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Ⅰ　問題と目的

Ⅰ-1．S-HTP の異質表現カテゴリー
　『Synthetic House-Tree-Person Technique（以下，S-HTP 

と略）』は，1枚の紙に家と木と人のみを課題として他
をどのように描くかは対象者の自由に任せる描画テスト
である。S-HTPを体系的にまとめた三上（1995），三沢
（2002）は，①絵全体，②家，③木，④人，各々の描写
の形式的側面からS-HTPを評定する149項目を設定した。
後続するS-HTP研究においては，研究目的に応じて項目
が選択されることはあるが，いずれも三上（1995），三
沢（2002）の項目に基づいてS-HTPの評定が行われてい
る。
　筆者は大学生（大学院生を含む）を対象としてS-HTP

を施行し，検討を行う過程において，現代青年のS-HTP

には，既存の評定項目では捉えきれない描画特徴が
複数みられることに着目した（纐纈・森田，2010；
Kohketsu，2011a；纐纈・森田，2011b；纐纈，2012；
纐纈，2014a）。これらは，HTPやバウム・テスト等，
多くの描画テストの先行研究（Bolander，1977；Buck，
1948；Koch，1949；高橋，1974；高橋・高橋，2010；
高橋，2011他）において，精神病理や逸脱を示す指標
として述べられてきた描画特徴（スティック・フィギュ
ア，透視画，陰影など）に加えて，複数の視点の混在，
年齢不相応に幼い表現等，病理を示すとは限らないが，
違和感がみられ，何らかの問題を示唆すると考えられる
描画特徴である。
　そこで，纐纈（2014b）において「全体，あるいは一
部に1枚の絵としての不調和・不自然さがみられる描画
特徴」を『異質表現』として定義し，その多様な特徴を
12下位項目にまとめ，S-HTPにおける新たな描画指標と
して『異質表現カテゴリー』を作成した。12項目の定
義をTable 1に示す。
　12項目の中で，「空間の偏り」，「全体の簡略化」，「強

迫的」，「過剰な陰影」，および「夜・雨の風景」の5項目は，
抑うつ症状のスクリーニング・テストであるBDI-Ⅱ
（Beck Depression Inventory-Second edition）で捉えた
大学生の抑うつ傾向の高さと有意な関連性が認められ，
抑うつ指標としての妥当性が示されている。

Ⅰ-2．中学生における S-HTP 研究
　 中 学 生 を 対 象 と し た S-HTPの 研 究 は，Q-U

（Questionnaire-Utilities）による学級適応感と，S-HTP

における課題解決様態の分析を合わせて評価すること
で，生徒の適応課題を発見し，学級づくりや生徒指導の
ための適切な取り組みの確立を目的とした入吉・山本・
山本・近藤（2007），心理学専攻の大学生が中学生に実
施したピア・サポート・プログラムの効果を，中学生の
S-HTPから評定した小手川・松田（2008），松田（2007），
小学3，4，5年生と中学1年生を対象として，家・木・
人に加えて「動物」を課題とし，子どもの内的なイメー
ジの表出について検討した稲田（2003）などがある。こ
れらは，いずれも研究目的に応じた統制群を対象として
おり，中学生のS-HTP全般にみられる描画特徴や傾向，
およびそこから推測される中学生の心性について論じた
研究は三上（1995）以降みられない。

Ⅰ-3．本研究の目的
　本研究では中学生に施行したS-HTPについて異質表現
カテゴリーを中心に分析し，現代の中学生における描画
特徴と，そこから捉えられる心性についての基礎的な検
討を行うことを目的とする。

Ⅱ　方 法

Ⅱ-1．S-HTP の施行
　X年5月～6月に筆者がスクールカウンセラーとして
勤務するA中学校において，1～3年生の全校生徒に対し
てクラス毎にS-HTPを集団施行した。
　A4サイズの画用紙とHBの鉛筆，消しゴムを配布し，
「家と人と木を入れて，他は自由に自分の思うように1

