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アナログ画による感I情と心 可IZE

守山正樹＊
M“αhiMORIYAMA,SAD,PhD

1.本連載では可課題の論理的な分析と関連する概念形成へのアクションリサーチを通して,環境，

生活§行動など多様な対象を可視化してきました，しかし大脳左半球への依存度が高い分析的な

方:法で賎感情や心など人の内面までを可視化することは困難です．左半球的な思考とは異なる

恩考様式を求めた結果叩エドワーズの著書を通して大脳右半球の思考モードを活用する純粋輪郭

画J法に出会いｳ直観的な思考とそれを支える新たな可視化の方向性に気づきました。

2．緬癖輪郭画法の直観的な可視化をさらに発展させ，人の内面を可視化する方法として提案された

「工ドワーズによるアナログ画の考え方」を,授業や研修に取蹴入れました鰯その結果として対

JJ象者脚§§入間のｴﾈﾙギー "や"平穏'などの言葉に錘じた際の憾膨ること卿心持ち,気分｣
・蔦’'…：･′いふ,応;シし塵:謎::.､i;報_傷〆F

十から,雁蕊者二患者関係の印象｣,さらに｢健康相談時の心･気持ちの変化｣などまで､多様な
主題に向き合い,内面を可視化し言語化するごとがきぎ患心走蕊?Hf

．I_：辰 … ":心､x'拭丘"ﾘ

3‘エドワーズとの手紙のやり取ﾙﾉによる交流を通してFアナログ画を累積的に描き人iの内面を可視J
．r津、、

化し振り返る作業が,保健医療に従事する人の内面的な成長と問題解決能力向上に役立つことが
確認されました。

らわれること.」とあります．この(1)の「かんせ

い【感情】」について同大辞典には，「物事に感じ

て起こる心のはたらき．特に，深く心にしみて感

嘆する趣き，しみじみとした感動の気持などをい

う．心の高まり．感興．かんじよう.」とありま

す．漢字で書かれている場合に，どのように発音

されていたかが明らかではありませんが，『大辞

林』（三省堂刊）によると，「明治以降は一般に

｢かんじよう」とよまれた」そうですから，それ

以前は「感動する気持ち」を表していた「感情」

が，明治以降は「喜怒哀楽など」の自らの心持ち

を表すことが多くなったと考えられます．

いずれにしても，感情は，人が物事に向かい合

った時に起こってくる「心持ち，心のはたらき」

と言えます．では改めて「心：こころ」とは何で

しようか．『日本国語大辞典』は「こころ」を，

｢人間の理知的，情意的な精神機能をつかさどる

1．はじめに

本連載では，「多‘忙な日常生活において通常は

意識されにくい概念的・哲学的な側面」を取り上

げ，アクションリサーチとして，さまざまな方向

からの可視化への取り組みについて述べてきまし

た．今回は「アナログ画による感情と心の可視

化」への取り組みです．

「かんじよう【感情】」の意味について『日本国

語大辞典』（小学館刊）には，「(1)二かんせい（感

情）：(2)物事に感じて起こる心持．気分．喜怒哀

楽などの気持．特に心理学では，意識の主観的側

面，感覚や観念に伴って起こる‘快，不‘快や情緒，

‘情操の状態をいう：(3)理′性を失ってある気持にと
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器官，また，その働き．“からだ”や“もの”と

