギの肝，言うたら本当珍味やわ（Ⅶ，正位置，W）」，「食べ物が
好きだからフルーツパフェ・・・
（中略）
・・・。下に桃，上の白い所が生クリーム。
僕がいつも頼む時はクリームソーダ水。喫茶店 Z によく行く。クリームソーダ。
480 円（Ⅸ，正位置，W）」などと，楽しい連想を伴った個人的体験を表出する
personal experience が目立ち，自己顕示的である。
そして，
「医務室にある骸骨かドクロの骨盤。＜inquiry＞どうなっているかはわ
からない。
（Ⅱ，逆位置，dr）」と自由反応段階で答えた反応の知覚理由を質疑段階
になると説明できない incapacity of explanation が見られ，連想が困難なあり方や，
「何か頭にリボンしてる。＜inquiry＞内臓とはいえないし，心臓が 2 つも付いて
るとは言えないし，それで狸の愛嬌って感じ（Ⅲ，正位置，D3）」という連想が弛
緩した loose association が見られる。
②事例 E（躁状態）
事例 E では，DEFENSIVE ATTITUDE（防衛的な態度），FABULIZATION
RESPONSE （ 作 話 的 反 応 ）， REPETITION （ 反 応 の 反 復 ）， PERSONAL
RESPONSE AND EGO－BOUNDARY DISTURBANCE（個人的体験の引用
と自我境界の障害）が特徴的である。
DEFENSIVE ATTITUDE では，「毛皮の絨毯。狼を毛皮の絨毯にすることは
ないけど（Ⅳ，正位置，W）」などと反応に弁明的な言葉を伴った apology や，図
版ⅧとⅩでは質疑段階での説明が終了した後で「ザリガニ（Ⅷ，正位置，dr）」，
「目
玉の親父って鬼太郎のお父さんですっけ？それもここにいました（Ⅹ，正位置，
D7+7）」というように付加的に反応が産出される additional response が見られ
る。また，
「チョウチョ。＜inquiry＞今思うとリボン（Ⅲ，正位置，D4）」と基本
的な知覚が改変されてしまう changed response が生じている。
FABULIZATION RESPONSE では， affective elaboration や definiteness
といった反応を限定づける反応だけではなく，「おかしな顔したおじさん。おじさ
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んにメガネと顔だけ。サングラスをかけたロック歌手（Ⅹ，正位置，D5+5+10+12）」
などというように，definiteness 以上に反応内容の性質や状況を限定づけて語る
overdefiniteness が見られている。
図版Ⅵでの反応数は 7 と多いが，そのうちの 5 つが「コントラバス」，
「チェロ」，
「バイオリン」，「ウクレレ」「ギター」というように楽器反応の繰り返しであり，
図版Ⅹでも「虫」反応の繰り返しが見られる。これらの反応は REPETITION であ
り，些末な連想によって反応数が増えるあり方は，創造性が不足した躁的な雑な思
考の反映であると考えられる。
さらに，PERSONAL RESPONSE AND EGO－BOUNDARY DISTURBANCE の
personal experience が生じている。
「今日見たつけまつげを思い出す。魚とかこ
んなデザインしたもの。それを目の上に付けていたのをテレビでやっていた。ハロ
ーウィンにそのまま行ける（Ⅰ，正位置，W）」，「人形焼。1，2，3，4（個）。人
形焼を先週の日曜日に買ったから。美味しそうだから（Ⅸ，正位置，D2）」という
ように，楽しい快的な情緒を伴った個人的体験が表出されている。
③事例 F（うつ状態）
事例 F の自由反応段階での反応は 1 フレーズで，变述される言葉数は極端に尐
ない。反応内容のバラエティに乏しく，思考・言語カテゴリー数は尐な目で，抑制
的な精神状態にある。
図版Ⅰ，Ⅳ，Ⅵでは「スッポン」という同じ反応が繰り返し生じる repetition
tendency が見られる。図版Ⅸでは正位置で「アメリカ合衆国」というように，国
名を具体的に指摘し，反応を限定づける definiteness が見られ，アメリカ合衆国と
した理由を「アメリカが好きだから」と自分の好みに帰属させる personal belief
が見られる。また，
「人間の内臓かな。気管支。乳房。
（Ⅸ，正位置，dr）」と，ARBITRARY
THINKING（恣意的思考）に該当する arbitrary combination をスコアする反応
が見られる。
（2）各事例のまとめ
以上の事例 D から F の検討から BPⅠ群の思考・言語カテゴリーの特徴をまとめ
る。BPⅠ群の躁状態の事例では，DEFENSIVE ATTITUDE（防衛的な態度）の
apology や additional response が 見 ら れ て い る 。 ま た ， FABULIZATION
RESPONSE（作話的反応）の中でもブロットの特徴から飛躍した作話的な意味合
いが強い反応（overdefiniteness，overelaboration，overspecification tendency）
が見られ， PERSONAL RESPONSE AND EGO－BOUNDARY DISTURBANCE
（個人的体験の引用と自我境界の障害）では，楽しい連想や快的な情緒を伴った個
人的体験が表現される反応（personal experience）が多く見られている。また事
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例 D では，連想が困難なあり方や連想が弛緩した反応が見られ，事例 E では 1 つ
の図版に同じ反応を繰り返すといった反応の反復が見られる。
うつ状態時の事例 F は，自由反応段階での反応が 1 フレーズと貧困であり，躁
状態の事例 D，E と比べて思考・言語カテゴリー数は尐ない。数枚の図版にわたり
同じ反応が繰り返される repetition tendency が見られている。また，反応を限定
づける definiteness や心気症的な不安の表れと考えられる身体内部の臓器の結合
反応（arbitrary combination）が生じている。
3．双極Ⅱ型障害群の特徴
（1）各事例の特徴
①事例 G（軽躁状態）
事例 G では，DEFENSIVE ATTITUDE（防衛的な態度），FABULIZATION
RESPONSE（作話的反応），ARBITRARY THINKING（恣意的思考）が特徴的
である。
DEFENSIVE ATTITUDE では，「鼻の長いありくい虫が左右で 2 匹いるよう
（Ⅷ，逆位置，D1+1）
」という反応が，質疑段階で「イタチ」へと基本的な知覚や
概念は同一であるものの，変化していく modified response や，「肺と骨盤，心臓
（Ⅱ，逆位置，D4）」という反応が質疑段階で「カニの頭」などと，反応段階での
基本的知覚がまったく別の概念に変わってしまう changed response が見られる。
また，
「馬面のコウモリ（Ⅳ，逆位置，D1）
」という反応が，質疑段階で「竜かな」
と変化し，さらに「竜」と反応した領域の中の一部に対して「犬がいて黒猫がいる」
というように反応内容が次第に変わる secondary addition がある。
FABULIZATION RESPONSE では，「崩れかけて黒いから死骸のよう（Ⅰ，
逆位置，W）」というように，特殊な限定づけがなされた definiteness だけではな
く，「老婆が台車を押しながら背景には花。それが湖面に映っている。色は綺麗だ
けど良い感じは受けない（Ⅸ，右向き，W）」，「漫画に主人公の気持ちを背景に描
くのがあるじゃないですか。不安の要素が散りばめられているような図柄（Ⅹ，逆
位置，W）」などと，definiteness 以上に反応内容の性質や状況を限定づけようと
する overdefiniteness が生じている。この overdefiniteness に該当する反応からは
不安感や不確実感の強さが示唆される。
ARBITRARY THINKING では，
「呪縛霊。1･2･3･4･5，顔だけ写真でうっすら
写っている。
（Ⅳ，逆位置，dr）」，
「嫌なところ見ていくと心霊写真。顔が 3 人（Ⅷ，
逆位置，dr）」などと，容易にゲシュタルトを作れない領域から恣意的な反応を作
り出す arbitrary response が見られる。これらは恣意的な領域に「幽霊」などと
いう形態が曖昧なものを認知し，ブロットとの距離の喪失が推測される反応である。
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②事例 H（軽躁状態）
事例 H では，DEFENSIVE ATTITUDE（防衛的な態度），FABULIZATION
RESPONSE（作話的反応），ARBITRARY THINKING（恣意的思考），AUTISTIC
THINKING （ 自 閉 的 思 考 ）， PERSONAL RESPONSE
AND
EGO －
BOUNDARY DISTURBANCE（個人的体験の引用と自我境界の障害）が特徴的で
ある。
DEFENSIVE ATTITUDE では，自己不全感の表現である apology や，質疑終
了後に「今見ると顔っぽく見える。男の人なんだけど中世とかそういう感じ（Ⅷ，
正位置，D5）」と付加的に反応が産出される additional response が見られる。ま
た，
「人というか大柄なものが手を合わせて踊っている（Ⅱ，正位置，D2，）」とい
う反応が，質疑段階では「大柄さから熊みたいに見えて」と，人間から熊へと基本
的な知覚がまったく別の概念に変わってしまう changed response や，
「戦車（Ⅵ，
左向き，D5）」という反応が，質疑段階で「砲台，キャタピラ」と説明が加わり，
さらに「今見たら，砲台がドーンってなった時に土煙が上がるところ」というよう
に，反応内容が次第に変わっていく secondary addition が見られる。
FABULIZATION
RESPONSE では，特殊な限定づけがされた definiteness
が最も多く産出されるが，「人相の悪い豚。悪人とか陰影つくじゃないですか。そ
んな印象（Ⅸ，逆位置，D3）」というようにブロットを根拠にした作話的意味合い
が強い overdefiniteness も見られている。
ARBITRARY THINKING では，
「座っている死神（Ⅸ，逆位置，D1＋1）」い
うような作話的特定化（overspecification）が見られる。また，「踊っているよう
に見えます。テレビとか出てくる格闘しているシーンに見えますね。手が合わさっ
た所が赤く跳ねているのが映像とかで強く光が当たっているように。下のが影で。
打ち合っている人の影。アクション映画だと派手に光が飛び散るのあるじゃないで
すか（Ⅱ，逆位置，W）」というように，反応内容の形態を「光が飛び散る」など
と故意に変化させて，ブロットの形に合わせようとする arbitrary response などが
生じている。これらは思考の恣意性さと自由さが推測される反応である。
AUTISTIC THINKING では，
「人の背中，首，顔まで先も見えます。＜inquiry
＞顔が裏返って，顔がぐるっと後ろ向いている。首が真後ろに回る人のイメージ（Ⅸ，
正位置，dr」と，異なった視点から捉えられた像が同一平面上に融合され，1 つの
反応として知覚される viewpoint fusion が見られ，自我機能の障害を疑わせる反
応となっている。
さらに，PERSONAL RESPONSE AND EGO－BOUNDARY DISTURBANCE で
は，「背中を合せているボクサー。2・3 日前にボクシングの漫画を見たので（Ⅵ，
逆位置，D2）」，
「尐女が踊っているみたい。シンクロナイズドスイミング。ちょっ
と前に友人とそういう話をしていた。お風呂とか温泉に行くとそんなことしている
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女の子いるよねって言っていたから（Ⅲ，左向き，D2）」，などと，反応産出にあ
たり個人的体験を語る personal experience が見られる。
③事例 I（軽躁状態）
事例 I では，DEFENSIVE ATTITUDE（防衛的な態度），FABULIZATION
RESPONSE（作話的反応），ARBITRARY THINKING（恣意的思考），AUTISTIC
THINKING （ 自 閉 的 思 考 ）， PERSONAL RESPONSE
AND
EGO －
BOUNDARY DISTURBANCE（個人的体験の引用と自我境界の障害）が特徴的で
ある。
DEFENSIVE ATTITUDE では，「敶物にも見える。動物的な髭があったり羽
っぽく見えたり，何の毛皮か知らないけど（Ⅵ，正位置，W）」，「坊主。こじつけ
だから（Ⅸ，正位置，D1+1+6）」などと，弁解めいた言葉が反応と一緒に産出さ
れる apology が見られる。また，図版Ⅰの質疑が終わると「これ犬。きりがないね
（Ⅰ，正位置，D3＋3）」と additional response が生じたり，
「犬が 2 匹。
（Ⅱ，正
位置，D1+1）」という反応が，質疑段階で「犬と言うと赤いの不自然。小熊」とい
うように，基本的な知覚や概念は同じであるが，反応の限定づけの仕方が変わる
modified response が見られる。
FABULIZATION
RESPONSE では，特殊な限定づけがされた definiteness
だけではなく，「バックを持って 2 人の人。後ろの赤いの心霊写真みたい。血みた
いのヤダね～。心霊写真（Ⅲ，正位置，W）」というように，作話傾向を示す
overdefiniteness が見られている。
ARBITRARY THINKING では，「反対側から見ると顔に見える。目で耳。口
がわからない。笑うセールスマン（Ⅷ，逆位置，D2）」いうような作話的特定化
overspecification が あ り ， 思 考 の 恣 意 性 が 推 測 さ れ る 。 ま た ， AUTISTIC
THINKING では，「国王様に見える。色々飛び亣っている。これダニ。その中心
に国王がいる（Ⅹ，正位置，W）」と，組み合わせが奇妙な fabulized combination
tendency が見られる。これらの反応からは現実吟味力の障害が考えられる。
さらに，PERSONAL RESPONSE AND EGO－BOUNDARY DISTURBANCE で
は，
「蛾に見える。僕はね，子どもが虫が好きだから（Ⅰ，正位置，W）」などと，
反応産出にあたり個人的体験を語る personal experience が見られる。第 1 図版
である図版Ⅰでは，産出された 3 つの反応すべてが personal experience である
ことからも，初めての慣れない刺激に柔軟に対処するということは難しく，自分の
体験に基づいて乗り切ろうとするあり方になりやすいと考えられる。
④事例 J（うつ状態）
事例 J では，DEFENSIVE

ATTITUDE（防衛的な態度），FABULIZATION
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RESPONSE（作話的反応），ARBITRARY THINKING（恣意的思考）が特徴的
である。
DEFENSIVE ATTITUDE では，「カマキリ（Ⅲ，正位置，D6）」という反応
が，質疑段階になると「よくわからない。カマキリの顔がぱっと思い浮かんだが，
今じっくり見ると，なかなかそう見えない」というように不確実な反応になる
apology が見られる。
FABULIZATION RESPONSE では，修飾の程度は様々であるが，多くの作話
的反応が見られている。例えば，「怒った兎。黒いところが怒っている感じ（Ⅰ，
正位置，W）」や，
「元気な虫。色とりどりなのが元気のように見えた（Ⅹ，正位置，
W）」という反応は，
「怒った」，
「元気な」という情緒的な調子が反応の中心になっ
ている affective elaboration である。また，「顔にペイントしている人で，怒っ
ているのか笑っているのかわからない（Ⅹ，逆位置，W）」という反応からは，両
価的な感情の存在が認められる affect ambivalency であり，自我機能の問題が感
じられる。さらに，「女の人が離れたがっているけれど，足がくっついていて逃げ
られない（Ⅶ，正位置，W）」という反応に見られる overdefinitess や，
「悪い人達
が や っ つ け た い 敵 の 心 臓 を 踏 ん づ け て い る （ Ⅱ ， 正 位 置 ， W ）」 と い う
overelaboration は，ブロットを一応の根拠にした反応であったり，ブロットの特
徴から逸脱した状況説明が行われている反応であるが，いずれも作話的な意味合い
が強いものである。
ARBITRARY THINKING では，「アヒルがベチャンと倒れている（Ⅳ，逆位
置，W）」，「ビンが割れて飛び散っている（Ⅵ，正位置，W）」という反応がある。
これらは，「アヒル」や「ビン」といった反応の基本的な形態が，図版ⅣやⅥのブ
ロットに対して不適切であるために，「（アヒルが）倒れている」，「（ビンが）割れ
て飛び散る」などと合理化して解釈する rationalization であり，思考の恣意性や
現実吟味が若干崩れかかっていることを意味するものである。
⑤事例 K（うつ状態）
事 例 K で は ， ARBITRARY THINKING （ 恣 意 的 思 考 ）， AUTISTIC
THINKING （ 自 閉 的 思 考 ）， PERSONAL RESPONSE
AND
EGO －
BOUNDARY DISTURBANCE（個人的体験の引用と自我境界の障害）が特徴的で
ある。
ARBITRARY THINKING では，「こういう形の国がありそう。大陸が繋がっ
ているイメージで，ここが島に見えた。朝鮮半島とか中国にくっつきそう（Ⅶ，逆
位置，D1＋1）」という反応に見られる作話的特定化（overspecification）があり，
思考の自由さが推測される反応である。また，AUTISTIC THINKING では，
「目
があって魚の顔。上から見た魚の平べったい顔みたい。魚の開き。エイとかマンボ
ウとかが泳いでいる顔の形（Ⅲ，逆位置，D3）」という論理の矛盾と非合理的な考
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え方が窺われる反応（contradiction）が見られる。これらの反応は，いずれも現実
吟味力の障害が推測されるものである。
PERSONAL RESPONSE AND EGO－BOUNDARY DISTURBANCE では，
「人の骨みたい。黒い所が穴が開いていて，テレビの写真とかで見た骨盤の写真み
たいに見えた（Ⅱ，正位置，D1＋1＋DS5）」，「魚の模型。以前に百貨店で色付き
の魚の模型を見た。それに似ている。
（Ⅷ，正位置，W）」と，反応産出にあたり個
人的体験を語る personal experience が見られる。
⑥事例 L（うつ状態）
事例 L では，思考・言語カテゴリー自体が尐な目であるが，FABULIZATION
RESPONSE（作話的反応）や ASSOCIATION－LOOSENESS（連想弛緩）が見
られる。
FABULIZATION
RESPONSE では，
「人が向かいあっているように見えます。
女性かな（Ⅲ，正位置，D1+1+6）」と性別の指摘をするもの,「ゲームに出てくる
ボスキャラみたいな。大きな体でそれを下から見上げている感じ（Ⅳ，正位置，W）」
とサイズの指摘をするもの，
「人の顔が向き合っている。
・・・合計で右に 3 つ，左
に 3 つ，対称に顔が積み重なっている（Ⅶ，正位置，W）」というように，向きの
指摘を行うものなど，反応を限定づける definiteness が見られる。図版Ⅶの「人の
顔が向き合っている」という反応は，反応を限定づけているだけでなく，「対称に
顔が積み重なる」と外界イメージの悪さや対人不安の高さが推測されるものである。
また，
「真ん中の空白部分が通路になっていて，真ん中の山に向かって通じている。
何かの文化遺産みたいな。通路があって神殿か教会かの建物が行った先にある。広
い通路の先にある建物なので，壮大な大きな建物に見える（Ⅱ，正位置，dr）」な
どと，反応領域の分割の仕方が独特で，definiteness 以上に反応内容の性質や状況
を限定づけ，作話的な意味合いが強い overdefiniteness が見られている。
さらに，ASSOCIATION－LOOSENESS では，「色んな生き物が左右対称に向
き合っている。どんな生き物かわからないですけど，・・・青虫，ナメクジ，あと
目があるから蛙，何かわからないけど虫（Ⅹ，正位置，D）」とやや矛盾した内容
が語られ，連想が弛緩した loose association が見られる。
（2）各事例のまとめ
以上の事例 G から L の検討から BPⅡ群の思考・言語カテゴリーの特徴をまとめ
る。BPⅡ群では，DEFENSIVE ATTITUDE（防衛的な態度），FABULIZATION
RESPONSE（作話的反応），ARBITRARY THINKING（恣意的思考），AUTISTIC
THINKING （ 自 閉 的 思 考 ） PERSONAL RESPONSE
AND
EGO －
BOUNDARY DISTURBANCE（個人的体験の引用と自我境界の障害）に分類され
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る思考・言語カテゴリーが多く生じていることが特徴的である。
DEFENSIVE ATTITUDE では，apology，additional response，modified
response，changed response，secondary addition が見られており，パーソナリ
ティの浮動性を反映したものや，ego boundary の不安定さに通じる反応であると
考えられる。また，すべての事例で FABULIZATION RESPONSE が見られ，事
例 K を除き，いずれの事例においても反応を限定づける definiteness だけではな
く，作話傾向を示す overdefiniteness が産出されている。
また，事例 L を除いて ARBITRARY THINKING が見られ，事例 H，I，K では
AUTISTIC THINKING が産出され，主観的で恣意的な意味づけがなされた反応
が見られる。そして，事例 H，I，K には，PERSONAL RESPONSE AND EGO
－BOUNDARY DISTURBANCE のカテゴリーの中の個人的な体験を反応として
述べる personal experience が多く生じている。
4．3 群の比較検討
D 群では，基本的にはブロットに即した反応を産出しており，思考・言語カテゴ
リーをスコアする反応自体が尐ないが，最も多いのは FABULIZATION RESPONSE
（作話的反応）である。反応内容を情緒的に修飾する affective elaboration や反応
内容の性質や状況をより一層限定づけようとする overdefiniteness は事例 C にそ
れぞれ 1 つ見られるだけであり，D 群に共通するのは，様々な限定づけをした
definiteness である。また， PERSONAL RESPONSE AND EGO－BOUNDARY
DISTURBANCE（個人的体験の引用と自我境界の障害）の personal experience
は， BPⅠ群や BPⅡ群には生じているが，D 群には見られず，事例 A に同カテゴ
リ ー の utilization for illustration が 1 つ 生 じ て い る だ け で あ る 。 こ の
utilization for illustration は，個人的経験や知識によって「～のような」とい
う例示をし，反応をより明確に相手に伝えようとするものである。
森田（2010）は，認知・思考，感情統合，コミュニケーションの 3 側面が適切
に 機 能 し て い る こ と を あ ら わ す ス コ ア と し て ， definiteness と affective
elaboration，utilization for illustration を挙げ，適度な限定づけ・修飾は，ブ
ロットと自己の連想をすり合わせ，よりわかりやすいものとして相手に伝える働き
をもつことを指摘している。その指摘からすると，D 群の作話的反応などは，ブロ
ットの特徴から過度に離れたものではなく，病的な妄想の方向を示唆するような作
話的意味合いは薄いと考えられる。つまり，ブロットに沿う形で，より正確な反応
をしようとする心性の反映である。
また，事例 A では，身体内部の臓器や骨格を認知するあり方である ARBITRARY
THINKING（恣意的思考）の arbitrary combination が見られ，事例 B では臓器
反応を繰り返す REPETITION（反応の反復）が見られている。これらは，被検者
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を取り巻く状況が不安を感じさせるものになってくると，心気症的世界に入り込ん
でしまうあり方を反映したものである。ロールシャッハ法の形式分析結果において，
感情カテゴリーの Bodily Preoccupation%（身体的関心）の割合が，D 群では BP
Ⅰ群や BPⅡ群に比して高率を示す傾向が見られたことと同様に，うつ病に見られ
る思考の下降と考えられる。
BPⅠ群では，躁状態の事例には，DEFENSIVE ATTITUDE（防衛的な態度）
の apology や additional response が見られる。これらは，自己不全感を表すも
のであり，パーソナリティの浮動性の反映でもあると考えられる。また，ブロット
の特徴から飛躍した FABULIZATION RESPONSE（作話的反応）や PERSONAL
RESPONSE AND EGO－BOUNDARY DISTURBANCE（個人的体験の引用
と自我境界の障害）が多く見られており，現実吟味や自我境界の障害が疑われ，主
観 的 な 外 界 認 知 を しや す い と 考 え ら れ る。 個 人 的 体 験 を 引 用し た personal
experience が見られることは，ロールシャッハ状況という目の前で生起している
出来事を柔軟に捉えることができず，自分の体験との関係性において捉えがちとい
う，柔軟性や応用性に欠けたあり方であると考えられる。しかし，この personal
experience は，統合失調症のように妄想的に発展するものではなく，口愛的な反
応であったり，楽しい連想を伴った反応である。また，事例 D では，連想が困難
なあり方や連想が弛緩した反応が見られており，事例 E では反応の反復が生じて
いる。これらは，躁病のロールシャッハ法の特徴として「作話的で慎重さを欠く（片
口，1987）」，「活発・軽佻な様子（上芝，2007）」というように，従来から指摘さ
れている躁の病理の反映であると考えられる。
うつ状態の事例 F では，躁状態の事例 D，E に比べて思考・言語カテゴリー数
は尐ない。自由反応段階での反応は 1 フレーズだけと極端に貧困であり，同じ反応
を数枚の図版で繰り返す REPETITION（反応の反復）が見られるが，これはうつ
病のロールシャッハ特徴として高橋・北村（1981）が指摘する想像力を発揮しに
くいための「固執性」によるものと考えられる。また，D 群に見られた特徴と同様
に，反応を限定づけるあり方（definiteness）や心気症的な不安の表れと考えられ
る身体内部の臓器の結合反応（arbitrary combination）が見られている。しかし
その一方で，D 群や BPⅡ群には見られない自我境界の崩壊を意味する personal
belief が生じており，抑制的な状態の中にも D 群とは異なる躁的な方向性を持つ特
徴が同時に存在している。
BPⅡ群では，BPⅠ群の躁状態の事例 D，E と同様に DEFENSIVE ATTITUDE
（防衛的な態度），FABULIZATION
RESPONSE（作話的反応）
，PERSONAL
RESPONSE AND EGO－BOUNDARY DISTURBANCE（個人的体験の引用
と自我境界の障害）が多く生じている。
DEFENSIVE

ATTITUDE では，apology，additional
68

response，modified

response，changed response，secondary addition が見られ，自己不全感やパー
ソナリティの浮動性，ego boundary の不安定さ，曖昧さの反映であると考えられ
る。これらのスコアは，特に BPⅠ群の躁状態の事例 D，E に多く見られるが，BP
Ⅱ群では軽躁状態の事例 G，H，I に多く産出されている。また，BPⅡ群では，す
べての事例で FABULIZATION RESPONSE が見られ，事例 K を除いて様々な限
定づけをした definiteness だけでなく，過剰な限定づけをした overdefiniteness
など，作話的な意味合いが感じられる反応が生じている。さらに，PERSONAL
RESPONSE AND EGO－BOUNDARY DISTURBANCE では，BPⅠ群の躁状
態の事例に見られるような楽しい口愛的な連想ではないものの，反応に個人的な体
験を述べる personal
experience が生じていることは，BPⅠ群の躁状態時の事
例と類似している。
これらに注目すると，軽躁の病理を持つ BPⅡ群の結果は，BPⅠ群の躁状態の軽
いもののようにも思える。しかし，BPⅠ群には見られないような ARBITRARY
THINKING（恣意的思考），AUTISTIC THINKING（自閉的思考）といった反
応が産出されている。いずれも主観的で恣意的な意味づけがなされ，現実吟味の崩
れや重篤な自我機能の障害を疑わざるを得ない反応であり，単純に躁の軽いものと
は言い切れない特徴を見せている。この特徴は，沼ら（2008，2009）や沼（2015）
が気分障害のロールシャッハ反応を検討し，双極Ⅱ型障害の事例について，作話反
応やあいまい反応といった逸脱言語表現が散見されるプロトコールと指摘してい
ることと一致している。
第 5 節 TAT における病理的特徴の結果および検討
ここでは D 群，BPⅠ群，BPⅡ群のそれぞれの事例において，その病態をよく示
していると思われる TAT プロトコールを具体的に提示し，プロトコールに沿って
その事例の病理的特徴を検討する。
1．単極性うつ病＜大うつ病性障害＞群の特徴
（1）各事例の特徴
①事例 A（うつ状態）
事例 A の TAT プロトコールの一部を表 4 に示す。
表4

事例 A の TAT プロトコール

No

RT

TT

1

15”

1’28”

TAT

STORY

思ったこと言えばいいんですよね？＜はい。自由にどうぞ
＞・・・・・・練習がしたくないんです。
・・・・・でもやらなき
ゃいけないかなって・・・・・・・・・う～ん・・・・・・この
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子はバイオリン好きなんですかね？・・・・・・・・・・・・練
習しないと怒られちゃう。
・・・・・・はい。
3

3”

1’22”

BM

よく私がしている格好です。嫌なことがあったんですよ。とりあ
えず，頑張ってここまで帰ってきたけど，
・・・ちょっと動けない
かな・・・・。家族にも今は放っておいてほしいかな。
・・・・・・・・・
泣いてるとかじゃなくって，疲れてる。
・・・・・・しばらくたっ
たら動くから待っててね。
・・・・そんな感じですか。

13
MF

9”

2’04”

帰って来たら死んでたんですね。
・・・でも男の人はそんなに年じ
ゃない・・・・・。子どもではないけど・・・・20 代・・・・前
半の若い人かな。・・・・・・女の人は死んでいるんだと思いま
す。
・・・・・・誰の部屋？・・・・・・・彼女の・・・えー・・・・
彼女の部屋ではないか・・・・・なぜ裸で死んでいるのか。
・・・・
なぜ死んだか・・・・この人（男）には若くてわからない・・・・・・
でも・・・・悲しいっていうよりは・・・・びっくり・・・した
かな。
・・・うん。

ためらいがちに話をし，ストーリーは途切れ途切れで断片的であり，まとまりに
欠けている。これは思考過程の制止の状態を反映したものであると考えられる。過
去や未来の变述はなく現在のみを語っており，物語内容は貧困である。「嫌なこと
があったんですよ。とりあえず頑張ってここまで帰ってきたけど，ちょっと動けな
い（3BM）」というように，物語のトーンは抑うつ的で，暗く沈んだ調子である。
「練習がしたくないんです。でもやらなきゃいけない（1）」という表現に見られる
ように，やらねばならぬが，できないというストーリーや，
「長年連れ添った夫婦。
良くないことが起こって（10）」のような善と悪，不幸と幸福といった対立するテ
ーマが見られ，抑うつ的なあり方が推測される。「太陽から光が射しているけど，
太陽自体は暗い。・・・女の人は川の様子を見ている（17GF）」というストーリー
は，自殺念慮とも思える雰囲気が漂っている物語である。また，3 人の人物が描か
れている図版 2 では「遠近感がおかしい」などと述べ，図版の絵柄に矛盾する点を
感じると，その矛盾にこだわってしまいがちである。「ダイニングテーブルがあり
ますね。ランプも置いてるし・・
（中略）
・・廊下が暗いから夜ですかね（5）」，
「高
い建物があるけど，窓が６つしか上の方にない（17GF）」というように，図版に描
かれている絵の形態的な特徴について細かな説明が見られる。これらは強迫的な病
理的心性によるものというよりは，知的柔軟性が欠如しており，細かなところにこ
だわりアバウトにできないといううつの影響によるものであると考えられる。
事例 A の TAT が，表 1 の TAT 判断基準項目にどの程度一致するかを表 5 に示
す。事例 A は，うつ病の TAT 基準のうち，「⑦罪や道徳性についての典型的な妄
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想様思考，あるいは常同的な語句の固執が表現される」，
「⑧テーマは固執的」とい
う項目を除いた残りの 6 項目に該当しており，その TAT には明らかにうつ病の特
徴が見られている。躁病の判断基準項目には一致していない。
表5

事例 A の TAT 判断基準項目についての検討
認知・思考面の特徴

該当

うつ病

①思考過程の制止

○

8 項目中 6 項

②空想が遅く，途切れ途切れで断片的

○

目以上該当

③未来を述べない物語

○

することを

④暗く沈んだ物語の結末

○

目安とする

⑤自殺の主題，抑うつ的な物語

○

⑥物語が貧困

○

⑦罪や道徳性についての典型的な妄想様思考，

×

あるいは常同的な語句の固執が表現される
⑧テーマは固執的

×
該当項目数

躁病
3 項目中 2 項

①情緒性に満ちた物語の中に劇的に没入する

×

②生き生きと拡張的に，あるいは微に入り細を

×

うがつように变述する

目以上該当
することを

6

③食物やもろもろの物を獲得するテーマ，強い

×

口愛的攻撃性表現

目安とする

該当項目数

0

②事例 B（うつ状態）
事例 B の TAT プロトコールの一部を表 6 に示す。
表6

事例 B の TAT プロトコール

No

RT

TT

1

16”

52”

TAT

STORY

今この子はバイオリンを見て考えている。
・・・・・未来？＜過去
は？＞・・・・過去は・・・どういう風にやったらいいのかと悩
んでいる。
・・・・将来は兆しが見えて，やれそうかな・・・・・
って兆しが見える。

2

19”

1’05”

これは広々とした所で，何か未来を見つめて・・・・・・・・・
それから・・・過去・・・・・過去はこうだったなぁと望郷の念・・・・・・。
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未来は，これからやっていこうと希望の兆しが見えます。
3

3”

BM

58”

この人は今は何かに悩んで，どうしたらいいのか考え込んでい
る。
・・・どう立ち直ったらいいのか悩んでいる。
・・・何か・・・・
過去は悶々として悩んでいる。・・・・・・（しばらく図版を見つ
めた後に図版返却）

物語の变述は途切れ途切れで，語られる内容は断片的である。「未来は希望の兆
しが見える」などと似たようなフレーズが図版 1，2，5，6GF，8GF，14GF で繰
り返し見られ，過去や未来への具体的な時間的見通しについてストーリーを展開さ
せることはできない。物語のテーマは固執的で，内容は貧困である。3 人の人物が
登場する図版 2 において，三者の対人関係を述べることができないように，人間関
係を細かく描写することは他の図版においてもできない。言及されている対人関係
は，
「夫婦（10）」，
「おばあちゃんと娘さん（12F）」，
「母親と娘さん（18GF）」と，
夫，娘に限定されたものである。これは，一般的な人間関係にあまり関心が持てな
い状況であり，対人関係の幅が限定されていると言える。物語を作るという課題に
対し，想像力を働かせることが難しい状態であり，思考過程の制止抑制と精神内界
の貧困化を感じさせる。
事例 B の TAT が，表 1 の TAT 判断基準項目にどの程度一致するかを表 7 に示
す。事例 B は，表 1 のうつ病の TAT の判断基準のうち，「④暗く沈んだ物語の結
末」，
「⑦罪や道徳性についての典型的な妄想様思考，あるいは常同的な語句の固執
が表現される」という項目を除いた残りの 6 項目に一致しており，その TAT には
明らかにうつ病の特徴が見られている。躁病の判断基準項目には一致していない。
表7