枚の絵を描いてください。絵の上手い・下手はまった
く気にしないでください。でも，できるだけ丁寧に描い
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てください。」と教示した。絵を描き終えた生徒に順次，
描画後質問用紙（自分の絵についての説明と学年・氏名・
年齢・性別を記入する）を配布し，記入後に画用紙とと
もに回収した。
　尚，S-HTPの施行は筆者がA中学から依頼された臨床
心理学的視点からの体験学習として行った。その際，「心
理検査」という言葉は生徒の不安や抵抗を強める可能性
があると考えられたので使用せず，生徒に対しては「絵
の好き・嫌い，得意・不得意に関わらず，自分の思うよ
うに絵を描く」という心理学で重視される描画体験をす
ることを学習の目的として伝えた。描画後には投映の過
程について，および小学生・大学生のS-HTPを提示して
絵の発達的変化についての講義を行った。また，収集し
た189名のS-HTPは，生徒のパーソナリティや心理状態
を理解するために各クラスの担任教諭，教育相談担当教
諭，および養護教諭を中心とするコンサルテーションに
用いてフォローアップ的に事例検討を行った。
　本研究の発表については，学校・生徒の個人情報を厳
守し，統計的分析結果を中心に論ずること，描画の特徴
については論述しS-HTPの提示は行わないという倫理的
配慮について説明し，A中学校からの了解を得ている。

Ⅱ-2．異質表現カテゴリーの評定
　異質表現の評定は，できる限り主観性を排除するため
に，筆者と描画研究に熟知した臨床心理学者で，纐纈
（2014b）による異質表現カテゴリー12下位項目の定義
（Table 1）に基づき，すべてのS-HTPを検討・協議して

決定した。筆者については，生徒名を知って評定に影響
が及ぶことを避けるため，生徒の氏名は伏せてブライン
ドによる評定を行った。

Ⅲ　結 果

Ⅲ-1．有効対象者
　S-HTPを収集した189名の中で，まったく絵を描かな
かった1名，家・木・人いずれかが欠如した絵を描いた
3名を分析から除外した。そのため有効対象者数は185

名で，有効回収率は97.9％であった。有効対象者の平均
年齢は13.22歳（SD＝0.91）であり，内，男子が116名
（62.7％）で，平均年齢は13.15歳（SD＝0.93），女子が
69名（37.3％）で，平均年齢は13.33歳（SD＝0.89）であっ
た。

Ⅲ-2．中学生における異質表現
　全対象者185名において，異質表現がみられるS-HTP

を描いた者は173名（93.5％）という非常に高い出現数
（出現率）を示した。これは，大学生412名において，
異質表現がみられたS-HTPを描いた者は319名（77.4％）
いう結果（纐纈，2014b）を上回るものである（Table 

1）。中学生と大学生における異質表現12項目の出現率
をFigure 1に示す。
　大学生と同様に，中学生においても1名の対象者に複
数の下位項目がみられることが多かった。該当数が1項
目の対象者は34名（18.4％）であり，該当2項目の対象
者は69名（37.3％），該当3項目が42名（22.7％），およ

