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An Exploratory Study of the Bender Gestalt Test for Japanese Junior High School Students 

Morio Fukasawa 

 

要約 

本稿は、中学生のベンダー・ゲシュタルト・テスト（以下BGT）の得点（Ｚ得点）の平均、標準偏差、

所要時間、それらの男女差および得点の構成傾向（内容分析）を行った調査研究である。調査対象者は、

Y県内中学校3校の通常学級に在籍する2年生（13～14歳）男性92名、女性75名、合計167名であ

った。本研究でＺ得点の平均と標準偏差を求めたことにより、①全体の平均得点は性差の影響を受けな

いが、得点構成においては性差が関係すると思われる要因の考察、②これまでパスカル・サッテル法

（P&S法）ではそれほど重視されてこなかった得点と所要時間の関係に対する考察、③本研究で考察さ

れた得点構成の範疇に入らない例における特徴と性差についての関連性の示唆が得られた。これらのデ

ータは今後臨床現場のBGT を解釈していく上でとても有益なものになると考えられる。 
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1．問題と目的 

ベンダー・ゲシュタルト・テスト（以下BGT）は、9個の平面図形を時間制限なしでA4大の用紙に

順番に模写する簡単なテストである（Bender,1938）。この作業を行なうことにより、個人の知覚・運動

のゲシュタルト機能の成熟過程（Koffka, 1935）およびその障がい、器質的な脳障がい、パーソナリテ

ィ傾向など多方面にわたる情報を入手することができ、単に作業検査として使用されるだけでなく、投

影法としても利用されている（Hutt, 1969）。現在BGT は一般に広く利用されている心理検査の一つで

あるのにもかかわらず、今日使用されている標準は古いものである。また得点の平均や標準偏差につい

て行なわれた研究は被験者の数も決して多いとはいえない。特に 11 歳以上の児童や生徒から成人に実

施した場合のBGT の整理法（採点法）の一つであるP&S法（Pascal, & Suttel, 1951）は、比較的客

観性があるといわれており、臨床場面で使用されることも多いが、P&S法で採点された11歳以上の非

臨床群のデータは極めて少ない。それにもかかわらず、臨床現場では発達障がいや適応障がいの BGT

を解釈しなければならない場合がある。検査結果を解釈する上で過去の研究を参照しなければならない。

過去の研究に重点を置かずに解釈を与えてしまっては、検査者の主観に陥ることになる。同時に P&S

法における採点方法は、「疑わしきは採点せず」の原則に立っているため、採点基準マニュアルの採点例

を参考にしながら採点しても採点の判断に迷い、また採点者間の信頼度も低くなってしまうことも否め
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ない。 

刻々と変化していく時代の中で人々は外界から様々な影響を受けて生活をしている。これまでのBGT

の標準もこれらの影響を無視できない一面もあるのではないだろうか。この点では、BGT の採点方法の

一つである Koppitz 法 （Koppitz, 1968） は改定がなされてきたし、また脳の器質的障がいに焦点を

当てた独自の採点方法の研究が進められてきた。しかし P&S 法をもとにこれまでなされた研究で、非

臨床群の中学生における得点の平均と標準偏差に関する研究は少ない被験者での報告しかなされていな

い。また比較的被験者数が多い研究においては、原法を大きく改変している(川北・富山・柴田ら1979)。

このような状況を踏まえたうえで、現在臨床現場で実施されているBGT をP&S法を用いて採点し、そ

の結果をこれまでの研究データと比較し解釈するのには困難があり、問題である。 

本論文では試験的ではあるが、過去の研究において被験者数が極めて少なく、また P&S 法を適用で

きる非臨床群の中学生を対象として BGT を実施し、その結果に対する一考察を行った。対象が中学生

ということもあり、学校側の事情も考慮した上での調査なので変法を余儀なくされた。今回の調査内容

はP&S法を用いて採点を行い、平均と標準偏差をもとめ、模写された図形について内容分析を行った。

本調査・研究を今後BGT が臨床現場でより有効的に活用できる心理検査となることを目的とする。 

目的： ①非臨床群中学生のデータを集め得点および模写時間の平均と標準偏差をもとめる。 

 ②男女差における得点の平均と標準偏差の傾向について考察を行う。 

 ③得点と所要時間の関連性および内容分析を行う。 

 

