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１．はじめに

　“自発性の顕著に減退した統合失調症の青年が私
（筆者注：心理臨床家）も一緒に描くなら、絵を描き
たい、と述べた。人間は描けない、動物も犬は人間
の意を汲みすぎるから描けない、猫を一緒に描きた
い、と。いっとき無心に描いて同時に仕上がったとき、
双方の猫を見比べて、私は息を飲んだ。それまでも
彼の日々の体験世界が恐怖と孤立に満ちたいかに大
変なものかをある程度想像していたつもりであった。
だが、彼の絵は巧拙を超越して、言葉を補ってあま
りあるものであった。彼の猫は弱々しい黄緑色の線

で描かれ、無重力のように宙に浮いており、顔や胴
体の半分は空白であった。目はなく、細い髭が顔の
片側に生えていた。それに比較して私の描いた子猫
は酸

ほおずき

漿に好奇心いっぱいという様子でじゃれてい
て、生気があるように見える。この絵を見比べたそ
の一瞬に、彼にとっての生きることの重さ、それま
での日々の孤独感、寂寥感、そしてなお、はかなく
も何とかそこに在る、という、私の世界とはあまりに
違う彼の体験世界が以前にも増して近く感じられ
た。彼は私の様子と２枚の絵を見比べてから呟いた。
「この２匹の猫が同じ世界で生きることは…」。私は
小声で続けた「この黄緑の猫にとっては大変なこと
なのね…」。彼は淡く微笑んだ。それから、ほんのわ
ずかずつ彼は周囲に言葉で答えるようになり、自律
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性が徐々に増していった（村瀬，2007）”

　本稿の議論の本質を確かな言葉であらわしている
ため、長文ではあるが冒頭に引用を掲げた。これは
心理臨床家の村瀬嘉代子の言葉である。村瀬が病
院の精神科で心理療法を担当していた、“表情硬く
緘黙で疎通性を欠く重篤な破瓜型の分裂病（筆者注：
統合失調症の旧称である）の青年”と、村瀬が真の
意味で初めて出会ったときの思いである。
　この青年の猫の絵と村瀬の猫の絵は公表されてお
り（村瀬，1996）、青年のものを絵１として、村瀬の
ものを絵２として示す。それを見比べれば、精神病
者の生きる世界と健常者の生きる世界に深い断絶が
あることが分かる。しかしながら、村瀬はその断絶
を分からないことには、つまり、クライエントの世界

を分かっていないことを心理臨床家が分からなけれ
ば、心理療法は始まりもしないし、深まりもしないと
論じているのである。

２．心理テストへの抵抗や拒否

　1996年に初めてこの「クライエントと心理臨床家
による一対の絵」と出会ったとき、筆者は非行少年・
犯罪少年の心理臨床に行き詰っていた。そもそも大
人を信じていない彼らにとって、警察の心理臨床家
は「敵の中の敵」といったところであろうか。彼ら
にしてみれば「こら！」と毅然と叱る警察官よりも、「あ
なたの味方ですよ」などと薄ら笑いをする（と見え
るであろう）得体の知れない心理臨床家に、より心
を閉ざす。そのため、心理テストなど本音としては
絶対にやりたくはないのだが、やらなければ何らか
のペナルティが課されるのではないかという恐れが
あるため、不承不承にやる。そのため、質問紙テス
トには出鱈目に丸をつけ、描画テストに至ってはすっ
ぴっちょんと見事に３秒で描き終えてしまう。それ
にも意味はあるのだが、テスト所見には「抵抗」「拒
否」「（受検）意欲欠如」などという同義語が並び、トー
トロジカルな言葉遊びの書類が出来上がる。
　勿論、非行少年・犯罪少年のすべてがこうである
訳ではない。中には実に真面目に取り組む少年たち
もいる。しかし、今度はガチガチに緊張してしまう
のである。「検査」や「テスト」という言葉に敏感に
反応して、「よい点を取ろう」とか「よい結果を出そ
う」などと頑張り過ぎてしまうのである。少年たち
のこうした態度は、“戦後から1980年代に至るまで
の学校教育で猛威を振るった能力主義・競争原理（岡
田，1995）”の残滓と言えるかもしれない。
　心理テストに抵抗する少年と緊張する少年、その
どちらであっても筆者は彼らを責めることはできな
い。なぜなら、彼らをそうさせてしまう原因は筆者
に在ったのだから。彼らの描いた絵に「点数をつけ
てやろう」という量的解析の視線ばかりが筆者には
確かに在った。あるいは、「巧拙を確認してやろう」
という質的解析の視線ばかりが筆者には確かに在っ