対立する概念として用いられ，また，比峨的に，

いろいろな事物の，人間の心に相当するものにも

用いられる．精神．魂.」と概略的に定義した上

で，さらに大項目5個，小項目20個以上に分け

て，項目別に定義しています．「こころ」は，人

の内面にある広く深いものを総称する，非常に広

い意味を持った言葉であることが，うかがえま

す．

z：感情や心は可視化できるか
i五吋

これまで本連載では「紙と鉛筆でワークシート

に書き込む」という方法で，環境認識1)世界

観2)，精神,性3)，ジエンダー観4)，生活観5)，行動

連鎖6)など，多様な対象を可視化してきました．

これらの対象は，どれも比較的あいまいで，概念

的な側面を持っていましたが，ワークシート上の

設問や座標軸を工夫することで，一定の可視化を

達成することができました．自覚症状の場合7）

も，人体を中心とするイメージを具象的に描き，

分かりにくい点があれば，それをピンポイントで

改良することで，日本だけでなく米国でも通用す

る可視化の表現8)が得られました．

一方，今回対象とする「感情，心」は，本連載

でこれまで試みた可視化の対象よりも，さらに漠

然とした，深くまた広いもので，捉えることは容

易ではありません．この複雑な対象を敢えて可視

化するのであれば，抽象的な表現に踏み込む必要

があります．しかし，手書き顔グラフという具象

的な表現と，抽象的な表現との間には大きな隔た

りがあり，当初は先に進むことができませんでし

た．

転機が訪れたのは，抽象的な表現に進む前段階

としての純粋輪郭画法9)の考え方に出会った時で

した．

36純粋輪郭画法（右脳の機能にスイ

ーfざツチを入れる画法）との出会い

「純粋輪郭画法」との出会いは,1980年代の半

ばで，長崎市浜の町アーケード内にあるK書店

の2階の，絵を描くための本が並んでいたコーナ

ーで，エドワーズ著『脳の右側で描け』9)を偶然

に手にとった時でした．“脳の右側”と“描く”

という2つの言葉が組み合わさった題名に引かれ

て，思わず本に手を伸ばしました．

描き方に関する本は何冊もありましたが，他の

本は描き方のテクニックが中心であったのに対

し，エドワーズの本は，脳の機能と描く行為とを

結びつけ，可視化の過程を論じていました．

筆者が特に関心を持ったのは，この本の82頁

に，「言語的で象徴的な様式(Lモード）で機能

する支配的な大脳左半球の“スイッチを切り”，

空間的相関的な様式Rモード）で非支配的な右

の脳に“スイッチを入れる”効果的な方法」とし

て紹介されていた“純粋輪郭画法”という描き方

でした．画を描く際，私たちは普通，描く手元を

眼で見て，手の動きや描かれた線を確認しながら

描きます．一方，純粋輪郭画法で描く際は，描く

自分の手を見ることなく，対象の輪郭を眼で追

い，連動して描く手を動かします9)．この方法で

描こうとすると，当初は，きちんと描けているの

かに不安を感じます．手の動きを眼で見ずに描く

ため，描かれた線は必要以上に曲がったり歪んだ

り濃淡が出たりするかもしれません．それでも，

ためらわずに描くことで，独特の線が現れます．

この純粋輪郭画法で描かれた線と，通常の描き

方で描かれた線とでは，大きな差があります．エ

ドワーズによれば，通常の線は,Lモードによる

‘情報処理が加わるため，「もっともらしい月並み

な鉛筆の軌跡」となります．一方，純粋輪郭画法

では,LモードがRモードへと切り替わるため，

｢対象のあるがままを描写する，豊かで深みのあ

る直観的な鉛筆の軌跡」が現れます．

本連載ではこれまでに，言葉だけでなく，二次

元の視覚的表現，さらに自覚症状の具象的表現を

用いてきましたが，これらは，エドワーズの捉え

方によれば,Lモードで描いた表現だと言えま

す．一方，純粋輪郭画法に出会ったことで筆者

は，「もっともらしい，論理的な表現方法」だけ

でなく，「直観的な表現方法」が存在する事実と，

その可能'性に眼を開かされました．このことは，

論理的に捉えることが難しい対象であっても，そ

の存在を直観的に捉えられるならば，可視化が可
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能であることを意味します．つまり，「感情，心」

