247

風景構成法の量的研究に関する展望
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１．問題と目的
本論文の目的は，わが国における風景構成法研究
のうち，量的研究法を用いたものを展望し，その現
状と課題を明らかにすることである。
風 景 構 成 法（Landscape Montage Technique：
LMT）は，1969年に日本の精神科医である中井久
夫によって創案された描画技法である。施行者は描
き手の目の前で画用紙の縁に沿って枠づけをし，描
き手に風景を構成するための10個の「アイテム」
（川，
山，田，道，家，木，人，花，動物，石，付加物）
を順次描くよう伝える。描き手は言われた「アイテ
ム」を枠づけされた画用紙にサインペンで１つずつ
描き加えていく。その後クレパスなどを使って彩色
し，最終的には，１つの風景として描画を仕上げて
もらう。元々，箱庭療法の適応を検討するための予
備のテストとして発案されたが，創案者である中井
自身（1970）によって箱庭療法とは別の独自の診断
的，治療的価値があることが発表された。その後も
風景構成法はわが国の文化に馴染み，今日でも使わ
れ続けている。
近年，これまで行われてきた風景構成法研究をふ
り返り，これまでの研究をふまえつつ，研究のさら
なる展開を模索する試みが行われている。例えば，
佐渡（2013）は，研究のテーマと方法論から先行研
究を分類し，風景構成法研究の変遷と動向を検討し
た。その結果，これまでの風景構成法研究は，精神
科医療や心理療法場面での治療的な側面からの検討
が多くなされてきた一方で，診断や鑑別といったア
セスメントの側面からの研究はあまり進められず，
実証的な調査が進められてこなかったことが明らか
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になった。また，佐々木（2005）は，研究対象と分
析方法の２つの視点から先行研究を整理し，特徴を
まとめた。彼は研究対象を，臨床事例である臨床研
究と被験者らが研究を第一目的に研究に参加してい
る非臨床研究の２つに，分析方法を，研究した事象
を数量化し統計的な手法を用いて行う量的研究と
データの数量化を前提としない質的研究の２つに分
類した。その結果，量的な研究のほとんどが非臨床
研究であること，質的な研究のほとんどが臨床研究
であることが明らかになった。
風景構成法は元来診断的，治療的価値の両方を兼
ね備えているものである。（中井，1970）実際に石
井（1999）や越智（2003）など，アセスメントの１
つの手法としての風景構成法の有効性を検討する量
的研究や佐々木（2005）など，風景構成法の質的研
究の具体的な研究法についての論考が行われつつあ
るが，量的研究の具体的な研究法について検討され
ている研究はまだ緒についたばかりである。そこで
本研究では，まず，これまで行われてきた風景構成
法研究のうち量的研究をとりあげ，①調査目的，②
調査対象，③風景構成法の実施方法・工夫，④風景
構成法の量的分析基準，⑤統計的手法という５つの
視点を含め，概要を整理する。次に，これまでの量
的研究の具体的内容の傾向をまとめ，そこから心理
臨床の現場につながるような風景構成法の量的研究
について考察する。

２．方法
2014年10月27日にCiNii（http://ci.nii.ac.jp/）およ
び医中誌Web（http://search.jamas.or.jp/）を用い
て文献検索を行った。
まず，キーワードとして「風景構成法」が含まれ
ているものを検索したところ，CiNiiでは231編，医
中誌Webでは204編の文献が検索された。
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次に，抽出された文献の中から，さらに量的研究

断を持つ人々を対象にした研究（北島ら，2014；橋

を抽出した。抽出基準は佐々木（2005）の「研究し

本，1998；赤間，1994）の他，発達障害児を対象に

た事象を数量化し統計的な手法を用いて行う」とい

した研究（内田ら，2014）や，臨床群と健常群の

比較検討を行った研究（伊志嶺ら，1998；河西ら，
う量的研究の定義を参考とし，（1）研究した事象を
1995；櫃田ら，1995，1997；山上，1993；波多腰ら，
数量化している，（2）統計的手法を用いて分析して
1992；皆藤，1991；大場，1989）がある。表の該当
いる，（3）学会誌または研究紀要である，（4）風景
番号は1，2，28，29，31，32，35，37，38，39，42，
構成法が研究目的の中心となっている，以上４つの
44，49である。
基準を全て満たす論文を選択した。なお，症例報告，
②アナログ研究
会議録，解説，総説，大会発表抄録，雑誌記事や，
臨床群に準じた群を対象とした研究，すなわちア
風景構成法が補足資料として使われている場合は除
ナログ研究は，
松井（2011）によって行われており，
外した。以上の手続きにより，学会誌11編，研究紀
彼女は対人恐怖心性を測定し，高群と低群における
要40編，合計51編の論文が抽出された。
風景構成法の描画特徴の検討を行っている。表の該
続いて，①調査目的，②調査対象，③風景構成法
当番号は14である。
の実施方法・工夫，④風景構成法の量的分析基準，
③心理的特性
⑤統計的手法の５つの視点から，以下のように対象
心理的特性に注目した研究としては，学校不適応
論文を整理し，表にまとめた。
（多賀ら，2012）
，異文化適応（渡嘉敷，2001）
，自
１）調査目的
対象論文の調査目的を要約し，記載した。また， 己意識（神薗，2011）がある。表の10，25，13がこ
れに該当する。
風景構成法に関する結果の要約も合わせて記載し
④発達との関連
た。
青年期の心理的発達課題（鷲岳，2006），自我発
２）調査対象
達（越智，2005；多田，1996）などがテーマとして
対象人数，性別，条件，診断名，対象の抽出法な
どを記載した。明確な群分けがされている場合は， あげられていた。表の20，21，34がこれに該当する。
⑤他技法（投映法，質問紙法）と風景構成法の描画
群ごとにまとめた。
特徴との関連
３）風景構成法の実施方法・工夫
ロールシャッハテストやバウムテストの描画特
対象全員もしくはグループごとに風景構成法を実
徴，文章完成法テスト（SCT）での記述，箱庭，コ
施する集団法か，個人で実施する個別法のどちらで
ラージュ作品，特定の尺度得点といった，さまざま
実施されたか，明記してあるもののみ記載した。ま
な技法や尺度の結果と，風景構成法の描画特徴との
た，枠づけや素描，彩色など，風景構成法の実施段
関連を検討したものである。表の該当番号は1，15，
階に対する調査者独自の工夫がある場合，その要約
19，31，33，39，40，47，50，51である。
および手順も記載した。
風景構成法の描画特徴との関連を検討した技法，
４）風景構成法の量的分析基準
尺度として，
投映法は，
精研式文章完成法テスト（北
風景構成法について，数量化するための分析基準
島ら，
2014）
，
バウムテスト（岸川，
2011）
，
コラージュ
の内容や評価項目をまとめた。
技法（加藤，2008）
，ブロック技法（加藤，2008）
，
５）統計的手法
Bender－Gesutalt Test（橋本，1998）
，へび象徴技
研究内で使用されている統計的手法について，使
法（木南，1996）
，ハンドテスト（山上，1993）
，箱
用目的の要約と手法名を記載した。
庭（水谷ら，1993；弘田ら，1988）
，ロールシャッ
ハ テ ス ト（ 山 上，1993； 弘 田 ら，1990）
，P-Fス タ
３．結果
ディ（大石，
1988）があげられる。一方，
質問紙法は，
１）調査目的
自己評価式抑うつ性尺度（北島ら，2014）
，GHQ（加
調査目的は多岐にわたるが，次のように大別でき
納ら，2014）が使用されていた。
よう。なお，各研究の具体的内容については，表に
⑥風景構成法の施行手続きや道具，描き手－見守り
まとめた。
手の関係性
①臨床群の描画特徴
枠づけ，素描，彩色，描画後質問（Post Drawing
臨床群を対象とした研究としては，精神疾患の診
Interrogation：PDI）といった風景構成法の施行手

2

①風景構成法と、自己評価式抑うつ性尺度(SDS)得点との関

(2014)

SDS-Q の得点区分との関
連、さらに SCT の記述内

色彩の種類
・10 個のアイテム、地面、

を描いた者は有意に少なかった

に少なかった。また、2 次元でかつ不統合な風景画を描いた者が ASD 群に有意に多く、2 次元でかつ統合された風景画

・構成型において、ASD 群の青年期群と定型発達群とを比較したところ、構成型Ⅲでは ASD 群が有意に多く、Ⅳでは有意

・カテゴリカル回帰分析の結果、年齢が構成型に与える影響が有意に大きいことがうかがえた

の風景画を描いたものが有意に多かった

比較したところ、3 次元でかつ不統合において有意差が認められた。中でも、青年期群において不統合であるが 3 次元

・空間的構成について、ASD 群内の発達的側面より、小学生低学年群、小学生高学年群、中学生群、青年期群の出現率を

(同質性確保)

・臨床群と健常群の比較検討

Fisher の正確確立検定

ベンダー得点の関連の検討

名

は男性 35

男児 49 名
(同質性確保)