Table 1　異質表現カテゴリーの12下位項目

下位項目 定義
中学生 大学生

N ％ N ％

異質表現なし 12 6.5 93 22.6

①多視点 平面的描写と立体的描写の混合など，複数の視点からの描写。 36 19.5 94 22.8

②透視画 地上と地下などを同時に描写。アイテムが透けるように重なった描写。 12 6.5 13 3.2

③空間の偏り 画面の一部のみを使用。全体を使用しても空白が目立つ。 48 25.9 67 16.3

④人の簡略化 人はスティック・フィギュアだが，他のアイテムは比較的，詳細に描写。 103 55.7 93 22.6

⑤全体の簡略化 家・木・人いずれも図式化・記号化した描写。 9 4.9 26 6.3

⑥強迫的 全体，または一部分を非常に規則的・詳細に描写。 25 13.5 46 11.2

⑦過剰な陰影 全体や一部を過度に陰影づける。アイテムを黒く塗りつぶす。 40 21.6 106 25.7

⑧夜・雨の風景 夜の場面，あるいは雨の場面を描いている。 11 5.9 16 3.9

⑨過大な太陽 太陽を他のアイテムよりも過剰に大きく描いている。 22 11.9 36 8.7

⑩一部の突出 あるアイテムが他に比べて，非常に大きく画面を占める。 26 14.1 32 7.8

⑪アニミズム 擬人化・非現実的描写。作話的な内容。 9 4.9 34 8.3

⑫不安定な描線 波線や途切れた線，あるいは筆圧の薄い線での描写。 73 39.5 43 10.4

N （中学生）＝185　　N （大学生）＝412
※1人の対象者に複数の『異質表現』がみられるため，各下位項目該当者の総数は185，または412にならない。
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び該当4項目が25名（13.5％）であった。該当5項目で
は2名（1.1％），該当6項目では1名（0.5％）と減少し，
7項目以上の異質表現を含むS-HTPはなかった。

Ⅲ-3．発達段階による異質表現出現数の比較
　中学生と大学生という発達段階によって，S-HTPにお
いて，異質表現カテゴリー12下位項目の出現数に違い
があるかについてχ2検定を行った。
　残差分析の結果，「空間の偏り」（χ2＝8.08，p＜ .05），
「人の簡略化」（χ2＝63.44，p＜ .001），「一部の突出」（χ2

＝5.75，p＜ .05），および「不安定な描線」（χ2＝68.69，
p＜ .001）の4項目では中学生における出現が期待値に
比べて有意に多かった。また，「透視画」（χ2＝3.53，p＜.10）
では中学生における出現が期待値に比べて多い傾向がみ
られた。5項目における両群の該当者数とχ2検定の結果
をTable 2に示す．

Ⅲ-4．男子と女子における異質表現出現数の比較
　中学の男子生徒と女子生徒のS-HTPにおいて，異質表
現カテゴリー12下位項目の出現数に違いがあるかにつ
いてχ2検定を行い，対象者が5名以下の場合はFisherの
直接確率検定を行った。

　残差分析の結果，「多視点」（χ2＝4.34，p＜ .05），「透
視画」（χ2＝7.63，p＜ .01），「人の簡略化」（χ2＝22.60，
p＜ .001），「過大な太陽」（χ2＝3.90，p＜ .05），および
「不安定な描線」（χ2＝10.12，p＜ .001）の5項目では男
子生徒における出現が期待値に比べて有意に多かった。
また，「アニミズム」（χ2＝2.77，p＜ .10），では男子生
徒における出現が期待値に比べて多い傾向がみられた。
6項目における両群の該当者数とχ2検定の結果をTable 3

に示す．

Ⅳ　考 察

Ⅳ-1．異質表現12項目における中学生の特徴
①多視点
　大学生，中学生いずれにおいても出現率が高く，現代
の青少年に顕著にみられる描画特徴である（Figure 1）。
学童期に写実描写や遠近法などをどれだけ習得したかと
いう外的要因と，自分の絵の不調和を捉え，何らかの修
正を行う客観性や内省力の乏しさという内的要因が考え
られる。
　女子より男子に多く出現する（Table 3）。中学生にお
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Figure 1　異質表現カテゴリー下位項目の出現率
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ける性差について三上（1995）が指摘した，「女子のほ
うが形体もしっかりとしていて，より明細かつ正確に描
写している」という特徴は本研究においても認められた。
　また，大学生にみられた「道が空を突き抜けている」，
「平面的な丘に立体的な家が建ち，家の後方は宙に浮い
ている」など極端な絵は中学生にはみられなかった。こ
れは，中学生は美術の授業で絵を描くことが，ある程度
習慣づけられているのに対し，大学生では個人によって
絵を描く機会に違いがあることに関連すると考えられ

る。
②透視画 
　男子のみに出現し，女子では出現がなかった。大学生
より中学生に多い傾向がみられる（Table 2）。大学生に
おける「透視画」は，対象者により，自分の思うまま自
由に描こうとする子どもの表現に近い未熟化傾向と，不
安や不適応感の高さを示す病理傾向という異なる側面が
表現されると考えられた（纐纈，2014b）。中学生では
子どものように幼い絵はみられない。「透視画」ととも