を可視化する手掛かりが得られたのです．

この純粋輪郭画法で白紙の上に描かれた線を興

味深く感じた筆者は，折にふれ，この描き方でス

ケッチを試み始めました．直ぐに感情や心を可視

化できるようになったわけではありませんが，直

観的に表現することで，これまでよりも多様な対

象を可視化できることに気付かされました．

本連載の初回に紹介した手書き顔グラフの試

み'0)を炭鉱が閉山した長崎の離島．高島で行った

際，連絡船で高島に往き来しましたが，筆者は気

分転換をしたい時,LモードからRモードに頭を

切り替え，船内の人々の横顔や自分の手足を，純

粋輪郭画法でスケッチしていました．

4．「内なる画家の眼」と「アナログ

n画」
エドワーズが書いた新たな本『内なる画家の

眼』'')に出会ったのは1989年で，場所は同じ長|崎

市のK書店でした．前の本『脳の右側で描け』9）

では，人物や風景など眼で輪郭を追える対象の可

視化を扱っていたのに対して，『内なる画家の眼」

では，“眼で見える対象”だけでなく，“人の内面

にあって，眼では見えない対象”の可視化を論じ

ており，興味深く感じました．中でも筆者が関,心

を持ったのが“アナログ画”です．以下に，エド

ワーズによるアナログ画の描き方の一節を紹介し

ます．

「見出しの言葉“怒り”を読んでください．そ

して，あなたがいちばん最近本当に怒ったときの

ことを思い出してみましょう．言葉をまったく使

わないで，その出来事が何であったか，あるいは

あなたが怒った理由が何であったか（これも言葉

にしないで)，怒りがどんなものだったか，自分

の中で感じ取るのです．そのときの感情を再び感

じている，と想像してみましょう．まず，その感

情が内奥からほとばしり，次いで腕のなかへ，手

のなかへ，そして鉛筆のなかへ流れ込み，鉛筆α

先から姿を表して，その感覚と等価のもの（アナ

ログ)－そのとき感じられた感情のように見える

もの－を記録する，と想像するのです．一度に全

部描かなくてはならないわけではなく，あなた力

感じたものとそのイメージがぴったりくるよう

に，必要なら修正したり，消したりしてもかまい

ません.」（『内なる画家の眼』（以下，前掲書と略

記)，67～68頁)．

この本に関連して印象深かったのは，頭痛や腰

痛の可視化を試みた1991/92年の米国滞在時8)，

初めて訪れたアーバナ・シャンペイン市のイリノ

イ大学Coop書店の美術書のコーナーに，この本

の英語版(DrawingontheArtistWithin)が何

冊も置いてあったことです．純粋輪郭画法に力［

え，アナログ画を描く時間では筆者は，日常とは

異なる時間を経験できました．

5．アナログ画の実際

これまで本連載で紹介してきたWifyやイメー

ジマップは，論理的にデザインされたワークシー

トを用いるもので，授業で学ぶ知識を整理するの

にも役立つため，筆者は担当する大学の授業で，

折にふれてワークシートを活用していました．し

かしアナログ画の場合の可視化は，いわゆる左脆

的な論理(Lモード）によってではなく，右脳匪

な論理(Rモード）によって行われます．そのた

め，“実証的な知識”を論理的・意識的に教え学

ぶことが期待されている左脳的な大学の授業にた

いて，右脳によるアナログ画を活用することは，

