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第１節 「抑うつ」に関して 
 

 

 近年，抑うつは日常的にも経験されやすく，より身近な存在として認識されてきている

（Roberts, 1999; 白石, 2005）。テレビや新聞，雑誌で抑うつの特集が組まれるなど，抑う

つの話題が取り上げられる機会が飛躍的に増加している。様々なメディアを通して，抑う

つに関する情報提供が多くなるにつれ，抑うつへの理解や認識も少しずつ深まってきてい

る。しかし，抑うつという言葉は，様々な意味合いで用いられていることが多く，非常に

曖昧である。 
そこで，この節では抑うつの定義について明確にし，抑うつを取り上げる必要性につい

て述べる。 
 
 
1.抑うつとは 

 
抑うつ（depression）は，抑うつ気分（depressed mood），抑うつ症状（depressive 

symptoms）のまとまりとしての抑うつ症候群（depressive syndrome），うつ病（depressive 
illness）の 3 つを包含する用語である（坂本, 1997）。 

抑うつ気分とは滅入った（憂うつになった，ふさぎ込んだ，落ち込んだ）気分のことで

ある。抑うつ気分は一時的な気分の変化から 2 週間以上持続するものまである。 
抑うつ症候群は，抑うつ気分とともに生じやすい状態で，抑うつ気分の他にも，興味喪

失，疲れやすさ，自信喪失，自責感，自殺企図或いは自殺念慮，集中困難，精神運動性制

止または焦燥，食欲・体重の変化，性欲の減退，睡眠の変化（不眠や過眠），絶望感，心気

的憂慮など抑うつ症状を含む。これらの抑うつ症状がまとまって出現すると抑うつ症候群

となる。抑うつ症候群は，主観的，客観的に症状が確認されることであり，厳密な診断基

準は設けられていない。 
一方うつ病は，①抑うつ気分が一定期間持続すること，②抑うつ気分に関連したいくつ

かの抑うつ症状が伴うこと，③器質的原因（脳炎やてんかんなど）や物質性の要因（アル

コールやその他の薬物）が否定できること，④統合失調症や統合失調感情障害に該当しな

いことなど，DSM-Ⅳ-TR の大うつ病の診断基準（Table1-1）に基づいて，正式な診断を

受けたものである。 
このように，抑うつは広範な概念であるため，全ての症状や状態を網羅して研究するこ

とには限界がある。そこで，本研究では，うつ病などの疾患としての抑うつではなく，非

臨床サンプルを対象とした軽度の抑うつを取り上げる。なお，以降「抑うつ」と言及する
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際には，抑うつ症状を含む抑うつ症候群を意味することとする。また，診断基準を満たす

症状については「うつ病」として言及する。 
ただし，本研究では，非臨床サンプルの抑うつとうつ病患者などの臨床サンプルの抑う

つは症状の強度の点では異なるものの，質的な差異はなく連続性があるという立場をとる。  
これまで，臨床サンプルとうつ病の診断基準に満たない非臨床サンプルにおける抑うつ

の連続性の仮定について，盛んに議論が行われてきた。臨床サンプルと非臨床サンプルの

抑うつが質的に異なっていなければ，非臨床サンプルを対象とした研究知見から臨床サン

プルの特徴を類推することが可能となる。Flett, Vredenburg, & Krames（1997）では，

連続性を支持する証拠がレビューによって示されている。例えば，青年期にうつ病の診断

基準に満たない抑うつを呈している場合には，成人期にうつ病に罹患する確率が高いこと

が示されており（Aalto-Setälä, Marttunen, Tuulio-Henriksson, Poikolainen & Lönnqvist, 
2002；Pine, Cohen, Cohen, & Brook, 1999; Harrington, 2002），臨床サンプルと非臨床

サンプルは質的な差ではなく，量的な差であることを示唆している。 
また，日本においても大学生を対象とした研究によって連続性を支持する結果が得られ

ている（Okumura, Sakamoto, Tomoda, & Kijima, 2009）。従って，うつ病の診断基準に

満たない非臨床サンプルの抑うつを検討することは，うつ病への治療や介入などの示唆を

得ることにも繋がるといえる。 
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Table1-1 DSM-Ⅳ-TR による大うつ病エピソードの診断基準 

A．以下の症状のうち 5 つ（またはそれ以上）が同じ 2 週間の間に存在し，病前の機能からの

変化を起こしている。これらの症状のうち，少なくとも一つは，（1）抑うつ気分，或いは

（2）興味または喜びの喪失である。  
注：明らかに，一般身体疾患，または気分に一致しない妄想または幻覚による症状は含まない。 

（1）その人自身の言明（例：悲しみまたは空虚感を感じる）か，他者の観察（例：涙を流

しているように見える）によって示される，ほとんど１日中，ほとんど毎日の抑うつ

気分   
注：小児や青年では，いらいらした気分もありうる 

（2）ほとんど１日中，ほとんど毎日の，すべて，またはほとんどすべての活動における興

味，喜びの著しい減退（その人の言明，または他者の観察によって示される）  
（3）食事療法をしていないのに，著しい体重減少，或いは体重増加（例：1 ヶ月で体重の

5%以上の変化），またはほとんど毎日の，食欲の減退または増加  
（4）ほとんど毎日の不眠または睡眠過多  

（5）ほとんど毎日の精神運動性の焦燥または制止（他者によって観察可能で，ただ単に落

ち着きがないとか，のろくなったとういう主観的感覚ではないもの）  
（6）ほとんど毎日の易疲労性，または気力の減退  
（7）ほとんど毎日の無価値感，または過剰であるか不適切な罪責感（妄想的であることも

ある。単に自分をとがめたり，病気になったことに対する罪の意識ではない）  
（8）思考力や集中力の減退，または，決断困難がほとんど毎日認められる（その人自身の

言明による，または他者によって観察される） 
（9）死についての反復思考（死の恐怖だけではない），特別な計画はないが反復的な自殺念

慮，または自殺企画，または自殺するためのはっきりとした計画 
B．症状は混合性のエピソードの基準を満たさない。  
C．症状は，臨床的に著しい苦痛，または社会的，職業的，または他の重要な領域における機

能の障害を引き起こしている。 

D．症状は，物質（例：乱用薬物，投薬）の直接的な生理学的作用，または一般身体疾患（例：

甲状腺機能低下症）によるものではない。  
E．症状は死別反応ではうまく説明されない。すなわち，愛する者を失った後，症状が２ヶ月

を越えて続くか，または，著明な機能不全，無価値感への病的なとらわれ，自殺念慮，精

神病性の症状，精神運動制止があることで特徴づけられる。 
DSM-Ⅳ-TR（American Psychiatric Association, 2000）の日本語版（高橋・大野・染矢, 2002）を参考に作成した。 
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2.抑うつの諸問題 
 

（１） 抑うつの蔓延化 

近年，うつ病は比較的身近な病気になりつつある。諸外国で行われた疫学調査をみると

（e.g., Kessler, McGonagle, Swartz, Blazer, Nelson, 1993），うつ病の生涯有病率はおよ

そ 4～17％である。日本においても，20 歳以上の鹿児島・長崎・岡山の住民を対象（N = 
1664）とした調査を行なったところ，大うつ病の生涯有病率は 6.5%（男性 4.5%，女性 8.3%）

と報告されている（川上，2003）。また，大学 1 年生を対象（N = 116）とした面接調査で

は，過去 1 年以内に DSM-Ⅲ-R の大うつ病エピソードに該当した人は 53.4％であったと報

告されている（友田，1997）。 
このように，うつ病の有病率は，地域や発達段階によって異なるものの，誰でも発症す

る危険性をはらんでいる。また，このようなうつ病の現状を考えると，軽症の抑うつは更

に蔓延化していることが窺える。 
 

（２） 抑うつの増加 

現代，うつ病は最も一般的で，確実に増加している疾患である。例えば，厚生労働省が

3 年おきに行っている患者調査（厚生労働省，1996，1999，2002，2005，2008）による

と，日本でのうつ病の総患者数は，1996 年には 43.3 万人であり，1999 年には 44.1 万人

とほぼ横ばいであったが，その後，2002 年には 71.1 万人，2005 年には 92.4 万人と着実

に増加し，2008 年には 100 万人を超えている。また，うつ病は人類や社会に重荷を与え

る疾患として，2020 年までには，虚血性心疾患に次いで第 2 位の疾患になることが推測

されている（福田・長谷川・八谷・田端，1999）。 
このようなうつ病の増加の指摘とともに，近年では，軽症の抑うつの増加が多くの臨床

現場から報告されている（笠原，1992；村上・石崎・天保・福西，2000）。また，大学の

相談室や大規模な学生精神保健調査においても，学生の抑うつが増加している可能性が指

摘されている（一宮・馬場園・福盛・峰松，2003；杉田・三上，1999；上田，2002）。従

って，抑うつを対象とすることは，うつ病の治療や介入への示唆を得るだけではなく，抑

うつ自体を解明する上でも重要である。 
 

（３） 抑うつの慢性化 

抑うつの蔓延化および増加に伴って，抑うつの慢性化も問題視される。Wells, Burnam, 
Rogers, Hays, & Camp（1992）では，うつ病の診断基準に満たない抑うつを示した人の

25％が 2 年以内にうつ病を経験することが示されている。また，うつ病が回復せずに持続

している可能性は，治療開始後 6 ヶ月で 36%，1 年で 26%，2 年で 21%であることが報告

されている（Keller, Lavori, Mueller, Endicott, Coryell, Hirscfeld, & Shea，1992）。さ
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らに，うつ病患者の 60%が再発し，2 回うつ病に罹った患者では 70%，3 回うつ病に罹っ

た患者では 90%と再発率が高くなることも示されている（大嶋，2006）。 
以上のことから，現代の抑うつは我々の身近に広がり，増加しているだけではなく，そ

の症状も長引いたり，うつ病を発症したりするなど，非常に深刻な状況であるといえる。 
 

（４） 抑うつに伴う社会的問題 

日本における自殺者総数は 1998 年に 3 万人を越え，2011 年においては，交通事故死者

数の約 7 倍も多く（警察庁，2013a，2013b），今や重大な社会問題である。 

特に，青年期の自殺が年々増加傾向にあり，見過ごしてはならない問題である。例えば，

大学生協連共済センターによると，自殺による共済金給付件数は，1990 年代前半は 50 件

前後だったが，97 年に 80 件台に乗った後，99 年度，2000 年は 99 件と急増し，2003 年

も 2 月末までに 80 件に達し，給付対象になった本人死亡のうち自殺の占める割合は 48％
と，90 年度以降で最多となった（読売新聞，2004）。また，警察庁の調査（2009）でも，

短大・大学生の自殺者数は 90 年代前半にはおよそ 200 人だったのに対し，99 年には 363
人と急増した。その後，2000 年以降は 320～340 人と高い水準にとどまっていたが，遂に

2008 年には 536 人と過去最多となった。厚生労働省の調査（2004a）でも，若年層の死亡

原因として最も多かった不慮の事故を抜いて自殺が第 1 位となったことが報告されている。 
抑うつになると絶望感が強く，無価値観，興味や喜びの喪失から死を考えてしまう人も

いると考えられる。自殺に関する研究は古来多く，枚挙にいとまがないが，それらの多く

は，自殺の背景に抑うつやうつ病が存在していることを指摘している。例えば，Guze & 
Robins（1970）の研究では，自殺者のおよそ 45％がうつ病であるとされている。また，

自殺を試みて救命救急センターに運び込まれた人のうち，21.8％がうつ病を患っているこ

とが報告されている（黒澤・岩崎，1991）。この問題は，あくまでもうつ病についての推

測である。しかし，うつ病よりも軽度とされる抑うつにおいても同様の危険を孕んでいる

といえるだろう。 

また，抑うつは財政上の負担が大きいことも問題点として挙げられる。抑うつによる経

済的損失は，治療，欠勤や生産性の低下，自殺による早期の死を含めると，アメリカだけ

で年間 430～470 億ドルに昇ると推定されている（Hirschfeld, Keller, Panico, Arons, 
Barlow, Davidoff, Endicott, Froom, Goldstein, Gorman, Marek, Maurer, Meyer, Phillips, 
Ross, Schwenk, Sharfstein, Thase, & Wyatt, 1997）。また，日本においても，「仕事や職

業生活に関する強い不安，悩み，ストレスがある」と訴える在職者が 60％を超え，さらに，

6 ヶ月以上の長期休職者のうち 52％がうつ病などの精神障害によるものとされている（厚

生労働省，2004b）。 
このように，多くの職場がうつ病や抑うつによる休職者への問題を抱えており，抑うつ

への対策が急務とされている。 
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第 2 節 反すうと抑うつの持続に関する 

先行研究の動向 
 

 

これまでの抑うつ研究では，抑うつの発症を究明することが主要な目的であり，Beck
の認知理論を中心に，発症要因や発症のメカニズムについて検討されてきた（e.g., Alloy, 
Abramson, Metalsky, & Hartlage, 1988；Beck, 1967；Teasdale, 1985）。 

しかし，抑うつの慢性化という現状を踏まえると，発症要因のみに着目していては抑う

つの全容を解明することには繋がらない。そのため，発症要因だけではなく，一旦生じた

抑うつが持続しないための具体的な方法や要因について検討することが重要である。 

抑うつの持続という観点から，Nolen-Hoeksema（1991）や Nolen-Hoeksema, Wisco, & 
Lyubomirsky（2008）は，反応スタイル理論を提唱している。この理論では，抑うつの持

続は反応スタイルによって決定すると示され，抑うつ気分について考える反すう

（rumination）と抑うつ気分を他のことによって紛らわす気晴らし（distraction）という

2 つのスタイルがあると仮定されている1。 

これまでの一連の研究によって，反すうは抑うつを持続させ，気晴らしは抑うつを軽減

させることが報告されている（e.g., Bagby, Rector, Segal, Joffe, Levitt, Kennedy, & Levitan, 
1999； Nolen-Hoeksema & Morrow, 1991）。特に反すうは，抑うつの持続に多大な影響を

及ぼすことが指摘されており（伊藤・竹中・上里，2002；Nolen-Hoeksem & Morrow, 1991；
Nolen-Hoeksema, Morrow, & Fredrickson, 1993），抑うつの心理的要因として従来の研究

で取り上げられてきた自己意識，帰属スタイル，楽観的思考などよりも，高い割合で抑う

つを予測することが示されている（伊藤・竹中・上里，2001；Nolen-Hoeksema, Parker, & 
Larson, 1994；Schwartz & Koenig, 1996）。また，反すうは抑うつの持続への影響だけで

はなく，問題解決能力の阻害，ソーシャルサポートの減少，否定的に偏った記憶の想起を

もたらすことも示されている（Lyubomirsky, Caldwell, & Nolen-Hoeksema, 1998；
Lyubomirsky, Tucker, Caldwell, & Berg, 1999；Nolen-Hoeksema et al., 1994）。 

このように，反すうには様々な不適応的な側面があり，反すうに着目して抑うつの持続

を検討することは，予防や治療を考える上で，極めて重要な視点であると考えられる。 
そこで，本節では，反すうに関する先行研究を概観し，先行研究の知見を整理すること

を目指す。そして，整理された知見をもとに反すう研究の課題の顕在化を試みる。 

 

 

                                                   
1  Nolen-Hoeksema（1991）では，反応スタイルとして，反すうを ruminative responses，気晴らし

を distracting responses と命名している。 
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1.反すうの特徴と位置づけ 

 

反すうに関する先行研究を概観する前に，まず，反すうの特徴について述べ，定義の再

構築を行う。次に，様々な抑うつの心理的要因の中で，反すうがどのような要因として位

置づけられるのかについて，類似する心理的要因や気晴らしと区別することにより明確に

する。 
 

（１） 反すうの定義 

反応スタイル理論を提唱した Nolen-Hoeksema et al.（2008）は，反すうを「抑うつや

その原因，意味，結果に対して繰り返し受動的に注意が焦点づけられる反応様式」と定義

している。しかし，反すうの定義は，研究者間で一致が見られず，現状では様々なものが

並立している状態にある。例えば，Martin & Tesser（1996）は，「一般的な内容および考

える必要がない状況について，持続的に繰り返す意識的な思考」としており，伊藤・上里

（2001）は，ネガティブな反すうに着目し，「否定的・嫌悪的な事柄を長い間，何度も繰

り返し考え続けること」としている。これらの定義から共通した反すうの特徴として，（a）
ある対象に注意を向ける点，（b）持続的に繰り返し考える点（持続性・反復性）が挙げら

れる。しかし，相違点として，（ⅰ）反すうの対象となる気分や事柄（ポジティブ或いはネ

ガティブ），（ⅱ）注意を向ける対象（自己或いは外的事象）の 2 点が挙げられる（Figure1-1）。 
（ⅰ）に関しては，Nolen-Hoeksema et al.（2008）と伊藤・上里（2001）では，ネガ

ティブな気分や事柄への反すうを対象としているのに対し，Martin & Tesser（1996)では，

ポジティブな事柄も対象としている。日常場面において，ポジティブな気分や事柄への反

すうも想定されるが，抑うつが高い人は過度にネガティブな感情を持つという特徴が指摘

されている（Campbell-Sills & Barlow, 2007)。そこで本研究では，ネガティブな気分や

事柄に対する反すうに焦点を当てることとする。 
（ⅱ)に関しては，Nolen-Hoeksema et al.（2008)では，自己を注意対象として抑うつ気

分の原因や結果などに反応することを想定しているのに対し，Martin & Tesser（1996)や
伊藤・上里（2001)では，出来事や状況など外的事象を注意対象としている。つまり，

Nolen-Hoeksema et al.（2008）では，反すうを（ⅰ）ネガティブな気分に対して，（ⅱ）

自己に着目して行うものとしているが，Martin & Tesser（1996）や伊藤・上里（2001）
は，（ⅰ）ネガティブな出来事や状況に対して2，（ⅱ）その事柄に着目して行うものとして

いる。人は自己か外的事象のいずれかに注意を向けており（Duval & Wicklund, 1972），
ネガティブな出来事を経験した後に自己に注意を向けることが抑うつと関連すると示され

ている（Pyszczynski & Greenberg, 1987）。つまり，ネガティブな気分や事柄が生じた時，

                                                   
2  Martin & Tesser（1996）ではポジティブな出来事や状況も含む 
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事柄
(出来事・状況）

自己

ポジティブ  ネガティブ

Nolen-
Hoeksema

(1991)

伊藤・上里
(2001)

Martin & Tesser
（1996）

注意はその事柄だけにとどまらず自身の気分やその事柄の原因，結果などにも向くと考え

られる。そこで本研究でも Nolen-Hoeksema et al.（2008）の定義に準拠し，反すうの注

意対象を，自己とする。 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure1-1 反すうの概念整理 

 

また，反すうの位置づけに関しても，反すうを意図的な情動制御方略として定義する立

場（e.g., Campbell-Sills & Barlow, 2007；Gross & Thompson, 2007）と反すうの受動性

を考慮する立場（e.g., Nolen-Hoeksema et al., 2008）に大別される。 
前者の立場では，反すうは情動の生起，強度，持続期間，表出に影響する認知・行動プ

ロセスの 1 つとしている。この立場における研究では，不適応的な情動制御方略に対する

治療や予防的介入などの実践に向けた示唆を得ることを目的としている（ e.g., 
Campbell-Sills & Barlow, 2007）。つまり，反すう自体への治療や介入に向けた示唆を得

ることによって，抑うつの持続を防ぐことにも役立つと考えられる。 
しかし，反すうがどの程度，意図的に行われているのかについては甚だ疑問である。

Nolen-Hoeksema et al.（2008）は，反すうを，「受動的に考え続ける」こととしており，

反すうの受動的な側面を示唆している。また松本（2010a）では，日常的な反すう経験に

ついて検討したところ，問題解決や抑うつ気分軽減のために意図的に反すうを行っている

場合もあるが，多くは不随意に想起した結果であることが報告され，反すうの受動性を示

唆している。反すうを意図的に行っている場合には反すう自体をやめさせるという介入方

法は効果的であるが，受動的に行っている場合には介入困難であり，むしろ“やめたいけ

どやめられない”という思いが余計に症状を悪化させる可能性も示唆される。こうした反

すうの特性を考慮すれば，反すうをしていたとしても，抑うつの持続に陥らないような要

因を検討してくことが重要である。ただし，Nolen-Hoeksema（2004）は，反すうに関す

外的事象 
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るポジティブな信念から反すうを行う場合もあることを示し，反すうに問題解決の意図が

関与することを示唆していることから，反すうの意図的な側面を否定している訳ではない。

つまり，反すうの意図的な側面と受動的な側面を弁別して捉えることが必要であると考え

られる。 
以上のことを踏まえて本研究では，Nolen-Hoeksema et al.（2008）に倣い，かつ受動

性を考慮する立場を採用し，反すうを「抑うつや，その原因，意味，結果に対して意図的・

受動的に，繰り返し注意が焦点づけられる反応様式」として定義することとする。 
 

（２） 反すうの類似要因や気晴らしとの差異 

ここで，気晴らしや反すうと類似する心理的要因である心配（worry），自動思考

（automatic thoughts）との差異を明確にしておく。 
上述した反すうの特徴である（ⅰ）対象はネガティブな気分や事柄である点，（a）注意

を向ける対象があり，（ⅱ）自己に着目している点，（b）持続性・反復性がある点から比

較した（Table1-2）。 
反すうと同様，反応スタイルとして仮定されている気晴らしは，抑うつ気分やその結果

から注意を逸らすのに役立つ思考や行動と定義されている（Nolen-Hoeksema et al.，
2008）。抑うつ気分からある対象へ注意を逸らすことから，（a），（ⅰ）の点で共通してい

るものの，（ⅱ）の点で反すうと異なる。また，気晴らしは持続性・反復性を想定していな

いことから，（b）の点でも異なる。 

心配は，ネガティブな感情を伴った制御の難しい思考やイメージの連鎖であり，不確実

で否定的な結果が予期される問題を心的に解決する試みを反映すると定義されている

（Borkovec, Robinson, Pruzinsky, & DePree, 1983）。心配する事柄については特定して

いないことから（ⅰ）の点で異なるものの，注意対象が自己であることや持続性・反復性

を想定していることから（Turner, Beidel & Stanley, 1992；Wells & Morrison, 1994），（a），
（b），（ⅱ）の点で共通している。しかし，（ⅱ）の点に関しては，心配が予期憂慮のよう