2 方法 

2－1 研究協力者 

被験者はY県内中学校の通常学級に在籍する2年生のうち、A、B、C校より男性92名、女性75名、

合計167名を対象とした。この中から本研究において有効としたデータは151名であった。内訳は、男

性 82 名、女性 69 名、13～14 歳であった。無効データとして扱ったものには以下のものが含まれる。

①予定していた調査時間（20分）以内に全図版を描き終えなかった者。②消しゴムを多用し、繰り返し

得点（模写中に模写図形を消して書き直すこと）のみで91点以上の者。③3 つ以上の図形（特に 4・6・

7・8）において、著しくスケッチ調で描かれたもの。これら 16 のデータを無効とした（上記にあげた

条件が重複しているものもあった）。 

スケッチ（破線）について：P&S法ではスケッチの禁止が教示の中に含まれるが、プリテスト中に“ス

ケッチで描くというのはどういうことか？”との質問があり調査に支障をきたすことがあった。一方、

スケッチの禁止を教示に含めない場合でも、ほとんどの被験者が単線で図形を模写したため、本調査で

はスケッチの禁止を教示に含めなかった。 

2‐2 調査方法（変法） 

調査はBGT 図版を 9 枚重ねてケースに入れ、各生徒に 1 組ずつ配布し集団で行なった。集団検査で
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はスライド等を用いる方法もあるが、本調査では個人検査に準ずるものとしてこの方法をとった。4～5