カテゴリカル回帰分析

LMT の構成型の差の検討

・臨床群の年齢ごとによる

・構成型と、VIQ、PIQ、FIQ、

型)の 7 段階で評価

・Ⅰ(羅列型)～Ⅶ(完全統合

χ2 検定

5 未満の者に対する補正

高石(1996) 構成の型

ン名と色の系統別に分類

・分析対象

集団法

健常群は

・分析対象は

・高校 1 年生、

個別法

臨床群は

大学生

・児童期、青

①ASD 群の風景構成法の構成型の分布の特徴を検討する

92 名

定型発達群

彩色に使用されたクレヨ

年期事例

(男 49、女 8)

助資料(アセスメント)としての風景構成法の可能性から、

(2014)

ASD 群 57 名

Yates の補正
・分析対象中、1 セルあたり

個のアイテムについて、

容の検討

χ2 検定
・風景構成法の分析内容と、

色拒否)の 6 段階で評価

断名、診断未確定を含む

空、雲、太陽、橋の計 19

SDS 得点の検討

自閉症スペクトラム(ASD)青年の認知特性の理解や鑑別の補

【結果】

Kruskal-Wallis 検定
・風景構成法の分析内容と、

混色も見られる)～C6(彩

内田ら

による IQ、ベンダー得点との関連について検討する

Freiss の Kappa 係数
・判定者による評価の一致率

・C1(余白が少なく、厚塗り、

中でも「石」に黒色使用ー無彩色、灰色使用―無彩色との間に有意差が認められた

②ASD 群の風景構成法の構成型の発達と、年齢、WISC・WAIS

統計的手法
(目的・手法名)

統合失調症、その他の診

中野ら(1994) 色彩の程度

型)の 7 段階で評価

・S1(羅列型)～S7(完全統合

高石(1996) 構成の型

(内容・項目)

風景構成法の量的分析基準

適応障害、双極性障害、

・単極性うつ病、不安障害、

・精神科外来の通院患者

個別法
・調査者が実施

臨床群 98 名
(男 43、女 55)

風景構成法の
実施方法・工夫

調査対象
(人数・性別・条件・その他)

・描画アイテムとおよび部位に使用された「色彩の種類」において、SDS-Q19 得点についてのみ有意差が見られ、

【結果】

との関連を検討する

②風景構成法と、精研式文章完成法テスト(SCT)の記述内容

連を検討する

自殺のリスク評価の視点から

北島ら

1

風景構成法に関する調査目的

著者

No
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ついて、風景構成法と多次元自我同一性尺度から検討

テムに描き方に関する計
38 項目

ェンダー、
X ジェンダ

(男 50 女 50)

大学生 10 名

は平面型に属する作品が有意に多かった

大学生 45 名

・因子Ｖ「不安感」において、実施時期の主効果が有意であり、施行前＞彩色前＝施行後という結果が認められた

比較

について、遠近表現に関

・YG 性格検査と JPTS の結果
わる因子の高群、低群の

が 20 項目を抽出

調査票をもとに、調査者

群ごとに実施する

し、調査者が枠づけ、調

2 要因分散分析
Bonferroni の多重比較

査協力者が枠づけ)で、

枠づけ条件(枠づけな

【結果】

調査者が決めた気分測定尺度
前、彩色前、施行後)と、 ・坂野ら(1994)による気分

・質問紙の実施時期(施行

な体験を明らかにする

(男 19 女 26)

②風景構成法の「枠づけ」「彩色」に対する描き手の主観的

与える影響を明らかにする

①風景構成法の「枠づけ」
「素描」
「彩色」が参加者の気分に

・構成型と他尺度（パーソナリティの開放性―閉鎖性を測定する経験質問紙尺度と創造的態度尺度）との関連が見られた

・構成型と物語段階の検討

Spearman の相関係数
・物語作成

尺度との検討

と、創造的態度尺度等の

・構成型を含めた分析内容

加えた計 29 項目

づけを行ってもらう

それらに調査者が項目を

調査者が決めた分析項目
・神薗(2011)から抜粋し、

・調査協力者に、隣人と枠

集団法

・構成型とパーソナリティの開放性―閉鎖性を測定する経験質問紙尺度の高群、低群において、高群では立体型、低群で

【結果】

どのように作品に表れるかを検討する

(2013)

の本数」「記号化された人物像」に有意傾向が認められた

構成・語りという観点より、風景構成法の描き手の創造性が

χ2 検定

群の比較

(2012)から抽出したアイ

ランスジ

高石(1996) 構成の型

について、対象群と比較

皆 藤 (1994) 、 渋 川 ら

ーを含む

・構成型を含めた分析内容

・高石(1996) 構成の型や、

χ2 検定

シャル、ト

・アイテムについて、
「川の線遠近法的効果」
「境界線のある田」
「花の場所」
「雲」に有意差が認められ、
「橋」
「煙突」
「木

も、どちらでもないと答えた者が有意に多かった

κ係数
・判定者による評価の一致率

バイセク

関する質問紙

西谷(2006)風景構成法に
調査者が決めた分析項目

集団法

比較群は

ン、ゲイ、 ・大学生

個別法

対象群は

こう」に何かがあると答えた者が有意に多く、比較群は「絵に対する自分の居場所」は描かれた絵の中でも、描き手で

久保薗

小川

比較群 36 名
(男 11 女 25)

第７巻

(2013)

対象群 28 名
・レズビア

・西谷(2006)の質問紙について、「山の向こう」「絵に対する自分の居場所」に有意差が認められた。対象群は、「山の向

・構成型について、両群間に有意差は認められなかった

【結果】

する

セクシャルマイノリティの心的世界に

西谷

(2014)
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9

8

7

6

客観的な解釈について、ロールシャッハテストの解釈包括シ

(2013)

大学生・大学院生 40 名

にどのような描写がなされるのかを調査し、枠づけ法がどの
(男 12 女 41)

心理学科学部生 53 名

の描画特性の学年差を検討する

(2013)

の風景構成法の数量的研
究や、三上(1995)の S-HTP
研究を参考に、アイテム
の描き方に注目した 30 項
目を抽出

無作為に分けて実施
・松下(2001)を参考に、教
示時に黒板で枠づけを描
いて提示

②描画特徴から自己変化の心理的意味および“断片的で不連

続な自己”(高石,2009)を示す大学生の特徴との関連につ

いて考察する

因子とも低く、相手との関係の中で自己を変化させる自覚が弱い両低型に群分けする

覚が強い自然変化型、両因子とも高く、相手に応じて意識的・無意識的に自己を変化させている自覚が強い両高型、両

化させている意図的変化型、自然・無意識のみが高く、相手との関係の中で意識されず自然に自己を変化させている自

・変化動機尺度の意図的変化と自然・無意識の組み合わせより、意図的変化のみが高く、相手に応じて意識的に自己を変

【結果】

差異とを検討する

(男 49 女 103)

・皆藤(1994)や弘田(1986)

①風景構成法のアイテムの描画特徴と、変化の動機の自覚の

・2～10 名のグループに

項目

人物、家、木、石の計 8

・川、護岸表現、山、道、

調査者が決めた分析項目

・事前に枠づけした紙を使用

理的意味を検討するために、

(2012)

・事前に枠づけした紙を使用

集団法

を実施する

外枠部分で風景構成法

をつなぎあわせ、再度、

実施後、A3 サイズの外枠

χ2 検定

の検討

変化動機尺度のタイプと

・風景構成法の分析内容と、

χ2 検定

法の分析内容の差の検討

・学年ごとによる風景構成

の検討

景構成法の分析内容の差

・A4 サイズの画用紙に通常

調査者が決めた分析項目

大学生 152 名

Yates の補正
・1 回目(A4 サイズ)と 2 回
目(A3 サイズの外枠)の風

の分析項目

分ける
サイズの外枠を作成)

全体 お よび 各 アイ テ ム

イズに切り取り、2 つに

χ2 検定

クラメールの V 係数

φ相関(2×2 分割表の場合)

関連の検討

CS および GHQ 各尺度との

・風景構成法の分析内容と、

無相関検定

Spearman の相関係数・

(A4 サイズの画用紙と、A3

調査者が作成した、作品

・皆藤(1994)を参考とし、

調査者が決めた分析項目

LMT チェックリスト

石井ら(1999)による

・A3 画用紙の中央を A4 サ

・枠づけは実施しない

個別法

個別法

集団法

大学生の対人関係に応じた意識的・無意識的な自己変化の心

渋川ら

(男 0、女 20)

バスケットボール選手 20 人

A 県高校女子トップチーム

・各アイテムの学年間の出現率に有意な関連は認められなかった

【結果】

高校女子トップチームバスケットボール選手の風景構成法

本間ら

17 項目、【近景群】9 項目に特に強い関連が認められた

テムに対する項目のほとんどで有意差が認められ、中でも【大景群】19 項目、【中景群】

・1 回目(A4 サイズ)と 2 回目(A3 サイズの外枠)において、作品全体に関する項目、各アイ

【結果】

ように機能しているのかを考察する

枠外の描画空間を拡張させた風景構成法の実施し、その場所

割田

(2013)