に未来の事象を焦点化するのに対し，反すうは，過去について思い悩むことも含み，心配

より上位概念とされることが示されている（Martin & Tesser, 1996）。 
自動思考は，自分の意思とは関係なく生じるネガティブな内容の思考と定義される（杉

浦・丹野，1998）。Beck（1967）は，抑うつの認知理論の中で，ネガティブな事柄から自

動思考が生じるとしており，自動思考が最もあらわれやすい領域として，自己・世界・未

来を挙げている。つまり，（a），（ⅰ）の点では一部共通しているものの，（ⅱ）の点で反

すうと異なる。また，自動思考は抑うつにおける喪失と失敗に関連し，暫時に自動的に浮

かんでくるものであり，持続性・反復性を想定していないことから（Papageorgou & Wells, 
2001），（b）の点でも異なる。 

このように，類似する心理的要因との差異からみた反すうは，上述した特徴に加え，注



第 1 章 抑うつの持続における反すう研究の概観と問題提起 

 - 11 -

意を向ける自己の事象が過去・現在・未来にわたる反応様式であるといえる。 
 以下では，反すうに関する研究を取り上げていくが，まず，反すうと抑うつの持続との

関連に着目した研究について概観する。続いて，概観した知見の問題点について述べる。 
 

 

Table1-2 反すうと類似要因，気晴らしの比較 

 （ⅰ）対象 （a）注意対象の

有無 
（ⅱ）対象 （b）持続性・反復性 

反すう ネガティブ（抑うつ）気分・事柄 あり 
自己 

（過去・現在・未来） 
あり 

気晴らし ネガティブ（抑うつ）気分・事柄 あり 外的事象 特定なし 1 

心配 特定なし あり 
自己 

（未来） 
あり 

自動思考 ネガティブな事柄 あり 自己・世界・未来 なし 

注：1 気晴らしの持続性・反復性は概念上想定されていないため，本研究でも特定しないこととした。 

 
 
 
2.反すうと抑うつの持続，および代表的な抑うつの心理的要因との関連 

 
これまで，反すうと抑うつの持続との関連に主眼をおいた研究がなされてきた。ここで

は，（1）抑うつの心理的要因としての反すう，（2）気晴らしとの比較による検討，（3）他

の抑うつの心理的要因との関連の観点から整理する。 
 

（１） 抑うつの心理的要因としての反すう 

上述した通り，Nolen-Hoeksema et al.（2008）では，反すうを抑うつやその原因，意

味，結果に対して繰り返し受動的に注意が焦点づけられる反応様式と定義されており，定

義上は抑うつとは異なるものとして捉えられている。しかし，Teasdale（1988）は，抑う

つの一症状として反すうが生じる可能性を指摘している。例えば，反すうの一側面として

考えられる自責や悲観などは，抑うつの一つであり，反すうが抑うつに付随する特徴であ

る可能性が示唆される。Teasdale（1988）の指摘に関して，Roberts, Gilboa, & Gotlib
（1998）では，過去に抑うつを経験し，現在は回復した大学生を対象とした研究を行い，

調査時における抑うつの影響を統制した上でも反すうが過去の抑うつ経験と関連すること

を示している。また，Butler & Nolen-Hoeksema（1994）は，大学生に 2 週間の間隔を
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あけて 2 回調査を実施し，第 1 回調査で測定された反すうは同時に測定された抑うつを統

制した場合でも 2 回目の調査で測定された抑うつを予測することが見いだされ，反すうが

抑うつの一症状ではないことを報告している。さらに，うつ病を対象とした研究ではある

が，Watkins & Baracaia（2002）でも，うつ病患者，回復者（過去に少なくとも 1 度は

うつ病を経験し，現在は回復している人），非抑うつ者で反すうの頻度を比較したところ，

うつ病患者が最も多く，次に回復者が多く，非抑うつ者が最も少ないことが明らかになっ

た。この知見は，既にうつ病から回復し，非抑うつ者と同程度の抑うつレベルである回復

者の反すうが非抑うつ者と異なることを示している。 

以上のことから，反すうは，抑うつと密接に関連しているものの，単なる抑うつに随伴

する特徴ではなく，抑うつの心理的要因であることが示唆される。 

 

（２） 気晴らしとの比較による検討 

初期の研究では，抑うつの持続との関連を検討するために，反すうと気晴らしとの比較

がなされてきた。上述したように，これまでの一連の研究によって，反すうは抑うつを持

続させやすく，気晴らしは抑うつを軽減させることが報告されている。例えば，Nolen- 
Hoeksema & Morrow（1991）は，反すうおよび，気晴らしと地震後の抑うつとの関連を

調査したところ，地震前に既に反すうを行ないやすい人は地震後の抑うつが高く，地震後，

実際に反すうを行なった人は，7 週間後の調査でも抑うつが高いことを明らかにしている。

また，実験場面において，抑うつ気分に誘導し，課題を用いて反すう或いは気晴らしに操

作した結果，気晴らし課題群よりも反すう課題群でより抑うつ気分が上昇した（Morrow & 
Nolen-Hoeksema, 1990）。さらにうつ病と診断された大学生においても，反すうが抑うつ

を持続し，気晴らしが抑うつを軽減させることが示された（e.g., Bagby et al., 1999；友田・

坂本・木島，1995）。 

また，気晴らしとの比較とともに，反すうが一定期間後の抑うつに影響を及ぼすかにつ

いても検討されてきた。Schwartz & Koenig（1996）では 6 週間後，Sakamoto, Kambara, 
& Tanno（2001）では 2 ヶ月後，名倉・橋本（1999）では 6 ヶ月後3，Just & Alloy（1997）
では 1 年後，Spasojevic & Alloy（2001）は 2 年半後の抑うつについて検討したところ，

反すうは全ての時期の抑うつに影響を及ぼしていることが示された。なお，気晴らしに関

しては一貫した結果が得られなかった。 
以上のことから，反すうは抑うつの持続に多大な影響を及ぼしており，その影響は長期

的であることが窺える。 
 
 

                                                   
3  名倉・橋本（1999）では，反すうの中でも「否定的考え込み」のみ 6 ヶ月後の抑うつに影響を及ぼ

すことが示された。 
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（３） 他の抑うつの心理的要因との関連 
反すうは，抑うつの心理的要因として従来の研究で取り上げられてきた自己意識，帰属

スタイル，楽観的思考などよりも高い割合で抑うつを予測することが示されている（e.g., 
Nolen-Hoeksema et al., 1994；Schwartz & Koenig, 1996）。その理由として，反すうが

他の抑うつの心理的要因と密接に関連していることが考えられる。例えば，伊藤（2004）
は，完全主義や帰属スタイルなどの心理的要因には共通して「気にする・思い悩む」とい

った反すうに関与する要素が含まれていることを指摘している。また，反すうは抑うつを

統制しても否定的な推論や帰属スタイルを含む不適応的な認知スタイル，悲観主義，自己

批判，対人志向性，神経症傾向などと関連することが示されている（Lam, Smith, Checkley, 
Rijsdijk, & Sham, 2003；Nolen-Hoeksema et al., 1994；Roberts et al., 1998）。さらに，

Spasojevic & Alloy（2001）は，帰属スタイルや抑うつスキーマ，自己批判や他者依存な

どの抑うつの心理的要因は抑うつの発症を予測するが，反すうを統制するとそれらの要因

と抑うつとの関連が示されないことを実証した。 
よって，複数の抑うつの心理的要因には，反すうが共通要素として介在している可能性

や反すうを媒介して抑うつに影響を及ぼす可能性が示唆され，抑うつの予防や治療を考え

る上で反すうは重要な要因であることが窺える。 
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第 3 節 先行研究における問題点の所在 
 

 

上述した通り，反すうは，従来の抑うつ理論の中で十分に検討されていない抑うつの持

続を取り上げており，さらに従来の代表的な抑うつの心理的要因に共通する要素であるこ

とも示唆された。そのため，反すうに着目して，抑うつの持続を検討することは，予防や

治療を考える際など，今後の抑うつ研究において非常に重要な視点であると考えられる。 
しかし，これらの研究には，いくつかの問題点が指摘される。そこで，本研究では主に，

以下の 2 つの視点から先行研究の問題点について考察する。 

 

 

1.反すうの構造 

 

近年，反すうは単一の概念ではなく，多側面を持つことが指摘されている（e.g., 
Joormann, Dkane, & Gotlib, 2006；名倉・橋本, 1999; Treynor, Gonzalez, & Nolen- 
Hoeksema, 2003）。例えば，Treynor et al.（2003）は，反すうを reflection と brooding
に分類し，reflection は抑うつ気分を軽減させるため意図的に問題解決しようと熟考する

ことであり，brooding は自身の状況と失敗体験を比較して考え込むこととしている。また，

縦断研究において，reflection は長期的にみると抑うつを軽減させ，brooding は抑うつを

持続させることを報告している（Treynor et al., 2003）。同様に野口・藤生（2005）にお

いても反すうを reflection と brooding に分類し，brooding は抑うつを持続させることが

示された。名倉・橋本（1999）では，反すうを否定的考え込みと分析的考え込みに分類し，

抑うつを予測するのは否定的考え込みであることが示された。 
これらの知見を踏まえると，反すうと抑うつの持続との関連を明らかにするためには，

反すうの構造を明確にし，多側面から検討する必要があると考えられる。 

ここで，反すうを多側面から捉える前に，従来の反すうの測定方法について整理する。 
 

（１） 実験研究 

反応スタイル理論についての実験研究では，反すうと気晴らしを生じさせる課題を用い

ることが多い。課題は，対象者に文章（反応課題；Response Task）を読ませ，その内容

をイメージさせるものである。反すう課題は，感情や症状や自己について考えさせる文章

（例「あなたの感情は何を意味しているのか」，「あなたが身体で感じる感覚」など）が提

示され，気晴らし課題は，症状や感情や自己に関係のない外的なことに関する文章（例「ゴ

ールデンゲートブリッジの大きさ」，「アフリカ大陸の形」など）が提示される。さらに，
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Morrow & Nolen-Hoeksema（1990）では，抑うつ気分に誘導した後に文章を座ったまま

読ませる群と歩きながらカードを仕分ける群に分類し，活動レベルの違いも検討している。 
しかし，これらの課題には，反すうや気晴らしの定義に即していないこと（伊藤他，2002）

や日常生活での反すうや気晴らしの活動レベル（活動量やコスト，集中の程度など）に即

しておらず汎化できないなどの問題点が挙げられ，今後更なる改良が必要である。 
 
（２） 調査研究  

 反応スタイル理論の調査研究では，反すうを測定する尺度として，Response Styles 
Questionnaire（RSQ：Nolen-Hoeksema, 1991）が多く用いられている。この尺度は，個

人の反応スタイル傾向を測定するものであり，「反すう型反応（22 項目）」，「気晴らし型反

応（11 項目）」，「問題解決型反応（problem solving；4 項目）」，「危険行動型反応（dangerous 
activities；4 項目）」の 4 つの下位尺度から構成されている4。 
 しかし，RSQ にはいくつかの問題点が指摘される。以下では，定義との整合性および文

化差の観点から問題点を整理する。 
まず，反すうの定義との整合性の問題が挙げられる。Nolen-Hoeksema の一連の研究で

は，反すうや気晴らしをそれぞれ 1 因子として解釈している。しかし，反すうの項目は，

抑うつ気分に繰り返し注意が向く傾向だけではなく，抑うつ気分を改善しようとする傾向

や抑うつなど複数の要素を混合して測定しているとの指摘がある（名倉・橋本, 1999； 
Treynor et al., 2003）。反すうは，抑うつ気分の原因や結果について繰り返し注意を向ける

傾向であり，抑うつに付随する特徴ではないとされている（Nolen-Hoeksema, 1991）。そ

のため，これらの項目は定義に即しておらず，反すうを適切に測定できていない。 
次に文化差の問題が挙げられる。日本における反応スタイル研究では，RSQ を邦訳して

用いてきた（e.g.,名倉・橋本, 1999）。しかし，自己注目や原因帰属など抑うつの認知過程

に日米の文化差が見られることが指摘されており（Hymes & Akiyama, 1991；坂本, 1997），
反応スタイルにも社会的特徴や文化が大きく影響すると考えられる。そのため，RSQ には，

日本文化において重要な項目が欠如していたり，相応しくない項目が含まれている可能性

も示唆される。このような社会的文化的背景を考慮するためにも，自由記述調査を行い，

日本人の反すうの特徴を明らかにする必要がある。 

このように，実験研究，調査研究において測定されてきた反すうには多くの問題点が指

摘できる。そのため，反すうを明確に測定できておらず，反すうの構造も不明確のままで

あると考えられる。 

                                                   
4  RSQ では，反すう型反応，気晴らし型反応，問題解決型反応，危険行動型反応の 4 つの下位尺度を

想定しているが，問題解決型反応と危険行動型反応はほとんど研究されておらず，多くの研究が反す

うと気晴らしのみを反応スタイルとして捉えている。そのため，本研究でも特に取り上げないことに

した。１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１ 
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2.反すうによる抑うつの持続プロセス 

 
前節において，抑うつと反すうの位置づけや気晴らしとの比較による検討，他の心理的

要因との関連および，反すうの構造に関する研究を概観した。これらの研究から，反すう

は抑うつの持続に多大な影響を及ぼしていることが明らかとなり，今後の抑うつの持続研

究において重要な視点であることが示唆される。 
しかし，これまでは，抑うつ気分に対してどのような反応スタイルが選択されるかとい

う観点が重視され，気晴らしとの比較による検討（e.g., Bagby et al., 1999；Nolen- 
Hoeksema & Morrow, 1991）や長期的な抑うつの予測（e.g., Just & Alloy, 1997）などを

検討するにとどまっている。反すうがどのように抑うつの持続に影響を及ぼすのか，その

プロセスについても様々な視点から検討されているが，十分な知見が得られているとは言

い難い。そのため，反すうに着目した抑うつの持続への治療や予防の示唆が欠如している

といえる。反すうの重要性が示された現時点では，反すうから抑うつの持続に至るプロセ

スを検証し，抑うつの持続に陥らないための有効な方法を示すことが重要である。 
反すうから抑うつの持続へ至るプロセスは様々な研究者によって提案されている。例え

ば，Teasdale（1999）やTeasdale, Moore, Hayhurst, Pope, Williams, & Segal（2002）は，

抑うつ処理活性化説を発展させたICS理論（Interacting Cognitive Subsystem theory）に

よって，反すうが抑うつを持続する過程を説明している。この理論では，まず，抑うつに

特有のスキーマ的モデルがネガティブな具体的意味（ネガティブな予測や失敗への内的な

帰属，対人関係の否定的な評価など）を引き起こし，さらにネガティブな具体的意味がス

キーマ的モデルを再統合すると考えられている。そして再度，スキーマ的モデルがネガテ

ィブな具体的意味を引き起こすという繰り返しによって，無際限に継続する「抑うつ的な

連動形態」が形成する。この連動形態は反すうによって特徴づけられ，抑うつを持続する

と考えられている。さらに抑うつ気分が生じた際に，反すうや疲労感などの身体感覚と抑

うつ気分が繰り返し結び付けられ，繰り返すごとに連動形態の結合度が強固になり，軽度

の不快気分でも，自動化，習慣化した反すうが活性化しやすくなるという仮説を呈した。

この仮説に対し，Teasdale et al.（2002）は，不快気分時に反すうを活性化させないことが

抑うつの持続やうつ病の再発を予防すると示唆している。 
この知見をもとに，日本でも様々なアプローチから反すうの不活性化へ向けた介入研究

が行われている。例えば，勝倉・伊藤・根建・金築（2009）はマインドフルネストレーニ

ングの中核的技法である坐禅が反すうと抑うつを軽減することを示した。また，竹市・伊

藤（2010）は，反すうを活性化させないために，筆記表現課題を用いて，自己の経験して

いる事柄にただ注意を向けその処理に専念するよう促している。 
このように，反すうから抑うつの持続へのプロセスは提案され，それに基づいた介入研

究は行われているものの，反すうの自体の軽減の観点から反すうの不活性化を捉えている
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研究も多い。Nolen-Hoeksema（1991）においても，反すうの軽減の観点から，「抑うつ

気分が十分に解消されるだけの時間，反すうから気をそらすこと」，「抑うつ気分の原因と

なる状況をかえることができるという信念を育てること」が効果的であると述べている。 
しかし前述した通り，反すうは意図的に行われている場合と受動的に行われている場合

がある。反すうを意図的に行っている場合には反すう自体を軽減させるという介入方法は

効果的であるが，受動的に行っている場合には介入することが困難であり，悪影響を及ぼ

す可能性も示唆される。反すうが受動的な側面を含んでいる以上，反すう自体の軽減では

なく，反すうによる抑うつの持続プロセスを明確にし，プロセスに関連する要因について

検討することが必要である。反すうから抑うつの持続に陥らないための要因が明らかにな

れば，抑うつの持続を防ぐだけではなく，うつ病の発症を防ぐための示唆を得ることにも

繋がると考えられる。 
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第 4 節 研究の目的と構成 
 

 

1.研究の目的と枠組み 
 

本研究では，反すうの構造と機能および，抑うつの持続との関連を検討した上で，反す

うによる抑うつの持続プロセス，とりわけ反すうと抑うつの持続との関連を緩衝する要因

に着目して，反すうから抑うつの持続に陥らないための示唆を得ることを目的とする。本

研究は，反すうによる抑うつの持続プロセスとそのプロセスに影響する要因を明らかにし，

反すうから抑うつの持続へ陥らないための予防や抑うつの軽減を目指す上で役立つ知見を

得るための基礎的研究として位置づける。 
上述したように，従来の反すう研究では，気晴らしとの比較による検討や他の抑うつの

心理的要因との関連の検討が中心であった。しかしながら，反すうには様々な側面があり，

それぞれの側面で抑うつの持続への影響が異なると示唆されていることから，本研究では，

反すうの構造を検討し，その特徴を踏まえた上で反すうによる抑うつの持続プロセスとそ

のプロセスに影響する要因についてより詳細に検討する。 
このような視点からの検討は，抑うつの持続への重要な要因である反すう自体を軽減さ

せるのではなく，緩衝要因への介入から抑うつの持続を予防，治療するためのより具体的

な示唆を提供すると考えられる。 
なお，本研究では，日常的に感じる憂うつな状況に対する反すうについて，その機能や

構造および，抑うつの持続へのプロセスを検討した上で，反すうから抑うつの持続へ陥ら

ないための緩衝要因を明らかにすることを目的とし，大学生を対象にした研究を行う。 
大学生を対象とする意義は，第 1 に，大学生は抑うつを経験しやすいことが挙げられる。

谷島（2005）は，大学生の学力面での適応困難とともに，人間関係や社会生活における適

応困難の増加を指摘している。西河・坂本（2005）や白石（2005）は，大学生の時期は，

抑うつを経験することも多く，治療対象とはならないまでも多少の困難を抱えながら学生

生活を送っている学生も少なくないと述べている。さらに大学生は，発達的に見ても自己

意識や自己注目が高まる時期である。自己注目は自分の内面に注意を向け，自らの感情や

思考を吟味し，自己を振り返る上でも重要であるが，ストレスや抑うつを抱えた状態での

自己注目は抑うつの悪化にも繋がることが指摘されている（坂本，1997）。つまり，抑う

つが高い状態で自己に注意を向けることは，自己の否定的な側面に目が向くことになる。

さらにその状況について反すうするとさらなる抑うつの持続に陥る可能性も示唆される。 
 また，大学生という時期は，学業だけではなく，部活動やアルバイトなど様々な経験を

通して，自己について考える時期であり，社会に出るための準備期間として位置づけられ
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ている。しかし，卒業して社会に出れば学生の時以上に強く多様なストレスを経験するこ

とになるであろう。従って，この時期にストレスや抑うつに対する適切な知識や対処の仕

方を身につけることは，大学生活への適応というだけでなく，卒業後の長い将来を考えて

も心理社会的適応や自己形成に果たす役割は大きいと考えられる（及川・坂本,2008）。 
 上記の点を考慮すると大学生を対象として反すうによる抑うつの持続プロセスについて

検討することは予防的示唆の観点からも意義があると考えられる。 
 第 2 に，アナログ研究としての意義も挙げられる。近年の臨床心理学の研究では，大学

生を非臨床サンプルとした研究が行われている（杉浦，2003）。抑うつはアナログ研究が

最も頻繁に用いられており，抑うつの発症・持続メカニズムを実証的に検討する際には不

可欠なアプローチである。臨床サンプルへの適用には留意すべき点も多いが，抑うつの連

続性や抑うつ自体の研究意義を踏まえると非臨床サンプルを対象としたアナログ研究は重

要な意味を持つといえる。 
以上の点から本研究では，日常生活において大学生が経験する反すうや抑うつに着目し，

その構造やプロセスについて検討する。このような枠組みから研究を進めることにより，

実際の反すう状況において適応的に対処し，抑うつの持続に陥らないための予防的示唆を

得ることが期待される。 
 
 

2.研究の構成 

 
（１） 第 1 章 抑うつの持続に関する研究の概観と問題提起 

抑うつの問題点について展望し，抑うつの持続という観点から反すうを取り上げた。反

すうは，従来の研究で取り上げられてきた心理的要因よりも高い割合で抑うつを予測する

こと（伊藤他, 2001; Schwartz & Koenig, 1996），それらの心理的要因には共通して「気に

する・思い悩む」といった反すうに関与する要素が含まれていること（伊藤, 2004），抑う

つの持続には反すうの影響が多大であること（伊藤，2004；伊藤他，2002，伊藤・竹中・

上里，2005）を踏まえ本研究で着目することとした。 
しかし，反すうの定義は，研究者間で一致が見られず，現状では様々なものが並立して

いる状態にある。そこで本章では，反すうに関する先行研究を概観し，反すうの特徴につ

いて述べ，定義の再構築を行った。 
さらに，反すうに関する先行研究の問題点として，①反すうの構造を明らかにし多面的

に捉えることのできる尺度の開発の必要性と②反すうから抑うつの持続に陥らない要因を

検討する重要性を指摘した。 
最後に，本研究の目的と枠組みを述べ，全体的な構成について明示した。以上を受けて，

本研究は，以下のような構成で展開される（Figure1-2）。 
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（２） 第 2 章 反すうの構造および機能の検討 

反すうを測定する尺度（拡張版反応スタイル尺度）を作成し，その構造について検討す

る（研究Ⅰ）。次に，Teasdale（1988）の指摘した反すうと抑うつとの関連について再検

討し，反すうが抑うつの心理的要因として機能するかどうかを明らかにする（研究Ⅱ）。 
 

（３） 第 3 章 反すうと抑うつの持続との関連 

反すうと抑うつの持続との関連について検討し，反すうの適応的な側面と不適応的な側

面について明らかにするとともに，抑うつの持続に対する反すうの問題点について指摘す

る（研究Ⅲ）。それによって先行研究で検討されてきた気晴らしや思考抑制など他の類似要

因との比較のみでは得られない示唆を提供し，先行研究に対する問題提起としたい。 
 

（４） 第 4 章 反すうによる抑うつの持続プロセス 

反すう研究の応用的視点として，反すうをしていても抑うつの持続に陥らないようにす

るための有効な要因を明らかにする。反すうと抑うつに関連する先行研究を概観し，先行

研究の知見を①規定要因，②媒介要因，③緩衝要因の観点から整理する。 

これらの知見を踏まえて，先行研究で十分に検証されていない観点である反すうと抑う

つの持続の緩衝要因を抽出し，先行研究の知見を補足する（研究Ⅳ）。 
 

（５） 第 5 章 反すうと抑うつの持続の緩衝要因の検討 

前章で想定された反すうと抑うつの持続の緩衝要因について，その効果を検討する。 
第 1 節では，反すうと気晴らしから抑うつへの影響を検討し（研究Ⅴ），第 2 節では，

反すうとソーシャルサポートから抑うつへの影響を検討する（研究Ⅵ）。最後に第 3 節で

は，反すうと脱中心化から抑うつへの影響を検討し（研究Ⅶ），反すうによる抑うつの持続

プロセスとそのプロセスに緩衝要因がどのように影響するのかについて明確にする。 
 

（６） 第 6 章 総括的討論 

最後に，本研究で得られた知見をまとめ，反すうによる抑うつの持続プロセスと緩衝要

因の影響をもとに，抑うつの予防や改善に役立てるための重要な観点を提示する。さらに，

研究の発展のために，今後検討すべき課題について述べる。 
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なお，本論文は，以下の研究で構成されている。 

研究Ⅰ反すうを測定する尺度の作成―改訂版反応スタイル尺度作成の試み 

松本麻友子 (2008a). 拡張版反応スタイル尺度の作成 パーソナリティ研究，16, 
209-219. 