事例 B の TAT 判断基準項目についての検討
認知・思考面の特徴

該当

うつ病

①思考過程の制止

○

8 項目中 6 項

②空想が遅く，途切れ途切れで断片的

○

目以上該当

③未来を述べない物語

○

することを

④暗く沈んだ物語の結末

×

目安とする

⑤自殺の主題，抑うつ的な物語

○

⑥物語が貧困

○

⑦罪や道徳性についての典型的な妄想様思考，

×

あるいは常同的な語句の固執が表現される
⑧テーマは固執的

○
該当項目数
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6

躁病
3 項目中 2 項

①情緒性に満ちた物語の中に劇的に没入する

×

②生き生きと拡張的に，あるいは微に入り細を

×

うがつように变述する

目以上該当
することを

③食物やもろもろの物を獲得するテーマ，強い

×

口愛的攻撃性表現

目安とする

該当項目数

0

③事例 C（うつ状態）
事例 C の TAT プロトコールの一部を表 8 に示す。
表8

事例 C の TAT プロトコール

No

RT

TT

1

10”

1’18”

TAT

STORY

今は・・・・悩んでいる感じ・・・ですね。
・・・・昔も・・・・・
悩んでいた。
・・・・・この絵から未来は・・・う～ん・・・・・・
しばらく続くんでしょうか。
・・・・・う～ん・・・・悩んでいる
って。

2

27”

2’11”

これも一緒ですね。
・・・・表情から感じられて・・・何か迷って
いる・・・・・昔も・・・う～ん・・・・・悩みが続いている・・・・
感じがします。
・・・・・・。
この 2 人の女性の・・・・表情から。
・・・・・・未来・・・・う
～ん・・・・・・未来はわからないですけど。

3
BM

11”

1’12”

今現在は・・・・ひどく・・・本当にひどく・・・・絶望してい
るような感じ・・・・。昔はわからない・・・です。・・・・・・
未来も・・・・う～ん・・・・近い未来は，
・・・このままのよう
な気がします。

物語は途切れ途切れに断片的に語られ，反応内容は貧困で，TAT ストーリーは
現在中心の变述である。物語の未来や結末は「わからない」と述べたり，「今現在
は絶望しているような感じ。未来はこのままのような気がします（3BM）」という
ように，不確実で不明なものであったり，暗く沈んだ内容が繰り返される。また物
語の内容は，図版 1 に見られる「現在も過去も未来も悩んでいる」というストーリ
ーに代表されるように，抑うつ的で，強い抑うつ感を感じさせるものである。図版
1 では通常，援助者となる第三者が物語の中に登場することが多いとされるが，援
助者となるような第三者の人物は登場しておらず，3 人の人物が絵の中に出てくる
図版 2 においても三者の人間関係の亣流は描写されない。これらの特徴は，思考過
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程が制止した状態であり，精神内界の狭小化を感じさせるものとなっており，うつ
の心性の反映と考えられる。
事例 C の TAT が，表 1 の TAT 判断基準にどの程度一致するかを表 9 に示す。
事例 C は，表 1 のうつ病の TAT の判断基準のうち，「⑦罪や道徳性についての典
型的な妄想様思考，あるいは常同的な語句の固執が表現される」という項目を除い
た 7 項目に一致しており，その TAT 特徴は明らかにうつ病と言える。躁病の判断
基準には一致していない。
表9

事例 C の TAT 判断基準項目についての検討
認知・思考面の特徴

該当

うつ病

①思考過程の制止

○

8 項目中 6 項

②空想が遅く，途切れ途切れで断片的

○

目以上該当

③未来を述べない物語

○

することを

④暗く沈んだ物語の結末

○

目安とする

⑤自殺の主題，抑うつ的な物語

○

⑥物語が貧困

○

⑦罪や道徳性についての典型的な妄想様思考，

×

あるいは常同的な語句の固執が表現される
⑧テーマは固執的

○
該当項目数

躁病
3 項目中 2 項

①情緒性に満ちた物語の中に劇的に没入する

×

②生き生きと拡張的に，あるいは微に入り細を

×

うがつように变述する

目以上該当
することを

7

③食物やもろもろの物を獲得するテーマ，強い

目安とする

×

口愛的攻撃性表現
該当項目数

0

（2）各事例のまとめ
以上の事例 A～C の検討から D 群の TAT 特徴をまとめる。D 群では，物語が途
切れ途切れに断片的に語られ，思考過程の制止が見られる。物語内容は貧困かつ固
執的で，現在を中心とした变述であり，過去や未来への具体的な時間的見通しを持
ってストーリーを展開させることはできない。また，物語は抑うつ的で，暗く沈ん
だ調子であり，人間関係を細かく描写することは難しく精神内界の狭小化を感じさ
せるものである。
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2. 双極Ⅰ型障害群の特徴
（1）各事例の特徴
①事例 D（躁状態）
事例 D の TAT プロトコールの一部を表 10 に示す。
表 10

事例 D の TAT プロトコール

No

RT

TT

1

8”

3’00”

TAT

STORY

即答でいいですか？＜はいどうぞ。＞まだ 10 代いっていないよう
な若い尐年ですね。自分の将来について，バイオリンかビオラか
わからないけど，それについて自分の将来を考えているみたいで
すね。つまり，この道に，バイオリニストとして進むべきかどう
かってことを考えているみたいな雰囲気ですね。ただ，すっと見
るとバイオリンだけど，弓がないよね。ということは，弾いてい
なくて見ているだけ。ただ可能性として，自分はどうなのか。弾
こうという気はまだないですね。この道に疑問を持っている。興
味を持っているって見受けられます。たぶん，これ，バイオリン
だと思いますけどね。ビオラはたぶんもっと大きいから。
・・・・・
だから，この子は将来についてまだクエスションですね。弦を持
っていれば自分の将来について進もうという気になると思うんで
すけどね。ただ，バイオリン見てるんだったら，バイオリン弾く
方じゃなくて，バイオリンの製作者，そっちの方も両面考えるれ
ると思うし。バイオリン自体の美しさに魅せられている。おもち
ゃの代わりに見ているって感じです。言葉は悪いけど。ただ，本
格的にバイオリニストとか亣響楽団とか，そういったものの将来
は見えてない。ただ，布が引いてあって，かなり神経質な顔のよ
うに見えますね。横着な子だと，ただ膝の上とかに置いてあるけ
ど，これは布か，布巾の上においてあるって，よっぽど神経が細
かやな子だと思う。それについて，耳をふさいでいるってことは
思い悩んでいるって考えられますね。自分の将来，まだ見えてな
いって感じですね。まぁ，言えることはこんな感じですね。

11

5”

4’19”

これなんじゃろ～。ようわからんなぁ。何かこれ断崖絶壁です
ね。・・・崖崩れでもあったんですかね？これ。・・ちょっとよく
わからん・・。＜思った通りでいいですよ＞・・・・何か本当に
山崩れっていうか，砂埃があがっているようにも見受けられます
し，そうかといって地震によって崩れたんなら，ここら道が崩れ
て亀裂が入っているはずなんだけど，石ころが山になっているっ
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てことは，山を切り開いた，断崖を切り開いたっていう風に見え
るし，ここに止まっている動物は牛かなんか。これは人なのか何
なのか，ちょっと判別しにくいですね。僕には。
・・右に見える白
いものが，
・・・う～ん・・・滝なのかどうかっていうことです。
まぁ，今フィリピンが台風 30 号で千何人が亡くなっているってい
う話を聞いてますけど，現実にね。ただ，そんな自然現象によっ
て荒れ狂った状態ではないと。
・・ただ，これは瀑布っていうんで
すかね？・・滝の水が落ちてきて，
・・で，これ人物が落ちてくる
んだったらわかる。そうでもないし。何か亀裂，途中で切れてま
すけど，左上から。ちょっと判別不能ですね。これから考えるな
ら，がれきの岩の，あの，昇仙峡ってご存知ですか？＜いいえ＞
化石が取れる，山梨県の。甲府。あそこ行ったことあるんですけ
どね。こういう岩場があるんですけど，人為的に岩場があって，
何々岩っていうのを作っている。馬車で案内してくれるんですよ。
だけど，この道を見てくださればわかると思いますけど，これ，
崩れてないでしょう。ということは，災害にあったわけではない。
ただ，これ考えるには，誰かのこの，妄想というべきかな？こう
いうもんがあったと考えたとしか言いようがないですな。
・・・そ
れにしては絵が整いすぎているんで。なぜかと言うと，岩が左の
方に全部寄せられているということ。道がちゃんと残っていると
いうこと。災害にあったわけではないということ。だから滝が下
から落ちることを瀑布というでしょう。まぁ，そんな水しぶきみ
たいなものが感じられますね。うんでもって，ようわからんけど
も，吊り橋ならわかるんだけど，これ(左)が何だろう？・・・ちょ
っとわかりませんね。今の僕では。こういうもんをあんまり見た
ことないですね。

事例 D の TAT は，反応時間と言葉の表出量を考えると，通常の数倍はあろうか
と考えられるほど生産量が多く，現在のみを膨大に語っている。ほぼ途切れること
なく話をし，思考過程の制止は見られず，ためらうことなく生き生きとした物語を
作っている。その TAT 物語は，「弓がない,布が引いてある（1）」，「指輪をはめと
らん（4）」，
「花瓶は陶製のやつ（5）」などと図版の細部にまで目を向け，一般的に
はあまり变述することがないような図版の非常に細かい点までを認知し，念入りな
ストーリー描写が見られる。また，目についた図版刺激の細かな部分を根拠にし，
細部を指摘しながら次から次へと論理展開がなされることが大きな特徴である。そ
の思いつきは，例えば「これ断崖絶壁ですね・・・
（中略）
・・・。今フィリピンが
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台風 30 号で何千人が亡くなっているっていう話を聞いてますけど・・・
（中略）
・・・。
がれきの岩の，あの，昇仙峡ってご存知ですか？化石が取れる山梨県の甲府。あそ
こ行ったことあるんですけど。こういう岩場あるんですけど・・・（中略）・・・。
（11）」などというように，一方的で主観的なものであることが多く，時に図版刺
激から話題が逸れ，個人的な体験までを持ち出し，ストーリーをまとめようとする
あり方が見られ，思考奔逸とも言えそうな状態である。さらに，「女性の方が男性
になんか言い寄っている。男性の方がちょっとくどいぞって思っている感じに見受
けられますね。・・・（中略）・・・女性が男性を捕まえようとしている（4）」など
と口愛的攻撃性表現（oral aggression）が見られている。
事例 D の TAT が，表 1 の TAT 判断基準項目にどの程度一致するかを表 11 に示
す。事例 D の TAT は，表 1 のうつ病の判断基準には一致していないが，躁病の
TAT の判断基準のすべての項目に一致しており，明らかに躁病と判断できる。
表 11

事例 D の TAT 判断基準項目についての検討
認知・思考面の特徴

該当

うつ病

①思考過程の制止

×

8 項目中 6 項

②空想が遅く，途切れ途切れで断片的

×

目以上該当

③未来を述べない物語

○

することを

④暗く沈んだ物語の結末

×

目安とする

⑤自殺の主題，抑うつ的な物語

×

⑥物語が貧困

×

⑦罪や道徳性についての典型的な妄想様思考，

×

あるいは常同的な語句の固執が表現される
⑧テーマは固執的

×
該当項目数

躁病
3 項目中 2 項
目以上該当
することを
目安とする

1

①情緒性に満ちた物語の中に劇的に没入する

○

②生き生きと拡張的に，あるいは微に入り細を

○

うがつように变述する
③食物やもろもろの物を獲得するテーマ，強い

○

口愛的攻撃性表現
該当項目数
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②事例 E（躁状態）
事例 E の TAT プロトコールの一部を表 12 に示す。
表 12

事例 E の TAT プロトコール

No

RT

TT

1

8”

1’43”

TAT

STORY

自宅の自分の部屋でバイオリンをいつも練習してるんだけど，譜
面を見て，この音楽はどのような気持ちで弾けばいいかを考えて
いて，ただ弾くだけじゃなくて，聴いている人にどんな気持ちを
伝えたらいいかを考えている。
・・・＜昔は？＞うまくなるために
は，技術を磨くために毎日何時間も練習してきた。でもそれだけ
では，聴衆の気持ちを引き付けるには至らないと考えるに至っ
た。
・・・＜これから先は？＞技術を高めることも必要だけど，楽
譜を見てどのように弾いたら聴衆の心を引き付けられるかと考え
ている。

3

8”

1’36”

BM

朝起きると体がだるくて，原因はわからないけど，体温計もある
し，測ってみたらすごい熱で，うずくまりながらすごい熱で。1 人
暮らしなので誰も助けてくれなくて，どうしようと考えている。
過去も？＜はい＞昨日の夜は何ともなくて朝までぐっすり眠った
けど，朝起きたらだるくて，熱でも測ってみようかと思った。1 人
暮らしだし，救急車を呼ぶまでもないし，医者にも熱があって苦
しくて行けないので，1 日ベッドに寝ていたら治った。
（検査終了後，
「ここで薬を飲むと言うのを忘れていた。薬を飲ん
だ。薬をね」と言う）

17
GF

13”

1’49”

ふ～ん・・何て言うんだろう？・・・月食ですっけ？太陽が地球
に挟まって？・・あ，日食か。この日は日食で，まだこれは日食
ってことが科学的に証明，解明されていない時，時代で，みんな
何が起こったんだろうって不安に思っているとこ。過去は，みん
なは普段通りの生活をしてきたけど，段々，段々，日食が始まっ
て太陽が欠け初めてきたので，みんな不安になってきた。将来は，
何時間かしたら太陽は普段の太陽に戻って，また明るくなっちゃ
って，どうして太陽は暗くなっちゃったんだろうね，ってみんな
で話し合っていた。

思考過程の制止は見られず，ためらうことなく現在，過去，未来にわたるストー
リーを作っている。「朝起きると体がだるくて（3 BM）」，「旦那さんは体の調子が
悪い（4）」と体調不調のストーリーが見られた 2 枚の図版を除き，その他の図版で
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は「楽譜を見てどのように弾いたら聴衆の心を引き付けられるのかと考えている
（1）」というストーリーに代表されるように，自己顕示的で生き生きとしたストー
リーが見られる。また，
「この人アメリカ人で（10）」，
「これは北欧のある町にある
お家で（19）
」などと念入りなストーリー变述をしている。
「日食で，まだこれは日
食ってことが科学的に証明，解明されていない時代で，
・・・
（中略）
・・・
（17GF）」
などのように，スケールの大きなテーマが語られる。さらに，「子どもはお母さん
に起こされて，朝食をとり学校に行きました（5）」，
「昨日の夜は 2 人で普通に夕食
を食べて（13MF）」など，食べるという口愛的なテーマが見られる。
事例 E の TAT が，表 1 の TAT 判断基準項目にどの程度一致するかを表 13 に示
す。事例 E の TAT は，表 1 のうつ病の判断基準には一致していないが，躁病の TAT
の判断基準項目の「①情緒性に満ちた物語の中に劇的に没入する」という項目を除
いた残りの 2 項目に一致しており，明らかに躁病と判断できる。
表 13

事例 E の TAT 判断基準項目についての検討
認知・思考面の特徴

該当

うつ病

①思考過程の制止

×

8 項目中 6 項

②空想が遅く，途切れ途切れで断片的

×

目以上該当

③未来を述べない物語

×

することを

④暗く沈んだ物語の結末

×

目安とする

⑤自殺の主題，抑うつ的な物語

×

⑥物語が貧困

×

⑦罪や道徳性についての典型的な妄想様思考，

×

あるいは常同的な語句の固執が表現される
⑧テーマは固執的

×
該当項目数

躁病
3 項目中 2 項
目以上該当
することを
目安とする

0

①情緒性に満ちた物語の中に劇的に没入する

×

②生き生きと拡張的に，あるいは微に入り細を

○

うがつように变述する
③食物やもろもろの物を獲得するテーマ，強い

○

口愛的攻撃性表現
該当項目数

③事例 F（うつ状態）
事例 F の TAT プロトコールの一部を表 14 に示す。
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表 14

事例 F の TAT プロトコール

No

RT

TT

TAT

STORY

1

―

30”

・・・・・・・・・＜今何をしているところ？＞・・・わからん。

2

4”

12”

農耕だね・・・・（図版返却）。

3BM

2”

12”

寝ているところ・・・（図版返却）。

事例 F の TAT は，思考過程の制止が目立ち，「わからん」とだけ述べ，反応失
敗となるものが図版 1，11，20 の 3 枚に見られる。残りの図版は，
「農耕だね（2）」，
「寝ているところ（3BM）」などと，語られる物語は図版に描かれた状況を 1 フレ
ーズのみで言い表すだけである。図版刺激から大きく離れた反応をすることはない
が，創造性に乏しく物語を展開させることはない。このことから思路は抑制的にな
ってはいるものの，例えばネガティブな絵柄が描かれている図版 3BM の反応のよ
うに，不安感という情緒はそこにはない。また，平均初発反応時間は 8.2 秒（反応
失敗の図版を除く）と遅延はないことから，精神的エネルギーが完全に低下してい
るとは言い切れず，潜在的な精神エネルギーは持ち合わせていることを感じさせる。
事例 F の TAT が，表 1 の TAT 判断基準項目にどの程度一致するかを表 15 に示
す。事例 F の TAT は，物語の創造性は全く見られないため，表 15 のうつ病の TAT
判断基準項目は評定不能である。しかし，評定不能ということは明らかに強いうつ
状態を示していると考えられる。躁病の躁状態ではないため，躁病の TAT 判断基
準項目にはいずれも一致していない。
表 15

事例 F の TAT 判断基準項目についての検討
認知・思考面の特徴

該当

うつ病

①思考過程の制止

8 項目中 6 項

②空想が遅く，途切れ途切れで断片的

評定不能

目以上該当

③未来を述べない物語

評定不能

することを

④暗く沈んだ物語の結末

評定不能

目安とする

⑤自殺の主題，抑うつ的な物語

評定不能

○

⑥物語が貧困

○

⑦罪や道徳性についての典型的な妄想様思考，

評定不能

あるいは常同的な語句の固執が表現される
⑧テーマは固執的

評定不能
該当項目数
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評定不能

躁病
3 項目中 2 項

①情緒性に満ちた物語の中に劇的に没入する

×

②生き生きと拡張的に，あるいは微に入り細を

×

うがつように变述する

目以上該当
することを

③食物やもろもろの物を獲得するテーマ，強い

×

口愛的攻撃性表現

目安とする

該当項目数

0

（2）各事例のまとめ
以上の事例 D～F の検討から BPⅠ群の TAT 特徴をまとめる。BPⅠ群の躁状態
の事例 D，E では，ためらうことなくストーリーを作り，思考過程の制止は見られ
ない。物語内容は，スケールの大きな誇大的なものであったり，自己顕示的で生き
生きとしており，事例によっては思考奔逸とも言えるものである。また，口愛的な
テーマ（oral dependency，oral aggression）が見られている。
BPⅠ群のうつ状態の事例 F では，絵柄に対して 1 フレーズで状況を描写するの
みであり，反応失敗も 3 枚の図版で見られている。思考過程の制止が目立ち，物語
を創造的に展開させることはないが，平均初発反応時間の遅延はないことから，精
神エネルギーが完全に低下しているとは言い切れない特徴を示している。
3．双極Ⅱ型障害群の特徴
（1）各事例の特徴
①事例 G(軽躁状態)
事例 G の TAT プロトコールの一部を表 16 に示す。
表 16

事例 G の TAT プロトコール

No

RT

TT

2

5”

1’50”

TAT

STORY

難しいんだよな（ロールシャッハ法と比べて）こっちのテストっ
て。え・・・・・今は・・・この女の人は学校に行こうとしてい
て，木にもたれている人は物思いに耽っていて，馬の手綱を持っ
ている男性は農作業をしようとしている。過去に戻ると家族
で・・・未来は結局バラバラなことをしている。

3
BM

20”

55”

う～んと・・・なんか夫と喧嘩をして泣き崩れている妻・・・・
が現実で・・。過去は・・・，う～ん・・・・いさかいが多い夫
婦。未来はうまくいかない。結局うまくいかない夫婦で，別れる
みたいな感じになる。
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6

15”

1’30”

GF

難しいんですね。こっち（TAT）の方が。
・・・・・女性の方が娘
で疲れていて，ソファにもたれかかっていたところ。背後から父
親が声をかけている。過去は何かに娘は疲れていて，ソファに座
っている。未来は・・・う～ん・・・・きっと父親と口論になる・・・
きっと・・・・という未来。

図版 4，12F，18GF を除いた残りの 17 枚の TAT ストーリーは，いずれもため
らいながら，途切れがちに作られており，思考過程の制止が見られる。物語の結末
は，
「（家族で）未来は結局バラバラなことをしている（2）」などと，暗く沈んだ内
容である。物語には，
「女の人は飛び降り自殺をしそうなくらい暗い(17GF)」と自
殺の主題が見られ，「バイオリンの発表会があるんだけどうまくできないので頭を
抱えている。過去はうまくできない（1）」，
「うまくいかない夫婦で別れる（3BM）」，
「別れ話になって（20）」などと，ネガティブな内容のストーリーが繰り返し語ら
れ，抑うつ感が表現されている。しかしその一方で，
「父親と口論になる（6GF）」，
「どちらかが食い物にしようとしている（11）」などという物語も見られ，口愛的
攻撃性の表現やある種の力強いエネルギーが推測される。
事例 G の TAT が，表 1 の TAT 判断基準項目にどの程度一致するかを表 17 に示
す。事例 G は，变述の仕方やストーリーの内容には強い抑うつ感が表現されてい
るが，ある種の力強さも見られるなど，通常の抑うつ的なあり方とは異なっている。
そのため表 1 に示したうつ病や躁病の TAT の判断基準には一致していない。また，
TAT の絵柄から逸脱するような認知・思考の特徴はない。
表 17

事例 G の TAT 判断基準項目についての検討
認知・思考面の特徴

該当

うつ病

①思考過程の制止

○

8 項目中 6 項

②空想が遅く，途切れ途切れで断片的

○

目以上該当

③未来を述べない物語

×

することを

④暗く沈んだ物語の結末

○

目安とする

⑤自殺の主題，抑うつ的な物語

○

⑥物語が貧困

×

⑦罪や道徳性についての典型的な妄想様思考，

×

あるいは常同的な語句の固執が表現される
⑧テーマは固執的

○
該当項目数
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躁病
3 項目中 2 項

①情緒性に満ちた物語の中に劇的に没入する

×

②生き生きと拡張的に，あるいは微に入り細を

×

うがつように变述する

目以上該当
することを

③食物やもろもろの物を獲得するテーマ，強い

○

口愛的攻撃性表現

目安とする

該当項目数

1

②事例 H（軽躁状態）
事例 H の TAT プロトコールの一部を表 18 に示す。
表 18

事例 H の TAT プロトコール

No

RT

TT

3

13”

1’57”

BM

TAT

STORY

女の人ですね。何か本当に会社かなにか，嫌なことがあったんだ
ろうな。下の方にあるのが鍵で，靴履いている。外から帰って来
て，どっかの事務所のソファのとこで，嫌なことがあって，突っ
伏して泣いているんだろうなって。ちょっとこの絵は共感できる
から，涙が出てきます（潤んできた目を手で押さえる）
。もう嫌だ
と言っているのか・・，突っ伏してこの後，どうするのか，自分
に重なってしまったので，希望としては，もう 1 回，頑張ろう。
ギャグとしては，疲れてきたので，1 回，風呂に入ろうかなと。

14

6”

1’11”

これ，さっき（13MF）の続きみたい。これ，窓の後ろからって言
ったけど，窓から見て逆光になっている。・・・一瞬。・・・・う
～ん不吉な絵にも見えました。自殺しそうな。でも，あんまりそ
んな悪そうな場面には・・。ごくごく普通の朝の場面。さっきの
続きだから，この男の人は，仕事に行くわって感じかな。

17
BM

13”

1’52”

この人はやっぱり，うん，登っているんでしょうね。降りてるっ
ていう人もいるんじゃないかなって思ったんだけど，これは上か
ら降りて来たって感じではない。綱に向かってヤッハッハ～って
言いながら，豪快な笑いをあげて一番上まで登っていきそう。サ
ーカスの場面とかではなさそう。そういうものでなく，サーカス
の練習みたいなものなのかなって。本番じゃなくて練習。降りて
いくわけじゃなくて，登っていく。どこまでも，どこまでも，延々
と登っていくような。降りていくことが想像つかない。はい。
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図版 3BM では「会社か何か嫌なことがあったんだろうな」というストーリーを
作り，
「この絵は共感できるから涙が出てきます」と目を潤ませる場面が見られる。
また，
「不吉な絵にも見えました。自殺しそうな（14）」，
「こんなくだらない。それ
でも僕は生きていたいの？っていう言葉がパッとでてきましたね（16）」などとい
うように，自殺の主題が見られ，悲観的な抑うつ感情を伴った認知・思考の物語が
見られる。
その一方で，作られる物語は貧困ではなく，ある程度の变述量がある。図版 3BM
や 14 では，抑制的なストーリーを語った後で，「もう 1 回頑張ろう。ギャグとし
ては疲れてきたので 1 回風呂に入ろうかな（3BM）」，
「この男の人は仕事に行くわ
って感じかな（14）」というように，抑うつ的な方向とは異なる明るい見通しや意
欲が語られるストーリーもある。さらに，図版 17 BM の「綱に向かってヤッハッ
ハ～って言いながら，豪快な笑いをあげて一番上まで登っていきそう。・・・（中
略）・・・どこまでも，どこまでも延々と登っていくような。降りていくことが想
像つかない」というストーリーに表れているように，躁的な方向性を持つ情緒性も
存在する。しかし，いずれの図版においても図版に描かれている人物やその置かれ
た形式面の状況，あるいはその状況においてあり得る情緒的表現を大きく飛び越え，
主観的で情緒性に満ち溢れた物語を作るまでには至っていない。
事例 H の TAT が，表 1 の TAT 判断基準項目にどの程度一致するかを表 19 に示
す。事例 H は，表 1 に示したうつ病，躁病，いずれの TAT の判断基準にも一致し
ていない。また，TAT の絵柄から逸脱するような認知・思考の特徴はなく，絵柄
を中心とするストーリー描写である。
表 19

事例 H の TAT 判断基準項目についての検討
認知・思考面の特徴

該当

うつ病

①思考過程の制止

×

8 項目中 6 項

②空想が遅く，途切れ途切れで断片的

×

目以上該当

③未来を述べない物語

×

することを

④暗く沈んだ物語の結末

○

目安とする

⑤自殺の主題，抑うつ的な物語

○

⑥物語が貧困

×

⑦罪や道徳性についての典型的な妄想様思考，

×

あるいは常同的な語句の固執が表現される
⑧テーマは固執的

×
該当項目数
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2

躁病
3 項目中 2 項

①情緒性に満ちた物語の中に劇的に没入する

×

②生き生きと拡張的に，あるいは微に入り細を

×

うがつように变述する

目以上該当
することを

③食物やもろもろの物を獲得するテーマ，強い

○

口愛的攻撃性表現

目安とする

該当項目数

1

③事例 I（軽躁状態）
事例 I の TAT プロトコールの一部を表 20 に示す。
表 20

事例 I の TAT プロトコール

No

RT

TT

2

1”

2’11”

TAT

STORY

何だろう。これは，わかんないな。これ・・・・・村，ある村が
あってそれぞれの役割っていうか，それぞれの生活があるんだよ
ね。一人の人はお母さんみたいな人，お母さんかな？これ。お母
さんかもしれん，お母さんにしようかな。お母さんがちょっと小
太りで，妊娠しているかもしれないけど，（ちょっと笑いながら）
ちょっと思いにふけってて，馬，馬を持っているのがお父さんで，
これから畑を耕しに行こうかなと。で本を持っている娘さんは，
まぁ大学生にしとこうかな。大学生で，私は私の道があるという
か，私はこれから何を目指していくのだろうというような風景で，
が現在で。過去は，まぁ一人娘で・・・そりゃぁ，可愛がられて，
それはそれは可愛がられて育ったんだけど，今はちょっとなんか，
家族がバラバラになっているけど，
・・・・過去は，まぁ今でも円
満かもしれないけど，一人娘で円満な家庭で，現在，お母さん，
妊娠してるかもしんない。これ。未来は，未来は何だろうねぇ・・・。
未来はこの女の子が独立してく，わけだよね。恋人作ったり，結
婚していくかもしれないし，お母さんに二人目の子が生まれるか
もしれない。ちょっと歳離れているけど，そんな感じ

13
MF

9”

1’40”

疲れたのかなぁ。
・・・疲れた感じではないな，これは・・・・疲
れたという感じよりも泣いてる。泣いてる，お別れの・・・お別
れの一夜を過ごしたのかな。最後の，抱きしめて，じゃぁ，お別
れだねというとこで，男の人は・・・男の人は名残惜しいのか，
女の人はそっぽ向いて，疲れたわっていう，
・・・男の方から女の
人はというよりも，男の方に未練があったのかもしれないけど，
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終わった恋。過去は肉体関係までいっただろうから，素晴らしい
恋物語だったんだろうけど，未来は，まぁもう一度，終わった恋
はもう二度と愛は戻らない。同じ愛は戻らないから，これはとり
あえず復縁することはなく，それぞれの道を行く。
14

6”

1’19”

夜，窓を開けて，星か月を見ているな。これは。
・・・今日のこと
を振り返ったり，明日はこうしようというような，明日を見つめ
てるような感じするね。今日のことを振り返って。過去は，
・・・
なんか・・・そんなに深刻じゃないんだろうけど，
・・・過去，尐
し決心がつかないことがあったんだろう。
・・・クヨクヨのほどで
もないんだけど，未来は，ほら明日の朝が来て，すっきりした気
持ちで明日へ向かう。
・・・あんまり暗いこと出てこないなぁ。調
子良いのかなぁ。

「家族がバラバラになっている（2）」，「泣いている，終わった恋（13MF）」な
どと悲観的抑うつ的感情を伴う認知・思考の物語が見られる。しかし，平均初発反
応時間は 4.4 秒と素早く，ある程度の量の物語を变述しており，思考過程の制止は
見られず，物語は貧困ではない。TAT 状況では，図版 2 において笑みが見られた
り，図版 14 では「あんまり暗いこと出てこないなぁ。調子良いのかなぁ」という
独り言のような变述が見られる。また，TAT 物語は，
「息子がお母さんに告白して
るんだよね。・・・（中略）・・・仕事か恋人かの問題で，まぁ時が解決するでしょ
う（6BM）」，
「仕事上の師弟関係になって・・過去・・未来は，まぁうまく相談し
てうまく仕事を進める（7BM）」，
「明日の朝が来てすっきりした気持ちで明日に向
かう（14）」などと，いずれも抑うつ的な方向とは異なる明るい見通しやエネルギ
ーを感じさせる物語の特徴も見られる。
事例 I の TAT が，表 1 の TAT 判断基準項目にどの程度一致するかを表 21 に示
す。事例 I は，表 1 に示したうつ病，躁病，いずれの TAT の判断基準にも一致し
ていない。TAT の絵柄から逸脱するような認知・思考の特徴はなく，絵柄を中心
とするストーリー描写である。
表 21

事例 I の TAT 判断基準項目についての検討
認知・思考面の特徴

該当

うつ病

①思考過程の制止

×

8 項目中 6 項

②空想が遅く，途切れ途切れで断片的

×

目以上該当

③未来を述べない物語

×

することを

④暗く沈んだ物語の結末

○
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目安とする

⑤自殺の主題，抑うつ的な物語

○

⑥物語が貧困

×

⑦罪や道徳性についての典型的な妄想様思考，

×

あるいは常同的な語句の固執が表現される
⑧テーマは固執的

×
該当項目数

躁病
3 項目中 2 項
目以上該当
することを
目安とする

2

①情緒性に満ちた物語の中に劇的に没入する

×

②生き生きと拡張的に，あるいは微に入り細を

×

うがつように变述する
③食物やもろもろの物を獲得するテーマ，強い

×

口愛的攻撃性表現
該当項目数

0

④事例 J（うつ状態）
事例 J の TAT プロトコールの一部を表 22 に示す。
表 22

事例 J の TAT プロトコール

No

RT

TT

2

1’25”

3’40”

TAT

STORY

・・・家族・・・家族です。けれどそれぞれが・・・いや，違い
ます。他人みたい。・・・あまり仲は良くないみたいで，・・・・
えーっと・・・・家族の絆はもうとっくに壊れてしまっているみ
たい。一人ひとりがばらばらに，自分の進む道を見つめている。

3

30”

5’00”

GF

・・・・何かに間に合わなくて，絶望的になっている。
・・・・早
く動いていれば良かったと後悔している。家族が出て行ってしま
った。
・・・・女の人の旦那さんが，子どもを連れて出て行ってし
まった。
・・・・女の人が，子どもに虐待していて・・・・それが
バレて，旦那さんが子どもを連れて出て行き，別れた。それで落
ち込んでいる・・・・。

13
MF

26”

2’15”

男の人と女の人のカップルで，言い争いをして，男の人は女の人
を殺してしまって・・・・その直後・・・・何てことをしたんだ
と後悔している。
・・・・些細なことがきっかけだった。それが段々，
あなたの性格が悪いのよというように，広がっていき，カチンと
きて，刺しちゃったという感じ。
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初発反応時間は平均 40.1 秒と遅く，物語の語り口調は途切れ途切れであり，反
応時間に対し变述量は尐なく，思考過程が制止した状態である。図版 10 以外の図
版では現在の描写が中心であり，未来を变述することはできていない。「絶望の淵
にいて飛び降りようか迷っている（17GF）
」というように自殺をテーマにした物語
が見られ，「絶望的になっている，後悔している，家族が出て行ってしまった，子
どもに虐待，落ち込んでいる（3GF）」などと，悲観的で抑うつ感情を伴う認知・
思考の物語が見られる。その一方で，「カップルで何か言い争いをして（13MF）」
というような，口愛的な攻撃性（oral aggression）と考えられる变述も存在し，抑
うつ的な特徴とは異なるあり方も見られる。このストーリーからは，エネルギーの
高さが感じられるが，その他の図版では同様の特徴が見られないことから，躁病の
TAT 判断基準に一致するほどではない。
事例 J の TAT が，表 1 の TAT 判断基準項目にどの程度一致するかを表 23 に示
す。事例 J は，表 1 に示したうつ病，躁病，いずれの TAT の判断基準にも一致し
ていない。物語の基本的な枞組み，状況の形式的な構造とそこで予想される情緒的
反応は，図版刺激により引き出される範囲内のもので，図版刺激から離れた物語描
写は見られない。
表 23