絵１　統合失調症の青年による猫の絵（村瀬，1996）

絵２　村瀬による猫の絵（村瀬，1996）
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た。もちろん、心理テストとしての描画の解釈にお
いて、こうした視線に価値がないと乱暴なことを筆
者は言いたい訳ではない。しかし、真摯にバウム（樹
木画）を研究し実践している岸本（2007）の言葉を
借りれば、“自分が描く時のことを考えてみればよい。
でき上った作品にだけ関心を示すような批評的な視
線の前では、描くことは苦痛になる”ということであ
る。筆者が臨床心理学を学んで何万回と言われ続け、
同時に筆者自らも他者に何千回と言い続けた呪文
「相手の立場で考えましょう」、これが筆者には全く
できていなかったのである。
　どのような理由であれ、大人から「絵を描きなさい」
と言われても、「描かない」ないし「描けない」と応
える少年たちは、その数分間、数十分間に、その大
人に対して、どれほどの不安や脅威、あるいは憎悪
を抱いていたことであろうか。当の大人であった筆
者は、今更ながらではあるが、彼らの心情を思い遣
ると、己の愚かさを呪うばかりか、己の無能さを恥
じ入るだけでは済まされるはずもなく、傷つけてき
た少年たちにこの場をかりて心よりお詫び申し上げ
るほかはない。

３ ．関与しながらの観察者；参加的理論構
成者

　前述の村瀬による「クライエントと共に心理臨床
家が絵を描くという方法論（のみならず意味論）」と
出会ったときに、その衝撃を当時の筆者のスーパー
ヴァイザーであるコミュニティ心理学者の山本和郎
先生に相談した。普段は温厚な山本先生がムッと（さ
れたように見えた）差し出したのは大学院の講義で
輪読した『精神医学は対人関係論である』（サリヴァ
ン著，中井ら訳，1990，みすず書房）であった。そ
の本のごく最初に、サリヴァンが“場の理論（field-
theory）”を駆使し、精神医学およびその近接領域
の臨床心理学に携わる者が“関与しながらの観察者
（participant observer）”たらんとすべきであると明
記してあった。そして師曰

のたまわ

く「君は実験心理学を
やっていただけあって（筆者注：今では実験は全く

できない）、非行少年をハトかラットの如く見ている
のかね」と。「いや、僕はハトやラットにも優しい実
験をしていたので…」などと意味不明の言い訳をす
る筆者に、山本先生は今度は穏やかに「君の仕事は
非行少年の問題に点数をつけて評価をくだすことだ
けではなく、その子たちが、これから先、家庭や学
校や地域でどうやって生きていくのかを一緒に考え
ることではないのかな」と諭してくださった。
　ぐうの音も出ないとはこのことであり、山本先生
のこの示唆に筆者は池のコイの如くただパクパクと
口を動かすものの、何も応えられなかった。筆者は
非行少年・犯罪少年に心理テストと称して絵を描く
ことを強要し、それに応じない場合に「精神分析学
的に解釈をすればそれは『抵抗』である」などと専
門的な “述語（中村，1984）” を弄して書類を作成
し、そこで実質的な心理的援助を終えてしまってい
たのである。山本先生に教えを乞うた、筆者の専門
領域である「コミュニティ心理学」においては、当
事者の内的要因（心理的要因）のみならず外的要因
（環境要因）をも重視する。心理療法という心理を
重視した面談の場においても、その環境（クライエ
ントと心理臨床家の関係性や相互作用など）を重視
する。つまり、彼らが絵を描かないのは、心理臨床
家が絵を描かせないように仕向けていたと見做すこ
ともできる。
　先述したサリヴァンの概念は、コミュニティ心理
学においても最重要概念であり、心理療法の場（環
境）の構成や展開に心理臨床家もその一翼を担って
いるとし、クライエントの心理的問題の発生のみな
らず、その解決はその場（環境）に依るとする。す
なわち、コミュニティ心理学では、その場（環境）
に自身がどのような影響を与えているのかを考慮し
ながらその場に参加し、クライエントの心理的問題
がなぜどのようにして生じているのかを分析し解決
策を理論的に練るという “参加的理論構成者
（participant conceptualizer）（山本，1986）” たるべ
きなのである。
　心理臨床家がクライエントに向ける視線は、必然
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的にクライエントの心理や行動に影響を与えるとい
うことを、心理臨床家は自覚すべきである。それだ
けではなく、クライエントをエンパワメントすること
を明確に意図して治療戦略を立て、専門的な知識と
スキルを発揮すべきである。更には、そのクライエ
ントのニーズにあった治療理論を構築し、治療サー
ビスを提供しなければならないということである。