 

研究Ⅱ反すうの機能に関する検討―抑うつの心理的要因として反すうを考える 

松本麻友子 (2007). 考え込む傾向が抑うつの持続に与える影響（4）―反応スタイルと

抑うつとの関連性 日本教育心理学会第 49 回総会発表論文集，92. 
 

研究Ⅲ反すうが抑うつの持続に及ぼす影響―3時点にわたる縦断調査からの検討 

松本麻友子 (2006). 考え込む傾向が抑うつの持続に与える影響（3）―反応スタイルと

認知的評価との関連 日本パーソナリティ心理学会第 15 回大会発表論文集，66-67. 
 

研究Ⅳ反すうが抑うつの持続に及ぼす過程の検討②―緩衝要因の検討 

松本麻友子 (2008b). 反すうに関する心理学的研究の展望―反すうの軽減に関連する

要因の検討 名古屋大学大学院教育発達科学研究科紀要，55, 145-158. 
松本麻友子 (2010a). 青年の日常的な反すう経験と軽減要因の検討 日本行動療法学会

第 36 回大会発表論文集，430-431. 
 

研究Ⅴ反すうと気晴らしが抑うつに及ぼす影響 

松本麻友子 (2010b). 反すうが抑うつに及ぼす影響―気晴らしの調整効果に着目して  

名古屋大学大学院教育発達科学研究科紀要，57, 1-9.  
 

研究Ⅵ反すうとソーシャルサポートが抑うつに及ぼす影響 

松本麻友子 (2014). 反すうと抑うつとの関連にソーシャルサポートが及ぼす影響―反

すうの 2 側面に着目して 名古屋大学大学院教育発達科学研究科紀要，60, 57-65. 
 

研究Ⅶ反すうとメタ・ムードおよび脱中心化が抑うつに及ぼす影響 
松本麻友子 (2013). 反すうとメタ・ムードおよび脱中心化が抑うつに及ぼす影響―大

学生・専門学校生を対象として 応用心理学研究，38, 211-221. 
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本章では，反すうを測定する尺度を作成し，その構造を示す。第 1 節においては，自由記

述をもとに反すうを測定する拡張版反応スタイル尺度を作成し，下位概念の分類を試みる

（研究Ⅰ）。第 2 節では，Teasdale（1988）の指摘した反すうと抑うつとの関連について再

検討し，反すうが抑うつの心理的要因として機能するかどうかを明らかにする（研究Ⅱ）。

最後に第 3 節では，本章で示された反すうの構造と機能について論じる。 
 

 

 

第１節 反すうを測定する尺度の作成【研究Ⅰ】 
―改訂版反応スタイル尺度作成の試み 

 

 

1.問題と目的 

 

反すうや気晴らしなどの反応スタイルを測定する尺度としては，Response Styles 
Questionnaire（RSQ；Nolen-Hoeksema, 1991）が多く用いられている。この尺度は，個

人の反応スタイル傾向を測定するものであるが，反すうや気晴らしの定義との整合性が問

題として挙げられる。Nolen-Hoeksema の一連の研究では，反すうや気晴らしをそれぞれ 1
因子として解釈している。しかし，反すうの項目は，抑うつ気分に繰り返し注意が向く傾

向だけではなく，抑うつ気分を改善しようとする傾向や抑うつなど複数の要素を混合して

測定しているとの指摘がある（名倉・橋本, 1999；Treynor, et al., 2003）。反すうは，抑う

つ気分の結果や原因について繰り返し注意を向ける傾向であり，その状態を変化しようと

する行為はとらないと定義されている（Nolen-Hoeksema et al., 2008）。そのため，これら

の項目は定義に即しておらず，反すうを適切に測定できない。 
また，気晴らしの項目は，注意を向ける対象が明確な項目と不明確な項目が混在してお

り，定義で重要な要素である対象の明確さが曖昧になっている。これまで，気晴らしにつ

いては，抑うつを軽減するという知見（e.g., Nolen-Hoeksema, 1991）と抑うつとは無関連

であるという知見（Just & Alloy, 1997）など，一貫しない結果が示されてきたが，それら

は RSQ が複数の要素を混合して測定しているためであると考えられる。よって，より定義

に即した反応スタイル尺度を作成する必要があると考えられる。 
また，この問題と関連して，反応スタイルの概念に関する問題が挙げられる。上述した

ように，RSQ は反すう，気晴らしの定義を超え，複数の要素を混合して測定している。し

かし，これら 2 因子の定義に即していない要素を除外せずに，新たな反応スタイルとして

捉えることはできないだろうか。例えば，気晴らしと混合されている傾向は，注意を向け



第２章 反すうの構造および機能の検討 

 

 - 25 - 

る対象が不明確であっても，抑うつ気分への反応であると考えられるため，反応スタイル

として捉えることが可能である。このように，反応スタイルをより拡張的に捉えることに

よって，従来の 2 因子で捉えるよりも抑うつの持続をより明確に説明できるといえる。 
また，日本における反応スタイル研究では，RSQ を邦訳して用いてきた（e.g.,名倉・橋

本, 1999）。しかし，自己注目や原因帰属など抑うつの認知過程に日米の文化差が見られる

ことが指摘されており（Hymes & Akiyama, 1991；坂本, 1997），反応スタイルにも社会的

特徴や文化が大きく影響すると考えられる。そのため，RSQ には，日本文化において重要

な項目が欠如していたり，相応しくない項目が含まれている可能性も示唆される。このよ

うな社会的文化的背景を考慮するためにも，自由記述調査を行い，日本人の反応スタイル

の特徴を明らかにする必要がある。 

そこで，本研究では反すうの定義により即した反応スタイル尺度を作成する。さらに，

予備調査によって，Nolen-Hoeksema et al.（2008）の反応スタイルの概念に含まれていな

い反応スタイルについても収集し，尺度の拡張を行なう。そして，その拡張版反応スタイ

ル尺度の信頼性と妥当性および，抑うつとの関連について検討することを目的とする。 

 

 

2.予備調査 

 

（１） 目的 

Nolen-Hoeksema（1991）や Nolen-Hoeksema et al.（2008）の概念に含まれていない

反応スタイルや日本人特有の反応スタイルを明らかにするために，抑うつ気分が生じた時

の反応に関する記述を収集し，尺度の拡張を行なうことを目的とする。 

 

（２） 方法 

調査対象者 

大学生を対象とし質問紙を配付し有効回答数 157 名（男性 100 名，女性 57 名，平均年齢

18.91 歳，SD=1.01）を分析の対象とした。  

調査内容 

抑うつ気分への反応に関して自由記述の回答を求めた。その際，「あなたは，悲しい気分

や憂うつな気分を感じた時，どのようなことを考えたり行なったりしますか。」という教示

を与えた。なお，この教示は，Nolen-Hoeksema（1991）に準拠したものである。 
 

（３） 結果と考察 

自由記述で得られた回答について，筆者と心理学専攻の大学院生 5 名が KJ 法により分

類した。その際，2 つ以上の異なった内容を含んでいる場合は別々に分類し，さらに類似す
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る反応型でまとめ，（1）考え込み：“一人で考え込む”など，（2）思考回避：“考えないよ

うにする”など，（3）サポート希求：“友人や家族に相談する”など，（4）気晴らし：“音

楽を聴く”など，（5）逃避：“後回しにする”など，（6）問題解決：“自分のできることを

行う”など，（7）計画：“今後どうするのかを考える”など，（8）受容：“納得する”など，

（9）自己擁護：“自分が悪いわけではないと考える”などの 9 カテゴリーに分類した。 

予備調査で得られた 9 カテゴリーと Nolen-Hoeksema（1991），Nolen-Hoeksema et al. 
（2008）の概念を比較すると，（1）考え込みや（8）受容は，気分の原因や結果に対して自

己に注意を向けて考え込む傾向であると想定され，反すうの定義に即していると考えられ

る。（4）気晴らしは，抑うつ気分を切り替えようとする傾向であり，注意を向ける対象が

明確であるため，気晴らしの定義に即している。 
その他のカテゴリーを見てみると，（3）サポート希求や（6）問題解決，（7）計画，（9）

自己擁護は，抑うつ気分の原因や問題を解決しようとする傾向であると想定され，抑うつ

気分に注意を向けるという点において反すうの定義に即している。さらに，その注意が抑

うつ気分だけにとどまらず，問題の解決や自己の擁護へと向かうという点が特徴として挙

げられる。また，（2）思考回避や（5）逃避は，抑うつ気分の原因や問題を避ける傾向であ

ると想定され，抑うつ気分から注意を逸らすという点においては気晴らしの定義に即して

いる。しかし，注意を向ける対象が不明確であるという点において異なっていると考えら

れる。 
これらの 6 つのカテゴリーは，RSQ で測定されていないカテゴリーであったり（（3）サ

ポート希求,（6）問題解決,（7)計画,（9）自己擁護），定義に即していないカテゴリーも含

まれるが（（2）思考抑制,（5）逃避），抑うつへの反応の仕方として捉えることができるた

め，新たな反応スタイルとして扱うこととする。 

次に 9 カテゴリーに分類された記述と反応スタイルの概念や先行研究を参考にして，項

目を作成した。その後，作成した質問項目について，心理学専攻の大学院生 3 名が表現の

自然さや反応スタイルの概念に即しているかという観点から内容的妥当性の検討を行った。 
以上の結果，45 項目を尺度項目として選定した。 

 

 

3.本調査 
 

（１） 目的 

本研究では，以下の 2 つを目的とする。 
第 1 の目的は，予備調査で得られた項目を用いて拡張版反応スタイル尺度を作成し，そ

の信頼性と妥当性を検討することである。信頼性に関しては，内的整合性と，反応スタイ

ルは比較的変動の少ない安定した特性である（Roberts, et al., 1998）ということから，再
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検査信頼性を検討する。妥当性に関しては，反応スタイルとの関連が予想される自己没入

を測定する尺度，問題解決スタイルを測定する尺度，思考抑制を測定する尺度によって構

成概念妥当性を検討する。その際，予想される関係は次の通りである。 

自己没入：自己没入は，自己に注意が向きやすく，その注意が持続しやすい傾向である

（坂本, 1997）。そのため，注意が自己に向くという側面において，（1）考え込みや（3）サ

ポート希求，（6）問題解決，（7）計画，（8）受容，（9）自己擁護のような傾向とは正の相

関が予想される。また，（2）思考回避や（4）気晴らし，（5）逃避のような傾向は，抑うつ

気分や自己から注意を逸らす反応スタイルであると想定されるため，負の相関が予想され

る。 
積極的問題解決スタイル：積極的問題解決スタイルは，慎重にかつ粘り強く問題解決を

続けるスタイルである（杉浦，2001）。そのため，（3）サポート希求や（6）問題解決，（7）
計画のような傾向と正の相関が予想される。また，抑うつ気分や自己の問題から注意を逸

らす（2）思考回避，（4）気晴らしや（5）逃避のような傾向とは，負の相関が予想される。 
思考抑制：思考抑制は，ある対象について意図的に考えないようにすることである

（Wegner, Schneider, Carter, & White, 1987）。意図的に抑制する手段として，代替思考な

ど別の事象について考え，注意を逸らす方法が挙げられるが，思考抑制は明確な注意移行

対象がないことが特徴である（Nolen-Hoeksema & Morrow, 1991；及川，2003a）。そのた

め，（2）思考回避，（4）気晴らしや（5）逃避のような傾向とは正の相関が予想される。し

かし，気晴らしは明確な注意対象を持つという側面において思考抑制とは異なるため，気

晴らしは思考回避や逃避より思考抑制との関連は弱いと予想される。 
第 2 の目的は，反応スタイルが抑うつに影響を及ぼすという観点から，拡張版反応スタ

イル尺度と抑うつとの関連を検討する。 

 
（３） 方法 

調査対象者 

大学生・専門学校生 483 名（男性 216 名，女性 267 名，平均年齢 20.09 歳，SD = 1.97）
であった。なお，調査対象者の負担を考慮し，自己没入尺度，積極的問題解決スタイル尺

度，思考抑制尺度は，いずれか 1 つ或いは 2 つの尺度を実施した。また，上述の 3 尺度は

対象者の混乱を防ぐため回答形式を統一し，「全くあてはまらない（1 点）」，「どちらかとい

うとあてはまらない（2 点）」，「どちらともいえない（3 点）」，「どちらかというとあてはま

る（4 点）」「かなりあてはまる（5 点）」までの 5 件法で求めた。 
質問紙の構成 

反すう 予備調査で作成された 45 項目からなる尺度を用いた。質問紙の教示は，「あな

たは，悲しい気分や憂うつな気分を感じた時，以下に挙げることをどの程度考えたり行な

ったりしますか。」とした。なお，回答形式は RSQ（Nolen-Hoeksema, 1991）に倣い「ほ
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とんどない(1 点）」，「ときどきある(2 点）」，「しばしばある(3 点）」，「いつもある(4 点）」ま

での 4 件法とした。 
自己没入（206 名；男性 112 名，女性 94 名，平均年齢 20.04 歳） 坂本（1997）による

自己没入尺度を用いた。この尺度は 11 項目から構成されるものである。 
問題解決スタイル（185 名；男性 80 名，女性 105 名，平均年齢 20.08 歳） Heppner & 

Peterson（1982）による Problem Solving Inventory の日本語版（杉浦，1999）の下位尺

度のうち，接近-回避スタイルを用いた。この尺度は 18 項目から構成されるものである。本

研究では，より分かりやすくするため項目表現を一部変更した。 
思考抑制（220 名；男性 116 名，女性 104 名，平均年齢 20.15 歳） Wegner & Zanakos

（1994）による White Bear Suppression Inventory（WBSI）を邦訳して用いた 5。この尺

度は 15 項目から構成されるものである。 
抑うつ Zung（1965）による Zung Self-rating Depression Scale（SDS）の日本語版（福

田・小林，1973）を用いた。この尺度は 20 項目から構成され，各項目について最近経験し

た頻度を「ほとんどない（1 点）」，「ときどきある（2 点）」，「かなりの間ある（3 点）」，「ほ

とんどいつもある（4 点）」までの 4 件法で回答するものである。 
手続き 

調査は，講義時間を利用して質問紙を配付し集団で実施した。そのうち，調査対象者の

一部 164 名（男性 97 名，女性 67 名，平均年齢 20.47 歳）には，再検査信頼性の検討を行

うため，2 ヶ月後に拡張版反応スタイル尺度のみ再度実施した。なお，調査実施の際には，

結果は統計的に処理されること，回答は任意であることを説明し，調査の主旨に同意でき

た場合のみに回答を求めた。 
 
（４） 結果と考察 

因子構造の検討 

まず，新たに作成した拡張版反応スタイル尺度 45 項目の平均値，標準偏差を算出し，天

井効果および床効果の見られた 3 項目を以降の分析から除外した。次に，残り 42 項目に対

して，因子分析（主因子法）を行った結果，固有値の減衰状況（6.35, 4.42, 4.28, 1.92, 1.26,
…）と因子の解釈可能性に基づき 4 因子構造が妥当であると考えられた。そこで，4 因子を

仮定して因子分析（主因子法・プロマックス回転）を行った。その結果，因子負荷量が.40
未満の項目と，複数の因子に.30 以上の負荷を示す計 12 項目を削除し，残りの 30 項目に対

して再度因子分析（主因子法・プロマックス回転）を行った。プロマックス回転後の最終

                                                   
5  WBSI 日本語版の尺度の妥当性を確認するため，原版の WBSIの妥当性検討の際に用いられた尺度と

同義概念の尺度である抑うつ尺度との相関を検討した。原版では抑うつの有意な正の相関を示しており

(Wegner & Zanakos, 1994)，日本語版での同様の傾向が認められた(r = .29, p < .01)。なお信頼性に関

しては内的整合性を検討したところ，α ＝ .95と原版よりも高い信頼性が認められた。１１１１１１１ 
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的な因子パターンと因子間相関を Table2-1 に示した。 
第 1 因子は“忘れようとする”など，抑うつ気分の原因や問題を避ける項目の負荷が高

かったため「回避（10 項目）」因子と命名した。第 2 因子は“目標をたてる”など，抑うつ

気分の原因や問題を解決しようとする項目の負荷が高かったため「問題への直面化（6 項

目）」因子と命名した。第 3 因子は“自分のせいだと考える”など，抑うつ気分や自己に注

意を向けて悲観的に考え込む項目の負荷が高かったため「ネガティブな内省（7 項目）」因

子と命名した。第 4 因子は“友人と遊ぶ”など，抑うつ気分を切り替えようとする項目の

負荷が高かったため「気分転換（7 項目）」因子と命名した。 
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Table2-1 拡張版反応スタイル尺度の因子分析結果（プロマックス回転後の因子パターン） 

 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 

Ⅰ．回避       

15．解決を後回しにする .80 .03 .09 －.04  
29．かかわらないようにする .78 .05 －.05 .02  
10．対処することをあきらめる .78 －.06 －.05 －.19  
33．忘れようとする .76 －.03 .00 .13  
34．その状況を避ける .74 .18 .13 .07  
39．あまり考えないようにする .68 －.04 .03 .06  
13．なかったことにしようと考える .66 －.03 －.07 .09  
33．何もしない .65 －.15 －.14 －.26  
36．気にしないようにする .64 －.00 －.05 .22  
31．時の過ぎるのにまかせる .51 －.25 .14 .21  
Ⅱ．問題への直面化       

24. どうしたら改善できるかを考える .04 .86 －.11 －.17  
18．目標を立てる －.04 .78 －.01 －.08  
19．何をすれば一番よいのかを考える .03 .74 .07 .00  
45．今の自分にできることをする －.02 .66 .08 .16  
44．憂うつな気分の原因を改善するよう努力する －.07 .65 .11 .03  
38．今の状況の中で頑張ろうとする －.20 .54 .04 .26  
Ⅲ．ネガティブな内省       

26．自分のせいだと考える .08 .08 .76 .01  
30．自分の短所ばかり考えてしまう －.16 －.08 .74 .02  
28．自分には解決する力がないと考える .18 .05 .67 －.15  
27．自分には悩みがたくさんあると考える .14 .04 .62 －.10  
12．自分の精神状態がどのようであるかを考える －.09 .16 .62 .06  
15．原因は自分にあるのだから仕方がないと考える .15 .25 .52 －.14  
88．あえて，憂うつな気分になるようなことをする －.18 －.20 .51 .22  
Ⅳ．気分転換       

25．音楽を聴く －.03 －.13 .20 .86  
11．何か楽しめることをする .02 .03 －.10 .69  
41．空想など楽しいことを考える .03 －.07 .07 .62  
36．友人と遊ぶ .09 .18 －.23 .55  
23．外出する .18 .24 －.27 .46  
11．友人・家族などに助けを求める .00 .13 －.09 .41  
35．小説・マンガ・雑誌などを読む .24 －.10 .08 .40  
因子間相関                Ⅱ －.14     

Ⅲ .02 .17    

Ⅳ .19 .16 －.34   
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予備調査で得られたカテゴリーとの対応を見ると，「回避」は（2）思考回避と（5）逃避，

「問題への直面化」は（3）サポート希求と（6）問題解決および（7）計画，「ネガティブ

な内省」は（1）考え込みや（8）受容，「気分転換」は（4）気晴らしを含んだ因子である

と考えられる（Table2-2）。なお，（9）自己擁護は，ネガティブな内省や問題への直面化と

抑うつ気分の原因や結果に対して注意が向くという点において類似しているものの，尺度

構成には直接反映されなかった。 
 

Table2-2 拡張版反応スタイル尺度に含まれる主なカテゴリー 

 下位尺度  各下位尺度に含まれる主なカテゴリー 

  回避  （2）思考抑制，（5）逃避   

  問題への直面化 
 

（3）サポート希求，（6）問題解決，（7）計画 

  ネガティブな内省 
 

（1）考え込み，（8）受容 
  

  気分転換  （4）気晴らし   

 
内的整合性の検討 

下位尺度ごとに α係数を算出したところ，回避は α ＝ .90，問題への直面化は α ＝ .86，
ネガティブな内省は α ＝ .83，気分転換は α ＝ .79 と高い値を示したため，十分な内的整