事例 J の TAT 判断基準項目についての検討
認知・思考面の特徴

該当

うつ病

①思考過程の制止

○

8 項目中 6 項

②空想が遅く，途切れ途切れで断片的

○

目以上該当

③未来を述べない物語

○

することを

④暗く沈んだ物語の結末

○

目安とする

⑤自殺の主題，抑うつ的な物語

○

⑥物語が貧困

×

⑦罪や道徳性についての典型的な妄想様思考，

×

あるいは常同的な語句の固執が表現される
⑧テーマは固執的

×
該当項目数

躁病
3 項目中 2 項
目以上該当
することを
目安とする

5

①情緒性に満ちた物語の中に劇的に没入する

×

②生き生きと拡張的に，あるいは微に入り細を

×

うがつように变述する
③食物やもろもろの物を獲得するテーマ，強い

×

口愛的攻撃性表現
該当項目数
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0

⑤事例 K（うつ状態）
事例 K の TAT プロトコールの一部を表 24 に示す。
表 24

事例 K の TAT プロトコール

No

RT

TT

4

6”

1’07”

TAT

STORY

恋人同士で，う～ん，何か気まずい雰囲気になって，男性が隠し
事をしているのか，嘘をついたのか。それを女性が悟って，疑い
をかけて探りを入れている。過去はそういったことが何度もあっ
て，今まで知らないふりをしていたけど，今日は聞き出さなけれ
ばと女性が詰め寄っている。将来は，2 人は，うまくいかなくなっ
て別れてしまう。

14

5”

45”

朝方頃で，男性がお部屋にいて，朝，日が昇ってきたので，窓を
開けて外を見ている。男性は寝ていて，窓から日が差してきて明
るくなってきた。明るくなってきたので男性は起きた。将来は，
光を浴びて，目が覚めて朝の準備をする。

20

6”

48”

雪の湖。湖には鳥がいて，鳥が湖の中で立っている。過去は，鳥
はつがいでいて，遠くから飛んで来た。将来は，この湖で冬を越
して春に自分がいたところに帰る。

図版 20 は通常“人”と見られることが多い絵柄を“鳥”と見立ててストーリー
を展開させており，この図版のこの部位での“鳥”の認知は決して珍しいものでは
ないが，この点については微妙な認知のズレを感じさせる。しかしこの図版を除け
ば，語られる内容は図版刺激に沿ったものであり，図版刺激から大幅に離れ，奇妙
なストーリーを作ることはない。
sexual カードと言われる性的な描写がされている図版 13MF では，途切れ途切
れに物語を語っているものの，それ以外の図版ではためらうことなく流れるように
ストーリーを作っていることから，思考過程の制止は見られない。物語の結末は，
「将来は 2 人はうまくいかなくなって別れてしまう（4）」，
「将来は男性が思い悩ん
でいる（13MF）」，
「後悔している。将来はお墓の前で涙を流して謝る（15）
」とい
うように暗い終わり方をするものがあるが，「きっと上手に（バイオリンを）弾け
る（1）」，「明日はうまくいくはず（3BM）」，「遊びに行く計画とかも立てている
（8GF）」，「家族が増えて幸せな家庭ができる（10）」，「目が覚めて朝の準備をす
る（14）」，「長旅を終えて会いたい人のところへ辿りつく（19）」というように，
明るい未来への展望を述べることも多い。
事例 K の TAT が，表 1 の TAT の判断基準項目にどの程度一致するかを表 25 に
示す。物語内容や TAT 課題への対峙の仕方は，ある程度精力的で，意欲的な印象
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を感じさせる。また，
「家族と一緒に話をしたりご飯を食べたりする（5）」などと，
oral 表現（oral dependency）が見られる。これらの特徴はどちらかといえば，や
や躁方向のエネルギーを感じさせるが，事例 K は，表 1 に示した躁病の TAT の判
断基準を満たすほどではなく，うつ病の判断基準にも一致していない。
表 25

事例 K の TAT 判断基準項目についての検討
認知・思考面の特徴

該当

うつ病

①思考過程の制止

×

8 項目中 6 項

②空想が遅く，途切れ途切れで断片的

×

目以上該当

③未来を述べない物語

×

することを

④暗く沈んだ物語の結末

○

目安とする

⑤自殺の主題，抑うつ的な物語

×

⑥物語が貧困

×

⑦罪や道徳性についての典型的な妄想様思考，

×

あるいは常同的な語句の固執が表現される
⑧テーマは固執的

×
該当項目数

躁病
3 項目中 2 項

①情緒性に満ちた物語の中に劇的に没入する

×

②生き生きと拡張的に，あるいは微に入り細を

×

うがつように变述する

目以上該当
することを

1

③食物やもろもろの物を獲得するテーマ，強い

○

口愛的攻撃性表現

目安とする

該当項目数

1

⑥事例 L（うつ状態）
事例 L の TAT プロトコールの一部を表 26 に示す。
表 26

事例 L の TAT プロトコール

No

RT

TT

1

9”

1’35”

TAT

STORY

楽器，バイオリンを見て，男の子がうつむいている感じなの
で・・・・，う～ん・・何か演奏する時に失敗があったとか，う
まく上達しないとか，悩みだったり失敗したことを悔やんでいる。
この先は・・・・＜昔は？＞この子がもっと小さい時は，周りの
人がバイオリンが弾けるってことで褒めたりしていたんじゃない
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かと思います。
・・・・・・・・・・・・将来・・・的には・・・
う～ん・・・・この尐し先に，男の子はバイオリンをやめてしま
うと思います。以上です。
8

17”

4’16”

BM

後ろにいる・・・男が・・あと，寝転がっている男性が，何か手
術を受けている。2 人の男性から治療を受けている。・・・なぜ治
療が必要かというと，左にある猟銃で怪我をしてしまった。弾は
右側にいるスーツの男性・・・う～ん・・・自分が撃ったにもか
かわらず・・・この人の・・・この人を助けてやってくれと・・・
後ろでナイフを持っている男性と隣の男性に治療してくれと頼ん
だ。
・・・・・・・・・・この男性は，過去，これまでも寝転がっ
ている男性と手前にいるスーツの男性の間には，いざこざがあっ
て，とうとうこのスーツの男性が寝転がっている男性に発砲して
しまった。発砲してしまったのに，この人（スーツの男性）なん
だけど，別のに撃たれたと，この寝ている男性は治療を受けてい
る。このスーツの男性の表情が，う～ん，無表情に見えるの
で，
・・・・・撃って・・・・他の人のせいにしていることを特に
罪悪感は感じていない。
・・・・・将来的には，後ろで治療を施さ
れている男性は，この怪我が原因で亡くなってしまうのではない
か。手前のスーツをきた男性は，将来，自分が人をあやめたこと
に罪悪感を感じることはなく，普通の生活を送っていくことにな
ると思います。

9
BM

16”

1’45”

複数の男性が草むらの上で，雑魚寝をしている。
・・・・似たよう
な朋を着ているので，同じような何か仕事をしている。
・・・仕事
をして疲れたので，横になっているところ。
・・・・・草むらで横
になっているので，何か外でやる仕事だと思うので，農作業をこ
の男性たちはしていた。疲れたので，ちょっと休憩をしていると
ころ。尐し休んだ後にまた働き始めるのではないかと・・・思い
ます。

いずれの図版においても思考過程の制止が見られ，語られる内容が断片的である。
物語に見られる全体的なトーンは抑うつ的であり，物語の結末は「男の子はバイオ
リンを辞めてしまう（1）」，「起こした企業もあまり良くない状況が続いていく
（6BM）」などのように，暗く沈んだ内容が見られる。
その一方で，TAT の变述量は尐なくはなく，ある程度の量を語っており，「尐
し休んだ後にまた働き始めると思います（9BM）」などとエネルギーが満ちる方向
性を持つ認知・思考の物語が語られる。また，「男性が隠れてしたことを女性が聞
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いて問い詰めている（4）」などと，口愛的な变述（oral aggression）が見られる。
物語の中には「スーツの男性が寝転がっている男性に発砲してしまった（8BM）」
などと，コントロールしきれない無意識的な衝動のエネルギーを感じさせるものも
ある。しかし，物語の基本的な枞組みは，図版刺激により引き出される範囲内のも
のであり，作話的反応など，図版刺激から離れた物語描写はない。
事例 L の TAT が，表 1 の TAT 判断基準項目にどの程度一致するかを表 27 に示
す。事例 L は，表 1 に示した躁病の TAT の判断基準を満たすほどではなく，うつ
病の判断基準にも一致していない。
表 27

事例 L の TAT 判断基準項目についての検討
認知・思考面の特徴

該当

うつ病

①思考過程の制止

○

8 項目中 6 項

②空想が遅く，途切れ途切れで断片的

○

目以上該当

③未来を述べない物語

×

することを

④暗く沈んだ物語の結末

○

目安とする

⑤自殺の主題，抑うつ的な物語

○

⑥物語が貧困

×

⑦罪や道徳性についての典型的な妄想様思考，

×

あるいは常同的な語句の固執が表現される
⑧テーマは固執的

×
該当項目数

躁病
3 項目中 2 項
目以上該当
することを
目安とする

4

①情緒性に満ちた物語の中に劇的に没入する

×

②生き生きと拡張的に，あるいは微に入り細を

×

うがつように变述する
③食物やもろもろの物を獲得するテーマ，強い

○

口愛的攻撃性表現
該当項目数

1

（2）各事例のまとめ
以上の事例 G～L の検討から BPⅡ群の TAT 特徴をまとめる。BPⅡ群では，悲
観的で抑うつ的な感情を伴った認知や思考が示唆される物語，自殺の主題，暗く沈
んだ調子の結末などが見られる。しかし，事例 G，J，L では，語られる内容が断
片的で，思考過程の制止が推測されるが，その他の事例では，ある程度の量の物語
を变述しており，物語は貧困ではなく，思考過程の制止は見られない。また，思考
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過程の制止が見られる事例 G，J，L においても，抑うつ的な方向とは異なる明る
い見通しやエネルギーを感じさせる物語，精力的で意欲を感じさせる物語も存在し，
口愛的な变述（oral aggression，oral dependency）が見られている。事例によっ
ては，無意識的な衝動のエネルギーを感じさせるものもあるが，BPⅡ群のすべて
の事例において，物語の基本的な枞組みは，図版刺激から引き出される範囲内のも
のであり，図版刺激から離れた描写は見られない。
4．3 群の比較検討
D 群では物語が断片的に語られ，沈黙が多く，思考過程の制止が見られる。物語
内容は貧困で，いずれも未来を具体的に述べることが難しい。
木村（1982）は，現在という時間は安定した制止状態として体験されるが故に，
時間というものを過去，現在，未来へと続く切れ目のない連続として思い浮かべる
ことができることを指摘しており，時間的展望を持っていることが健康さの現れで
あるということを示唆している。D 群の TAT は，過去―現在―未来という時間的
展望の見通しが持てておらず，TAT ストーリーは，抑うつ的な思考を反映した内
容である。D 群の TAT は表 1 に示したうつ病の TAT の判断基準をいずれも満たし
ており，単極性うつ病＜大うつ病性障害＞と判断できる。
BPⅠ群の躁状態の事例 D，E では，思考過程の制止は見られず，ためらうこと
なくストーリーを語っている。事例 D では，現在のみを膨大に变述し過去や未来
については具体的に言及されない。これは，木村（2012）が躁病者の世界の時間
性は「現在」の一点に収斂していると述べ，「患者は純粋な現在に生きていて，何
ごとも未来として自らへと到来させず，何ごとも過去として過ぎ去らせない，つま
りここでは時間は「時熟」することがない」という Binswanger の言葉を紹介して
いることと一致する。
事例 D，E の物語は誇大的で，スケールの大きなテーマが語られており，意欲的
で拡張した思考を反映していると考えられる。また，口愛的なテーマ（ oral
dependency，oral aggression）が見られている。BPⅠ群の躁状態の事例の TAT
は，表 1 に示した躁病の TAT の判断基準をいずれも満たしており，双極Ⅰ型障害
の躁状態であると判断できる。
一方，BPⅠ群のうつ状態の事例 F は，1 フレーズのみの变述内容であり，心理
的抑制が昂じ，自発的な活動が低下してしまっている状態である。これは D 群の
TAT から捉えられる抑うつのレベルよりは，明らかに重篤な状態を示している。
ただしこれは，BPⅠ群のうつ状態が，D 群のうつ状態より重篤であるという病理
群水準におけることではなく，あくまでも個別事例におけるうつ状態の水準の相違
と考えるべきであろうと思われる。
BPⅡ群では，悲観的抑うつ的感情を伴う物語，暗く沈んだ内容の物語の結末，
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自殺の主題，物語の語られ方が途切れ途切れで断片的であるという特徴が見られる。
このような抑制的な認知・思考面の特徴が見られる一方で，事例 I と J を除き，表
1 に示した TAT の躁病の判断基準 の項目の一つにある 口愛的な变述（oral
aggression，oral dependency）が見られ，いずれの事例においてもエネルギーが
満ちる方向性を持つ認知・思考の物語が語られたり，意欲的，精力的な印象を感じ
させる物語が見られる。しかし，物語の基本的な枞組みは，図版刺激により引き出
される範囲内のものであり，BPⅠ群の躁状態時のような誇大的，スケールの大き
なテーマの物語ではなく，観念奔逸と言えるほどではない。
BPⅡ群の TAT は，うつ病とも躁病とも言い難い特徴を示し，表 1 に示したうつ
病，躁病，いずれの TAT 判断基準とも明確に一致しない。これらは，Welch et al.
(1961)が軽躁病者とうつ病者の TAT 物語を検討し，軽躁病者はより拡張された物
語を述べるが，収縮した物語は両者にともに見られると指摘していることと同じよ
うな結果を示していると考えられる。
第 6 節 考察
1. ロールシャッハ法および TAT で捉えられる病態像の検討
D 群のロールシャッハ法は，反応数は尐なく，平均初発反応時間は遅い傾向があ
り，コンテント・レンジは収縮し思考内容の貧困さを示す。ブロットの特徴から過
度に離れることはなく，反応を限定づけるようなあり方（definiteness）が中心的
に見られる。TAT では物語は途切れ途切れで断片的, ストーリー性は貧困で，抑う
つ的な認知・思考が見られる。 D 群のロールシャッハ法，TAT に現れる病態像は，
どちらも“うつ”を推測させるものである。
BPⅠ群の躁状態のロールシャッハ法は，平均初発反応時間は早く，F+％や R+％
が低く，作話的で主観的な反応や楽しい連想を持つ個人的体験を引用した反応が多
く見られ，観念奔逸とも言える連想が弛緩した反応が見られる事例もある。うつ状
態の事例では，自由反応段階での反応は 1 フレーズで，同じような反応の繰り返し
が見られ，紋切型で貧困な思考を感じさせる。TAT においては，躁状態時には図
版の細部に渡る情緒性豊かな物語の变述，スケールの大きなテーマが見られ，躁方
向の認知・思考が窺われる。一方，うつ状態時には非常に単純な变述，かつ，ほと
んど情緒表現が見られないことから，極めて抑制的な認知・思考を反映したものと
なっている。
内海（2013）が双極Ⅰ型障害は「極性」が明確であり，クリアな病相と経過を
示すと述べているように，BPⅠ群のロールシャッハ法および TAT に現れる病態像
は，
“躁”，
“うつ”の「極性」を明確に反映したものである。すなわち，D 群，BP
Ⅰ群は，ロールシャッハ法および TAT それぞれに見られる病態像の間に不一致は
生じておらず，従来通りのロールシャッハ法，TAT の診断基準において捉えるこ
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とが可能である。
これに対し，BPⅡ群の TAT は，憂うつな物語の内容や自殺のテーマなどが見ら
れ，うつ病に見られる認知・思考面の特徴を見せるが，表 1 に示したうつ病の TAT
判断基準を満たすことはない。また， 躁病の特徴に似た口愛的な变述（ oral
aggression，oral dependency）が見られ，エネルギーが満ちる方向性を持つ認知・
思考の物語が語られたり，意欲的，精力的な印象を感じさせる物語も見られ，うつ
病らしからぬ面も覗かせている。しかし，BPⅠ群の“躁”の事例のような誇大的
な物語のテーマは見られず，観念奔逸とも言えるような思考も見られない。物語全
体は図版刺激によって引き出される範囲内の絵に近い認知・思考が保たれている。
一方，ロールシャッハ法においては，現実吟味力の低下を思わせる水準の反応（恣
意的思考，自閉的思考など）が見られ，TAT の認知・思考面の特徴とは大きく解
離している。
DSM－Ⅳにおいて，双極Ⅱ型障害，双極Ⅰ型障害，単極性うつ病＜大うつ病性
障害＞は，同じ気分障害に位置づけられているものの，双極Ⅱ型障害においては，
ロールシャッハ法と TAT 上に投映される病態像が異なるという特徴が見られてい
る。これら 2 つの投映法上にそのようなあり方を示すことが，双極Ⅰ型障害，単極
性うつ病＜大うつ病性障害＞とは違い，双極Ⅱ型障害にのみに見られる特徴である
と考えられる。
2．双極Ⅱ型障害におけるロールシャッハ法と TAT による「病態のズレ現象」
ロールシャッハ法と TAT に投映される病態像にズレが生じるという特徴が，双
極Ⅱ型障害だけに見られることを指摘してきたが，その現象がどうして生起するの
かを検討したい。
まず TAT では，D 群の物語は断片的で，抑うつ的な主題に覆われている物語で
あり，BPⅠ群の躁状態時は，誇大的，スケールの大きなテーマの物語が見られ，
事例によっては観念奔逸ともいえる図版刺激から大きく離れた物語も見られる。こ
れに対し，BPⅡ群は，基本的に図版刺激から引き出される範囲内の物語であり，
うつ病の TAT 特徴と一致するような，抑うつ的な思考を反映した悲観的な暗い内
容の物語が見られる一方で，明るい色調を持つある種のエネルギーを感じさせるよ
うな物語も語られ，躁病の TAT に見られるような口愛的表現も見られる。これら
の特徴は，
“うつ”のようで“うつ”一色にはなり切らない，
“躁”のようでありな
がら図柄を離れて誇大的，大きなスケールの話になったりするような“躁”にはな
り切らないものである。
このあり方は，津田（2014）が，双極Ⅰ型（躁成分あり）―双極Ⅱ型（軽躁成
分あり）―単極性うつ病（躁成分なし）と，三者の差異を躁成分の量に還元すると，
双極Ⅱ型障害は理論上は，躁成分の量が“躁”と“うつ”の中間に位置づけられる
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関係になると述べていることを連想させる。BPⅡ群の TAT は，この津田（2014）
の言及にあるような躁成分の量の違いで説明可能と考えられる。
一方，ロールシャッハ法では， BPⅠ群の躁状態時の事例と BPⅡ群に作話的な
意味合いがより強い反応（overdefiniteness）や個人的体験を引用した反応が共通
して生じている。躁状態時の BPⅠ群には BPⅡ群に見られないような口愛的で楽
しい連想を伴う反応が見られるという違いも踏まえると，軽躁の病理を持つ BPⅡ
群のロールシャッハ法は，BPⅠ群の躁成分を薄めたかのような特徴を示している
ようにも見える。しかし BPⅡ群では，D 群や BPⅠ群には見られないような低い
F％や多くの vista 反応を中心とする shading 反応，思考・言語カテゴリーにおけ
る恣意的思考，自閉的思考などが見られる。これらの自我の障害を疑わせるような
反応や対象との距離を測る繊細で過敏な心性が推測される反応が見られることを
考えると，ロールシャッハ法の結果は，TAT のように躁成分の量の違いで説明可
能な側面だけを捉えているわけではないと考えられる。
すなわち，双極Ⅱ型障害の軽躁には次の 2 側面があると考えられる。1 つは本格
的な躁病エピソードを示す双極Ⅰ型障害の軽症の病態ともいえるような，躁成分の
量の違いで説明可能な側面である。もう 1 つは，芝（2012）の言う軽躁と躁の間
には質の差異が存在しているという指摘や，「単に躁成分が軽いものに留まってい
るというのでは済まない性質を，パーソナリティの次元でもっている」（津田，
2014），併病や混合状態が起こりやすくその状態像が多様で「変幻自在でとらえが
たい」
（内海，2013）などと，臨床経験に基づいた視点から指摘される躁成分が軽
いというだけでは説明できない側面である。
ロールシャッハ法は，双極Ⅱ型障害の後者の側面に敏感に反応することにより，
前述したような反応特徴を示し，TAT では後者の側面をロールシャッハ法ほど繊
細に捉えず，むしろ前者の躁成分の量的な違いのみを緩やかに捉えると考えられる。
このような軽躁に対するロールシャッハ法と TAT の感受性の違いは，ロールシャ
ッハ図版はインクのしみによって構成され，ロールシャッハ法では「何に見える
か？」を答えれば良いため，反応産出にあたり「被検者は自己内省する必要はまっ
たくなく，ただインクのしみが何に見えるかを言えばいい」
（鈴木，2002）のに対
し，TAT 図版はその多くが人物像という具体的な絵柄で構成され，かつ現在，過
去，未来に渡る物語を作る必要があることから，「被検査者がどう感じ，どう考え
るかという体験されている世界を・・・取り上げることになる」
（赤塚，2008）と
いう反応産出のプロセスの違いが影響していると考えられる。ロールシャッハ法と
違い TAT 物語を作ることは，見立てた状況の原因と結果という因果関係に加え，
現在，過去，未来という時間軸を求められることになり，それにより自己内省が関
わってくると考えられる。そのため，ロールシャッハ法が敏感に捉える軽躁の病
理・病態の歪みは，TAT においてはある程度補正され，鈍く捉えられることにな
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ると考えられる。
以上からロールシャッハ法と TAT のバッテリーにより，二方向性を持つ双極Ⅱ
型障害の軽躁のあり方をよく捉えられることが明らかになった。第 2 章で論じたロ
ールシャッハ法と TAT に投映される病態像が異なるという特徴を生起させるのは，
TAT が「軽躁」と「躁」，
「うつ」の「量の差異」を緩やかに捉え，
「質の差異」に
対してはほとんど反応しないのに対し，ロールシャッハ法はその「量の差異」だけ
ではなく「質の差異」をも鋭敏に捉えるという，双極Ⅱ型障害の軽躁が持つ二側面
によるものと考えられた。
ロールシャッハ法と TAT 上に投映される病態像が異なるという特徴は，DSM－
Ⅳにおいて同じ気分障害に属している双極Ⅰ型障害，単極性うつ病＜大うつ病性障
害＞には見られない。本研究では，この双極Ⅱ型障害のみに見られる特徴を「病態
のズレ現象」と名づけることとしたい。そして，この点に注目することが双極Ⅱ型
障害と双極Ⅰ型障害，単極性うつ病＜大うつ病性障害＞との鑑別診断において，重
要な一指標になると考えられる。
3．まとめ
双極Ⅱ型障害のロールシャッハ法，TAT に見られる病態像が異なるという特徴
が DSM－Ⅳで同じ気分障害に属する双極Ⅰ型障害，単極性うつ病＜大うつ病性障
害＞には見られないかどうかについて検討するために，単極性うつ病＜大うつ病性
障害＞者 3 名，双極Ⅰ型障害者 3 名，双極Ⅱ型障害者 6 名を対象とし，ロールシ
ャッハ法および TAT が捉える病理・病態像の比較検討を行った。その結果，（1）
ロールシャッハ法，TAT のそれぞれが捉える病態像が異なる特徴は，双極Ⅱ型障
害にのみ見られ，この点に注目することで双極Ⅱ型障害と双極Ⅰ型障害，単極性う
つ病＜大うつ病性障害＞とを鑑別診断することが可能になること，
（2）この特徴は，
双極Ⅱ型障害の軽躁の影響を大きく受けたものと考えられること，以上の 2 点が明
らかとなった。なお，本研究では，この双極Ⅱ型障害のみに見られるロールシャッ
ハ法と TAT 上に投映される病態像が異なるという特徴を「病態のズレ現象」と名
づけることとした。
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第4章

統合失調症との比較検討

第 1 節 問題と目的
ロールシャッハ法上に見られる双極Ⅱ型障害の特徴は，沼ら（2008，2009）や
沼（2015）が，
「逸脱言語表現が散見されるプロトコール」と指摘しているように，
作話的反応や恣意的反応など，統合失調症圏から境界性パーソナリティ障害圏をも
想定の枞内に入れねばならぬほどの病理的特徴を持つ反応が見られた。これに対し，
TAT 上にはロールシャッハ法上に見られるような病理的特徴は顕著に見られず，
ロールシャッハ法と TAT 上に投映される病理的特徴が異なることを第 2 章，第 3
章で論じた。
統合失調症はロールシャッハ法上に明らかな思考障害が見られ，ブロットの認知
が逸脱する代表的な病理・病態であると考えられている（片口，1987；Rapaport，
1968）。その診断基準について，Weiner（1966／1973）は，統合失調症の自我機
能の障害が思考過程（認知の焦点づけの失敗，理由づけや概念形成の損傷），現実
との関係（現実検討力や現実感覚の欠如），対象関係，防衛操作，自律的機能，統
合機能において示されることを指摘している。また，片口（1987）は，統合失調
症のロールシャッハ反応として，把握様式の混乱，質的に低下した W－反応の増
加，作話的全体反応（DW），特殊部分反応（Dd），人間運動反応（M）の減尐，形
態の崩れた色彩反応，ΣC 優位の体験型，色彩命名反応（Cn），良形態反応（F＋）
の減尐，形態質の変動，公共反応（P）の減尐，奇妙で風変わりな稀有反応（O），
反応拒否，陰影反応，動物反応（A％），位置反応（Po），性反応（Sex），固執反応，
図版の变述，エッジング（edging），逸脱言語表現（deviant verbalization）とい
った諸特徴を挙げている。高橋・北村（1981）も片口（1987）とほぼ同様に，反
応数（R）の尐なさ，拒否図版の存在，コンテント・レンジの尐なさ，不良全体反
応（W－，DW）の出現，異常部分反応（Dd）の増加，形態水準（F＋％，R＋％）
の低下，人間運動反応（M）の尐なさや特異な人間運動反応（M－）の出現，純粋
色彩反応（C）の増加を中心とする色彩型，形態反応の比率（F％）の高さ，人間
反応（H％）の低さ，特異な反応内容の出現，反応内容の保続性，平凡反応（P）
の減尐と不良独創反応（O－）の増加，反応仕方（tempo）の変動，特異な言語表
現を取り上げている。
TAT においては，藤戸（1957）は，統合失調症の指標となり得る TAT の形式的
特徴として，非論理的な構成，妄想内容の变述，抽象的变述，奇異な飛躍的变述な
どを挙げ，物語内容の特徴として物語の進展なく首尾一貫しない内容，対人関係の
感情变述のないもの，内容貧困，肉体に関する变述が多いことなどを挙げている。
丸井（1959）は鑑別診断上，意義を持つと考えられる第 1 級のカテゴリーに，非
人格的具体的描写，人間関係の分裂，貧弱な文章構造，感情のない調子，奇妙な文
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章構造，因果関係や同一化の欠如を，第 2 級のカテゴリーとして，接続詞の欠如，
固執・反復，長い沈黙，人物の態度の表現の欠如，絵にそぐわない内容・場面・考
えの導入，現在の強調，絵優位の变述，人物の朋装，外観についての言及を挙げて
いる。滝沢（1959）は，blocking，歪曲的反応，奇妙な思考や空想，了解不能な反
応，非論理的反応，支離滅裂反応などを TAT に表れる重要な病理的サインとして
指摘している。また，Rapaport(1968)は，同性愛や親殺しなどの受け入れ難い物
語や妄想的，奇妙に変化する物語内容，奇妙な言語表現，ショックや当惑が表現さ
れるなど，検査者や検査状況に対する被検者の反応や態度などに統合失調症の病理
が表現されることを指摘している。鈴木（2000）は，統合失調症の TAT 事例につ
いて取り上げる中で，情動機能の問題が示唆される絵の中の人物や状況への関与の
弱さ，奇異な連想とそれによる常識的統合性の破壊，内容的な貧困さなどを特徴と
して指摘している。関山（2003）は，統合失調症の TAT の人間表象について，人
物像の属性描写が乏しかったり表面的で，因果関係や時間経過についての説明が単
純であり，登場人物同士を関係づけて述べることが尐ないことを明らかにしている。
以上のように，ロールシャッハ法や TAT における統合失調症の診断基準は，あ
る程度整理されている。本章では，第 3 章で論じてきた双極Ⅱ型障害のみに見られ
る，「病態のズレ現象」と名づけた現象が，統合失調症では生起しないかどうかを
検討することを目的とする。
なお，ここで臨床群の事例として統合失調症を取り上げたのは，片口（1960）
が，統合失調症に類似したロールシャッハ反応を示す，うつを主訴とした症例の報
告を行っていることを踏まえており，統合失調症者を対象に筆者の言う「病態のズ
レ現象」について検討する必要性があると考えたためである。
第 2 節 方法
1．対象者
対象者は，精神科に通院中で，主治医により DSM－Ⅳの診断基準を満たすとさ
れた統合失調症 5 名（事例 S1～S5）。
2．手続きおよび倫理的配慮
ロールシャッハ法，TAT の実施は，主治医の同意の下，研究の趣旨について本
人に個別に説明を行った。具体的には，個人の生活歴などの情報を取り上げる場合
には最小限とし，個人が特定されることがないように配慮すること，研究協力は強
制されるものではなく本人の自由意思によるものであること，研究協力を行わない
場合でも通院中の医療機関での治療に何ら影響はないこと，研究協力に一度同意し
た後でもそれを取り消すことが可能であることなどについて伝え，同意を得ている。
ロールシャッハ法，TAT は心理検査の中でも時間を要する検査であるため，研
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究協力者の疲労を考えながら筆者（臨床歴および両検査の経験年数 10 年以上）が
実施し，各検査実施中も疲労に対する細かい配慮を行った。ロールシャッハ法の実
施については名大式技法に， TAT は Murray 版の図版を使用し，実施方法は赤塚
（2008）に準拠した。
本研究は，名古屋大学大学院教育発達科学研究科研究倫理委員会の承認を得てい
る。
3．分析の視点
統合失調症の病理がロールシャッハ法，TAT に及ぼす影響を明らかにするため，
ロールシャッハ法では,形式分析および思考・言語カテゴリーを中心に検討を行っ
た。TAT では赤塚（2008），
（2010）5が提示している統合失調症の精神病理学的診
断基準についての認知・思考，感情面の特徴を筆者が抽出・整理したものに基づき，
TAT プロトコールに現れた病理的特徴の検討を行った。使用した TAT の判断基準
項目は表 1 に示した。対象者の TAT がその項目に該当するか否かを検討した。
ロールシャッハ法のスコア化，TAT の検討は，両検査に習熟している筆者を含
めた 4 名の臨床家（3 名は臨床歴 10 年以上，1 名は 30 年以上）の合議で行った。
表 1 TAT の判断基準項目
認知・思考面の特徴
①物語のきっかけは図版特徴によるが，図版から離れて自分の体験を語る
②物語の途中で何の説明もなく人物，性，年齢が変化してしまう
③図版の登場人物との距離の取れなさ，自分が図版の人物になったりする
統合失調症

④支離滅裂，連合弛緩という思路（論理的に矛盾している）

10 項目中 2～3 項

⑤途絶（blocking）や思考貧困

目以上該当するこ

⑥奇妙なあるいは妄想的，被害妄想的表現が見られる

とを目安とする

⑦奇妙な言語表現，非合理的な言語表現が見られる
⑧図版から著しく離れた物語（数枚の図版にわたり連続した物語を作る，
異なった図版に同一人物を見る場合も含む）が見られる
⑨極度な感情の貧困化，平板化
⑩母殺し，父殺し等のような受け入れにくい物語

注：赤塚（2008），
（2010）の精神病理学的診断基準を筆者が一部抽出・整理

5

赤塚（2008）を赤塚自身が，私的な TAT 研究会において試案として整理提示したもの。筆者が
使用することは許可を得ている。
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第 3 節 事例の概要
1．事例 S1
30 代女性，会社員。易刺激性，情緒不安定。会社の上司から主治医宛に本人の
会社での様子に関してトイレで長時間泣いたり，自分は悪くなく他の人が悪い，組
織的に攻撃してくるなどと思い込み，他の社員の悪口を独り言でつぶやいたり，一
方的に怒りをぶつけるなどの言動が職場で見られるようになったなどと情報提供
がある。半年ほど経過しても症状は改善せず，会社から専門医受診を勧められ，上
司の付き添いのもと精神科受診となる。過去に精神科受診歴はない。
2．事例 S2
30 代女性，無職。17 歳の時，盲腸の手術を機に人の叫び声や笑い声が聞こえる
ようになったが，医療機関は受診しなかった。専門学校卒業後 18 歳から仕事に就
くが，情緒不安定になり会社から辞めてほしいと言われ半年で退職した。以後，在
宅で家事手伝いをする生活となり，家族以外の他者との接触はほとんどない生活を
送っている。20 代後半から，人の叫び声が聞こえるという思い込みが激しくなり，
28 歳の時，精神科初診となった。薬物療法により波はあるものの症状は，初診時
と比べると軽快し，一応の安定状態となっている。過去に精神科受診歴はない。
3．事例 S3
30 代男性，無職。親元を離れ大学に進学するが大学 2 年時に中退。実家には戻
らず，すぐに専門学校に進学した。専門学校卒業後，就職はせず，実家からの経済
的な援助を受けながら国家資格の取得に向けて勉強を続けている。本人の自覚症状
は「うつ病」で，「親子関係のストレスが原因で X 年 Y 月 Z 日にうつ病になった。
その日，母親から電話がかかってきて，電話でストレスを受けた」と語っている。
約 10 年前の X 年に精神科初診となり，以後，通院加療を継続中である。感情の平
板化，思考の貧困化などの陰性症状が見られるが，陽性症状はなく，状態像は一応
の安定状態となっている。過去に精神科受診歴はない。
4．事例 S4
20 代男性，会社員。精神科初診となる 2 ケ月前から顔が熱を持ち熱くなる，微
熱が出る，喉に常に何かが詰まったような違和感を感じる，蛍光灯の光がまぶしく
感じ，目に違和感を覚えるなど，身体的な不調を感じるようになった。仕事に集中
できなくなり，単純なミスをしたり，忘れるはずのない情報が記憶から抜け落ちた
りすることが何度か続いた。身体的な疾患を疑い，内科や胃腸科にて血液検査や内
視鏡検査などの精査を行うが異常は見当たらなかったため，自律神経の問題や心気
妄想を疑われ，精神科受診となった。自分自身が感じている身体症状と結びつく可
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能性がある病名をインターネットで詳細に調べており，本人は癌などの死に至る病
との関連性を強く疑っている状態である。過去に精神科受診歴はない。
5．事例 S5
30 代女性，無職。自室に誰も入室していないにもかかわらず，母親が勝手に自
室に入った，自室の中の物に触ったなどと言い出し，母親を蹴飛ばしたり髪の毛を
引っ張るなどの暴力をふるうようになった。風呂に入ると誰かが覗いていると言い，
風呂にも入らなくなったため，近医に相談をしたところ，精神科を紹介され受診と
なった。母親の話では，精神科受診の 1 年ほど前から「モールス信号が飛んでくる」，
「電波が飛んでくる」，
「あいつに言われた」，
「あいつにさせられた」などと被害妄
想的な独り言を頻繁に言っていたという。過去に精神科受診歴はない。
第 4 節 ロールシャッハ法，TAT における病態像の比較検討
ロールシャッハ法の形式分析結果を表 2 に，思考・言語カテゴリーの結果を表 3
に示し，ロールシャッハ法および TAT について事例ごとに比較検討を行う。
表2