・LMT チェックリスト各指標と CS 変換および GHQ 各尺度との間に多くの相関関係が認められた。

【結果】

る

ステム(CS)と GHQ28 精神健康調査票の相関関係から検討す

LMT チェックリスト(石井ら,1999)を用いて、風景構成法の

加納ら

風景構成法の量的研究に関する展望
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の平均点の方が高得点であった

的に作成する
面で得られた描画の画
像データベースより抽
出

・人格障害、神経症、精神病
の診断を持つ描き手によ
る作品も含む

・著者が所属する大学院に
構築されている、臨床場

作品 164 枚
(男 55 女 107)

よって測定される心理特性との関連について検討する

(男 0 女 111)

女子大学生 111 名

について、遠近表現に関

参考とした、調査者が作
成した遠近表現、奥行き
表現に関する尺度 16 項目

示時に黒板で枠づけを
描いて提示

が示された

YG 性格検査の協調的でないことが有意であり、協調的でないこと尺度の中得点群に奥行きのある川の描画が多いこと

・奥行きのある川と YG 性格検査の得点高群、中群、低群、 JPT の外向・思考・直観、内向・感情・感覚の分類において、

を描いた群と描かなかった群との比較検討を行う

中央値を基準として、中央値以上を外向・思考・直観、中央値以下を内向・感情・感覚と分類し、奥行きのある川と道

・調査者が作成した 5 項目

川と道の奥行き表現の項目

調査者が決めた

・YG 性格検査と JPTS の結果

・岡田(1984),多田(1996)を

・松下(2001)を参考に、教

χ2 検定

結果についての検討

YG 性格検査と JPTS の

・川と道の奥行き表現と、

比較

わる因子の高群、低群で

多変量分散分析

評定を因子でまとめる

・SD 法による風景構成法の作品

調査者が決めた
SD 法のための形容詞対

集団法

因子分析

年齢との関連の検討

と、病態水準や構成型、

・事前に枠づけした紙を使用

・YG 性格検査の得点高群、中群、低群に分類し、JPT も外向―内向得点、思考―感情得点、直観―感覚得点の各得点群の

【結果】

風景構成法の遠近表現・奥行き表現と、YG 性格検査および JPTS に

植田

高石(1996) 構成型

分けの 8 指標

択、彩色のみでの表現、塗り

の塗り残し、不自然な色選

はみ出し、縁取り、アイテム

・重色、余白の彩色、枠からの

Fisher の正確確立検定
・彩色に関する分析項目

調査者が決めた

第７巻

(2011)

6 指標と、風景構成法の構成型および書き手の性別や年齢といった属性に関連が見られた

・彩色指標において、「重色」「余白の彩色」「枠からのはみ出し」「縁取り」「アイテムの塗り残し」「不自然な色選択」の

【結果】

風景構成法の彩色過程について検討するための指標を探索

(2012)

・遠近感・立体感、着色は有意傾向が見られ、陰影表現と全体評価は有意差が認められなかった

・自然な着色、性質・特徴の表現、不加物も 5％水準で有意差が認められ、いずれも適応群の平均点の方が高得点であった

彩色に関する分析項目

と不適応群で比較

・LMT チェックリストの内、多色、動き、非記号化、合計点、総合得点は 1％水準で有意差が認められ、いずれも適応群

る得点について、適応群

LMT チェックリスト

(男 52 女 30)

・調査者が作成した新入生大学適応感尺度の上位 25％を適応群(22 名)、下位 25％を不適応群(21 名)とする

t 検定
・LMT チェックリストによ

石井ら(1999)による

大学 1 年生 82 名

【結果】

風景構成法から、大学生の学校不適応について検討する

・両低型においては、「輪郭線の開放」「混色」が有意に少なかった

松井ら

(2012)

多賀ら
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・両高型においては、「田の中、その付近の人」「山道」が有意に多く、「太陽」が有意に少なかった

に少なかった

・自然変化型においては、「川の線遠近法的効果」「太陽」「柵」「輪郭線の開放」が有意に多く、「横断配置の川」が有意

が有意に少なかった

・意図的変化型においては、「横断配置の川」が有意に多く、「川の線遠近法的効果」「山道」「家付近、その中の人」「柵」
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松井

(2011)

集団法

行わない

(男 21 女 28)

大学生・大学院生 81 名

個別法

は「未分化」に対して有意に「動き」が多い

・「風景の中の自己像」について、対人恐怖的心性高群では、「動き」に対して有意に「未分化」「不在」が多く、低群で

関係的自己意識の高群と低群においても、同様の有意傾向が認められた

・「彩色度」の高中低について、対人恐怖的心性高群では彩色度が高い傾向が認められた。さらに対人恐怖的心性の中の、

己意識の高群と低群においては、高群低群共に混色が有意に有った

怖的心性の中の、対人状況における行動・態度の諸特徴の高群と低群においても同様の有意差が認められた。内省的自

・「混色」の有無について、対人恐怖的心性高群では有意に混色が有り、低群では有意に混色が無かった。さらに対人恐

関係的自己意識の高群と低群においても同様の有意差が認められた

方が有意に多い傾向が確認された。一方で、低群では、上方よりも正面＋上方有意に多い傾向が確認された。さらに、

・「視点場の位置」について、対人恐怖的心性の中の、対人状況における行動・態度の諸特徴の高群では、正面よりも上

認された。さらに対人恐怖的心性の中の、内省的自己意識の高群と低群においても同様の有意差が認められた

・「項目間の関係づけ」の多少について、対人恐怖的心性高群では関係づけが多く、低群では関係づけが少ない傾向が確

【結果】

対人恐怖的心性について、風景構成法を通して検討する

おいては有意差は認められなかった。オリジナル指標では、低群は絵が好きだと答えた割合が有意に高かった

・抑うつ比較群において、低群は「道の分岐」が有意に多かった。また、人物像・風景の中の自己像に関する分析指標に

景に配置する割合が高く、低群はストーリーP の出現率が有意に高かった

においては、低群が風景の中の自己位置を人物の傍に描くものが有意に多かった。オリジナル指標では、高群は家を遠

・絶望感比較群において、低群は「玄関」の描画が有意に多かった。また、人物像・風景の中の自己像に関する分析指標

えた割合が高く、低群は人物および家を遠景に配置する割合が有意に高かった

方で低群は人物の記号化が有意に多かった。オリジナル指標では、高群はストーリーＰの出現率、絵が好きであると答

像に関する分析指標においては、高群は人物の顔の描写、表情は笑顔、自己像の気分―楽しいが、有意に多かった。一

・自己肯定意識比較群において、高群は「玄関」「道の分岐」の描画が有意に多かった。また、人物像・風景の中の自己

【結果】

もらう
・時間の都合より、彩色は

換して枠づけを行って

・調査協力者に、隣人と交

質問紙による自己意識との関連を検討する

(男 31 女 50)

法が健常者にも有用であるという可能性を追求するため、青

(2011)

年期の健常者を対象に、風景構成法上の人物像・自己像と、

大学生・大学院生 81 名

風景構成法の描き手のメッセージを客観的理解や、風景構成

神薗

群に奥行きのある道の描画が多いことが示された

YG 性格検査の抑鬱性、客観的でないことが有意であり、抑鬱性尺度の中・高得点群と客観的でないこと尺度の低得点

・奥行きのある道と YG 性格検査の得点高群、中群、低群、 JPT の外向・思考・直観、内向・感情・感覚の分類において、

調査者が決めた分析項目

χ2 検定

・風景の中の自己像の指標

・構成、彩色分類指標

調査者が決めた分析項目

・検査者が気になった 19 項目

オリジナル分析指標

45 項目

低群での比較

対人恐怖的心性高群・

・LMT の分析内容について、

χ2 検定

高群・低群での比較

望感高群・低群、抑うつ

を参考に調査者が決めた

肯定意識高群・低群、絶

・鷲岳(1999)、皆藤(1994)

各尺度から抽出した自己

・LMT の分析内容について、

人物像に関する指標

調査者が決めた 17 項目

・鷲岳(1999)を参考に、

風景構成法の量的研究に関する展望
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いて比較検討する

れたイメージをいかに体験しているのかを調査する

(2010)

(男 10 女 10)

大学生 20 名

調査者が決めた分析項目
二項検定

検討

クロンバックのα係数

ついて、用紙サイズによ

調査者が決めた
描画後の印象を測定する
SD 法のための形容詞対

のことは調査協力者に
は伝えず実施する
・1 回目と 2 回目の間は

の変化ごとに 6 群に群分
けする

・構成型および印象評定については有意差は認められなかった

14 日開ける

分散分析
・質問紙による自己評価に

者が作成した分析項目

を変えて実施するが、そ

ズの用紙を使用し、サイズ

・構成型を含む

高石(1996)を参考に、調査

サイズと 2 回目のサイズ

・B4、A4、B5 の 3 つのサイ

る 6 群で比較

いての検討

徴、構成型出現度数につ

・3 つの用紙サイズと描画特

残差分析

調査者が決めた分析項目
・皆藤(1994)、川口(1995)、

集団法
・用紙について、1 回目の

χ2 検定

Tukey 法による多重比較

比較

力者の態度を表す 5 群で

について、PDI 時の調査協

・各因子における変化得点

多変量分散分析

・項目の内的妥当性の確認

(男 35 女 29)