合性を有することが確認されたといえる。 
以上の結果，拡張版反応スタイル尺度の項目として 30 項目を採用し，以下この版を用い

て検討することとした。 
再検査信頼性の検討 

約 2 ヶ月の調査間隔をおいて，下位尺度ごとに再検査信頼性係数を算出したところ，回

避は r = .52（p < .001），問題への直面化は r ＝ .64（p < .001），ネガティブな内省は r ＝ .63
（p < .001），気分転換は r ＝ .67（p < .001）であった。 
構成概念妥当性の検討 

まず，自己没入，積極的問題解決スタイル，思考抑制について α係数を算出したところ，

自己没入は α ＝ .92，積極的問題解決スタイルは α ＝ .78，思考抑制は α ＝ .95 と十分な

信頼性を有することが示されたので，尺度ごとの合計得点を自己没入得点，積極的問題解

決スタイル得点，思考抑制得点とした。 
次に，構成概念妥当性を確認するために，拡張版反応スタイル尺度と自己没入，積極的

問題解決スタイル，思考抑制との相関係数を算出した（Table2-3）。 
自己没入は，ネガティブな内省，若干低いながらも問題への直面化と有意な正の相関を

示し，気分転換と有意な負の相関を示しており，予測をほぼ支持する結果となった。しか

し，予測に反して，回避とは無相関であった。これは，自己没入が持続する特性であるこ

とと関連していると考えられる。回避の項目を見ると“あきらめる”など，自己から注意
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を逸らしているものの，常に一定の方向に注意が向いているものではない。そのため，両

者は独立した概念であると考えられる。 
積極的問題解決スタイルは，問題への直面化と有意な正の相関を示し，回避と有意な負

の相関を示しており，予測を一部支持する結果となった。しかし，予測に反して，気分転

換とは正の相関を示した。これは，気分転換のように抑うつ気分や現状から注意を逸らす

ことが，積極的な問題解決へと繋がることを示している。Nolen-Hoeksema（1991）によ

ると，気分転換はネガティブ感情を早期に緩和し，課題遂行などの適応的な行動を促進す

るとされている。また，気分転換を行う人は，効果的な問題解決を行うことが報告されて

いる（Watkins & Baracaia, 2002）。このように，長期的に見ると気分転換が，抑うつ気分

の緩和を経て，積極的な問題解決へと繋がる可能性が考えられる。 
思考抑制は，回避と有意な正の相関を示しており，この点では予測に一致していた。し

かし，予測に反して，気分転換とは低いながらも有意な負の相関を示した。従って，ある

対象について意図的に思考を抑制しようとするほど，気分転換のような対象に注意が向き

にくいことが示唆された。思考抑制とネガティブな内省との関連については予測していな

かったが，有意な正の相関が示された。ネガティブな内省は，自己の否定的な側面に注意

を向ける反すうであり，その状態を回避するために思考抑制を行いやすいと考えられる。

しかし，自己に注意が向いた状態で思考抑制をすることは却って，その思考にとらわれる

こととなり，ネガティブな内省をさらに強めてしまう可能性が示唆された。 
以上の結果を総合的に判断して，拡張版反応スタイル尺度は十分な構成概念妥当性を有

することが確認されたといえる。 

 

Table2-3 拡張版反応スタイル尺度と他変数との相関係数 

*p < .05, **p < .01 

 
反応スタイルと抑うつとの関連 

反応スタイルが抑うつに影響を及ぼすという観点から，拡張版反応スタイル尺度と抑う

つとの関連を検討した。 

まず，拡張版反応スタイル尺度と抑うつとの関連を検討するために，相関係数を算出し

 自己没入 積極的問題解決

スタイル 思考抑制 

 拡張版反応スタイル尺度    
  回避 －.05** －.28**  -.43** 
  問題への直面化  -.13**  -.49**  -.03** 
  ネガティブな内省  -.43**  -.09**  -.31** 
  気分転換 －.21**  -.15** －.18** 
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たところ，抑うつはネガティブな内省と有意な正の相関を示し（r = .54, p < .001），問題へ

の直面化，気分転換と有意な負の相関を示したが（問題への直面化：r = －.10; 気分転換：

r = －.26, p < .01），回避とは無相関であった（r = .05, ns）。次に，抑うつを目的変数，拡

張版反応スタイル尺度の下位尺度を説明変数として，重回帰分析を行った（Table2-4）。そ

の結果，ネガティブな内省の標準偏回帰係数は有意な正の影響が見られ（β= .57, p < .001），
問題への直面化，気分転換の標準偏回帰係数は有意な負の影響が見られた（問題への直面

化；β = －.22, p < .01, 気分転換；β = －.25, p < .01）。 
 

Table2-4 拡張版反応スタイル尺度の重回帰分析の結果 

 抑うつ 

 拡張版反応スタイル尺度  
  回避 －.07*** 
  問題への直面化 －.22*** 
  ネガティブな内省  -.57*** 
  気分転換 －.25*** 

R2  -.42*** 
**p < .01, ***p < .001 

 

 

4.総合考察 
 

本研究の目的は，大学生が日常生活で経験する反すうの内容を抽出し，定義に即した反

すうを測定できる尺度を作成することであった。 
まず，自由記述調査で得られた 9 つの反応スタイルカテゴリーをもとに尺度を作成した

ところ，「回避」，「問題への直面化」，「ネガティブな内省」，「気分転換」の 4 つの下位尺度

が特定された。各下位尺度については以下で言及する。 
 

（１） 回避と気分転換 

「回避」と「気分転換」は，抑うつ気分の原因や問題から注意を逸らす傾向があり，反

すうとは異なる概念であることが示唆される。両者は原因や問題から注意を逸らすという

点において類似しているが，注意移行対象の有無によって両者を弁別することが可能であ

ると考えられる。 
「回避」は，“忘れようとする”“何もしない”など抑うつ気分の原因や問題から注意を

逸らす際に明確な移行対象を伴わないことが特徴として挙げられる。本研究においても，

明確な移行対象を持たないとされる思考抑制（Nolen-Hoeksema & Morrow, 1991）と正の
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相関を示していることからも推測される。 
一方，「気分転換」は“友人と遊ぶ”“何か楽しめることをする”など注意を向ける対象

があるものに限定されており，従来の気晴らしの定義により即した因子であると想定され

る。これまで，気晴らしは，抑うつとの関連において，一貫した結果が得られていない（e.g., 
Just & Alloy, 1997；Nolen-Hoeksema, 1991）。このような結果の非一貫性は，気晴らしの

重要な要素である注意を向ける対象の明確さが，RSQ では曖昧に測定されていたためであ

ると考えられる。しかし，本研究で見いだされた気分転換は，注意移行対象が明確である。

木村（2004）は，ポジティブな代替思考を用いることによって，ネガティブな思考や感情

が低減することを明らかにした。気分転換の項目を見ると，“友人と遊ぶ”“空想など楽し

いことを考える”などポジティブな思考や行動を伴うものであり，抑うつとは感情的誘意

性が離れている。そのため，ポジティブな側面への注意を促進し，抑うつを軽減させると

考えられる。 
このように，新しく抽出された回避と気分転換は，抑うつへの異なる影響を示したこと

によって，これまでの調査研究における気晴らしと抑うつとの関連に新たな知見が得られ

ることが期待される。 
 

（２） 問題への直面化とネガティブな内省 

「問題への直面化」と「ネガティブな内省」は，抑うつ気分の原因や結果に注意を向け

る傾向があり，反すうの定義に即した概念であることが示唆される。どちらも妥当性の検

討で用いられた自己没入と積極的問題解決スタイルと正の相関を示したことから，抑うつ

気分の原因や結果へ注意を向ける際に現状を改善しようという働きかけを持ちながら自己

に着目することが考えられる。 
特に，「問題への直面化」は，“どうしたら改善できるかを考える”“憂うつな気分の原因

を改善するよう努力する”という項目から構成される通り，問題解決へ動機づけられ，現

状を改善しようと熟考することが特徴として挙げられる。また，従来の RSQ で測定された

反すうとは異なり，抑うつと負の相関が示された。たとえ，抑うつ気分の原因などに注意

が向いていたとしても積極的に問題解決しようとする働きかけによって，抑うつが軽減す

ると考えられる。 
一方，「ネガティブな内省」は，“自分の短所ばかりを考えてしまう”“自分の精神状態が

どのようであるかを考える”など自己に注意を向けて考え込む傾向がある。抑うつとの間

に正の相関が示されており，Nolen-Hoeksema & Morrow（1991）や Nolen-Hoeksema et al.
（1993）の反すうの知見と一致している。ネガティブな内省は問題への直面化と同様に，

積極的問題解決スタイルと正の相関を示しているが，思考抑制との間にも有意な正の相関

が見いだされた。思考抑制とは，ある対象について意図的に考えないようにすることであ

るが，意図的な抑制は常に成功するとは限らず，却ってその対象に関連する思考がより喚
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起しやすくなるという逆説的効果が指摘されている（Wegner, et al., 1987）。この効果は，

特に抑うつ者がネガティブな事象について思考抑制する際に，より顕著に見られることが

報告されている。Wenzlaff, Wegner, & Roper（1988）では，抑うつ者は非抑うつ者と比べ，

ネガティブな感情価を持つストーリーへの思考を抑制する際に，より頻繁にネガティブな

思考を経験することが明らかになった。Martin & Tesser（1996）は反すうしやすい人はネ

ガティブな事象を回避するために思考抑制を行いやすいことを示唆しており，Erskine, 
Kvavilashvili, & Kornbrot（2007）によって実証されている。また，抑うつ気分に陥って

いる際には抑うつ的な情報処理が活性化するため，思考パターンや解釈バイアスが否定的

となり，抑うつが悪化・持続するという悪循環が生じることが指摘されている（Clark & 
Teasdale,1985; Teasdale,1988）。これらの知見を踏まえるとネガティブな内省は，抑うつ

気分の原因や問題に対して解決しようと試みるものの，気分の原因などに関する不快な思

考を抑制することができず，却って，自己の否定的な側面へ注意が向き，抑うつを悪化さ

せると考えられる。また，思考抑制における逆説的効果は抑制の不可避的な付随物である

こと（木村，2004）や本研究によって抽出された項目（例：“自分の短所ばかりを考えてし

まう”など）を踏まえると，ネガティブな内省は受動的な側面を含んでいると示唆される。 

以上の結果をもとに，本研究では反すうを問題解決へ動機づけられる「問題への直面化」

と自己に注意を向けて考え込む「ネガティブな内省」の 2 側面から捉えることとする。な

お，先行研究では反すうは一因子で捉えられているが，自己の状態に注意を向けるという

点や抑うつとの関連を鑑みて，ネガティブな内省と対応しているといえる。そこで，問題

への直面化とネガティブな内省を含む広義の反すうと区別するために，以下，先行研究の

知見の反すうは「ネガティブな内省」として捉えることとする。 
また，問題への直面化は抑うつを軽減し，ネガティブな内省は抑うつを持続させるとい

う従来の反すう研究とは異なる知見が得られたことは，反すう自体の軽減を試みた研究ア

プローチ（e.g., Papageorgiou & Wells, 2004; Pennebaker, 1997; Watkins, Scott, Wingrove, 
Rimes, Bathurst, Steiner, Kennell-Webb, Moulds, & Malliaris, 2007）に新たな視点を提

供したといえる。これまで 1 因子で捉えられてきた反すうは，抑うつを持続させる要因と

して不適応的な側面が注目されてきたが，反すうを 2 側面から捉えることにより，反すう

の中でも抑うつを持続させるのは，ネガティブな内省であることが示された。さらに，ネ

ガティブな内省には，受動的な側面もあるため，反すう自体の軽減アプローチには限界が

あることも示唆された。 
 

（３） 拡張版反応スタイル尺度の信頼性と妥当性 

本研究では，日常生活において大学生が経験する反すうをもとに，拡張版反応スタイル

尺度を作成し，その信頼性と妥当性および，抑うつとの関連を検討した。 
信頼性に関しては，α係数と再検査信頼性について検討したところ，十分な内的整合性を
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有することが確認された。一方，再検査信頼性は，若干低い値であった（問題への直面化 r
＝ .64（p < .001），ネガティブな内省 r ＝ .63（p < .001））。前述したように，Roberts et 
al.（1998）は，反すうは比較的変動の少ない安定した特性であると指摘しており，5 ヶ月

間や 1 年間の調査においても高い値が報告されている。しかし，これらの研究は，うつ病

経験者や調査時期から 1 ヶ月以内の家族との死別経験者を対象としており，一般の大学生

を対象とした名倉・橋本（1999）では，本研究と近い再検査信頼性が得られている。その

ため，本研究の結果は，一般の学生に特有のものであると考えられる。つまり，一般の学

生にとって，反すうは，時間の経過に伴い，ある程度の可変性を持つ可能性があると解釈

できるだろう。 
妥当性に関しては，自己没入，思考抑制，積極的問題解決スタイルとの関連をもとに構

成概念妥当性について検討した。その結果，ほぼ予測された通りの関連が見られ，拡張版

反応スタイル尺度は概ね十分な妥当性を有することが確認された。 
拡張版反応スタイル尺度では，反すうの定義により即した尺度項目を抽出し，更に，新

たな反すうの可能性を検討した。これによって，従来の 1 因子構造では把握できなかった

新たな抑うつの軽減効果をもった反すうが存在する可能性が示唆された。本研究で見いだ

された反すうの 2 つの因子それぞれが，抑うつと異なる関連性を示したことによって，抑

うつの持続を考える際に，従来の 1 因子だけではなく，拡張的に反すうを捉えることの重

要性を示唆した。 
さらに，拡張版反応スタイル尺度は社会的文化的背景を考慮して，日本の大学生を対象

に日常生活での反すうやその他の反応スタイルについて調査して作成した。そのため，RSQ
のように，気晴らしとしての“薬物の使用”や抑うつ気分の改善としての“友達・家族・

聖職者と相談する”など，日本文化では馴染みのない項目が含まれる問題も改善されたと

いえる。 
以上の結果を総合的に判断すると，拡張版反応スタイル尺度は，RSQ に比べて反すうを

測定するのに有効な尺度であることが示唆され，この後に続く研究においても，本章にお

いて作成された尺度が活かされている。 
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第 2節 反すうの機能に関する検討【研究Ⅱ】 
―抑うつの心理的要因として反すうを考える 

 

 

1.問題と目的 

 

研究Ⅰによって，反すうは問題解決へ動機づけられる「問題への直面化」と自己に注意

を向けて考え込む「ネガティブな内省」の 2 側面があることが示された。また 1 時点にお

ける抑うつとの関連においては，問題への直面化との間に負の相関が見られ，ネガティブ

な内省との間に正の相関が見られるという反すうによって抑うつへの影響が異なることが

示された。 
本研究における反すうは，抑うつ気分を感じている時に，抑うつや，その原因，意味，

結果に対して意図的・受動的に繰り返し注意が焦点づけられる反応様式として定義されて

いる。問題への直面化は，「抑うつ気分や症状，原因などに対して問題を解決しようと熟考

する」反すうとして，ネガティブな内省は，「抑うつ気分や症状，原因などに対して，自己

に注意を向けて考え込む」反すうとして想定されており，概念定義では抑うつとは異なる

ものとして捉えられる。 
しかし，Teasdale（1988）は，抑うつの一症状として反すうが生じる可能性を指摘して

いる。多くの実証研究においても，反すうと抑うつとの間には強い正の相関が報告されて

いる（e.g., Sakamoto et al., 2001）。反応スタイル理論を提唱した Nolen-Hoeksema（1991）
や Nolen-Hoeksema et al. （2008）は，うつ病の罹患率の性差に関する知見から，男女の

反応スタイルの特徴を検討し，反すうが抑うつの持続要因であることを示唆したが，その

因果関係については曖昧である。Roberts et al.（1998）は，反すうが抑うつの一症状なの

か，抑うつの心理的要因なのかを区別するのに有効な方法である remission design を用い

て検討している。Roberts et al.（1998）の用いた remission design とは，過去にうつ病を

経験したことがあり，調査時に回復している人を対象とし，反すうがうつ病罹患時だけで

はなく，回復した後にも存在するかどうかを調べるものである。回復後にも存在する心理

的要因は，状態に依存しない特性であると考えられている。うつ病の経験前と経験後でパ

ーソナリティに変化はないという調査結果が得られていることから（e.g., Rohde, 
Lewhinsohn, & Seeley, 1990; Shea, Leon, Mueller, Solomon, Warshaw, & Keller, 1996; 
Zeiss & Lewhinsohn,1988），過去にうつ病を経験した人の特性は，抑うつを引き起こす可

能性が高い要因として捉えることができる。この方法をもとに調査を実施した結果，調査

時における抑うつの程度を統制した上でも反すうが過去の大うつ病経験と関連することを

示しており，反すうは抑うつを引き起こす要因であると指摘している。また，Butler & 
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Nolen-Hoeksema（1994）は，大学生に 2 週間の間隔をあけて 2 回調査を実施し，第 1 回

調査で測定された反すうは同時に測定された抑うつを統制した場合でも 2 回目の調査で測

定された抑うつを予測することが見いだされ，反すうが抑うつの一症状ではないことを報

告している。これらの知見により，反すうは抑うつに付随するの特徴の一つではないこと

が示唆されているものの，これらの調査では，反すうを 1 因子から検討しており，2 側面に

分類した時の反すうと抑うつとの関連は定かではない。 
そこで，本研究では，反すうを 2 側面から捉え，抑うつの心理的要因として機能するか

どうか Butler & Nolen-Hoeksema（1994）を参考に，縦断調査を実施して検討する。 
 
 

2.方法 
 

（１） 調査対象者 

大学生を対象に２ヶ月の間隔をあけて 2 回にわたる縦断調査を実施した。本研究では 2
時点において全てのデータのそろった 164 名（男性 97 名，女性 67 名，平均年齢 20.47 歳，

SD = 1.83）を分析の対象とした。なお，本研究の対象者は研究Ⅰの一部である。 
 

（２） 質問紙の構成 

反すう  
研究Ⅰで作成された拡張版反応スタイル尺度を用いた。この尺度は「回避（10 項目）」，

「問題への直面化（6 項目）」，「ネガティブな内省（7 項目）」，「気分転換（7 項目）」の 4
つの下位尺度から構成され，4 件法で回答を求めるものである。なお，本研究では，下位尺

度のうち反すうと関連している「問題への直面化」と「ネガティブな内省」を用いた。 
抑うつ  

Zung（1965）による Zung Self-rating Depression Scale（SDS）の日本語版（福田・小

林，1973）を用いた（20 項目，4 件法）。 
 

（３） 手続き 

調査は，2 ヶ月間隔で 2 回にわたる縦断調査を実施した。質問紙は，講義時間を利用して

配付し，集団で実施した。第 1 回調査（以下 T1 と略記），第 2 回調査（以下 T2 と略記）

ともに，拡張版反応スタイル尺度・SDS を実施した。なお，調査実施の際には，結果は統

計的に処理されること，回答は任意であることを説明し，調査の主旨に同意できた場合の

みに回答を求めた。 
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3.結果 
 

（１） 基本統計量 

各尺度について α 係数を算出したところ，全ての尺度において .80 以上であり，高い内

的整合性が示された。そのため，改訂版反応スタイルに関しては，仮定された下位尺度ご

との加算平均を下位尺度得点とし，抑うつは合計得点を抑うつ得点とした。尺度の基本統

計量は Table2-5 に示した。 
 

Table2-5 各尺度の記述統計量 

  得点範囲 平均値 標準偏差 α 
 拡張版反応スタイル尺度         
  問題への直面化（T1） 1-4 2.45 .73 .88 
  問題への直面化（T2） 1-4 2.83 .81 .81 
  ネガティブな内省（T1） 1-4 2.18 .76 .83 
  ネガティブな内省（T2） 1-4 2.12 .46 .82 
 抑うつ（T1） 20-80 41.18 10.77 .84 
 抑うつ（T2） 20-80 44.87 9.78 .82 

 

 

（２） 反すうが抑うつに及ぼす影響 

本研究では，構造方程式モデリングにより，反すうと抑うつとの因果関係を検討した。

分析には，Figure2-1 の交差遅延効果モデルを用いて，反すうの下位尺度ごとにパス a（問

題への直面化（T1）→抑うつ（T2）；ネガティブな内省（T1）→抑うつ（T2）），パス b（抑

うつ（T1）→問題への直面化（T2）；抑うつ（T1）→ネガティブな内省（T2））について検

討した。 
 
 

a 
e1 

e2 
b 

反応スタイル 反応スタイル 

抑うつ 抑うつ 

反すう 反すう

抑うつ抑うつ

 
Figure2-1 交差遅延効果モデル 

 
 

T1                   T2 
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その結果，採用したモデルの適合度は，GFI = .91～1.00，CFI = 1.00，RMSEA = .03～.05
であり，いずれも十分に高い値であった。また，Table2-6 に示したように，T1 の問題への

直面化が高いほど，T2 の抑うつが減少するという有意な負の影響が見られた（β = －.33,  
p < .001）。ネガティブな内省に関しては，T1 のネガティブな内省が高いほど，T2 の抑う

つが増加するという有意な正の影響が見られた（β = .34, p < .001）。 
しかし，逆方向の因果関係（パス b：抑うつ→反すう）に関しては，どちらの反すうも抑

うつからの有意な影響は見られなかった。 
 

Table2-6 反すうと抑うつの因果関係 

 反すう→抑うつ（a） 抑うつ→反すう（b） 

 β β 
 拡張版反応スタイル尺度   

問題への直面化 －.33*** －.04 
ネガティブな内省  -.34***  -.04 

       ***p < .001 

 
 
4.考察 

 
本研究の目的は，反すうが抑うつの心理的要因となりうるかどうかを検討することであ

った。そこで，交差遅延効果モデルを用いて検討したところ，反すうは 2 ヶ月後の抑うつ

を予測することが明らかとなった。具体的には T1 の問題への直面化が高いほど，T2 の抑

うつが減少したが，T1 のネガティブな内省が高い場合は，T2 の抑うつが増加することが示

されており，反すうは 2 ヶ月という比較的長期にわたり抑うつに影響を及ぼすことが示唆

された。また，この結果は 1 時点での反すうと抑うつの関連を検討した研究Ⅰと一致して

おり，反すうのそれぞれの側面によって抑うつへの影響が異なることが示された。 
反すうが抑うつを予測することはこれまでの研究でも報告されてきたが（e.g., Butler & 