名につき1人の観察者をおき、模写中の行動観察を記録することで、できる限り個人検査と同様の観察

ができるよう配慮した。 

模写用紙は国際標準用紙（21.59cm×27.94cm）を用い、各生徒に 2B の鉛筆 2 本と消しゴムを配布

し、定規やコンパスは一切使用しないで模写してもらった。時間は特に制限しなかったが、一応の目安

として模写する時間は 20 分を設定した。時間を超過した被験者は、描き終えない状態で用紙を回収し

た。 

教示：「これから皆さんに 4 つのものを配ります。カードの入ったケース・鉛筆 2 本・消しゴム・用

紙を配ります。合図があるまで決して配られたものに触らないで下さい。左利きの人はカードの入った

ケースを机の右上に置いてください。それではカードを出してください。カードは全部で9枚あります。

合図をしたら上から順にカードに描かれている図形を机の上にある紙に自由に写してください。時間は

特に決めてありません。9枚目まで描いてしまった方は描き直さずに紙を裏返して静かにお待ち下さい。」 

調査に先立ち、P&S法で採点を行なう際に加点の高い項目、反復・回転、また時間の計測が観察者間

により異なることを防ぐため観察者トレーニングを行なった。 

2－3採点手続 

採点項目の厳密化 

P&S法による採点方法が比較的客観的であるといわれるのは、採点手引きで定義された逸脱項目を採

点票に沿って採点するからである。しかし、「採点法は完璧に客観的である必要はなく、採点は多くを採

点者の判断に負う」（Pascal.＆Suttell,1951）として、その判断は備え付けの手引きにより容易に独学で

会得できると述べている。また「疑わしきは採点せず」の原則に立ち、「主観的確実性」を強調して、採

点方法の厳密化を行うことはしなかったと同書の中で述べている。 

しかし、実際被験者によって模写される図形は多種多様であり、P&S法採点手引きのみを頼りに採点

することは非常に困難であった。そこで筆者は、「個人はゲシュタルトを知覚するだけでなく、ゲシュタ

ルトをみずから完成していく」（Bender, 1938）という理論仮説を支持し、被験者により模写された図

形からゲシュタルト崩壊過程を採点できるよう、いくつかのアイテムにおいて採点基準を P&S 法に準

拠し、また過去の研究（Canter, 1976）資料を加えながら厳密化を行った。なお本研究における採点基

準の厳密化というのは、①筆者が採点を行う上で、採点するデータの数が増えるのにつれて採点基準が

著しく曖昧になる採点項目、②同一データであっても採点を行う日によって採点基準の不確かさが著し

く目立った採点項目、③10人の大学院生に採点を行ってもらい、採点基準の曖昧さが著しく目立った採

点項目について厳密化を行ったことを指す。このため厳密化した採点基準というのは、「筆者自身におけ

る採点の一貫性を補うためのものである」ということを付け加えておく。 

本調査で採取されたデータの採点は、P&S法の採点基準に準拠して行ったが、曖昧な基準は厳密化し

た採点基準を用いて採点した（Canter, 1976）。厳密化した採点基準を取り入れ採点していくなかで、
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なお曖昧な部分については、「疑わしきは採点せず」の原則に従い採点を行った。 

 

3 結果と考察 

3－１ 結果 

採点結果から得られたデータ処理は、SPSS（Ver14.0）を用いて以下のように行った。 

ⅰ）全体および性別における得点と所要時間の平均値・標準偏差・最大値・最小値 

（「得点」とは、全図版で採点された粗点および、全体構成に関わる項目粗点の合計点を指す。） 

BGT の得点および所要時間の平均値、標準偏差、最小値、最大値を表 1 に示す。所要時間の単位は

分（′）、秒（″）で示した。 

男性 82 名、女性 69 名の得点、所要時間の平均値、標準偏差、最小値、最大値の比較を表 2、3 に示

す。 

 

表1 非臨床群中学生全体における得点・所要時間の平均値、標準偏差、最小値、最大値 

  MEAN SD MIN MAX 

得点 41.05 18.15 5 101 
所要時間 8' 30'' 3' 12'' 2' 07'' 19' 27'' 

表2 性別における得点の平均、標準偏差、最小値、最大値の比較 

  MEAN SD MIN MAX 

男性 42.77 17.80 11 98 
女性 39.00 18.48 5 101 

表3 性別における所要時間の平均、標準偏差、最小値、最大値の比較 

  MEAN SD MIN MAX 

男性 8' 06'' 3' 19'' 2' 07'' 16' 31'' 
女性 8' 47'' 3' 06'' 3' 53'' 19' 27'' 

 

男性と女性で得点の平均値に差があるか検討するため t 検定を行った。その結果、有意な差がなかっ

た（t = 1.273, df = 149, ns）。 

男性と女性で所要時間の平均値に差があるか検討するため検定を行った。その結果、有意な差がなか

った（t = .967, df = 149, ns）。 

男性と女性で繰り返し（模写中に模写図形を消して書き直すこと）の平均値に差があるか検討するた

め t検定を行った。その結果、有意な差が見られた（t = 2.218, df = 149, p< .05）。女性の繰り返しが多

く、繰り返し得点が高かった。 
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全体・男性・女性の得点、所要時間、繰り返しの

分布を図1から図9に示した。 

ⅱ）得点と所要時間、得点と繰り返しの相関得点

と所要時間の関連を検討するため、相関係数を算出

した。その結果γ＝.408（p<.001）で有意であった。 

得点と繰り返しの関連を検討するため、相関係数

を算出した。その結果γ＝.678（p<.001）で有意で

あった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
図1 全体の得点分布（得点） 

 

図6 女性の所要時間分布(単位：秒) 

 

図7 全体の繰り返し得点分布(得点) 
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図4 全体の所要時間分布（得点） 

 
図5 男性所要時間分布(単位：秒） 
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図2 男性の得点分布（得点） 