最初のうちは考えられませんでした．

ところが，環境因子を主題として新たな授業力

開始された1993年にアナログ画をめぐる状況力

変化し始めました．筆者が関わっていた保健医癖

従事者（医師，栄養士，保健師，看護師など）α

授業において，知識だけでなく，クライエント

(患者，住民，相談者など）とのコミュニケーシ

ョンが，以前よりも重視され始めました．挨拶，

説明，同意，インフォームドコンセントなどの形

式を重視したコミュニケーションだけでなく，

｢相手の立場に立って，感じ考える｣，「自分の陵

面を振り返る」など，いわゆる左脳的な論理では

割り切れない感情や心についても，視野に入れる

必要が出てきました'2)．“人の内面を可視化する

必要性・必然'性”が生まれたのです．このような

経緯から筆者は1993/94年の授業に初めてアナロ

1262 理学療法29巻11号2012年11月



グ画を取り入れました．

筆者が非常勤講師をしていた長|崎のK短期大

学食物専攻科における1994年6月の授業で，言葉

としてはエドワーズの本'')の中に例示されていた

｢人間のエネルギー，平穏，病気（前掲害67頁)」

に加えて「環境破壊」を選び，各言葉に接して

｢感じること，起こってくる心持ち，気分」を，

学生たちにアナログ画として描いてもらいまし

た．90名の学生が描いたアナログ画から，3名の

ものを図lに示します．

エドワーズによれば，アナログ画は視覚言語と

しての意味を持ちます．エドワーズの本には，

"怒り”，“喜び"，“平穏"，“憂うつ"，“病気”な

どの各言葉を表現した32名分のアナログ画が，

同じ言葉毎に比較可能な形で示されていますが

(前掲書73～85頁)，それを見ると，各人のアナ

ログ画に大まかな共通'性がある一方で，独自の個

性も認められます．エドワーズは多数の人が描く

アナログ画に互いに似た部分があることを「構造

的類似′性」（前掲害77頁）と称し，視覚的形態の

深層構造が人間の脳の中に組み込まれている可能

'性を指摘しています．

図lには3名分のアナログ画しか示していませ

んので，このような小人数のものから大まかな共

通性を捉えるのは容易ではありません．それで

も，“平穏”という言葉に関しては，「複数の波線

や水平に伸びる線」に共通性が感じられます．

アナログ画は，言葉に接した際の「感じたこ

と，心持ち，気分」をRモードの視覚言語として

表現したものですが，そのあとLモードに切り替

え言葉で説明することで，自己の内奥をより深く

知ることができます．エドワーズによれば，アナ

ログ画で描かれたもののすべてを言葉で説明でき

るわけではなく，アナログ画には言葉で説明でき

ない部分が存在しますが，それでも説明できる部

分を言葉として表現し，それを繰り返すことで，

より深く自分を理解できます．

図lのアナログ画について，描いた直後に，学

平穏 病気人間のエネルギー 環境破壊

◇ ◇ ◇学生Aさん

◇ ◇ ◇学生Bさん

◇◇ ◇○
町

学生Cさん

図1人間のエネルギー，平穏，病気，環境破壊という4つの言葉から「感じること，起こってくる心持

ち，気分」のアナログ画の表現例
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生に言葉で説明するように求めたところ，以下の

