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抄　録

　本研究の目的は，描画法を用いることにより母親の心理を表出し，母子関係のアセスメントを試みている国内

の先行研究をレビューし育児支援に活用できる方法について検討することである。

　医学中央雑誌 Web（ver.5），CiNii を用い「家族」「癒し」「ストレス」「愛着」「母子」「母性」「親子」のいずれ

かと「描画」をキーワードとして 1977 年から 2011 年までに発表された原著論文を検索した。該当した 170 件の

文献からテーマに関連した 11 文献を分析対象とした。描画法には，目的に応じた種類があり質問紙や面接など

心理的な尺度を併用しているものが多かった。心理的変化と描画の変化に関連性が見られ，描画法は母子関係の

アセスメントや母親の心理の表出において有用であると考えられた。母親の心理状態を踏まえて描画法を活用す

る必要があることも分かった。

　今後，母親の心理状態の把握だけでなく，母子関係の促進の一助となる描画法の臨床への導入を検討したいと

考える。

キーワード：描画法，母子関係の支援，国内文献レビュー
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Ⅰ．はじめに

　平成 12 年に児童虐待防止法が制定され，育児支援

の一つとしてベビーマッサージなどが盛んに行われる

ようになった。これは絆・愛着を形成し，言語ではな

く泣くことで気持ちを訴える子どもを理解し受け入れ

るというものである。ボルビィ（1991）の母性関係理

論における愛着行動や山本（2008）による研究など，

母子の接触による愛着形成は有効性が示されている。

しかし，厚生労働省の統計（平成 22 年）によれば現

法制定前の平成 11 年に比べ平成 22 年には虐待相談対

応件数が 55,152 件と 4.7 倍に増えているという現状が

ある 1）。主に子どもと接する時間が多いであろう母親

の育児ストレスは，子どもが理解できないことに加え，

核家族化により身近な人の支援が受けにくい，人間関

係の希薄化により近隣の人との会話が少ないなどの原

因が考えられる。一方，インターネットや情報誌によ

り簡単に育児に関する知識を入手できる。しかし，こ

の情報に左右され不安を募らせている母親も実際に臨

床の場で見かける。

　筆者が育児支援センターなどで開催しているベビー

マッサージの講習会の場では，参加者同士で情報交換

をしている母親を見かける。そこで聞かれるのは「赤

ちゃんが動き出したらやりにくい」「上の子もはじめ

はしていたけれどいつの間にかしなくなって，もう忘

れたのでまた来ました」などの言葉であり，自宅での

継続は難しいように思われる。ベビーマッサージが継

続されないことは問題ではない。ベビーマッサージに

参加することで同様の悩みを持つ母親たちと話をする

場があり，その場に出てくるということに価値はある

と思われる。育児環境の変化に伴い支援も困難になっ

ている現状で，母親が仮に早い段階で子どもとの絆を

形成したとしても，その後も何らかのストレスは受け

るものと考えられる。心のうちを表出することでスト

レスの軽減を図ることができ，援助者の介入する機会

を把握できるものはないかと考えた。そこで，母親の

心的内面を表出する一方法として描画を取り入れるこ

とを検討してみた。一般的な描画法は，森田（1977）2)