 

図3 女性の得点分布（得点） 
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3－2 考察1 

非臨床群得点の平均と標準偏差 

これまでの BGT 調査研究においては非臨床群中学生を被験者としたデータは極めて少ない。本調査

を行うことで非臨床群151名のBGT 得点の平均と標準偏差を得ることができた（表1）。これは、臨床

場面において訪れるクライエントの BGT を解釈する上で、非臨床群と比較するための一つ目安になる

と考えられる。しかし、BGT においても他の心理検査同様に、得点を算出し平均と標準偏差を比較する

ことは基本的作業なのだが、それだけでは不十分である。そこで本調査の目的の一つであった「得点の

平均」を軸として、「所要時間」、「繰り返し（消して描き直すこと）」の要因から「得点の構成」につい

て考察を行った。 

所要時間と得点 

これまでの研究によると所要時間はあまり問題とされず、健常なものであればおよそ5分～10分程度

で全図版を模写し終え、10分以上であると何らかの障がいを疑うといった報告がある。本調査では所要

時間平均が8′30″ であった。しかし図5が示すように、10分以上かけて模写する者の数も決して少ない

数ではなく、模写時間が 10 分以上かかったとしても、一概に何らかの障がいを疑うことはできないと

考えられる。 

所要時間と得点の相関が、1%水準で有意であった結果から「所要時間が長くなるほど高得点を取りや

すい」ということが考えられる。所要時間が長かった被験者は、消しゴムを多用し、納得できるまで描

き直したと考えられる。この要因として、本調査は、学校という場での集団調査だったため、被験者が

作業を授業の一環としてとらえ図版に忠実な模写を試みた」という要因が考えられる。このことは個々

人の作業に対する動機付けが個人検査の場合より高かったのではないだろうか。 

一方、所要時間の結果のみに焦点を当てると、今回得られたデータが「雑」になされた作業ではなく、

真剣に作業に取り組んだ結果ということが考えられる。 

繰り返しと得点 

得点と繰り返しの相関が、1%水準で有意差が見られたことから繰り返しによって加算された下位得点

 
図9 女性の繰り返し得点分布(得点) 

 
図8男性の繰り返し得点分布（得点） 
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は個人の得点を非常に大きく左右するものと考えられる。この結果から、多少歪みのある模写であって

