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児童を対象にしたイメージ個人差についての研究

は Isaac & Marks（1994），Wolmer, Laor, & Toren（1999）
などに限られ，ほとんどなされていないと言ってよ

い。しかもそこでは，成人向けに作られたイメージ

テストがそのまま児童に個別事態で施行されている。 
筆者はこれまで，趣意を損なわない範囲で元のテ

ストに修正を加えた児童版を作成して，学級単位の

集団で施行し，認知課題や事象との関連の分析に活

用してきた。畠山（2018）はそれらの研究で施行し

たデータを用いて，児童のイメージテストに対する

反応の特徴を把握するため，平均得点と相関係数に

ついて大学生と比較した。その結果，平均得点につ

いては，イメージ鮮明性，統御性，常用性（表象型），

没入性のいずれのテストにおいても，児童の反応が

大学生より幾分評価が高いことが知られた。即ち，

児童では大学生に比べて，概してイメージが幾分鮮

明で，統御しやすい性質を持っており，言語化傾向

も視覚化傾向も高く，想像活動への関与も大きいこ

とを示すと見ることができる。 
また相関係数については，鮮明性テスト QMI（7

感覚モダリティ）と VVIQ（視覚）は，児童，大学

生とも.60 に近い係数を示していて，鮮明性が感覚モ

ダリティを越えたモダリティ横断的な特徴を持って

いること，鮮明性テストと統御性テストの間に，児

童では中程度の相関，大学生では低い相関があり，

児童における鮮明性と統御性の関連が大学生の場合

よりも大きいこと，言語化傾向及び視覚化傾向と鮮

明性，統御性のテスト間に，児童，大学生とも有意

な低い相関が見られ，係数は児童の方が幾分大きい

こと等が示された。 
このように，児童は概してどの次元についても大

学生より幾分評価が高く，テスト間の相関も幾分大

きいが，反応は大学生の場合と非常に似ていること

が知られた。本研究では児童と大学生のイメージテ

ストの得点分布について検討する。 
方 法 

調査対象者 分析の対象とした児童は小学 4 年生

195 名，5 年生 700 名，6 年生 206 名の計 1,101 名（男

571 名，女 530 名），大学生は 1,577 名（男 656 名，

女 921 名）である。対象人数はテストによって違っ

ている。 
イメージテスト 7 感覚モダリティのイメージ鮮

明性質問紙QMI（Richardson, 1969 鬼沢･滝浦訳 1973
を修正），視覚イメージ鮮明性質問紙 VVIQ（Marks, 
1973 筆者訳），視覚イメージ統御性テスト TVIC
（Richardson, 1969 鬼沢･滝浦訳 1973 を修正），言

語型-視覚型質問紙 VVQ（Richardson, 1977 筆者訳），

想像活動への関与尺度 III（日本版：笠井・井上，1993）
と，筆者によるそれぞれの児童版。児童版では QMI
と III の 7 段階尺度を 5 段階に，TVIC の 3 件法を 2
件法にしている。 