Nolen-Hoeksema, 1994; Nolen-Hoeksema & Morrow, 1991），伊藤・上里（2002）は，反

すうにおける思考の継続性6（繰り返し考え続けること）が抑うつを引き起こす要素となる

ことを示唆した。また，Lyubomirsky, et al.（1999）でも，反すうを行うと自己批判や自

己非難が多くなり自信や楽観的思考が少なくなるため問題解決能力が阻害されることを示

し，その結果抑うつになることが示唆された。本研究では反すうから抑うつに陥るプロセ

スは検討していないため，なぜ反すうが抑うつを持続させるかについては明らかではない。

                                                   
6  本論文では反復性として言及（第 1 章第 2 節「1．反すうの特徴と位置づけ」参照） 
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また，上述した研究では反すうを 1 因子として測定しているため，本研究の知見と同列に

論じることはできないが，反すうから抑うつに影響を及ぼすという知見は一般化できる可

能性があるといえる。 
一方，抑うつから反すうを予測するという逆方向の因果関係に関しては，有意な影響は

見られなかった。つまり，T1 での抑うつの程度によって T2 の問題への直面化やネガティ

ブな内省が変化するわけではない。そのため，本研究で示した反すうは，単なる抑うつに

随伴する特徴ではなく，抑うつを予測する心理的要因であることが示された。 
本研究では，問題への直面化が抑うつの軽減を予測し，ネガティブな内省が抑うつの悪

化を予測した。従って，抑うつの持続について予防や治療・介入を考える際に，ネガティ

ブな内省に着目することが重要であると考えられる。本研究では抑うつの予測における反

すうと他の心理的要因を比較検討していないため，明確に言及することはできないが，反

すうを 1 因子として捉えた先行研究では，従来の代表的な抑うつの心理的要因よりも高い

割合で抑うつを予測することが指摘されている（e.g., Nolen-Hoeksema, 1991；Nolen- 
Hoeksema et al., 1994；Schwartz & Koenig, 1996）。この知見を踏まえると，反すうは 2
側面で捉えても他の心理的要因よりも抑うつを予測する可能性は高いといえる。従って，

今後の抑うつ研究において，心理的要因として反すうを取り上げる意義は大きいと考えら

れる。 
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第 3節 反すうの構造および機能 
 

 

本章では，反すうを測定する拡張版反応スタイル尺度を作成し反すうの構造および抑う

つとの関連から機能を明らかにした。以降では得られた結果について順に述べる。 
 
 
1.反すうの構造 

 

本研究では，抑うつの持続に影響を及ぼす反すうを測定する拡張版反応スタイル尺度を

作成し，その信頼性および妥当性の検討を行った。 
まず，自由記述調査で得られたカテゴリーをもとに尺度を作成したところ，反すうは問

題解決へ動機づけられる「問題への直面化」と自己に注意を向けて考え込む「ネガティブ

な内省」の 2 側面があることが示された。 
次に，拡張版反応スタイル尺度の信頼性と妥当性および，抑うつとの関連を検討した。

信頼性は，α係数と再検査信頼性について検討したところ，一定の信頼性を有することが確

認された。妥当性に関しては，反応スタイルと関連があると想定される自己没入，思考抑

制，積極的問題解決スタイルとの関連について検討したところ，ほぼ予測された通りの関

連が見られ，拡張版反応スタイル尺度は概ね十分な妥当性を有することが確認された。さ

らに，抑うつと反応スタイルとの関連について検討したところ，問題への直面化は抑うつ

を軽減する効果が見られ，ネガティブな内省は抑うつを悪化させることが示唆された。 

このように，拡張版反応スタイル尺度では，反すうの定義に即した反すうを抽出し，更

に，新たな反すうの可能性を検討した。これによって，従来の 1 因子構造では把握できな

かった新たな抑うつの軽減効果をもつ反すうが存在する可能性が示唆された。つまり，本

研究で見いだされた 2 つの反すうそれぞれが，抑うつと異なる関連性を示したことによっ

て，抑うつの持続を考える際に，従来の 1 因子構造ではなく，拡張的に反すうを捉えるこ

との重要性を示唆した。 
これまでの研究では，反すうは抑うつの持続に影響を及ぼす要因として捉えられ，反す

う自体を軽減するアプローチが考えられてきたが（Watkins, et al., 2007），本研究によって

反すうには抑うつを持続する「ネガティブな内省」と抑うつを軽減する「問題への直面化」

の 2 側面が見いだされた点は意義がある。Figure2-2 では，坂本（1997）を参考にそれぞ

れの反すうと抑うつの持続との関連を仮定した。 
まず抑うつ気分が生じた時に，自己か外的事象かに注意を向ける。気晴らしを行うこと

により外的事象に注意が向いた場合は抑うつを回避できるが，反すうを行うことで注意が
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抑うつ 

 

 

抑うつを回避 

 

抑うつを回避 

抑うつの持続 

環境 

 

自己 

 

問題解決に注目 

 

失敗などに注目 

自己に向いてしまうと抑うつが生じるきっかけとなる。反すうの中でも問題解決へ注意が

向いている場合（問題への直面化）は抑うつを軽減するが，失敗など自己の否定的な側面

に注意を向けている場合（ネガティブな内省）は抑うつが悪化する。また，ネガティブな

内省のように，抑うつ気分が生じた時に自己の否定的な側面に注意を向け，繰り返し考え

続けることは，さらに抑うつ気分および抑うつが強まり，抑うつの持続を招くと考えられ

る。 
 

 
Fgure2-2. 反すうの構造と抑うつの持続との関連（坂本，1997 を参考に作成） 

 
 

 

2.反すうの機能 

 
本研究の目的は，反すうが抑うつの心理的要因となりうるかどうかを検討することであ

った。そこで，交差遅延効果モデルを用いて検討したところ，T1 で測定された問題への直

面化とネガティブな内省は，T2 で測定された抑うつを予測することが示された。一方，T1
の抑うつは T2 の問題への直面化とネガティブな内省への有意な影響は見られなかった。従

って，T1 の問題への直面化が高いほど，T2 の抑うつを軽減し，ネガティブな内省が高いほ

ど，T2 の抑うつが悪化することが示された。そのため，本研究で抽出された反すう（問題

への直面化・ネガティブな内省）は，単なる抑うつに随伴する特徴ではなく，抑うつの心

理的要因であることが示された。本研究の知見と他の抑うつの心理的要因よりも高い割合

で抑うつを予測するという知見（Nolen-Hoeksema, et al., 1994；Schwartz & Koenig, 

抑うつ気分 

抑うつの原因，意味，結果 

外的事象 



第２章 反すうの構造および機能の検討 

 

 - 44 - 

1996）を踏まえると，反すうを 2 側面から捉え，抑うつへの影響を検討することは，抑う

つの予防や治療，介入への示唆を得るという点においても重要であるといえる。 
さらに，研究Ⅰおよび本研究では 2 ヶ月の間隔をおいて反すうを縦断的に調査しており，

再検査信頼性は若干低い値であった。この結果は一般の大学生を対象とした名倉・橋本

（1999）とでは，本研究と近い再検査信頼性が得られている。従って，大学生にとって，

反すうとは時間の経過に伴い，ある程度の可変性を持つ可能性があると解釈できるだろう。 
 

 

3.課題 
 

本研究では，反すうの定義に即した測定尺度を作成し，①反すうが「問題への直面化」

と「ネガティブな内省」という 2 因子構造を示すこと，②それぞれの反すうが抑うつと異

なる関連性を示すこと，③反すうが抑うつの心理的要因として機能すること，を明らかに

した点は意義があるといえる。 
しかし本研究では，反すうの 2 因子構造の分析にとどまり，それぞれの内容の詳細な分

類までには至らなかった。反すうは繰り返し注意が焦点づけられる反応様式であり，反復

性がその特徴である。本研究では，反すうの頻度を測定する尺度を作成したが，反復性を

十分に考慮できたとは言い難い。特に問題への直面化は，“どうしたら改善できるかを考え

る”など問題や現状の解決に向けて熟考するため，解決策が見いだされると問題への直面

化を止めてしまうことも考えられる。従って，自己の否定的な側面に繰り返し注意が向く

ネガティブな内省と比べると反復性がないといえるだろう。そのため問題への直面化に関

する知見の解釈には十分な注意が必要である。 
また，自由記述で得られたカテゴリーから尺度を構成する際に抽出されなかった内容に

も，反すうに含まれる要素がある可能性を無視することはできない。項目内容を精緻化・

細分化していくことが今後の研究課題の一つである。 
さらに，研究Ⅰでも指摘した通り，本章では，反すうを測定する尺度を作成することが

目的であったが，これらの反すうが実際に抑うつの持続とどのように関連しているかにつ

いては検討されていない。 
そこで，次章では，反すうを 2 側面から捉え，それぞれの反すうがどのように抑うつを

持続させるのかについて縦断的な検討を行うこととする。
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第 1 節 反すうが抑うつの持続に及ぼす影響 
―3 時点にわたる縦断調査からの検討【研究Ⅲ】 

 
 

 

1.問題と目的 

 
これまでの研究によって，反すうの構造や機能が明らかとなり（研究Ⅰ，Ⅱ），反すう

は問題解決へ動機づけられる「問題への直面化」と抑うつ気分の原因や結果に対して自己

に注意を向けて考え込む「ネガティブな内省」の 2 側面があることが示された。さらに，

1 時点における抑うつとの関連においては，問題への直面化との間に負の相関，ネガティ

ブな内省との間に正の相関が示され，2 ヶ月後の抑うつの予測に関しても，問題への直面

化が抑うつを軽減し，ネガティブな内省が抑うつを持続させることが示された。これらの

研究から，反すうのそれぞれの側面によって抑うつへの影響が異なることが示され，反す

うを 2 側面に弁別して検討することの重要性を示唆した。 
しかし，前章でも述べたとおり，研究Ⅰでは，横断データを用いて検討しており，実際

にこれら 2 側面の反すうが抑うつの持続とどのように関連するかについては検討されてい

ない。研究Ⅱでは縦断データを用いて，反すうが 2 ヶ月後の抑うつを予測するかについて

検討したが，その間の抑うつが持続していたかどうか曖昧である。Nolen-Hoeksema et al. 
（1993）は，大学生を対象に 30 日間にわたって抑うつ気分の有無と反すうと気晴らしの

程度を記録したところ，反すうを多く行った人は抑うつが持続することが示された。また，

松永（2007）は反すうと気晴らしの組み合わせを考慮した上で抑うつの持続について大学

生を対象に 12 週間（3 週間間隔全 4 回）にわたる縦断調査を行ったところ，反すうをより

多く行なう人ほど抑うつが持続し，反すうと気晴らしの両方を多く行なう人は抑うつの増

減を繰り返していることが示されるなど，反すうと抑うつとの関連は時間経過に伴って変

化していることが示唆される。従って，一度生じた抑うつがその後も持続しているのか，

それぞれの反すうをしやすい人は時間経過とともに抑うつがどのように変化していくのか

について詳細に検討するためには，短期的な間隔による縦断調査が必要である。 
そこで，本研究では，抑うつ気分が生じた出来事の直後から 1 週間間隔で 3 時点にわた

る縦断調査を実施し，それぞれの反すうにおける抑うつの時系列的変化の特徴について検

討する。 
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2.方法 
 

（１） 調査対象者  

大学生 227 名を対象に 3 回にわたる縦断調査を実施した。本研究では 3 時点において全

てのデータのそろった 174 名（男性 82 名，女性 92 名，平均年齢 21.60 歳，SD = 1.89）
を分析の対象とした。 
 

（２）質問紙の構成  

はじめに，この 1 週間の間に最も抑うつ気分を感じた（憂うつな）出来事を一つだけ想

起させ，その出来事についての具体的な内容を記述させた。次に，その抑うつ気分経験の

直後（第 1 回調査；以下 T1 と略記），1 週間後（第 2 回調査；以下 T2 と略記），2 週間後

（第 3 回調査；以下 T3 と略記）のそれぞれの時期ごとに，以下の質問に対する回答を求

めた。 

反すう  
研究Ⅰで作成された拡張版反応スタイル尺度を用いた。この尺度は「回避（10 項目）」，

「問題への直面化（6 項目）」，「ネガティブな内省（7 項目）」，「気分転換（7 項目）」の 4
つの下位尺度から構成され，「ほとんどない（1 点）」，「ときどきある（2 点）」，「しばしば

ある（3 点）」，「いつもある（4 点）」までの 4 件法で回答を求めた。なお，本研究では，

反すうと関連している「問題への直面化」と「ネガティブな内省」を用いた。 

抑うつ  
Zung（1965）による Zung Self-rating Depression Scale（SDS）の日本語版（福田・

小林，1973）を用いた（20 項目，4 件法）。なお教示は，T1 では「その出来事が起きてか

ら今日まで」，T2 では「抑うつ（憂うつな）気分を感じる出来事が起きてから今日まで」，

T3 では「ここ 1 週間」と変更して用いた。 
 

（３）手続き  

調査は，1 週間間隔で 3 回にわたる縦断調査を実施した。質問紙は，T1 時に調査実施に

関する説明書と 3 回の調査分をセットにして，対象者に直接配付するか，講義時間終了後

に配付した。T1 では，拡張版反応スタイル尺度・SDS を実施し，1 週間後の T2，2 週間

後の T3 では，SDS を実施した。さらに，3 回の調査の質問紙を一致させるために，イニ

シャルと誕生日を用いた ID を各回のフェイスシートに記入させた。また回答後，質問紙

は 3 回の調査分をセットにして，一人ずつ封筒に入れ，密封した状態で講義担当者および

郵送にて回収された。調査に際し倫理的配慮という観点から以下のことに細心の注意を払

った。①研究の目的と意義を丁寧に説明し，②回答するか否かは個人の自由意思に基づい

て選択できることおよび，途中で回答を中断したり回答したくない質問項目については飛
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ばして回答しても良いこと，③結果や回答の有無は授業の成績とは無関係であることを口

頭およびフェイスシートにて伝えた。 
なお，本研究の調査の手続きを Figure3-1 に示す。 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

Figure3-1 調査の流れ 

 

 

3.結果 

 

（１）出来事の差異による反すうと抑うつ 

 まず，抑うつ気分を感じた出来事について種類別に分類した（Table3-1）。その結果，対

人状況や達成状況に相当する内容が多いことが見いだされた。及川（2004）では大学生の

気晴らしに関する自由記述調査で，対人状況や学業における達成状況に相当する内容が多

いことが見いだされている。よって，本研究では，学生を主な対象とし，かつ多くの学生

が共通して経験する出来事を扱っているといえる。 
 

Table 3-1 抑うつ気分を感じた出来事の分類 

出来事 学業 進路・将来 対人関係 自分の内面 計 

度数 72 31 58 13 174 

 
 次に，出来事の差異によって反すうに違いが見られるかどうか検討するために，1 要因

の分散分析を行った。その結果，反すうの 2 側面である問題への直面化（F（3,170）= .06, 
ns）とネガティブな内省（F（3,170）= .08, ns）とも有意な差は見られなかった。また出

来事によって抑うつの程度にも有意な差は見られなかったため（F（3,170）= 1.67, ns），
以下の分析では，出来事を分類せずに行った。 

(例) 第 1回目の調査日の 3日前に憂うつな出来事が起きた場合 
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（２）調査対象者の分類  

反すうの下位尺度ごとに α係数を算出したところ，高い内的整合性が示されたため（問

題への直面化；α = .84，ネガティブな内省；α = .86），下位尺度ごとの加算平均を下位尺

度得点とした。問題への直面化とネガティブな内省の相関係数を算出したところ弱い正の

相関が示された（r = .13, p < .05）。次に，2 種類の反すうにおける抑うつの持続期間を検

討するために，問題への直面化およびネガティブな内省のそれぞれの平均値（問題への直

面化；M = 2.83，ネガティブな内省；M = 2.63）で調査対象者を 2 分し，各平均値未満を

低群，平均値以上を高群とした。 
なお，問題への直面化低群 91 名，問題への直面化高群 83 名，ネガティブな内省低群

107 名，ネガティブな内省高群 67 名であった。 
 

（３）反すうと抑うつの持続との関連  

まず，抑うつについて時期ごとに α係数を算出したところ，高い内的整合性が示された

ので（α＝.89～.94），先行研究と同様に尺度の加算得点を尺度得点として算出した。T1 の

加算得点を抑うつ T1 得点，T2 の加算得点を抑うつ T2 得点，T3 加算得点を抑うつ T3 得

点とした。 
次に 3 時点における抑うつ得点を群ごとに算出し，問題への直面化と時期を独立変数と

した 2 要因分散分析を行なった（Table3-2，Figure3-2）。その結果，問題への直面化（F
（1, 172）= 12.26, p < .001）と時期（F（1.82, 312.44）= 21.70, p < .001）の主効果およ

び交互作用（F（1.82, 312.44）= 30.06, p < .001）が有意であった。単純主効果の検定の

結果，T2 において問題への直面化高群よりも低群の方が，抑うつが有意に高いことが示さ

れた。加えて，問題への直面化低群では T1 よりも T2，さらに T2 よりも T3 の方が抑う

つ得点が有意に低く時間経過に伴って抑うつが軽減し，高群でも T1 よりも T2 の方が抑う

つ得点が有意に低く時間経過に伴って抑うつが軽減することが示された。 
次にネガティブな内省と時期を独立変数とした 2 要因分散分析を行なったところ

（Table3-3，Figure3-2），ネガティブな内省（F（1, 172）= 27.42, p < .001）と時期（F
（1.58, 271.01）= 16.08, p < .001）の主効果および交互作用（F（1.58, 271.01）= 20.64, 
p < .001）が有意であった。単純主効果の検定の結果，ネガティブな内省低群では T1 より

も T2，T3 の方が抑うつ得点が有意に低く時間経過に伴って抑うつが軽減しているが，高

群では有意な差が示されなかった。また，全ての時期においてネガティブな内省低群より

も高群の方が，有意に抑うつ得点が高いことが示された。 
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Table3-2 問題への直面化における抑うつ得点と分散分析結果 

 
問題への直面化低群  問題への直面化高群  交互作用 

 
Time1 Time2 Time3  Time1 Time2 Time3  F 

抑うつ 
52.37
（7.33） 

48.47
（6.10） 

47.41 
（8.23） 

 49.90 
（9.05） 

44.83 
（8.63） 

45.48 
（8.34） 

 16.08*** 

低群：T1＞T2＞T3 
高群：T1＞T2 
T2：低群＞高群 

***p < .001 
注：上段が平均値，下段が標準偏差 
  交互作用は単純主効果検定の結果，有意差が見られたものを記した。 
 

 

Table3-3 ネガティブな内省における抑うつ得点と分散分析結果 

 
ネガティブな内省低群  ネガティブな内省高群  交互作用 

 
Time1 Time2 Time3  Time1 Time2 Time3  F 

抑うつ 
47.62
（8.22） 

43.35
（8.04） 

43.70 
（8.06） 

 50.70 
（8.16） 

52.15 
（6.70） 

50.97 
（8.51） 

 20.64*** 

低群：T1＞T2，T3 
T1，T2，T3：高群＞低群 

***p < .001 
注：上段が平均値，下段が標準偏差 
  交互作用は単純主効果検定の結果，有意差が見られたものを記した。 
 
 
 

 
Figure3-2 各群における抑うつの持続期間 

抑
う
つ 
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4.考察 
 

（１）反すうと抑うつの持続との関連 

本研究では，反すうを問題への直面化とネガティブな内省の2側面から捉え，反すうと

抑うつを縦断的に調査し，反すうの個人差が抑うつの持続期間に影響するかについて検討

した。その結果，抑うつの時系列的変化には反すうによる差異が確認された。ネガティブ

な内省が高い場合は，出来事直後から抑うつが高く2週間後もそのまま抑うつが持続する

ことが示された。一方，問題への直面化やネガティブな内省が低い場合は，出来事直後の

抑うつは高いものの時間経過に伴って急速に抑うつが軽減されるが，問題への直面化につ

いては，T2において高群よりも低群の方が抑うつが有意に高いことが示されたことから，

低群よりも高群の方がより早期に抑うつが軽減されることが明らかとなった。この結果は，

問題への直面化は抑うつを軽減させ，ネガティブな内省は抑うつを持続させるという研究

Ⅰ（横断データ）と研究Ⅱ（2ヶ月間の縦断調査）の知見と一致している。さらに本研究

では，問題への直面化は長期的な抑うつへの影響だけではなく，短期的な抑うつの軽減に

も効果的であることが示唆された。 
Lyubomirsky & Nolen-Hoeksema（1995）やWatkins & Moulds（2005a）は，抑うつ

が高い状態で反すうをする人は，効果的な問題解決ができないことを明らかにしている。

また及川・林（2010）は日常的に反すうしやすい人は気晴らし時においても問題からの注

意転換しにくく，気晴らしに集中することができない可能性を示唆した。上述した知見の

ように，これまで，反すうは問題解決へ動機づけられているものの適切な解決策を産出す

ることが困難であることが示されてきたが，問題への直面化が高い人の抑うつが軽減し，

ネガティブな内省が高い人の抑うつが持続することを踏まえると，問題への直面化が高い

人は憂うつな出来事が起きると，その出来事と向き合い，適切な解決策を算出している可

能性が示唆される。一方，ネガティブな内省が高い人は，抑うつ気分や自己のネガティブ

な側面に注意が向きやすくなっている場合は，問題を解決しようと動機づけられていても

適切な問題解決へと結びつかないことが考えられる。 
また，Young & Nolen-Hoeksema（2001）は，物事を反すうすることはストレスフルな

出来事を持続的に想起させ，心理的過程におけるストレッサーの評価がより嫌悪的になる

ことを報告している。うつ病患者を対象とした調査では，自己や症状に注意を焦点づける

反すうは抽象的な記憶が想起されやすく，抑うつ気分が増大することが報告されている

（Rimes & Watkins, 2005；Watkins & Teasdale, 2001）。自己や症状に注意を焦点づける

反すうは自己の状態に注意を向けるという点においてネガティブな内省と共通する要素が

あるが，上述した知見に鑑みるとネガティブな内省を多く行なう人は過去に起こった憂う

つな出来事や現在抱えている問題を漠然と想起する傾向にあるため，ストレッサーの評価

がより嫌悪的になり，その結果抑うつが高い状態のまま持続するのではないだろうか。ス
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トレッサーの評価にはコミットメント（ストレッサーにどの程度積極的に関与しようとす

