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★理事長からのご挨拶
理事長 臨床心理士 認定正 CT

★学会行事のご案内
櫻井眞澄

【第６回役員評議員合同集会】
2016 年 3 月 6 日（日）10 時より 12 時，お茶の
水女子大学本館 306 大講義室において，役員評議
員集会が開催されます．
集会では 2015 年度のご報告と振り返り，2016
年度の計画などの話し合い，および学会認定テキ
ストの紹介などを予定しています．

9 月 9 日，心理職の国家資格として公認心理師
法案が衆参両院で可決され成立しました．
思い起こせば心理職の国家資格化問題に関す
る意見の対立から，「日本臨床心理学会」が「日
本“臨床心理”学会」と「日本“心理臨床”学会」
の 2 学会に分裂し，
河合隼雄先生を中心とする
「日
本“心理臨床”学会」が中心となって財団法人日
本臨床心理士資格認定協会を設立，臨床心理士の
国家資格化運動を始めてから既に 30 年近い年月
が経っています．
今回可決成立した公認心理師法案は，心理職と
しての専門性は臨床心理士と同等を目指しなが
らも，受験資格としては大学学部の心理学専攻課
程を卒業し学士の称号を与えられた者が，一定の
条件を充たす業務に一定期間就業すれば与えら
れるといった柔軟性に富むものです．
この受験資格問題については現在でも賛否両
論がある訳ですが，いずれにしても私たちは汎用
資格の公認心理師資格とは別に，これが自分の専
門という領域を磨かなければならないことには
変わりありません．
そのような意味もあり，本号では時代の要請と
も言える「うつ病の早期発見法」に関する研究成
果について，次々項で紹介したいと思います．

【第 4 回研究研修大会】
2016 年 3 月 6 日（日）13 時より 17 時，お茶の
水女子大学本館 306 大講義室において，本学会第
4 回研究大会が開催されます．
発表希望者は本学会の E-mail アドレス宛で，
見出し欄に「第 4 回研究大会発表希望」とご入力
の上，お申し込み下さい．
受信後 1 週間以内に，資格審査研修委員会より
発表要領などについてご連絡させて頂きます．

★研究発表：
うつ病の早期発見を目的とした
「描画と色彩とによる心理テス
ト」
発表者 臨床心理士 認定正 CT 櫻井 眞澄
臨床心理士 認定正 CT 桜井まち子

描画やコラージュ，色彩を心理療法や心理アセ
スメントに有効に用いることを実践し，研究する
本学会らしいテーマでの成果と自負しているも
のです．

バブル経済の崩壊後，既に約 20 余年です．
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まず標準的な日常生活を営んでいる方々のワ
ルテッグ・テストを 5 点紹介します．

この間，交通事故死は 1 万数千人だったのが，
飲酒運転の厳罰化や日常での安全教育の成果な
どもあって今では半減しています．
ところが自死者は反対にほぼ増加を続け，最近
はやや減少したものの約 3 万人前後のままです．
そしてその約 4 割が，うつ病に起因するものと
言われています．
自殺防止のためにも，うつ病の早期発見法の確
立は急務であると言えます．

次に示す，ワルテッグ・テスト１～５です．

そのような背景のためか，ここ約 20 年，企業
や大学・高校などから職員・教員を対象とした「う
つ病の早期発見法に関する研修依頼」が増えてき
ました．
その共通した要望は，
１）医療領域や心理領域を専門としない職員や
教員でも，直ぐ使えるようになる「うつ病の
早期発見法の研修」であること，
２）職員や教員に必要な研修時間は，数時間程
度であること，
……の 2 点です．
この無理難題とも言える企業や大学・高校の要
望に応えるため筆者のアート・メンタルトリート
メント・ラボ（ＡＭＬ）が取り組み始めた研究が，
「描画と色彩による心理テスト」です．
ワルテッグ・テスト １
筆者のラボではまず，医療機関でうつ病との診
断を受け入通院歴 2 年半以上のクライエントの心
理アセスメント・バッテリーに用いてきた描画テ
スト，ＳＷＴ（スター・ウェーブ・テスト：The
Star-Wave-Test）
，ワルテッグ・テスト，バウム・
テストなどの全てを点検し直すことにしました．
その点検目的は描画テスト類を，うつ病を見出
すツールという，
ただその 1 点だけから観た場合，
１）どの描画テストが優れているか．
２）どのような特徴に絞って観ればよいか，
３）その特徴の見分けは，非専門領域の職員や
教員でも，数時間以内の簡単な研修を受けれ
ば見分け可能になるものであるか，
……の 3 点でした．
その結果，筆者のラボではＳＷＴ（スター・ウ
ェーブ・テスト）とバウム・テストを外し，ワル
テッグ・テストに絞って研究を進めることにしま
した．その根拠からご説明を進めていきます．
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ワルテッグ・テスト ２