ような記述が得られました．

学生Aさん「人間のエネルギー」：炎が燃えた

ぎって，光がギラギラ光って，あふれそうな様

子．「平穏」：なだらかな傾斜のある草原に風がそ

よそよと吹いている．そこにいるだけで眠たくな

るような様子．フワフワしている．「病気」：どん

よりした気分で，モヤモヤしていて，灰色とか黒

色とかの感じがする．「環境破壊」：めちゃくちゃ

になっている様子で，壊されている様子．

学生Bさん「人間のエネルギー」：渦巻きの中

心から外へとエネルギーが放出されている．「平

穏」：穏やかな状況だと何もじゃましない．何も

感じない．だから横に直線を書いた．「病気」：病

気になれば，何もかもが，歪んで見える．具合が

悪い．「環境破壊」：環境破壊は暗闇にいろいろな

雑音や‘情報が入り交じっている．

学生Cさん「人間のエネルギー」：人は誰でも

一人で生きていけるという人はいないだろうし，

皆で協力し合って仕事をするだろうから，人間の

エネルギーは小さなかたまりの大きな集団という

イメージが浮かびました．「平穏」：穏やかな波や

草原で揺れる草という感じがして，このような線

になりました．「病気」：私はほとんど病気をしな

いのでよく分かりませんでしたが，苦しいとか痛

いというイメージがあります．「環境破壊」：破壊

という言葉から黒い感じがしたので，こういう図

になりました．

6アナログ人物画による医療者一患

jざ;者関係の可視化

アナログ画とは“手を動かすことを左脳的に意

識せずに描く”ものです．「どうしたら描けるだ

ろうか｣，「上手に描くにはどうしたらよいだろう

か」などと考える必要はなく，そのような考えが

頭に浮かばない状態で，右脳的に描く方法です．

エドワーズの本には，内面の感情だけでなく，特

定の人物の印象を表すアナログ人物画（前掲書

96頁）の描き方も載っています．

では，複数の人物を思い浮かべ，それぞれの印

象を同じ紙の上に描いたら，どうなるでしょう

か．複数の人物が同じ場面に関わることは，社会

生活で頻繁に生じます．特に保健・医療を専攻す

る学生にとっては，医療者一患者関係を思い，考

え，学ぶことは必須です．そこで筆者は，当時の

勤務先である長崎大学医学部で，医療者(医師)－

患者関係をアナログ画に描くことを試みました．

1994年6月に46名の学生が描いたアナログ人

物画の中から3例を選び，図2に示します．

医療者一患者関係のアナログ画を描くにあた

り，臨床経験が少ない医学部3年生の学生たちが

登場人物の内面をイメージしやすいように，描く

準備として以下の状況設定（医師の内面/受診者

の内面）を学生に示しました．

医師の内面：「今日は午前中に50人の受診者の

訴えを聞かなければならない．まだ15人目だ．

さて，次の方，どうぞ､」

受診者の内面：「私の子供は頚のすわりが悪い．

これで大丈夫なのか．この問題を医師に相談した

い．医師は何か適切な助言をしてくれるだろう

か」

アナログ人物画を描いたあと，数名の学生に印

象を聞くと，「描くことによって，二人の人物の

状況をより具体的に考えられるようになった気が

する」との発言が得られました．これらのアナロ

グ画を描くことで，学生たちがどのような洞察に

達したのかを知るために，画を描いた直後に，自

分の画へのコメントを書いてもらいました．

学生D君「医師の内面」：医師の側は，まわり

にさまざまな医学知識を準備して，図の中心にあ

る患者さんの訴えかけに，さあ集中しようという

気持ち，患者さんの訴えかけから，いろんなこと

を引き出そうという気持ちになっている．「受診

者の内面」：受診者の方は頭の中に不安，心配と

いったことが大きな比重を占め，胸がつかえるよ

うな感じ．図の上方の黒い部分．どうしようか，

あれこれと考えを巡らしたり，勝手な想像をした

りするものの，結局はまたもとの“不安”の部分

に戻ってしまう．

学生E君不安で心の中が闇のようになってい

る受診者と，そのことが分かっていながらも，急

がなくてはならない医師とが向かい合っている．

医師側には，どうしたらうまく対処できるか，と
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医師の内面 患者の内面

<二〉学生D君
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学生E君

<二〉学生Fさん

I

図2医療者（医師）と患者が向かい合う場合の二人の内面α

アナログ人物画の例

7．心・気持ちの変化をアナログ画で

J連続的に捉える

時代的に前後しますが,1993年10月28日，長

崎県の離島である五島の有川町（現在は新上五島

町に統合）にあった有川保健所（現在は上五島保

健所に統合）で，保健師（当時は保健婦）を対象

として，健康相談に関する研修会を行った際，ア

ナログ画を用いました．

健康相談という状況を，多様なコミュニケーシ

ョンのあり方の中に連続的に位置づけるため，以

下の4つの状況を設定しました．①親しい友人と

話す．②健康な人に健康相談を行う．③エイズの

可能性がある人に健康相談を行う．④自分がエイ

ズに感染したと分かる．

1993年当時は長崎県でもHIVエイズの感染に

社会的な注目が集まり，医療従事者ですらエイズ

に恐怖感を持ち，社会的な差別が生まれやすい状

況下で，「保健所における健康相談で，エイズに

どのように向き合うか」が大きな課題となってい

いう思いが常にあると思う．

学生Fさん「医師の内面」：忙しさ，しんどさ

が，どうしても先に立ってしまって，やや荒れた

気分になりがちだ．たくさんの人を診察するため

には，ある程度，一人の人に向ける同情心という

か感‘情の入れ込み具合を，抑えなければならない

のかも知れない．「受診者の内面」：母親側として

は，もう不安でいっぱいで，ワラにもすがる必死

の思いだ．この感情のアンバランスが，うまく対

処しないと，様々の大きな問題を生むと思う．

医療者一患者関係は，医療職を目指す学生が学

ぶ必要のある重要な主題ですが，両者の立場の関

連‘性から類似/相違点に至るまで，学生が具体的

な考察を行うことは，通常の授業では困難です．

しかしアナログ画は内面の感‘情や思考にまず形を

与えるため，形を入口として，個々の学習者か

"人の内面”を捉え，思考を具体化させることか

可能になります．
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た状況についてアナログ画を描き，さらに何を描