結 果 
図 1 から図 7 に，児童と大学生の各イメージテス

トのヒストグラムを，歪度，尖度を添えて示す。 
QMI（図 1）は，児童は歪度，尖度とも大きめで，

肯定側（鮮明性が高い）に偏った分布を示し，中間

値までの 35-105 点の間に 93.5％が含まれている。大

学生も同じく 35-140 点の間に 96.6%が含まれている

が，歪度，尖度とも小さく，コルモゴロフ=スミルノ

フ検定で正規性を示した。肯定的に反応する傾向は

両群に共通するが，児童では高いレベルの鮮明度を

示す者が大学生より多い。 
VVIQ（図 2）は児童，大学生ともそれぞれ QMI

と同様の分布を示す。児童は歪度がやや大きく，肯

定側への偏りがあり，中間値までの 16-48 点の間に

90.4％が含まれている。大学生も同じく 79.3％が含

まれていて，肯定的に反応する傾向は児童と共通す

るが，歪度，尖度とも小さく，正規分布に近いと言

えるだろう。 
TVIC（図 3）は児童，大学生とも歪度がやや大き

く，肯定側（統御性が高い）に偏っている。児童で

は満点が大学生より多い。 
VVQ（図 4）は，言語化傾向と視覚化傾向を 1 次

元の両端とする採点法（言語尺度への否定的反応を

視覚得点に加える）による得点の分布である。児童，

大学生とも歪度，尖度が小さく，正規分布に近いと

言えるだろう。VVQ-Verbal（図 5）は言語尺度の得

点分布である。児童，大学生とも尖度がやや大きめ

である。VVQ-Visual（図 6）は視覚尺度の得点分布

である。児童は歪度，大学生は尖度がやや大きく，



図は共に分布が視覚化傾向が大きい方向にあること

を示している。 
III（図 7）は児童，大学生とも歪度，尖度が小さ

く，児童はコルモゴロフ=スミルノフ検定，シャピロ

=ウィルク検定が，大学生はシャピロ=ウィルク検定

が，分布の正規性を示した。 
考 察 

児童で高いレベルの鮮明度を示す者が大学生より

多い点を除いて，各イメージテストとも児童の分布

と大学生の分布は，非常に似ている。鮮明性と統御

性の評定が肯定側に大きく偏った分布を見せること

については，Kihlstrom, Glisky, Peterson, Harvey, & 
Rose（1991）が QMI，VVIQ，TVIC について，大学

生を対象にした大規模のデータで示した結果と同様

である。加えて VVQ-Visual への反応も同様なので，

イメージ生成やその使用傾向に関しては，肯定的方

向への偏りが普遍的だと言ってよく，Richardson
（1994）の言う「人間が広く持つ」（species-wide）
特性であることを示唆している。畠山（2018）の知

見と合わせて，児童のイメージテストのデータを大

学生と同等に扱うことができると言える。 
 

 

図 1 QMI 得点の児童(左)と大学生(右)の度数分布 

 

 

図 2 VVIQ 得点の児童(左)と大学生(右)の度数分布 

 

 

図 3 TVIC 得点の児童(左)と大学生(右)の度数分布 

 

 

図 4 VVQ 得点の児童(左)と大学生(右)の度数分布 

 

図 5 VVQ-Verbal 得点の児童(左)と大学生(右)の度数分布 

 

 

図 6 VVQ-Visual 得点の児童(左)と大学生(右)の度数分布 

 

 

図 7 III 得点の児童(左)と大学生(右)の度数分布 
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心理療法場面におけるイメージ体験を喚起・促進する

セラピストのアプローチ手法の検討 
永田奈津季 

（お茶の水女子大学大学院 人間文化創成科学研究科） 

 

I 問題と目的 

過去の心的外傷経験に対して，イメージの影響

力を用いた代表的な面接技法の１つに「空の椅子

の対話」がある。「空の椅子の対話」では，セラピ

ー内で心理的葛藤の原因となった重要な他者の姿

（当時の自分を含む）を想像してもらい，過去に

表現することができずにいた欲求や満たされなか

った気持ちにクライエント自身が気づき，その他

者に対して十分に表現することで，その体験を完

了させ心的外傷経験の根本的な解決が出来るとさ

れている（Perls et al.,1951）。Greenberg (1993)