5 項目を追加した 25 項目

る

作品評定を因子でまとめ

のにさらに調査者による

・SD 法による風景構成法の

SD 法のための形容詞対

因子分析(バリマックス回転)

・岡田(1984)が使用したも

調査者が決めた

・LMT の分析内容と性別との

χ2 検定

群との差の検討

ている」群と「異なる」

判別可能か

内容について、
「同じ」
「似

・同一人物が描いていると

・LMT とバウムテストの分析

（同じ、似ている、異なる）

・木の形態

大学生・大学院生 64 名

・アイテムについて、「山道」を描写するものが有意に少なかった

【結果】

LMT の用紙のサイズの違いによる描画特徴の差を検討する

・答えるときの態度・意識の働かせ方によってイメージの自律性の感じ方が異なることが明らかになった

に有意傾向が見られた。

「(モデルになった)風景を思い出し、感じるままに」と「風景の中の自己像」
傾向が見られ、
「感情性」因子においては、

いては、「イメージを味わいながら」と「風景の中の自己像」、「イメージを味わいながら」と「絵を分析して」に有意

を行ったところ、「直接性」因子、「感情性」因子において被験者の態度による主効果が見られた。「直接性」因子にお

・被験者の態度を独立変数、各因子における変化得点を従属変数として、それぞれの因子ごとに 1 要因 5 水準の分散分析

観的に説明して答えた群の 5 つの群に分けた

見てることもあった」など風景イメージに入り込む・客観的に見るの両方で答えた群、「絵を分析して」など描画を客

像」の問いで初めて風景イメージに入り込んで答えることにより変化を感じた群、「入り込むこともあったし、外から

になった)風景を思い出し、感じるままに」など絵のモデルとなる実在の風景を思い出して答えた群、
「風景の中の自己

・PDI を答えるときの態度について、「イメージを味わいながら」など、風景イメージに入り込んで答えた群、「(モデル

・SD 法より、「直接性」因子、「感情性」因子、「柔軟性」因子、「結合性」因子、「力量性」因子の 5 因子を抽出した

【結果】

描画後の会話(PDI)の前後で、描き手が風景構成法に表現さ

るという判断の可・不可、男女差、のいずれも有意差が認められなかった。

中野

(2010)

集団法
・事前に枠づけした紙を使用

第７巻

仲原ら

大学生
(男 27 女 78)

・風景構成法とバウムテストにおいて、同じ・似ている形態を描く人と異なる形態を描く人の比率、同一人物が描いてい

【結果】

風景構成法とバウムテストの「木」についての描画特性につ

岸川

(2011)
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激描画に対し、①1 つの絵として関与する、②風景構成法と

法で比較

抽出

の回帰」「創作意欲・満足感」に有意差が認められた。

やブロック技法の得点が風景構成法よりも有意に高かった

・「子ども時代への回帰」は、ブロック技法の得点が他技法よりも有意に高く、「創作意欲・満足感」は、コラージュ技法

し、30 項目を選定

が 60％未満の項目を削除

・41 項目での評定の一致率

のカテゴリを作成する

程を構成する要素の 5 つ

療的効果に関する体験過

多重比較

ゴリ得点について、各技

関する 41 項目を調査者が

・コラージュ技法および

・木村(1985)を参考に、治

程に関する尺度」のカテ

に、制作者の体験過程に

・風景構成法実施時 12 名
ブロック技法実施時 11 名

・
「芸術療法における体験過

調査者が決めた分析項目
・加藤(2005,2006b)を参考

実施

その後質問紙を

描画を模写し、

きながら、刺激

施手続きに基づ

・コラージュ技法、風景構成法、ブロック技法において、「芸術療法における体験過程に関する尺度」の「子ども時代へ

【結果】

較検討する

後、質問紙を実施
・模写段階：風景構成法の実

一元配置分散分析

色重視群で比較

・体験段階：風景構成法実施

いて、彩色重視群と非彩

・第一印象段階：質問紙実施

②SD 法による印象評定

調査者が設定した手続き

決定因が占める割合につ

・各段階での着目点および

χ2 検定

て、各段階での検討

・事前に枠づけした紙を使用

(男 4 女 8)

の制作者の体験過程に注目し、各技法の独自法と共通性を比

(2008)

を刺激描画として調査
ゴリで整理

場所、色、動きの 5 カテ

3 つの基準を満たす描画
に使用

近景群としてまとめる
・決定因は、大きさ、形、

られていないもの、以上

多重比較

による、大景群、中景群、 ・決定因採用の偏りについ

的に複雑な表現が用い

集団法

大学生 12 名

コラージュ技法、風景構成法、ブロック技法を用いて、作品

加藤

・模写段階：中景群への着目は第一印象段階に比べて減少し、地面への着目が現れた

・体験段階：形や大きさを理由にした着目と、近景群への着目が増加した

心に分類し、中井(1970)

コクランの Q 検定

と各段階についての検討

・大景群、中景群、近景群

て、各段階で比較

・着目のポイント数につい

・着目点は、アイテムを中

ついて自由記述する

ークをつけ、その理由に

れる 2 箇所にそれぞれマ

箇所、その他に目を引か

階で最も目を引かれる 1

分散分析
Ryan 法による多重比較

といえないもの、③技巧

いる、②単一の箇所が明

調査者が作成した質問紙
①刺激描画の中で、今の段

らかに強調されている

ムを中心に構成されて

描く側のどちらも行う

・①提示される 10 アイテ

成法を実施する

・風景構成法を評価する側、

認されている

知識、経験のないことが確

・第一印象段階：動きを理由にした着目と、人への着目が他の段階に比べて多かった

【結果】

模写する、以上３つの立場から検討する

・6 名(男 3 女 3)に風景構

個別法
刺激描画の抽出

大学生 33 名
(男 19 女 14)

いう手続きを経た描画として関与する、③実際に刺激描画を ・風景構成法に関する専門的

風景構成法の関与する側の多様性について、風景構成法の刺

浅田

(2008)
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構造を理解する一助となる可能性から、

(男 246 女 0)

花の傍らでも有意傾向が認められる

小学生 195 名

び構成要素の描き方と認知機能との関連を検討する

(2004)

の検討

分散分析

呆尺度得点についての検
討

点と平均値について、紙面半分以下に委縮した絵を描く人の記憶成分の平均値は、委縮を示さない人に比べて有意に低

は DunnettT3 の検定)

差の検定(Bonferroni また

Levene の検定

高石(1996) の構成型
空間の委縮（用紙の使用範囲）

脇,1985)の比較

・本調査と過去のデータ(宮

かった

・彩色は行わない

χ2 検定
・各学年と構成型について

・空間の委縮と長谷川式痴

・外来通院可能、在宅療養

70 代～90 代高齢者 98 名

集団法

・風景を構成する空間の利用形式において、1/4 以下、1/2 以下、2/3 以下の委縮と、委縮がない場合の認知成分別の得

【結果】

高齢者による風景構成法について、紙面空間の利用方法およ

水谷

・過去のデータとの比較において、1 年生と 3 年生の構成型分布に有意差が認められた

学校 1 校から対象を選出

はそれぞれさらに別の小

2 校、4 年生および 6 年生

学校、5 年生は別の小学校

・小学 1 年生～3 年生は同小

(男 99 女 94)

自我発達水準との検討

第７巻

・学年において、2 年生と 3 年生との間に有意差が認められた

【結果】

小学生の風景構成法について検討する

付加物としては、太陽に発達的な特徴が見られた

動物の種類に関しても、犬と猛獣と鳥類を描く者が有意に増加するが、動物への印象は減っていく傾向が認められた。

として、労働および対人状況の出現率は有意に増加する。また、
「自己像」の位置は中景である傾向も有意に見られる。

・自我発達水準が上昇するにつれ、山の傍に「人物像」が描かれることが有意に少なくなる。一方で、「人物像」の動き

高石(1996) の構成型

目

皆藤(1994)、多田(1996)

・衝動的水準、自己保護的水準、同調的水準以降という自我発達水準の違いにより、風景構成法の表現にも発達的と

思われる変化が見られ、
「人物像」の位置は、人の傍らと動物の傍らの出現率が同調的水準以降有意に高い。川の傍ら、

χ2 検定

・山中(1984)、弘田(1986)、 ・風景構成法の分析内容と、

調査者が決めた分析項目

から調査者が選定した項

・中高一貫校

集団法

【結果】

検討し、発達的傾向を考察する

(2005)

男子中高生 246 名

・EPSI 信頼性得点による群の比較では２項目、自律性得点では１項目、勤勉性得点では４項目に有意差が認められた

風景構成法の描画特徴と、思春期男子の自我発達との関連を

(2004)

・描画特徴について、心理

画特徴についての検討

階目録検査（EPSI）と描

低得点群で比較

た 21 項目を作成

究や、独自の項目を加え

の風景構成法の数量的研

χ2 検定
・エリクソン心理社会的段

EPSI 高得点群、中得点群、

行わない

・時間の都合より、彩色は

調査者が決めた分析項目
・皆藤(1994)や弘田(1986)