Table 2　中学生と大学生における異質表現出現数の比較

評定項目
中学生 （N＝185） 大学生 （N＝412）

出現あり 出現なし 出現あり 出現なし

透視画
12† 173 13 399

（＋1.9）

空間の偏り
48* 137 67 344

（＋2.8）

人の簡略化
103*** 82 93 319

（＋8.0）

一部の突出
26* 159 32 380

（＋2.4）

不安定な描線
 73*** 112 43 369

（＋8.3）

***p＜ .001　**p＜ .01　 *p＜ .05　†p ＜ .10
※残差分析で有意差がみられた項目のみ，（　　　）内に調整された残差を示す。
残差の＋値は期待度数以上，－値は期待度数以下。

Table 3　男子生徒と女子生徒における異質表現出現数の比較

評定項目
男子生徒 （N＝116） 女子生徒 （N＝69）

出現あり 出現なし 出現あり 出現なし

多視点
28* 88 8 61

（＋2.1）

透視画
12** 104 0 69

（＋2.8）

人の簡略化
80*** 36 23 46

（＋4.7）

過大な太陽
18* 98 4 65

（＋2.0）

アニミズム
8† 108 1 68

（＋1.7）

不安定な描線
 56*** 60 17 52

（＋8.3）

***p＜ .001　**p＜ .01　*p＜ .05　†p ＜ .10
※残差分析で有意差がみられた項目のみ，（　　　）内に調整された残差を示す。
残差の＋値は期待度数以上，－値は期待度数以下。
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に「不安定な描線」と「人の簡略化」が出現することが
多く，不安や不適応感との関連が強いと考えられる。
　女子に出現がみられないのは，上記したように，女子
は自分の絵を客観視し，現実的な絵を描くことが多く，
見えない部分を描写することは控える傾向があるためと
考えられる。
③空間の偏り
　異質表現カテゴリーの抑うつ指標である。空白部分が
目立ち，紙面を十分に使用できない描画特徴から内的エ
ネルギーの低さ，不安，環境への不適応感などを示すと
考えられる。大学生（21.0％）よりも中学生（27.6％）
における出現率が高く（Figure 1），男女差がみられな
いことから，思春期心性としての劣等感，無力感，不確
実感など自己に対して否定的な側面を反映することが示
唆される。また，「空間の偏り」が「人の簡略化」，「不
安定な描線」とともに出現する絵は空虚感，孤独感，抑
うつ傾向の高さがうかがえる。
④人の簡略化
　大学生における異質表現では2番目の出現率であり（纐
纈，2014b），中学生においては最も高い出現率を示した。
大学生より中学生に多く，女子よりも男子に多くみられ
る。
　三上（1995）における中学生でも人の記号化は女子に
比べて男子に有意に多くみられており，約20年を経た
現代でも男女差については変わりないといえる。また，
三上（1995）における中学生では「人の記号化（シルエッ
ト像を含む）」は14.9％，大学生では「人の記号化」は3.5％
の出現率であった。この結果と比べて，本研究において
は中学生（59.2％）では約4倍，大学生（29.2％）では
約3倍に増加しており，「人の簡略化」は現代の青少年
全般に顕著な描画特徴である。
　筆者は，大学生に「人の簡略化」が増加した一因とし
て，「幼少期から記号化されたキャラクターに親しみ，
一般的な表現として使用しており，人を簡略して描くこ
とに抵抗がないため」（纐纈，2014b）と考察した。こ
れは中学生でも同様であると考えらる。ただし，大学生
のS-HTPでは，掃除をする，ペットと散歩する，バーベ
キューをするなど，スティック・フィギュアであっても
能動的な動きやコミュニケーションを表現した絵がみら
れたのに対し，中学生では，動きやコミュニケーション
のある絵は少なく，スティック・フィギュアが1人で立っ
ていたり，複数で関係づけもなく並んだ絵が多い。これ
らについては，思春期における防衛の強さや人間関係の
不安・回避などの心性を考慮して解釈を行う必要がある。
⑤全体の簡略化
　大学生においては臨床的援助が必要な抑うつ状態を示

