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わが国の身体像境界得点の文献展望  
 
 
 
佐渡忠洋*1・伊藤宗親*2・田中生雅*1・山本眞由美*1 

 

本稿では，ロールシャッハ法の身体像境界得点を用いた邦文献 57 本を「研究内容」「評価法の採用」「測定目

的の心理的要因」の観点から年代ごとに分類して検討した．そこから 1970 年代からは研究数が増加し研究内容

も広がりを見せたが，1990 年代の研究数の減少に伴い基礎研究などが減少したこと，Fisher らの評価法が最も

採用されてきたこと，身体像境界得点による測定目的が身体像から自我境界へと変化してきたことを指摘した．

また，収集した邦文献の研究知見を整理した．最後に現在の身体像境界得点の数量化方法は，臨床心理学で重要

な対象者の心理的な「境界」を具体的に捉えたものではないために，個々の解釈で有用とは言いがたいこと，そ

の対策としてスコアへ重み付けを加える必要性を考察した． 
 

〈キーワード〉 ロールシャッハ法，身体像境界得点，文献レビュー，研究内容，評価法，自我境界 
 

Ⅰ はじめに 

 

ロールシャッハ法（Rorschach’s Inkblot Method；

RIM）が 1921 年に発表されて以来，対象者理解のため

の指標が幾多と提案されてきた．それらは諸研究によっ

て吟味・修正され，有用性が認められたもののみが今で

も用いられている．身体像境界得点（Body Image 

Boundary Score；BIBS）もその一つであり，世界的に

使用されている指標である． 

 

１ 身体像境界得点 

BIBS は，Fisher と Cleveland による慢性関節リウマ

チ患者の心理学的研究から始まった（Cleveland & 

Fisher，1954）．彼らは患者に対して心理テストを施行

する中で，事物の境界や表面が強調された反応，即ち，

保護的内容の反応が RIM で多く産出することに関心を

示した．その後，調査対象を心身症患者，統合失調症患

者等へ拡大させ，それらの成果をまとめて『Body image 

and personality』を著した（Fisher & Cleveland，1958）． 

BIBS は，防衛得点（Barrier Score；BS）と浸透得点

（Penetration Score；PS）からなる．前者は知覚対象

のもつ境界の強固さ・明確さ・安定性を表し，後者はそ

の境界の脆弱さ・不明瞭さ・弾力性を反映するとされて

いる．研究当初，BIBS は身体像境界の特徴を測定して

いると考えられていたが，現在では自我境界をも測定し

得るとされ，その信頼性と妥当性が示されている

（Weiner，1966／1973；Landis，1970／1981）．また，

Fisher らの方法では，反応数を 25 に統制して BS と PS

の分析を行うが，これも現在では統制は行わず，両スコ

アを反応数で除し，百分率で検討するようになった． 

 

２ 目的 

ある指標に関する研究がいくつか報告されても，それ

らをつなぎ，まとめ，精査する研究が少ないのがわが国

の特徴である．わが国でも BIBS を用いた研究が多く行

われてきた今，それらを検討することが BIBS の発展な

らびに臨床実践に寄与すると考えられよう． 

そこで本稿では，わが国で BIBS が用いられた諸研究

を概観し，それらの現状を把握するとともに，これまで

の知見をまとめた後に，BIBS が有する課題と可能性に

ついて若干の考察を行うことを目的とした． 

 

Ⅱ 検討方法 

 

1 検討文献の抽出 

 我々は NII 論文検索ナビゲータ（http://ci.nii.ac.jp/） 

岐阜大学カリキュラム開発研究 
2009.11, Vol.27 No.1, 100-108 

*1 岐阜大学保健管理センター *2 岐阜大学総合情報メディアセンター 
A Review of the Body Image Boundary Score in Japan 
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と 特 定 非 営 利 活 動 法 人 医 学 中 央 雑 誌 刊 行 会