や日比（1986）3）によると「言語化しにくい思いの表

出や発話が易化されること」，「描画の種類により家族

内力動が表現されるなど深層心理の表出に有効性があ

る」ことが示されている。本研究では描画法を用いた

母子関係のアセスメントの実際と今後の活用を検討す

るため文献検討を行った。

Ⅱ．用語の定義

1．母子関係とは家族の中における社会的な役割とし

ての母と子の関係とする。

2．描画法とは人物画や図形，イメージ画などあらゆ

る描画を用いた心理的アセスメント方法とする。

Ⅲ．研究目的

　描画法を用いた母子関係のアセスメントの実際と母

親の心理を表出し母子関係を促進させる上での一助と

なる描画法の種類や用い方を検討し今後の支援に活用

する。

Ⅳ．研究方法

1．対象文献

　1977 年から 2011 年までの期間に発表された原著論

文から医学中央雑誌 Web（ver.5），CiNii（NII 論文情

報ナビゲータ）を用い「家族」「癒し」「ストレス」「愛

着」「母子」［母性］「親子」のいずれかと［描画」をキー

ワードとして文献検索を行った。該当した 170 件の文

献の中から精神疾患の治療や児童・生徒を対象とした

ものを除き，テーマに関連した 11 件を分析対象文献

とした。

2．分析方法

　11 件の文献を対象別・描画の種類・回数・併用し

ている調査方法・尺度から対象と描画の手法との関連

性，及び描画の手法と併用している尺度の結果を照ら

し合わせ関係性を質的に検討した。

Ⅴ．結果

1．対象文献の概要

　11 件の文献を概観するため対象者・描画法の種類・

回数・併用している調査方法・教示方法（表 1）に，

描画法・発案者・目的・利点及び欠点・注意点・描画

法別主な評価基準・併用調査方法（表 2）をそれぞれ

一覧表にした。

　対象は，妊娠中と産後の母親 1 件，産後の母親のみ

4 件，青年期の女子学生を対象としたもの 6 件であっ

た。

2．母子関係や家族関係の把握に用いられている調査

方法の特徴

1）描画法の種類

　母親の心の表出には江村（1995）のパステルシャイ

ンアート（パステルを粉にしたものでコットン等を使

用し描く）や森田（1995）のバルーン・イメージ画（心

に浮かぶ出来事や人を風船に例えて描く）が用いられ

ていた。

　家族関係を知るためには動的家族画（以下，KFD）（自

分を含め家族が何かをしているところを描く）や力石

（2011）の円描画（自分を含め家族を円で表現するもの。

現れる特性には「形態」と「色彩」がある。その中の

「色彩」は色相・明度・彩度に分類される。）が用いら
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れていた。

　母子関係には母子画（母と子の絵を描く）が用いら

れていた。

　そのほか家族や対象者との関係を見るもので

S-HTPP（家・木・男・女をすべて含め一枚の用紙に

好きな絵を描く）があった。

2）描画の評価基準（表 2）

　描画の分析・評価は研究者による解釈や先行研究に

より妥当性が確立している評価基準を用いているもの

が見られた。それに研究者が独自の分析項目を加えて

いるものもあった。

　KFD では，高橋（2003）は日比ら（1985）の [ 描

画順位 ][ 人物の大きさ ][ 人物の位置 ][ 母親の家族構

成員との距離 ][ 描画の様式 ] の 5 つの視点を用いてい

た。これに研究者が独自に [ 描画の主題の有無 ][ 家族

間の相互作用の有無 ] を分析項目に加えていた。

　円描画には松尾ら（2000）の円環イメージの評価が

利用されており，その項目は描かれた円の [ 位置 ][2
つの円の重なり合い ][ 大きさ ][ 距離 ] である。円に

現れる特性に大きく「形態」と「色彩」がある。その

中の「色彩」は色相・明度・彩度の 3 つの大きな属性

に分類される。力石（2011）はこの「色彩」という独

自の分類を分析項目として設けた。

　母子画は，馬場（2005）や三沢らの（1979）分析・

評定描画項目など，数人の研究者による解釈や先行研

究により妥当性がある程度確立している評価基準を用

いているものが見られた。

　S-HTPP の評価項目は [ 表情 ][ 視線 ][ 人物像の表現

様式 ]，S-HTP の 評価項目は [ 全体 ][ 家 ][ 木 ][ 人 ] に

対する 149 の分析項目の出現率を検討していた。

3）描画法に併用している調査方法

　描画法に併用している調査法は，質問紙が 11 件中

9 件と最も多かった。

　高橋（2003）が家族関係を見る KFD では質問紙の

分析として高橋（2002）の愛着行動の尺度を，力石

（2011）の円描画では小坂（2004）の親役割満足感尺

度を用いていた。

　母性性の把握には，動的家族画に木船（2003）が石

崎ら（1996）の母性性イメージを用いていた。母子関

係については馬場（2003）は母子画に詫摩の（1988）

成人版愛着スタイル尺度を用いていた。

　S-HTPP では近藤（2009）が井梅の（2001）対象関
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係尺度を併用していた。