るのか），影響性（どの程度自分に影響を及ぼすのか），脅威性（どの程度脅威的であるの

か），コントロール可能性（状況をどの程度コントロールできるのか）という4つの要素が

含まれており，コミットメントは抑うつ・不安や怒りなどを高め，影響性や脅威性はスト

レス反応を高め，コントロール可能性はストレス反応を軽減することが報告されている（鈴

木・坂野，1998）。従って，ネガティブな内省が高い人のストレッサーの評価はコミット

メントと影響性，脅威性が高く，コントロール可能性が低いことが想定される。 
つまり，ネガティブな内省が高い人は，出来事を持続的に想起したり，自己のネガティ

ブな側面に注意を向ける中で，その出来事に対して脅威性やコントロール不可能性を高め

ながらも問題への解決を試みているのかもしれない。さらに解決できないことを自己に転

嫁し，ネガティブな内省を高め，そのことがストレッサーへの評価をより嫌悪的にすると

いえる。また，その出来事が自身に及ぼす影響が高いと認知することから，余計にその出

来事に注意が向いてしまい，その結果，抑うつが持続するという悪循環が示唆される。 

以上の点を踏まえて，問題への直面化は，抑うつの軽減を促す適応的な反すうであり，

ネガティブな内省は，抑うつの持続を引き起こす不適応的な反すうであると考えられる。 

そこで以降では，なぜ問題への直面化が抑うつを軽減し，ネガティブな内省が抑うつを

持続させるのかについてプロセスの視点から検討し，反すうによる抑うつの持続プロセス

とそのプロセスに影響する要因を検討することとする。 
 
（２）課題  

本研究では，反すうを 2 側面から検討し，それぞれの反すうにおける抑うつの時系列的

変化の特徴を明らかにしたことによって，適応的な反すうと不適応的な反すうへの示唆を

得ることができた。 
しかし，本研究では，調査期間が 2 週間と短く，反すうと抑うつの持続との関連は短期

的なものである可能性も指摘できる。特にネガティブな内省が高い人は既に出来事直後か

ら抑うつが高く，ネガティブな内省によって抑うつが持続したかどうかについては明確に

言及できていない。さらに，出来事に対してどのような認知的評価や対処がなされたのか

については検討されていない。本研究で抽出された出来事の多くは卒業論文やレポート課

題など期限が明確なものであった。このような状況では，具体的な問題解決が必要とされ

るため，出来事に対する認知的評価や対処と抑うつとの関連が強くなるだろう。また，憂

うつな出来事の種類によっても反すうが抑うつに与える影響は異なると考えられる。以上

のことを考慮し，今後，憂うつな出来事を分類した上で，本研究で抑うつが持続した人の

反すうや憂うつな出来事に対する認知的評価や対処について追跡調査を行なうなど，長期

的な検討を行なうことも必要である。 
なお，本研究では 2 種類の反すうにおける抑うつの時系列的変化を検討してきたが，反
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すうや抑うつには明確な出来事や原因を伴わない場合もあることが指摘されている（e.g., 
Nolen-Hoeksema, 1991）。そのため，本研究の知見から抑うつの持続プロセスを網羅でき

るとは言い難い。 
また，反すうによる抑うつの持続プロセスに関連する要因を念頭に置く必要がある。例

えば，Lyubomirsky & Nolen-Hoeksema（1993）は，反すうしやすい人は反すうするこ

とが問題解決に有効であると考えていることを明らかにしている。また，Nolen- 
Hoeksema & Davis（1999）では，死別経験に対して情緒的サポートを得ている人は反す

うが高くても抑うつが悪化しないことが示されている。このように，反すうに対する信念

や対人関係など，反すうと抑うつの持続に影響すると想定される要因も含めて検討するこ

とが必要である。それによって，抑うつの持続プロセスを明らかにすることが可能となり，

抑うつの予防や治療・介入に向けての貴重な資料となるものと思われる。 
 そこで，次章では反すうと抑うつとの関連に影響を及ぼす要因を明らかにし，反すうに

よる抑うつの持続プロセスについて検討する。
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本章では，反すう研究の応用的視点として，反すうをしていても抑うつの持続に陥らな

いようにするための有効な要因を明らかにする。 
これまでの研究によって，反すうの構造や機能（研究Ⅰ，Ⅱ）および，抑うつの持続と

の関連（研究Ⅲ）が明らかとなった。しかし，反すうの現象や構造などの検討にとどまっ

ており，反すうがどのように抑うつの持続に影響を及ぼすのかについては十分に検証され

ていない。そのため，反すうに関する応用的・臨床的介入への示唆が欠如していると考え

られる。反すうの現象や構造が記述され，その重要性が示された現時点では，反すうから

抑うつの持続に陥らないための有効な方法が示されるべきである。 
そこで，第 1 節では，反すうと抑うつに関連する先行研究を概観し，先行研究の知見を

整理することを目指す。第 2 節では，先行研究で十分に検証されていない観点である反す

うと抑うつの持続の緩衝要因について検討し，先行研究の知見を補足する（研究Ⅳ）。第 3
節では，先行研究の知見および，得られた知見を踏まえて，反すうから抑うつの持続に陥

らないようにするための有効な要因について論じる。 
 

 
 

第１節 反すうが抑うつの持続に及ぼす過程の

検討① 
―規定要因・媒介要因の検討 

 
 

Teasdale(1999）らは，反すうから抑うつの持続に陥らないようにするためには，反すう

を活性化させず，抑うつ的連動形態を断ち切ることが重要であると述べている。そのため

には，軽い不快気分が生じる初期の段階で①ネガティブな認知や感情に気づくこと，②抑

うつと関連した特定の情報を脱中心視（decentering）・脱同一視（disidentification）の視

点で処理することが必要になると指摘している（Teasdale, 1999；Teasdale, et al., 2002）。
しかし，この見解に関する実証的な研究は数少ない。また反すうの不活性化には，これら

の要因以外にも社会的要因や性格特性など様々な要因が考えられる。 
そこで本研究では，他の要因の可能性も考慮して先行研究を概観し，（1）なぜ反すうす

るのか（反すうの規定要因），（2）なぜ反すうが抑うつを持続させるのか（反すうと抑うつ

の持続の媒介要因），（3）反すうを行っても抑うつの持続を防ぐ可能性はあるのか（反すう

と抑うつの持続との関連を緩衝する要因）の観点に着目して，反すうから抑うつの持続に

陥るプロセスを模索する。 
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1.反すうの規定要因  

 
反すうに影響を及ぼす要因としては，主に（a）神経症傾向，（b）完全主義，（c）ポジテ

ィブな信念など比較的安定した個人特性に焦点を当てたものが多い。 
神経症傾向に関しては，多くの研究によって反すうに影響を及ぼす要因であることが報

告されている（e.g., Lam, et al., 2003；Roberts et al., 1998；Roelof, Huibers, Peeters, & 
Arntz, 2008）。神経症傾向とは，過度に感情的で全ての刺激に対して極度に反応する傾向の

ことであり，神経症傾向が高い人は，ネガティブな自己に関連した認知プロセスを行う傾

向を持っていることが示されている（Martin, 1985）。 
完全主義に関しては，完全主義の一側面である「評価やミスを過度に気にすること」が

反すうに影響を及ぼすことが示されている（e.g., Flett, Madorsky, Hewitt, & Heisel, 
2002）。特に，Harris, Pepper, & Maack（2008）では，反すうの一側面である brooding
に影響を及ぼすことが明らかになった。また，伊藤他（2005）は，完全主義と反すうは相

互に関連しながら抑うつに影響を及ぼしていることが明らかにし，完全主義は抑うつの規

定要因だけではなく緩衝要因としても機能する可能性を示唆している。 
ポジティブな信念に関しても，反すうに影響を及ぼすことが一貫して報告されている

（e.g., Papageorgiou & Wells ,2003, 2004；Watkins & Baracaia, 2001；Wells, 1995）。ポ

ジティブな信念とは，反すうに対して短期的・長期的な情動的苦痛を減少させる方略とし

て考えることである。一般的に，反すうを行う場合，ネガティブな出来事に注意を向ける

ため，よりネガティブ気分が生じると考えられやすい。しかし，反すうを行いやすい人の

多くは，反すうに対してポジティブな信念を持っているため，反すうをやめることができ

ない。そして，反すうが理想と現実の不一致を減少させない場合，反すうに対するネガテ

ィブな信念（対人・社会に関する信念と反すうの制御不能性・有害性に関する信念）が生

じ，その結果抑うつになることが報告されている（Papageorgiou & Wells, 2003, 2004；
Watkins & Moulds, 2005b）。さらに，反すうを行いやすい人は，気晴らしに対して，結果

期待の低さや価値の低さなどネガティブな信念を持っていると考えられるため，反すうか

ら離れることが困難であると示唆される。 
また，個人特性以外にも性差や発達差から反すうの規定要因を検討した研究もある。例

えば，女性の方が男性よりも反すうを行いやすいこと（Jose & Brown, 2008；Nolen- 
Hoeksema, 1991），性差は青年期前期にあらわれること（Jose & Brown, 2008；Kessler, 
Avenevoli, & Merikangas, 2001）や，男女とも年齢とともに反すうが増加することなどが

報告されている（Jose & Brown, 2008）。 
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2.反すうと抑うつの持続の媒介要因 

 
これまでの研究では，反すうがどのように抑うつを持続させるのかについて，そのプロ

セスは詳細に検討されていないが，反すうが不適応的な側面と関連し，様々な影響を及ぼ

すことが報告されている。そこで，以下ではそれらの研究を整理することにより，反すう

が及ぼす影響を媒介して抑うつを持続させるプロセスについて検証する。反すうが及ぼす

影響として，主に（a）問題解決能力，（b）ソーシャルサポート，（c）否定的記憶，（d）他

のネガティブ感情，（e）身体的反応の観点から検討されている。 
まず，問題解決能力に関しては，反すうを行うほど解決能力が損なわれることが報告さ

れている。例えば，Watkins & Baracaia（2002）は，構造化面接と自己報告式の尺度によ

って大学生を抑うつの程度によって抑うつ者，回復者，非抑うつ者に分類し，さらに，反

すう課題，気晴らし課題，課題なしという 3 つの条件によって計 9 群に分類した。その結

果，気晴らし課題はその他の課題よりも問題解決能力を向上させ，反すう課題は回復者に

おいて問題解決能力を阻害するが明らかとなった。また，Lyubomirsky et al.（1999）でも，

大学生を抑うつ者と非抑うつ者に分類し，さらに反すう課題と気晴らし課題によって計 4
群に分類したところ，抑うつ者の反すう群は，他の 3 群に比べて，最近起こった最も大き

い問題を解決不可能だと考えやすいことが示された。また，抑うつ者の反すう群の思考内

容を分析したところ，他の 3 群に比べて，自己批判や自己非難が多く，自信や楽観的思考

や統制感が低いことが示された。このことから，反すうを行うと，自己批判や自己非難が

多くなり，自信や楽観的思考が少なくなるため，問題解決能力が阻害されることが示唆さ

れた。 
次に，ソーシャルサポートに関しては，Nolen-Hoeksema et al.（1994）が，ホスピスに

入院している家族の死別を 1 ヶ月以内に経験した人を対象に反すうとソーシャルサポート

との関連を検討したところ，ソーシャルサポートを多く受けている人は反すうが低く，抑

うつも低いことが示された。また，反すうを行ないやすい人は社会的孤立や対人摩擦が高

く，ソーシャルサポートを受けていないと報告することが多いことが示された。その一方

で，情緒的サポートを多く受けている人は反すうを行なっても抑うつが軽減されることが

報告されており（Nolen-Hoeksema & Davis, 1999），ソーシャルサポートは抑うつの媒介

要因および，緩衝要因としても機能することが示唆される。 
記憶に関しては，反すうを行うほど，ネガティブに偏った記憶の想起を行うことが示さ

れている。例えば出来事の想起に関して，Lyubomirsky et al.（1998）は，大学生を抑うつ

者と非抑うつ者に分類し，さらに反すう課題と気晴らし課題によって計 4 群に分類したと

ころ，抑うつ者の反すう群は，否定的に偏った記憶を想起することが報告された。出来事

に関しても，Lyubomirsky & Nolen-Hoeksema（1995）では，反すう群は，気晴らし群よ

りも将来について悲観的になりやすく，ネガティブな出来事に対しても，内的で安定的に
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捉えることが示された。 
また，反すうは抑うつだけではなく，他のネガティブな感情にも影響を及ぼすことが示

されている。例えば，Rusting & Nolen-Hoeksema（1998）では，怒りを生起させた後に

反すう課題か気晴らし課題を実施したところ，反すうは怒りを持続させることが示された。

さらに，反すうは怒りを持続させた結果，特性怒りを高めることが明らかとなった（荒井・

湯川，2006）。不安においても，反すう・気晴らし課題を実施した結果，反すうは不安を持

続させ，気晴らしは不安を軽減させることが示された（Blagden & Craske, 1996）。また，

一時的な不安だけではなく，社会不安障害にも多大な影響を及ぼしていることが示唆され

た（城月・笹川・野村，2007）。 

さらに，反すうは心理的な側面だけではなく，身体的な側面にも影響を及ぼすことが報

告されている。例えば Brosschot, Gerin, & Thayer（2006）は，反すうがストレスと心血

管疾患の関連に影響を及ぼすことを明らかにし，Özlem & Ethan（2008）では，反すうを

行うことによって血圧が上昇することが示された。 
以上をまとめると，反すうは，自己の能力や対人関係，将来へのネガティブな認知と関

連し，その結果抑うつを持続させる可能性が示唆される。さらに，反すうは抑うつだけで

はなく怒り・不安など他のネガティブな感情を生起させたり，身体的な反応にまで影響を

及ぼすことが明らかとなった。 

 

 

3.反すうと抑うつの持続との関連を緩衝する要因 
 

反すうと抑うつの持続との関連を緩衝する要因について検討しているのは，上述したソ

ーシャルサポートのみである。また，悪化させる要因に関する研究についても，防衛スタ

イル（Kwon & Olson, 2007）のみである。 
そこで次節では，まず，日常的に生じる抑うつ気分における反すう経験について詳細に

検討し，反すうを行っている際にどのような認知・行動過程が生じるのか検討する。続い

て，反すう後の気分の原因について調査し，反すうと抑うつの持続との関連を緩衝する要

因について検証する。 
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第 2節 反すうが抑うつの持続に及ぼす過程の

検討② 
―緩衝要因の検討【研究Ⅳ】 

 

 

1.問題と目的  

 

前節では，反すうから抑うつの持続に陥るプロセスについて検討するために，先行研究

を（1）反すうの規定要因，（2）反すうと抑うつの持続の媒介要因，（3）反すうと抑うつの

持続との関連を緩衝する要因の観点から概観し，知見を整理した。今後の研究では前節で

概観した知見を踏まえて反すうから抑うつの持続に陥るプロセスとそのプロセスへの関連

要因について実証することが課題となる。 
しかし，上述した通り，反すうと抑うつの持続との関連を緩衝する要因について実証的

に検討されているのは，ソーシャルサポートのみである（Nolen-Hoeksema et al., 1994）。
反すうは意図的に行われている場合と受動的に行われている場合の両方が考えられる。反

すうを意図的に行っている場合には反すう自体を軽減させるという介入方法は効果的であ

るが，受動的に行っている場合には介入困難であり，むしろ“やめたいけどやめられない”

という思いが余計に症状を悪化させる可能性も示唆される。こうした反すうの特性を考慮

すれば，抑うつの持続との関連を緩衝する要因についてソーシャルサポート以外の要因に

ついても念頭に置き，詳細に検討する必要がある。 
そこで，本研究では，抑うつ気分を感じた時の反すうに関する情報収集を行ない，反す

うに関連する要因の整理を行なうことを目的とする。特に，先行研究の知見からは曖昧で

ある反すうと抑うつとの関連を緩衝する要因に着目して情報収集を行なう。 
 

 

2.方法 

 

（１）調査対象者  

大学生および短期大学生を対象に質問紙調査を実施した。なお，分析には回答に不備の

なかった 122 名（男性 59 名，女性 63 名，平均年齢 20.88 歳，SD = 3.60）を対象とした。 

 

（２）質問紙の構成  

特定の出来事に関する想起を促すため，はじめに，この 1 ヶ月の間に最も抑うつ気分を

感じた（憂うつな）出来事を一つだけ想起させ，その出来事に関する内容を記述させた。
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また，この 1 ヶ月の間に経験しなかった人は，それ以前の出来事を記述させた。 
その後，（1）出来事が起きた時の気分（「とても気分が悪い（1 点）」，「やや気分が悪い（2

点）」，「どちらでもない（3 点）」，「やや気分が良い（4 点）」，「とても気分が良い(5 点）」ま

での 5 件法），(2）出来事が起きた時の考えや行動，(3）その後の気分(「とても気分が悪く

なった(1 点）」，「やや気分が悪くなった(2 点）」，「変わらなかった(3 点）」，「やや気分が良く

なった（4 点）」，「とても気分が良くなった（5 点）」までの 5 件法），（4）気分の変化の原

因について尋ねた。本研究では，「とても気分が悪い（1 点）」，「やや気分が悪い（2 点）」

と回答した人を不快感情が高いと想定して検討した。気分の変化の原因に関しては，反す

うや対処後に気分が良くなった人はその理由を，気分が悪くなった人はその原因を，それ

ぞれ原因の大きさ順に最大 5 つまで記述させた。なお，気分に変化がなかった場合は，出

来事が起きた時の気分が「とても気分が悪い」，「気分が悪い」と回答した人のみ，変化し

なかった原因を最大 5 つまで記述させた。 
抑うつ 

CES-D（Center for Epidemiologic Studies Depression Scale）の日本語版（島・鹿野・

北村・浅井，1985）を用いた。この尺度は 20 項目から構成され，各項目について過去 1 週

間に経験した頻度を「週のうち全くない，もしくは一日も続かない（0 点）」，「1～2 日（1
点）」，「3～4 日（2 点）」，「5 日以上（3 点）」までの 4 件法で回答するものである。 
 
（３）手続き 

 調査は講義時間終了後，一斉に質問紙を配布し，1 週間の提出期限を設け，後日，学内に

設置したレターケースにて回収した。なお，想起された出来事がプライバシーにかかわる

場合は曖昧な記述でよいことを口頭およびフェイスシートにて説明した。また，倫理的配

慮という観点から調査の際には，結果は統計的に処理されること，回答は任意であること

を説明し，調査の趣旨に同意できた場合のみ回答を求めた。 
 

 

3.結果 

 

自由記述で得られた回答は，KJ法により分類した。分類は基本的に筆者自身で行ったが，

客観性を高めるために分類過程と分類結果について，心理学専攻の大学院生 1 名の意見を

参考にした。 
 

（１）反すうの分類  

出来事が起きた時の考えや行動に関する回答は，反すうへの記述があるものを取り上げ，

第 2 章（研究Ⅰ）で作成された改訂版反応スタイル尺度を参考に，ネガティブな内省と問



第４章 反すうによる抑うつの持続プロセス 

 - 61 - 

題への直面化に分類した。なお，問題への直面化を行なった人は 56 名，ネガティブな内省

を行なった人は 41 名であった。それぞれの反すうについて人数に有意な偏りは示されなか

った（χ2（1）＝ 2.32, ns）。 
 

（２）気分と抑うつとの関連 

抑うつ尺度について α 係数を算出したところ， .89 であり，十分な内的整合性が示され

た。そのため，先行研究と同様に尺度の合計得点を尺度得点として算出した。また，出来

事直後の気分と気分や出来事に対する反すうや対処後の気分については，１項目で測定さ

れているため，各項目得点を気分得点として算出した。なお，基本統計量は Table4-1 に示

した。 
 

Table4-1 各尺度の基本統計量 

  得点範囲 平均値 標準偏差 α 
  出来事直後の気分（事前） 1-5 2.01 1.23 － 
  反すう・対処後の気分（事後） 1-5 2.84 1.30 － 

 抑うつ 0-60 18.50 8.33 .86 

  
続いて，各尺度得点間の相関を算出した（Table4-2）。その結果，出来事直後の気分と反

すうや対処後の気分との間には有意傾向ではあるが正の相関が示された。抑うつとの関連

においては，出来事直後の気分との間には有意な関連は示されなかったが，反すうや対処

後の気分との間には有意な負の相関が見られた。また，気分の抑うつへの影響を検討する

ために重回帰分析を行ったところ，反すうや対処後の気分は抑うつに対して有意な負の影

響を及ぼしていることも示された（β = －.67, p < .001）。 

 

Table4-2 各尺度間相関 

  Ⅰ Ⅱ Ⅲ 

 Ⅰ．出来事直後の気分（事前） －         
 Ⅱ．反すう・対処後の気分（事後） .19† － 

  
 Ⅲ．抑うつ .14 －.68*** － 

†p < .1, ***p < .001 

  
また，出来事直後の気分について不快感情が高い人（「とても気分が悪くなった（1 点）」，

「やや気分が悪くなった（2 点）」と回答した人）は 97 名中 77 名（79.4%）であった。一

方，反すうや対処後の気分について「とても気分が悪くなった（1 点）」，「やや気分が悪く
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なった（2 点）」，出来事直後の不快感情が高くその後も気分が「変わらなかった（3 点）」

と回答した人は 97 名中 65 名（67.0%）であった（Table4-3）。出来事直後の気分がどのよ

うに変化するか調べるために，Fisher の直接確率計算法（両側検定）を用いて比較したと

ころ，人数比率に有意な偏りは示されなかった。以降の分析では，出来事直後の不快感情

が高い 77 名を分析対象とする。続いて，出来事直後の不快感情が高い人を対象にその後の

気分について調べたところ，気分が悪化或いは変化がなかった人は 77 名中 47 名（61.0%），

気分が緩和した人は 77 名中 30 名（39.0%）であった。 
 

Table4-3 出来事直後の気分と反すう・対処後の気分 

  反すう・対処後の気分 
計 

  1 2 3 4 5 

 1 
とても気分が悪い 

8  
（8.2%） 

5  
（5.2%） 

10  
（10.3%） 

13  
（13.4%） 

5  
（5.2%） 

41 
（42.3%） 

2 
やや気分が悪い 

8  
（8.2%） 

8  
（8.2%） 

8  
（8.2%） 

6 
（6.2%） 

6 
（6.2%） 

36 
（37.1%） 

3 
どちらでもない 

2  
（2.1%） 

1  
（1.0%） 

2 
 （2.1%） 

2  
（2.1%） 

0 
（0.0%） 

7 
（7.2%） 

4 
やや気分が良い 

1 
 （1.0%） 

1  
（1.0%） 

2  
（2.1%） 

0 
（0.0%） 

0 
（0.0%） 

4 
（4.1%） 

5 
とても気分が良い 

2 
 （2.1%） 

2  
（2.1%） 

5  
（5.2%） 

0 
（0.0%） 

0 
（0.0%） 

9 
（9.3%） 

 計 21 
（21.6%） 

17 
（17.5%） 

27  
（27.8%） 

21 
（21.6%） 

11 
（11.3%） 

97 
（100.0%） 

注：上段は度数，（ ）内は％ 

  出来事直後の不快感情が高く，その後の気分悪化或いは変化なしは網掛け，気分緩和は破線で示した。 

 
 