（http://login.jamas.or.jp/）のデーターベースから「身

体像境界」「身体像」「自我境界」のワードにヒットした

論文を収集し，それらが BIBS 研究であるかを吟味した

（抄録は除く）．さらに，それらの引用文献をチェック

し，新しい BIBS 研究が発見されなくなるまで論文を収

集し続けた．その結果，わが国で発表された 2009 年ま

での BIBS 研究は 57 本となった（邦文献目録として末

尾に記す）．これらの他にも Weiner（1966／1973）と

Landis（1970／1981）のように示唆に富む邦訳書が刊

行されてはいるが，本研究では上記の方法で得られた 57

本の論文のみを対象とし，検討を進めることとした． 

 

2 具体的方法 

検討対象となった論文は，研究の特徴を捉えることを

目的に「研究内容」「評価法の採用」「測定目的の心理的

要因」の観点から年代ごとに分類し，検討された．最後

に，それらの知見を整理した． 

 

Ⅲ 結果と考察 

 

1 研究内容 

研究内容は，独立変数の特性と対象者の特徴を踏まえ

「アルコール」「臨床群」「青年期」「心理的要因」「基礎

研究」「競技スポーツ選手」「芸術」「夢」の 8 つに分類

された．それらの論文数（％）を年代ごとに示したのが

表 1 である．なお，表内の空欄は論文数 0 を意味する（以

下，すべての表も同様）． 

最初に論文数から検討する．1963 年に最初の報告がな

されてから，1980 年代までに研究数は増加している．し

かし，1990 年代からは数が激減し，現在では BIBS がほ

とんど用いられなくなったことが分かる．Exner（2002）

は BIBS が内容分析であるために，使用と解釈には慎重

にならねばならないことを指摘しているが，まさにこの

点がわが国の研究者らを遠ざけたのかもしれない． 

さて，表 1 から分かるように，研究内容で最も多いの

は臨床群を対象とした研究である．わが国の BIBS 研究

の変遷は，概して Fisher ら（1958；1968）の報告の変

遷と類似しているようである．つまり，心身症者，統合

失調症者等を対象とした研究から始まり，基礎研究を行

いつつ，BIBS と各種心理的要因との関連を検討するよ

うになった．これは，Fisher らの報告を追試し，更なる

発展を試みたためであろう． 

1960 年代から 1980 年代にかけて，研究内容は広がり

を見せたが，1990 年代からは BIBS 研究の衰退もあって，

広がりはなくなった．この中でも，競技スポーツ選手に

関する研究が多いのは，岩渕と中込の業績によるもので，

身体運動従事者としての競技スポーツ選手の身体像と

自我境界を捉えようとした試みである．2000 年代からは

芸術従事者，夢体験との関係，性同一性障害（臨床群に

分類）に関する研究が行われており，従来の研究とは異

なる観点から BIBS を用いている点が興味深い． 

残念であるのは，日本人の基準と諸外国の基準とを比

較した国際的な研究が行なわれていない点である．そも 

表 1 研究内容 

 1960年代 1970年代 1980年代 1990年代 2000年代 計 

アルコール 1 ( 11.8% )     11 ( 11.8% ) 

臨床群 4 ( 17.0% ) 15 ( 18.8% ) 14 ( 17.0% ) 17 ( 12.3% ) 3 ( 15.3% ) 23 ( 40.4% ) 

青年期  14 ( 17.0% ) 1 11 ( 11.8% )  15 ( 18.8% ) 

心理的要因  14 ( 17.0% ) 12 ( 13.5% )   16 ( 10.5% ) 

基礎研究  13 ( 15.3% ) 15 ( 18.8% ) 12 ( 13.5% ) 1 ( 11.8% ) 11 ( 19.3% ) 

競技スポーツ選手   17 ( 12.3% ) 11 ( 11.8% ) 1 ( 11.8% ) 19 ( 15.8% ) 

芸術     1 ( 11.8% ) 11 ( 11.8% ) 

夢     1 ( 11.8% ) 11 ( 11.8% ) 

計 5 ( 8.8% ) 16 ( 28.1% ) 18 ( 31.6% ) 11 ( 19.3% ) 7 ( 12.3% ) 57 (. 100% )
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表 2 評価法の採用 

 1960年代 1970年代 1980年代 1990年代 2000年代 計 

Fisherら(1958；1968) 5 ( 8.8% ) 16 ( 28.1% ) 15 ( 26.3% ) 16 ( 10.5% ) 2 ( 13.5% ) 43 ( 75.4% )