こうとしたのかを言葉に出して発言する中で，健

康相談にどのように向き合うかを考えました．

3名が書いた画の理解を以下に示します．

保健師Aさん「状況l」：すごくリラックスし

ている．感情安定している．楽しい話題になる

と，心が弾む．「状況2」：自分の気持ちと対象の

気持ちがすれ違う点と接点．二人とも未知の存

在．「状況3」：自分の表面のぎこちなさを抑えき

れない不安，自信のなさ．相手の気持ちが分から

ない不安．「状況4」：暗黒と脱力と恐怖と怒り．

ました．

8名の参加者が描いたアナログ画から，3名の

ものを図3に示します．

エドワーズは，「アナログ画を描くことは，す

でに自分自身がわかっていると知っていること，

あるいは誰かが知っていることを描くのではな

く，意識的なレベルでは知らない心のなかの知覚

を見出す練習をすることだ（前掲書98頁)」と述

べています．筆者は，研修会の冒頭で，アナログ

画を描くことを「健康相談に向かう知覚の訓練」

と位置付けました．参加者はまず4つの想定され

保健師Aさん 保健師Bさん 保健師Cさん

状況1：

親しい友人と話す
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状況3：

エイズの可能性が

ある人に健康相談

を行う

且 一□‐□

状況4：

自分がエイズに感

染したと分かる

図3健康相談の場面別の内面に対応するアナログ画の例
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すべて誰にぶつけて良いか分からない．点滅する

希望．

保健師Bさん「状況l」：好き勝手に楽しく会

話している．リラックスした雰囲気．「状況2」：

何かを探して隅をつつくように話している．攻撃

的．「状況3」：対象者への平静を保とうとしなが

らも混乱している．徐々に指導的になっている．

｢状況4」：ガーンと落ち込み，現状に‘慣れなが

ら，一生懸命生きて行こうとしている．

保健師Cさん「状況l」：対話によって，左の

人と右の人の会話が発展し，延々と楽しく続いて

いく．「状況2」：相談者の共感を得ながら，共感

を得られない部分も残しながら，対話している．

｢状況3」：相談相手を前にして緊張しているが，

それをできるだけ表面に出さないように気をつけ

ながら，話を進めている．「状況4」：健康人との

間に大きな壁ができたと思いながら，健康人の仲

間にもどれる（エイズが治る）希望も捨てられな

いという気持ちだろう．

「通常の会話→一般的な健康相談→エイズにつ

いての相談」というように連続的に状況設定が移

行する中で，研修会の参加者が自他の多様な感情

を振り返り，直視し，より良い相談の方向を考え

る上で，アナログ画が役立ちました．

86エドワーズ先生との交流

さて，イリノイから帰国して2年ほどの間に，

さまざまな場面でアナログ画による“人の内面”