す指標として妥当性が示された（纐纈，2014b）。中学
生においても内的エネルギーの低下，非常に強い自己防
衛，人間関係の不安や拒否，他者に侵襲されることへの
脅威などがうかがえる。また，絵の説明では「家と木と
人が並んでいるだけ」，「自分の家の周り」など個別化や
具体性のない最低限の記述が多く，未記入の対象者もみ
られる。これらのことから中学生においても抑うつ傾向
との関連が強いと考えられ，抑うつ指標として妥当であ
ることが示唆される。
⑥強迫的
　抑うつ指標である。「強迫的」に該当する対象者には
2つのタイプが考えられる。一方は描写自体は特に丁寧
ではないが，同じアイテムを同じ形式でいくつもいくつ
も描く“くり返し”と“こだわり”がみられるタイプで
あり，こうした強迫性の背景には，杉山（2007，2009他）
が軽度発達障害の中心となる問題として指摘する「発達
の凸凹」との関連が考えられる。
　もう一方は，アイテムの細部まで几帳面に丁寧に描き
込む完璧主義のタイプである。これらのS-HTPでは同時
に「過剰な陰影」がみられることが多い。そもそも「過
剰な陰影」自体が強迫的な描写といえ，“くり返し” と“こ
だわり”がみられるタイプに比べて，完璧主義タイプの
方が不安や抑うつ傾向，および攻撃性が強いと考えられ
る。
⑦過剰な陰影
　大学生に最も多くみられた異質表現であり，紙面全体
を暗くする，家，木，人のいずれかを黒く塗りつぶすな
ど様々な描写がみられた。抑うつ指標であり，抑うつと
関連の強い攻撃性も示すことが多い。中学生においては
大学生ほど多様な表現は出現しなかったが，一部の対象
者に顕著な陰影表現がみられたので，事項の「夜・雨の
風景」との関連も含めて，Ⅳ-2において詳しく述べる。
⑧夜・雨の風景
　大学生で「夜・雨の風景」がみられた対象者のBDI-

Ⅱ平均得点は26.25（中等症レベル）であり，抑うつ指
標として有用である。大学生における「夜・雨の風景」
は暗さを表すために「過剰な陰影」とともに出現するこ
とが大半であった（纐纈，2014b）。しかし，中学生に
おいては，「夜・雨の風景」に該当する対象者11名の中
で「過剰な陰影」がみられたのは2名であり，他は「夜
の風景」は月や星で表現され，「雨の風景」は線や雨粒
での表現がなされ，描画特徴がやや異なる。
　また，一部に「夜・雨の風景」として明確には分類で
きないが，抑うつや強い不安などを示し，大学生におけ
る「夜・雨の風景」と共通の病理傾向を示す絵がみられ
たので，Ⅳ-2において考察を行う。
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⑨過大な太陽
　女子より男子に多く出現した。発達段階による違いは
みられない。子どもの絵には太陽の出現が多くみられる
が，成人には少なく，描かれた場合には心理的未成熟を
表している（高橋，2011）。纐纈（2014b）においても，
「過大な太陽」は抑うつとの関連はみられず，青年とし
て相応な内省力，客観性が乏しいと考えられ，未熟化を
示した。子どもから大人への移行期にあたる中学生が「過
大な太陽」を描くことは未成熟とはいえないが，絵全体
のバランスを考慮する力はやや不足していると考えられ
る。
⑩一部の突出
　大学生（10.0％）よりも中学生（14.9％）に多く出現した。
大学生においては木や枝の突出が多く，過大な木と過小
な自己像が一緒に描かれた場合は，自我肥大と考えられ
た。中学生においては，家の突出が多くみられた。中学
生は物理的にも心理的にも家庭や家族に依存し，影響を
受け，葛藤も抱えていると考えられる。そのため，プラ
ス・マイナスいずれの意味でも家庭・家族の存在は大き
く，家を過大に描写するのではないであろうか。
⑪アニミズム
　男子に多くみられ，女子で該当した対象者は1名のみ
である。アニメやゲームのキャラクターを描いた絵が多
く，大学生にみられた擬人化やファンタジックな内容と
はやや異なる。ゲームの世界から影響を強く受けている
絵は，現代に特有の表現であると考えられ，これを「ア
ニミズム」に含むかは検討の必要がある。
⑫不安定な描線
　大学生（13.5％）よりも中学生（42.0％）に多く，女
子よりも男子に多く出現した。大学生においては顔のな
い人物やシルエット像が描かれることが多く，人に対す
る共感性の乏しさ，エネルギーの低下や脆弱性がうかが
えた（纐纈，2014b）。
　中学生全体では2番目に高い出現率を示しており，不
安，無力感，自信欠如，自己の不確実など思春期心性と
の関連が強いと考えられる。上記の共感性の乏しさや脆
弱性を含めると，対人恐怖や社交恐怖との関連性も示唆
される。

