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バウムテストの空間使用数に示される高齢者の抑うつに関係する諸特徴
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Characteristics of depression in the elderly based on the number of
occupied areas in the tree-drawing test
Genta YAMADA, Shinji YAMAGUCHI, Tadashi ENDO
and Norio MURAYAMA
Abstract

Introduction: We investigated the characteristics of depression in the elderly based on the number
of occupied areas in the tree-drawing test (Baum test).
Methods: A complete enumeration survey was conducted on 238 elderly subjects. This survey included questions about age, sex, years of education, the Tokyo Metropolitan Institute of Gerontology Index of Competence (TMIGIC), the Quality of Life Index (QOLI), Geriatric Depression Scale15 (GDS-15), and tree-drawing test. The number of areas occupied by trees can be evaluated easily
and objectively.
Results: Based on Spearman's rank correlation coe‹cient, there was a signiˆcant correlation between the number of occupied areas and the other items (age, years of education, TMIGIC including
the total score of IADL, intellectual activity, and social role, QOLI including the total score of
present life satisfaction, and energy for living, and GDS-15 including the total score of depressed
mood and energy loss). As a result of stepwise logistic regression analysis (the dependent variable
was the occupied areas and the independent variables were the other items), three items were
selected (energy for living, depressed mood, and intellectual activity).
Conclusion: The number of areas occupied by trees is in‰uenced by energy for living, depressed
mood, and intellectual activity in the elderly.
Key words: tree-drawing test (baum test), depression, elderly, occupied areas, projective method
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という点でも重要な課題である．

に

高齢者の抑うつや QOL などの心理的健康が，質

高齢化の現状と心理的健康に関する評価

問紙法検査の結果に反映されにくい原因には，様々

高齢化は世界的に重大な課題のひとつであり，特

な要因が考えらえる．たとえば，研究によって生じ

にこれからの数十年は，先進地域はもちろん開発途

る対象者への負担はできるだけ少なくすることが望

上地域においても急速に進展していくことが見込ま

ましいことから，一般に，調査全体の質問項目数は

れている21) ．特に日本は，諸外国に比べて高齢化

あまり多くできない．そのため，質問紙法検査で得

が最も深刻21) であり，高齢者に対する様々な取り

られる得点は大雑把になりがちであり5)9)29) ，対象

組みは大きな注目を集めている．

者に生じたわずかな心理的変化を評価しきれないこ

これまで，高齢者を対象にした研究は，国内外の

とがある．また，特に健康的な高齢者を対象に質問

様々な分野で多く報告されてきた．そのなかで，抑

紙法検査を実施した場合は，介入前の段階でかなり

うつや quality of life（QOL）などの心理的健康に

健康的な結果32) が示され，介入による改善の余地

関する側面は，心理学や精神医学はもちろん，ス

がほとんどなくなってしまう，ということも少なく

ポーツ科学，身体疾患に関わる医学，理学療法学な

ない．一方，認知症高齢者に対しては，言語機能の

どの領域においても，それぞれの研究の重要な項目

障害などにより，回答の妥当性が低下するほか，質

として積極的に扱われてきた17,22,23)．

問紙法検査の実施自体が困難な場合がある．さら

.

に，質問紙法検査では，たとえば QOL を測定する

質問紙法検査の特徴

高齢者の抑うつや QOL などの心理的健康に関す

際に「生活に満足していますか」と質問するなど，

る項目は，一般的に，質問紙法検査で評価されるこ

評価内容が対象者に分かりやすく，対象者が自身の

とが多い．抑うつについては，国際的には

回答をゆがめてしまう可能性25) がある．前述した

Geriatric Depression Scale (GDS)35)や，Zung Self-

新しい介入法という例では，統制群の対象者も「せ

Center for

っかく協力したから」などと考えて，実際の心理状

Epidemiologic Studies Depression Scale (CES-D)30)

態も肯定的な評価をしてしまうことがあり，介入群

などが代表的である5) ． QOL については，特に心

との有意差が出にくくなる一因になっている可能性

理的健康に関する主観的 QOL を測定する尺度とし

がある．

Rating Depression Scale

(SDS)37),

て，Philadelphia Geriatric Center Morale Scale
(PGC）モラールスケール16)29)や

QOL

評価表9)など

が用いられてきた．
しかし，これらの質問紙法検査では，高齢者に生

そのため，高齢者の心理的健康をより的確に評価
することができる新しい評価手法の開発は，高齢者
の様々な研究分野のエビデンスにも影響する重要な
課題である．

じ た心 理 的変 化を 十 分に 評価 で きな いこ と があ

.