　面接は主に精神的な治療の目的で個別に行われてい

た。面接回数は 3 回が 2 件あり，期間は 3 か月から 6
か月のものが 2 件，長いものでは 5 年に及ぶものが 1
件あった。

4）画材について

　描画法の用紙に使用されるものとして A4 白紙の用

紙が 11 件中 5 件あり，B5 の用紙・画用紙がそれぞれ

1 件ずつあった。筆記用具は鉛筆が（特に太い鉛筆を

使用）11 件中 7 件で，そのうち鉛筆の芯の種類は B
以上が 5 件であった。

　パステル画において「パステルは線が出ないからい

い」「ペンだといろいろ考えてしまう」という意見が

あった。

5）描画法の所要時間 
　所要時間としては，時間設定が明記されたものでは

パステルシャインアートでは 90 分，円描画では 60 分

～ 90 分であった。KFD や母子画は時間設定の明記は

されていないが 30 分で描き上げたと記述されたもの

が 2 件あった。

6）心理状態に応じた描画法の活用

　森田 2）によると「バルーン・イメージは，「割れる」

「つぶす」などの破壊的なイメージを抱くことがあり，

抵抗や不安を抱くときには利用しない」としていた。

　力石 6）によると「円描画は同じ形態でも肯定的な

場合と否定的な場合の両方の意味合いがあり，願望か

実際の心の状態か判断しにくい場合があった。その

場合は言語的な情報も含めて判断する。」としていた。

森田 2）も同様な見解として「イメージが単純で理解

されやすい分，描写されていないストレスの対象の存

在や本心と異なる描写がなされることも想定されるの

で注意が必要」としていた。

3．客観的指標に裏付けられた描画法における表出内

容

　和田 4）の「描画自体が自己表出の機会となる」や

馬場 5）の「愛着対象との関係に基づく自己知覚が母

子画に反映された」とあるように描く人の内面が表出

されやすく，描画をもとにした質問紙や面接などによ

り関係性が明らかになっている。

　客観的指標に裏付けられた描画法における表出内容

は以下の「母性性イメージ」「家族の関係性」「親役割

と子育て満足感」「母子関係」の 4 つの項目に分ける

ことができた。

1）母性性イメージの変化

　木船（2003）は，半構造化面接と石崎ら（1996）の

母性性発達項目を質問紙として使用し，描画と母性性

イメージの変化を検討した。5 つの事例のうち KFD
と母性性イメージに変化のあったものは 3 事例あっ

た。出産や夫のリストラによるライフイベントの変化

に伴い母性性イメージは「柔らかい」から「強さ」に

変化していた。描画も筆圧が弱いものから強く変化し，

母親の表情がよくなり人物も大きく中心に描かれてい

た。母性性イメージでは，筆圧が弱かったものから強

くなり，人物も大きく母親の表情もよくなっていた。

他事例では母親が育児不安の状況から日常生活で達成

感を味わうことができるようになった場合に母性性イ

メージの評価項目が「明るい」「賢い」から「強い」「心

の広さ（包容力）」に変化していた。この母親の KFD
においても夫婦の距離が縮まっていった。

2）家族の関係性

　高橋（2003）は質問紙として高橋（2002）の愛着行

動評定尺度を用いていたが，得点が高群の母親の多く

は家族画が向き合い，円になって一緒に何かをしてい

る絵を描いていた。しかし，低群の母親は家族が単に

並んでいたり，同じ場所にいるが個々に活動をしてい

るという相互作用性が認められない表現が多かった。

3）親役割と子育て満足感

　力石（2011）は半構造化面接と質問紙として小坂

（2004）の親役割満足尺度を用いて母親の家族との心

理的距離と子育て満足感の違いによる距離の違いにつ

いて調査していた。親役割満足感のそれぞれの因子と

円描画の特徴の線の明度が基準によって数値化できる

為，それを用いて関係性を見ていた。それによると満

足感が高い人ほど夫や子どもの円との距離が小さいこ

とが分かったとしていた。

4）母子関係

　馬場（2003）は詫摩（1988）の愛着尺度を用いてい

たが，結果として愛着対象から拒否されないまでも信

頼できない，自分が愛される存在であるという確信が

持てない自他への不信感が強い人は母子画の子どもや

母親サイズが小さかったと述べている。同様に高橋

（2003）が自ら作成した愛着評定尺度を用いた結果で

は，評定得点が高群，つまり子どもへの愛着が強い母

親は対象児を「最初」に「高い位置」に「大きく」描

いていた。反面，評定得点低群の子どもへの愛着が弱

い母親は対象児を最も小さく描くという特徴が見られ

た。これについて高橋は子どもに対して親密な感情は

抱いているがうまく関われないという母親の心的な状

態を反映していると解釈していた。

　和田（2010）は POMS（Profi le of Mood States） 短縮

版を用いて描画に伴う気分の変化を評価した。パステ

ル画に「重なっていくイメージ」や「土から植物が出

てくるイメージ」など母親の心理が表出され，「緊張」

や「抑うつ」などの得点は低下し，「活気」の得点が

上昇した母親はパステル画の感想で「ウキウキした気

分」「頭が通って楽になる」などの言葉が聞かれたと

述べていた。

　近藤（2009）は S-HTPP に併用して井梅（2001）の

対象関係尺度を用いている。その結果によると「表情」

の中で「笑顔」は最も肯定的な感情が表現されるとあ
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る。S-HTPP の中で「笑顔」を描くものは「表情の省略」