Ⅳ-2．抑うつ指標の妥当性
　纐纈（2014b）において，大学生抑うつ指標としての
妥当性が示された5項目（「空間の偏り」，「全体の簡略化」，
「強迫的」，「過剰な陰影」，「夜・雨の風景」）は，本研究
における中学生のS-HTPでも顕著な出現率を示した。
　本研究では抑うつのスクリーニング・テストなどの外
的基準を用いた妥当性の検討を行っていないため，上記
5項目が中学生の抑うつ指標としても妥当であるかを明

確に述べることはできない。しかし，上記5項目の中で，
「空間の偏り」以外の4項目では中学生と大学生の出現
率に有意差はみられなかった。このことは，「全体の簡
略化」，「強迫的」，「過剰な陰影」，および「夜・雨の風
景」は発達段階に関わらず抑うつ傾向を示すものである
ため，年代での差がみられないと考えられる。従って，
これら4項目については発達段階を問わず，S-HTPの抑
うつ指標として妥当である可能性が示唆される。
　また，「空間の偏り」は，Ⅳ -1で述べたように，大学
生に比べて中学生における出現率が高く，思春期心性の
影響を受けやすいと考えられる。

Ⅳ-3．心理的・象徴的な「夜」の表現
　本研究では2名の対象者が家・木・人を描いた部分だ
けを除き，紙面のほとんどを真っ黒に塗りつぶすという
絵がみられた。また，別の1名は家・木・人を黒く塗り
つぶした絵を描いた。これら3枚はもちろん「過剰な陰
影」に該当する。そして，一見して“黒くて暗い絵”で
あることから「夜の風景」と思えるが，3名とも絵の説
明に「夜」と明記していないので「夜・雨の風景」に分
類することはできない。しかし，3名の説明には「悲しい，
寂しいを表した」，「暗闇は “暗い”という気もちを表す」，
「静かなところ」など，「夜」のイメージにきわめて近い
記述がみられ，心理的・象徴的な意味で「夜」に該当す
ると考えられる。
　また，「森に取り残されて怖い」，「親子が人間から逃
げてきた」，「誰もいなくなった家に座り込んでいる」な
どの記述は，他者や外界からの脅威を受け続けている迫
害感と，それに抗えず耐えるしかない無力感（無力な自
己像）などを示唆し，その背景には心の病理の存在もう
かがえる。この種の絵を「夜・雨の風景」に分類するか
否かは今後の重要な検討課題である。

Ⅴ　まとめと今後の研究課題

　1995年に三沢が報告した中学生のS-HTPに比べて，
本研究における中学生のS-HTPには内的エネルギーの低
さや，空虚感，受動性などを示す描画特徴が多く，対人
不安や抑うつなどの病理傾向を示す絵もみられた。その
ため，本研究においては，筆者が作成した異質表現カテ
ゴリー（纐纈，2014b）を中心に，中学生の描画特徴と
心性についての検討を行った。
　異質表現12項目それぞれが示す中学生の心理的特徴
は，大学生における内容と概ね同一であった。しかし，
大学生を大きく上回って顕著に出現した「人の簡略化」
と ｢不安定な描線｣ では防衛の強さ，自己の不確実さ，
および共感性の乏しさなどがうかがえ，大学生では明確
でなかった対人関係に対する不安や消極性，回避傾向な
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どを示した。これらを含め，中学生のS-HTPは全般的に
思春期という発達段階の影響を受けやすいと考えられ，
思春期心性と関連する発達の偏りや心の病理傾向を捉え
られる可能性も示唆された。
　本研究の問題として，対象者全員が同一の中学校の生
徒であり，地域性や教育環境による偏りが大きいと考え
られる点，異質表現カテゴリーの抑うつ指標5項目につ
いて，抑うつのスクリーニング・テストなどの外的基準
を用いた妥当性の検討を行っていない点が挙げられる。
　そのため，今後の研究においては，地域・教育環境の
異なる複数の中学校において対象者数を拡大した調査を
行い，抑うつ指標を含む異質表現項目の妥当性をさらに
高めていく努力が必要である。さらに，描き手の表現（絵
と説明）と施行者の印象・解釈を含めて異質表現を捉え
直していくことで，描画指標の妥当性・有用性だけでな
く，事例的解釈や心理臨床的な関わりを促すような研究
を行っていきたい。
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ABSTRACT