ワルテッグ・テスト ４

ワルテッグ・テスト ３

ワルテッグ・テスト ５
通常ワルテッグ・テストの教示は，
ａ，
「鉛筆で，8 つの枠（または升）全てに何か
描いて下さい」
※：描き方についての質問があった場合は全て，
「自由にして結構ですよ」と応えます．
ｂ，
（全ての枠を描き終えてから）
「下側に描い
た順に番号を縦に書いて，その横に何を描い
たか書いて下さい」
ｃ，
「裏側に，今日の日付，ご住所，生年月日，
年齢をお書き下さい」
ｄ，
「ペンネームをお持ちの方，占いや姓名判
断などの通称を日常生活でお使いの方は，そ
れもフルネームでお書き下さい」
……です．
さて以上 5 点の標準的な日常生活を営んでいる
方々のワルテッグ・テストの表現力に注目して，
医療機関でうつ病と診断され，２年半以上入通院
を続けているクライエントのワルテッグ・テスト
の表現力とを比較します．
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次の，ワルテッグ・テストの６～10 です．
ワルテッグ・テスト ７

ワルテッグ・テスト ６

ワルテッグ・テスト ８
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イエントの特徴的表現かどうかを更に確認する
ため，筆者のラボのインテーク時と，回復終結時
のワルテッグ・テストとも比較してみます．

ワルテッグ・テスト ９

クライエントＡ～Ｃのワルテッグ・テストです．

ワルテッグ・テスト 10
標準的な日常生活を営んでいる方々の描いた
ワルテッグ・テストの特徴は，
① 8 つの枠全てに何かが描かれていて，
② その多くは創作的な工夫の跡が見受けられ，
③ 8 つの各枠に何を表現したかについて，意
味ある説明がされている．
……などです．
一方，うつ病クライエントが描いたワルテッ
グ・テストの特徴は，
イ， 何も描かれていない枠もあり，
ロ， 描かれた表現方法の多くは，創作的な工夫
の跡が見受けられず，
ハ， 8 つの枠に何を表現したかについて，意味
ある説明がされていない，
……などです．
ここで上記のイ～ハなどの特徴が，うつ病クラ
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クライエントＡ インテーク時

クライエントＡ 回復終結時

クライエントＢ 回復終結時

クライエントＢ インテーク時

クライエントＣ インテーク時
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ら以下 15 項目の客観的特徴を見出すことに成功
しました．

クライエントＣ 回復終結時
以上，標準的な日常生活を営んでいる方々のワ
ルテッグ・テスト１～５と，うつ病クライエント
Ａ～Ｃの回復終結時（標準的な日常生活を営める
状態に回復した時）ワルテッグ・テストの特徴は，
5 ページであげた，
① 8 つの枠全てに何かが描かれていて，
② その多くは創作的な工夫の跡が見受けられ，
③ 8 つの各枠に何を表現したかについて，意
味ある説明がされている．
……などでした．
また，うつ病クライエントが描いたワルテッ
グ・テスト６～10 とＡ～Ｃのインテーク時ワルテ
ッグ・テストの特徴（ワルテッグ・テスト６～10
もインテーク時ワルテッグ・テストです）も，5
ページであげた，
イ， 何も描かれていない枠もあり，
ロ， 描かれた表現方法の多くは，創作的な工夫
の跡が見受けられず，
ハ， 8 つの枠に何を表現したかについて，意味
ある説明がされていない，
……などでした．
これらワルテッグ・テストの表現状態の比較か
ら，従来のワルテッグ・テストの分析に用いられ
てきた描画の中身，つまり「何が描かれているか」
といったような描画者のパーソナリティ理解や
うつ病以外の疾患可能性検討に必要な注目点な
どを外し，もっぱら「どのように描かれているか」
だけに注目すれば，うつ病の早期発見法としては
良いことが明らかになりました．