は，「空の椅子の対話」のプロセスを具体化し，過

去を再体験する過程を“喚起段階”，イメージ上の

重要な他者に感情と満たされなかった欲求を表出

する過程を“表現段階”とし，これらのフェーズ

によって重要な契機が与えられるとしている。 

 一方，イメージの体験過程において，イメージ

が浮かばない状態から視覚像が結ばれる過程や介

入の枠組みについてはより詳細に明らかにする必

要がある。過去の出来事を思い浮かべる際のプロ

セスに関わる重要な知見として，想起視点の概念

がある（Nigro & Neisser，1983）。体験時とは異

なるアングルからの情景描写を求める三人称の視

点と，その出来事を経験した当時と同様の主観的

な視点である一人称の視点であり，田嶌（1987）

は成功したイメージ療法の過程の法則的変化を示

し，“イメージの体験的距離”によって体験の深ま

りとともに視点が移行していくことを指摘してい

る。一人称視点は主観的で全感覚と感情を含んだ

包括的な視点であるのに対し，三人称視点は観察

者として視覚のみで構成されるため，最終的にク

ライエントが再体験として没入状態に至るために

は一人称視点に移行することが望まれる。但し，

両者はともにイメージ喚起の教示に用いることが

できるとされ，岩田・長谷川（1986）は，2つの

視点イメージを同時または，継時的に組み合わせ

るイメージ技法により，より確実なイメージトレ

ーニングの効果が得られるとの考えを示している。 

心理臨床の現場において過去の解決されないま

まの心的外傷経験に苦しむクライエントに出会う

ことは少なくなく，援助を行ううえでイメージ療

法の介入指針を明確化することは重要である。“記

憶の再体験”や“賦活されたイメージを保持し操

作すること”はイメージ療法の枠を越えて汎用性

が高く，通常の心理面接にも骨子となり得る。そ

こで，本論では面接技法の 1つの「空の椅子の対

話」について実際の心理療法場面においてクライ

エントの鮮明なイメージ体験の喚起に寄与するセ

ラピストのアプローチ手法を明らかにすることを

目的とする。具体的にはイメージ体験の喚起手法

のうち発話について特徴の類型化を行い「喚起段

階」「表現段階」について介入の指針として提示す

ることとする。さらに欲求表出相手について「当

時の自分」と「重要な他者」の 2条件ではどのよ

うな差異があるのかも合わせて検討する。 

Ⅱ 方法 

分析対象：40代の男性セラピスト 1名が心的外傷

経験を抱えたクライエントに対して行ったイメー

ジを媒体とした自己表現が行われた個人心理療法

の 7つの場面の映像記録を分析対象とする。 



 