の可視化を試行し，心や感情を捉える上で有効な

方法であることが理解できました．同時に悩み始

めたのは，筆者のやり方が，アナログ画の原則か

らみて正しい方向に進んでいるのかということで

した．

そこでエドワーズ先生に直接連絡を取ることを

考えました．しかし当時は電子メールの蕊明期

で，インターネットも試行運用の時代でしたの

で，‘情報検索の手段が限られていました．長崎大

学図書館で調べた結果，図書館‘情報大学所蔵の

TheWritersDirectory1990-92の中のエドワー

ズ先生に関する5行の短い記述にたどり着き，所

属先の住所を見つけ，質問の手紙を送ったのか

1993年11月でした．そして返信をもらえたのが

翌94年11月でした．その返信は封書ではなく，

カリフオルニア州立大学・Brain/EdCenterから

のフアックス（94年10月27日付）でした．

筆者がエドワーズ先生に送った手紙でまず質問

した内容は，「米国の医学・医療の領域で，当時

アナログ画がどのくらい，どのように用いられて

いますか」というものでした．それに対するエド

ワーズ先生の答えは「Tothebestofmyknowl-

edge,afewpsychologistsandpsychiatristsare

usinganalogdrawingintheUSasadiagnostic

andtherapeutictool,butthepracticeisnot

widespread.(和訳：私が知る限り，合衆国では

一部の心理学者や精神科医が診断と治療の目的で

アナログ画を使っていますが，実践は広まってい

ません.)」でした．

また，「アナログ画を連続的・累積的に用いる

際，大切なことは何ですか」という質問に対して

は,finmostanalogdrawings,theindividualun-

derstandlargepartsofthedrawingsandcan

giveaverbalaccountofthemeaningsofthese

parts.Butinnearlyalldrawings,thereareparts

thattheindividualdoesnotunderstand.These

puzzlingpartscanformthebasisofthenext

drawing---andthenext.(和訳：たいていのア

ナログ画の場合，描いた本人は画の大部分を理解

し，画の部分を言葉で説明することができます．

しかしほとんどすべてのアナログ画で，描いた本

人にも理解できない謎の部分があります．次にア

ナログ画を描く時には，この謎の部分が出発点に

なります．その次も同様です.)」という答えでし

た．筆者の長崎での試みから考えて，納得できる

内容でした．

このエドワーズ先生からの最初の手紙の一部を

筆者が模写したものを図4に示します．

エドワーズ先生は前掲害56頁では，さまざま

な筆跡を引用し，筆跡に現れる“思考”を論じて

いました．図4の手紙はエドワーズ先生自身の筆

跡に接することができる貴重なものです．

「Iwasveryinterestedtoseethe#3and#4

analogdrawingsonfeelingsaboutAIDS.Several
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図4エドワーズ先生からの手紙の一部分（筆者による模写）（消8

1994年11月9日）

ofthemcanformillness,asdescribedinm¥

book'.onefromcrossedbyanother,asinonthe

lastpageofthedrawingsandonp.4.(和訳：私

はエイズへの感情に関する＃3と＃4のアナログ画

にとても関心を持ちました．それらのいくつ力

は，私の著書にある“病気”のアナログ画と共避

する構造を持ち，一つの線が別の線に横切られる

形で，最後の頁と4頁にあります.)」

この手紙は，有川町での研修（前述）時のアナ

ログ画を筆者がエドワーズ先生に送ったのに対

し，返信として送られてきたもので，図4の2行

目にある「#3，＃4」は，図3の状況3に示す保健

師AさんとBさんの画に対応します．さらに図4

を眺めると，7～8行目に，エドワーズ先生によ

る保健師AさんとBさんのアナログ画のスケッチ

(横線と縦線あるいは斜線の組み合わせ）が描力

れています．エドワーズ先生が経験してきた「疾

病」のアナログ画と構造的に共通するとの指摘も

興味深いものでした．

エドワーズ先生とは，95年1月に2番目の手紙

をもらったあと，交流が終わってしまいました

が，アナログ画による感‘情の可視化が社会と文イヒ

を超えて有効だと理解できたことは，大きな収穫

でした．

93アナログ画と具象画の違いを確認

い〃する

アナログ画は，人の内面，“内的な感‘情．心”

を可視化します．鉛筆の軌跡として現れた線は，

それを描いた本人にとって特別な意味を持ち，そ

の線から，さらに説明の言葉を紡ぎ出すことがで

きます。またアナログ画は，人が内面に明瞭に思

い浮かべられる内容であれば，抽象的な言葉に接

して「感じること，起こってくる心持ち，気分」

から，特定の人物の印象に至るまで，さらに特定

の状況における問題意識そのもの（前掲害102-

Ill頁）をも，可視化することができます．

純粋輪郭画法で描いたりアナログ画を描いたり

することは，エドワーズによれば，「大脳左半球

優位の通常の状態Lモード）の“スイッチを切

り"，大脳右半球優位の状態(Rモード）の“ス

イッチを入れる”こと」で，達成されます．この

"スイッチ切り替え”は，「鉛筆を動かす手の動き

を眼で見ずに，眼は対象の輪郭を追う（純粋輪郭

画法9)の場合)」あるいは「感情が内奥からほと

ばしり，腕のなかへ，手のなかへ，そして鉛筆の

なかへ流れ込み，鉛筆の先から姿を表して，その

感覚と等価のものを記録する，と想像する（アナ

ログ画'0)の場合)」ことで達成されます．この
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"スイッチ切り替え”は決して難しいものではあ