・EPSI 合計得点および各発達得点による３群を比較したところ、「実の有無」「川の蛇行の有無」に有意差が認められた

越智

廣瀬

(男 0 女 157)
各自でやってもらう

集団法
・枠づけは黒板に例示し、

女子短期大学生 147 名

【結果】

関連を検討する

風景構成法の描画特徴と青年期女子の心理的発達課題との

青年期におこりうる同一性拡散や不就労の問題、若者の性格

鷲岳

(2006)
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27

26

25

24

調査者が決めた分析項目

景構成法の異文化適応の指標としての可能性を検討する

(2001)
も含む

での彩色」「人：単数」「道沿いの石」「付加物：太陽」「中景の田の少なさ」の 8 項目があげられた

査によって示された性格特性および運動選手の競技種目(集

(2000)
・競技経験 3 年以上

運動選手 119 名

大学の運動系サークル所属

特性評価および全体につい

の内的準備性の目安として、LMT の数量化を試みる

CL Ver.1(112 項目)

て評価するために作成した

各アイテムについての描画

精神科リハビリテーションにおける、精神障害者の社会復帰

(1999)

中島(1990)の描画特性項目

石井

健常者の作品 7 例

集団法
・クラブごとに実施

・モーズレイ性格検査の NR 得点の高群、低群において、「時間」など５項目に有意差が認められた

・競技種目において、描かれた人物の数に有意差が認められた

【結果】

団種目と個人種目)との関連を検討する

運動選手が描く風景構成法の描画特性と、モーズレイ性格検

大井ら

木」「野生の哺乳動物」「山中の石」「月」の 7 項目があげられた

・県外出身者不適応群の描画特徴として、「川・山・田・道を全彩色で描く人の少なさ」「回旋路」「家：混色」「一線幹の

・県外出身者適応群の描画特徴として、「川：混色」「路傍の木」「山麓の石」「雲」の 4 項目があげられた

評価者一致率を求める

との検討

性格特性および競技種目

・風景構成法の分析内容と、

χ2 検定

県外出身群での比較

ついて、県内出身群と

・風景構成法の分析内容に

さらに独自の項目を

・県内、県外出身者、どちら

加えた項目

χ2 検定
イェーツの修正

調査者が決めた分析項目

標について検討

群、花、動物に関する指

・人に関する指標と、中景

・皆藤(1994)を参考にし、

集団法

φ係数
クラメールの連関係数

(男 23 女 53)

沖縄県内の大学生 76 名

・県内出身者の描画特徴として「川・山・田・道・家・木を全彩色で描く人の多さ」「山：左配置」「木：根がある、混色

【結果】

県外出身・県内出身の沖縄の大学生による風景構成法を検討し、風

差が認められた。いずれも中程度もしくは弱い連関が見られた

・大景群、中景群と人物像に関する指標では、人の数と家の数、人の数と木の数、人の顔の有無と動物の顔の有無に有意

顔の有無、人の形態(身体ありもしくは記号表現)と行動について関連が見られた

・人物像に関する指標では、人の数と形態(身体ありもしくは記号表現)、人の数と顔の有無、人の数と行動、人の形態と

【結果】

(男 12 女 152)

χ2 検定

で比較
集団法

・紙面 1/10 以下の田を描く人は、視空間認知成分とワーキングメモリー成分が有意に低下した
看護学生 164 名

を描く群と、示さない群

・人の上半身のみ描く場合は、記憶成分とワーキングメモリーが有意に低下した

風景構成法における人物像の特徴について検討する

ついて、特徴を示す描画

・文字化する場合は、どの認知成分についても有意な低下はみられなかった

渡嘉敷

(2003)

三浦

t 検定
・認知成分得点の平均値に

分得点について、文字化、塊化した人はそうでない人よりも、記憶成分、視空間認知成分、ワーキングメモリー成分の

平均点が有意に低かった

Levene の検定

・記号化、文字化(アイテムの文字を書く)、塊化(無定形の塊を描く)といった描画を描く人と、そうでない人との認知成
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(男 28 女 22)

ついて、描画内容、アイテム選択・提示順序、構成の可否に

(1997)

(男 0 女 23)

test：RNG）、Bender-Gesutalt Test、風景構成法を実施し、

・年齢について、H 型と P 型とに有意差が認められた

・Bender-Gesutalt Test の失点について、A 型、P 型、H 型に有意差が認められた

【結果】

これらの検査結果とうつ病特性について検討する

臨床群 うつ病女性患者 23 名

うつ病患者を対象に、乱数生成法（ramdam number generation

橋本

(1998)

・付加物について、F 型よりも N 型の方が、有意に多く描かれていた

【結果】

ついて比較検討する

大学生、大学院生 50 名

皆藤(1990)の N 型(通常の LMT)と F 型(アイテム自由選択)に

・「配置」「大きさ」など４項目に有意差が認められた

渡部ら

学生

・女子看護

病者

・精神分裂

健常群 50 名
(男 0 女 50)

(男 33 女 17)

病理群 50 名

目性、メッセージ性等を
含む

を 2 回に分
けて実施

個別法

を実施する

・A 型、P 型、H 型

中井(1984)の構成型

および時間について、

の比較

景構成法の構成型の群で

・各検査得点について、風

t 検定

N 型と F 型での比較

・風景構成法の分析内容

描画時間

χ2 検定

での比較

ついて、健常群と病理群

・風景構成法の分析内容に

χ2 検定

での比較

ついて、健常群と病理群

・風景構成法の分析内容に

χ2 検定

描画後質問

調査者が決めた描画表現項目

・大きさ、定位、彩色、誘

作成する

・「石」に関する 13 項目を

調査者が決めた分析項目

作成する

・「山」に関する 20 項目を

調査者が決めた分析項目

色、質問紙

・素描と彩

集団法

健常群は

けて実施

を 2 回に分

色、質問紙

・素描と彩

集団法

健常群は

・N 型を実施した後、F 型

個別法

病理群は

個別法

病理群は

点数の変化を追跡する

第７巻

31

を比較検討する

(1998)

【結果】

青年期女子と精神分裂病者による風景構成法の「石」の特徴

河西ら

・「山の数」「物理的位置と意味的位置」など７項目に有意差が認められた

【結果】

・女子看護
学生

(男 0 女 50)

(男 33 女 17)
・精神分裂

を比較検討する

(1998)
病者

健常群 50 名

病理群 50 名

青年期女子と精神分裂病者による風景構成法の「山」の特徴

伊志嶺ら

CL Ver.3

(71 項目)

U 検定
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29

28

患者群の 2 名による LMT

項目を削除した CL Ver.3

有意差が認められなかった

Ver.2(107 項目)

なかった項目を削除した CL

(無作為抽出)
健常者群(N 群)15 例

評価者間の一致率が得られ

患者群(P 群)15 例
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34

33

32

(1996)

多田

(1996)

木南

を比較検討する

(1997)

病者

・精神分裂

17)

(男 33 女

病理群 50 名

女子看護専門学校生 50 名

調査者が決めた分析項目

した項目

・人の動作について、男子においては、同調段階で少ない傾向が見られた

・構成段階について、自我発達段階が上がるにつれ、構成段階も有意に上がることが確かめられた

・重なり表現について、山の重なりを除き検討すると、自我発達段階が上がるにつれ、重なり表現が有意に増えた

・道、田について、自我発達段階との有意差が見られ、川については有意傾向が見られた

・付加物について、乗り物に有意差が認められた

なった。昆虫や小動物については同調前の男子に多い傾向が見られた

・動物について、自我発達段階が上がるにつれ、犬は全体と女子で犬く者が有意に少なくなり、魚は全体と男子で少なく

宮脇(1985) の構成段階

理系大学夜間学生(男 70 女 4)
計 516 名

皆藤(1988)などを参考と

私立大学生(男 10 女 29)

(1988)、宮脇(1985)、中

・弘田(1986)、弘田ら

調査者が決めた分析項目

井(1971)、中川(1990)、

と交換する

・枠づけした用紙を隣の人

集団法

看護学生(男 0 女 53)

高校 3 年生(男 44 女 59)

中学 2 年生(男 53 女 63)

小学 5、6 年生(男 73 女 59)

・人数について、男子よりも女子の方が描く割合が有意に多かった

【結果】

自我の発達という視点から、風景構成法の描画特徴を検討する

・形式分析について、「性別」「顔の造作」など 19 項目に優位な連関が認められた

５％水準で有意差が認められた

SD 法のための形容詞対

調査者が決めた

を参考とした 42 項目

・皆藤(1994)、船越(1989)

・描画後の印象について「大切なーどうでもよい」「自分そのものの感じがするー自分とはあてはまらない」の２項目に

・枠づけ、彩色は行わない

・クラス単位で実施

集団法

けて実施病

調査者が決めた分析項目

する

を 2 回に分

全体の評定 1 項目を作成

色、質問紙

「家」に関する 18 項目、

・素描と彩

集団法

健常群は

描画後の印象を測定する

(男 0 女 101)