分析手続き： セラピストの体験喚起手法の特徴

の分類・類型化を行うために「質的コード化」

(Coffey& Atkinson，1996）を用いた。質的コー

ド化の技法は，データに即した分析カテゴリを生

成する質的分析法の 1つであり，あらかじめ設定

された枠組みではなく，データそのものからカテ

ゴリを生成し分析に用いる。該当場面について作

成した逐語記録をその内容・特徴に応じて記述を

区分し，そこに適宜ラベルをつけてコード化を行

う。次に，それらのラベルを付した記述間の比較

を繰り返し行い，各々の記述の類似性と差異から，

各々のラベルを整理し統合するカテゴリを生成す

る。生成されたカテゴリは再び語りのデータと照

合され，修正を加えることで精緻化させる。次に

カテゴリ表を用いて，各事例のセラピストのイメ

ージ体験の喚起手法に対して，基本的には 1文ご

とに①表のどの上位概念や下位概念が生じている

のか②これらの概念の生起順序にはどのようなパ

ターンがあるのか，という 2つの視点から分析し

その特徴によって発話の類型化を行う。類型化の

妥当性を確保するために，修士課程の学生 1名に

各事例の場面の要約と表を渡し，映像記録を視聴

し各事例におけるセラピストの体験喚起手法に関

する記述がどの概念に当てはまるか判定してもら

うこととした。 

Ⅲ 結果と考察 

「喚起段階」の設定・確認のモデルを図１，「表

現段階」を図 2 に示した。「喚起段階」では〖対

話の合意を取る〗〖場面を設定する〗〖年齢を設

定する〗によって状況の概要を定めた後に，主に

〖三人称視点での想像を促す〗〖一人称視点に切

り替える〗による教示を軸に過去の記憶イメージ

の喚起がされていた。2 つは一方のみや同時，も

しくは継時的に使われすべての事例で観察された。 

「表現段階」では，イメージ上の人物を “眺め

る”よう教示した後〖イメージ上の人物の描写を

指示〗することによって言語化を促し視覚像が保

持された段階で，“話しかける”教示を行うことで

欲求表出を行うという一連の流れが観察された。

ここで，欲求表出の相手が「重要な他者」では，

一般に心的外傷経験の加害者で“悪い他者”とさ

れる「重要な他者」へと向けられながらもそれま

で抑制されていた感情を積極的に表し，表出した

注目すべき言葉を指定して引用することで過程っ

を支援し気持ちを出し切れるように介入が行われ

たいた。一方，「当時の自分」条件では，クライエ

ントが，現在の大人の立場から過去の自分の心情

を“理解してあげる”ことを中心とした援助のロ

ールプレイを展開し，この過程での介入はクライ

エントが創り上げる“援助する他者像”のイメー

ジに力添えする機能を果

たし，クライエントは当

時の自身が求めていた言

葉を，セラピストを介し

て受け取ることで記憶の

意味づけが変わる再スト

ーリー化が実現されてい

た。全体を通して，感情を強める操作が

多く実践されていた点も特徴的で，感情

に注意を向けることと同様に，感情を強

める介入は，心的外傷経験に向き合わせ

イメージの保持や操作を容易にするなど

の影響を及ぼす可能性が示唆された。 

図１．喚起段階における設定・確認のモデル図
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立体形成イメージに関わる空間操作能力の役割 
 

藤木 晶子 

（北星学園大学短期大学部） 
キーワード：空間操作能力，非剛体変換，剛体変換 

 
目的 

対象を空間的に操作する心的シミュレーション
には，対象の形状を変えずに対象そのものの向き
を変える剛体変換（rigid transformation）と，対
象を折ったり曲げたりして形状を変化させる非
剛体変換(non-rigid transformation)がある。これ
ら 2 種類の空間操作能力については，発達プロセ
スや認知方略，汎化スキルが同様である（e.g., 
Harris & Hirsh-Pasek, 2013）ことから，機能的
類似性が高いことが指摘されてきた。その一方，
両者の機能的に類似していない点については，そ
れを指摘する研究はあるものの(e.g., Atit, Ship-
ley & Tikoff, 2013)，具体的に両者にどのような
相違があり，それぞれがどのように異なる役割を
担っているのかという詳細はいまだ不明な点が
多い。 
藤木（2018）は，平面的な紙を折ったり，曲げ
たりしながら形を変化させて立体作品を作り上
げる折り紙行為に注目し，それを心的にシミュ
レートする際に，非剛体変換のみが関与している
のか，それとも剛体変換も関与しているのかどう
かを検討した。具体的には，立体的な折り紙作品
を制作する過程をイメージした際の体験内容と 2
種類の空間操作能力との関連を調べた。その結果，
折り紙イメージ体験には，剛体変換と非剛体変換
の両方が関与していることが分かった。 
これまでの研究では，剛体変換と非剛体変換能
力は，それぞれ個別に検討されることが多く，両
者の機能が連携した認知行為に注目した研究は
ほとんど行われていない。しかし，藤木(2018)の
研究を踏まえると，平面から立体作品を形成する
過程には，剛体変換と非剛体変換が共に関与して
いることが分かる。こうした両者が連携する行為
を取り上げ，その行為の中でそれぞれがどのよう

                                                   
1 藤木(2019)にて実施した調査で行われたイメージテストのうち，本調査にて注目すべき 3 種類のテスト結果を抽出して分析した。 

な役割を果たすのかを検討することは，剛体変換
と非剛体変換との間にある共通した機能とそれ
ぞれ固有の役割を果たしている機能について，改
めて理解する一助となり得る。 
そこで，本研究は，立体形成イメージに注目し，
剛体変換と非剛体変換がそのイメージ形成に対
し，機能的に類似しているのかどうかを検討する。
とくに，平面から立体を構成する展開図構成テス
ト，立体の向きの変化を求めるような剛体変換能
力を測定する課題（心的回転テスト），平面的な形
状変化を求める非剛体変換能力を測定する課題
（ペーパー・フォールディングテスト）の 3 種類
の空間操作能力を測定するテストを実施し，それ
らの関連性を検討する1。 

方法 

調査対象者 大学生 257 名（女性 222 名，男性
35 名，平均年齢＝19.2 歳） 
展開図構成テスト（SDT） Ekstom, French, 
Harman & Dermen(1976）による Surface De-
velopment Test を用い，２次元平面の展開図か
ら３次元の立体を心の中で構成することを求め
た。このテストでは，左に２次元平面の展開図，
右にそれを組み上げた立体図が配置された。展開
図の 5 カ所の辺に数字が記され，それと一致する
立体図の辺のアルファベットを回答することが
求められた。１問につき５つの辺に対する回答が
求められ，６分の制限時間内に６問を回答するこ
とが求められた。テストは２セット行われ，全 12
問への回答が求められた。 
心 的 回 転 テ ス ト （ MRT ） Vandenberg & 
Kuse(1978)による Mental Rotaion Test を用い
た。左に標準刺激が，右に４つの比較刺激が配置
され，標準刺激の向きを変化させたときに同じ図