ロールシャッハ法の形式分析結果
S1

S2

S3

S4

S5

易刺激性・

安定状態

安定状態

妄想状態

妄想状態

24

21

18

28

15

45.8

57.1

0

0

0

30 秒以内

25.9”

5.7”

16.1”

12.6”

6.7”

W％

41

20.8

19.0

50.0

60.7

53.3

D％

49

58.3

66.7

50.0

28.6

33.3

4～5

20.8

14.3

0

3.6

13.3

F％

40～60

70.8

76.2

33.3

57.1

53.3

F+％

80～90

29.4

31.3

66.7

6.3

50.0

37.5

33.3

44.4

7.1

40.0

5：1

4：1

9：2

17：1

8：1

M：FM

1：1

1：0

2：0

1：6

1：0

M：ΣC

1：1

1：2

2：3.5

1：1

1：2

FC：CF+C

2：0

2：1

4：1

0：1

0：2

flat gray

0

0

0

1

0

vista

1

0

1

1

0

事例
状態像

不安定状態

平均範囲
Response

20～45

Turning %
Av. T/1R

Dd％

R+％
W：M

2：1
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texture

0

0

2

0

0

Content Range

10 前後

10

8

5

6

8

A%

30 前後

54.2

28.6

50.0

50.0

33.3

H%

12～16 程度

8.3

19.0

27.8

32.1

26.7

5 以上

3

1

5

3

4

Hostility%

11.8

16.7

6.3

22.7

0

Anxiety%

58.8

33.3

37.5

29.5

50.0

0

11.1

12.5

31.8

21.4

Total Unpleasant%

70.6

61.1

56.3

84.1

71.4

Dependency%

5.9

0

6.3

9.1

7.1

Positive Feeling%

23.5

38.9

31.3

2.3

14.3

0

0

6.3

4.5

7.1

41.7

23.8

22.2

0

31.3

P
＜感情カテゴリー＞

Bodily

Preoccupation%

Miscellaneous%
Neutral%

40～50

注：平均範囲については，名大式技法の解説書に記載されているもの

表3

ロールシャッハ法の思考・言語カテゴリーの結果
事例
状態像

S1

S2

S3

S4

S5

易刺激性・

安定状態

安定状態

妄想状態

妄想状態

不安定状態

CONSTRICTIVE

ATTITUDE

（反応産出に伴う困難・萎縮的態度）

color description
symmetry

2

remark
計

ABSTRACTION
CARD

0

0

1

2

1

2

2

4

7

4

7

1

1

AND

IMPRESSION

（抽象的表現・カードの印象）
dicrect affective response

1
計

1

0

0

DEFENSIVE ATTITUDE
（防衛的な態度）

question sentence

103

2

negative sentence
apology
question

for instruction

5

1

1

1

5

2

additional response
1

modified response

1
2

changed response
1

secondary addition
計
OBSESSIVE

8

7

0

4

8

13

AND

CIRCUMSTANTIAL RESPONSE

（強迫・細事拘泤の反応）

hesitation in decision

1

detail description

1

計
FABULIZATION

2

2
0

0

2

0

3

1

2

2

2

1

7

4

RESPONSE

（作話的反応）

affective elaboration

1

definiteness

1

overdefiniteness

1

1

1

overspecification tendency

計
ASSOCIATIVE

3

1

1

DEBILITATION

AND “LABILE
BEWUSSTSEINSLAGE”（連想の
衰弱および不安定な意識状態）

impotence

1

vagueness

1

forgotten

1

計
ARBITRARY

1

0

0

0

THINKING

（恣意的思考）

1

arbitrary combination
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2

2

arbitrary discrimination
projection of color
overspecification

1

arbitrary linkage

1
1

arbitrary belief
計
AUTISTIC

1

2

3

4

1

3

7

1

THINKING

（自閉的思考）

viewpoint fusion

1

fabulized combination tendency

1
2

autistic logic
計
PERSONAL

RESPONSE

0

2

0

7

1

9

1

1

1

AND

EGO-BOUNDARY DISTURBANCE
(個人的体験の引用と自我境界の障害)

3

personal experience

1

utilization for illustration
1

personal belief
delusional belief
計

0

3

1

3

1

5

2

1．事例 S1 の特徴
（1）ロールシャッハ法
事例 S1 のロールシャッハ法プロトコールの一部を表 4 に示す。
表4
No.
Ⅱ

事例 S1 のロールシャッハ法プロトコールの一部
Time

Response／Inquiry

Position

17”
∨

Scoring
Dd（dr）
，F－，Mi，N，

①何かの足跡。
＜inquiry＞2 つ。今見ると変わってくるかもしれない。
今見るとしたらこの辺までで（D3 の一部分を指す）
。＜
何の足跡？＞こういう形なら子どもとかにもありますよ
ね。＜子どもの足跡？＞この辺にかかとがあって，土踏
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definiteness

まずみたいなのがあって，こういう形になっているので。
51”
∧

②メトロノーム。
＜inquiry＞この辺。ここがカチカチ動くところ。＜他

Dd(dr)，F－，Hh，N，

に？＞全体をこう。初めは止まっているのを見ていた。

arbitrary

belief

見えるかな～って思って見ていたら，でも，う～ん，止
まっている。
1’20”

え，これ？（苦笑）

1’28”

③ここに蝶みたいなのが。

∧

＜inquiry＞これ赤い部分（D4）を見て，ここが羽で，

D4，F＋，A，N，

ここが羽の下に出ているところ。胴体の部分。
1’31”

Ⅳ

図版返却

22”

①何って・・・この辺（D1）に虫の顔がありそうな気が

D1，F－，Ad，Adis，

∧

します。

impotence

＜inquiry＞どこまでかはわからないですけど，ここに目

apology

があって，こういう鼻が，口があって，羽があって。そう
するとバランスおかしいけど，顔が合って左右に羽があっ
て，バランス悪いけど。＜何の虫？＞変すぎてわからない
です。
1’27”

Ⅹ

う～ん，難しい。う～ん（苦笑）
。もうわからないです。

26”

①ここに目があって，ガチャガチャ虫みたいに見えます。 D1＋1，F－，A，Aobs，Adis，

∧

＜inquiry＞青い部分（D1＋1）
。目があるって感じがして， affective

elaboration

この辺が胴体で，口が合って足がいっぱいある。＜ガチャ
ガチャ虫というのは？＞わからないけど名前を付けただ
け。何となく虫っぽい。悪さをしそうな虫っぽいイメージ。

47”
∧

②ここに目があってバイキンマンみたいに見えます。
＜inquiry＞目，バイキンマンの角，足が。＜他に？＞色

D3＋3，FC’＋，A／，Athr，
Aobs

が灰色なんで茶色か黒みたいな色なんで。

1’10”

③この白い所を見ると，クワガタ虫のように見えます。

∧

＜inquiry＞角が 1 本まっすぐ生えているところと胴体の

Dd(dr)， F－，A，Hh，

形です。

1’35”
∨
2’43”

④全体で遠目で見ると，目で口っていう感じに見えます。 DS15（se）
，F－，Hd，Aobs，
＜inquiry＞顔の輪郭。＜何の顔？＞特には。こんだけ。
これけっこう色々みえますね。はい（図版返却）
。
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表 2 の形式分析結果を見ると，反応数は R＝24 と尐なくないが，平均初発反応
時間は，約 26 秒とやや遅い傾向にある。F％＝70.8％と形態反応の比率が高く，
M 反応や FM 反応はそれぞれ 1 つだけと尐ない。F+％＝29.4％，R+％＝37.5％と，
形態水準は低い割合であり，不正確で不良な認知，知覚のあり方を示している。ま
た，異常部分反応が Dd％＝20.8％と高いことから，独断的で恣意的な思考に陥り
やすいと考えられる。
反応内容を見ると，図版Ⅱ以降，「虫」，「蝶や蛾」，「動物」といった Animal 反
応が繰り返し産出されている。この反応内容の保続性は，ひとたび取った思考の方
向を変えることが困難であるために，特定の反応が繰り返されているのだと考えら
れる。動物，虫といった A 反応では，一貫して目や顔を指摘しており，見られる
ことや視線に対して敏感であることが窺える。また，人間反応（H％）は 8.3％と
わずかであり，ストレートに人間そのものを見ることは尐ない。
「子どもの足跡（Ⅱ）」
などという特異な反応内容も見られている。
感情カテゴリーは，Anxiety%=58.8％と不安感情を伴った反応が最も多く，不快
な感情が付加された Total Unpleasant%は 70.6％と高い割合を示している。
表 3 の思考・言語カテゴリーの結果を見ると，
「難しい（Ⅲ，Ⅸ）」，
「ちょっと形
が変（Ⅴ，Ⅵ）」などと自己不全感や不安感を自分自身の能力の乏しさやブロット
の形の不適当さに帰因させる apology が多く見られている。また，「この辺に虫の
顔がありそうな気がします。＜虫？＞変すぎてわからないです（Ⅳ）」と反応の不
適切さを感じつつも適当な反応に修正する力がなくそのまま放置されている
impotence や，「何の動物かわからないけど，ここに手と足がある動物みたい。＜
何の動物？＞何だろう・・・
（Ⅷ）」というように，反応の決定に迷う hesitation in
decision が見られる。これらからは，自己不全のあり方や連想過程の問題と反応を
決定する意欲の乏しさが推測される。
強い赤色が登場する図版ⅡおよびⅢでは，色彩反応を全く出していないが，非常
に独特な稀尐部分（dr 領域）に対して，
「子どもの足跡（Ⅱ，definiteness）」，
「メ
トロノーム(Ⅱ，arbitrary belief）」といった形態水準が低い作話的反応や恣意的反
応を出しており，不良独創反応である。この色彩に対する態度からは，外界を自分
流にアレンジし，主観的，恣意的に解釈するというあり方の反映と考えられる。
さらに，
「子どもか妖精がこうやって向き合っているように見えます（Ⅶ）」とい
う反応に対し，図版の細部までを非常に細かく説明する detail description があり，
細かな点にまで気になって無視できないという強迫的な面が見られる。図版Ⅹでは，
「ガチャガチャ虫。わからないけど名前を付けただけ」と言い，言語新作のような
反応が見られたり，同じくⅩ図で「顔」を見るものの，何の顔なのかは特定できず
に曖昧になっている点などからは，病理的変化だけではなく，知的側面における低
下傾向が起きているのではないかと推測される。
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以上からロールシャッハ・テスト状況下では，妄想が次々に発展するほどの反応
は見られないものの，不正確で不良な知覚，保続性，主観的認知，作話的と思われ
る方向（妄想的解釈）の特徴が見られる。臨床経過も合わせて検討すると，ロール
シャッハ法上の特徴は，統合失調症の変化をきたしていると考えられる。
（2）TAT
事例 S1 の TAT プロトコールの一部を表 5 に示す。
表5

事例 S1 の TAT プロトコールの一部

No

RT

TT

1

25”

2’45”

TAT

STORY

尐年が考えている・・何か・・え～・・・・う～ん（笑）
・・・・・
・・・・何を見てるんだろう・・・・＜今何を考えているでしょ
うか？＞・・・机の上で・・・・えっと何かの自分が，実験か研
究かした結果を見ながら，次どうしていこうかって考えている感
じ。＜その前は？過去？＞・・まぁ・・う～ん何だろう・・・あ
る疑問があって，それに対して実験をした。
・・・＜これから先未
来はどうなっていくでしょうか？＞・・・この結果を踏まえて新
たに，う～ん・・新しい実験とかをしていく感じ。
・・・・

4

12”

1’08”

え～と，
・・・う～ん・・・・う～んと・・あ，女性が男性のこと
を好きになって，
・・・女性・・ある男性と仲良くなりたいなって
思っている感じ。（検査者の顔を見て）で，良い？

13

1’08”

2’16”

MF

う～ん・・・・・・・・一夜を共にした・・え～と・・・男女が・・・・・・
え，何だろう。女性が死んでたのかな～。
・・・・う～ん・・・？・・・
愛する女性の所に駆けつけて来たら，女性がベットの上で死んで
いたので，悲しくて泣いている。うん。

14

20”

1’18”

う～ん・・・・・・・・男性が・・・う～ん・・・・・夜に外か
ら・・・え～と・・・・・ある家の，ある家にこっそりと入り込
もうとしている。

17
GF

47”

2’31”

う～ん・・・・・・・う～んと橋の上から女の子が・・・下を覗
いてて，
・・・・・・う～んと・・・・橋の下に・・・・・う～ん・・・・・
小船から・・・・・・これが船なんだろう？どうなんだろう？う
～ん小船から大きな船に荷物を運び込んでいる・・・うん（2’31"）
。
＜inquiry：小船から大船にというのは？＞船じゃないか。地上に
運んでいるだけなのか。そうだね。これ大船じゃなくて船から陸
地に運んでいる所ですね。
（橋を指し）ここで世界が離れている。
上の世界がある。こっち（図版の上）とこっち（図版の下）で世
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界が違う。
19

38”

（図版の裏を見る）う～ん？フフ（笑）
・・・・海のとこに・・・・
2’53” ・・・
これ？・・・・・・・う～ん？フフ（笑）・・・う～ん・・・・・
この辺（下）に海が見えるけど，
・・・う～ん・・・・う～ん・・・・
フフ（笑）
・・・でしょうか？・・・・どっかの乗り物か，何かが
海に，うん，
・・・海に入ってきている感じですかね。
・・・はい。

事例 S1 の TAT が，表 1 に示した TAT 判断基準項目にどの程度一致するかを検
討し，その結果を表 6 にまとめる。
表6

事例 S1 の TAT 判断基準項目についての検討
認知・思考面の特徴

該当

①物語のきっかけは図版特徴によるが，図版から離れて自分の体験を語る

○

②物語の途中で何の説明もなく人物，性，年齢が変化してしまう

×

③図版の登場人物との距離の取れなさ，自分が図版の人物になったりする

×

④支離滅裂，連合弛緩という思路（論理的に矛盾している）

○

統合失調症

⑤途絶（blocking）や思考貧困

○

10 項目中 2～3

⑥奇妙なあるいは妄想的，被害妄想的表現が見られる

×

項目以上該当す

⑦奇妙な言語表現，非合理的な言語表現が見られる

○

ることを目安と

⑧図版から著しく離れた物語（数枚の図版にわたり連続した物語を作る，

×

する

異なった図版に同一人物を見る場合も含む）が見られる
⑨極度な感情の貧困化，平板化

○

⑩母殺し，父殺し等のような受け入れにくい物語

×
該当項目数

5

TAT の形式面の特徴は，ほぼ全ての図版において，ためらいがちに途切れ途切
れに物語が語られ，平均初発反応時間は 27.2 秒と遅く，思考過程の遅延が見られ
る。また，「現在，過去，未来にわたって物語を作る」という検査の教示をした上
で，図版 1 でも検査者がその点を確認しているにもかかわらず，過去や未来は語ら
れないことが多い。全体的に物語は単純な变述が中心で，観念の貧困さの反映と考
えられるストーリーになっている。
一部の図版においては「机の上で・・えっと何か自分が実験か研究した結果を見
ながら，次どうしていこうかって考えている感じ（1）」という図版の絵柄から離れ
てしまうストーリー，
「（橋の絵柄を指し）ここで世界が離れている。上の世界があ
る。こっち（図版の上）とこっち（図版の下）で世界が違う（17GF）」）などとい
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う，主観的認知に基づく誤認が見られている。
また，女性が男性の肩を掴み，男性は女性から顔と身体を背けている絵柄である
図版 4 において，
「女性が男性のことを好きになって，
・・女性・・ある男性と仲良
くなりたいなって思っている感じ」という物語を作っている。図版 4 のような絵柄
の状況で生じてくると想定される男性の拒否的な態度，すなわち他者の感情に鈍感
である。この図版 4 での「ある男性」という言い方は，図版刺激をきっかけにしな
がら図版から離れて自分の体験を語っている可能性があり，不自然な印象を与える
ものである。他者の感情については，図版 6GF，7GF などその他の図版において
も他者の感情には触れられていない。
さらに，図版 14 の「男性が夜に外からある家の，ある家にこっそりと入り込も
うとしている」という物語は，自我境界の脆弱さを表しているものと考えられる。
図版 13MF では「一夜を共にした男女」という人物設定が，物語の途中で「愛す
る女性」というように変わり，論理的混乱や矛盾が感じられる。図版 19 では物語
にまとまりがくなく，
「フフ（笑）」と図版を見ながら何度も笑うという奇妙で非合
理的な言語表現が見られている。
以上のような TAT の特徴からは，思考展開，意欲性という側面において，本人
の知的能力が発揮されていないことは確かであり，病理性の知的低下をきたしてい
る状態であると考えられる。表 6 に示したように，図版から離れて自分の体験を語
り，自我境界の崩れを疑うようなあり方（①），論理的に明らかに矛盾している滅
裂思考，連合弛緩という思路（④）や奇妙な言語表現（⑦），思考や感情の貧困化
（⑤，⑨）という特徴からすると，TAT には統合失調症の特徴を示している。
2．事例 S2 の特徴
（1）ロールシャッハ法
事例 S2 のロールシャッハ法プロトコールの一部を表 7 に示す。
表7
No.
Ⅱ

事例 S2 のロールシャッハ法プロトコールの一部
Time

Position

12”
∨

Response／Inquiry

Scoring
D4，mFa－，Fi，Hh，

①炎に見えます。
＜inquiry＞ここだけ（D4）
。＜炎？＞上に上がっている
感じがして。＜他に？＞特にありません。

19”
∧

D2，F－，A／，Athr，

②怪獣に見えます。
＜inquiry＞ここら辺（D2）
。先っちょ（d1）が顔で，こ
こら辺（D1＋1）が体です。＜他に？＞特にありません。

30”

③骨に見えます。
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∨

＜inquiry＞白い部分（DS5）が骨に見えました。骨盤と
かじゃないかなと思いました。＜らしさ？＞何となく骨

DS5(So) ，F－，Atb，Bb，
autistic logic

盤に似ているかなと思いました。

Ⅶ

32”

図版返却

5”

①鎖骨に見えます。

∧

WS（so）
，F－，Atb，Bb，

＜inquiry＞白い部分（DS6）と形が鎖骨に似ている。

autistic logic

＜鎖骨？＞・・・（全体を指で囲むのみ）
。
14”
∧

D1＋1，MP＋，H，N，

②人に見えます。
＜inquiry＞男の人と女の人が顔を向き合っている。こっ

arbitrary discrimination

ち（左）が男の人で，こっち（右）が女の人。
＜違いは？＞顎が出ている部分が違う感じだから。
18”

Ⅸ

2”
∧

ありがとうございました（図版返却）
。
D1＋1，CF－，Fi，Hh，

①炎に見えます。
＜inquiry＞こことここ（D1＋1）。＜炎？＞家でよく使

personal

experience

う炎の色と同じだから。＜他に？＞ありません。
D2＋6，FC－，Flo，Pnat，

10”

②チューリップに見えます。

∨

＜inquiry＞こことここの 4 つの部分。＜らしさ？＞色が
チューリップに似ているかなって。葉っぱです。

24”

わかりません（図版返却）
。

表 2 の形式分析結果を見ると P＝1 と平凡反応に乏しく，人間反応が出現しや
すいと言われている図版Ⅲの反応は「カマキリ」であり，人間反応は M＝1，H％
は 19.0％と低い割合を示すことから，社会的な協調性や対人的な興味に乏しいこ
とが示唆される。反応内容の幅を示すコンテント・レンジは C.R＝8（健常者は 10
前後）と多くはない。反応領域を見ると図版Ⅰはすべてが異常部分反応であり，そ
れにより Dd＝14.3％となっていることは，初めて出会う刺激や課題に対しての落
ち着きのなさや戸惑いを表していると考えられる。また，反応決定因は F％＝
76.2％と形態優位であり，F＋％＝31.3％とその形態水準は低いことから，現実を
適切に検討する力が弱いと考えられる。
反応内容を見ると，図版Ⅰでは「お化け」，「かぼちゃのお化け」というように，
お化け反応が続けて出ており，
「炎」という反応は図版Ⅱ，Ⅸ，Ⅹに，
「怪獣」とい
う反応は図版Ⅱ，Ⅳに，骨格反応は図版Ⅱと図版Ⅶの間隙（Space）領域に繰り返
し産出されている。これは，思考の方向性を変えることの難しさを示唆しており，
反応内容の保続性である。
表 3 の思考・言語カテゴリーの結果を見ると，図版Ⅵおよび図版Ⅶにおいて
「人」という反応を出すが，いずれも「男の人と女の人」と説明し，対称的な 2
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つのブロットに対し，異なった意味づけをしている。男女の違いを「（男の人は）
ちょっと手が長いから。
（女の人は）胸が出ているから（Ⅵ）」，
「顎が出ている部分
が違う感じだから（Ⅶ）」などと恣意的な意味づけがなされており，ブロットの細
部にこだわる arbitrary discrimination となっている。
また，例えば，図版Ⅲまでの反応の流れを見ると，「お化け」，「かぼちゃのお化
け」（Ⅰ），「炎」，「怪獣」，「骨」（Ⅱ），カマキリ（Ⅲ）というように，感情カテゴ
リーで敵意感情（Hostility）や不安感情（Anxiety）をスコアするような敵意，不
安感が強い反応を出している。不安が高まると，図版Ⅱの「骨」という反応に見ら
れるように，外に対して働きかけていくのではなく，内閉化するあり方（autistic
logic）を示す。さらに，
「花に見えます＜inquiry＞家に咲いていてよく見た花に似
ているから（Ⅷ）」，
「炎に見えます（Ⅸ）＜inquiry＞家でよく使う炎の色と同じだ
から（Ⅸ）」，
「炎が上がったように見えます。＜inquiry＞聖火の炎。テレビで見て
いて綺麗だった（Ⅹ）」と，個人的な体験を持ち出して反応を説明する personal
experience が見られる。この personal experience が色彩図版で生じていること
を考えると，色彩という外界からの刺激に対して，普段からよく見慣れているもの
という個人的体験を持ち出すことによって，合理的に刺激を遠ざけ，刺激に振り回
されないようにする逃避的な意味を持つものと考えられる。高橋・北村（1981）
は「被検者が自分を離れて思考できない時に，「主観的感想」が生じる」ことを指
摘し，その反応例として「私の家にある置物」などを挙げているが，事例 S2 の
personal experience もこの指摘と同様のものであると考えられる。
以上のように，ロールシャッハ法から考えられる認知機能の障害や現実検討力の
低下，反応内容の保続性，対称的なブロットに恣意的な異なる意味づけを行い些細
な点へこだわるあり方，自閉的思考，個人的体験を持ち出し主観的感想を述べるあ
り方などの特徴からは，統合失調症と判断することが妥当である。
（2）TAT
事例 S2 の TAT プロトコールの一部を表 8 に示す。
表8

事例 S2 の TAT プロトコール

No

RT

TT

2

3”

26”

TAT

STORY

（右側の）女の人が外を眺めています。男の人が馬を引いていま
す。
（右側の）女の人が空を見上げています。
（26”）
。
＜inquiry：左側の女性については？＞あんまり興味がなかった。

5

5”

23”

女の人が誰か呼んでいるような気がします。終わりです。

6

4”

47”

女の人が男の人に脅迫されているように見えます。えっと，女の

GF

人がそれがちょっとびびってます。・・・・えっと，・・・・男の
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人が勢いよく怒鳴り始めていると思います。ありがとうございま
した。
9

3”

24”

GF
10

女の人が女の人を見て，何か追いかけているように見えます。何
か殺意みたいなものを感じます。終わりです。

6”

21”

女の人が男の人に何か噛み付いているように見えます。男の人が
女の人の頭を攻撃しているように見えます。終わりです。

18

3”

22”

GF
20

男の人が女の人の首を絞めています。
（男の人は）何か言いたそう
な顔をしています。終わりです。

6”

15”

黒い雲があって雪みたいなものが降っています。終わりです
（15"）
。＜inquiry：右に人が見えるという人もいるが？＞ペンギ
ンに見えます。＜ペンギン？＞ペンギンが物を探している気がし
ます。＜昔は？＞何もなかった。＜これからは？＞ペンギンがた
くさん物を食べられる。

事例 S2 の TAT が，表 1 に示した TAT 判断基準項目にどの程度一致するかを検
討し，その結果を表 9 にまとめる。
表9

事例 S2 の TAT 判断基準項目についての検討
認知・思考面の特徴

該当

①物語のきっかけは図版特徴によるが，図版から離れて自分の体験を語る

×

②物語の途中で何の説明もなく人物，性，年齢が変化してしまう

×

③図版の登場人物との距離の取れなさ，自分が図版の人物になったりする

×

④支離滅裂，連合弛緩という思路（論理的に矛盾している）

×

統合失調症

⑤途絶（blocking）や思考貧困

○

10 項目中 2～3

⑥奇妙なあるいは妄想的，被害妄想的表現が見られる

○

項目以上該当す

⑦奇妙な言語表現，非合理的な言語表現が見られる

ることを目安と

⑧図版から著しく離れた物語（数枚の図版にわたり連続した物語を作る，

する

×

異なった図版に同一人物を見る場合も含む）が見られる
⑨極度な感情の貧困化，平板化

○

⑩母殺し，父殺し等のような受け入れにくい物語

○
該当項目数

4

TAT の形式面の特徴としては，平均初発反応時間は 4.4 秒と早く，沈黙などは見
られない。すべての図版において反応時間は 1 分以内であり，実施した全 20 枚の
図版のうち，16 枚の図版で 30 秒以内に反応を終えている。語られる物語は，現在
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中心の变述で，過去や未来についての自発的な变述はない。物語の量としては非常
に短く，かつ最小限とも言えるものであり，その内容，構成は貧弱である。これら
からすると，考え自体があまり浮かばない思考貧困の状態であると考えられる。
物語内容としては，図版 5 の物語に代表されるように，図版に描かれている人物
の状況を手短に变述するのみで，場面外の人物が登場することはない。図版 2 のよ
うに 3 人の登場人物が描かれている図版でも，变述されるのは 3 人のうち 2 人の
人物だけであり，その内容は「女の人（右側の年配の女性）が外を眺めています。
男の人が馬を引いています。女の人（右側の年配の女性）が空を見上げています」
といった絵柄の状況描写であり，人物間の対人関係や情緒的な関わりについては語
ることができない。語られるのは，「女の人が男の人に脅迫されているように見え
ます・・・（中略）・・・男の人が勢いよく怒鳴り始めている（6GF）」，「女の人が
女の人を見て何か追いかけているように見えます。何か殺意みたいなものを感じま
す（9GF）」という，ともすると妄想に発展しそうな迫害的な対人関係のストーリ
ーである。
また，
「女の人が男の人に噛みついているように見えます。男の人が女の人の頭
を攻撃している（10）」
，
「男の人が女の人の首を絞めています（18GF）」という物
語は，通常自我が受け入れにくい物語であると考えられる。さらに，図版 20 では
検査者が，限界吟味のために図版に描かれている絵柄が人間に見えるかどうかを尋
ねたところ，通常多くの被検者が人物を認知するのに対し“ペンギン”を認知し，
絵柄の誤認が見られている。
20 枚の図版の中で登場人物の表情について言及しているのは，
「男の人が嫌がっ
ている（4）」，
「お婆さんが微笑んでいる。それをすごく嫌がっている人がいる（12F）
」
というように，わずか 2 枚の図版だけであり，表情を認知した図版においても登場
人物のネガティブな表情のみを読み取り，ポジティブな明るい方向性を持つ感情の
感受性は低い。物語の中で主人公の感情を生き生きと語ることはないことから，感
情の貧困化の状態であると考えられる。
以上のような TAT 特徴は，表 9 に示したように，思考貧困や極度の感情の貧困
化（⑤，⑨）が見られ，妄想的表現（⑥）や受け入れにくい物語（⑩），人物の誤
認が認められ，
TAT 上には明らかに統合失調症と判断できる特徴が見られている。
3．事例 S3 の特徴
（1）ロールシャッハ法
事例 S3 のロールシャッハ法プロトコールの一部を表 10 に示す。
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表 10
No.
Ⅱ

事例 S3 のロールシャッハ法プロトコールの一部

Time

Response／Inquiry

Position

Scoring

21”

①肺とか人間の臓器とかですか。

W，FC－，Atf

Bl，Bf，

∧

＜inquiry＞肺とか（D1＋1）
。赤い部分があるので，それ

aubitrary belief

につられて対になっていて肺。＜赤い部分？＞1 番最初に
肺と思って，人間には血が通っているので血かなと。＜ど
こまで？＞全部。
46”

②左右対称に動物が見えている感じ。

D1＋1，F－，A，P，N，

∧

＜inquiry＞ここ（d1）
。鼻とか足とかで，左右対称になっ

modified response

ている感じ。犬。＜らしさ？＞形から。＜どういうところ

symmetry

remark

の形から？＞頭の形から。コアラに見えなくもない。この
辺足とかそんな感じ。
1”11”
∧

③赤いのは血液とかそんな感じ。

D3＋4，C，Bl，Hha，

＜inquiry＞肺と見て，そう見えたのが血で。＜血？＞臓

arbitrary

belief

器に見えたので臓器だから血液つながって。
1’18”

Ⅷ

図版返却。

20”

①一瞬，人の体の内部とかに見えたりもしたんですけど。 D2＋5，FC－，Atf，Bf，

∧

＜inquiry＞イメージから。＜というと？＞こんな感じ

arbitrary

belief

かなって思うから。＜図版の特徴から？＞イメージです。
∧

②左右の赤い部分が小動物のようにも見えます。

D1＋1，F＋，A，P，N，

＜inquiry＞足，頭。＜小動物？＞アライグマとかそんな
感じ。
48”

Ⅸ

そんな感じです。

21”

①真ん中の・・・ところから目がある感じ。

W，FV－，Hd／，Athr，

52”

向こう側からこっちを見ている。

Aobs，

∧

＜inquiry＞目（Dd4）
。目はここだけです。見ている何
か。これ（D1＋2＋6）が前にあって，手前にあって向こ

secondary addition
delusional

belief

う側から見られている。宇宙人とかそんな感じですね。
奥行を感じたので，そういう風に見えた。
1’01”

そんな感じです。

表 2 の形式分析結果を見ると，カードの回転は Tur％＝0 で全く見られず，コ
ンテント・レンジは 5（健常者は 10 前後）と尐ないことから，外界への関心の尐
なさや興味関心の範囲の乏しさを感じさせる。F％＝33.3％と形態が反応決定因と
なる反応は多くはないことから，F＋％＝66.7％となっているが，R＋％は 44.4％
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と低く，認知や知覚の歪みが推測される。
表 3 の思考・言語カテゴリーの結果を見ると，まず特徴的なのは DEFENSIVE
ATTITUDE（防衛的な態度）のカテゴリーに該当するスコアがいくつも生じてい
る点である。図版Ⅰでは「たくさん言うの？」と検査の教示について改めて質問を
する question for instruction や「犬」という反応を出した後に「動物とか」と述
べ，その理由を「犬に限定するのはあれだと思って」と釈明的に反応が出される
apology が，図版Ⅱでは質疑段階において「犬」という反応が，「コアラ」へと変
わり，
基本的な概念は同一であるものの改変される modified response が見られる。
これらはただちに病理的なサインとなるものではないが，自己不全感の意識の表れ
と解釈できる。
また，
「肺とか人間の臓器。＜inquiry＞1 番最初に肺と思って，人間には血が通
っているので血（Ⅱ）」，
「血液。＜inquiry＞臓器だから血液つながって（Ⅱ）」，
「人
の体の内部。＜inquiry＞イメージから（Ⅷ）」というように，色彩図版において恣
意的な断定をする arbitrary belief が見られている。これらは不良な身体内部の
反応であることから，外界からの強い刺激にさらされるとそれを適切に処理するこ
とができず，外からのストレスは本人にとっては身体的な不調として感じやすい傾
向を示唆していると考えられる。
さらに，図版Ⅸにおける「真ん中のとこから目がある。向こうからこっちを見て
いる感じ。＜inquiry＞向こう側から見られている。宇宙人とかそんな感じ」とい
う反応は妄想知覚（delusional belief）である。このような自己流の誤った意味
づけをする外界認知のあり方は，外界の誤った意味づけであり，対人関係における
過敏さや不安感を表している。それは時に過敏という範囲を超えて被害的，迫害的
な被害妄想的見方につながる可能性があるものであることを示唆している。
以上のように，外界への関心の尐なさ，知覚の歪み，被害妄想的な見方に発展す
る可能性のある妄想知覚といったロールシャッハ法の特徴は，統合失調症の病理を
反映したものであると考えられる。
（2）TAT
事例 S3 の TAT プロトコールの一部を表 11 に示す。
表 11

事例 S3 の TAT プロトコールの一部

No

RT

TT

4

51”

3’04”

TAT

STORY

え～？う～ん・・・・・・・この 2 人は夫婦にも見えます。え～・・・・・
介護しているとかの状況にも思えますし，何かを・・・この男の
人を止めようとしている状況にも見えます。
・・・・過去ですか？
＜はい＞・・・・それなりに長い付き合いをしている 2 人に思え
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ます。
・・・・え～と将来は・・・・・う～ん・・・・・・・わか
らないですね。そんな感じです。
6