も繰り返しの数が少ないほど得点は低くなり、一方で非常に正確な模写であっても繰り返しの数が多い

ほど得点が高くなるということが考えられる。これらのことから、P&S法で採点を行うと、繰り返しに

よる得点加算は得点を左右する強力な要因として考えられる。Pascal & Suttel（1951）によると、得点

は生活刺激に対する適応能力の程度を「自我の機能」と考えている。消しゴムを多用して、あくまでも

納得のいく模写に固執する被験者は、多少の歪みがあっても平気な被験者と比べると、ある種の「自我

機能（完全癖など）の傾向」を示しているのかもしれない。 

性別における得点と得点構成 

性差における得点では、男性の平均得点が若干高かったが、t 検定では有意な差が見られなかった。

13歳から14歳の年齢におけるBGTの得点はP&Sで採点を行う限り性差による影響はそれほどないも

のと考えられる。しかし性別における繰り返しによる得点には性差が確認できた。女性の繰り返しが多

く、男性に比べ繰り返しによる得点が有意に高かった。男性は繰り返しによる加点は少なくなる傾向が

あるが、模写された図形の「歪み」で得点を得る傾向があり、女性は図形の歪みによる加点が少なくな

る傾向がある一方で、「繰り返し」により得点を得る傾向があると考えられる。 

なぜ女性の方が消しゴムの使用が男性より多いのかについては、上記に述べた「自我の機能」の他に、

女性特有の傾向が考えられないだろうか。これは一つの作業仮説なのだが、女性は幼いころより髪形、

ファッション、ジェンダーによる躾などで、生活刺激に対する適応が男性より厳格に求められるという

社会的要因が考えられる。 

3－3 考察2 考察1の得点構成傾向に当てはまらない場合 

データの抽出方法：まず得点の低い順にデータを並べ、最小値から得点の高いほうへ順次20％、最大

値から得点の低いほうへ順次20％分のデータを分類した。次に所要時間の短い順にデータを並べ、上記

と同じ方法により20％ずつのデータを分類した。 

得点の低い群と所要時間の長い群が重複したデータと、得点の高い群と所要時間の短い群が重複した

データを考察対象とした。 

対象となった人数は、得点は低いが所要時間が長い者が男子2名、女子0名、得点は高いが所要時間

が短い者が男子3名、女子0名であった。 

得点は低いが所要時間が長い場合 

所要時間が 11′32″ から 11′40″ と比較的長い時間をかけて模写を終え、得点が双方とも 24 点だった

データについて考察する。 

繰り返しによる加点は決して多くなく、繰り返しは部分的に用いられていることが多かった。他の場

合は、ある図版を模写し終えた後に、その模写をすべて消して描き直されていることがある。このため

繰り返しは一回（得点3点）のみとなる。さらに消した跡が補助線の役目を果たしているため、苦手な

図形であったとしても大きく歪まないのではないだろうか。また各図形の特徴（図形における比率、接
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合箇所）が正確にとらえられていた。このことは、実際に模写を行う前に図形の特徴を把握するといっ