A Preliminary study of S-HTP in junior-high school student: 
Focusing on an incongruent expression category

Chiaki KOHKETSU

With regard to the execution of “Synthetic House-Tree-Person Technique (S-HTP)” with 185 junior-

high school students (116 males and 69 females), this study conducted a comparison by sex and a com-

parison with S-HTP of university students, then analyzed/examined a drawing features of the present 

junior-high school students and also comprehended their psychological trait from it. The analysis was 

conducted mainly by incongruent expression category (Kohketsu, 2014b) which was created by the au-

thor. Incongruent expression category consists of the following 12 sub-categories. “Mixture of a view-

point” : More than 2 viewpoints such as plain surface and solid body are mixed. “Perspective” : Depict 

such as above-ground and under-ground simultaneously. “Deviation of space” : Either an entire space 

or a partial blank is larger. “People’s simplification” : Although people are symbolized, other items can 

relatively be depicted in detail. “The whole simplification” : Depiction as all of house, wood, and peo-

ple are diagramed and symbolized. “Compulsive” : Extremely regular/detailed depiction including sym-

metry. “Excessive shading” : Excessive shading entirely/partially. Fill (in graphics) for item. “Scenery 

of night and rain” : Depiction for a night scene or rainy scene. “The huge sun” : A excessively large 

sun in comparison to other items. “Hugeness of a part” : A certain item occupies space extensively. 

“Animism” : Personification/unrealistic depiction. Confabulation content. “An unstable line” : Depic-

tion by wavy lines or lines with a lower writing-pressure. 185 subjects in this study showed a very high 

appearance rate that 173 subjects (93.5%) and 12 subjects (6.5%) drew S-HTP with / without incongru-

ent expression respectively. When we analyzed with χ2 test whether there would be a difference in the 

number of appearances for the 12 sub-categories of incongruent expression category regarding S-HTP 

between the junior-high school students in this study and the university students in Kohketsu (2014b), 

the 4 sub-categories as “Deviation of space”, “People’s simplification”, “Hugeness of a part”, and “An 

unstable line” were appeared more for the junior-high school students than the university students. 

Then, when we analyzed with χ2 test whether there would be a difference in the number of appear-

ances for incongruent expression regarding S-HTP among the male/female junior-high school students, 

the 5 sub-categories as “Mixture of a viewpoint”, “Perspective”, “People’s simplification”, “The huge 

sun”, and “An unstable line” were appeared more for the males students than the females students. 

in Kohketsu (2014b), among the 5 sub-categories as a depression index for incongruent expression 

category, there was no significant difference for the number of appearances between the junior-high 

school students and the university students in the 4 sub-categories (“The whole simplification”, “Com-

pulsive”, “Excessive shading”, and “Scenery of night and rain”) except “Deviation of space”. Therefore, 

it was suggested that those 4 sub-categories would indicate a psychopathology of depression regard-

less of developmental stage and could have suitability or validity as a depression index in despite of 
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age. compared to the junior-high school students approximately 20 years ago reported by Misawa in 

1995, S-HTP for the present junior high school students indicates various drawing features such as a 

lower mental energy, emptiness, and passivity, and some pictures with a pathological tendency such as 

interpersonal anxiety and depression were also observed along with those trait advancement. 

Key words:  S-HTP, drawing features, Incongruent expression category, junior-high school students