22”

1’46”

BM

母と子という感じがします。・・・・・・う～ん，もしかしたら，
うまくいっていない関係なのかもしれないです。う～ん・・・・・・・
過去とか未来とかその 1 枚では，あまり思いつかない感じですけ
ど。はい。

7

27”

2’36”

BM

この 2 人は・・・仕事の関係で何か共同で作業しているように見
えます。
・・・・・・・雰囲気も別に悪くないと思います。え～と
過去とか・・・・は，う～ん・・・・それなりに仲良くやってき
たようにも見えます。
・・・・え～と・・将来とかは，やっぱり・・・
わからないです。はい。

8

19”

2’09”

BM

この手前にいる男の人が，頭の中で想像している。この人が目指
している。で，手術台の上の風景に見えます。
・・・・思いついた
ので良いですか？＜思った通りに＞・・・もしかしたら，これが
拳銃の武器に見えますし，右上の方が本棚のような感じに見えて。
そういうことを考えて，手前の男の人は何か志をもっているんじ
ゃないかって思います。そんな感じです

11

31”

2’02”

すごい過酷なところで，
・・・う～ん・・・何か橋が見えますけど，
・・・
橋の上に人が見えるような感じしますし，その後ろに，もしかし
たら，これは動物。
（通常認知しないような小さな丸い点を指差し）
ここも人。で，この動物を移動させている，運んでいる様子にも
見えます。そういう仕事じゃないかと思います。過去とか，将来
とか，ちょっとわからないです

事例 S3 の TAT が，表 1 に示した TAT 判断基準項目にどの程度一致するかを検
討し，その結果を表 12 にまとめる。
表 12

事例 S3 の TAT 判断基準項目についての検討
認知・思考面の特徴

該当

統合失調症

①物語のきっかけは図版特徴によるが，図版から離れて自分の体験を語る

×

10 項目中 2～3

②物語の途中で何の説明もなく人物，性，年齢が変化してしまう

×

項目以上該当す

③図版の登場人物との距離の取れなさ，自分が図版の人物になったりする

×

ることを目安と

④支離滅裂，連合弛緩という思路（論理的に矛盾している）

○

する

⑤途絶（blocking）や思考貧困

○

⑥奇妙なあるいは妄想的，被害妄想的表現が見られる

×
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⑦奇妙な言語表現，非合理的な言語表現が見られる

×

⑧図版から著しく離れた物語（数枚の図版にわたり連続した物語を作る，

×

異なった図版に同一人物を見る場合も含む）が見られる
⑨極度な感情の貧困化，平板化

×

⑩母殺し，父殺し等のような受け入れにくい物語

×
該当項目数

2

TAT の形式面の特徴は，平均初発反応時間は 28.4 秒と遅く，語られる物語は，
途切れ途切れで断片的あり，沈黙が多く見られる。物語全体を流れるトーンは暗
く，抑うつ的で，思考の断片化が見られる。現在，過去，未来の变述については，
「過去とかそんなのはない（1）」，
「将来とかはわからないです（7BM）」などと
述べることが多く，現在，過去，未来にわたって物語を变述できているのは，実
施した 20 枚の図版のうちわずか 3 枚（2，9BM，10）だけであり，過去，現在，
未来に渡っての見通しを持てるような思考が難しい。また，図版 6BM は「母と
子という感じがします。もしかしたらうまくいっていない関係なのかもしれない
です」というわずかな变述が見られるだけである。これらの特徴からすると，思
考貧困といえる状態である。
図版 4 では，描かれている男女の関係性を「夫婦」と意味づけるものの，「介
護しているとかの状況」あるいは「男の人を止めようとしている状況」などと，
絵柄の状況を断定できず，「長い付き合いをしている 2 人」と補足するなど，話
の筋道が不明確でうまく論理展開ができず，連合が弛緩した状態である。図版
8BM は，
「手術台の上の風景」，
「拳銃の武器」，
「右上の方が本棚」，
「そういうこ
とを考えて手前の男の人は何か志をもっている」というように，ストーリーに一
貫した展開がなく，論理的なまとまりを欠いており，滅裂思考を反映したもので
ある。さらに，図版 8BM に見られる通常は多くの人が認知しない右側に小さく
描かれている窓の絵を“本棚”と認知するあり方や図版 11 に見られる絵柄の非
常に細かな部分に“人”を見る恣意的なあり方からは，細部にこだわり，病的に
正確性を追求しようとする心性を感じさせる。この微小部分に対する反応は，反
応全体としての整合性を欠くことになっており，結果的に連合弛緩を反映する思
路を見せている。
以上のような TAT 特徴からすると，表面的は抑うつ的，抑制的で，細かいこ
とに強迫的にこだわるという行動を示し，その思路のあり方は，表 12 に示した
ように，滅裂思考や連合弛緩（④），思考貧困（⑤）という特徴を見せており，
統合失調症と判断できると考えられる。
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4．事例 S4 の特徴
（1）ロールシャッハ法
事例 S4 のロールシャッハ法プロトコールの一部を表 13 に示す。
表 13
No.
Ⅱ

事例 S4 のロールシャッハ法プロトコールの一部
Time

Response／Inquiry

Position

6”

全部これ，対称に出てきますか？そうなると色々と改めな
ければなりませんね。う～ん・・・。

40”
1’00”

1’16”
∧

Scoring
WB，FMa－，CF，
A

Bl

Atf，P，

①儀式を行っているように見えるかな。

Hsm，Hor，Bf，

ステレオタイプ的ですが，熊ですね。普段人間に狩られる

question

熊が逆に人間を贈っている。

peronal experience

赤い部分が臓器っぽく見えます。

overspecification tendency

sentense

＜inquiry＞アイヌの熊を贈る儀式。実家がそこい近いの
で。熊を殺して食べるんですけど，それを熊がやっている
ように見えた。
＜熊？＞手を合わせている。人間が殺して熊を食べるって
いうのが，逆に熊が人間を殺して食べるって見えた。ツキ
ノワグマよりヒグマに近い。足。＜儀式？＞赤だから。＜
赤？＞人間の血液だったり，臓器のイメージがするから。
あんまり見たくないですね。

1’46”

Ⅲ

6”

①赤いものが非常にしんどいですね。

Dd(dr)，FMa－，A／，HH，

16”

単純に自分を殺しに来ているなと。

direct

28”

カマキリですか。仮面ライダーに近い。自分に牙向けてく

delusional

∧

る感覚ありますね。
＜inquiry＞手，顔。こちらを向いてきている。狩りに来
ている。さっき（図版Ⅱ）は自分は傍観者。見ているだ
けで安心感あったけど，完全にこちらは自分を見ていて
自分も主体だって。辛いな～。＜こちらを向いてくる？＞
模範解答だったら象徴でしょうね。＜カマキリ？仮面ライ
ダーというのは？＞これも同じ。昆虫の特性を人間に移植
するという。結局，人間の手が入ったものが人間に牙を向
けるっていうのがある。自分のためにやってきたものが自
分に牙を向ける。昆虫とかの形をとっているけど，それが
反対に自分に敵対してくる。
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affective
belief

response

49”

②赤いものが臓器，胎児に見えてきます。

D2＋2＋4，F－，Atf

∧

＜inquiry＞臓器（D4）で胎児（D2＋2）
。6～7 週間です

Bf，Df，

かね。へその緒が繋がっていて，へそ。まだ形をとる前の

autistic logic

H／，

胎児かな。＜臓器？＞これ（D1＋1 を指す）を生き物と
して見て，臓器かなって。昆虫に臓器あるのかなっていう
と疑問だけど，人の手を施された何かって感じがするの
で。
1’16”

Ⅸ

図版返却。

11”

①既に内臓にしか見えないんですけど（笑）
。

W，F－，Atf

24”

ずいぶんと奇的だなと思うんで。

Bf，Bdi，

40”

自分の写真としては，これは見たくないですね。

autistic logic

∧

＜inquiry＞内臓（D1＋1）で，大きな腫瘍があって，そ

Disease，

れがほぼ手をつけられない状態で全身にまわっている。こ
れ別の内臓（D6）
，繋がっています。腫瘍（D2）
。
55”

図版返却。

表 2 の形式分析結果を見ると，カードの回転は Tur％＝0 で全く見られず，反応
内容の幅を示すコンテント・レンジは C.R=6（名大式技法の平均範囲は 10 前後）
と尐ない。人間運動反応も M＝1 と尐ないことから，対人的な関心は低く，興味の
範囲が狭い。F＋％＝6.3％，R＋％＝7.1％と形態水準の低さが非常に顕著である
ことから，認知機能の重篤な障害が示唆される。反応内容の中で最も多いものは，
臓器反応，骨格反応，血液反応であり，それらの反応の割合を算出すると 50.0％
と全体の半数以上を占め，何度も繰り返し産出されている。身体的な関心が強く，
それに固執しており，感情カテゴリーにおいても身体的な関心を意味する Bodily
Preoccupation が 31.8％と高い割合で産出されている。これは精神分析学のリビド
ー論的に言うと，外部の対象に向けられた関心がかなり減弱させられているあり方，
すなわち外部の対象に向けられていたリビドーが撤収された状態であり，リビドー
が内向化し退行したあり方になっていることを示唆している。そのため，適切に外
部との関係の中で自己のあり方を修正，調整できないで，同じような反応パターン
を繰り返す保続という状態に陥っていると考えられる。
さらに，反応内容を見ると「大きいシステム（Ⅴ）」というような，その他の反
応（Miscelaneous）をスコアリングせざるを得ない特異な反応やしみ反応（Stain），
胎児反応（H/），疾病反応（Disease）といった通常はあまり産出されない反応が
見られる。
表 3 の思考・言語カテゴリーの結果を見ると，ABSTRACTION AND CARD
IMPRESSION（抽象的表現・カードの印象）のうち，「赤いものが非常にしんど
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い（Ⅱ）」，
「気持ち悪い（Ⅵ）」などと図版に対する個人的情緒を直接的に表現する
direct affective response が見られるが，表出される情緒はいずれもネガティブ
な不快気分を表すものである。DEFENSIVE ATTITUDE（防衛的な態度）では，
negative sentence が，「人間と近い生き物とは思いたくない（Ⅵ）」，「人間が向
かい合っているようにも見えたけど，それ見たら負けのような気がして（Ⅶ）」と
2 枚の図版で見られている。また，
「ファンタジーですね。＜inquiry＞異様な生き
物。こんな異様な羽，飛ぶには適していない。羽としては存在してはない。欠陥品
だったりする（Ⅰ）」，「昆虫の魚拓。＜inquiry＞この辺（D3 を指し）中途半端に
欠けていて，そのものを表したものに見るには不自然（Ⅰ）」という反応にあるよ
うに，自分のイメージや現実に思い描く像とブロットの形態が不適合と考えて，批
判を加える object-critic を中心した apology が多く生じている。これらの反応から
は，個人的な情緒をストレートに表現しやすく，自己不全感の意識が高い状況にあ
ることが考えられる。
さらに，図版Ⅱの「儀式を行っているように見える。
・・・
（中略）
・・・＜inquiry
＞人間が殺して熊を食べるっていうのが，逆に熊が人間を殺して食べるって見えた」
などの反応に代表されるように，図版との距離を失いかけ，主観的解釈を行う傾向
（overspecification tendency）が見られる。このスコアは，FABULIZATION
RESPONSE（作話的反応）のカテゴリーに該当するが，同じカテゴリーの中にあ
る反応内容を限定づける definiteness とはそのスコアの意味合いは異なっており，
過剰な作話的機能を表している。
ARBITRARY THINKING（恣意的思考）では，特に「人なんですけど，何かに
取り込まれた人っていうイメージで。＜inquiry＞人間が寄生されているって感じ
ましたね。気持ち悪い（Ⅴ）」，「2 人の逆子。顔で，赤ん坊って頭が下だけど頭が
上で逆子（Ⅹ）」などと，恣意的に反応を断定する arbitrary belief が最も多く産出
されている。加えて，
「虫かな。＜inquiry＞触覚で，真ん中の辺りにあるのが昆虫
に臓器ないけど臓器，この辺，複眼（Ⅰ）」というように，身体内部と身体外部の
ものが同一平面上に共存し，知覚像の視点の混乱と融合が見られる viewpoint
fusion や「赤いものが臓器，胎児に見えてきます。＜inquiry＞生き物として臓器
かなって（Ⅲ）」などと自閉的な説明に終始する autistic logic が 7 つと多く見られ
ている。これらのスコアはいずれも現実吟味の崩れが明らかなものである。
PERSONAL RESPONSE AND EGO-BOUNDARY DISTURBANCE
（個人的体
験の引用と自我境界の障害）では，delusional belief が見られることが特徴的であ
る。「単純に自分を殺しに来ているなと。カマキリですか。仮面ライダーに近い。
自分に牙，向けてくる感覚ありますね（Ⅲ）」という反応に見られるように，迫害
的，被害妄想的な意味づけを行い，ego-boundary の崩れが顕著である。
以上のように，対人的な関心は低いのに対し，身体的な関心は強く，同じ反応の
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固執性，特異な反応内容と奇妙で異様な外界認知が見られることや主観的，妄想的
な解釈をし，現実吟味力や自我境界の障害を疑うロールシャッハ反応は，明らかに
統合失調症の特徴を見せている。
（2）TAT
事例 S4 の TAT プロトコールの一部を表 14 に示す。
表 14

事例 S4 の TAT プロトコール

No

RT

TT

3

1’01”

2’32”

BM

TAT

STORY

う～ん・・・・・・・まぁ，深い悲しみに包まれているところ。
それが自分に関することなのか，配偶者とか周りの人に関するこ
となのか，読みにくい。
・・・・・・・まぁ，ただ疲れて寝ている
だけかもしれない。これは・・・・・あまりこれで，この前，こ
の後の経緯は読み取れない。何だろう。あぁ，病気かなって。う
～ん。
（図版返却後，腹部を押さえ）胃が持ち上がってくる。不快。

5

13”

1'34”

まぁ老婦人ですか。まぁ，ドアを開けると花瓶と電灯があって，
前見た時と違うんじゃないかって。自分が動かしたっけ？って考
えている。この家ではこの人しかいなくて，動かす人はこの人し
かいない。花瓶と電灯が前置いていた時と違う。ドアを開けると，
ここに色々な感覚が出ると思うけど，記憶力が落ちてしまったの
か，ぼけてしまったのか，段々不安になっていく感じ。
・・・はい。
（図版返却後，腹部を押さえながら）こういうところで悪化する
と，やっぱりメンタルかなって。胃が持ち上がってくる。
（心理検
査を）やってない時に気分が悪くないわけじゃない。でも悪化し
ているのかなって。胃カメラを入れてもらって痕はあるって。胃
以外の所からきているのか。肝臓とか，腎臓，脳とか。血液検査
をしたのは 2 月だった。

8
BM

31”

2’24”

難しくないですか。＜思った通りで構いません＞・・・・・・・
人体実験かな。一番最初に思った。一人の人が上半身裸。もう片
方の人が白衣というより，スーツ。ワイシャツを着ているような
感覚なので，人体実験より快楽的殺人の方が。
・・・・・で，この
青年に関してなんですけど，
・・・ある程度，顔をこわばらせなが
ら見ている。
・・・・特にどういう関係があるかな。ここからは読
み取れないですけど。・・・はい。
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10

40”

1’27”

乳房を吸っているような。乳房を吸っている方がそれなりに年い
っているので・・・・ある程度，普通ではないような。2 人の間
は・・・・・この吸われている方が女かってわからないし，一体
どういうことかって・・・思いますね（1’27"）
。
＜inquiry：吸っている方？＞吸っている方（右側を指す）。女性の
ような気がする。吸われている方は，う～ん（わからない）
。

11

40”

1’54”

荒れている道を岩，崖ですか。で，この視点から見ると生き物（中
央）みたいなものがいて，自分に牙をむくのかわからない。これ
一人称の視点ですね。
・・・この崖（左側を指す）にスロープみた
いな道があるかなって思ったけど，これ，舌かなって。崖全体が
大きな生き物みたいな。ストーリー作るっていうより，ロールシ
ャッハみたいな感想ですね。・・・・・・はい。

16

12”

1’13”

（図版の裏を見る）終わりですか？＜いいえ。こういうカードで
す＞・・・（再び裏を見て表に戻す）・・・この辺にある染みみた
いなのがあって，もとからある染みじゃなさそうだなって。この
辺です（笑）（図版の経年务化による薄い小さな汚れを指す）。特
にここから見えるものはなく，ここから何か描いてくれって言わ
れたら困ります。
（図版返却後）何か話を作る人っているんですか？

17BM

29”

1’54”

上っている人って感じ。一番最初に思い浮かべたのは，蜘蛛の糸
で，上っているけど，両足を浮かせているので，相当，余裕こい
ているなって。非常に得意気で向こう側を見ている。目線は同じ
なんで，同じくらいの高さにいるのかな。自分はこれからもっと
上がっていくというようなことを言ってそうですよ。だけど，足
元が宙に浮いているので，上がっている途中で，上まで上がれそ
うにない。どっかで大失敗する。大きく落ちてしまうかなって
（1’54"）
。＜inquiry：目線は同じって？＞どっかを向いている。
右とか左とかじゃなくてまっすぐ見ている。ある程度，自分と同
じ目線の所にいるのかなって感じ。

20

11”

1’22”

フフフ・・・・ここにいる醜男が，ちょっと顔立ちが整っていな
い変な生き物。彼が鈍器を持っている。どこかに復讐をしている
ところ。何に対してって言われるとわっからないけど・・・・・
で，後ろにタワー，塔みたいなものがあって，これが何かはちょ
っとよくわからない。復讐するんじゃなくて，タワーを整備して
いるのかもしれないですが。
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事例 S4 の TAT が，表 1 に示した TAT 判断基準項目にどの程度一致するかを検
討し，その結果を表 15 にまとめる。
表 15

事例 S4 の TAT 判断基準項目についての検討
認知・思考面の特徴

該当

①物語のきっかけは図版特徴によるが，図版から離れて自分の体験を語る

×

②物語の途中で何の説明もなく人物，性，年齢が変化してしまう

×

③図版の登場人物との距離の取れなさ，自分が図版の人物になったりする

○

④支離滅裂，連合弛緩という思路（論理的に矛盾している）

○

統合失調症

⑤途絶（blocking）や思考貧困

×

10 項目中 2～3

⑥奇妙なあるいは妄想的，被害妄想的表現が見られる

○

項目以上該当す

⑦奇妙な言語表現，非合理的な言語表現が見られる

×

ることを目安と

⑧図版から著しく離れた物語（数枚の図版にわたり連続した物語を作る，

×

する

異なった図版に同一人物を見る場合も含む）が見られる
⑨極度な感情の貧困化，平板化

×

⑩母殺し，父殺し等のような受け入れにくい物語

○
該当項目数

4

TAT の形式面の特徴としては，平均初発反応時間は，34.2 秒と遅く，反応産出
までに時間を要する。变述される物語は図版に描かれたの絵柄の状況を描写するに
とどまり，多くが現在を中心とした物語になっていることから，現在，過去，未来
にわたって時間的な展望を持つことが難しいと考えられる。
「記憶力が落ちてしまったのか，ぼけてしまったのか，段々不安になっていく感
じ（5）」，「どっかで大失敗する。大きく落ちてしまうかな（17BM）」などと語ら
れるように，自分の能力や不調に陥る不安を強く感じている。TAT 検査状況にお
いても，図版 3BM や 5 にあるように，腹部を押さえて「胃が持ち上がってくる」
などと身体的な不快感を口にすることが 3 度見られることからも，図版との距離
の取り方の問題が示唆される。それは，ego-boundary の問題を感じさせるもので
あり，不安につながる妄想的な気分が，心気症的な病理的なあり方につながって
いる。
また，
「ドアを開けると花瓶と電灯があって（5）」，
「片方の人が白衣というより，
ワイシャツを着ている（8BM）」などと，図版上の細かな部分を言語化する特徴が
見られ，細かな点までが気になってしまうという強迫的な傾向が示唆される。ブ
ランクカードである図版 16 では，図版上に経年务化によってできた小さな薄い染
みを認知するあり方が見られている。これは，強迫性という枞組みを超えて，病
的な過度の意味づけであると考えられる。
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図版 8BM では「人体実験かな。人体実験より快楽殺人（8BM）」という通常受
け入れ難い自我違和的な物語が見られている。図版 10 では男女が抱き合っている
絵柄に対し，「乳房を吸っているような。乳房を吸っている方がそれなりに年いっ
ているので，ある程度普通ではないような。2 人の間は・・・」という奇妙な物語
構成となっている。さらに，図版 11 では「生き物みたいなものがいて，自分に牙
をむくのかわからない」，図版 20 では「不男が鈍器を持っている。どこかに復讐を
しているところ」いうように，外界イメージが非常に悪い物語が語られ，他者ある
いは環境から危害を加えられてしまうといった被害妄想的な表現が見られている。
さらに図版 11 では，「荒れている道を岩，崖。で，生き物みたいなものがいて」
と語り始めるものの，途中で「崖全体が生物で舌がある」と崖が生き物に変わり，
論理的に矛盾した滅裂思考となっている。そして，図版 17BM では図版に描かれ
ている登場人物と自分の視線が混同し，「目線は同じなんで，同じくらいの高さに
いるのかな」と語っている。このあり方は，図版の登場人物との距離の取れなさを
意味しており，現実検討力の崩れを疑うものである。
以上のような，図版との距離が取れなくなるあり方（③），滅裂思考や強迫性を
超える過度の病的な意味づけ（④），奇妙な物語や被害妄想的な表現（⑥），通常受
け入れがたい物語内容（⑩）が見られるいう TAT 特徴は，表 15 に示したように，
明らかに統合失調症の特徴を示している。
5．事例 S5 の特徴
（1）ロールシャッハ法
事例 S5 のロールシャッハ法プロトコールの一部を表 16 に示す。
表 16
No.
Ⅱ

事例 S5 のロールシャッハ法プロトコールの一部
Time

Response／Inquiry

Scoring

①精神異常者がペンキで何かいたずら描きしたみたいな

W，CF－，Art Sex Mi，

Position

4”

Aev，Bso，

感じ。
55”

そういう下の赤い所，女の人の大事なところに見える。ア

arbitrary

メリカの治安の悪そうな所にあるような絵に見える。色も

direct

そういう感じの絵に見えちゃう。
1’47”

ここの所が坂道に見える。

2’13”

どう見てもこの絵は大事なものに見えないっていうか，そ

∧

ういう感じです。
＜inquiry＞色使いと赤みたいな。気持ち悪いですね。
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belief

affective

response

Ⅳ

4”

①ファミコンの何か影響かも。ドラゴンクエストとかに出

W，F－，A／，

∧

てくるモンスターみたいに見えます。難しいな～。ちょっ

Athr，Dch，Pch，

と怖くなってきて怖い。不安に。変な発想が出てきそう。 utilization for illustration
＜inquiry＞大きな怪物に見えて，足。よく見るとここに

overspecification tendency

表情があるように見える。目がここです。口はここ。普

direct

affective

response

通の真面目というかそういう表情。
2’06”
∧

②これが男性の性器に見えるようになったらどうしよう。 D1，F－，Sex，Bso，
普通に見えるとしたらどうしよう。不安になるとそういう

apology

風に考えちゃう。
＜inquiry＞忘れていたけど，ここの下の部分。その時は
しんどくて。

Ⅸ

18”

あまり浮かばないです。何を表そうとしているのかわから

failure

∧

ない。

＜add＞

＜inquiry＞＜今見ると？＞こっちが火。宗教みたいなの

D1＋1，F－，Fi

で，何とかの火の写真を見てそれに似ている。形が似てい

Drel，

る。色はどうかな。こういう色？そんなことないか。

apology
additional

Rel，Hh，

response

表 2 の形式分析結果を見ると，カードの回転は Tur％＝0 で全く見られず，コン
テント・レンジは，C.R=8（名大式技法の平均範囲は 10 前後）と多くはない。人
間運動反応は M＝1 と尐なく，外界への関心や対人的な関心は尐なく，興味の範囲
はそれほど広くないと考えられる。F＋％＝50.0％，R＋％＝40.0％と形態水準は
低く，反応内容では性器反応やしみ反応，その他の反応（Miscelaneous）をスコ
アせざるを得ない「坂道（Ⅱ）」という反応など，特異な独創的反応が生じており，
認知や認識の崩れを感じさせる。また，図版Ⅰでは反応を 5 つ出すものの，その他
の図版では 1，2 個の反応数であり，図版Ⅸでは反応失敗となっている。第 1 図版
は不安感を反映して頑張りすぎてしまうが，課題への緊張感が持続しないことが示
唆される。
表 3 の思考・言語カテゴリーの結果を見ると，ABSTRACTION AND CARD
IMPRESSION（抽象的表現・カードの印象）のうち「あまり怖くないけど，気分
良くない（Ⅰ）」，「気持ち悪い（Ⅱ）（Ⅲ）」，「ちょっと怖くなってきて怖い。不安
になって（Ⅳ）」などと図版に対する個人的情緒を直接的に表現する direct
affective response が多く見られ，表出される情緒はいずれも不快感や不安感，
恐怖感などのネガティブな方向性のものである。
また，DEFENSIVE ATTITUDE（防衛的な態度）では，質疑段階で付加的に
反応を出す additional response や反応段階での基本的な知覚概念が全く別のもの
126

に変化する changed response が見られ，中でも「一瞬コウモリに見えて。＜inquiry
＞手に取る前にコウモリと思ったので，はっきりとわからない。
（Ⅰ）」，
「これが男
性器に見えるようになったらどうしよう。＜inquiry＞忘れていたけど」などと，
apology が頻繁に出ており，自己不全感，不安感の強さを感じさせる。
さらに，FABULIZATION RESPONSE（作話的反応）では，「女の子が 2 人
話し合いしているように見えます。＜inquiry＞横顔の形に見えます。話している
と妖怪みたいなのが怒っているようにも見えた（Ⅶ）」という affective elaboration
や「ドラゴンクエストとかに出てくるモンスターみたいに見えました（Ⅳ）」と作
話的に特定化する overspecification tendency などが見られる。これらの作話的反
応は，主観的不安感に基づいて外界を認知をするあり方であると考えられる。
図版Ⅰでは「吸血鬼みたいな。＜inquiry＞そんなに吸血鬼と思わなかったので，
どの部分がどれというのはなくて悪魔に似ている」と知覚が曖昧な vagueness が，
また同図版では「人間に見える」という反応を出すが，inquiry ではそのことを覚
えていない forgotton が見られ，図版Ⅸでは「あまり浮かばない。何を表そうとし
ているかわからない」と反応失敗になっている。これらのあり方は，不安感に満ち
た外界と向かい合っている中で連想や注意を一定の状態に維持することが難しい
ことを示唆している。
図版Ⅱの「精神異常者がペンキで何かいたずら描きをしたみたいな感じ。そうい
う下の赤い所，女の人の大事なところに見える」という反応は，ARBITRARY
THINKING（恣意的思考）のカテゴリーの arbitrary belief である。ブロットの特
徴からは離れてしまっているが，強い確証を持って反応を断定しており，外界を柔
軟かつ適切に捉えるという自我機能の崩れが推測される。これと同様の意味合いを
持つものが，図版Ⅵの「女性の性器みたく見えたり。＜inquiry＞下のグラデーシ
ョンというかインクのにじみ方がそういう風に見えた」という反応である。自閉的
な説明をしており，AUTISTIC THINKING（自閉的思考）の autistic logic とな
っている。
以上のような，対人的な関心の尐なさ，特異な独創的反応が生じる点，自我防衛
が十分にできず，容易に個人的な情緒が出てしまうあり方，連想や注意を一定状態
に維持する困難さ，現実検討力が崩れ，主観的で自閉的な意味づけを行うといった
ロールシャッハ特徴は，統合失調症の病理を表している。
（2）TAT
事例 S5 の TAT プロトコールの一部を表 17 に示す。
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表 17

事例 S5 の TAT プロトコールの一部

No

RT

TT

2

23”

2’35”

TAT

STORY

女の人は勉強家なのか？ミサっていうか，知的な集まりに出かけ
ようとしていて，で，木にもたれている女の人。
・・・奴隷かもし
れないんですけど，男の人が畑を耕しているのを眺めている。で
過去は・・・過去は（苦笑）え？浮かばない・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・過去は・・・・・・この若い，本
持っている人と，えばっている女性と親子で，本持っている女の
人が，あの～，遠くの学校とかに何年か行っている間に，男の人
っていうか，奴隷っていうか，捕まるかなんかして使っていて，
で，その，それで，えっと・・・この，将来は，この若い女の人
と男の人が結婚する。以上です。

4

6”

2’07”

なんか，薬中毒か何かになった男の人を好きな女の人が，喋りか
けている。過去は，男の人は，普通だったと・・・思う。えっと，
女の人は普通で，普通の恋人同士だったと思う。
・・・・・・・結
局，女の人はお金とか出しきれないので，女の人が男の人にあげ
きれないっていうか，あげなかったので，あげなかったので，男
の人は去って行った。と，あと，あれ，あれもあるんですよ。こ
の人，麻薬やっていて，女の人が麻薬を欲しいからねだっている
ようにも見えるんですけど。

6

10”

1’59”

GF

喫茶店でちょっとコーヒーか紅茶を，この女の人が飲んでいる時
に誰か話かけている。すごくびっくりして，なぜかと言うと，過
去に知り合いだったから。どんな知り合いだったかというのは，
う～ん・・・仮面舞踏会か何かに実は行って，顔見知り同士の仲
っていうか，で，過去はなんか，で，
・・・将来は，たまにお互い
身を明かして，全部明かさなくても，コーヒーをたまに飲む仲に
なった。

9
GF

19”

3’04”

中世の時代の女の人が 1 人慌てて走って行って，それを陰で見て
いる。
・・・偶然見ているのか，故意に見ているのか，よくわかん
ないんですけど，故意に見ているとしたら，何があったかと思っ
て，走ってる人を見ている。で，過去の方がう～ん・・同じ学校
行っているから特別集会があったのを忘れてて，この人は走って
いて，で，でもなんか浮かんでくるのは，特別な用事があって，
行かなきゃいけなかったけど忘れてた。
・・・用事があって忘れて
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たんで走って，間に合うように出かけていて，この女の人は，う
～ ん ，・ ・ ・ そ の 集 ま り と か そ う い う の 気 に な っ て 覗 い で い
る。
・・・・・未来は，この 2 人がどうとかっていうより，普通の
生活を続けてて，ただ，たまたまこの人が集まりとか，そういう
の気になってチェックしていた。将来はずっとそうやって終わり。
13

9”

1’50”

MF

女の人が生きているのか死んでいるのか，わかんないですけど，
それはどっちでも決めていいんですか？＜いいですよ。好きなよ
うに＞じゃあ，簡単な方で，女の人は生きているんですけど，別
れ話をしたので男の人が，そうだ，泣いている状態で，えっと，
過去は女の人は別れ話をして，男の人を説得したけど，女の人は
それに応じなかった。
・・・・将来は女の人はそれに応じなかった・・
です。
・・・・・・・ですっていうか・・・それでいいです。これ
だけ早く終わっちゃった。

18

9”

2’01”

GF

死んでしまった・・・・お母さんかな～・・血縁，血の繋がって
いる人を抱いている。過去は・・・・病気か何かで死んでしまっ
て，そうすると階段が，病気か何かで最後の力を振り絞って，こ
の死んでしまった人が降りてきた。階段の所で力尽きてしまって，
この女の人が・・あの～・・・・・・こう，葬るじゃなくて，葬
式をしてあげた。すみません，あんまり未来っていう言葉自体が
嫌いなもんで，将来って言っちゃうんですけど。

20

14”

1’20”

これは何の塔っていうか，そういう風に見える。これが山姥みた
いな雪男みたいな感じに見えるんですよ。だから，山姥が山から
下りてきて，町の塔の所で一休みしていて，なんか変だな，それ
で，その前は別に何もなく，夜，雪が降っているかなと思ったん
ですけど，雪が降ってた。で，将来は，
・・やっぱ，この山姥みた
いな妖怪みたいな人は，山に戻った。以上です。

事例 S5 の TAT が，表 1 に示した TAT 判断基準項目にどの程度一致するかを検
討し，その結果を表 18 にまとめる。
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表 18