４ ．恐る恐るの関与・参加の試み：相互作
用性

　その後、筆者は非行少年・犯罪少年への心理テ
ストの施行の心構えを変えた。まずは時間をかけて
丁寧に説明をするようにした。一つは「やりたくな
ければ無理をしてやることはない」ということ、一
つは「心理テストは人間に優劣をつけるものではな
い」ということ、一つは「心理テストのことで恐れ
や不満があれば率直に教えてほしい」ということ、
一つは「心理テストを必ず意味あるものにする」と
いうことである。どれも至極当たり前のことである
が、これらの説明に丸一回分の面談時間を費やすこ
とは、それまではなかった。しかし、時間をかけて
説明をすることで、沈黙（ないし無視）しがちな彼
らが心理テストのことに限らず何事かを話してくれ
る糸口となることを筆者は知った。その次に、筆者
は心理テストの受検を彼らに「お願い」したり「励
ます」ことをした。それまでの筆者は自覚なく（そ
の分、性

た

質
ち

が悪いのだが）、専門家、すなわち権力
者として心理テストを「強要」していたところがあっ
たが、筆者の「お願い」や「励まし」といった思い
は案外に彼らに届き、「しょうがねえなあ、やってや
るよ」と応じてくれる者が増えてきた。
　そうして、彼らに描いてもらった絵を見つめ、読
み解くにあたり、中井（1976）もまた指摘する「芸
術療法における関与しながらの観察」に倣

なら

って、“患
者（筆者注：中井は病院の患者を想定して論じてい
る）の筆先、指先のうごきを追体験しながら、時に
模写しつつ眺めると一見些細な細部の重要な意味が
明らかになる” ことを目指した。因みに、中井が前

述のサリヴァンの原著を翻訳したのであるから、中
井が「関与しながらの観察」の立場を取っているの
は自明である。
　さて、この方法論を採用してから、筆者による非
行少年・犯罪少年への心理検査のフィードバックの
「質」も変わった。具体的に言えば、彼らが「なるほ
ど」「そうか」「それは違う」などと筆者の言葉を真
剣に受け止めてくれるようになったのである。これ
を対人関係論的に考えると、クライエントと心理臨
床家の “相互作用性”（藤掛，2007）が増したとい
うことであろう。

４ ．積極的な関与・参与の試み：平行描画
法

　非行少年・犯罪少年に対して、筆者がようやく
“セラピスト（筆者注：心理臨床家とほぼ同義である）
は、面接の相互作用の中で、臨機に、描画の教示と
その変法を選択する”（藤掛，2007）ことができるよ
うになったときに、精神科医療機関においても臨床
を行う機会を得た。そして、筆者は本稿冒頭の引用
に登場するような精神病理水準の深いクライエント
の心理療法の依頼を受けることが多くなった。筆者
が医師から依頼を受けるときには、そうしたクライ
エントは既に統合失調症やパーソナリティ障害の確
定診断がくだされており、彼らの強固な妄想や極度
の恐怖心や極端な防衛機制の使用などは誰が見ても
明らかな状態であった。つまり、心理テストにより
彼らの病態水準を鑑別する意味はあまりなく、筆者
に求められたのは正に心理療法なのである。そして、
精神科医療機関おいて力を発揮したのが、やはり関
与ないし参加という態度であった。
　ここで一つの事例、統合失調症のＡさんを紹介す
る。但し、Ａさんの了承を得ていないため、Ａさん
による描画は掲載せず、Ａさんと共に描いた筆者の
絵を解説しながら、Ａさんとの心理療法の経過を報
告する。尚、Ａさんが特定されないために、解釈に
支障のない範囲で情報を最小限にとどめた。
　最初、Ａさんは統合失調症の急性期にあり、戦慄
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（trema）と世界没落体験（weltuntergangserlebnis）
が著しく、不安と恐怖におののいていた。主治医は「薬
物治療もあまり効果が出ない。被害妄想的に他者に
疑心暗鬼を抱いている一方で、恐怖を他者に語りた
い様子だ。Ａさんの訴えに耳を傾けてほしい」と筆
者に依頼した。初回、筆者は丸一日の予定を空けて、
Ａさんと面談をした。Ａさんは椅子から立ち上った
り座ったり、時に面接室内を歩き回りながら、「もう
ダメだ」「怖い」「大地震が起きる」などと同じ文言
を繰り返し訴え、筆者はそれを否定せずにひたすら
耳を傾けた。初回はただそれだけで終わったが、最
後にＡさんは「また話を聴いてもらいたい」と筆者
に訴えた。
　それまでＡさんはほとんど睡眠がとれずにいたが、
次の面談の前夜にようやく眠れたという。「なんだか
ぼんやりしているし、それでも何かをしていないと
落ち着かない」と訴えるＡさんに、筆者は「絵を描
いてみませんか。樹を描いてみませんか」と提案した。
Ａさんはしばらく呻