る10)27)28) ．たとえば，心理療法やリハビリテーシ

投影法検査の特徴

質問紙法検査の大半は統計的な手続きを経て作成

ョン，看護・介護などにおいて新しい介入法を開発

されており，信頼性や妥当性も検討されているた

し，高齢者に実施した結果，「介入群は統制群に比

め，科学的な研究に用いやすい一方で，上記のよう

べて，本人や家族，介入者などが心理的健康の向上

な短所も存在する．そのため，臨床心理学の分野で

を実感したにも拘らず，質問紙法検査の得点では，

は，的確な心理的評価のために，質問紙法検査に併

両群間や介入前後間に有意差が得られなかった」と

せて投影法検査を実施することが多い．投影法検査

いうことは少なくない．特に認知症高齢者を対象に

は，インクの染みが何に見えるか回答するロールシ

した場合28) はその傾向が顕著であり，認知症高齢

ャッハテストや，提示された絵から自由に物語を作

者への様々な介入法におけるエビデンスの蓄積24)

成する主題統覚検査，紙に木を描くバウムテストな
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どが代表的で，曖昧で多義的な刺激に対する対象者

研究のひとつに Murayama, et al.19)による報告があ

の自由な反応を分析する心理検査法である．最近で

る．この研究では，健常高齢者の抑うつの特徴を検

は，高齢者を対象にした研究に関しても，いくつか

討するため，抑うつ傾向が強い群とそれ以外の群に

報告されているようになってきた11)36)．

おいて，バウムテストの結果を比較している．バウ

投影法検査は，質問紙法検査とは異なり，何を調

ムテストによって描かれた木の評価は，Mizuta, et

べられているか対象者には分かりにくく，対象者の

al.18)や一谷ら8)などが用いた指標のなかから，下方

本来の反応を得られやすい．検査やその評価法によ

樹冠（柳のように下方に垂れ下がった樹冠）の有無，

っては，得点も細かく幅広い値が得られ，対象者に

木の陰影の有無，木全体の高さと幅，樹冠の高さと

生じたわずかな心理的変化が反映される可能性も期

幅，幹の高さと幅を用いている．その結果，抑うつ

待できる25) ．また，バウムテストなどは非言語的

傾向が強い群とそれ以外の群との間に有意差が得ら

に実施が可能であり，言語機能に障害がある者にも

れた指標は，木全体や樹冠の高さや幅といった木の

適用しやすい．

サイズに関する項目であり，下方樹冠や木の陰影の

しかし，統計的な手続きを経て作成されたものが

有無などには有意な偏りは認められなかった．

多い質問紙検査と異なり，投影法検査は，作成者の

下方樹冠や木の陰影は，バウムテストにおいて，

仮説や，臨床的に経験された少数例の分析に基づい

これまで抑うつを示す指標4)7) の一部とされてき

て構成されているものが多く，信頼性や妥当性が十

た．一方，木のサイズに関する諸指標は，これま

分に検討されていない検査が少なくない．これは投

で，社会的な接触や，自分の能力の評価，心理的エ

影法検査が，対象者と評価者の関係性や，検査を行

ネルギーなどに関係する指標2)4)7)8)13)19)の一部とさ

う状況・文脈などによって反応に生じる差が大き

れてきた．高齢者の抑うつは，他の年代とは異な

く，さらに，その反応の差が評価に重要な視点にも

り，抑うつの中核的な特徴であるうつ気分が目立た

なることから，統計的な検討が不向きであるという

ない反面，社会的接触の少なさや，閉じこもり，心

特徴とも関係している．また，採点法が確立され，

気症，無気力，活力低下などといった周辺的な特徴

誰が採点しても同じ結果が得られる質問紙検査とは

が目立つことが多い3)6)31) ．そのため，抑うつ的な

異なり，投影法検査には，評価者の主観的な判断

高齢者がバウムテストで描く木の小ささ19) は，高

や，数字では表現しきれない判断も含まれるため，

齢者のうつ気分が直接関係しているのではなく，社

評価には十分なトレーニングが求められる．

会的な接触の少なさや，自分の能力に対する低い評

しかし，質問紙法検査とは異なった長所・短所を

価，心理的エネルギーの低さなどといった，周辺的

もつ投影法検査が，臨床心理士や公認心理師などの

な特徴が関係している可能性を示唆している．しか

専門家だけに活用されるのではなく，他の分野にお

し，この可能性については，まだ十分に検討されて

いても可能な範囲で積極的に活用されることは，学

いない．

際的な研究が進められている高齢者の分野において

本研究では，バウムテストで描かれた木のサイズ

は特に有意義である．そのためには，投影法検査に

が，高齢者の抑うつに関係する諸項目をそれぞれど

おいても，質問紙法検査と同様に統計的な知見を積

の程度反映しているか，統計的に検討することを目

極的に蓄積していくとともに，十分なトレーニング

的とした．木のサイズについては，本研究では，客

を受けていなくてもある程度の水準で評価できる簡

観的に評価しやすく，Murayama, et al.19)の報告で

便な手法の開発が求められる．

最も有用性が高かった空間使用数を用いた．また，

.