Ａ．8 枠全てが写生画的表現である．
Ｂ．8 枠全てが創作的表現である．
Ｃ．線画で枠番号順に表現している．
Ｄ．第 3 枠の右上に表現がない．
Ｅ．3 筆以下の表現が 2 枠から 3 枠ある．
Ｆ．3 筆以下の表現が 4 枠以上ある．
Ｇ．鏡面配置の表現が 2 枠から 3 枠ある．
Ｈ．鏡面配置の表現が 4 枠以上ある．
Ｉ．表現できない枠が 1 枠ある．
Ｊ．表現できない枠が 2 枠ある．
Ｋ．表現できない枠が 3 枠ある．
Ｌ．表現できない枠が 4 枠以上ある．
Ｍ．2 枠から 3 枠が意味ある説明をできない．
Ｎ．4 枠から 5 枠が意味ある説明をできない．
Ｏ．6 枠以上が意味ある説明をできない．
そしてこれらＡ～Ｏの 15 項目のうち，うつ病
クライエントのインテーク時症状レベルによっ
て，各項目別に数値を与えることができました．
例えばＥに該当すれば数値 1，Ｆに該当すれば
数値 2，といった具合です．
当然ですが筆者のラボのデータでは，うつ病の
症状レベルの重いクライエントはＦに該当，軽い
クライエントはＥに該当しています．
同様にＧに該当すれば数値 1，Ｈに該当すれば
数値 2，といった具合にＡ～Ｏの 15 項目全てに症
状レベルに応じた適切な数値を与えます．
そして評価を下したい被験者のワルテッグ・テ
ストに該当する表現項目の数値全てを加算し，合
計数値とうつ病クライエントの症状レベルとの
相関を検討すると，数値が 15 以上だった場合は
症状の重いクライエントのデータと一致し，8 以
上 15 未満だった場合は少し軽い症状のクライエ
ントのデータと一致することが証明されました．

但しそれだけではまだ，心理領域非専門家職員
や教員への数時間以内の研修では，使える早期発
見法にはなりません．
数時間以内の研修で使えるようにするために
は，一定の客観的基準に従ってチェックを入れて
いけば，誰がチェックを入れても同じ結果が示さ
れるような数値化が必要になってきます．

また数値が 8 未満の場合は，放送大学公認学生
団体の放送大学心理臨床研修会会員の体験実習
時のデータや，筆者のラボのセミナー受講生のデ
ータ，つまり標準領域の日常生活者のデータと一
致することが証明されました．

そこで筆者のラボで過去約 20 年間に扱ったう
つ病クライエントのワルテッグ・テストと，セラ
ピスト養成講座で実習して頂いたワルテッグ・テ
ストを比較検討し，うつ病クライエントの表現か
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その結果，それらのデータを勘案すると，まず
ワルテッグ・テストの表現がＡ～Ｏのどの項目に
該当するかを判定し，その項目に与えられている
数値に従い，該当する項目全体を合算して合計数
値を求めて判定する方法によれば，僅か数時間の
研修で可能になることが仮説されました．

筆者のラボで使っているカラー台紙色

そこで実際に心理学領域の知識がほとんどな
い成人男女 35 名に約 2 時間の研修を行った後，
うつ病クライエントのワルテッグ・テストを示し，
表現が該当する項目の選択を求め，該当する全て
の項目全体を合算して合計数値を求めて頂いた
ところ，筆者が求めた数値とほぼ同一の数値を求
め得ることが確認できました．
ところで従来，企業や大学・高校などの職員や
教員研修で実習体験して頂いた経験によると，緊
張しやすい方や防衛機制の高い方が描いたワル
テッグ・テストは，その実習体験者が標準的な日
常生活を営んでいる方々でも，うつ病クライエン
トの表現と極めて類似している場合が多々あり，
「自分はうつ病ではない自信があるが，ワルテッ
グ・テストの判定はうつ病ということですか？」
といった質問に遭遇することになります．
そこでワルテッグ・テスト以外の方法を組み合
わせることによって，更に信頼性を高める方法を
検討することになりました．
その組み合わせ相手に選んだのが，色彩です．
筆者のラボではインテーク時と回復終結時の
コラージュ創作の場合，雑誌類からピースを切り
抜き始める前に，17 色のカラー台紙からその時の
気分に一番合うイメージの台紙を選んで頂いて，
コラージュ創作を始めて頂いています．
うつ病クライエントがその折りに選択したカ
ラーを集計し，その選択色彩とワルテッグ・テス
トで抽出した数値の合計数を組み合わせること
によって信頼性を高めようと企図したのです．