女子大学生・大学院生 51 名

理群は
個別法

【結果】

へび象徴技法と風景構成法との比較検討する

学生

・女子看護

(男 0 女 50)

健常群 50 名

・「窓やドアの描かれ方」「付属物の描き方」など 10 項目に有意差が認められた

【結果】

青年期女子と精神分裂病者による風景構成法の「家」の特徴

櫃田ら

χ2 検定

の比較

ついて、自我発達段階で

・風景構成法の分析内容に

χ2 検定

法との比較

へび象徴技法と風景構成

・描画後の印象について、

2 群間の母平均の差の検定

ついての検討

・風景構成法の分析内容に

χ2 検定

クラメールの連関係数

での比較

ついて、健常群と病理群

・風景構成法の分析内容に
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36

35
健常群 30 名
個別法

病理群は

紙を 2 回

色、質問

・素描と彩

集団法

健常群は

男子―対照群男子、毒劇
非行女子―対照群女子で

締法違反

・「枠と接しない素描線」は、男性は臨床群の方が有意に多いが、女性は臨床群の方が有意に多い傾向がある

・「力動的素描線」は、非行群―対照群、単車窃盗非行男子―対照群男子において、対照群の方が有意に多い

・「濃い彩色」は、毒劇非行男子―対照群男子を除くすべての群比較において、臨床群が有意に多い

・「無彩色の道」は非行群男子―対照群男子、単車窃盗非行男子―対照群男子において、対照群の方が有意に多い

・「紙面 2 分の 1 以下の彩色」は、すべての群比較において、対照群が有意に多い。

・「橋」は毒劇非行女子―対照群女子において、対照群の方が有意に多い傾向がある

・「舗装道路」は、非行群―対照群、単車窃盗非行男子―対照群男子において、非行群の方が有意に多い傾向がある

・「途切れる道」は、非行群男子―対照群男子、単車窃盗非行男子―対照群男子において、非行群の方が有意に多い

第７巻

意に多い

・「独立峰」は、非行群―対照群、非行群男子―対照群男子、単車窃盗非行男子―対照群男子において、非行群の方が有

・「右上から左下の川の配置」は、毒劇非行男子―対照群男子を除くすべての群比較において、対照群が有意に多い

の比較

―対照群男子、毒劇非行

及び劇物取

新潟大学教育学部研究紀要

・「風景構成を乱さない程度の面積の田」は、単車窃盗非行群男子よりも、対照群男子が有意に多かった

・「風景の完成」は、非行群よりも対照群が有意に多かった

・「中空の田」は、対照群よりも非行群が優位に多かった

・「羅列」は非行群が有意に多い傾向があった

【結果】

女子、単車窃盗非行男子

・女は、毒物

非行群男子―対照群男

ついて、非行群―対照群、

・風景構成法の分析内容に

χ2 検定

での比較

ついて、健常群と病理群

子、非行群女子―対照群

調査者が決めた分析項目

χ2 検定
・風景構成法の分析内容に

法違反

したデータ

調査者が決めた分析項目
・17 項目を作成する

び劇物取締

盗と毒物及

・男は、単車 ・皆藤が実施

較検討する

(男 57 女 48)

(男 77 女 28)

るために、非行少年群と一般少年群との風景構成法作品を比

(1995)

非行群 105 例

少年事件調査実務において、風景構成法をより有効に活用す

岩本ら

実施
対照群 105 例

学生

・女子看護

(男 0 女 30)

に分けて

病者

・精神分裂

14)

(男 16 女

病理群 30 名

・「人の形態」「表情の有無」など５項目に有意差が認められた

徴を比較検討する

(1995)

【結果】

青年期女子と精神分裂病者による風景構成法の「人物」の特

河西ら
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40

39

38

37

を比較検討する

(1995)
学生

・女子看護

病者

・精神分裂

健常群 30 名
(男 0 女 30)

(男 16 女 14)

病理群 30 名

臨床群 摂食障害の 51 症例

・Person figure

討する

(1993)

参加している母親 17 名

児童相談所での親子教室に

において関連がみられた

・箱庭作品の内容項目と風景構成法のアイテムについて、「砂の使用（掘る）」「針葉樹」「柵、囲い」「カーブのある川」

・SD 法より、Ⅰ～Ⅳの 4 つの因子を抽出する（各因子の名前はなし）

【結果】

箱庭作品と風景構成法の描画の特徴および関連について検

水谷ら

調査者が決めた分析項目

・28 項目を作成

SD 法のための形容詞対

調査者が決めた

の特徴の基準

体の構成度、各アイテム

通院中

域、形態水準を参考とし

・ロールシャッハテスト領
た、調査者が作成した全

男女

病者

調査者が決めた分析項目

・病院入院、

・一般成人

・精神分裂

統制群 40 名

・ハンドテストにおいて「構成されているー逸脱なし」群と「構成されているー逸脱あり」群に有意差が認められた

【結果】

シャッハテスト、ハンドテストの有効性と限界を考察する

(1993)

臨床群 40 名

by patient herself

精神分裂病者に対する投影法について、風景構成法、ロール

山上

person figure

・Self-projection on drawn

・Bridge

・Position of river

調査者が決めた分析項目

を作成する

「人物」に関する 19 項目

36 例

個別法

調査者が決めた分析項目
・「花」に関する 11 項目、

(An・N)と Bulimia(Buli)

・Anorexia Nervosa の 15 例

実施

に分けて

紙を 2 回

色、質問

・素描と彩

集団法

健常群は

・「Position of river」の Not across、「Bridge」のーなど４項目に有意差が認められた

トとして、風景構成法の有効性を検討する

(1994)

個別法

病理群は

【結果】

摂食障害の患者の原型病態の予見診断のためのアセスメン

赤間

・調和度、共感度において、健常群は「普通以上」が有意に高い

・風景とのつながりにおいて、臨床群は切り花、記号化等の不自然なものが有意に多い

・現実性・自然性において、臨床群は不自然な（空想上の）花を描くものが有意に多い

【結果】

青年期女子と精神分裂病者による風景構成法の「花」の特徴

櫃田ら

χ2 検定

相関係数
t 検定
・SD 法による風景構成法の
作品評定の検討
・SD 法による風景構成法の
作品評定について、箱庭
と風景構成法での比較
四分点相関係数
χ2 検定
イェーツの修正
・風景構成法の分析内容に
ついて、箱庭と風景構成
法での比較

各投影法での比較

逸脱を基にした６群での

度および「アイテム」の

・風景構成法の全体の構成

χ2 検定

での比較

ついて、健常群と病理群

・風景構成法の分析内容に

風景構成法の量的研究に関する展望

261

成法の描画特徴との関連を検討する

(1992)
母親 23 名

わせている

子どもを通

幼児教室に

女子大生

集団法
・事前に枠づけした紙を使用

健常青少年を比較検討する

(1992)
群
(男 27
女 17)

女 16)
・鑑別
所入所

分裂病

少年群

慢性

(男 164

非行

女 27)

(男 7

群

青少年

健常
個別法

慢性分裂病群は

非行少年群と

団法

群は集

青少年

健常

(1991)

皆藤

健常者と病者の風景構成法の描画表現の差について検討する

を与えていることが分かった

・専門学校
および
大学生

(男 79 女 73)
・精神分病、
非定型精神
病、躁うつ

ん、心身症

圏、てんか

害、神経症

病、人格障

健常群 159
(男12 女147)

病理群 152 名

個別法

病理群は

集団法

健常群は

ー粗野な」において有意差が認められ、育児女性の方がより「気持ち悪く、硬く、汚く、悪く、激しい、粗野な」印象

χ2 検定

養育態度との検討

・風景構成法の分析内容と、

生での比較検討

ついて、母親群と女子大

調査者が決めた分析項目

χ2 検定
ついて、病理群と健常群
での比較

指標

・風景構成法の分析内容に
・各アイテムについて 17

・作品全体について 16 指標

と風景構成法での比較

作品評定について、箱庭

・SD 法による風景構成法の

t 検定

ついて、3 群での比較

第７巻

・SD 法の「気持ち良いー気持ち悪い」「硬いー柔らかい」「きれいなー汚い」「よいー悪い」「激しいー穏やかな」「繊細な

【結果】

調査者がまとめた分析項目

ている母親
17 名

・28 項目を作成

室に参加し

比較検討する

調査者が決めた
SD 法のための形容詞対

での親子教

る、初回時の箱庭と風景構成法について、主に女子大学生と

集団法

相互関係についての項目

(1992)

女子大生

χ2 検定
・風景構成法の分析内容に

・各アイテムの特性、位置、 ・風景構成法の分析内容に

調査者が決めた分析項目

に設定した分析項目 65 項目

幼児や児童をもつ育児期女性を対象とし、同一被験者におけ

児童相談所

調査者が決めた分析項目
・弘田ら(1986,1988)を参考

中村ら

ても多くの項目で有意差が認められた

・3 群間において、10 の「アイテム」と付加物のすべてのアイテムで有意差が認められ、それぞれの各カテゴリーにおい

【結果】

貼り絵による風景構成法について、非行少年、慢性分裂病者、

波多腰ら

・養育態度分類による母親の型においても、風景構成法の特徴で有意差が認められた

など４項目であった

・母親全体の描画特徴について、女子大生との比較によって有意差が認められた項目は、「直線の川」、「家が一戸のみ」

【結果】

幼児教室に子どもを通わせている母親の養育態度と、風景構

米澤ら
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48

47

46

45

証的に検証する

(1990)