形になる比較刺激を２つ選択することが求めら
れた。テストは２セット行われ，全 12 問への回
答が求められた。採点は，2 つ選択した回答の内，
両方正解した場合にのみ点数を付与した。 
ペーパー･フォールディングテスト（PFT）
Ekstom et. al.(1976）による Paper Folding Test
を用い，正方形の紙を折り畳んだり，逆にその折
り畳まれた紙を開くことを心の中で行うことを
求めた。このテストでは，左に 1 枚の正方形の紙
が折り畳まれる様子が２～４つのステップで呈
示され，最終ステップで畳まれた紙のある箇所に
紙を貫通するように穴を空けられた。被調査者は，
心の中で再度，紙を元の正方形に戻した際に，最
終ステップで開けられた穴がどのように空いて
いるのかを右の5種類の選択肢から１つ選択する
ことが求められた。1 セット 10 問を 3 分の制限
時間内に回答することが求められた。テストは２
セット行われ，全 12 問への回答が求められた。 
手続き 集団で実施された。すべてのテストに
おいて，実施する前に練習課題を行った。 

結果 

 相関分析 各イメージテストの相関を Table1
に示す。立体形成を求める SDT は，剛体変換能力
を測定する MRT と非剛体変換能力を測定する
PFT と有意な相関が認められた。また，MRT と
PFT との間にも有意な相関が認められた。 

 偏相関分析 MRT と PFT が同じ機能的役割を
もって SDT に関与しているのかどうかを調べる
ために，MRT と PFT に存在する SDT の影響を除
いた両者の関連を調べるために，SDT を制御変数
とした偏相関を調べた。SDT の影響を除いた場合，
MRT と PFT との間の相関は認められなかった。
その結果を Figure1 のパス図に示す。 

Table 1. 各イメージテストの平均・標準偏差・相関 

＊p < .01 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. SDT を制御変数とした偏相関のパス図 

考察 
相関分析の結果から，立体形成イメージに対し，
剛体変換能力と非剛体変換の両方が関与してい
ることが分かった。また，剛体変換と非剛体変換
の間の相関も有意であった。しかし，両者に共通
する要因を除いた偏相関分析を行ったところ，そ
の関連性は消失した。これらのことから，立体形
成イメージに対し，剛体変換と非剛体変換は共に
関与するが，それぞれが異なる機能的役割を果た
していることが明らかとなった。 
 平面から立体をつくる立体形成イメージでは，
意図的に力を加えて対象を動かすという行為が
そのイメージ形成に重要な役割を果たしており，
剛体変換も非剛体変換もその点に関しては，同じ
ように機能していると思われる。その一方，対象
をどのように動かすのかという操作方法に関し
ては，剛体変換と非剛体変換の間に相違点を見出
すことができる。まず，非剛体変換は，紙を平面
から立体に起こすという形状変化を達成するた
めに，折り曲げる操作を行っていると考えられる。
一方，剛体変換は，立体構造の理解に利用されて
いる可能性が考えられる。つまり，平面図形は 1
方向からすべての形状を把握できるが，立体の場
合には，右から見た形状と左から見た形状は異な
る。全体構造を把握するためには，その図形の向
きを変えて多方向から様々な形状を把握する必
要がある。したがって，剛体変換は，平面から立
体を作り上げる際に，対象の向きを変えながらそ
の全体構造を理解する役割を担っている可能性
が考えられる。したがって，立体形成イメージは，
非剛体変換による折り曲げ操作と剛体変換によ
る全体構造の理解という 2種類の操作が連携する
ことで実現されている行為だと考えられる。 

（FUJIKI Akiko） 

 平均 標準偏差 SDT  MRT PFT 

SDT 41.56 14.59 - .52＊ .64＊ 

MRT 7.54 3.91 - - .41＊ 

PFT 13.82 3.74 - - - 
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