その後，それらの組み合わせを機能させるため
の有効な質問文を検討し，以下の 15 問を定めま
した．
そして上記のような 17 色のカラーパネルから，
選択した色彩を番号で答えて頂く方法を採用し
て検討を加えました．
ａ．今の気分に一番近いイメージの色は，どの
色ですか？
ｂ．今の気分に二番目に近いイメージの色は，
どの色ですか？
ｃ．今の気分に三番目に近いイメージの色は，
どの色ですか？
ｄ．今の気分に一番合わないイメージの色は，
どの色ですか？
ｅ．今の気分に二番目に合わないイメージの色
は，どの色ですか？
ｆ．今の気分に三番目に合わないイメージの色
は，どの色ですか？
ｇ．もともと一番好きな色は，どの色ですか？
ｈ．もともと二番目に好きな色は，どの色です
か？
ｉ．もともと三番目に好きな色は，どの色です
か？
ｊ．もともと一番嫌いな色は，どの色ですか？
ｋ．もともと二番目に嫌いな色は，どの色です
か？
ｌ．もともと三番目に嫌いな色は，どの色です
か？
ｍ．もう一度，今の気分に一番近いイメージの
色は，どの色ですか？
ｎ．もう一度，今の気分に二番目に近いイメー
ジの色は，どの色ですか？
ｏ．もう一度，今の気分に三番目に近いイメー
ジの色は，どの色ですか？
この 15 問によって選ばれた番号の色彩を「選
択色彩」と名づけ，筆者のラボのうつ病クライエ
ントが選択したカラー台紙と，症状レベルとを総
合的に比較検討し，やはり数値を与えます．
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き，最後に「確認」欄をクリックすると最終画面
が表れ，
赤表示 ⇒ うつ病の可能性が高い
黄表示 ⇒ うつ的状態の可能性が高い
緑表示 ⇒ 標準領域の可能性が高い
の 3 色の帯表示が表れます．
この 3 色帯表示で赤表示が表れた結果は，筆者
のラボのうつ病クライエントの約 90％以上の方
のデータと一致することが，確認できています．
また緑表示はセミナー受講者の 90％以上の方
すなわち標準領域のデータと一致することが確
認できています．

そしてワルテッグ・テストの 15 項目の特徴を
うつ病クライエントの症状レベルによって数値
化した数値も，選択色彩に与えられた数値も記憶
しておく必要がないように，その部分および集計
と判定は，コンピュータ・ソフトによる方法を採
用することにしました．
この方法を採用することによって，記憶と集計
法を学び熟練する時間が節約できることになり
ました．
以下は，試験実施に使ったソフトの概要です．

なお 17 色の中から選択色彩番号を答える際に，
「適当に答える」といった場合には，
『この結果
は信頼性に問題がある』といった意味の表示が，
被験者には分からない方法で表れるように工夫
されています．
本来は統合失調症や認知症，外国籍在住者など
のような方を誤判定することのないための工夫
なのですが，うつ病の診断書の取得目的に「いい
加減に答える」被験者の発見にも役立つといった，
全く予期していなかった結果も出てきました．

ソフトの表示画面

今後は取り敢えずこの「うつ病の早期発見法と
して役立つ『描画と色彩による心理テスト』の普
及」と，うつ病クライエントの自死念慮発見法を，
「包括法ロールシャッハの自死指標（該当者は 60
日以内に 80％の確率で自死決行の可能性がある
とされています）を下回らないレベルで見出す
「描画・コラージュ・色彩による方法」の研究を
進めていきたいと思います．