バウムテストに関するこれまでの報告と本研
究の目的

投影法検査について，統計的な手法で検討された

抑うつに関係する項目には，中核的な特徴であるう
つ気分のほか，社会的役割などを含めた本人が自覚
している活動能力，生活のハリなどを含めた
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心理的安定感（気分の落ち込みや不安など），生活
のハリ（活力や趣味，将来への期待など）という 3

法

つの下位項目で構成されている．
GDS35) は，高齢者向けに開発され，世界的に用

調査の概要と対象者

本研究は，長野県の山間部にある A 町の一地区

いられている抑うつの質問紙法検査であり， 30 項

において，対象者の自宅にて行った訪問悉皆調査の

目で構成されている．本研究で用いる GDS15は，

一部であり，対象者は Murayama, et al.19)と共通し

特に抑うつと強く相関する 15 項目で構成された短

ている．この地区に在住している 65 歳以上の高齢

縮日本語版34)であり，矢冨（1994)34)は，主成分分

者558名のうち，研究参加への同意が得られ，認知

析の結果，うつ気分（無価値観や希望のなさなど），

症やパーキンソン病を含めた神経・精神疾患ではな

ポジティブ感情の低下（幸福感や活力の低さなど），

く，日常生活動作（activities of daily living; ADL）

エネルギー減退（活力や閉じこもり傾向など）とい

や手段的 ADL（instrumental ADL; IADL）に明ら

う 3 つの下位項目に分類できることを報告した．

かな問題がない者を調査の対象とした．このうち，

バウムテスト26) は，描かれた木から対象者の心

欠損データなどがある者を除外し，最終的に238名

理的特徴を把握することを目的にしている投影法の

（有効回答率42.7 ）を分析の対象者とした．分析

心理検査である．本研究では，一般的な実施法と同

の対象者は，男性 118 名，女性 120 名であり，年齢

様，対象者に A4 用紙と，鉛筆，消しゴムを渡し，

の中央値（ Q1 Q3 ）は 73.00 （ 69.75 79.00 ），教育

木を描くことを求めた．A4 用紙には枠づけなどは

年数の中央値（ Q1 Q3 ）は 12.00 （ 9.00 12.00 ）で

行わず，白紙の紙を用いた．教示にはいくつかの種

あった．

類があるが，将来的に認知症高齢者への適用を目指

.

すため，本研究ではできるだけシンプルな「1 本の

調査内容

調査内容は，年齢，性別，教育年数などの個人属
性のほか，老研式活動能力指標14)15)，quality

of life

木を描いてください」という教示を用いた．
.

倫理的配慮

（ QOL ）評価表9) ，日本老人における老人用うつス

この調査は，長野県 A 町にある社会福祉協議会

ケール短縮版（ GDS 15 )34) ，および，バウムテス

および長野大学において，それぞれの機関に研究倫

トなどで構成した．このうち，個人属性， GDS 

理審査委員会が設立される前に行われた．調査の際

al.19)

15 ，バウムテストのデータは Murayama, et

には，社会福祉協議会の指導のもと，対象者への負

の報告で用いられているが，老研式活動能力指標と

担や個人情報保護に十分に配慮するとともに，対象

quality of life（QOL）評価表は，本研究で新たに分

者には参加・不参加は自由であることを含めて十分

析・報告するデータである．

な説明を行った上で，同意を得た．本研究に関して

老研式活動能力指標14)15) は，高齢者の

IADL に

は，対応表は既に破棄され，匿名化した状態で保管

ついて，対象者自身の評価に基づいて検討するため

されていたデータを再分析した．また，本研究は，

に開発された質問紙法検査である．手段的自立（外

順天堂大学スポーツ健康科学研究科研究等倫理委員

出や買い物，預貯金管理など），知的能動性（年金

会の倫理審査において，承認（順大院ス倫第2020

などの書類記入や，新聞の購読など），社会的役割

29）を得た．

（家族や友人からの相談，若い人への話しかけなど）
という 3 つの下位項目で構成されている．

.