事例 S5 の TAT 判断基準項目についての検討
認知・思考面の特徴

該当

①物語のきっかけは図版特徴によるが，図版から離れて自分の体験を語る

×

②物語の途中で何の説明もなく人物，性，年齢が変化してしまう

×

③図版の登場人物との距離の取れなさ，自分が図版の人物になったりする

×

④支離滅裂，連合弛緩という思路（論理的に矛盾している）

○

統合失調症

⑤途絶（blocking）や思考貧困

×

10 項目中 2～3

⑥奇妙なあるいは妄想的，被害妄想的表現が見られる

×

項目以上該当す

⑦奇妙な言語表現，非合理的な言語表現が見られる

○

ることを目安と

⑧図版から著しく離れた物語（数枚の図版にわたり連続した物語を作る，

×

する

異なった図版に同一人物を見る場合も含む）が見られる
⑨極度な感情の貧困化，平板化

×

⑩母殺し，父殺し等のような受け入れにくい物語

○
該当項目数

3

TAT の形式面の特徴としては，平均初発反応時間は 11.8 秒と平均的であり，現
在，過去，未来にわたって物語を作っており，教示通りに物語を構成することはで
きている。
図版 4 の絵柄の男性を「薬中毒か何かになった男の人」，図版 9GF の女性を「中
世の時代の女の人」，などと言及しているように，図版の登場人物への意味づけは
独特で，図版の刺激特性を超えた奇妙なものである。図版 2 における「本を持って
いる女の人が，遠くの学校とかに何年か行っている間に男の人っていうか，奴隷っ
ていうか，捕まるか何かして使っていて，将来はこの若い女の人と男の人が結婚す
る」という，奴隷と婚姻する物語，図版 6GF の「仮面舞踏会か何かに実は行って，
顔見知り同士の仲っていうか・・・
（中略）
・・・将来はたまにお互い身を明かして，
全部明かさなくてもコーヒーをたまに飲む仲になった」という匿名性が絶対条件で
ある仮面舞踏会に行って顔見知りという矛盾する物語や，その中に見られる「身を
明かしても，全部明かさなくても」，
「コーヒーをたまに飲む仲になった」という関
連性が奇妙なストーリー，図版 9GF の「中世時代の女の人が一人慌てて走って行
ってそれを陰で見ている。・・・（中略）・・・過去の方がう～ん，同じ学校行って
いるから特別集会があったのを忘れてて，この人は走っていて・・・
（中略）」とい
う中世時代と学校の特別集会という話の筋が繋がらない物語，図版 13MF の，
「過
去は女の人は別れ話をして男の人を説得したけど，女の人はそれに応じなかった。
将来は女の人はそれに応じなかった」というように，別れ話をした女性がそれに応
じないというおかしな話の筋が展開する。これらは，論理的に矛盾した奇異な内容
であり，滅裂な思考を反映したものであると考えられる。
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図版 18GF では，
「病気か何かで死んでしまって，
・・・
（中略）
・・・最後の力を
振り絞って，この死んでしまった人が降りてきた。階段の所で力尽きてしまって，
この女の人が葬るじゃなくて葬式をしてあげた」という物語が語られるが，死んだ
人間が階段を降りてくるのは明らかに論理的に矛盾した物語であり，その死を扱っ
た内容は受け入れ難いストーリーである。さらに，図版 9GF の「中世時代の女の
人」，図版 20 での「これが山姥みたいな雪男みたいな感じに見える」という言い方
は，奇妙な言語表現に該当する。
以上のような，登場人物への特異な意味づけや滅裂思考（④），奇妙な言語表現
（⑦）
，図版特徴を離れた受け入れ難い物語（⑩）という TAT 特徴は，表 18 に示
したように統合失調症の TAT の判断基準に一致するものであり，明らかに統合失
調症の特徴を示している。
第 5 節 考察
1．ロールシャッハ法，TAT における「病態のズレ現象」
統合失調症の病理について，Kris（1936／1976）は，
「心的（エネルギー）経済
（psychic economy）の障害であるが，その障害は自我と環境および現実の関係に
関わっている」と指摘し，Sims(2003／2009)は記述精神病理学の立場からその病
理の特徴として，失見当識，時間に関するさせられ体験，思考途絶，考えの詰め込
み，判断の障害と妄想，具象思考，思考の作為体験（思考奪取，思考吹入，思考伝
播）などを挙げている。DSM-5（2013）では，妄想，幻覚，まとまりのない，ま
たは緊張病性の行動，陰性症状（情動表出の減尐，意欲欠如）が診断基準になって
いる。
本研究で対象とした事例 S1 から S5 のロールシャッハ法および TAT の特徴を改
めて整理し，それぞれの投映法検査上における「病態のズレ現象」と名づけた現象
の生起の有無について検討したい。
事例 S1 から S5 のロールシャッハ法のそれぞれの特徴は次のようなものであっ
た。事例 S1 では，異常部分反応（Dd）の割合の高さ，M 反応や H％の尐なさ，
形態水準の低さ，不正確な認知，保続性，自己不全感のあり方や連想過程の問題，
外界を主観的，恣意的に解釈する特徴が見られた。事例 S2 では，H％の低さ，M
反応や P 反応の尐なさ，尐な目のコンテント・レンジ，F％が高く形態優位の知覚，
形態水準の低さ，現実検討力の低下した反応，反応内容の保続性，自閉的思考，個
人的体験を持ち出し主観的感想を述べるあり方が見られた。事例 S3 では，カード
回転がないこと，コンテント・レンジの尐なさ，形態水準の低さ，自己不全感の意
識，恣意的な断定，被害妄想的な見方に発展する可能性が考えられる妄想知覚が見
られた。事例 S4 では，カード回転がないこと，コンテント・レンジの尐なさ，M
反応の尐なさ，形態水準の低さ，身体的関心が強く同じ反応への固執性，自己不全
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感の意識の高さ，主観的妄想的な認知，現実吟味の崩れが明らかな自閉的思考，自
我境界の崩れを疑うような特徴が見られた。事例 S5 では，カード回転のなさ，尐
な目のコンテント・レンジ，M 反応の尐なさ，形態水準の低さ，性器反応やしみ
反応といった認知の崩れが推測される特異な反応内容，反応のテンポが一貫しない
あり方，自己不全感や不安感の強さを感じさせる反応，連想や注意を一定状態に維
持する難しさ，主観的外界認知，自閉的思考，自我機能の崩れが見られた。
このような統合失調症群のロールシャッハ法の形式面の特徴は，Kleiger（1999
／2010）が多くの特徴的な統合失調症者のロールシャッハ反応は，情報処理と注
意の焦点づけの障害という観点から理解できると述べていることや，わが国におい
て従来から片口（1987），高橋・北村（1981）などが指摘している統合失調症のロ
ールシャッハ法の特徴と一致している。思考・言語カテゴリーにおいては，通常の
論理的思考とは異なる前述の Sims（2003／2009）が指摘するような思考のあり方
を捉えることができる。また，Rapaport の deviant verbalization（逸脱言語表現）
の distance（距離）の概念をもとに，片口（1987）は，認知的距離の概念（ブロ
ット―ロールシャッハ反応間の距離）と体験的距離（ロールシャッハ反応に与える
態度，ニュアンスの違い）の概念を提案し，統合失調症者は認知的距離が増大し，
体験的距離は縮小あるいは喪失することを指摘しているように，事例 S1 から S5
では図版との認知的距離だけでなく体験的距離の喪失も見られており，迫害的，被
害的な情緒に支配されている。本研究において対象とした事例は，いずれもこれら
のロールシャッハ法の特徴に基づき，統合失調症であると判断できる。
次に，事例 S1 から S5 における TAT の特徴は以下のようなものであった。事例
S1 では，図版から離れて自分の体験を語るという自我境界の崩れの疑い，滅裂思
考，連合弛緩，思考貧困，感情の障害が見られた。事例 S2 では，思考貧困，極度
の感情の貧困化，妄想的表現，受け入れ難い物語特徴があった。事例 S3 では，思
考貧困，滅裂思考，連合弛緩が見られた。事例 S4 では，図版との距離の取れなさ，
奇妙な物語，滅裂思考，被害妄想的表現，受け入れ難い物語特徴があった。事例
S5 では，滅裂思考，奇妙な言語表現，図版特徴を離れた受け入れ難い物語があっ
た。
これらの TAT 特徴は，表 1 で示した TAT の判断基準との関連において，いずれ
の事例においても統合失調症と言えるものである。また，従来から知られている統
合失調症の TAT 特徴として，藤戸（1957）
，丸井（1959）， Rapaport（1968），
鈴木（2000），滝沢（1959）などが取り上げている特徴とも一致している。
以上のように，本章で取り上げた統合失調症者のロールシャッハ法および TAT
の結果は，従来から指摘されているそれぞれの投映法の特徴とほぼ一致しており，
ロールシャッハ法，TAT のいずれにおいても統合失調症の病理の特異性をよく示
している。ロールシャッハ法，TAT から推定される病態像はいずれも統合失調症
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であることが明らかであり，それぞれの投映法が描き出す病態像にはズレが認めら
れない。つまり，筆者の言う「病態のズレ現象」は，統合失調症においては生じて
いない。
双極Ⅱ型障害のロールシャッハ法では，知覚の明確さや正確さを欠く主観的認知
が見られ，思考・言語カテゴリーにおいては， FABULIZATION RESPONSE
（ 作 話 的 反 応 ） や ARBITRARY THINKING （ 恣 意 的 思 考 ）， AUTISTIC
THINKING（自閉的思考）などの統合失調症圏から境界性パーソナリティ障害圏
と思えるような反応が見られた。一方，TAT にはロールシャッハ法に見られたよ
うな過剰な投映，主観的意味づけ，病的な作話など，逸脱した認知・思考を反映し
た物語は生じず，ロールシャッハ法と TAT が捉える病態像が異なる現象が双極Ⅱ
型障害には見られた。第 3 章では，双極Ⅰ型障害，単極性うつ病＜大うつ病性障害
＞において，本章では統合失調症においては双極Ⅱ型障害に見られたような「病態
のズレ現象」は見られないことを論じてきた。
ロールシャッハ法および TAT は，双極Ⅰ型障害，単極性うつ病＜大うつ病性障
害＞，統合失調症の病理的特徴を的確に捉えており，それぞれの投映法単体でもア
セスメントすることが可能であると言える。しかし，双極Ⅱ型障害の病理に対して
は，投映法としての感受性が高いロールシャッハ法は敏感に反応しすぎてしまうと
言える。その一方で，TAT にはロールシャッハ法が敏感に反応するような感受性
は示さない。双極Ⅰ型障害，単極性うつ病＜大うつ病性障害＞，統合失調症ではこ
の「病態のズレ現象」が生起しないことを考えると，ロールシャッハ法，TAT の
反応性の違いを引き起こすのは，これまで論じてきたように双極Ⅱ型障害における
「軽躁」の影響が大きいと考えられる。
2．まとめ
これまでの章で論じてきた双極Ⅱ型障害に見られる「病態のズレ現象」が他の病
理・病態では生起するか否かについて，統合失調症者 5 名を対象とし，ロールシャ
ッハ法，TAT の検討を行った。統合失調症者のロールシャッハ法，TAT は，従来
から明らかにされている統合失調症の特徴と一致しており，それぞれの投映法検査
から統合失調症であるとアセスメントできる結果であった。統合失調症においては，
ロールシャッハ法であっても，TAT であってもそれぞれの検査の結果からその病
態像が異なることはなく，筆者が「病態のズレ現象」と呼ぶ現象は生起しないこと
が明らかになった。

133

第5章

再検査による検討

第 1 節 問題と目的
これまでの章において，双極Ⅱ型障害者にロールシャッハ法と TAT をバッテリ
ーとして用い，ロールシャッハ法では主観的認知，作話的反応，恣意的思考などが
見られ，統合失調症圏，境界性パーソナリティ障害圏の可能性を否定できないほど
の病理的特徴が見られたのに対し，TAT ではそれらの方向の病理を示唆する特徴
は見られなかったことを明らかにした。そして，この 2 つの投映法検査上にあらわ
れる「病態のズレ現象」に注目することで，双極Ⅱ型障害を確定診断することが可
能になり，ズレ現象の生起については，双極Ⅱ型障害の「軽躁」が大きく影響して
いるのでないかと考えられた。しかし，ロールシャッハ法や TAT の結果は，検査
実施時の被検者の状態像の影響を尐なからず受けていることを考えると，双極Ⅱ型
障害の「軽躁」がロールシャッハ法や TAT 上にどのような影響を与えるかについ
ては，さらに検討が必要である。
従来，ロールシャッハ法，TAT などを複数回実施することにより，臨床対象に
接近しようとする研究は多く見られている（赤塚，1998；Dymond，1954／1967；
佐治，1960；鈴木，2000；八尋，2004）
。いずれも再検査法でのデータに基づき，
時間経過による病態像やパーソナリティ特徴の変化，あるいは変化しない点，治療
効果などの検討を行ったものである。この点を踏まえると，双極Ⅱ型障害の「軽躁」
がロールシャッハ法および TAT に与える影響をさらに検討するためには，再検査
法によるデータの比較検討が有効であると考えられる。
本研究では，双極Ⅱ型障害者において臨床的に軽躁のレベルが異なって捉えられ
る 2 つの時期を選び，ロールシャッハ法および TAT を 2 回実施し，その比較検討
を行う。双極Ⅱ型障害の「軽躁」が，それぞれの投映法検査上において，どのよう
に反映されるのかを双極Ⅱ型障害の軽躁，抑うつ相の変化との関連において捉え，
検討することを目的とする。
第 2 節 方法
1．対象者
対象者は，精神科に通院中で，主治医により DSM－Ⅳの診断基準を満たすとさ
れた双極Ⅱ型障害 2 名（事例 H，L）。
なお，本研究で使用した事例 H，事例 L の初回検査時のロールシャッハ法およ
び TAT は，第 3 章で使用したものと同一である。
2．手続きおよび倫理的配慮
ロールシャッハ法および TAT は，主治医が各事例の臨床症状が軽快する方向に
134

変化してきたと判断した時期にそれぞれ 2 回目を実施した。
検査時の状態像については，内海（2013）が躁とうつの極性が明確である双極
Ⅰ型障害に対し，双極Ⅱ型障害は軽躁状態およびうつ状態の極性がクリアではない
と指摘しているように，双極Ⅱ型障害の状態像を軽躁とうつに単純に二分すること
は難しい。本人が軽躁を認識することの難しさがあること（加藤，2009；内海，
2013）や，
「思考や気分はすでにうつの領域へ入り込んでいるのに，意志はまだ軽
躁の領域にとどまったまま」（高岡，2009）などという混合状態が, 双極Ⅱ型障害
にはしばしば生じることが知られている。これらの指摘を踏まえると，前面に出て
いる状態が軽躁状態である時はもちろんのこと，うつ状態であっても，その背景に
は軽躁の影響がうごめいていると考えられる。そのため，検査実施時の状態像は，
軽躁状態，あるいはうつ状態という 2 つの視点を用い，さらに 2 回の検査時の気分，
思考，行動パターンなどを比較し，軽躁の影響の強さを判断した。
整理にあたっては，臨床の場における主治医の判断を中心に据えつつ，軽躁の影
響の強弱についての不明部分については，本人から聴取した状態像に関する内容を
もとに臨床経験 30 年以上の臨床心理士とともに臨床症状を総合的に検討した。な
お，最終的な総合判断のプロセスには，2 つの投映法結果が影響しないようにした。
検査の実施時期および状態像は表 1 に示す。
表1

ロールシャッハ法，TAT の実施時期および状態像
事例
実施時期

H

L

Ｘ年

Ｘ年

1
回

状態像

軽躁状態

うつ状態

目
軽躁の影響

強

強

実施時期

Ｘ年+11 ケ月

Ｘ年+11 ケ月

2
回

状態像

軽躁状態（軽快化）

うつ状態（軽快化）

目
軽躁の影響

弱

弱

ロールシャッハ法，TAT の実施は，主治医の同意の下，研究の趣旨について本
人に個別に説明を行った。具体的には，個人の生活歴などの情報を取り上げる場合
には最小限とし，個人が特定されることがないように配慮すること，研究協力は強
制されるものではなく本人の自由意思によるものであること，研究協力を行わない
場合でも通院中の医療機関での治療に何ら影響はないこと，研究協力に一度同意し
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た後でもそれを取り消すことが可能であることなどについて伝え，同意を得ている。
ロールシャッハ法，TAT は心理検査の中でも時間を要する検査であるため，研
究協力者の疲労を考えながら筆者（臨床歴および両検査の経験年数 10 年以上）が
実施し，各検査実施中も疲労に対する細かい配慮を行った。ロールシャッハ法の実
施については名大式技法に， TAT は Murray 版の図版を使用し，実施方法は赤塚
（2008）に準拠した。本研究は，名古屋大学大学院教育発達科学研究科研究倫理
委員会の承認を得ている。
3．分析の視点
双極Ⅱ型障害の「軽躁」の病理がロールシャッハ法，TAT に及ぼす影響をを明
らかにするため，ロールシャッハ法では,形式分析および思考・言語カテゴリーを
中心に検討した。TAT では赤塚（2008）が提示している精神病理学的診断基準の
うち，うつ病および躁病についての認知・思考面の特徴を筆者が抽出・整理したも
のに基づき，TAT プロトコールに現れた病理的特徴の検討を行った。使用した TAT
の判断基準項目は表 2 に示した。
ロールシャッハ法のスコア化，TAT の検討は，両検査に習熟している筆者を含
めた 4 名の臨床家（3 名は臨床歴 10 年以上，1 名は 30 年以上）の合議で行った。
表2

TAT の判断基準項目
認知・思考面の特徴

うつ病

①思考過程の制止

8 項目中 6 項

②空想が遅く，途切れ途切れで断片的

目以上該当

③未来を述べない物語

することを

④暗く沈んだ物語の結末

目安とする

⑤自殺の主題，抑うつ的な物語
⑥物語が貧困
⑦罪や道徳性についての典型的な妄想様思考，
あるいは常同的な語句の固執が表現される
⑧テーマは固執的

躁病
3 項目中 2 項
目以上該当
することを
目安とする

①情緒性に満ちた物語の中に劇的に没入する
②生き生きと拡張的に，あるいは微に入り細を
うがつように变述する
③食物やもろもろの物を獲得するテーマ，強い
口愛的攻撃性表現

注：赤塚（2008）の精神病理学的診断基準を筆者が一部抽出・整理
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第 3 節 事例の概要
1．事例 H
30 代男性，会社員。会社で大きなプロジェクトが終わった後に抑うつ症状が出
現し，精神科初診となる。その後 2 つの精神科クリニックへ転院し，軽躁とうつ症
状により休職と復職を繰り返す。落ち込んだり，ハイになったり，落ち込みっぱな
しだったり，時々ふっと上がる感じがあったり，気分の波は色々だった。パワーが
ある状態が続き，しばらくするとパワーがなくなって落ちるというような感じの繰
り返しだったと言う。
1 回目のロールシャッハ法，TAT は，休職中にもかかわらず，日雇いのアルバイ
トに出かけたり，400 字詰めの原稿用紙 150 枚からなる小説を書き新人賞に応募す
るなど，軽躁状態が顕著な状態時の X 年に実施した。さらに，本人が「気分は尐
し上を向いている」
，
「処方薬の一部を自己判断で減らしたら躁状態になってしまっ
た」と訴えるように，気分や思考，その行動パターンは軽躁の影響が強いと考えら
れた。
2 回目のロールシャッハ法，TAT は，X 年+11 ケ月に行った。この時期は，他院
のリワークプログラムへ参加をし，「リワークプログラムの中で興奮する状態にな
っていた。躁状態になっていると思う。今回のは乗り越えられるか試してみたい」
と自身の状態像を自分でコントロールしようとする姿勢が見られるようになり，会
社が行う復帰プログラムに参加ができるまでになった。出勤練習を兼ねて出勤時と
同じ時刻に起床し，朝の散歩へ出かけたり，実際に職場の最寄りの駅まで行くなど，
復帰に向けての具体的な準備を行うことができていた。本人の主観的な訴えとして
は，「体力もついてきたが，気分はやや上がり気味」，「リワークプログラムで他の
参加者の意見にかぶせて自分の意見を言い，スタッフに注意をされた」などと，軽
躁状態ではあるものの，初回検査時の状態と比較すると，全体的に軽快化しており，
1 回目の検査時と比べると軽躁の影響は弱くなっていると考えられた。
2．事例 L
30 代男性，会社員。仕事上のストレスを感じ，胃痛，頭痛，めまい等の身体症
状や抑うつ気分が出現し，近医の内科を受診するが改善せず，精神科初診となる。
数週間から数ケ月単位での休職と復職を 1 年半近く繰り返す。休職中であっても趣
味の料理作りを楽しむことには積極的で，食材や食器といった趣味の品物をインタ
ーネットで頻繁に購入し，家族からストップがかかることがあった。
その後，1 回目のロールシャッハ法，TAT は，残業なしの条件付きで復職をし，
全体としてはそれほど不安定ではないが，本人の訴える主観的症状として，頭痛，
めまいがあり気が滅入って，会社を数日休んだなどと強い抑うつ気分がある状態の
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X 年に実施した。仕事を休むと調子が良くなり，趣味の料理を作ったりすることが
できると話すことから，気分や思考はうつ的であるが，行動パターンには軽躁の影
響が強いと考えられた。
2 回目のロールシャッハ法，TAT は，
「時々頭痛があっても会社には行けている」，
「足元がふらつくようなめまいが出てきたりする」などと，多尐の頭痛やめまいが
出現することはあるものの，「仕事に対してやる気もある」と本人の訴える主観的
症状として抑うつ気分が改善され，「薬を減らしたい」と減薬の希望がなされた X
年＋11 ケ月後に行った。この 2 回目の検査時は，精神科初診時から考えると 3 年
近くが経過し，以前のように朝になって突然会社を休むというようなこともなくな
り，全体的な臨床像は比較的落ち着いていた。状態像としてはある程度，軽快化し，
本人から減薬希望が出されたことは，弱い軽躁気分の影響と考えられた。
第 4 節 結果および検討
ロールシャッハ法の形式分析結果の推移を表 3 に，思考・言語カテゴリーの産出
数の推移を表 4 に示す。
表3

ロールシャッハ法の形式分析結果の推移
事例 H

事例 L

実施時期

X年

X 年＋11 ケ月

X年

状態像

軽躁状態

軽躁状態（軽快化）

うつ状態

強

弱

53

35

11

11

1

0

0

0

75.5

62.9

0

0

Av． T/1R

7.3”

7.7”

9.3”

12.1”

Av．T/ach

5.4”

7.2”

7.8”

8.2”

Av．T/ch

9.2”

8.2”

10.8”

16.0”

軽躁の影響

強

X 年＋11 ケ月
うつ状態（軽快化）

弱

平均範囲
Response

20～45

Add
Turning %

30 秒以内

W％

41

30.2

20.0

63.6

81.8

D％

49

49.1

54.3

27.3

18.2

4～5

20.8

20.0

9.1

0

F％

40～60

52.8

42.9

18.2

27.3

F+％

80～90

21.4

40.0

50.0

66.7

24.5

48.6

54.5

72.7

Dd％

R+％
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W：M

16：12

7：7

7：2

9：2

M：FM

12：3

7：1

2：4

2：4

M：ΣC

12：3.5

7：1.5

2：1

2：1

3：2

3：0

2：0

2：0

4

5

5

3

10 前後

17

12

11

9

A%

30 前後

24.5

20.0

45.5

36.4

H%

12～16 程度

54.7

57.1

27.3

36.4

5 以上

3

2

3

4

Total Unpleasant%

61.3

76.0

46.7

41.7

Positive Feeling%

11.3

20.0

26.7

33.3

18.9

31.4

27.3

27.3

2：1

FC：CF+C
Shading 反応
Content

Range

P
＜感情カテゴリー＞

Neutral%

40～50

注：平均範囲については，名大式技法の解説書に記載されているもの

表4

思考・言語カテゴリーの産出数の推移
H

事例
実施時期
ABSTRACTION

AND

CARD

X年

L

X 年＋11 ケ月

X年

X 年＋11 ケ月

IMPRESSION

（抽象的表現・カードの印象）

2

1

0

0

2

1

0

0

apology

2

0

0

0

additional response

1

0

0

0

changed response

1

0

0

1

secondary addition

1

0

0

0

5

0

0

0

0

2

0

0

dicrect

affective

response
計

DEFENSIVE

ATTITUDE（防衛的な態度）

計
OBSESSIVE

AND

CIRCUMSTANTIAL RESPONSE

（強迫・細事拘泤の反応）
obsessive discrimination
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hesitation in decision

0

0

1

0

detail description

2

1

0

0

2

3

1

0

affective elaboration

2

0

0

0

definiteness

7

9

4

4

overdefiniteness

1

1

2

1

overelaboration

0

2

0

0

overspecification tendency

0

1

0

0

10

13

6

5

apathy in decision

0

0

1

0

forgotten

0

1

0

0

0

1

1

0

計
FABULIZATION

RESPONSE（作話的反応）

計
ASSOCIATIVE
“LABILE

DEBILITATION

AND

BEWUSSTSEINSLAGE”

（連想の衰弱および不安定な意識状態）

計
ARBITRARY

THINKING（恣意的思考）

preoccupied response attitude

1

0

0

0

arbitrary discrimination

1

0

0

0

overspecification

1

0

0

0

arbitrary respose

1

4

0

0

arbitrary belief

0

1

0

0

4

5

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

personal experience

2

6

0

0

utilization for illustration

3

2

0

0

5

8

0

0

計
AUTISTIC

THINKING（自閉的思考）

viewpoint fusion
計
PERSONAL

RESPONSE

AND

EGO-BOUNDARY

DISTURBANCE （個人的体験の引用と自我境界の障害）

計
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VERBAL STRANGENESS（言語表現の特異性）

peculiar verbalization
計

2

0

0

0

2

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

ASSOCIATION－LOOSENESS（連想弛緩）

loose association
計

1．事例 H における初回検査時の特徴
（1）ロールシャッハ法
事例 H の 2 回のロールシャッハ法プロトコールの一部を表 5 に示す。
表5

事例 H のロールシャッハ法プロトコール（一部）

1 回目（軽躁状態・軽躁の影響強）
No

Ⅱ

T.
P.

Response

2 回目（軽躁状態＜軽快化＞・軽躁の影響弱）
T

Scoring

P

13”

①女性の性器。
す

W，F－，Sex

Anal，

∧

ごいいやらしい

Bso，Ban，

感じはしますが，

peculiar verbalization

・・・パッと見て。

direct affective response

32”

②人が，
人という

∧

Response

Scoring

6”

①踊っている

D1+1，Ma＋，H，

∧

人です。

Prec，

D2，FMa＋，A，P，

14”

②女性のハイ

D3+3，FC＋，Cg，

か大柄なものが

Prec，

∧

ヒール。

N，

手を合わせて踊

changed response

personal experience

っている。リズミ
カルに踊ってい
る人だけど・・・。
＜inquiry＞
熊みたい。
56”

③赤いのが気持

D3+3+4，mFa－

CF，

∧

ち悪いな。

Bl，Hha，

＜inquiry＞血。

direct affective response

激しく飛び散る。
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27”

③雑巾かけす

D1+1，Mp＋ FC’，

＜

る人。

H

Imp，Pst，

definiteness

1’09”

④テレビとかに

W，Ma－ mFa

∨

出てくる格闘し

H

ているシーンに

arbitrary response

overdefiniteness

見えますね。手が

utilization for

personal experience

合わさった所が

FV，

Li，HH，

49”

④人に見えま

D1+1，Ma＋ FC，

∨

す。

H

Mi， HH，

illustration

赤く跳ねている
のが，映像とかで
強く光が当たっ
ているように。
下
のが影で。打ち合
っている人の影。

反応数は 53 と非常に多く，反応段階での言語量が豊富で，1 つ 1 つの反応が単
語ではなく長い文章で語られる。平均初発反応時間は 7.3 秒と比較的早い。コンテ
ント・レンジは C.R＝17 と多く，平均以上の様々な反応内容を産出し，
「女性の性
器（Ⅱ，Ⅶ）」，「肛門（Ⅱ）」など Sexual な反応や Anal 反応といった社会的に逸
脱した反応も見られる。異常部分反応は Dd％＝20.8％，形態水準は F+％＝21.4％，
R+％＝24.5％と低いことを合わせて考えると，意識的な統制がうまく働かず，現
実吟味の悪さが目立つ。また，人間運動反応は，成人の平均である 2～5 個の範囲
内と比較すると M＝12 と M 反応が豊富であり，その多くが M－反応である。そ
して，M 反応の他に FM＝3，m＝3 が生じており，m 反応は全てが「血に見える。
激しく飛び散る（Ⅱ）」，
「派手に光が飛び散る（Ⅱ）」，
「人魂。火が燃えて立ち上っ
ているような（Ⅲ）」と，形態が不明瞭な不定形の mF 反応である。この運動反応
については事例 H の知的能力や創造性の高さを意味する面もあるが，内的な動き
が活発な状態であり，同時にその統制の悪さを感じさせるものである。
思 考 ・ 言 語 カ テ ゴ リ ー で は 特 徴 的 な カ テ ゴ リ ー と し て ， DEFENSIVE
ATTITUDE（防衛的な態度），FABULIZATION RESPONSE（作話的反応），
ARBITRARY THINKING（恣意的思考）
，AUTISTIC THINKING（自閉的思
考）
，PERSONAL RESPONSE AND EGO-BOUNDARY DISTURBANCE（個人
的体験の引用と自我境界の障害），VERBAL STRANGENESS（言語表現の特異
性）が挙げられる。
DEFENSIVE ATTITUDE では，自己不全感の表現とされる apology が見られ，
図版Ⅷでは質疑が終わった段階で「今見みると顔っぽく見える。中世とかそういう
感じ」と additional response が生じている。また，図版Ⅱでは「人というか大
柄なものが手を合わせて踊っている感じ」という反応が，質疑段階になると「大柄
さから熊みたいに見えて。猛々しいイメージ」と，人間から熊へと基本的な知覚が
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全く別の概念に変化してしまう changed response が見られる。さらに，図版Ⅵで
は「戦車」という反応が，質疑段階になると戦車の説明だけではなく，
「今見たら，
砲台がドーンとなった時に土煙が上がるところ」というように反応領域が拡大して
い く と 同 時 に 言 葉 が 付 け 加 え ら れ ， 反 応 の 内 容 が 徐 々 に 変 わ る secondary
addition が見られている。
すなわち，自由反応段階で「A に見える」と答えたものが，ブロットから受ける
印象，例えば図版Ⅱにおいて，図柄から連想する「大柄さ」のイメージが気になり
出すと，自由反応段階の反応を変化させて「B に見える」というように反応が変わ
ってしまったり，新たな反応（additional resonse）が生じたりすると考えられる。
注意を向けているものが移り変わっていく注意散漫というあり方が生じており，注
意の対象がわずかな刺激で転導しやすい状態（転導性の昻進）が見られる。
FABULIZATION RESPONSE では，特殊な限定づけがされた反応である
definiteness が最も多く生じているが，
「人相の悪い豚（Ⅸ）」などとブロットを根
拠にしたより作話的な意味合いが強い反応（overdefiniteness）も見られ，外界イ
メージが悪く主観的な意味づけをしていることが推測される。
また，ARBITRARY
THINKING では，図版Ⅱの「テレビとか出てくる格闘
しているシーンに見えますね。手が合わさった所が赤く跳ねているのが，映像とか
で強く光が当たっているように。下のが影で。打ち合っている人の影」という反応
にあるように，「光が飛び散る」と言及することで，反応内容をブロットの形に合
わせようとする恣意的なあり方（arbitrary response）が見られている。さらに，
図版Ⅸでは，
「人の背中，首，顔まで先も見えます。＜inquiry＞顔が裏返って，顔
がぐるっと後ろ向いている。首が真後ろに回る人のイメージ」というように，通常
は背中と首を同時に見ながら顔まで先を眺めることは不可能であるにもかかわら
ず，全く異なった方向からとらえたものが，同時に同一平面上に見られるという視
覚の融合が語られている。これは AUTISTIC THINKING のカテゴリーに入る
viewpoint fusion であり，自我機能の障害を感じさせる反応である。
PERSONAL

RESPONSE

AND

EGO-BOUNDARY

DISTURBANCE では，反

応産出にあたり個人的体験を語る反応（personal experience）も見られることか
ら，自己顕示的で自分自身の体験のみを根拠に反応をするという柔軟性を欠いた思
考状態が推測される。加えて，図版Ⅱの「女性の性器に見えますね。＜inquiry＞
膣口になっていて。この辺が肛門，クリトリスとか」，図版Ⅷの「人間の臓物の写
真みたい。心臓とか内臓とか。・・・（中略）・・・イメージとして心臓 4 つに分か
れているじゃないですか。ここ（D2）が 4 つに分かれているのが心臓っぽい（Ⅷ）」
というように，VERBAL STRANGENESS の peculiar verbalization をスコアす
る反応が見られる。この 2 つの反応は，恣意的で断定的なものであり，arbitrary
belief のニュアンスも持っていると考えられ，現実吟味力が低下していると考えら
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れる。
（2）TAT
事例 H の 2 回の TAT のプロトコールの一部を表 6 に示す。
表6
No

1

事例 H の TAT プロトコール（一部）
1 回目（軽躁状態・軽躁の影響強）

2 回目（軽躁状態＜軽快化＞・軽躁の影響弱）

（17"）何枚もありますか？＜はい＞（29"）尐年じゃなくて， (5”)バイオリンを始めてしばらくたった男
女の子なのかな，女の子が，バイオリンの前で何か悩んでい

の子。前ほど弾けずに改めてバイオインを

るんだけど・・・2 つほど思いつくのがあって，この子は何

じっと見つめていて。これから行き詰った

を考えているのか。今，これはバイオリンをずっとやってき

感があって，これからどうしようとバイオ

たけど，壁にぶち当たっている。このままバイオリンやって

リンをやめることも含めて考えている。悩

て良いのかな～，どうすれば良いのか。うまくなれば良いの

んでいる感じはあるかな。ただ，バイオリ

か，やりたくてやっているのか，わからない。未来，この先， ンが嫌いになったりすることはなくて，た
どうして行くのかわからない。もう一つ思ったのは，これは

だ漠然としたもの。やけになって楽器を壊

何だろうって。目の前に置かれて，これどうよって初めて見

したりすることはない。大事にしているん

る物を目にして，おっかなびっくりしているけど，見ている。 だろうなと思う（1’11”）
多分これは，これまでに見たことがないので，おもちゃの 1
種。触れずにいるのか，この後，この子は，これを自分で自
由にすることなく，取り下げられて，指を咥えて見ている状
況になる（2'37"）
。
12

（16”）怖い絵ですね。（手前の年配の人物を指し）これは，

（5"）催眠術師。こう，何ていうのか，怪

M

女の人なのか，男の人なのか，わからない。ネクタイ，スカ

しさ満載。こう・・この寝ている男の人は，

ーフじゃないのをしているから，この人（横になっている若

けっこう・・・ネクタイもしているし，朋

い人物）は男性でしょう。この人は寝ているけど，手前のお

装もきっちりしてそうなんだけど，きっち

じいさん，最初，医者なのか，何なのか，まともな人なのか， りしているからこそ，催眠術か何かでクタ
超能力者とか，催眠術なのか。膝が上がっている，膝が上が

って簡単に寝かせられた。この手をかざし

っているってことで，物取りか強盗殺人なのか。すごく怪し

ているおじいさんが何をしようとしている

気な雰囲気。この後の展開は，寝ているこの男の人に手前の

かわからないけど，テレビの１シーンだと

老人が，ワッと首に襲いかかる。だから，膝が乗っかってい

思います。
・・はい（1’27”）
。

る。襲いかかる体制になっているのがわかる。真正面から首
に襲いかかるのが。これもこの後，一騒ぎ起こし，男の人は
抵抗するけど，この男の人が懐からナイフなどを出して，殺
人事件・・・（2’27”）
。
20

（10”）デートです。この人。後ろにダーっとあるのが，ガス

（6"）深夜，だいぶ遅い時間なのかなっ

灯か水銀灯の類。男の人は帽子を被っていて，光があふれて

て・・・・。白くポツポツ見えるのが街明
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いるのかなって思ったけど，左側に広がっている白い部分が， かりなのかなって。ガス灯か何かの下で，
街路樹。季節は冬っぽいかな。この男の人は，女の人とデー