りません．例えば学生たちが授業中にアナログ画

を描く場合，描き方を口頭で説明したあと，筆者

が黒板上にチョークでアナログ画を実際に描くの

を見てもらうことにより，大多数の学生はアナロ

グ画を描くことができました．

しかし，コツが分かれば簡単に大脳半球のスイ

ッチ切り替えを行うことができると言っても，初

めてアナログ画を描く場合には，この切り替えを

上手にできない学生もいます12)

アナログ画を描くつもりで，実際にはアナログ

画の代わりにLモードによる具象画を描いてしま

った例を図5に示します．

K短期大学食物専攻科で90名の学生が，4つの

言葉に対応するアナログ画を描いた際，大多数の

学生は図1のような画によって「感じること，心

持ち，気分」を可視化しましたが，学生Gさんは

｢顔が炎の形の人：水平線と太陽：枯れそうな

花：工場の煙で汚れた空とゴミだめと化した海」

を，学生Hさんは「光が輝く人体：穏やかな風

と草と日光：病原体：湾岸戦争による原油のあふ

れ出しで真っ黒になった海」を具象的に描きまし

た．長崎大学医学部で46名の学生が，医療者

(医師)－患者関係のアナログ人物画を描いた際，

大多数の学生は図2のような画を描きましたが，

学生Iさんは「患者と医師を表す具象的な略画」

病気 環境破壊人間のエネルギー 平穏

夕か行．/'",′・‐

":/j
/イぞ．‘

ゲ
・
〆
〆

鱗
患！

”

◇ ◇◇
凸面■

学生Gさん

N侭
(…

◇◇◇学生Hさん

患者の思い医師の思い

<=〉学生’さん

零

蟻仁〉学生J君

図5アナログ画の代わりにLモードによる具象画や記号を描いてしまった例
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に加え，「￥（円記号）：／(割り算記号）：。(矢

印記号）：人の記号」などの記号表現を多用しま

した．また学生J君は，「何人もの患者を表す顔

の略画：時計：“オレたちは病人だ!!”（文字)｣，

｢踏ん反り返った医師：ひざまずく患者」などの

具象画を描きました．

これらの具象的表現では，対象が具体的・即物

的または記号的に表現されており，「Rモードで

可視化されるアナログ画の直観的な思考」とは大

きく異なり，「Lモードで可視化される説明的・

論理的な思考」が表に出ていると考えられます．

具象的表現は単純で分かりやすいですが，「言

葉では説明し切れない，まだ言語化されていない

心持ち」のような深い内面を表すものではないこ

とが分かります．

鋤．おわりに

アナログ画で可視化するのは「感じること，心

持ち，気分」ですが，「漠然とした不定形の心」

まで可視化できるというわけではありません．す

なわち，ただぼんやりと何かを思い浮かべればア

ナログ画を描けるというものではなく，例えば怒

りや悲しみを描く場合は，最近本当に怒った時の

こと，本当に悲しかった時のことなど，その時の

強い感情をもう一度思い起こすように努めること

が大切です．人物のアナログ画を描く際は，その

人のことをじっと思い浮かべることが必要です．

何かしっくりしないもの，まったく理解できない

ものなど，心にひっかかっている問題自体をアナ

ログ画に描く際は，その問題を言葉で「○○問

題」などと名づけるのではなく，言葉にならない

部分も含めて問題全体を感じ取り，その感じ取っ

たままに合わせて鉛筆を動かします．心を鏡に職

えるならば，その鏡を漠然と描けばアナログ画に

なるというわけではなく，心の鏡に感情や人物や

問題などを明瞭に映し出し，その輪郭をていねい

に追うようなつもりで，左脳的なLモードの論理

を脱し,Rモードで鉛筆を動かすことで，アナロ

●

グ画は生まれます．

本連載で既に二次元マップ')やWify"'や連鎖
図6)により，記入欄や座標軸や矢印などの論理的

枠組みを介して可視化した環境や生活，精神,性と

いった課題についても，アナログ画として表現で

きるなら，これまでとは異なる新たな洞察が得ら

れるかもしれません．

あなたもアナログ画を描いてみませんか．
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