分析

1)

バウムテストの空間使用数

QOL 評価表9)は，日本の高齢者の主観的 QOL を

バウムテストの評価法1)2)4)7)13)26)33)には，描画結

測定するために開発された質問紙法検査である．現

果の量的・質的特徴に基づく評価のほか，全体的な

在の満足感
（現在の生活への満足感や幸福感など）
，

印象による評価，空間象徴理論に基づいた評価，検
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査状況や文脈などを十分に考慮した事例研究的評価

満たさなかったため，相関係数についてはスピアマ

など様々な視点がある．高齢者に対しては，一谷ら

ンの順位相関係数を算出した．また，バウムテスト

（ 1987)8) や小林（ 1990 )12) が用いた評価法は，描画

の空間使用数を従属変数，年齢，教育年数，老研式

の量的・質的特徴を比較的包括的に評価することが

活動能力指標の 3 つの下位項目， QOL 評価表の 3

できる．本研究で用いる空間使用数は，ここで紹介

つの下位項目，GDS15の 3 つの下位項目を独立変

されている方法で測定した．具体的には，縦方向に

数として，各項目を対数変換によって正規分布に近

20分割，横方向に14分割する枠を描いた A4 サイズ

似させたうえで，ステップワイズ法による重回帰分

の透明のフィルターを用意し，描かれた木の上にフ

析を行なった．

ィルターを重ね，木を描くことに用いられた領域の

統計解析には，SPSS バージョン22を用いた．

．
数を数えた（図 1）
2)

．結

統計解析

バウムテストの空間使用数と，各質問紙法検査の
合計点や下位項目を含めた各項目との相関について
検討した．
各項目の正規性を確認した結果，多くが正規性を

.

果

個人属性および各項目の得点

対象者の年齢，教育年数，老研式活動能力指標，
QOL 評価表， GDS 15 ，バウムテストにおける，

それぞれの中央値，四分位数（ Q1 Q3 ）を，表
に示した．
.

バウムテストの空間使用数と，他の項目との
相関係数

バウムテストの空間使用数と他の各項目との間に
おけるスピアマンの順位相関係数を，表 1 に示し
た．有意な相関は，年齢，教育年数，老研式活動能
力の合計点および下位項目（手段的自立，知的能動
性，社会的役割），QOL 評価表の合計点および下位
項目（現在の満足感，生活のハリ），GDS 短縮版の
合計点および下位項目（うつ気分，エネルギー減退）
において得られたが，いずれも強い相関ではなかっ
た．相対的には， QOL 評価表の生活のハリ（ r ＝
0.27），QOL 評価表の合計点（r＝0.25），老研式活

動能力の合計点（ r ＝ 0.25 ）などにおいて，空間使
用数との間に比較的強い相関が得られた．
.

重回帰分析

バウムテストの空間使用数を従属変数，年齢，教
育 年 数 ， 老 研 式 活 動 能 力 指 標 ， QOL 評 価 表 ，
GDS15の下位項目を独立変数とした，ステップワ
図1

空間使用数の測定方法
縦方向に20分割，横方向に14分割する枠を描い
た A4 サイズの透明のフィルターを用意し，描
かれた木の上にフィルターを重ね，木を描くこ
とに用いられた領域の数を数えた．この図の場
合，灰色の部分が該当し，空間使用数は48とな
る．

イズ法による重回帰分析を行なった．各項目間の順
位相関係数は表 2 に示した．また，各項目の variは最大でも1.43であり，
ance in‰ation factor (VIF）
多重共線性は認められなかった．その結果， QOL
評価表の生活のハリ（ 0.21 ）， GDS 15 のうつ気分
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表1
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各項目の中央値，四分位数（Q1Q3），および，空間使用数との順位相関係数

（－0.18），老研式活動能力の手段的自立（0.15）の

b ）．3 項目による，重相関係数（R）は0.40，決定

3 項目が，空間使用数に有意に影響している項目と

係数（R2）は0.16，調整済決定係数は0.15であった．

して選択された（カッコ内の数字は標準偏回帰係数

表2

重回帰分析に用いた各項目間の順位相関係数
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力が反映したものか，本人が自覚した能力が反映し
たものかは，明らかではない．本研究での検討には