女子高校生 49 名

テストの類似点と相違点を明らかにする

(1990)

女子大学生 37 名

・事前に枠づけした紙を使用

集団法

それぞれ実施する

精神科リハビリテーションにおける、精神障害者の社会復帰

の内的準備性の目安として、LMT の数量化を試みる

石井

(1999)

健常者群 15
例

患者群 15 例
・無作為抽出

健常者の作品 7 例

ない」、「正面向きの顔―画面全体の構成拡散」など、10 項目であった

調査者が決めた分析項目

た CL Ver.2(107 項目)

れなかった項目を削除し

・評価者間の一致率が得ら

成したCL Ver.1(112項目)

ついて評価するために作

画特性評価および全体に

・各アイテムについての描

調査者が設定した 72 項目

U 検定

評価者一致率

での比較

とロールシャッハテスト

ついて、初回風景構成法

・弘田ら(1988)を参考とし、 ・風景構成法の分析内容に

χ2 検定

N 型と F 型での比較

および時間について、

・風景構成法の分析内容

Wilcoxon の
符号付順位和検定法

Spearman の順位相関係数

ム自由選択施行(F 型)を

集団法

者群での比較

ついて、初心者群と経験

・風景構成法の分析内容に

t 検定

χ2 検定

・通常施行(N 型)とアイテ

・風景構成法とロールシャッハテストとの間に統計的に有意な対応関係がみられたものは、「カード回転―視点が一致し

【結果】

同一被験者における、初回時の風景構成法とロールシャッハ

弘田ら

・「F 型におけるアイテムの描画順序」「構成得点」など５項目において有意差が認められた

【結果】

川を最初に描くことが作品の構成に及ぼす影響について実

皆藤

・両群では判定の一致する項目が異なることが認められた

・両群間では判定する項目に違いがあり、経験者群は「川」、初心者群は「家」を判定することが多い

・経験者群は初心者群に比べ、誘目性に関して一致する判定を行っており、中でも下位項目への判定が多かった

ない人

して間も

法に従事

調査者が決めた分析項目

評価方法

学生また

【結果】

性」に関する基準および

練中の大
は心理療

・調査者が作成した「誘目

・心理療法訓

調査者が決めた分析項目

討する

個別法

(1991)

経験者群 17 名

初心者群 17 名

風景構成法の独自性である「誘目性」という特性について検

皆藤

・各アイテムの配置、形態、内容、彩色、川と田の面積、付加項目についても、多くの指標で有意差が認められた

・作品全体において、すべての指標に何らかの有意差が認められた

【結果】

風景構成法の量的研究に関する展望

263

133 例

65 例

個別法

調査者が決めた分析項目

違点を明らかにする

(1988)

法の方が「高く、珍しく、異常な」印象を与えていた

容詞対

考に選択した 28 項目の形

作品評定を検討する

平均値の差の検定
・SD 法による風景構成法の

・高柳、一谷らの研究を参

評定結果の相関係数

調査者が決めた
SD 法のための形容詞対

集団法
・事前に枠づけした紙を使用

・「高いー低い」「異常なー正常な」「ありふれたー珍しい」の 3 尺度において有意差が見られ、箱庭作品よりも風景構成

女子大学生 20 名

第７巻

【結果】

同一被験者における、初回時の LMT と箱庭作品の類似点と相

川の大きさ、川の強さ、人に有意傾向が見られた

・P-F スタディの要求固執型大グループと小グループにおいて、山に向かっている道、家、木、石に有意差が、

る道に有意傾向が見られた

・P-F スタディの自我防衛型大グループと小グループにおいて、川の強さに有意差が、山の大きさおよび山に向かってい

・P-F スタディの障害優位大グループと小グループにおいて、山の大きさと家に有意傾向が見られた

ィの 3 つの反応型で比較

・風景構成法のアイテム出

χ2 検定

有意差を確認する

・出現頻度を人数比で求め、

現率について、P-F スタデ

・アイテム 10 項目

考とした 71 項目

の HTP テストの分析項目を参

・三上(1979,1981)、高橋(1974)

・P-F スタディの外罰傾向と内罰傾向において、「山の大きさ」に有意差が認められた

(男 6 女 106)

看護学生 112 名

・事前枠づけ法

集団法

その他の群は

点数の変化の追跡

【結果】

風景構成法 P-F スタディの反応型との関連を検討する

分裂
病群は

・慢性精神分裂病者と正常対照群（日本・青年）との比較より、31 項目に有意差が認められた

弘田ら

(1988)

大石

65 名

133 名

64 名
161 例

【結果】

児童

・青年

分裂病

ール

児童

LMT の特徴を比較検討する

ネパ

日本

慢性
精神

ネパールの児童、日本の児童、青年、慢性分裂病者による

大場

(1989)

CLVer.3(71 項目)
・CL Ver.3
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50
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(男 1 女 1)

患者群の 2 名による作品

た項目を削除した

・有意差が認められなかっ
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続きや体験過程，使用する道具，描き手―見守り手

265

例えば，
事前に使用する用紙に枠づけをしておく
「事

の関係性や関与について検討したものである。表の

前枠づけ法」を使用している研究が多く見られた。

5，7，11，16，17，18，30，45がこれに該当する。

（本間ら，2013；渋川ら，2013；植田，2011；岸川，

施行手続きや体験過程について，小川（2013）は，

2011；加藤，2008；大場，1989；米澤ら，1992；弘

「枠づけ」「素描」「彩色」に注目し，これらの手続
田ら，
1988，
1990）また，
渋川ら（2012）や植田（2011）
きの中での描き手の主観的体験や，手続きによって
は，
松下（2001）の「被験者の目の前で黒板にフリー
描き手の気分に与える影響について検討している。 ハンドで枠をつけ，用紙の枠線が施行者によって今
また，渡部ら（1997），皆藤（1991）は，風景構成
つけられた，というイメージをもってもらう方法」
法の施行手続きについて，「アイテム」を描き手に
を参考にし，風景構成法の集団法での実施を，本来
順次伝える通常の実施法と，描き手に描く「アイテ
の個別法での実施に近づけるための工夫を実施して
ム」を提示し，好きな順番で描いてもらう実施法の
いた。
比較検討を行っている。その他，枠づけ法の機能（割
さらに，現実的制約や調査者の意図より，木南
田，2013），彩色過程（松井ら，2012），PDI（中野， （1996）のように，枠づけと彩色を行わない場合や，
2010）に注目する研究も認められた。一方で，使用
神薗（2011）や鷲岳（2006）のように，彩色を行わ
する道具についての研究は少なく，仲原ら（2010）
ない場合，伊志嶺ら（1998）や櫃田（1997）
，河西
の用紙のサイズに注目した研究のみであった。
ら（1995，1998）のように，素描と彩色，質問紙の
描き手―見守り手の関係性や関与については，浅
記入を２回に分けて実施している場合を検討してい
田（2008）が風景構成法作品に対する関わり方の多
るものもあった。
様性について検討している。また，皆藤（1991）も
なお，枠づけや施行手続きの変更といったこれら
「誘目性」，すなわちという風景構成法作品に対する
の実施方法における工夫は，研究目的とはなってい
独自の関わり方を提唱し，検討している。
ない。そのため，実証的には検討されておらず，あ
２）調査対象
くまで調査者の手続き上の工夫として記載されてい
臨床群を対象とした研究もしくは対象の一部に含
た。
まれる研究は15編，健常群を対象とした研究は35編
４）風景構成法の量的分析基準
あり，臨床群を対象とした研究は少なかった。ま
統一した基準はなく，調査目的や統計的手法にあ
た，健常群の中でも学生を対象とした研究は26編見
わせて，先行研究による「アイテム」の描画特徴
られ，最も多く調査対象とされていた。
分析基準や，SD法のための形容詞対，中井（1984）
３）風景構成法の実施方法
や高石（1996）の構成型を参考にして必要な項目を
風景構成法の実施方法が明記されている研究に限
抽出したり，オリジナルの項目を加えたりしながら
るが，集団法で実施されている調査は19編，個人法
調査者が作成している場合がほとんどであった。な
で実施されている調査は9編あり，多くは集団法に
お，ここでいう構成型とは，風景構成法の作品が2
よって実施されていることが明らかになった。その
次元もしくは3次元で構成・統合ができているかを
他，大場（1989）や皆藤（1991）など，健常群と病
基準とした分析基準の1つである。中井（1984）に
理群の比較検討を行う研究では，健常群は集団法， よるH型とP型，高石（1996）のⅠ～Ⅶの構成型な
病理群は個別法といった，群ごとに実施法を変えて
どが考案されているが判断基準は必ずしも定まった
いる場合も見られた。また，風景構成法の実施方法
ものとはいえない。また，石井ら（1999）によって
そのものに注目している研究もあり，皆藤（1990）
作成された，描画特徴を数量的に分析するため風景
や渡部ら（1997）は，通常の風景構成法の施行と描
構成法作品の特徴を得点化したLMTチェックリス
き手に紙で「アイテム」を提示し，自由に選んで描
トを使用する研究も見受けられた。
いてもらう施行の比較検討を行っている。表の該当
番号は，30，45である。
４．考察
枠づけについて，久保薗（2013）や山崖（2006）
のように，調査協力者に隣人同士もしくは2人組で
これまで行われてきた風景構成法の数量的研究に
枠づけをしあったり，多田（1996）のように，自分
ついて，学生などの健常群に対して，風景構成法を
で枠づけした紙を隣の人と交換するという実施の
集団法で実施していること，
作品の分析については，
他，調査者による独自の実施の工夫も認められた。
調査者が先行研究を参考にした「アイテム」や構成
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型といった基準で描画特徴を統計的手法を用いて検