をするものより，「回避性」「自己中心性」「関係性の

維持の困難」の得点が低いなどの関連性が見られてい

た。

Ⅵ．考察

1．母子関係のアセスメントの有効性

　描画法を用いた調査では，質問紙や面接など他の手

法も併用することで描画に表出された母子関係や家族

関係を評価していた。近藤（2009）7）によると「複数

の描画法をバッテリーとして組むことは有用かもしれ

ない。また，意識的な反応の得られやすい心理検査（質

問紙・SCT など）との併用がよく用いられる」と述

べられている。

　KFD と母性性評価尺度を用いた結果や愛着行動評

定尺度を用いた結果により尺度による好転的変化に伴

い描画も同様に好転的な変化が見られている。青木

（1986）8) も「KFD 画の家族関係は自己の感情を自然に，

しかも信頼に満ちて表現される」と述べている。円描

画やパステル画を用いた調査においても KFD と同様

の変化が見られていた。

　高橋（2003）が愛着評定尺度と描画の変化を見たも

のでは愛着の評定得点が高い母親は描画は家族が向き

合い一緒に何かをしている描画を描いていた。馬場

（2003）の母子画でも愛着尺度を用いた結果で自他へ

の不信感が強い母親の描画では子どもや母親の描かれ

ているサイズが小さかった。このように描画の評価と

尺度で妥当性が明らかな結果と質問紙による解釈との

間に関連性があるということが分かった。また，馬場

（2003）や高橋（2003）の結果によれば描画に表れる

心理から愛着対象との関係が充分構築されていないこ

とが描画に反映されるため，支援の必要性を把握でき

る。これらの事から描画法が母親の心理の表出に有効

であり，母子関係のアセスメントに役立てることが可

能と考えられた。

2．描画の客観的評価への影響因子

　育児支援の一つとして，母子の関係性のアセスメン

トと，母親の内面の表出を目的にして描画を用いた国

内の先行研究文献は母性看護の分野では 170 件中 11
件と少ない。臨床への応用に際しては，森田（1977）2）

によると「バルーン・イメージ画は「割れる」「つぶ

す」などの破壊的イメージをいだくこともある。」ま

た，力石（2011）6）の円描画では「肯定的と否定的の

両方の意味合いや願望と実際の心の状態のいずれか判

断しにくい。」と言われているように描くときの母親

の心理状態の影響を受けるという問題点もある。例え

ば，妊娠による身体の変化を好ましくないと受け止め

ていた場合，増大する腹部に対し破壊的イメージを抱

くことも考えられる。その為，母親の心理状態や母子

関係が特に気になる場合は描画の変化を心理社会的ア

セスメントの判断材料の 1 つとして用いて，母親への

支援前後の変化を見ていく必要があると考えられた。

　客観的評価である愛着尺度の得点や質問紙調査の結

果を数値化したものや語りの内容，面接調査の結果な

どは描画法の評価を裏付けるものとして必要である。

3．描画法の選択

　描画法により母子や家族の関係性が見えやすいも

の，見えにくいものがある。家族関係を知るために

円（円環）描画，バルーン・イメージ画が用いられて

いたが，これらは絵の苦手な母親にとって抵抗感が低

く受け入れやすいと考えられる。しかし，単純な円の

描画では大小や形状で心理状態や関係性を把握でき

ても，細かい顔の表情などは表現されずわからない。

力石（2011）6）は「同じ形態の為，解釈には慎重な判

断が必要」としている。家族関係を把握する目的で

KFD，母子関係を把握する目的では母子画が用いら

れている。これらは家族間の距離や表情が分かりやす

く，夫との関係や母子関係とその背景要因も表出され

やすいと考えられる。家族間だけでなく，家族以外の

人間関係を把握するものに S-HTTP がある。いずれの

描画法でも母親の心理の表出は図れるが，結果 2 － 4）

のようにパステル画は描くこと自体がリラクゼーショ

ンに繋がり，色の選択や描画を説明する母親の語りに

より心理を表出しやすい手法であるということが出来

る。したがって，母子関係に焦点を当てる場合は母子

画を用い，家族関係への感情を含めた把握を目的とす

る場合で時間もあり，描画に抵抗がなければ KFD や

S-HTPP を用いることが有効である。円描画やリラク

ゼーション効果を伴うパステル画は描画法への抵抗感

やストレスが強い母親に用いる場合に有効であると考

える。

4．看護への応用

　和田（2004）4）は「描画自体が自己表出の機会とな

る」と述べており，高橋（2003）9）は「KFD を用い

ることで子どもに対する母親の認知や家族の相互作用

性や凝集性といった側面を評価し得ることが可能」と

述べている。また，描画に愛着対象との関係が反映さ

れることからも今後育児支援において母親の心理の表

出や母子関係のアセスメントに描画法を取り入れ，母

子関係を促進させる看護の一助として用いることがで

きると考える。

　妥当性が示されている描画の評価項目をどのように

臨床において一般化するのか検討の余地がある。描画