（３）気分悪化（変化なし）と気分緩和の原因 

出来事直後の不快感情が高い 77 名について，上述した反すうの記述からネガティブな内

省と問題への直面化に分類した。なお，問題への直面化を行なった人は 46 名，ネガティブ

な内省を行なった人は 31 名であった。それぞれの反すうについて人数に有意な偏りは示さ

れなかった（χ2（1）＝ 2.92, ns）。 
 

問題への直面化  

問題への直面化後の気分について緩和したと答えた人は 25 名，悪化したと答えた人は 13

出
来
事
直
後
の
気
分 
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名，変化なしと答えた人は 8 名であった。 
気分緩和の原因に関する回答は，（1）ソーシャルサポート：“良いアドバイスをもらえた

から”“私の気持ちを理解してくれたから”など，（2）脱中心化：“物事の狭い部分しか見

ていないことに気づいたから”“自分の考えにとらわれないようにしたから”など，（3）気

晴らし：“友達と遊んだり話したりしたことですっきりできたから”“好きなことに没頭し

て嫌なことを考えずにすんだから”などのカテゴリーに分類した。 
気分悪化（変換なしも含む）の原因に関する回答は，（3）気晴らし：“根本的な解決にな

っていないから”“問題解決を先延ばしにしているから”など，（4）ネガティブな内省：“私

のせいで周りに迷惑をかけたことについてずっと考えているから”“自分の失敗や性格につ

いてくよくよと考えているから”など，（5）心配：“何をしていても心配なことが頭に浮か

ぶから”“次から次への心配なことが浮かぶから”などの 3 つのカテゴリーに分類した

（Table4-4）。 

 
Table4-4 問題への直面化の関連要因 

カテゴリー 回答数 記述例 気分 

（1）ｿｰｼｬﾙｻﾎﾟｰﾄ 18 
良いアドバイスをもらえたから 

気分緩和 
私の気持ちを理解してくれたから 

（2）脱中心化 18 
物事の狭い部分しか見ていないことに気づいたから 

気分緩和 
自分の考えにとらわれないようにしたから 

（3）気晴らし 

11 
友達と遊んだり，話したりしたことですっきりできたから 

気分緩和 
好きなことに没頭して嫌なことを考えずにすんだから 

9 
気分転換できても，根本的な解決になっていないから 

気分悪化 
遊んでいて，問題解決を先延ばしにしているから 

（4）ﾈｶﾞﾃｨﾌﾞな内省 12 
私のせいで周りに迷惑をかけたことについてずっと考え 

ているから 気分悪化 

自分の失敗や性格についてくよくよと考えているから 

（5）心配 7 
何をしていても心配なことが頭に浮かぶから 

気分悪化 
次から次への心配なことが浮かぶから 

 

ネガティブな内省  
ネガティブな内省後の気分について緩和したと答えた人は 5 名，悪化したと答えた人は

16 名，変化なしと答えた人は 10 名であった。 
気分緩和の原因に関する回答は，（1）ソーシャルサポート：“友達が親身に相談にのって

くれたから”“家族や友人が助けてくれたから”など，（2）脱中心化：“ネガティブなこと

ばかり考えていることに気付いたから”“思考や気分をポジティブに切り替えたから”など，
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（3）気晴らし：“好きなことをして満喫できたから”などの 3 つのカテゴリーに分類され

た。 
気分悪化（変換なしも含む）の原因に関する回答は，（3）気晴らし：“常に状況が気にな

って楽しくなかったから”“友達と遊んでいても集中できなかったから”など，（4）他責：

“相手･物に対して怒りを向けたくなったから”“周囲に気遣うことができない人間につい

て考えたから”など，（5）不安定な人間関係：“良好な人間関係が築けていないから”“誰

にも相談することができないから”など，（6）目標不明確：“自分でもどうするのが一番良

いのか分かっていないから”“何から手をつけてよいのか分からないから”など，（7）未解

決：“何も解決できていないから”“常に追い込まれている感じがするから”など，（8）他

者評価懸念：“周りにどう思われているのか考えてしまうから”“行動するにも周りにどう

思われるのか気になるから”などの 6 つのカテゴリーに分類した（Table4-5）。 

 

Table4-5 ネガティブな内省の関連要因 

カテゴリー 回答数 記述例 気分 

（1）ｿｰｼｬﾙｻﾎﾟｰﾄ 4 
友達が親身に相談にのってくれたから 

気分緩和 
家族や友人が助けてくれたから 

（2）脱中心化 3 
ネガティブなことばかり考えていることに気づいたから 

気分緩和 
思考や気分をポジティブに切り替えたから 

（3）気晴らし 

1 好きなことをして満喫できたから 気分緩和 

8 
常に状況が気になって楽しくなかったから 

気分悪化 
友達と遊んでいても集中できなかったから 

（4）他責 14 
相手･物に対して怒りを向けたくなったから 

気分悪化 
周囲に気遣うことができない人間について考えたから 

（5）不安定な人間関係 12 
良好な人間関係が築けていないから 

気分悪化 
誰にも相談することができないから 

（6）目標不明確 12 
自分でもどうするのが一番良いのか分かっていないから 

気分悪化 
何から手をつけてよいのか分からないから 

（7）未解決感 8 
何も解決できていないから 

気分悪化 
常に追い込まれている感じがするから 

（8）他者評価懸念 4 
周りにどう思われているのか考えてしまうから 

気分悪化 
行動するにも周りにどう思われるのか気になるから 
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4.考察 

 

本研究では，抑うつ気分を感じた時の反すうに関する情報収集を行ない，反すうに関連

する要因の整理を行なうことを目的とした。特に，先行研究の知見からは曖昧である緩衝

要因に着目して情報収集した。その結果，反すうは多くの状況で経験され，反すうととも

に様々な対処がなされていることが示された。本研究では，対処後の気分と抑うつとの関

連についても検討したところ，対処後に気分が悪化するほど現在の抑うつ得点も高いこと

が示された。他の要因に関する抑うつへの影響を検討していないため，結果の解釈には十

分な注意が必要であるが，ある特定の出来事に対する反すうや対処後に不快な気分が緩和

されないことは抑うつに繋がるといえる。 
これまでの研究では，問題への直面化は長期的にも短期的にも抑うつを軽減させ，ネガ

ティブな内省は抑うつを持続させることが示されている。しかし，問題への直面化は，ネ

ガティブな内省を行うことによって気分悪化にも繋がることが報告された。さらに，ネガ

ティブな内省は他の要因が介在することによって気分が緩和することが示された。つまり

この研究によって，問題への直面化とネガティブな内省は気分の緩和に効果的である場合

と悪影響を及ぼす場合があることが明らかとなった。従って，抑うつを持続させるネガテ

ィブな内省を行っても，ソーシャルサポートや脱中心化，気晴らしを行うことによって，

気分が緩和することが示され，緩衝要因となる可能性が示唆された。 

ソーシャルサポートに関しては，Nolen-Hoeksema & Davis（1999）の知見と同様の示

唆が得られ，死別体験だけではなく日常的な出来事から生じる抑うつ気分についても効果

が得られることが明らかとなった。 
脱中心化については，マインドフルネス諸技法で用いられているが，脱中心化が生じる

ことで抑うつや不安が軽減されると仮定されており（Miller, Fletcher, & Kabat-Zinn, 
1995），脱中心化が高いほど反すうや抑うつ気分を感じる出来事が生じても，それを批判的

に捉えずに客観的に受け入れることができるため，気分も緩和されると考えられる。また，

反すうの軽減に着目したメタ認知療法（Papageorgiou & Wells, 2004）や筆記療法（e.g., 荒
井・湯川，2006；Pennebaker, 1997）においても，脱中心化によるアプローチが行われて

いる。これらの技法は，自身の反すう傾向をモニター，筆記することを通して，自身の感

情や思考，行動傾向を客観視することを目指している。さらに，反すうに焦点を当てた認

知行動療法（rumination-focus cognitive behavioural therapy：RFCBT）では，反すうが

役立つかどうかおよび，不適的な側面を理解させることを援助し，最も効果的な思考への

移行を教授する方法を用いている（Watkins, et al., 2007）。つまり，これらの技法は，自身

の傾向を客観視させ，その傾向の不適応的な側面を理解させ，適応的な側面への移行方法

を教える或いは身につけることを促している。ただし，筆記療法に関しては，怒り経験の

反すうにおいては効果が示されているものの（e.g., 荒井・湯川，2006），抑うつでは筆記
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によって自己内省が高まり，症状を悪化させる可能性が指摘されており（湯川，2008），今

後詳細に検討した上で用いなければならないだろう。 
このように，ソーシャルサポートと脱中心化に関しては，両方の反すうにおいて気分緩

和に繋がることが示されたが，気晴らしは気分緩和の効果をもたらす場合と悪影響を及ぼ

す場合があることが示された。先行研究においても気晴らしの効果に関する知見は一致し

ておらず，気晴らしの気分緩和効果を支持する研究（e.g., Bagby & Parker, 2001；Lam et 
al., 2003；Nolen-Hoeksema et al., 1994）がある一方で，支持しない研究（e.g., Arnow, 
Spangler, Klein, & Burns, 2004；Just & Alloy, 1997）もある。気晴らしの不適応的な側面

の一因として，再解釈や問題解決の伴わない慢性的な気晴らしの活用が挙げられている

（Nolen-Hoeksema et al., 2008）。気晴らしが問題解決に繋がるためには，気晴らしによっ

て肯定的情動を経験することが必要であり，肯定的情動を伴う気晴らしを行うためには，

気晴らし時にネガティブな気分やその原因から十分に注意を逸らすこと，気晴らしへの集

中の重要性が示唆されている（Nolen-Hoeksema et al., 2008）。 

反すう傾向が高い場合には気晴らし時の集中が阻害されやすいことが指摘され（及川・

林，2010），本研究の結果も反すうが気晴らしの集中を阻害する可能性を示唆していた点で

一致した知見が得られたと考えられる。反すうの中でもネガティブな内省は抑うつやその

原因について繰り返し考える点に特徴があり，自己に注意を向けた状態である。従って，

たとえ問題解決へと動機づけられていたとしても，自己に注意が向き，気晴らしに集中で

きない場合は気分の緩和を阻害し，さらに問題解決を阻害すると考えられる。一方，反す

うをしていても気晴らしに集中できた場合は肯定的情動を高めることにも繋がる。これら

のことから，気晴らしは両側面から検討する必要があるといえる。 
また，問題への直面化とネガティブな内省の気分悪化の原因を見ると，自己や対人関係・

将来に関するネガティブな認知が関連していることが示唆された。反すうを規定する要因

や媒介要因においても類似した要因が関連することが示されているが，これらの要因が反

すうから抑うつの持続に陥るプロセスにどのような影響を及ぼすのかについて，次節で論

じることとする。 
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第 3節 反すうによる抑うつの持続プロセスへ

の示唆と課題 
 

 
反すうから抑うつの持続に陥るプロセスに関連する要因を明らかにする前に，3 つの観点

から得られた知見を整理する。まず，反すうの規定要因に着目した検討から，（a）自己の

ネガティブな側面への注意，（b）反すうへの歪んだ認知が規定要因の特徴として挙げられ

る。次に，反すうと抑うつの媒介要因の特徴として，（c）自己や対人関係・将来に関するネ

ガティブな認知が挙げられる。同様に，反すうと抑うつの持続との関連を緩衝する要因に

着目した検討からも，（c）が気分を悪化させる共通の要因として挙げられた。 
以上の点を踏まえると，反すうから抑うつの持続に陥るプロセスには自己に注意を向け，

ネガティブな認知をすることが関連していると考えられる。上述したような反すうと関連

する問題解決能力の阻害やネガティブに偏った記憶の想起などは，ネガティブな認知が根

底にあると考えられる。また，Robinson & Alloy（2003）では，反すうとネガティブな認

知をしやすい人は重度の抑うつになりやすいことが示されており，反すうと抑うつの持続

との関連を考える上で認知は重要な要因であると考えられる。 
しかし，ネガティブな認知には様々な要因が混在しており，概念の整理が必要である。

Ingram（1990），Ingram & Kendall（1986）は，認知概念を認知構造，認知命題，認知操

作，認知結果の 4 つに分類している。認知構造は情報が組織化され，記憶の中に表象され

ている構造と定義されている。認知命題はスキーマ的な記憶情報やエピソード的な記憶情

報のような認知構造の内容のことを指し，認知操作は認知システムの構成要素が情報処理

に際して相互作用する手続きのことである。認知結果は情報や認知構造，認知命題，認知

操作の相互作用の結果生じた認知や思考のことである。本章で取り上げた要因を整理する

と，反すうの規定要因として挙げられるポジティブな信念は認知命題に分類され，反すう

と抑うつの媒介要因として挙げられた問題解決能力や否定的記憶の想起などは認知結果に

該当する概念といえる。認知操作はスキーマの活性化のような自動的な過程もあるが，集

中して考えたり，意図的に考えないようにすることも可能であり，本章では反すうが該当

する。 
そこで，第 1 節と第 2 節で得られた知見と認知の概念をもとに，反すうによる抑うつの

持続プロセスに関連する要因について Figure4-1 に示した。このプロセスを踏まえると，

反すうの規定要因から反すうへ，さらに反すうから媒介要因へは，全ての過程においてネ

ガティブな側面に着目した状態が維持されていることが明らかとなった。 
では，このモデルを踏まえて，反すうから抑うつの持続に陥らないための効果的な要因

は何であろうか。 



第４章 反すうによる抑うつの持続プロセス 

 - 68 - 

本研究では，緩衝要因として挙げた気晴らし，ソーシャルサポート，脱中心化を提案す

る。第 1 節および第 2 節によって，反すうが抑うつを持続させるプロセスの中で常にネガ

ティブな認知と関連していることが示された。Nolen-Hoeksema（1991）は，反すうの軽

減という観点から「抑うつ気分が十分に解消されるだけの時間，反すうから気を逸らすこ

と」が効果的であると指摘している。また，坂本（1997）は自己注目と抑うつの 3 段階モ

デルの中で，自己から注意を逸らし，環境に注意を向けることが抑うつを回避させると述

べている。従って，一連のプロセスから外に注意を向けることが反すうから抑うつの持続

に陥らないための重要な要因であると考えられる。気晴らしやソーシャルサポート，脱中

心化は外部に注意を向ける機能を備えた要因といえる。これらの要因は日常生活で頻繁に

用いられるものであり，セルフコントロールを行うことができるといえる。さらに，認知

行動療法やマインドフルネス認知療法を用い，比較的容易に介入できる要因である。例え

ば，反すうの規定要因として挙げられた神経症傾向や完全主義などは，比較的安定した特

性であるため，変容させることは困難である。また，伊藤（2004）では，完全主義は抑う

つなどとの関連を指摘されているが，社会に適応する上で重要な特性であると述べている。

つまり，緩衝要因に着目するということは，完全主義などの特性を変容させず，反すうか

ら抑うつの持続に陥らないための効果的な方法を得ることができると考えられる。 
また，本研究では，緩衝要因を検討したことにより，反すうの能動性および受動性も考

慮できた点において意義があるといえる。 
従来の反すう研究では，反すうは抑うつを持続させ，悪影響を及ぼすものであることが

指摘されてきた（e.g., Bagby et al., 1999；Lyubomirsky et al., 1998, 1999；Nolen-Hoeksema 
& Morrow, 1991）。そのため，反すうを行うことは不適応的であり，反すう自体をやめる或

いは軽減するという観点に焦点が当てられるだろう。しかし，反すうがどの程度意図的に

行われているのかについては疑問である。本研究で示されたネガティブな内省は，受動的

な側面を含む反すうであることが指摘されている（研究Ⅰ）。抑うつの持続との関連など不

適応的事態を招き，問題となるのは，反すうの受動的な側面である。そのため，受動的な

反すうからの抑うつの持続に陥らないための要因を検討することは非常に重要である。そ

れによって，より多くの人に適応可能になり，有益な資料が得られると思われる。今後は，

緩衝要因の効果を実証的に検討することが重要である。 
そこで次章では，本章で得られた気晴らし，ソーシャルサポートと脱中心化の緩衝効果

について検証することとする。 
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 第 2 章と第 3 章の研究において，問題への直面化は，抑うつの軽減を促す適応的な反す

うであり，ネガティブな内省は，抑うつの持続を引き起こす不適応的な反すうであること

が示された。そこで以降では，なぜ問題への直面化が抑うつを軽減し，ネガティブな内省

が抑うつを持続させるのかについてプロセスの視点から検討し，反すうによる抑うつの持

続プロセスとそのプロセスに影響する要因を検討することを目的とした。第 4 章では，反

すう研究の応用的視点として，反すうをしていても抑うつの持続に陥らないようにするた

めの有効な要因について検討したところ，反すうと抑うつの持続との関連を緩衝する要因

として，（1）気晴らし，（2）ソーシャルサポート，（3）脱中心化が示された。 
そこで，本章では，先行研究の知見および得られた知見を踏まえて，緩衝要因に関する

実証研究を行なう。第 1 節では，緩衝要因として気晴らしに着目し，反すうと抑うつとの

関連を検討する（研究Ⅴ）。第 2 節では，緩衝要因としてソーシャルサポートに着目し，反

すうと抑うつとの関連を検討する（研究Ⅵ）。第 3 節では，緩衝要因として脱中心化に着目

し，反すうと抑うつとの関連を検討する（研究Ⅶ）。 
 

 

 

第 1節 反すうと気晴らしが抑うつに及ぼす 

影響【研究Ⅴ】 
 

 

1.問題と目的 

 

前章までの研究においてネガティブな内省は，抑うつの持続を引き起こす不適応的な反

すうであることが示された。そこで本研究では，なぜ問題への直面化が抑うつを軽減し，

ネガティブな内省が抑うつを持続させるのかについてプロセスの視点から検討し，反すう

による抑うつの持続プロセスとそのプロセスに影響する要因を検討することを目的とした。 
まず，ネガティブな内省を行っていても抑うつの持続に陥らないようにするためには，

どのような試みが効果的であろうか。第 4 章において反すうと抑うつの持続との関連を緩

衝する要因として気晴らし，ソーシャルサポート，脱中心化が挙げられた。この点に関連

して Nolen-Hoeksema（1991）は，反すうの軽減という観点から「抑うつ気分が十分に解

消されるだけの時間，反すうから気を逸らすこと」が効果的であると指摘している。また，

Trask & Sigmon（1999）は，抑うつ経験後，初期の段階で抑うつ気分から気を逸らすこと

が抑うつの早期改善に有効であることを指摘している。しかし，日常的に反すうをしてい

る状態での「気を逸らすこと」に関する実証的な検討は数少ない（e.g., 松永，2007）。 
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気を逸らす代表的な方略には，気晴らしや思考抑制がある。気晴らしは，抑うつ気分や

その結果から注意を逸らすのに役立つ思考や行動と定義されている（Nolen-Hoeksema et 
al.，2008）。思考抑制は，ある対象について意図的に考えないようにすることである（Wegner, 
et al., 1987）。気晴らしと思考抑制は注意移行対象の有無によって区別されているが（及川，

2003a），特定の注意移行対象を持たない思考抑制は，必ずしも抑制が成功するわけではな

く，時に抑制対象となった思考が頻繁に浮かぶという逆説的効果が生じることが指摘され

ている（e.g., 木村, 2004；Wegner et al., 1987）。つまり，思考抑制は十分な時間，反すう

から気を逸らすことには適していないと考えられる。一方，明確な注意移行対象を持つ気

晴らしは，より効果的に注意を逸らすことができると報告されており（e.g., 木村，2004；
Wegner & Erber, 1992），反すうから気を逸らすことにも適していると考えられる。 
そこで，本研究では気を逸らす要因として気晴らしに着目する。また，気晴らしは内容

によっても効果が異なることが指摘されていることから（木村，2004；Wenzlaff, et al., 
1988），気晴らしの内容を分類して検討することとする。 
以上を踏まえて本研究では，反すうに伴いどのような気晴らしを行うことが抑うつを軽

減するかについて検討することを目的とする。抑うつの持続に陥る状態に対して効果的な

気晴らしが明らかになれば，その気晴らしの活用を促進することにより，抑うつの持続を

防ぐための介入につなげることが期待できる。 
 

 

2.方法 
 

（１）調査対象者  

大学生および短期大学生を対象に質問紙調査を実施した。なお，分析には回答に不備の

なかった 257 名（男性 106 名，女性 151 名，平均年齢 20.33 歳，SD = 1.73）を対象とし

た。 
 

（２）質問紙の構成  

反すう 
研究Ⅰで作成された拡張版反応スタイル尺度を用いた。この尺度は「回避（10 項目）」，

「問題への直面化（6 項目）」，「ネガティブな内省（7 項目）」，「気分転換（7 項目）」の 4
つの下位尺度から構成されるが，本研究では，反すうと関連している「問題への直面化」

と「ネガティブな内省」を用いた（4 件法）。 

気晴らし 
及川（2003a）らを参考に独自で作成したものを用いた。項目は及川（2003a）で気晴ら

し対象の分類として挙げられた（１）表出レベル：「認知的気晴らし」，「行動的気晴らし」，
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（２）具体的な特徴レベル：「消費的気晴らし」，「受動的気晴らし」，「衝動的気晴らし」，「否