木場ら(1980)   13 ( 15.3% ) 14 ( 15.3% ) 3 ( 15.3% ) 10 ( 17.5% )

Landis (1970／1981)     1 ( 11.8% ) 11 (11.8% ) 

その他   11 ( 11.8% ) 11 ( 11.8% ) 1 ( 11.8% ) 13 ( 15.3% )

計 5 ( 8.8% ) 16 ( 28.1% ) 18 ( 31.6% ) 11 ( 19.3% ) 7 ( 12.3% ) 57 (. 100% )

そも，東洋と西洋とは「境界」のあり方が異なるのでは

ないだろうか．これは，河合（2003）が指摘した日本人

の心性の特徴からも理解し得る．BIBS は BS と PS とい

う一見，矛盾する性質を同時に捉える方法ではあるが，

必ずしも両スコアが相反する訳ではない．したがって，

日本人のような「境界」のあり方に目を向けた時，BIBS

においても新たな知見が得られるものと思われる． 

 

2 評価法の採用 

BIBS の特徴の一つに，その評価法が RIM 実施法に左

右されない，という点がある．つまり，BIBS が反応内

容を評価する方法であるがために，片口法や包括システ

ムなどの実施法に関わらず，すべての RIM プロトコー

ルから採点可能である．しかし，わが国の BIBS 研究を

概観すると，Fisher ら（1958；1968），木場ら（1980），

Landis（1970／1981）のいずれかの評価法が採用され

ている．そこで，諸研究における評価法の採用状況を吟

味するために，年代ごとにその論文数（％）をまとめた

（表 2）．この際，反応を評価していない理論的論文，事

例論文，評価法の選択が不明瞭な論文は「その他」へ分

類された．なお，橋本（1979）は Fisher らに従いつつ

も「図版との距離喪失反応」を加えた独自の方法をとっ

ているが，ここでは Fisher らに分類した． 

表 2 のように，Fisher らを採用した研究が圧倒的に多

く，木場らと Landis を採用した研究は少ない．研究を

詳細に吟味すると，BIBS によって前者は身体像を，後

者の二つは自我境界を主に捉えようとした研究が多い． 

八尋ら（1983）は BIBS の評価法を詳細に検討し，表

の三つの評価法のうち木場らの基準が最も使用しやす

いことを報告している．木場ら（1980）の報告を吟味す

ると，「B あるいは P とスコアされる可能性のある反応

をできるだけ拾っておいて，信頼性及び妥当性の吟味を

していこうと」し，「Fisher らはⅣカードのブーツおよ

びクマの皮，Ⅲカードのリボン，すべてのカードのエビ

およびカニを出現度数が高いという理由で，スコアしな

いが，これらはすべて B とスコアし」，「“特殊な（毛）

皮をもつ動物”の反応例に 2，3 個追加した」と Fisher

らの基準を僅かに修正した方法を提案した．しかし，修

正の意図は具体性を欠き，またその必要性も述べてはい

ない．この点が木場らの評価方の採用を難しくしている

ものと思われる． 

 

3 測定目的の心理的要因 

上述したように，BIBS は当初，BS と PS によって身

体像ないしは身体像境界の特徴を捉えるために創案さ

れたが，後に自我境界の特徴をも捉え得るとされるよう

になった．このように，BIBS が身体像境界と自我境界

を捉え得るという点は，多くの研究者の一致を見ている

が，橋本（1979）が既に指摘しているように，自我境界

は身体像境界を包括した意味での広い概念であり，概念

の整合性という点で問題も残されている．ここでは，こ

れまで BIBS で何を捉えようとしたかに焦点を当て，年

代ごとに論文数（％）をまとめた（表 3）．この際，BIBS

で測定目的とする心理的要因が記されていない論文，理

論的論文などは「その他」へ分類された． 

表 3 から，BIBS は身体像ないしは身体像境界を捉え

るために多く用いられてきたことが分かる．それは創案

者である Fisher と Cleveland の当初の理論に従ったた

めであろう．推移を見ると，諸外国での BIBS の発展と

同様，わが国でも導入当初は対象者の身体像ないしは身

体像境界を捉えることを目的に BIBS が用いられ，後に

自我境界を捉えることを目的とした研究が増えている．

1990 年以降の研究をみると，自我境界を捉えようとした

研究は大半を占める．質問紙法ではなく，投映法によっ
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て自我境界を捉えようとした場合，信頼性と妥当性を備