人を待っているのがこの男の人。待ち合わ

トの約束してて，夕方とかに約束してて，夜中になっても来

せをしていて，待ちぼうけをくらっている。

ない。でもずっと待っていて，日が変わった辺りで，帰ろう

相手はきっと女性なんだと思うけど，すっ

って帰っていく。疲れてっていうより，待ちくたびれたって

ぽかされたのか，あなたとは行けないわっ

いうより，やっぱりこうかって感じで帰っちゃうって感じ。

て言われたわけじゃないけど，きっとそう

待ってたんだけど，期待して待っているわけじゃない。どっ

いう意味なんだろうなって男の人は思って

ちかっていうと期待はずれじゃない。期待して待っていたわ

いる。旅に出る途中なのかな。何か物悲し

けじゃない。最初から目に見えた結果なんだろうなって。そ

いところありますね（1’38"）
。

んな感じです（2’22”）
。

平均反応時間は 2 分 29 秒と短くはなく，平均初発反応時間は 16.0 秒とほぼ平
均的な範囲内とは言えるが早い方ではない。図版 3BM では「女の人ですね。何か
本当に会社かなにか，嫌なことがあったんだろうな。・・・（略）・・・嫌なことが
あって突っ伏して泣いているんだろうなって。ちょっとこの絵は共感できるから涙
が出てきます」と目を潤ませるなど，図版に自分自身を重ね，抑うつ的な気分を表
出している。
図版 16 や 19 には自殺に関するテーマが語られ,一部の図版では「これを自分で
自由にすることなく・・・指を咥えて見ている（1）」，
「女の人とデートの約束して
て・・・夜中になっても来ない・・・最初から目に見えた結果（20）」などと，物
語の結末は暗く沈んだ調子で，寂寥感，抑うつ感を伴った認知・思考の物語が見ら
れている。その一方で，变述量は多く，全体的に物語描写は入念で丁寧であり，思
考過程の制止は見られないことから，単極性うつ病＜大うつ病性障害＞に見られる
ような貧困な物語とは異なっている。
また，
「必死で走り回っているのは間違いない（11）」，
「綱に向かってヤッハッハ
～って言いながら豪快な笑いをあげて，1 番上まで登っていきそう（17BM ）」と，
爽快気分，発揚気分を感じさせ，上昇の方向性を窺わせる物語が見られる。図版
20 では，
「後ろにダーっとあるのがガス灯か水銀灯の類」というスケールの広がり
を感じさせる情景描写が見られている。さらに，「手前の男の人は軍人だから平和
じゃなくて軍，暴力に走る（8BM）」，
「男の人に手前の老人がワッと首に襲いかか
る・・・（中略）・・・この男の人が懐からナイフなどを出して殺人事件（12M）」
，
「見えない所に斧なんか持っていて，お墓を叩き割って中の遺品を盗品しようとし
ているのか（15）」などと，無意識的な衝動の表現も見られている。
以上のように，暗く沈んだ抑うつ感を伴った物語が見られる一方で，变述量は多
く，エネルギーを感じさせる物語が存在し，無意識的な衝動の表現が見られるなど，
抑うつ的なあり方の中にも躁的な方向性が同時に見られる TAT 物語となっている。
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2．事例 H における変化
（1）ロールシャッハ法
反応数は 53→35 と平均的な反応数になり,コンテント・レンジは 17→12 に減尐
し，F＋％は 21.4％→40.0％，R＋％は 24.5％→48.6％へと上昇している。CF 反
応の産出数は 2→0 となり，2 回目に出現した色彩反応はすべて FC 反応である。
運動反応の M 反応は 12→7，FM 反応は 3→1，m 反応は 3→1 と減尐し，初回検
査時ほど内的な動きには活発さが見られない。初回検査時は反応段階，質疑段階の
いずれにおいても饒舌に語っていたが，表 5 のロールシャッハ・プロトコールに示
したように 2 回目の検査時になると，質疑段階では変わらず多くの説明を行うもの
の，反応段階での言い回しは 1 フレーズに変化し，言葉数が大幅に減尐している。
反応内容の特徴としては，1 回目は「テレビとかに出てくる格闘しているシーン
に見えますね（Ⅱ）」，
「ずでーんと構えた悪魔っていうか魔物（Ⅳ）」などとエネル
ギッシュでパワフルさを感じさせる反応が見られるが，2 回目には「人に見えます。
＜inquiry＞ゲームで戦っているキャラクター（Ⅱ）」，「魔物（Ⅳ）」とエネルギー
水準の高さは穏やかになっている。また，初回時は「両手を広げている威圧的なも
の（Ⅵ）」，「ドクロが笑っている（Ⅷ）」，「座っている死神（Ⅸ）」などと外界イメ
ージの悪い反応が目立ったが，2 回目にはそのような反応はなくなり，「人がいま
す（Ⅵ）」，
「人の顔（Ⅷ）」，
「お化けみたいな（Ⅸ）」というように,外界イメージの
悪さが直接的，ストレートに表現されないあり方に変化している。さらに，性器反
応や肛門反応，内臓反応，血液反応は，6→0 となり，常識的で通常の社会的配慮，
思考が可能な心理状態と考えられるあり方へと変わっている。
表 4 に示したように，思考・言語カテゴリーでは，DEFENSIVE ATTITUDE
のカテゴリーが 5→0 になり，自己不全感の表現とされる apology や additional
response，反応段階で出された反応が，質疑に際して近接の領域をも含めて概念の
拡大がされるという secondary addition は， いずれも 2 回目の検査では生じてい
ない。また，AUTISTIC THINKING は 1→0 へ，VERBAL STRANGENESS
は 2→0 となっている。
それに対し，FABULIZATION RESPONSE は 10→13 で，その量的な産出数
と特殊な限定づけがなされた definiteness が最も多く生じることに変わりはない。
しかし，初回検査時には見られなかった次のような反応が見られている。図版Ⅰの
D3 領域に「古い森にある遺跡みたいイメージで。＜inquiry＞風の谷のナウシカみ
たいな。腐海の森に埋もれているみたいなイメージ」などという作話的特定化の傾
向が窺える overspecification tendency や，図版Ⅲの D2+2 の領域に「海に落ちた
人。＜inquiry>頭，胴，足。足が長すぎる。落ちた拍子に空気の粒が巻き込まれて，
水の中に飛び込んだ時に空気の泡が立ち上っていく，それが思い出されて頭から落
ちている」と，ブロットの特徴から発想するものの，入念な状況描写をするうちに，
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ブロットの特徴から離れてしまう overelaboration が生じている。
ま た ， OBSESSIVE AND CIRCUMSTANTIAL RESPONSE の obsessive
discrimination が 0→2，ARBITRARY THINKING の arbitrary response が 1→4，
PERSONAL
RESPONSE
AND
EGO － BOUNDARY
DISTURBANCE の
personal experience が 2→6 と増加している。2 回目の検査時に見られた arbitrary
response は，すべて異常部分反応であり，自己のイメージに合わせて恣意的にブ
ロットを分割している。例えば図版Ⅰの「踊っている人。＜inquiry＞かなりぼや
けているけど」，図版Ⅹの「人っぽいもの」などと，反応の言語表現からは，確信
度の弱さや自信のなさを読み取ることができる。その自信のなさや不安感は，
obsessive discrimination のスコアに現れていると考えられ，図版Ⅶの「象の顔。
＜inquiry＞右側だけ一匹。左は目がはっきりしていない。右の方は目の中の黒い
点がはっきりしているから」と，厳密な違いに過度にこだわることで，不安感を和
らげていると推測される。さらに，過去の自分自身の体験や見知ったものを根拠と
して反応することにより，それ以上自分自身を不安にさせないようにする防衛的な
意味を持つ personal experience が生じていると考えられる。
1 回目の検査時は，軽躁が前面に出ていることにより，不安感，自信のなさには
覆いがかけられた状態であったが，2 回目は軽躁状態が前面から退避することによ
り，不安感，自信のなさに直面するようになる。そのような不安感，自信のなさを
防 衛 す る た め に obsessive discrimination ， arbitrary response ， personal
experience が 2 回目の検査時には増加したと考えられる。
（2）TAT
平均反応時間は 2 分 29 秒→1 分 34 秒と短くなり，变述量は減尐している。平均
初発反応時間は 16.0 秒→5.6 秒と，2 回目になるとほとんど戸惑いのない反応が出
来るようになっている。初回検査時には 3BM で自分自身を図版の絵柄に重ね合わ
せ涙ぐむ様子が見られたが，2 回目の検査時には「疲れたんだねって感じ。たぶん
お酒を飲んで潰れちゃった」と不安感をあまり意識していないストーリーへと変化
し，抑うつ感が漂う物語は尐なくなっている。また，自殺を主題にした物語は見ら
れなくなっている。
躁的な爽快気分が見られた図版 11 の物語は，
「必死で走り回っているのは間違い
ない（1 回目）」から「あと尐しって言いながら探検している（2 回目）」という内
容に，図版 17BM では「綱に向かってヤッハッハ～って言いながら豪快な笑いを
あげて，1 番上まで登っていきそう（1 回目）」というストーリーが，「笑いながら
この綱を登って行く（2 回目）」という内容へと変わり，安定化の方向を感じさせ
ている。さらに，図版 8BM，12M，15 などに表現されていた無意識的な衝動のエ
ネルギーは，
「殺人事件（12M，1 回目）」が「テレビの 1 シーン（12M， 2 回目）」
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へ，「お墓を叩き割って（15，1 回目）」が「心象風景（15，2 回目）」へと変化し
ている。これらの変化から躁的と言えるほどの爽快，発揚気分，衝動性は 2 回目の
検査時には弱まり，和らいで，落着いて自分の状況を捉えられる内容になってきて
いると考えられる。
図版 20 の物語内容を見ると，待ち人が来ないという状況設定は同じであるが，2
回目に見られた「旅に出る」という物語は，この図版について山本（1992）が「人
生を歩む方向を暗示させる」と指摘しているように，自分の置かれた現状を「物悲
しい」と受け止めた上で，居場所を求めて出立しようとするあり方が表現されてい
ると考えられる。このことからも 2 回目の TAT は，初回検査時より自分自身や自
分を取り巻く状況についての現実認識力が良くなっている。
また，事例 H の TAT が表 2 の TAT 判断基準項目にどの程度一致するかを表 7
に示す。表 7 にあるように初回検査時，2 回目の検査時ともに TAT にはうつ病と
も躁病とも言えない特徴を見せている。
表7

事例 H の TAT 判断基準項目についての検討
該当

認知・思考面の特徴

1 回目

2 回目

うつ病

①思考過程の制止

×

×

8 項目中 6 項

②空想が遅く，途切れ途切れで断片的

×

×

目以上該当

③未来を述べない物語

×

×

することを

④暗く沈んだ物語の結末

○

○

目安とする

⑤自殺の主題，抑うつ的な物語

○

×

⑥物語が貧困

×

×

⑦罪や道徳性についての典型的な妄想様思考，

×

×

×

×

2

1

①情緒性に満ちた物語の中に劇的に没入する

×

×

②生き生きと拡張的に，あるいは微に入り細を

×

×

○

×

1

0

あるいは常同的な語句の固執が表現される
⑧テーマは固執的
該当項目数

躁病
3 項目中 2 項
目以上該当
することを
目安とする

うがつように变述する
③食物やもろもろの物を獲得するテーマ，強い
口愛的攻撃性表現
該当項目数
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3．事例 L における初回検査時の特徴
（1）ロールシャッハ法
事例 L の 2 回のロールシャッハ法プロトコールの一部を表 8 に示す。
表8

事例 L のロールシャッハ法プロトコール（一部）
1 回目（うつ状態・軽躁の影響強）

No
Ⅱ

2 回目（うつ状態＜軽快化＞・軽躁の影響弱）
T

T.

Response

Scoring

11”

真ん中の空白部分が

Dd（dr），FV－FC’，

∧

通路になっていて，真

Arch

ん中の山に向かって

Dlo，

通じている。何かの文

overdefiniteness

り階段があるように

P.

Response

Scoring

11”

中央に階段があって

D2S（so），FV－，Arch，

∧

扉に向かって階段が

Dlo，

ある。扉に向かって上

definiteness

P

Rel，

化遺産みたいな。通路

見えます。

があって神殿か教会
かの建物が行った先
にある。
Ⅶ

10”

人の顔が向き合って

W，Mp+，Hd，

10”

2 人の人が向かい合っ

W， Mp+， H Hh，

∧

いる。合計で右に 3

Aobs，Afant，

∧

ている。テーブルを挟

N，

つ，左に 3 つ，対称に

definiteness

んで 2 人の人が座っ

definiteness

顔が積み重なってい

ているように見えま

る。1 番上の人は向き

す。

合っていて，真ん中と
下の人は背を向けて
お互いが反対を見て
いる。
Ⅸ

16”

高い塔に・・・岩山に

W， FT－YF FV，

31”

顔。真ん中に・・・何

W， F－，Mask，

∧

高い塔があって，高い

Arch

∧

か壁のようなものが

Adef，Aba，

塔の周りを雲が覆っ

Adif， Dlo，

あって，壁の両サイド

definiteness

ているように見えま

overdefiniteness

に顔があって・・・そ

changed response l

Cl

Lds，

す。

の顔はお面のような
感じで壁に吊り下げ
て飾ってあるような
感じに見えます。

Ⅹ

19”

色んな生き物が左右

∧

対称に向き合ってい

＋5＋5＋8，

20”

真ん中に通路があっ

WS(si），FMa－ FC，

∧

て・・・，それに沿っ

る。どんな生き物かわ

A Arch，

FMp－FC，A，

て動物とか虫とかが

Dlo，

からないですけど，左

Aobs， Adis，

通路の先にある扉に

overdefiniteness

と右に対になった生

loose

向かって進んでいる

D1＋1＋3＋3＋4＋4

association

き物がお互いに向き

ように見えます。

合っているように見
えます。
＜inquiry＞青虫，ナ
メクジ，蛙，何かわか
らないけど虫。
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反応数は 11 と尐なく，図版の回転は Tur％＝0 で全く見られない。しかし，自
由反応段階から多くを語り，質疑段階においても詳細な説明を行っている。平均初
発反応時間は 9.3 秒と平均的で遅くはない。コンテント・レンジは 11 と平均的で
あるが，反応数が 11 であることを考えると反応内容はバラエティに富んでいると
言える。反応領域は，W％＝63.6％，D％＝27.3％と W 優位であり，異常部分反
応である Dd％は 9.1％である。尐ない反応数に対し運動反応は M＝2，FM＝4 で
あり，半数以上に運動反応が出現している。それに対して，F％（成人の平均 40
～60％）は 18.2％と形態のみを知覚する反応は尐ない。これらの反応数の尐なさ
や図版回転が全くない点からすると，抑制的なあり方が示唆されるが，Dd％の出
現，尐ない F％，反応数の半数以上を占める運動反応などの特徴に注目すると，内
的な動きはむしろ活発な状態であり，外界に対して客観的な態度を取りえず，主観
的で恣意的なあり方や情緒の不安定さを感じさせる。
反応内容では，「通路があって神殿か教会かの建物が行った先にある。＜inquiry
＞壮大な大きな建物に見える（Ⅱ）」。「ゲームに出てくるボスキャラみたいな。大
きな体でそれを下から見上げている感じ（Ⅳ）」，「岩山に高い塔があって，高い塔
の周りを雲が覆っているように見えます（Ⅸ）」というように，壮大な風景や大き
な人間を知覚し，気分の軽佻さを感じさせる反応が見られる。
思考・言語カテゴリーでは，FABULIZATION RESPONSE（作話的反応）が
最も多いが，OBSESSIVE AND CIRCUMSTANTIAL RESPONSE（強迫・
細 事 拘 泤 反 応 ）， ASSOCIATIVE
DEBILITATION AND “LABILE
BEWUSSTSEINSLAGE”（連想過程の困難・不安定な意識状態），ASSOCIATION
－LOOSENESS（連想弛緩）のカテゴリーに入るスコアも生じている。
FABULIZATION RESPONSE では，性別や大きさ，向きの指摘を行うなど，
反応を限定づけるあり方（definiteness）が最も多い。definiteness はブロットの特徴
を生かして反応を概念化するものであるが，図版Ⅶでは，「合計で右に 3 つ，左に
3 つ，対称に顔が積み重なっている。・・・（略）・・・真ん中と下の人は背を向け
て，お互いが反対を見ている」とブロットの細かい特徴を捉えつつも，不可解な反
応が見られ，外界イメージの悪さに繋がる対人不安の高さが感じられる。
また，「生きているコウモリにも見えるし，バッドマンのマークにも見える。バ
サバサ羽ばたいているようにも見えるし，目が描いてあってコウモリの顔のマーク
が描いてあるようにも見えます（Ⅰ）」と，ASSOCIATIVE DEBILITATION AND
“LABILE BEWUSSTSEINSLAGE”の apathy in decision が，「大男みたいな人間
の形 にも 見え るし ， 怪獣 のよ うに も見 え る（ Ⅳ ）」と ， OBSESSIVE AND
CIRCUMSTANTIAL RESPONSE の hesitation in decision が見られる。さらに，
図版Ⅹでは「色んな生き物が左右対称に向き合っている。どんな生き物かわからな
いですけど，
・・・青虫，ナメクジ，あと目があるから蛙，何かわからないけど虫」
150

と や や 矛 盾 し た 内 容 が 語 ら れ ， ASSOCIATION － LOOSENESS の loose
association が見られる。
これらの特徴は，知覚するものを例えば「A である」というように，明確に決定
できず，意識が弛緩している状態にあると考えられ，思考の歪みや自我コントロー
ルの崩れが疑われるものである。
（2）TAT
事例 L の 2 回の TAT プロトコールの一部を表 9 に示す。
表9

事例 L の TAT プロトコール（一部）

No

1 回目（うつ状態・軽躁の影響強）

2 回目（うつ状態＜軽快化＞・軽躁の影響弱）

1

(9”)楽器，バイオリンを見て，男の子がうつむいている
感じなので・・・，う～ん・・何か演奏する時に失敗が
あったとか，うまく上達しないとか，悩みだったり失敗
したことを悔やんでいる。この先は・・・＜昔は？＞こ
の子がもっと小さい時は，周りの人がバイオリンが弾け
るってことで褒めたりしていたんじゃないかと思いま
す。・・・・・・・・・・将来・・・的には・・・う～
ん・・・この尐し先に，男の子はバイオリンをやめてし
まうと思います。以上です（1’35"）
。

（9"）この人は悩んでいるように見えるの
で，過去には良いコンク―ルで良い成績を残
しているけど，今，バイオリンを見つめてい
るのは，何かうまくいかなくなって，悩んで
いると思います。これからも続けて行こう
か，やめようか・・・・この・・まだしばら
く悩んでいそうに思います。はい（1’11）
。

8
BM

（17”）後ろにいる・・・男が・・あと，寝転がってい

（12"）男性が治療を受けているように見え
るので，左にある鉄砲でこの人に誤って事故
る男性が，何か手術を受けている。2 人の男性から治療
で撃たれてしまった。それで治療を受けてい
を受けている。・・なぜ治療が必要かというと，左にあ る。右の人はそれを撃ってしまった。横にな
る猟銃で怪我をしてしまった。弾は右側にいるスーツの っている男性を撃ってしまった。でも心配し
ている様子はないので，男性を撃つのに狙っ
男性・・・う～ん・・・自分が撃ったにもかかわらず・・・ て撃ったんじゃないか。
・・・う～ん・・・
（今
この人の・・・この人を助けてやってくれと・・・後ろ 後，この寝ている人が良くなったとしても，
右の人は寝ている男性の命を狙うと思いま
でナイフを持っている男性と隣の男性に治療してくれ
す（1’33"）
。
と頼んだ。・・・・・・・この男性は，過去，これまで
も寝転がっている男性と手前にいるスーツの男性の間
には，いざこざがあって，とうとうこのスーツの男性が
寝転がっている男性に発砲してしまった。発砲してしま
ったのに，この人（スーツの男性）なんだけど，別のに
撃たれたと，この寝ている男性は治療を受けている。こ
のスーツの男性の表情が，う～ん，無表情に見えるの
で，・・・・撃って・・・他の人のせいにしていること
を特に罪悪感は感じていない。・・・・・将来的には，
後ろで治療を施されている男性は，この怪我が原因で亡
くなってしまうのではないか。手前のスーツをきた男性
は，将来，自分が人をあやめたことに罪悪感を感じるこ
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とはなく，普通の生活を送っていくことになると思いま
す（4’16”）
。

12
M

17
BM

（17”）2 人の男性がいて，この部屋は明かりがついて
いない暗い部屋。で，寝ている男性は睡眠をとっている。
眠っているところで，立っている男性が手をかざしてい
るので，寝ている男性の首を絞めようとしている。う～
ん・・・・・・・・・過去，何か 2 人の間にトラブルが
あって，手前で立っている男性はそれに耐えかねて，眠
っている男性を殺そうとしている。
・・・・・・・・・・・・・・
この立っている男性は，眠っている男性を殺した後，家
の外に眠っている男性を埋めて，何くわぬ顔で，普段の
生活を送っていくと思います。・・・・・・・・・・・
はい（2’13"）
。
（ 17” ） こ の 男 性 は 裸 で ， ロ ー プ に ぶ ら 下 っ て い
る。・・・・・自分の部屋からロープを垂らして，自分
の家の壁伝いに降りて行っている。裸でいるので，朋を
着ていないときに誰かが来て，この男性はその人から逃
げないといけないと思い，逃げようとしているところ。
う～ん・・・将来的には・・・・・逃げた。あと・・裸
でいるので，草むらの中で自分の部屋の様子を見ながら
いなくなったところを見計らって，急いで自分の部屋に
戻ると思います。
・・・・はい（2’08”）
。

（6"）横になっている男性の傍らにいる男性
が，傍らに立っている男性が寝ている男性の
口，鼻を押さえようとしている。・・・この
人は，寝ている人を狙っているように見えま
す。今後は，立っている男性が，寝ている男
性を危めてしまうんじゃないかと思います
（51"）
。

（7"）ロープにぶら下がっている男性がい
る。この人は・・・・・トレーニングをして
いる最中。・・う～んこの人は消防士で，そ
の訓練をしている最中。あとは，この人は訓
練が終わって他の業務をし始めると思いま
す（49"）
。

TAT ストーリーは途切れ途切れに語られ，思考過程の制止が目立ち，語られる
内容は断片的である。物語の結末は「バイオリンを辞めてしまう（1）」，
「怪我が原
因で亡くなってしまう（8BM）」，「嫌なことを忘れようとしている（20）」などと
ネガティブな表現が多く見られ，未来へのポジティブな見通しが持てず，抑うつ的
である。その一方で，物語の变述量は決して尐なくはなく貧困ではない。また，一
部の図版には「尐し休んだ後にまた働き始めます（9BM）」，
「春が訪れて雪が解け
ていく（19）」などと，意欲的な態度やエネルギーが満ちる方向性を持つ認知・思
考を伴った物語や「男性が隠れてしたことを女性が聞いて問い詰めている（4）」な
どと口愛的な攻撃性の表現（oral aggression）も見られている。これらの特徴から
は，抑うつ的な認知・思考のあり方を見せながらも，抑うつ一色にはならない，あ
る種のエネルギーを持つ側面があると言える。
図版 8BM や 12M には「スーツの男性が寝転がっている男性に発砲してしまっ
た・・・
（中略）
・・・手前のスーツを着た男性は，将来，自分が人をあやめたこと
に罪悪感を感じることはなく普通の生活を送っていくことになると思います
（8BM）」，
「立っている男性が手をかざしているので，寝ている男性の首を絞めよ
うとしている。・・・（中略）・・・眠っている男性を殺した後，家の外に眠ってい
る男性を埋めて何くわぬ顔で普段の生活を送っていくと思います（12M）」などと，
コントロールしきれない無意識的な衝動性が表現されている。そしていずれも，エ
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スの衝動性に対して罪悪感を全く感じない物語描写がなされている。罪悪感を全く
感じないという逆説的な表現が見られることは，罪悪感から逃れられていないあり
方を示しているが，妄想に発展するようなものではない。
4．事例 L における変化
（1）ロールシャッハ法
反応領域は，W％が 63.6%→81.8％へと増加し，D%は 27.3%→18.2%に減尐し，
Dd％は 9.1％→0%と異常部分反応は見られなくなっている。R＋％は 54.5％
→72.7％，F＋％＝50.0％→66.7％と増加している。
反応内容を見ると，コンテント・レンジは 11→9 とわずかに反応の種類の幅は
減尐している。初回検査時の図版ⅡやⅨに見られた壮大かつ雄大な風景の知覚は，
2 回目の検査時には，「中央に階段があって，扉に向かって階段がある。扉に向か
って上り階段がある（Ⅱ）」というように，壮大な大きな建物が「上り階段」とい
う表現に変わり，その壮大さが矮小化している。図版Ⅹでは「真ん中に通路があっ
て，それに沿って何か動物とか虫とかが通路の先にある扉に向かって進んでいるよ
うに見えます」という反応があり，上昇の方向性を感じさせるが，初回の検査時ほ
どの大きさやエネルギーを感じさせるものではない。また，2 回目の検査時には「2
人の人が向かい合っている。小さい男の子（Ⅶ）」，「細い足が生えているように見
えるので虫（Ⅹ）」と初回検査時には見られなかった小さなもの，細かなものを認
知する反応が見られる。さらに，初回検査時の「人の顔が向き合っている。（中
略）
・・・合計で右に 3 つ，左に 3 つ，対称に顔が積み重なっている感じ（Ⅶ）」と
いう外界イメージの悪さにつながる対人不安の高さを感じさせる反応は，2 回目に
は図版は異なっているものの，「壁の両サイドに顔があって，その顔はお面のよう
な感じで壁に吊り下げて飾っている（Ⅸ）」というようになっている。初回検査時
の図版Ⅶの反応と同様に，3 つの「顔」を見る点は同じであるが，その顔は「人間
の顔」ではなく壁に吊り下げられていてもおかしくない「お面」である。対人不安
は推測される反応であるが，顔→お面というように変化したことにより，防衛的な
距離が取れる反応になっている。
思考・言語カテゴリーにおいては，初回検査時に見られた知覚するものがすぐに
決められないあり方や弛緩した連想の傾向を反映していると考えられた apathy in
decision，hesitation in decision や loose association は，いずれも 2 回目の検査時
には生じていない。何に見えるかを決定する際に意識，注意力を緊張させ高めるこ
とができるようになり，その判断に迷うことはなくなっていると考えられる。
（2）TAT
平均初発反応時間は 13.9 秒→9.5 秒とわずかに早くなり，平均反応時間は 2 分
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12 秒→1 分 7 秒と短くなっている。初回検査時と比較すると，2 回目の検査時には
思考制止は見られないものの，それに反して变述量は減尐している。
物語の内容としては，図版 8BM，12M に見られたような攻撃的で超自我のコン
トロールが十分に働かないことを示唆するような物語は，2 回目の検査時において
も同図版で同様に見られている。「右の人はそれを撃ってしまった。横になってい
る男性を撃ってしまった。でも心配している様子はないので，男性を撃つのに狙っ
て撃ったんじゃないか（8BM ）」，「この人は寝ている人を狙っているように見え
ます。今後は，立っている男性が寝ている男性を殺めてしまうんじゃないかと思い
ます（12M）」。しかし，初回検査時の図版 8BM に見られた「罪悪感を感じること
はなく，普通の生活を送っていくことになると思います」という表現は，2 回目の
検査時には見られなくなり，初回検査時の図版 12M における「殺した後・・・
（中
略）・・・何くわぬ顔で普段の生活を送っていくと思います」という表現は，2 回
目には「危めてしまうんじゃないかと思います」と言うように変わっている。初回
検査時に見られたような罪悪感を感じてもおかしくないような状況で，罪悪感を感
じないというような变述はなくなり，2 回目の図版 12M における「危めてしまう」
という表現は，自分の考えている行動に対して，衝動性だけではなく，反省や内省
をするという心の動きをこの微妙な言語表現の裏に感じさせるものとなっており，
明らかに質的に異なっていると考えられる。
また，図版 16，17BM を例に挙げると，物語の状況設定は 1 回目，2 回目とも
にほぼ同じであるが，いずれの図版でもその内容には変化が見られる。「明るい朝
日が差し込んでる状況。・・・朝日が昇ってから日が暮れるまで太陽の光を取り込
んで，とても明るい部屋。・・・太陽の光が差し込んでいるとても心地の良い部屋
（1 回目，16）」というストーリーは，
「部屋の中から日の当たる外を眺めている感
じ。
・・・日の光が部屋の中にも差し込んでくるんじゃないかと思います（2 回目，
16）」などと，自分と周りの状況をしっかりと関連づけ，快適で安定した状況性を
強く感じさせるものに変わっている。また，「裸でいるので朋を着ていない時に誰
かが来て，この男性はその人から逃げないといけないと思い逃げようとしていると
ころ（1 回目，17BM）」というように，図版 17BM の上半身が裸の男性の絵柄を
うまく関係づけてまとめきれないところがあったが，2 回目の検査では，「トレー
ニングをしている最中」と答え，絵柄をストーリーの中に適切に関係づけ，より現
実的なレベルで变述することができている。さらに「この人は訓練が終わって他の
業務をし始めると思います」と付け加え，前向き，建設的なあり方を表現できるよ
うになっている。以上のように，初回検査時と比べて 2 回目の検査時は，全体的に
現実検討力が良好になり，思考過程の制止は見られなくなり，抑うつ的な思考，認
知が減尐している。
さらに，事例 L の TAT が表 2 の TAT 判断基準項目にどの程度一致するかを表
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10 に示す。表 10 にあるように初回検査時，2 回目の検査時ともに TAT にはうつ
病とも躁病とも言えない特徴を見せている。
表 10

事例 L の TAT 判断基準項目についての検討
該当

認知・思考面の特徴

1 回目

2 回目

うつ病

①思考過程の制止

○

×

8 項目中 6 項

②空想が遅く，途切れ途切れで断片的

○

×

目以上該当

③未来を述べない物語

×

×

することを

④暗く沈んだ物語の結末

○

○

目安とする

⑤自殺の主題，抑うつ的な物語

○

×

⑥物語が貧困

×

×

⑦罪や道徳性についての典型的な妄想様思考，

×

×

×

×

4

1

①情緒性に満ちた物語の中に劇的に没入する

×

×

②生き生きと拡張的に，あるいは微に入り細を

×

×

○

×

1

0

あるいは常同的な語句の固執が表現される
⑧テーマは固執的
該当項目数

躁病
3 項目中 2 項
目以上該当
することを
目安とする

うがつように变述する
③食物やもろもろの物を獲得するテーマ，強い
口愛的攻撃性表現
該当項目数

第 5 節 考察
本研究では，事例 H，L の 2 名の双極Ⅱ型障害者を対象とし，１回目のロールシ
ャッハ法，TAT を実施した後，臨床症状が軽快する方向に変化してきたと判断さ
れた時期に 2 回目のロールシャッハ法および TAT を実施した。前後 2 回のそれぞ
れの投映法検査の変化から，双極Ⅱ型障害の「軽躁」がロールシャッハ法や TAT
上にどのような影響を与えるかについて検討を行った。
ロールシャッハ法および TAT 上に表れた事例 H，L に共通している特徴と事例
別の特徴を取り上げ，双極Ⅱ型障害の軽躁の影響について考察を加える。
1．ロールシャッハ法における軽躁の影響
ロールシャッハ法上では，前面に出ている状態像が軽躁状態でもうつ状態でも，
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症状として軽躁の影響が強い時には，エネルギー水準の高い力強さを感じさせる反
応や壮大な知覚のあり方が見られる。また，外界イメージや対象関係の悪さが反映
された反応が生じ，F＋％や R＋％は低下する特徴が見られた。エネルギー水準の
高さや壮大なものの知覚が見られることや F+％や R+％の低下は，片口（1987），
高橋・北村（1981），上芝（2007）が躁病のロールシャッハ法として指摘している
特徴と基本的に一致していることから，躁の方向性を持つ病理の反映であると考え
られる。しかし，
「ドクロが笑っている（事例 H，Ⅷ」，
「座っている死神（事例 H，
Ⅸ）」，「合計で右に 3 つ，左に 3 つ，対称に顔が積み重なっている（事例 L，Ⅶ）」
などと主観的でネガティブな外界イメージや対象関係の悪さを感じさせる反応が
見られている点については，従来の躁の病理を捉える指標では説明しきれない。
症状として軽躁の影響が弱くなると，F+％（事例 H，21．4％→40.0％，事例 L ，
50.0％→66.7％，）や R＋％（事例 H，24.5％→48.6％，事例 L ，54.5％→72.7％）
は上昇し，エネルギッシュな，ともすると乱暴さを感じさせる力強い反応は，その
エネルギー水準が穏やかになり，和らいだ反応となっている。主観的になりがちで
あった外界イメージや対象関係の悪い反応は，
「人の顔（事例 H，Ⅷ）」，
「お化けみ
たいな（事例 H, Ⅸ）」，「お面（事例 L，Ⅸ）」などという反応の変化に見られる
ように，若干の不安感は残しつつも，やや防衛的な構えで，マイルドな表現へと変
わり，尐し落ち着いた自己認知，外界認知ができるようになっている。これらの 2
回目のロールシャッハ法上の特徴は，軽躁の影響が強い初回検査時と比較すると，
適応的な方向に変化していると言える。
つまり，前面に出ている状態像が軽躁状態でもうつ状態であっても，症状として
軽躁が強く影響を与える場合には，ロールシャッハ法上には社会的に逸脱した思考
や主観的でネガティブな外界イメージ，対象関係の悪い反応が生じ，形態水準が不
良な反応が産出されると考えられる。軽躁の影響が弱まると，外界イメージの悪さ
にオブラートがかかり，主観的認知は減退してマイルドな外界認知をもたらすよう
になると考えられる。
事例別に考えると，事例 H では， obsessive discrimination，overelaboration，
arbitrary response や personal experience が，軽躁の影響がより強い初回検査時
よりも 2 回目の検査時の軽躁の影響が弱くなった時に増加している。これは，軽躁
の影響が弱くなることで，それまで軽躁によって覆われていた不安感や自信のなさ
が前面に出ることになり，それらに直面せざるを得なくなると考えられるため，ブ
ロットの細かな部分にこだわり，ブロットを恣意的に分割する，個人的な体験を持
ち出すなどの対処方法で，ロールシャッハ状況に対応し，不安感や自信のなさを防
衛しようとした結果であると考えられる。
上述したように，軽躁の影響が弱い 2 回目の検査時になると，事例 H，L ともに
ロールシャッハ法上の全体的な特徴は，主観的認知がマイルドになる特徴を見せて
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いる。しかし，事例 H においては，初回検査時と比べると軽快しているものの，
前面に出ている状態像は軽躁状態であるために，ロールシャッハ法上には，逸脱し
た思考・言語カテゴリーの特徴が完全には消失しないのだと考えられる。
一方，事例 L の 2 回目の検査時の状態は，3 年を超える治療歴の中で比較的安定
した様子を見せており，表 1 に示したように，うつ状態は軽快化し軽躁の影響も弱
くなっている。事例 L の 2 回目の検査時のロールシャッハ法は，初回検査時のよ
うな逸脱した印象を感じさせないあり方へと変化している。
2．TAT における軽躁の影響
TAT 上では，前面に出ている状態像が軽躁状態でもうつ状態であっても，症状
として軽躁の影響が強い状態になると，平均反応時間が比較的長くなり（事例 H，
平均 2 分 29 秒，事例 L，平均 2 分 12 秒），变述量が増え，物語描写はどちらかと
いえば丁寧であり，貧困な物語ではない。また，寂寥感，抑うつ感が漂う物語が見
られる一方で，スケールに広がりのある情景描写や爽快な情緒性を伴う物語が見ら
れる。さらに，図版 8BM の「軍，暴力に走る（事例 H）」，「スーツの男性が寝転
がっている男性に発砲（事例 L）」や図版 12M の「男の人に手前の老人がワッと首
に襲いかかる・・・殺人事件（事例 H）」，「眠っている男性を殺した後，家の外に
眠っている男性を埋めて・・・
（事例 L）」などという，自我防衛が働いていないか
のような荒々しく乱暴で，無意識的な衝動と思われる表現が見られる。
これに対し，症状として軽躁の影響が弱くなると，平均反応時間は短くなり（事
例 H，平均 1 分 34 秒，事例 L，1 分 7 秒），变述量は減尐し，物語描写は丁寧さが
なくなる。また，無意識的な衝動性を感じさせる物語は，事例 H では「テレビの 1
シーン（12M）」，「心象風景（15）」というように，距離を置いた防衛的な反応と
なり，事例 L では無意識的な衝動性に対して罪悪感を全く感じないというような
粗雑な表現がなくなり，内省的なニュアンスを感じさせる言葉遣いが見られる物語
へと変化している。さらに，事例 H，L ともに自己と外界の関係性をとらえる物語
が見られ，全体として現実検討力が良くなっている。
3．ロールシャッハ法，TAT における軽躁の影響の違い
これまで論述してきた軽躁のロールシャッハ法，TAT への現れ方を整理し，表
11 に示す。
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表 11