しん

吟
ぎん

してから「Ｂさん（筆者注：
筆者のことである。以下も同じ）も一緒に絵を描い
てみませんか」と応じたのであった。それまでの遣
り取りから、これを統合失調症の反響言語（echolalia）
ではないと見立てた筆者が関与しながらの観察者と
なり、Ａさんと同時にＡさんの絵を模写して描いた
ものが絵３である。Ａさんは紙に対して恐る恐る鉛
筆を下ろし、そっと薄い直線をすっすっと引いて樹
を描いたのである。筆者には、ガラスの空が割れて
落ちてくるような恐怖が感じられ、「怖いですね」と
伝えると、Ａさんは「そうでしょう、怖いでしょう」
と応えたのであった。このときに、筆者は非言語で
ある描画を媒介とした言語的遣り取りが可能と見立
て、描画療法の理論に則った心理療法を進めること
を決めた。これは筆者が参加的理論構成者の態度を
取ったということである。

　その後の面談でも、Ａさんの言葉はまとまりがな
く、その遣り取りが難しかったが、Ａさんの方から「Ｂ
さん、絵を描いてみませんか」と言ったのであった。

そこでＡさんと一緒に筆者が描いたものが絵４であ
る。やはり半ばＡさんの絵を模写した。筆圧が高まり、
モザイク状の葉の繁り（あるいは背景の空）を丹念
に塗りつぶした。筆者は描いている途中で恐ろしく
なり、実は最後に模写を断念した。Ａさんのバウム
はもっと重厚である。

　薬物療法および心理療法の効果が現れ始めたとき
に、筆者が模写したものが絵５である。黒い雲に不
穏さは残っているものの、Ａさんが本来持つ知性の
高さがうかがえた。

　その後の半年ほどに亘る面接では、Ａさんは「話
したいことがたくさんある」と言い、言葉による遣り
取りが通じるようになった。但し、Ａさんの現実の
話の内容は非常に過酷な生い立ちに関するもので
あった。主治医による「完解（筆者注：状態が良くなっ

絵３　筆者によるＡさんのバウムの模写１

絵４　筆者によるＡさんのバウムの模写２
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たこと）ですね」との申し送りが筆者にあったときの、
筆者の模写が絵６である。Ａさんが「う～ん…」と唸っ
たので、筆者は内心ヒヤッとしたが、Ａさんは「こ
うだ！」と言い、Ａ４用紙を縦にして丹念に描いた。
このバウムは華奢なＡさんの外見に似ている。幹に
うっすらと「産毛」あるいは「棘」のようなものが
描きこまれており、Ａさんの繊細さあるいは外界と
の接触におけるこれまでの困難さがうかがえた。そ
して、筆者はＡさんのバウムを見て、「Ａさんの現実
吟味能力（reality testing）が蘇った」と感じたの
であった。その後、Ａさんは主治医の言を借りると「服
薬を怠るほどの回復（その代りに妄想が再発したこ

ともあったが）」を見せ、徐々に安定し、予後は良好
であった。

５．おわりに

“とくに分裂病の危機にあっては、世界は意味を失い、
逆に意味を押しつけてくる。より正確に言えば、世
界はもはや意味されるもの（所記‐signifie）でなく、
意味するもの（能記‐signifiant）と化する。机の
上に置かれたマッチの空箱は『お前がちっぽけな空
箱だ』ということを意味している（象徴しているの
ではない、直ちに意味しているのである）。世界は彼
を追いつめる。彼には逃げ場がない”（中井，1984）。

　心理臨床家が関与しながらの観察者、そして参加
的理論構成者の態度を取った事例を紹介した。それ
は、描画療法における相互作用性の理論を活用して、
心理臨床家とクライエントの非言語（描画）的交流
と言語的交流を達成した事例である。クライエント
のＡさんと心理臨床家の筆者が平行してバウムを描
くという方法により、筆者はＡさんと真に出会うこと
ができた。しかし、筆者にとってそれは非常に恐ろ
しい体験であった。Ａさんのおかげで、それまで教
科書に載っている記号（所記‐signifie）としてし
か理解していなかった臨床心理学的概念（世界没落
体験など）を体感することができた。「世界が空か
ら落ちてくる」と実感した。人が真に人を知る（相
互作用性）とはそういうものなのだろう。そして、
それは心理臨床家にとっては心理テストと心理療法
が密接不可分となり、心理臨床家とクライエントの
相互作用性が賦活されたときに得られる体験なので
あろう。
　本稿を、バウムを長年に亘り研究し実践してきた
山中の言葉で締めくくることとする。

“絵画という「表現」は、その見守り手の受け止め
方次第で、統合失調症ですら、病気を克服する手段
ともなりうる”（山中、2007）。

絵５　筆者によるＡさんのバウムの模写３

絵６　筆者によるＡさんのバウムの模写４
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