に伴う対象者との会話や描画の説明も心理状態や家族

関係のアセスメントの内容に加えることが有用と考え

られるため，今後の看護への応用を検討したいと考え

る。
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Ⅶ．結論

1．検討した描画法では母子の支援に関わる家族関係

を主に見るものや母子中心に視点を置いたものな

ど目的が異なっていたが，いずれの方法でも母親

の心理が表出されていた。

2．母子関係に焦点を当てる場合は母子画を用い，家

族関係への感情を含めた把握を目的とする場合

では，時間があり描画に抵抗がなければ KFD や

S-HTPP を用いることが有効である。

3．円描画やリラクゼーション効果を伴うパステル画

は描画法への抵抗感やストレスが強い母親に用い

る場合に有効であると考える。

4．描画法に表出された母性性イメージや家族関係，

母子関係は併用調査の客観的指標により裏付けさ

れていた。

5．描画法を用いる際は描くときの母親の心理状態な

どの影響因子を考慮する必要がある。

Ⅷ．おわりに

　描画法は，主に用紙と鉛筆で実施が可能であり臨床

に導入しやすい。今回の研究の限界は，検討文献が母

親の心理を把握する具体的な支援の前段階での文献の

みであり，支援に描画法を具体的に活用し，その結果

を取り上げた文献はなかった。したがって今後支援の

場で実際に活用し描画法の有効性を検証する必要があ

る。
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Abstract

In the present study, a review of the Japanese literature was conducted to evaluate the effi cacy of using the drawing 
method as a tool for assessing mother-child relationships or the mother’s mental status and determine which forms of support 
incorporate the drawing method for improving mother-child relationships. Using "family", "therapy", "stress", "attachment", 
"mother-child", "motherhood", "parent-child" and "drawing method" as search terms, the Japan Medical Abstracts Society 
and CiNii databases were searched for articles published between 1977 and 2011. From 170 articles identifi ed, 12 original 
papers with suitable research themes were subjected to analysis. The analysis revealed a diverse range of forms of support 
that incorporate the drawing method depending on the aim of the support. Many forms of support use the drawing method 
with questionnaires or interviews as a psychological assessment tool. The drawing method is useful for assessing the mother-
child relationship and the mother’s mental status. The present results clarifi ed that the use of the drawing method must be 
adjusted in consideration of the mother’s mental status, such as feelings of resistance to drawing or her degree of parenting 
stress. These fi ndings support the introduction of the drawing method into forms of support that aim to improve mother-child 
relationships.

Key words： drawing method, support for mother-child relationships, literature review
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