タイトルの「描画と色彩の心理テスト」の下 4
行，
「医療機関用」
，
「セラピー・カウンセリングオフィス用」
，
「企業・健康保険組合用」
，
「学生相談用」
のいずれかの行を選んでＷクリックをします．
すると 7 ページであげた客観的特徴を示すチェ
ック項目が，チェック欄付になっているページが
現れます．

★公認心理師法案のお知らせ

□ Ａ．8 枠全てが写生画的表現である．
□ Ｂ．8 枠全てが創作的表現である．
□ Ｃ．線画で枠番号順に表現している．
↓
↓
↓
□ Ｏ．6 枠以上が意味ある説明をできない．

公認心理師法案可決成立に関して，衆議院およ
び参議院の付帯決議は以下の通りです．
なお法案全文については既に公開されていま
すので，そちらをご覧下さい．
【衆議院：付帯決議】
心理専門職の活用の促進に関する件
平成二十七年九月二日
衆議院文部科学委員会

といったページです．
Ａ～Ｏの項目中に該当する表現があれば，□を
クリックするとチェック「レ」が入ります．
その後，次の画面に移り，選択色彩についての
ａ～ｏの回答番号の 8 分音符上をクリックしてい

今日，心の問題は，国民の生活に関わる重要な
問題となっており，学校，医療機関，福祉機関，
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他の関係者との連携等の在り方についても検
討を加えること．
右決議する．

司法・矯正機関，警察，自衛隊，その他企業をは
じめとする様々な職場における心理専門職の活
用の促進は，喫緊の課題となっている．しかしな
がら，我が国においては，心理専門職の国家資格
がなく，国民が安心して心理的な支援を利用でき
るようにするため，国家資格によって裏付けられ
た一定の資質を備えた専門職が必要とされてき
た．
今般，関係者の長年にわたる努力もあり，
「公
認心理師」という名称で，他の専門職と連携しな
がら，心のケアを必要とする者に対して，心理的
な支援を行う国家資格を創設する法律案を起草
する運びとなったところである．政府は，公認心
理師法の施行及び心理専門職の活用の促進に当
たり，次の事項の実現に万全を期すべきである．
一 臨床心理士をはじめとする既存の心理専門
職及びそれらの資格の関係者がこれまで培っ
てきた社会的な信用と実績を尊重し，心理に関
する支援を要する者等に不安や混乱を生じさ
せないように配慮すること．
二 公認心理師が臨床心理学をはじめとする専
門的な知識・技術を有した資格となるよう，公
認心理師試験の受験資格を得るために必要な
大学及び大学院における履修科目や試験の内
容を定めること．
三 公認心理師法の施行については，文部科学省
及び厚生労働省は，互いに連携し，十分協議し
た上で進めること．また，文部科学省及び厚生
労働省を除く各省庁は，同法の施行に関し必要
な協力を行うこと．
四 受験資格については，同法第七条第一号の大
学卒業及び大学院課程修了者を基本とし，同条
第二号及び第三号の受験資格は，第一号の者と
同等以上の知識・経験を有する者に与えること
となるよう，第二号の省令を定めるとともに，
第三号の認定を行うこと．
五 公認心理師が業務を行うに当たり，心理に関
する支援を要する者に主治医がある場合に，そ
の指示を受ける義務を規定する同法第四十二
条第二項の運用については，公認心理師の専門
性や自立性を損なうことのないよう省令等を
定めることにより運用基準を明らかにし，公認
心理師の業務が円滑に行われるよう配慮する
こと．
六 同法附則第五条の規定による施行後五年を
経過した場合における検討を行うに当たって
は，保健医療，福祉，教育等を提供する者その