えた BIBS が用いられるのではないだろうか． 

 

４ わが国の研究知見の整理 

わが国での BIBS 研究によって得られた知見を簡潔に

まとめ，後の研究に役立つ資料を提供したい．ここでは

評価法の差異には触れず，すべてをあわせて検討した． 

≪基礎理論≫ 

大学生の場合，Ⅰ・Ⅴ・Ⅹのカードで BS が，Ⅵ・Ⅷ・

Ⅸのカードで PS が出やすく，Ⅵ・Ⅶ・Ⅸのカードで BS

が，Ⅲ・Ⅴ・Ⅶのカードで PS が出にくい（木場ら，1980）．

統合失調症者の場合，Ⅱ・Ⅷ・Ⅶカードで BS が，Ⅱ・

Ⅸ・Ⅵカードで PS が出やすく，Ⅴカードで BS が，Ⅴ・

Ⅰ・Ⅵカードで PS が出にくい（木場ら，1981）．発達的

に見た場合，中学生や高校生よりも大学生で BSが増え，

PS は年齢の増加に伴って減少するとされている（小出ら，

1981）． 

RIM のその他のスコアとの関係を捉えた研究もある．

まず反応数が 10 以下の場合には正常者と臨床群との間

に BS と PS で差が認められないが，反応数が 20 以上の

場合には差が認められ始めるという（梶塚ら，1977）．

BS が多い者は M 反応も多く，PS が多い者は色彩反応が

多い（須永，1994；袴田，1999；梶塚ら，1977）．加え

て，BS が低くなるにつれて情緒統制（FC：CF+C）が低下

する（小出ら，1978）ことから，BS は内的統制と，PS

は外的統制と関連があるとされている（袴田，2000）．

両スコアともに高い者は F％が高く，PS は陰影反応，解

剖反応，⊿％と正の相関が，D％と A％と負の相関がある

（梶塚ら，1977）． 

≪精神疾患≫ 

統合失調症者や精神病患者を対象とした BIBS 研究は

多く行われてきた．統合失調症者は正常者よりも BS が

低く PS は高いことは，Fisher ら（1968）の報告を含め，

多くの研究で一致をみている（山口，1976；梶塚ら，

1977；橋本，1979；木場，1993）．その PS には，身体境

界の浸透，分裂，崩壊を意味する反応が多いこと，そし

て思春期の統合失調症者の場合には，身体内部あるいは

身体内部から外部への運動が多いことが報告されてい

る（山口，1976；袴田，1983）．妄想をもつ者より妄想

をもたない者の BS は高いという研究（入谷，1980）が

ある一方で，両者の BS と PS には差はないという知見も

ある（木場，1994）．しかしながら，一級症状をもつ統

合失調症者の方がもたない統合失調症者よりも PS が高

い（木場，1994）ともされており，PS が多い者は自我が

弱いという報告（橋本，1979）も踏まえると，症状が少

ない時は高い BS を，症状が重度な時は高い PS を示すと

いえる． 

その他の精神疾患では，躁状態の者が高い BS と PS を

示し，うつ状態の者は低い BS と PS を示すこと（大石，

1975），自己臭体験を有する者と対人恐怖症者の BIBS の

特徴は，神経症者と統合失調症者との中間に位置するこ

とが指摘されている（木場ら，1976；梶塚ら，1977）．

また，性同一性障害の身体的には男性で女性のジェンダ

ーを持つ者と，身体的には女性で男性のジェンダーを持

つ者との間で両スコアに差はないが，詳細に内容を検討

した場合，前者はアクセサリー，開口部，身体の損傷を，

後者は透けるものを見ることが多いという（児玉，2009）． 

≪心身症と身体症状≫ 

BIBS による心身症の研究は Fisher ら（1958；1968）

が原点である．まず，内臓疾患患者の PS は正常者や蕁

麻疹患者よりも高いこと，蕁麻疹患者の BS は正常群や

内臓疾患患者よりも高いこと，円形脱毛症患者の BS は

蕁麻疹患者よりも高いことが示されている（山中ら，

1967；山中，1968；1969）．そして，身体外層に症状感

表 3 測定目的の心理的要因 

 1960 年代 1970 年代 1980 年代 1990 年代 2000 年代 計 

身体像ないしは身体像境界 5 ( 8.8% ) 13 ( 22.8% ) 19 ( 15.8% ) 11 ( 11.8% ) 1 ( 11.8% ) 29 ( 50.9% )