ロールシャッハ法，TAT への軽躁の影響の現れ方

検査名

軽躁の影響の現れ方

・反応数やコンテント・レンジ，反応段階における言語量の増加
ロ
ー
ル
シ
ャ
ッ
ハ
法

・エネルギー水準の高い，力強さ，時には乱暴さを感じさせる反応
・
「壮大な」と形容されるような方向の知覚を感じさせる反応
※・主観的，恣意的な反応
（時には sex，anal，anatomy 反応のような自閉的な思考に基づく認知と
思われる反応）
※・F＋％，R＋％の低下に見られる外界や対象関係の悪さを反映した反応
・变述量の増加

T

・爽快な情緒的表現，時には発揚気分で乱暴な衝動的な表現

A

・スケールの広がりを感じさせる情緒的表現，情景描写

T

※・入念な物語描写
※・寂寥感，抑うつ感情の表現

注：※はロールシャッハ法，TAT それぞれのみに示されることを意味している

表 11 に示したように，前面に出ている状態像が軽躁状態でもうつ状態であって
も，軽躁が強く影響する時のロールシャッハ法には，力強さや乱暴さ，壮大さを感
じさせる反応が見られ，性反応や肛門反応，内臓反応，血液反応などの自閉的な反
応が生じ，F＋％や R＋％が低下した反応が増え，主観的でネガティブな外界イメ
ージや対象関係が悪い反応が見られる。軽躁の影響が弱い時では，F+％，R＋％は
若干上昇し，主観的になりがちな外界イメージや対象関係の悪い反応は，不安感を
残しつつも，防衛的な構えでもって，尐し落ち着いた自己認知，外界認知が可能に
なる変化を見せている。
これに対し TAT では，前面に出ている状態像が軽躁状態でもうつ状態であって
も，軽躁が強く影響する時には，物語の变述量が増え，爽快な情緒表現やスケール
の広がりを感じさせる表現，念入りな物語描写を通して，寂寥感や抑うつ感が漂う
物語が見られる。軽躁の影響が弱い時は，爽快さやスケールの大きさは消失し，現
実検討力の良い物語描写が見られるようになる。すなわち，前面に出ている状態像
にかかわらず，軽躁の影響が強い際に TAT が拾い上げる寂寥感，抑うつ感のよう
なものは，ロールシャッハ法には反映されず，ロールシャッハ法が拾い上げる主観
的，恣意的な反応や F＋％や R＋％の低下というような特徴は TAT には現れない。
さらに事例別に検討すると，事例 H のロールシャッハ法は，軽躁が前面に強く
出ており，軽躁の影響も強い初回検査時には，反応数が R＝53 と非常に多く，注
意散漫な転導性の昂進が見られ，外界イメージが悪い主観的で恣意的な反応や自閉
的思考に基づく反応が生じ，自我機能の障害を感じさせる反応が目立っていた。全
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体的な状態像は，軽躁状態であるものの軽快化し，軽躁の影響が弱くなった 2 回目
の検査時には，主観的な外界認知が減退する特徴を見せているが，ブロットの細部
に強迫的にこだわる，ブロットを恣意的に分割する，ロールシャッハ反応に個人的
体験を持ち出すなどの逸脱した特徴は，完全には消失しないことがわかった。
事例 L では，事例 H と違い，その状態像は初回検査時も 2 回目の検査時もうつ
状態であった。軽躁は前面に出ていないものの，初回検査時はその症状からすると
軽躁エピソードも見られるなど，軽躁の影響が強いと考えられた。その時期のロー
ルシャッハ特徴は，反応数は 11 と尐ないものの，自由反応段階，質疑段階ともに
多くを語り，尐ない F％に比して反応数の半数以上に運動反応が出現し，異常部分
反応（Dd％）も見られることから，内的な動きは活発であり，気分の軽佻さを感
じさせる壮大な風景の知覚や外界イメージの悪さに繋がる作話的反応，意識が弛緩
している状態にあることを感じさせる反応が見られた。2 回目の検査時では，全体
的な状態像は治療経過の中で比較的落ち着いていたため，軽躁の影響は弱くなって
いた。そのため，異常部分反応（Dd％）は見られなくなり，壮大な知覚は矮小化
し，ブロットに対して防衛的な距離が取れる反応となり，注意や意識が弛緩した状
態を反映するような反応は見られなくなっている。
これに対し，事例 H，L ともに 2 回の TAT において，前面に出ている状態像（軽
躁状態，うつ状態）の違いや，軽躁の影響の強弱の違いに関わらず，基本的には図
版に描かれている絵柄やその置かれた状況という形式面の特徴を大きく飛び越え，
明らかに主観的な捉え方と考えられる物語にまでは至らない。
以上のような事例 H，L のロールシャッハ法と TAT の特徴を踏まえ，
「病態のズ
レ現象」について考えると，事例 H では，ロールシャッハ法，TAT が捉える病理・
病態像は，初回検査時，2 回目の検査時ともにそれぞれの投映法で異なっており，
「病態のズレ現象」は変わらず見られる。しかし，事例 L の 2 回目のロールシャ
ッハ法は，状態がある程度軽快化し，安定状態を取り戻したことで，通常のロール
シャッハ反応の枞を大きく逸脱するような反応は見られなくなっている。その結果，
初回検査時のロールシャッハ法上に見られたような病理的特徴が消失することで，
ロールシャッハ法と TAT における「病態のズレ現象」は明確には捉えられなくな
っている。
このようにロールシャッハ法，TAT における軽躁の影響が異なることについて
は，反応産出にあたりロールシャッハ法は，「被検者は自己内省する必要はまった
くなく，ただインクのしみが何見えるかを言えばいい」（鈴木，2002）のに対し，
TAT は「被検査者がどう感じ，どう考えるかという「体験されている世界」を・・・
取り上げることになる」
（赤塚，2008）というプロセスの違いがあると考えられる。
ロールシャッハ法と違い TAT で物語を作ることは，見立てた状況の原因と結果と
いう因果関係を求められ，そこには自己内省ということが出てくるからであろうと
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思われる。例えば，統合失調症のような重篤な病理を持って TAT に向かい合った
場合には，容易に図版刺激という枞をはみ出してしまうが，尐なくとも事例 H，L
に見られる BPⅡの軽躁の病理においては，図版刺激の枞を飛び越えてしまうこと
は基本的にはあり得ないのであろう。
言い換えれば，ロールシャッハ法は，軽躁の病理に対して極めて敏感に反応し，
ともすると統合失調症圏の方向性を持つ病態像を示唆すると捉えてしまうほどで
ある（事例 H の初回検査時の例では「ドクロが笑っている（Ⅷ）」，
「座っている死
神（Ⅸ）」など）。これに対し TAT は，赤塚（2008）が述べているように瞬時の直
観的な反応ではなく，図柄構造を考え，現在，過去，未来のストーリーを求められ
る時間経過の中で，歪みはある程度の範囲内において修正，コントロールされる結
果となる。このような意味において，TAT への軽躁の影響は，ロールシャッハ法と
比較すると鈍く捉えられることになると考えられる。
4.まとめ
双極Ⅱ型障害の軽躁がロールシャッハ法，TAT 上にどのような影響を与えるか
を検討するため 2 事例それぞれの臨床症状が，初回検査時と比較して軽快化した時
期に 2 回目のロールシャッハ法および TAT を実施した。
前面に出ている状態像の違いに関係なく，軽躁が強く影響する時期のロールシャ
ッハ法には，反応数やコンテント・レンジ，反応段階における言語量の増加，F+％
や R+％が低下した反応の増加，力強さや乱暴さ，壮大さを感じさせる反応が生じ，
主観的で恣意的な反応や外界イメージや対象関係が悪い反応が見られる。一方，軽
躁の影響が弱くなると，F+％や R+％は若干上昇し，外界イメージや対象関係の悪
い反応は減尐し，尐し落ち着いた外界認知が可能になる変化を見せる。
TAT では，前面に出ている状態像が軽躁状態か，うつ状態かの違いにかかわら
ず，軽躁が一定以上の強さで影響していると推測される時には，物語の变述量が増
え，物語描写は丁寧で，スケールに大きさを感じさせる念入りな情景描写が見られ
る。その一方で，寂寥感や抑うつ感が漂う物語も見られている。軽躁の影響が弱く
なると，TAT の物語描写は現実検討力が良くなり，内省的であるとも感じられる
物語を描写するようになるという特徴が見られた。
双極Ⅱ型障害の軽躁は，以上のような特徴をロールシャッハ法，TAT 上に示し，
前面に出ている状態像が軽躁状態であっても，うつ状態であっても，その状態像の
前面または背面でうごめく軽躁の影響の強弱の違いによって，ロールシャッハ法と
TAT 上への軽躁の影響のあり方が異なり，筆者の言う「病態のズレ現象」は軽躁
の影響を強く反映すると考えられた。さらに，全体的な状態像が安定してくると，
ロールシャッハ法に上に見られた鮮明な病理的特徴は消失し，それによりロールシ
ャッハ法と TAT における「病態のズレ現象」は明確には捉えられなくなると考え
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られた。
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第6章

総括的討論

第 1 節 第 1 章から第 5 章の総括
本研究では，ロールシャッハ法と TAT をバッテリーとして使用し，気分障害の
臨床において，課題とされている双極Ⅱ型障害の鑑別診断に資する臨床心理学的ア
セスメントの方法を提案し，その有効性を検討した。
双極Ⅱ型障害は，うつ病相に軽躁病エピソードを併せ持つ疾患で，1994 年に
DSM－Ⅳに初めて登場した疾病概念である。従来のうつ病や躁病との違いは，軽
躁病エピソードを伴うという点が挙げられる。しかし，その臨床像は多彩で，一筋
縄では捉えられないことが知られている。うつ病エピソードが非常に長い症例も多
く，DSM－5（2013）でも特にうつ病との鑑別診断の難しさが指摘されている。
近年，薬物療法，心理療法における治療上の必要性から他の気分障害との鑑別診断
の重要性が，臨床的に注目されるようになっている。
精神科臨床においては，神経症水準より重篤な病態の心理学的アセスメントを行
う場合，投映法が選択されることが多い。特にロールシャッハ法を用いて統合失調
症，躁うつ病，うつ病，境界性パーソナリティ障害などのアセスメントに繋げよう
とする研究は数多く行われており，その診断基準についてもかなりの部分まで明確
にされている。しかし，ロールシャッハ法の先行研究において，従来のうつ病や躁
病の診断基準では十分に捉えられない，うつを主訴とする事例の存在が指摘されて
いる（片口，1960，1987；永田，2004；上芝，2007）。これはロールシャッハ法
単体で鑑別診断することが難しい病態があることを示しており，これらの難しさを
指摘されている症例には，双極Ⅱ型障害が含まれている可能性があると考えられる。
第 1 章では，双極Ⅱ型障害についての精神病理学的位置づけや DSM における位
置づけの変遷を整理し，双極Ⅱ型障害の鑑別診断の難しさと薬物療法，心理療法上
における適切なアセスメントの重要性を指摘した。その上で精神病理学的鑑別診断
の方法としてロールシャッハ法と TAT のテスト・バッテリーを取り上げ，双極Ⅱ
型障害を他の病態と適切に鑑別診断するためには，それらの投映法の組合せが有効
と考えられる点について理論的に検討した。
第 2 章では，双極Ⅱ型障害者 2 名のロールシャッハ法，TAT の特徴について検
討を行った。ロールシャッハ法では R+％や F+％は低い値を示し，知覚の明細化や
正確さを欠く主観的現実認知が見られ，名大式の思考・言語カテゴリーにおいて，
FABULIZATION RESPONSE（作話的反応），ARBITRARY THINKING（恣
意的思考）などの統合失調症圏から境界性パーソナリティ障害圏とも考えられるよ
うな反応が見られた。これに対し TAT では，そのような病態水準を考えるような
認知や定型的な物語特徴は見られず，ロールシャッハ法上に現れたような
FABULIZATION RESPONSE ，ARBITRARY THINKING などに相当する反応
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は見られなかった。TAT にはロールシャッハ法に現れたような図版刺激から離れ
た過剰な投映，主観的意味づけ，病的な作話など，逸脱した認知・思考を伴う物語
は生じていない。このようなロールシャッハ法，TAT の特徴から，それぞれの投
映法に示される病態像が異なるという現象に注目し，それを双極Ⅱ型障害のアセス
メントに利用できる可能性を論じた。
第 3 章では，前章で論じたロールシャッハ法と TAT それぞれの判断基準で捉え
られる病態像が異なるという現象が DSM－Ⅳで同じ気分障害に属する双極Ⅰ型障
害，単極性うつ病＜大うつ病性障害＞には見られないことを明らかにするために，
双極Ⅱ型障害者 6 名，双極Ⅰ型障害者 3 名，単極性うつ病＜大うつ病性障害＞者 3
名を対象として比較検討を行った。その結果，第 2 章で論じたロールシャッハ法と
TAT 上に示される病態像に相違が見られるという特徴は，双極Ⅱ型障害だけに見
られることがわかった。この点に注目することで，双極Ⅱ型障害を双極Ⅰ型障害，
単極性うつ病＜大うつ病性障害＞から鑑別診断をすることが可能になることが明
らかになった。この双極Ⅱ型障害だけに生じる特徴を「病態のズレ現象」と名づけ
ることとし，この現象には，双極Ⅱ型障害の軽躁が関連していると考えられること
を論じた。
第 4 章では，第 3 章に続き，「病態のズレ現象」が双極Ⅱ型障害以外の病理・病
態には生じないということについてさらに検討するために，統合失調症 5 名のロー
ルシャッハ法，TAT を検討した。統合失調症の事例を取り上げたのは，片口（1960）
が統合失調症に類似したロールシャッハ反応を示すうつを主訴にしたロールシャ
ッハ法の症例報告を行っていることを踏まえており，統合失調症における「病態の
ズレ現象」の有無について検討しておく必要性を考えたためである。
5 名のロールシャッハ法，TAT はいずれも従来から明らかにされている統合失調
症の特徴と一致しており，それぞれの投映法において，統合失調症であるとアセス
メントできることを確認した。統合失調症においては，ロールシャッハ法であって
も TAT であっても，それぞれの検査結果からその病態像に対する臨床的判断が異
なることはなく，筆者の言う「病態のズレ現象」は生起しないことが明らかになっ
た。
第 5 章では，双極Ⅱ型障害の「軽躁」の影響について検討するために，双極Ⅱ型
障害者 2 名に臨床像が異なると判断された時期にロールシャッハ法および TAT を
2 回実施し，双極Ⅱ型障害の「軽躁」がロールシャッハ法や TAT 上にどのような
影響を与えるかについて検討を行った。その結果，
「軽躁」の影響が強い時期には，
ロールシャッハ法上に形態水準の低下，主観的，恣意的認知，エネルギー水準の高
い，時には乱暴さを感じさせる反応などが生じた。軽躁の影響が弱い時期は，形態
水準は若干上昇し，外界イメージや対象関係の悪い反応は減尐し，尐し落ち着いた
外界認知が可能になる変化を見せた。
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一方，TAT では軽躁の影響が強い時期には，物語の变述量が増え，物語描写は
丁寧で念入りになり，爽快な情緒表現，スケールの広がりを感じさせる情景描写な
どが生じる反面，寂寥感や抑うつ感情の表現が目立っていた。軽躁の影響が弱くな
ると，TAT の物語描写は現実検討力の良い物語を变述するようになることが見出
された。
それらのことから，ロールシャッハ法と TAT では「軽躁」の影響が異なり，TAT
が拾い上げる寂寥感，抑うつ感のようなものはロールシャッハ法には反映されず，
ロールシャッハ法が拾い上げる主観的，恣意的な反応やそれに伴う形態水準の低下
というような特徴は TAT には現れないことが明らかになった。さらに全体的な状
態像が安定し，軽躁の影響が弱まると，ロールシャッハ法上に見られた鮮明な病理
的特徴は消失し，それによりロールシャッハ法と TAT における「病態のズレ現象」
は明確には捉えられなくなると考えられた。
以上の第 1 章から第 5 章までの論述の中で明らかになったことは，以下の 3 点
にまとめることができる。
①双極Ⅰ型障害，双極Ⅱ型障害，単極性うつ病＜大うつ病性障害＞，統合失調症
といった病理・病態群を対象にし，ロールシャッハ法と TAT をテスト・バッテ
リーとして臨床心理学的アセスメントを行うと，双極Ⅱ型障害においてのみ，
両検査法上に示される病態像が異なり，
「病態のズレ現象」と名づける現象が見
られる。
②ロールシャッハ法，TAT という 2 つの投映法に「病態のズレ現象」が見られる
ことを利用して，双極Ⅱ型障害の確定診断が可能であると考えられる。
③双極Ⅱ型障害においてのみ「病態のズレ現象」が見られるのは，双極Ⅱ型障害
を特徴づける「軽躁」の病理が大きく影響を与えていると推測される。
第 2 節 総合考察
1．双極Ⅱ型障害における「病態のズレ現象」とロールシャッハ法，TAT のテス
ト・バッテリーの有効性
臨床現場で用いられている心理検査は，それぞれの検査理論に基づく基準によっ
て病理・病態診断や適応・不適応の状態把握を行うことが可能である。阪口（1992）
は，
「心理検査はそのおのおのが，人間のある一面に光を当てたものである。つま
り，検査それぞれが人間の違った側面や違った深さの心理を探っている。そこで，
人間の多面性に対する総合理解のために，違った側面や違った深さの心理に関する
検査を各種組み合わせて，それを統合していくことが重要」であると指摘している。
実際の臨床現場では，対象者の年齢，状態，検査の目的などを考慮した上で，テス
ト・バッテリーを組むことが推奨される。その場合，使用する検査が心理面のどの
ような側面や深さを測定しているかという違いによって，得られる情報は多角的に
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なるが，多くの場合，各検査が捉える病態像や状態像の結果が大きくかけ離れると
いうことはないと考えられる。
ロールシャッハ法においては，DSM－Ⅳでいう気分障害を同定するための理論
的なアセスメント基準を持っており，TAT においても同様である。ところが，第 2
章，第 3 章で明らかにしたように，双極Ⅱ型障害のアセスメントにおいては，ロー
ルシャッハ法と TAT を用いると，それぞれの検査に投映される病態像が大きく異
なって現れるという特徴が見出された。ロールシャッハ法では，知覚の明細化や正
確さを欠く主観的認知が見られ，名大式の思考・言語カテゴリーにおいて統合失調
症圏から境界性パーソナリティ障害圏とも考えられるような反応が見られた。これ
に対し TAT では，そのような病理性を示唆するような特徴は見られず，抑うつ的
な物語特徴を示す一方で，エネルギーを感じさせるような情景描写が存在し，基本
的には気分障害群の特徴を反映したあり方であった。この特徴は，軽躁症状が前面
に出て軽躁エピソードが目立つ事例のみならず，一見軽躁症状が消失し，うつ状態
が前面に出ている事例であっても見られることがわかった。そして，この「病態の
ズレ現象」と名づけた現象は，DSM－Ⅳで双極Ⅱ型障害と同じ気分障害のカテゴ
リーに属する双極Ⅰ型障害，単極性うつ病＜大うつ病性障害＞には見られないもの
であった。
このことから，双極Ⅱ型障害のアセスメントにおいては，ロールシャッハ法と
TAT によるテスト・バッテリーによってアセスメントを行い，本研究で見出した
「病態のズレ現象」に注目することが有効な指標となり得ると考えられる。
同じ投映法検査であっても，片口（1987）は，
「TAT は被験者の欲求や葛藤を空
想の水準においてかなり具体的な形で捉えることが可能であり，ロールシャッハ
法は人格の構造的側面を知るのに良い」と述べており，Stein（1955）は「ロール
シャッハ法では対象者の骨組みを捉え，TAT では肉付き具合を捉える」，氏原（1986）
は「ロールシャッハ・テストが人格のより基本的構造を，TAT がその比較的上部
構造を反映している・・・ロールシャッハ・テストとは違ったレベルの人格構造
が，TAT によって捉えられていることは明らか」という指摘をしているように，
ロールシャッハ法，TAT のそれぞれの検査がパーソナリティ，病理・病態のどの
側面をより詳細に捉えるかという特徴の違いは見られることになる。つまり，そ
の検査が捉えるパーソナリティや病理・病態の側面に違いがあるということが，
氏原（2005）が指摘するように，ロールシャッハ法と TAT をテスト・バッテリー
として使用する利点であると考えられる。
本研究は，片口（1987），Stein（1955），氏原（1986，2005）らが言及してい
るように，投映水準の異なる両検査をテスト・バッテリーとして双極Ⅱ型障害のア
セスメントに利用したものであり，軽躁の病理を持つ双極Ⅱ型障害を捉えるために
は，ロールシャッハ法と TAT という検査の組合せが，優れたアセスメントツール
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になり得ると考えられる。
2．双極Ⅱ型障害における「病態のズレ現象」と「軽躁」
双極Ⅱ型障害のアセスメントにおいて，ロールシャッハ法と TAT を用いたテス
ト・バッテリーに生じる「病態のズレ現象」という特徴は，
「軽躁」の影響による
ものと推測された。
Kraepelin(1913／1986)は，躁うつ病の全般的経過を論述している章において，
うつ病と躁性興奮のそれぞれについて症状の重さ軽さで 2 種類に分け，躁性興奮
の症状の重いものを躁病，軽いものを軽躁病とし，うつ病については重いうつ病，
軽いうつ病としている。西丸（1974）は，躁うつ病について「爽快と憂うつ，行
動の増減が対をなす主症状である」と一つの直線の両端に躁とうつを位置づけて
おり，軽躁については，
「躁状態や躁病の軽いもの，躁病と正常の中間の気分や意
欲や精神活動のテンポを示す」としている。これらの Kraepelin（1913／1986）
や西丸（1974）の躁，うつ，軽躁の位置づけは，従来の精神病理学の標準的な理
解の仕方であったと考えられる。
しかし，その後の臨床研究，精神病理学研究の中で浮かび上がってきた双極Ⅱ型
障害という疾病は，うつ病相に加えて軽躁病相が見られる病態で，その軽躁とうつ
は，従来の躁うつ病，すなわち双極Ⅰ型障害のように，躁とうつを両端とする一直
線上にあるという位置関係ではないと考えられる。
双極Ⅱ型障害については，第 1 章で「単極性うつ病にも，躁うつ病にも還元され
ない独自の疾患」（内海，2013）であること，「双極Ⅰ型障害，単極性うつ病の 2
様態にはない独特の色彩があることが多い」（津田，2014），双極Ⅰ型障害の軽症
の病態であると考えてはいけない（DSM‐5，2013；Frances，2013），などとい
う指摘がなされていることについて言及した。これらの指摘は，1 つ目に双極Ⅱ型
障害の同定の難しさがあると考えられる。そして 2 つ目には双極Ⅱ型障害の「軽
躁」は，
「躁」を単純に量的に軽くしたものではなく，質的な差異があるという捉
え方をする必要性を示唆するものである。多くの研究者が，このような指摘を主
として臨床という視点から行っている背景には，芝（2012）が言うように，
「軽躁」
をしっかりと把握することが，双極Ⅱ型障害者に適切な治療を提供するための決
め手になるためであろう。
双極Ⅱ型障害の「軽躁」の特徴について，津田（2009）は，独特の反規範性と
気分の短周期性の変動を伴うことを挙げている。双極Ⅱ型障害者は，病休中にもか
かわらずアクティブに行動できるが，復職はできないため療養態度が問題視された
り，気分の短周期性の生命的な変動に対応して世界に対する展望も自己への見方も
本人の中ですっかり変わるという点が重要であると述べている。そのような双極Ⅱ
型障害をアセスメントする際には，うつ病相，軽躁病相の現れの独特の色調を知っ
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ているとともに，扱っている現象のどこまでが内因的な気分変動の現れで，どこま
でがパーソナリティに基づく反応の問題なのかを判断する必要性と重要性を指摘
している。
この津田（2009）と同様の指摘をさらに詳細に説明していると考えられる内海
（2013）は，双極Ⅰ型障害がクリアな病相と経過を示すのに対し，双極Ⅱ型障害
は極性のフォルムが不明確であること，双極Ⅱ型障害のうつ状態の特徴として，不
全性，易変性，部分性の 3 つの指標を挙げている。ここで言う不全性とは，抑うつ
の症状が不揃いであることを指し，抑制は強いが気分はそれほど抑うつ的でなかっ
たり，不快な抑うつ気分がありながら行動抑制が見られないなど，通常のうつ病を
見慣れた目にはちぐはぐな印象を受けるという。易変性とは，抑うつ状態がうつろ
いやすいことで，経過は変化に富み，数日単位あるいは数時間単位で増悪と改善を
示したり，軽躁や混合状態に至る場合があることを指している。部分性とは，抑う
つの出現場面に選択性があることで，例えば職場ではうつ状態を示すが，帰宅後や
休日は傍目から見ると元気であり，趣味などに打ち込むようなこともあることを指
している。
津田（2009）や内海（2013）は，双極Ⅱ型障害の＜軽躁―うつ＞という 2 つの
極は，双極Ⅰ型障害の＜躁―うつ＞のように，両極が正反対の性格を持ち，まった
く相容ないという考え方は通用せず，それゆえに双極Ⅱ型障害の病態像は多彩で，
経過が短周期性で変化に富み，単極性うつ病＜大うつ病性障害＞や双極Ⅰ型障害の
示す明確な病像とは異なることを強調している。それ故に双極Ⅱ型障害の臨床像は，
「変幻自在（内海，2013）」などと言われる。
双極Ⅱ型障害の「軽躁」は，現実規定性の弱いロールシャッハ法上では，より重
い病態であると推測されるのに対し，ある程度の現実規定性を持つ TAT において
は，軽躁の特徴を緩やかに捉える。すなわち，第 2 章，第 3 章，第 5 章で示した
ように，抑うつ的なあり方の中にも広がりのある情景描写や爽快な情緒性が見られ
たり，入念に物語描写をしようとするなどの特徴が見られる。これらの TAT 上に
見られる特徴は，DSM－Ⅳでいう気分障害群の範疇にある症状，特徴を反映させ
たものであるのに対し，ロールシャッハ法上では，気分障害群の病理，病態的特徴
より重いものが示される。
本研究では，このような現象が，ロールシャッハ法と TAT をバッテリーとした
双極Ⅱ型障害の臨床心理学的アセスメントにおいて生起することに注目し，「病態
のズレ現象」と名づけた。そして，この特徴が見られることを利用して，「軽躁」
を特徴とする双極Ⅱ型障害をアセスメントすることが可能になると考えられる。
第3節

今後の課題

本研究における今後の課題としては，以下の 4 点が考えられる。
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1．対象者について
ロールシャッハ法，TAT をテスト・バッテリーとした双極Ⅱ型障害のアセスメ
ントにおいては，それぞれの投映法検査上に投映される病態像にズレが見られると
いう「病態のズレ現象」が生じることを論じてきたが，本研究で検討したロールシ
ャッハ法，TAT 事例は，双極Ⅱ型障害 6 名，双極Ⅰ型障害 3 名，単極性うつ病＜
大うつ病性障害＞3 名，統合失調症 5 名である。対象者が尐数であることから，今
後は性別，年齢層等の条件を踏まえた上で対象数を増やし，より精密に検討を行う
必要がある。また，対象者の病理・病態については，可能な限り典型的な症例を取
り上げたつもりではあるが，実際の臨床の場では様々な症例があることを踏まえる
と，典型例という点では，なお不十分な事例もあると考えられる。今後は対象者の
典型例という意味での質を精選し，より精緻な理論構築を目指す必要がある。
さらに，神経症やパーソナリティ障害などにおいて「病態のズレ現象」が生起す
るか否かについては，本研究では検討していない。パーソナリティ障害については，
ロールシャッハ法においては多くの研究がなされており，その研究成果として，ロ
ールシャッハ法を用いてパーソナリティ障害を同定することはほぼ可能であるで
あると考えられている。一方，TAT でのアセスメントについては，赤塚（1996，
2008）が紹介しているように，Cramer（1996），Sugarman（1980），Westen（1990，
1991）らが TAT を用いて，パーソナリティ障害のアセスメントを可能にしている。
それを踏まえると，ロールシャッハ法でパーソナリティ障害であると判断できる対
象者は，TAT においてもパーソナリティ障害と捉えることができ，基本的には筆
者の言う「病態のズレ現象」は生起しないと予想されるが，検証は今後の課題とし
たい。
2．テスト・バッテリーについて
本研究では，双極Ⅱ型障害のアセスメントについて，ロールシャッハ法と TAT
の組み合わせによって双極Ⅱ型障害を鑑別診断することが可能になることを論じ
てきた。投映法のテスト・バッテリーについては，Rapaport（1950，1968）がウ
ェクスラー式知能検査とロールシャッハ法，TAT などの投映法との組合せを，馬
場（2003）がロールシャッハ法と SCT を，髙橋（2014）がロールシャッハ法と風
景構成法の組合せを推奨するように，研究者によって様々であり，そもそもテス
ト・バッテリーについては，心理検査の目的や対象者によって最適なバッテリーが
考慮されるべきものである。
双極性障害の診断やスクリーニングの尺度として，田中・小山（2011）は，MDQ
（Mood Disorder Questionnaire），BSDS(Bipolar Spectrum Diagnostic Scale)，
HCL－32（Hypomania Checklist‐32）を紹介し，稲田ら（2013）は日本語版
YMRS（Young Mania Rating Scale，ヤング躁病評価尺度）を使いこなすことに
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ついて論じている。また，安達ら（2011）は，双極性障害がうつ状態から躁状態
へと移行する際の抗うつ的行動を測定する尺度である FADBI(Frequency of
Anti-Behavior Inventory)の日本語版の作成を試み，大学生 269 名を対象として尺
度特性の検討を行っている。今後は，これらのロールシャッハ法と TAT 以外の心
理検査や尺度の組合せと本研究の結果を比較検討していく必要がある。
3．軽躁の病理について
本研究においては，双極Ⅱ型障害の「軽躁」がロールシャッハ法，TAT 上に異
なる病態像を見せることを論じてきたが，この「軽躁」の病理については，さらに
検討し解明を行う必要がある。第 5 章において，同一対象者にロールシャッハ法，
TAT を X 年と X 年+11 ケ月後に 2 回実施し，軽躁が強く影響する時期，消退化し
ている時期の 2 つの時期において，相対的な軽躁を強弱で捉え，それぞれの投映法
上に現れる特徴を検討した。しかし，今後はさらに長い時間経過の中で軽躁の強弱
を見極め，ロールシャッハ法，TAT 上に見られる病態像のあり方を再検討する必
要がある。
4．投影水準について
「病態のズレ現象」の生起には，双極Ⅱ型障害の軽躁の影響が考えられることを
論じてきたが，この現象が生じることについては，当然ながらロールシャッハ法と
TAT というそれぞれの投映法がよく捉える投影水準，すなわちパーソナリティの
意識から無意識水準という問題も重複的に起こっている可能性がある。パーソナリ
ティの深さをどのように捉えるかについては，Hammer（1969），Shneidman（1949）
など，多くの研究者たちが様々な視点から独自の仮説的理論を展開しているが統一
的な見解に至っているとは言えない。
精神分析学理論では，心を「意識」という表層と「無意識」という深層の 2 つの
水準の構造で捉えている。このようなパーソナリティの水準と様々な心の病理との
関係，さらにそれらを捉えやすい投映法検査との関係性に繋がるような理論が構築
できるならば，心理検査のテスト・バッテリー論に大きな骨組みを提供することに
なると考えられる。
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