た「計画」に時間を費やしているものと考えられる。刺激図版と同等の大きさに模写されているものが

ほとんどであった。以上のようなことが、得点は低くても所要時間が長くなる要因ではないだろうか。 

唯一この2名の違いをあげると、Ⅱ図形のみが一人は比較的大きく描かれており、一人は比較的小さ

く描かれていた。 

得点は高いが所要時間が短い場合 

所要時間が2′07″ から5′27″ と短い時間内で模写を終え、得点が54点から98点までのデータについ

て考察する。 

ほとんど消しゴムを使わず繰り返しによる加点は非常に少ない。図形の特徴はある程度とらえられて

いるが、一見すると「雑」に描かれていると見ることができる。図形の回転、囲み、歪み、衝突、ボツ

点が小円に変化するなど逸脱粗点の高い逸脱項目での加点が多かった。このため所要時間が短くても高

い得点をとることが考えられる。この 3 名に一貫して共通した描き方は見られなかったが、3 名の模写

データには以下の特徴がみられた。 

①衝動的に描いたと思われ、模写された図形の配置順序に一貫性が見られない。図形の回転や、ボツ

点・小円の過不足があり、図版には描かれてないものが付け加えられていた。 

②筆圧が非常に弱く、どの図版も非常に小さく描かれていて用紙の3分の1以内に全ての図形が描か

れていた。図形の回転、図形と図形の衝突、ボツ点が小円に変化、ボツ点の過不足があり、刺激図

版と比べると比率の割合が著しく欠けていた。 

③一つ一つの図形を四角く枠で囲い描かれていた（Hutt の解釈によれば不全感を表す）。そのため図

形一つ一つは比較的小さく描かれていた。図形の特徴は比較的よくとらえられていて、逸脱粗点の

高い逸脱は少ないが、全図版において逸脱粗点の低い逸脱が多く見られた。 

上記の2つの場合の5つのデータについて考察した。ここに分類された者は全て男性であった。得点

と所要時間において一般的な傾向を示さないものには、非常に慎重である、非常に衝動的である、臆病

であるなど本研究では特定の要因を考察することはできなかったが、この範疇に分類される例には何ら

かの性差における要因を示唆しているであろうと考えられる。 

3－4 考察3 総合考察 臨床場面での使用に向けて 

これまでの BGT における研究を見てみると、特にその得点から健常者、神経症者、精神病者などを

区別しようという試みのもとになされたものが比較的多かった（高橋省己 1962）。しかし、本来 BGT

はただP&S 得点から臨床的判断を下すものではない。所要時間、得点、Brain Injury のサインおよび

（Hutt 1969）の解釈を総合して、臨床的な判断を下すのが正統なやり方である。その意味においては、

所要時間、得点の平均･標準偏差は基礎的データとして不可欠なものである。 

過去の研究において、非臨床群における被験者数が比較的少なかった年齢の得点の平均と標準偏差を

求めたことにより、①全体の平均得点は性差の影響を受けないが、得点構成においては性差が関係する
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と思われる要因の考察、②これまで P&S 法ではそれほど重視されてこなかった得点と所要時間の関係

に対する考察、③本研究で考察された得点構成の範疇に入らない例における特徴と性差についての関連

性の示唆、これらのことは今後臨床現場で得られた BGT を解釈していく上で非常に有益なものである

と考えられる。 

 

4 まとめと今後の課題 

4－1 本研究の問題点 

本調査における結果は、本来個人法である検査を「個人検査に準ずる」ものとして集団で行った。 

そのため模写作業に対する行動観察は、模写作業の開始から終了までの所要時間と繰り返しの頻度の

二つであった。また、「はじめにA図形を用紙の中央に（大きく）描き、（周囲を見回して）改めて描き

始めた」など周囲の生徒の模写に影響されることは否めない。「A図形を描いて一度筆をおいたので、次

のカードを描くよう促した」など、被験者における教示理解程度の差も問題点として考えられる。 

本論文では、各図版における下位得点、特に「歪み」についての結果と考察がなされていない。この

ことは視覚・運動ゲシュタルトの発達的成熟過程の見立て、そしてその成熟程度について、BGT を解釈

する上で重要なことである。 

筆者が一人で採点を行うにあたり、採点の迷いを払拭するために採点方法に若干の厳密化を取り入れ

たことは、他の研究結果と比較する際、考慮しなければならない。 

4－2 今後の課題 

本研究は、Ｙ県の公立中学生という限られた非臨床群におけるBGT の一考察にとどまったが、 

今後非臨床群における被験者の年齢範囲とサンプリング地域を拡大し、量的にも内容的（下位得点の

考察など）にも充実した研究を進めるとともに、臨床群におけるBGT と比較しながらBGT に秘められ

た可能性について研究を進めていく。 

P&S法採点基準は曖昧な部分があり、多くの過去研究においても採点基準の厳密化が試みられて 

きた。本研究においても、P&S法採点基準では判断が曖昧になる部分に対して厳密化を試みた。今後

Bender の知覚・運動ゲシュタルト理論の考察を深め、どのように図形の歪みを測定すれば客観的に採

点できるようになるのか、精度の高い採点基準の作成を目指す。 

各図版について、どの図版が最も歪みやすく、その歪みとはどのように歪みやすいのかを十分に分析

して、失点項目の重み付けの妥当性について考察する。また模写された図形の大きさについても平均と

標準偏差をもとめ、非臨床群と臨床群における大きさと歪みの関係について研究を進めていく。 

本調査のデータを整理していて、全く同じ図形を模写しているのにも関わらず、被験者間に「似てい

る」模写はあったが、全く同じ形に模写された図形はおそらく1つもなかったように思われる。このこ

とは、知覚したものを運動、特に模写という手続きを経て表出する過程に様々な心的要因（知覚、記憶

との照合、判断、運動の企画、実行、フィードバックによる修正など）が関係しているのではないか。
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しかしこの領域に関しては、これまでの心理学ではあまり取り扱われてこなかった。知覚した刺激を取

り入れて、それが運動として表出されるまでにどのような心的要因が介在し、個人にどのような影響を

及ぼすのか、BGT や描画、筆跡学の視点も取り入れて研究を進めていきたい。 
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