た評価と，ロールシャッハテストの解釈包括シス

討したものが多いことが明らかになった。

テム（CS）による評価，GHQ28精神健康調査票各

しかし，本来の心理臨床の現場では風景構成法の

尺度との間に多くの相関が認められ，中でもLMT

実施対象は，当然ながら臨床群に当たる人々であり，
個別の面接の中で，しばしば複数回実施される。こ
のような風景構成法の量的研究と心理臨床実践との
乖離は，風景構成法を含めた心理臨床学の研究にお
ける１つの大きな問題となっている。健常者を対象
とした調査から得られた知見はそのまま現場には活
かすことが難しく，ともすれば，風景構成法の本来
の目的とかけ離れた，「研究のための研究」という
批判を免れないものにもなりうる。
それでは，心理臨床の実践に生かせる風景構成法
の量的研究として，どのようなものが考えられるで
あろうか。
１）アセスメントツールとしての風景構成法
まず，風景構成法を描画テストの１つとして扱い，
アセスメントツールとして，より新たな知見や可能
性を提供する研究が想定される。
本研究における，①臨床群の描画特徴，②アナロ
グ研究，③心理的特性，④発達との関連，⑤他技法
（投影法，質問紙法）と風景構成法の描画特徴との
関連に該当する研究が，この研究に当たるであろう。
例えば，石井（1999）は，精神障害者の社会復帰
の内的準備性の１つの指標として風景構成法を用い
ることを考え，風景構成法の描画特性および全体に
ついての評価項目を抽出したチェックリストを作成
し，それを基に得点を算出するという数量化を試み
ている。彼は，まず，各アイテムについての描画特
性および全体について評価するために作成したCL
Ver.1（112項目）に基づいて，健常者の作品７例を
４名に評価してもらい，評価者間一致率を確認した。
次に，評価者間一致率75％以上の項目だけを抽出し，
新たにCL Ver.2（107項目）を作成し，それを基に，

チェックリストとGHQの精神的健康度の低下によ
るうつ状態に対して，感度が高いことが示された。
このような研究の場合，客観性のある明確な指標
の設定や，これを測定する手続きの設定と，これに
基づいた調査の実施などが求められることになるだ
ろう。
２）風景構成法固有の特徴に関する研究
次に，風景構成法固有の特徴について検討する研
究が考えられる。佐々木（2013）は風景構成法の特
徴について，「絵が徐々に完成していくというプロ
セス性，描き手と見守り手のやりとりが多数回行わ
れるという相互作用性，個々のアイテムをそれぞれ
描くこととそれらを統合した風景を描くことの二つ
の課題を与えられる二重課題性－（中略）－絵を描
く過程に入る前と描き終った後の言葉によるやりと
り」と述べている。そして，このプロセスを検討す
るためのアプローチとして，次のようなことを行っ
ている。
まず，プロセス性に対しては，プロセスそのもの
を研究対象とするために，あえて風景構成法の一連
の流れをそのまま映像に撮って，数量化・言語化せ
ずに分析した。彼によると，これまでの風景構成法
研究で行われてきた，描画特徴の数量化は複雑な状
況を単純な数値に還元するということになり，イン
タビューデータなどの言語化は言語化可能な部分だ
け焦点が当たっているという問題があった。この問
題に対し，彼は長岡ら（2013）と風景構成法の実施
時に起こる行動に注目した検討を行っている。
次に，相互作用性について，風景構成法に表出さ
れる描き手―見守り手の関係性や関与について扱っ
た研究として，長岡ら（2013）のものをあげること

無作為抽出された患者群15例と健常者群15例を評価
し，比較検討を行った。そのうち，両群に有意差が
認められた項目を抽出し，最終的にCL Ver.3（71項
目）をLMTチェックリストとして採択した。その後，
臨床群２名の事例をあげ，患者の風景構成法のCL
Ver.3得点の変化を追跡し，その有用性について検
討している。
また，加納ら（2013）は，石井が作成したLMT
チェックリストを用いた評価と，ロールシャッハテ
ストの解釈包括システム（CS）による評価，また
GHQ28精神健康調査票各尺度との相関関係を検討
している。その結果，LMTチェックリストを用い

ができる。彼女らは，調査協力者17名に風景構成法
を施行し，その場面の映像を撮り，見守り手が「ア
イテム」を言うまでの区間の描き手の身体動作を
コーディングし，見守り手には「描き手と見守り手
の間に関係性は成立したか」「描き手の中でイメー
ジが賦活したか」の２点について，それぞれ４段階
（1:「成立・賦活していない」2:「やや成立・賦活し
ていない」3:「やや成立・賦活した」4:「成立・賦
活した」）で評価してもらった。その結果，関係性
の成立およびイメージの賦活が生じた群において，
プロセスが進むにつれ，描き手が描き終ったことを
見守り手に示すようになっていったことが明らかに

風景構成法の量的研究に関する展望

267

なった。このような行動指標を基にした風景構成法

まま当てはめることはできず，あくまで理解のため

研究は，緒についたばかりであり，今後の調査手順

の糧であることを指摘している。風景構成法を用い

の洗練が期待される。また，描き手―見守り手の関

る目的は，描画プロセスである可能性を指摘し，描

係性や関与が風景構成法のやりとりの中で変化する
と考えるならば，鍛冶（2011）が述べた風景構成法
の中での失敗体験の重要性を踏まえ，失敗体験と描
き手―見守り手の関係性や関与について検討するこ
とも，興味深い研究テーマとなろう。
二重課題性については，このことが描き手―見守
り手にどのような影響を与えるのか著者らの知る限
り十分な検討が行われていない。
さらに，風景構成法を実施するにあたって使用す
る道具についても，まだまだ検討の余地があろう。
画用紙やペン，鉛筆，色鉛筆の差，彩色段階で使用
するパステル，クレヨン，彩色の制限等用いる用紙
のサイズや素材などが描画に，また，どのような変
化をもたらすかが課題となろうか。この際，単に素
材と描画の関連のみではなく，関係性のテーマも含
めて検討することが，臨床的にも有用なものになる
可能性があるように思われる。
例えば，単独法か集団法か，調査施行者と調査協
力者との関係はいかなるものであるか，描画導入の
際に，ラポールを十分にとるような対応を行うか否
か等が想定されよう。
なお，言うまでもないことだが，こうしたアナロ
グ研究を行う際には，その言及できる範囲を十分踏
まえた上で論考することが必須である。

画プロセスの中に含まれる，失敗体験とそれらとの
向き合う経験や，切断や接合による主体的な空間の
創造の重要性にあるという。
皆藤や鍛冶が警鐘を鳴らすように，風景構成作品
の描画特徴のみに注目し，決められた分析項目で解
釈をすすめることは，そこに表現された多様性，ま
た，セラピスト－クライエントの関係性を排除す
ることにもなり，風景構成法の本来の目的（中井，
1970）とは異なってしまうであろう。そうした限界
を踏まえた上で，経験豊かな心理臨床家らによる風
景構成法の読み取り方に少しでも近づけるよう風景
構成法の客観的指標を抽出していくことに，風景構
成法の量的研究の意義があると考えられる。

５．おわりに
皆藤（2002，2004）は，心理臨床家が風景構成法
を使用する際，アセスメントとして客観的に作品を
理解しようとする姿勢に対し疑問を投げかけ，近代
科学パラダイムのみを用いて方法論として「行為」
の理解はできても，人間存在そのものに触れられな
いのではないかと述べている。さらに，近代科学に
よるマニュアル化の傾向と，その傾向が孕んでいる
人間の区別化・分節化・差異化という危険性につい
ても警告し，このような現状に対し，近代科学パラ
ダイムでは排除されるクライエントと心理臨床家の
「主観」や「関係性」の重要性をくり返し述べている。
また，鍛冶（2011）も風景構成法の使用目的につい
て考察する中で，風景構成法の独自性をくり返し述
べている。彼は，風景構成法の解釈は，これまで研
究されてきた「アイテム」による解釈方法や彩色に
よる情動の読み取り，構成の出来を見る方法をその
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