自我境界  11 ( 11.8% ) 12 ( 13.5% ) 16 ( 10.5% ) 4 ( 17.0% ) 13 ( 22.8% )

その他  12 ( 13.5% ) 17 ( 12.3% ) 14 ( 17.0% ) 2 ( 13.6% ) 15 ( 26.3% )

計 5 ( 8.8% ) 16 ( 28.1% ) 18 ( 31.6% ) 11 ( 19.3% ) 7 ( 12.3% ) 57 (. 100% )
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をもつ者は，身体内層に症状感をもつ者より高い BS を

示す者が多く（上野，1966），身体内層に症状感をもつ

者は外的ストッレサーを契機とした症状感をもつ者よ

り高い PS を示すとされている（上野，1966）．また，身

体感覚（体感異常を含む）について訴える統合失調症者

は，症状の安定時に BS が増加し PS が低下する一方，身

体感覚について訴えない統合失調症者は，症状の安定時

に BS が減少し PS は変化しないとの報告もなされている

（山本，1974）．これらのことから，BIBS が身体意識と

身体症状を捉える有用な手段であることが分かる． 

また，アルコールのように生理的変化を生じさせた場

合にも，そしてエレベーターによって身体に特異な刺激

を与えた場合にも，BS と PS は変化することからは（菊

池ら，1963；山本，1974），BIBS が意識に近い身体像か

ら無意識的な身体像まで幅広く捉えていることがうか

がえる． 

≪競技スポーツ選手≫ 

大学生の競技スポーツ選手の BS は一般学生よりも高

く（佐渡ら，2008），女性は男性に比べ高い BS と低い PS

を示す（岩渕，1994）．競技種目でみると，柔道選手は

陸上長距離選手よりも高い BS を出し，陸上長距離選手

は剣道選手より低い PS を出し，バスケットボール選手

は陸上長距離選手よりも低い PSを出すという（岩渕ら，

1980；1981；1982）．その他，自らの身体に満足してい

る者は低い BS を示すこと（岩渕，1985），緊張しやすい

選手はそうでない選手よりも高い BS を示すこと（中込

ら，1983），試合後には PS が増加することが報告されて

いる（中込ら，1986）． 

≪解釈仮説≫ 

BIBS と心理的要因との関連を検討した研究も多い．ま

ず，共感能力と BS とには正の相関があり（嶋谷，1976），

共感能力と PS には部分的に正の相関があるが，統合失

調症者と躁うつ患者では，その幅が狭くなるという（中

澤，1976）．不安や対人恐怖感が高い者は PS が高く（寺

田，1976；白石ら，1983），BS が高い者は不安を感じに

くい（袴田，1980）．また，高い BS を出す者は自己評価

が高く，不安度が低く，情緒的に安定している（嶋谷，

1976）．しかし，高すぎる BS と低すぎる BS は自己操縦

感の低さと不適応を示すことも指摘されている（大石，

1976）．その他，PS の性質が夢内容にみられる形態上，

概念上の境界や，夢と現実との関わり方に反映されてい

ること（児玉，2006），BIBS の浸透性と芸術性・創造性

との間には密接な関係があることも報告されている（伊

藤，2005）． 

これらの諸研究の知見を踏まえ，どのように BIBS を解

釈していくかについては，大きく二つの立場があるとい

える．一つは BS と PS を別個のものとして考えるだけで

なく，BS と PS との組み合わせから理解することを強調

する立場である．この立場からは，緊張や不安に対する

警報的備えや微妙な感情体験など，陰性の要素をも含む

原初的情動領域に関わり得る自我機能を理解できると

されている（青柳，1993）． 

もう一方は，BS と PS との差に注目するのではなく，

それぞれのスコアを検討していくべきであるという立

場である．しかし，BS と PS との関係については一定の

理論は出されていない．ただ，吉川（1990）が述べるよ