【参議院：附帯決議】
公認心理師法案に対する附帯決議
平成 27 年 9 月 8 日
参議院文教科学委員会
政府は，本法の施行及び心理専門職の活用の促
進に当たり，次の事項について特段の配慮をすべ
きである．
一 臨床心理士を始めとする既存の心理専門職
及びそれらの資格の関係者がこれまで培って
きた社会的な信用と実績を尊重し，心理に関す
る支援を要する者等に不安や混乱を生じさせ
ないように配慮すること．
二 公認心理師が，臨床心理学を始めとする専門
的な知識・技術を有した資格となるよう，公認
心理師試験の受験資格を得るために必要な大
学及び大学院における履修科目や試験の内容
を適切に定めること．
三 本法の施行については，文部科学省及び厚生
労働省は，互いに連携し，十分協議した上で進
めること．また，その他の府省庁も，本法の施
行に関し必要な協力を行うこと．
四 受験資格については，本法第七条第一号の大
学卒業及び大学院課程修了者を基本とし，同条
第二号及び第三号の受験資格は，第一号の者と
同等以上の知識・経験を有する者に与えること
となるよう，第二号の省令の制定や第三号の認
定を適切に行うこと．
五 公認心理師が業務を行うに当たり，心理に関
する支援を要する者に主治医がある場合に，こ
の指示を受ける義務を規定する本法第四十二
条第二項の運用については，公認心理師の専門
性や自立性を損なうことのないよう省令等を
定めることにより運用基準を明らかにし，公認
心理師の業務が円滑に行われるよう配慮する
こと．
六 本法附則第五条の規定による施行後五年を
経過した場合における検討を行うに当たって
は，保健医療，福祉，教育等を提供する者その
他の関係者との連携等の在り方についても検
討を加えること．
右決議する．
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★資格審査研修委員会より
現在，本学会認定（正）クリエイティヴ・セラ
ピストの資格審査は，申請者からの申請時に日程
などをご相談させて頂き，実施しています．
審査申請をされる方はご遠慮なく，本学会認定
資格審査研修委員会までお申し出下さい．
E-mail アドレス及びFAX 番号は標題枠内に掲載
してあります．
また現在，認定正クリエイティヴ・セラピスト
の深谷八十子さんに Amazon の電子書籍出版セ
ミナーに参加して頂くなど，学会認定テキストの
電子書籍化を検討中です．
いずれ学会員の皆様にお役立て頂けるように
なると思います．
今しばらくお待ち下さいますようお願い申し
上げます．

喜びも悲しみも幾年月の撮影に使われた灯台

また研修会場では，参加者の自習はもちろん，
将来職業セラピストあるいはボランティア・セラ
ピストとして社会貢献することになった場合に
活用できる事例紹介とＳＷＴ（スター・ウェー
ブ・テスト：The Star-Wave-Test）の，2 枚の CD-R
が守秘誓約書の提出を条件に配布されました．
なお合宿研修会解散後，関東から参加の有志 7
名は 2 台の車に分乗して新宮市のビジネスホテル
に宿泊，ホテル隣にあった瀬戸内寂聴行きつけの
うどん店で夕食．
翌日，熊野本宮大社に参拝，周辺を散策後帰路
につきました．

★ＮＰＯ法人日本ＣＴ協会だよ
り
【合同合宿研修会のご報告】
9 月 21 日（月･祭）～23 日（水･祭）
，三重県の
賢島宝生苑で，関東地区以外では初めての本協会
＆放送大学心理臨床研修会の合同合宿研修会が
開催されました．
大阪在住の本協会員小川順子さんがお一人で
企画推進してくださった，関東周辺以外で初めて
の合宿研修会が賢島宝生苑で行われました．
大阪で始まった企画だったのですが，広島県，
岡山県，兵庫県，和歌山県，岐阜県，愛知県，静
岡県，神奈川県，千葉県，埼玉県と，大変遠くか
ら多くの方にご参加頂き，熱の籠もったカンファ
アレンス中心の研修が行われました．
2 泊 3 日の合宿研修会だったのですが，初日の
夕食時には岐阜県関市教育委員会で教育委員を
されていらっしゃる足立司郎さん（剣道六段）の
音頭で乾杯，全員和気藹々と楽しく中身の濃い，
記憶に残る合宿研修会となりました．

熊野本宮大社

120 年前の洪水で流される前の本宮に安置されているご神体

【公開セミナーのご案内】
《コラージュを楽しもう！》
日時：2015 年 11 月 15 日(日)10 時～12 時 20 分
会場：横浜市市民活動支援センター 4F
ワークショップ広場
持ち物：不要になった雑誌類，のり，はさみ，
参加費：無料
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NPO 法人 日本ｸﾘｴｲﾃｨｳﾞ･ｾﾗﾋﾟｽﾄ(CT)協会
http://www.creative-therapy.jp/npo/
ご連絡先：NPO 法人日本 CT 協会横浜南支部
E-mail：yasoko＠creative-therapy.jp
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