本研究では，バウムテストの木のサイズに関する

限界があるため，対象者の実際の手指の運動機能や

指標のなかで客観的に評価しやすい空間使用数と，

他の ADL ・ IADL ，パーキンソニズムの有無など

高齢者の抑うつに関する項目との関係を統計的に検

について，理学療法学や作業療法学の視点を含めた

討した．抑うつに関する項目については，社会的役

詳細な機能評価に基づいて，今後，総合的に検討し

割などを含めた本人が自覚している活動能力や，生

ていく必要がある．

活のハリなどを含めた QOL ，および，エネルギー

また，得られた相関係数は全体的に弱い値であ

減退などを検討した．その結果，空間使用数と多く

り，重回帰分析の調整済決定係数も0.15であったこ

の指標との間に，弱いながら有意な相関が得られ

とから，生活のハリ，うつ気分，手段的自立という

た．また，ステップワイズ法による重回帰分析を行

3 つの項目だけでは空間使用数を十分に説明しきれ

なった結果， QOL 評価表の生活のハリ， GDS 15

ないことが示唆された．たしかにバウムテストの結

のうつ気分，老研式活動能力の手段的自立が，空間

果には，心理的健康のほか，手指の運動機能や，描

使用数に有意に影響している項目として選択された．

画の技術，描画に対するモチベーション，パーソナ

生活のハリは，活力や趣味，将来への期待などに

リティ，バウムテストを実施した文脈や状況，検査

関する指標9)であり，高齢者の抑うつの特徴のひと

者の特徴など，非常に多くの要因1)2)4)7)13)20)26)33)が

つとして指摘されてきた活力低下3)6) に関係してい

影響しており，これらを全体的に含めた検討は，今

る．本研究で検討した指標のなかでは，この生活の

後の課題である．特にバウムテストを実施した文脈

ハリが空間使用数に最も強く影響しており，特に重

や状況に関しては，本研究は，対象者の自宅にて行

要な項目であると考えられる．

った訪問式調査であることや，長野県の山間部の

手段的自立（外出や買い物，預貯金管理など）が

データであることが特徴であり，病院の外来や病

含まれる老研式活動能力指標は，本人の実際の能力

棟，福祉施設などでの実施のほか，都市部での実施

を測定する指標ではなく，本人が自覚している能力

も，今後求められる．

が反映される指標14)15) である．本研究では，認知

さらに，バウムテストの評価法に関する課題もあ

症やパーキンソン病を含めた神経・精神疾患ではな

る．バウムテストには，空間使用数のほかにも，木

く，自立した生活を送り， ADL や IADL に明らか

の量的・質的特徴（他のサイズ，実の数，樹冠や

な問題がない高齢者を対象にしたことを考慮する

幹，根の形，陰影の有無，筆圧など）による評価

と，この指標を低く評価した対象者には，自分の能

や，全体的な印象による評価，空間象徴理論に基づ

力を実際より低いものと自覚する傾向や，活動を困

いた評価，事例研究的評価など様々な種類があり，

難に感じたり億劫に感じたりしている傾向などがあ

なかには数字では表現しきれない評価も多く含まれ

るかもしれない．実際，抑うつ的な高齢者は，記憶

る．しかし，高齢者のバウムテストの結果に関する

能力を含め，自分の能力を低く評価する傾向が指摘

知見は，まだ十分に検討されていない．そのため，

されている3)6)19) ．また，理学療法学の分野を中心

空間使用数以外の評価と心理的健康との関係につい

に， ADL di‹culty （困難感）という概念が最近注

ても，今後，積極的に知見を蓄積していく必要があ

目されており，血液透析を受けている高齢者を対象

る．

に，ADL di‹culty と抑うつとの関係について検討

このように本研究には多くの課題があるものの，

した報告17) もある．しかし，本研究では，手指の

高齢者が描いた木の空間使用数が，うつ気分だけで

細かい動きまで含めた ADL の詳細な検討はしてい

なく，生活のハリや手段的自立と有意に関係してい

ないため，空間使用数との関係は，本人の実際の能

るという結果は，本研究によって統計的に得られた
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新しい知見である．空間使用数は，図 1 に示した

文

通り，簡便かつ客観的に評価できる指標であり，バ
ウムテストの十分なトレーニングを積んだ専門家で
なくても評価することができる．今後，更なる知見
を蓄積し，バウムテストによって高齢者の心理的健
康を客観的かつ的確に評価できる手法が開発されれ
ば，質問紙検査法と併せて実施すべき検査として，
心理学以外の専門領域でも活用しやすくなると考え
られる．たとえば，高齢者向けの医療機関や福祉施
設において，バウムテストを初診時や入居時に実施
した上で，その後も定期的に実施していくことによ
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