うに，BS が PS よりも高く，一定以上の BS を有して PS

がまったく無いわけでないことが望ましい，という点は

諸研究を概観しても納得できる基準である．この立場か

らぞれぞれのスコアの意味をまとめてみると，BS は自我

同一性の指標となり，健全な自我境界と権威像に対する

葛藤に伴う心理的な楯という意味を持ち，身体像境界の

空想が身体意識を外層への定位すること，知性化を包含

した知的な空想による境界の設定を意味している（嶋谷，

1976；青柳，1993；小出，1976；1977；1978）．一方，

PS は同一視の傾向，口愛的依存対象との分離を回避し境

界を否認する態度の投影，快-不快の選別する情動体験

による境界の設定を表現している（中澤，1976；小出ら，

1978；1979）． 

≪その他≫ 

これらの他にも，因子分析によって BS と PS を質的に

検討した研究（中山，1977；小出，1979；袴田，1985），

自我境界の測定可能性を詳細に検討した研究（袴田，

1988；1991：1994；1997：2000）もある． 

 

Ⅳ 身体像境界得点の課題と可能性 

 

わが国での BIBS 研究は，1990 年代から研究数が激減

したこと，国際比較がなされてないこと，木場ら（1980）

の評価法に曖昧な点があること，概念の整合性に問題が
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あることは既に述べた．最後に BIBS が有する重大な課

題を指摘しつつ，その発展可能性ついて述べたい． 

BIBS の大きな課題として，対人援助の見立てにおいて

重要な対象者の心理的な「境界」を，現行の評価法が一

面的に捉えている点が挙げられる．即ち，BIBS のすべて

の評価法はスコアされ得る反応の有無のみを問うてお

り，臨床的に重要な「境界」の水準や強さといった要因

は考慮していない．また，評価点 1がすべて均等に与え

られ，各スコアの和からのみ解釈されてしまう．そのた

め，例えば BS の「服」と「鎧」が，PS では「鼻の穴」

と「引き裂かれた身体」が等価として扱われ，臨床的な

情報となり得る部分は数量化されない．したがって，邦

文献を検討した結果，BIBS は身体像境界や自我境界を捉

えることができ，調査研究における群間比較などで用い

られることはできても，BIBS からのみ個々の事例の解釈

仮説を得ようとすることには極めて慎重であらねばな

らず，現行の評価法では臨床的に有用な知見は得られに

くいと言わざるを得ない． 

本課題を乗り越えるためには，与えられるスコアに重

み付けを加えることが有用だと思われるが，これまでこ

の改善作業に取り組む研究者は皆無である．新しく BIBS

の評価法を創案する上では，自我の強さを測定し得るロ

ールシャッハ予後評定尺度（Klopfer et al，1951）が

参考となるのではないだろうか．つまり，PS 反応では M

反応の様式，形態水準との関係を加味して得点を与える

などの方法である．これによって，RIM の内容分析だけ

でなく，構造的な側面をも取り入れた評価法が作成可能

と思われる．上述の課題を克服すれば，BIBS は臨床心理

学に寄与する可能性を大いに備えていると考えられ，

個々の事例でも有益な仮説をもたらすであろう． 

 

Ⅴ おわりに 

 

本稿では，わが国で報告された BIBS 研究を概観し，

研究の現状把握を行うとともに，諸研究の知見をまとめ，

BIBS の課題と可能性を指摘した．検討した論文の中に

は，安易に BIBS が用いられ解釈されていると感じられ

るものもみられた．黒田ら（2006）が，BIBS について

「スコアが容易
．．

な尺度である」（傍点筆者ら）と述べて

いることは，単なる内容分析に陥りがちな RIM 研究者

らへの戒めとして理解されるべき指摘であろう．RIM 批

判を克服し，RIM の未来を考える上では，何よりも研究

倫理が重要となることを我々は強く認識しなければな

らない． 
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