定的気晴らし」，「活動的気晴らし」のカテゴリーをもとに作成した。その後，作成した項

目について心理学専攻の大学院生 1 名と大学生 6 名が表現の自然さや気晴らしの概念に即

しているかという観点から内容的妥当性の検討を行った。その結果，55 項目を尺度項目と

して選定した。なお，この尺度は，「まったくしない（1 点）」，「あまりしない（2 点）」，「た

まにする（3 点）」，「よくする（4 点）」までの 4 件法で回答するものである。 
抑うつ 

CES-D（Center for Epidemiologic Studies Depression Scale）の日本語版（島他，1985）
を用いた。この尺度は 20 項目から構成され，各項目について過去 1 週間に経験した頻度を

「週のうち全くない，もしくは一日も続かない（0 点）」，「1～2 日（1 点）」，「3～4 日（2
点）」，「5 日以上（3 点）」までの 4 件法で回答するものである。 
 

（３）手続き  

調査は対象者に直接質問紙を配布するか，講義時間を利用して質問紙を配付し集団で実

施した。なお，調査実施の際には，結果は統計的に処理されること，回答は任意であるこ

とを説明し，調査の主旨に同意できた場合のみに回答を求めた。 
 

 

3.結果 
 

（１）尺度の構成と基本統計量 

まず，気晴らし尺度について，因子分析（重み付けのない最小二乗法）を行った結果，

固有値の減衰状況（6.29, 2.72, 2.46, 2.16, 1.44,…）と因子の解釈可能性に基づき 4 因子構

造が妥当であると考えられた。そこで，4 因子を仮定して因子分析（重み付けのない最小二

乗法・プロマックス回転）を行った（Table5-1）。その結果，因子負荷量の絶対値が.30 未

満の項目を除いて各因子の解釈を行ったところ，第 1 因子は「対人的気晴らし（12 項目）」，

第 2 因子は「衝動的気晴らし（5 項目）」，第 3 因子は「個人的気晴らし（8 項目）」，第 4 因

子は「消費的気晴らし（5 項目）」と命名した。なお，各下位尺度の α係数は第 1 因子から

順に .88，.73，.72，.66 であり，概ね内的整合性が示された。そこで，下位尺度ごとの加

算平均を下位尺度得点とした。 
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Table5-1 気晴らしに関する尺度の因子分析結果（Promax 回転後の因子パターン） 

 

 
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 

 
Ⅰ．対人的気晴らし      

誰かと外出する（ドライブやサイクリング，散歩,旅
行,遊園地へ行く） .82 －.09 －.05 .07  
誰かと買い物に行く .77 －.04 －.01 －.03  
誰かと映画を見に行く .73 －.10 .02 .11  
誰かと外食をする .70 .05 －.07 .11  
友達と会話する .69 .15 －.08 －.20  
誰かとお菓子を食べる .63 .10 .07 -.14  
誰かと歌う（カラオケなど） .58 .07 －.01 .10  
メールをする .58 .09 .13 －.14  
誰かとスポーツをする .54 －.12 －.13 .16  
誰かとお酒を飲む .51 .10 －.10 .26  
家族と会話する .50 .12 .11 －.26  
誰かと一緒にゲームをする .44 －.28 .36 .14  

Ⅱ．衝動的気晴らし      
思いっきり泣く .07 .74 －.09 －.07  
人に八つ当たりする .00 .62 .07 .00  
物にあたる（物を投げる，壁を蹴るなど） －.08 .58 .04 .23  
叫ぶ .02 .49 .06 .20  
暴飲暴食をする .06 .46 －.03 .11  

Ⅲ．個人的気晴らし      
絵を描く －.03 .20 .58 .00  
絵を見る .04 .07 .57 －.04  
インターネットを（メール以外の目的で）する .08 -.19 .54 －.10  
１人でゲームをする －.09 -.27 .54 .20  
パソコンを使って人とコミュニケーションをとる －.04 -.01 .52 －.02  
日記を書く －.05 .21 .45 .00  
パズル・クイズ・クロスワードなどをする －.06 .03 .40 .07  
空想する －.02 .29 .38 －.08  

Ⅳ．消費的気晴らし      
パチンコ・スロットに行く .06 .01 －.06 .61  
賭けごと（競馬・競輪・競艇など）をする .05 －.03 －.09 .60  
タバコを吸う －.08 .10 .10 .58  
車・オートバイ・自転車などで危険な運転をする .05 .24 .11 .50  
１人でお酒を飲む .04 .18 －.01 .48  

  因子間相関              Ⅱ .37 ―    
Ⅲ .30 .32 ―   
Ⅳ .14 －.04 .00 ―  



第５章 反すうと抑うつの持続における緩衝要因の検討 
 

 - 75 - 

次に，反すうと抑うつ尺度について α 係数を算出したところ，全ての尺度において .70
以上であり，内的整合性が示された。そのため，反すうは仮定された下位尺度ごとの加算

平均を下位尺度得点とした。なお，抑うつに関しては先行研究と同様に尺度の合計得点を

尺度得点として算出した（Table5-2）。 
 

Table5-2 各尺度の基本統計量 

  得点範囲 平均値 標準偏差 α 
 拡張版反応スタイル尺度         
  問題への直面化 1-4 2.41 .58 .82 
  ネガティブな内省 1-4 2.92 .61 .73 
 気晴らし 

    
  対人的気晴らし 1-4 2.54 .67 .88 
  衝動的気晴らし 1-4 2.03 .69 .73 
  個人的気晴らし 1-4 2.00 .56 .72 
  消費的気晴らし 1-4 1.34 .48 .66 
 抑うつ 0-60 16.81  8.97 .86 

 
 
（２）各尺度得点間相関 
各尺度得点間の相関を算出した（Table5-3）。その結果，問題への直面化と抑うつとの間

に有意な負の相関（r = －.18, p < .01），ネガティブな内省と抑うつとの間に有意な正の相

関が見られた（r = .53, p < .001）。また，対人的気晴らしは抑うつと有意な負の相関を示し

（r = －.15, p < .05），衝動的気晴らし（r = .24, p < .001），個人的気晴らし（r = .17, p < .01）
は抑うつと有意な正の相関を示した。さらに気晴らしでは，４つの下位尺度間の相関を検

討したところ，相互に有意な正の相関が見られた。 
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Table5-3 尺度間相関 

  Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ 

 Ⅰ．問題への直面化 － 
          

 Ⅱ．ネガティブな内省   -.13*** － 
        

 Ⅲ．対人的気晴らし   -.22***  .01*** － 
      

 Ⅳ．衝動的気晴らし   -.12†**  .29***   -.30*** － 
  

 Ⅴ．個人的気晴らし   -.20***  .25***   -.27***  .24*** － 
 

 Ⅵ．消費的気晴らし   -.04***  .05***   -.26***  .19***  .17** － 
 Ⅶ．抑うつ －.18***  .53*** －.15***  .24***  .17** .07 

†p < .1, *p < .05, **p < .01,***p < .001 

 

 

（３）反すうと抑うつとの関連－気晴らしの緩衝効果－ 
反すうが抑うつに及ぼす影響に関する気晴らしの緩衝効果を検討するために，階層的重

回帰分析（ステップワイズ法）を行った（Table5-4）。説明変数として，第 1 ステップでは

性別の主効果，第 2 ステップでは反すうの主効果，第 3 ステップでは気晴らしの主効果，

第 4 ステップでは反すうと気晴らしの交互作用項を全て投入した。性別に関しては男性＝

１，女性＝0 とし，反すうと気晴らしの下位尺度については各対象者の値から平均値を減じ

る中心化を行った。 
 

Table5-4 抑うつに対する階層的重回帰分析の結果 

    ステップ 1 ステップ 2 ステップ 3 ステップ 4 

性別 
 

－.09 －.03*** －.00*** －.00*** 
問題への直面化 

  
－.16*** －.14*** －.13*** 

ネガティブな内省 
  

 -.54***  -.47***  -.46*** 
対人的気晴らし 

    
－.21*** －.20*** 

衝動的気晴らし      -.15***  -.14*** 
個人的気晴らし 

    
 -.09***  -.09*** 

消費的気晴らし      -.07***  -.05*** 
問題への直面化×対人的気晴らし 

      
 -.12*** 

R2  .01  -.28***  -.33***  -.34*** 

ΔR2    -.27***  -.05***  -.01*** 
*p < .05, **p < .01,***p < .001 
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その結果，第 1 ステップでは説明率が有意ではなく（R2 = －.09, ns），性別は抑うつに影

響を及ぼさないことが示された。次に，第 2 ステップでは説明率が有意であり（R2 = .28,  
p < .001），問題への直面化が抑うつに対して有意な負の影響を及ぼしており（β = －.16,  
p < .01），ネガティブな内省が有意な正の影響を及ぼしていることが明らかとなった（β 
= .54, p < .001）。また，第 3 ステップでは説明率が有意であり（R2 = .33, p < .001），対人

的気晴らしが抑うつに対して有意な負の影響を及ぼしており（β = －.21, p < .001），衝動

的気晴らし（β = .15, p < .05）が有意な正の影響を及ぼしていることが明らかとなった。な

お，個人的気晴らし（β = .09, ns），消費的気晴らし（β = .07, ns）は有意な影響が見られな

かった。さらに，第 4 ステップでは説明率の増分が有意であり（⊿R2 = .01, p < .05），問題

への直面化×対人的気晴らしの交互作用項（β = .12, p < .05）が有意であった。そのため，

Aiken& West（1991）に従って，対人的気晴らしが±1SD の値をとった時の抑うつに対す

る問題への直面化の単回帰直線を求めたところ，対人的気晴らしの実行度が低い場合にお

ける問題への直面化の主効果および対人的気晴らしの実行度が高い場合における問題への

直面化の主効果が有意であることが明らかとなった（Figure5-1）。 
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Figure5-1 抑うつに対する問題への直面化と対人的気晴らしの交互作用 

 
 
4.考察 

 
（１）反すうと気晴らしおよび抑うつとの関連 

本研究では，反すうを問題への直面化とネガティブな内省の 2 側面から捉え，気晴らし

を緩衝要因として，それぞれの反すうが抑うつにどのような影響を及ぼすのか検討した。  
まず，反すうが抑うつに及ぼす影響については，問題への直面化が抑うつへ負の影響を
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示し，ネガティブな内省が抑うつへ正の影響を示した。この結果は，前章までの研究知見

と一致しており，ある程度一貫した結果であるといえる。 
次に，気晴らしが抑うつに及ぼす影響については，対人的気晴らしが抑うつへ負の影響

を示し，衝動的気晴らしは抑うつへ正の影響を示した。Nolen-Hoeksema & Morrow（1993）
は，効果的な気晴らし対象として肯定的な報酬が得られる見込みがあり，趣味や友人との

活動など，ストレッサーから注意を奪うものでなくてはならないことを指摘している。ま

た，飲食や飲酒，危険な運転などリスクやコストを伴う気晴らしは逆効果であるとしてい

る。さらに，Fichman, Koestner, Zuroff, & Gordon（1999）では，散歩や運動，友人と話

すなどの多くの努力を要する気晴らしは不快情動と負の関連を示すが，テレビを見る，音

楽を聴く，睡眠などの比較的活動量の少ない気晴らしは不快情動と関連が見られなかった。

本研究でも音楽を聴くなどの比較的活動量の少ない個人的気晴らしの抑うつへの影響は示

されなかった。これらの知見を踏まえると，気晴らしはスポーツや友人との活動など，リ

スクやコストを伴わず，抑うつの原因や気分について考える時間がないといった多くの注

意容量を要するものが抑うつの軽減に効果的であると考えられる。 
続いて，反すうと抑うつとの関連に気晴らしが及ぼす影響について検討した。その結果，

問題への直面化と対人的気晴らしの交互作用が有意であり，問題への直面化が低い場合，

対人的気晴らしを行うほど抑うつが軽減されることが示された。一方，問題への直面化が

高い場合は，対人的気晴らしを行うほど抑うつが悪化することが示された。つまり，抑う

つの軽減に効果的である問題への直面化と対人的気晴らしを併用すると抑うつの持続を招

いてしまう可能性が示唆される。対人的気晴らしは，誰かと外出したり，友達と会話をす

るなど他者と接する気晴らしであるため，絵を見るなどの個人的気晴らしよりも多くの注

意を要すると考えられる。問題への直面化は，現状に対してできることややるべきことを

考える反すうである。今後について具体的に考えている際に，注意を削いでしまうような

対人的気晴らしを行うことによって良い解決策が産出できず，その結果，抑うつを悪化さ

せる可能性が示唆される。 
一方，ネガティブな内省と気晴らしの各下位尺度の交互作用は有意ではなく，気晴らし

の緩衝効果は見られなかった。Lyubomirsky et al.（1999）は，抑うつの高い人が反すうす

る際の思考内容を調べたところ，自己批判や自己非難が多く，自信や楽観的思考や統制感

が低いことが示された。この傾向は反すうの中でもネガティブな内省が高い人に見られる

ことが示されている（研究Ⅰ）。また，自己批判や自己非難が多い人は，問題を解決できな

いと考えやすいことが指摘されている（Lyubomirsky et al., 1999）。さらに，反すうが高い

人は認知的な柔軟性に欠けていることが指摘されている（Davis & Nolen-Hoeksema，
2000）。これらの知見を考慮すると，反すうの中でもネガティブな内省が高い人は，自身で

は現状を統制する能力がないと否定的に捉え，さらにその考えにとらわれてしまうため，

気晴らしに注意が向きづらいと考えられる。及川（2002）は，気晴らし時に集中困難であ
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るほど気分悪化が強まり，反対に集中できるほど気分改善や目標の明確化という肯定的結

果に繋がることを明らかにしている。また，自己の否定的な側面に注意が向いているネガ

ティブな内省が高い人は，自身が行う気晴らしも否定的に捉えているのではないだろうか。

気晴らしの不適応的な側面として Steil & Ehlers（2000）は，気晴らしはストレス状況から注

意を逸らし，状況について考えることを回避するため，状況に対する否定的な意味づけを

維持することを指摘している。及川・林（2010）では，否定的・嫌悪的な事柄に対して反

すうをすることは気晴らしへの集中を妨げ，問題解決を阻害すると報告されている。つま

り，ネガティブな内省が高い人は，たとえ気晴らしをしていたとしても，気晴らしに集中

できず，問題解決にも至らず，さらに自身や状況に対する否定的な意味づけを維持するこ

とによって，抑うつを悪化させる可能性が示唆される。 
 

（２）気晴らしの緩衝効果への示唆と課題 

本研究では，反すうと抑うつとの関連における気晴らしの緩衝効果について検討したと

ころ，抑うつを悪化させるネガティブな内省をしやすい場合における気晴らしの緩衝効果

は見られなかった。しかし，この結果から気晴らしの「効果なし」と判断するのは早計で

あろう。そこで，以下では本研究の課題から気晴らしの緩衝効果への示唆を述べる。 
まず，本研究では，1 時点のデータに基づいて反すうおよび気晴らしの抑うつへの影響を

考察している。本研究で取り上げた反すうと気晴らしは 1 時点において検討したが，反す

うと気晴らしが同時に行われているとは考えにくく，どのようなタイミングで両者が行わ

れているのか，気晴らしが反すうから注意を逸らすものとして機能していたかどうかは言

及できない。また，反すうを行っている人は，自身の抑うつ気分や認知にとらわれている

ため，一旦，反すうから気を逸らさせ，気分が緩和してから問題解決を促し，再び反すう

に陥らないようにするなど段階に応じた検討も必要である。 
次に，「何を」反すうしているのか，反すうの原因となっている出来事や内容を組み込ん

だ検討が必要である。例えば，喪失体験や対人ストレス状況のような自身では統制するこ

とが困難な状況に対する反すうとテストやレポートの提出など何らかの課題を抱えている

状況に対する反すうでは，抑うつへの影響や気晴らしの効果も異なることが考えられる。

気晴らしについても，Carver & Scheier（1994）は，ストレスが持続的な場合や問題解決

に時間的制約がある場合には，不適応的となる場合が多いことを指摘している。今後は，

反すうの原因となっている出来事や内容を分類した上で，気晴らしを行う時期や気晴らし

が機能しているかどうかなどを長期的に調査し，より詳細に検討する必要がある。もし，

反すうと抑うつに持続との関連を緩衝する効果的な気晴らしを明らかにすることができれ

ば，無理に反すうをやめよう或いはやめさせようとするのではなく，その気晴らしへと促

していく方が抑うつの持続を防ぐことに役立つと考えられる。また，こうした気晴らしを

習慣づけることによって，反すうが生じたとしてもそこから注意を逸らすことができるよ
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うになり，その結果，抑うつの持続を防ぐだけではなく，反すう自体を軽減することが期

待できる。 
最後に，本研究で取り上げた気晴らし以外の要因を念頭に置く必要がある。抑うつが高

く反すうしやすい人は，抑うつ気分を解消するような楽しい活動に従事したがらないため

（Lyubomirsky & Nolen-Hoeksema，1993），特に活動量を多く必要とする対人的気晴ら

しを行うことが困難であると考えられる。従って，無理やり気晴らしを促しても更なる悪

循環に陥る可能性がある。緩衝効果をより詳細に検討していくためには，第 3 章で述べた

ソーシャルサポートや反すうへの信念など他の要因にも着目すべきである。 
そこで次節では，先行研究や研究Ⅳにおいて緩衝要因として想定されたソーシャルサポ

ートの効果について検討する。 
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第 2節 反すうとソーシャルサポートが抑うつ

に及ぼす影響【研究Ⅵ】 
 
 
1.問題と目的  

 

第 1 節では，反すうと抑うつの持続との関連を緩衝する要因として気晴らしを取り上げ，

問題への直面化が低い場合に対人的気晴らしを行うほど抑うつが軽減され，問題への直面

化が高い場合に対人的気晴らしを行うほど抑うつが高められることが示された。一方，ネ

ガティブな内省は気晴らしの緩衝効果が示されなかった。反すうしやすい人は抑うつ気分

を解消する楽しい活動や活動量を多く必要とする対人的気晴らしを行うことが困難である

ため，単に気晴らしを促すことは却って抑うつの持続にも繋がると考えられる。そのため，

気晴らし以外の要因の検討について示唆したが，先行研究で実証されているのはソーシャ

ルサポートのみである（Nolen-Hoeksema & Davis, 1999）。この研究では，死別体験に対

して情緒的サポートを多く受けている人は反すうを行なっても抑うつが軽減されることを

報告されているが，反すうを 1 因子として捉えており，反すうを 2 側面に弁別した際にも

同様の結果が得られるのか明らかにされていない。 
そこで本研究では，Nolen-Hoeksema & Davis（1999）に倣い，ソーシャルサポートが

反すうと抑うつとの関連にどのような影響を及ぼすのか，反すうを 2 側面に弁別して検討

することを目的とする。特に，ネガティブな内省から抑うつに陥る状態に対して効果的な

ソーシャルサポートが明らかになれば，そのソーシャルサポートの活用を促進することに

より，抑うつの持続を防ぐための介入につなげることが期待できる。 
 

 

2.方法 
 

（１）調査対象者 

大学生･専門学校生に縦断調査を実施した。本研究では 2 時点において全てのデータのそ

ろった 181 名（男性 10 名，女性 171 名，平均年齢 19.10，SD=1.69）を分析の対象とした。 
 

（２）質問紙の構成  

反すう  

研究Ⅰで作成された拡張版反応スタイル尺度を用いた。本研究では，下位尺度のうち，

反すうと関連している「問題への直面化」と「ネガティブな内省」を用いた（4 件法）。 
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ソーシャルサポート  
福岡･橋本（1993，1997）によるソーシャルサポート尺度を用いた。この尺度は「情緒的

サポート（6 項目）」，「手段的サポート（6 項目）」の 2 つの下位尺度から構成され，家族と

友人をそれぞれ全体としてみた場合の各サポート行動の可能性について「まったくしない

と思う（1 点）」から「大変よくすると思う（5 点）」までの 5 件法で評定するものである。 
抑うつ 

CES-D（Center for Epidemiologic Studies Depression Scale）の日本語版（島他, 1985）
を用いた（20 項目，4 件法）。 
 

（３）手続き 

調査は約 1 ヶ月の間隔をおいて 2 回にわたる質問紙調査を実施した。質問紙は，講義時

間を利用して配付した。第 1 回調査では，拡張版反応スタイル尺度・ソーシャルサポート

を実施し，第 2 回調査では，抑うつ尺度を実施した。2 回の調査の質問紙を一致させるため

に，イニシャルと誕生日を用いた ID を各回のフェイスシートに記入させた。なお，調査実

施の際には，結果は統計的に処理されること，回答は任意であることを説明し，調査の主

旨に同意できた場合のみに回答を求めた。 
 

 

3.結果 
 

（１）尺度の構成と基本統計量 

まず，反すうと抑うつ尺度について α係数を算出したところ，ネガティブな内省が.68 で

あった以外，全ての尺度において .70 以上であり，内的整合性が示された。また，ネガテ

ィブな内省に関してはこれまでの研究で信頼性が確認されているため，反すうとソーシャ

ルサポートは仮定された下位尺度ごとの加算平均を下位尺度得点とした。なお，抑うつに

関しては先行研究と同様に尺度の合計得点を尺度得点として算出した（Table5-5）。 
 

Table5-5 各尺度の基本統計量 

  得点範囲 平均値 標準偏差 α 
 拡張版反応スタイル尺度         
  問題への直面化 1-4 2.68 .65 .84 
  ネガティブな内省 1-4 2.46 .58 .68 
 ソーシャルサポート 

    
  情緒的サポート 1-5 4.02 .67 .87 
  手段的サポート 1-5 3.67 .69 .85 
 抑うつ 0-60 19.22 6.57 .89 
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（２）各尺度得点間相関 
続いて各尺度得点間の相関を算出した（Table5-6）。その結果，問題への直面化と情緒的

サポート，手段的サポートとの間に有意な正の相関，ネガティブな内省と抑うつとの間に

有意な正の相関が見られた。また，情緒的サポート，手段的サポートは抑うつと有意な負

の相関を示した。さらに問題への直面化とネガティブな内省は相互に有意な正の相関が見

られた。 

調査対象者の人数比率に偏りが見られることから男女別に各尺度の基本統計量（Table5- 
7）と尺度得点間の相関（Table5-8）の比較を行った。その結果，一部性差の見られる箇所

もあったが，全体的な傾向として基本統計量，相関の双方において男女で著しい差異は見

られなかったため，男女合わせた全体で検討した。 
 

Table5-6 各尺度間相関 

  Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 

 Ⅰ．問題への直面化 －             
 Ⅱ．ネガティブな内省   -.18*** － 

    
 Ⅲ．情緒的サポート   .22** －.03*** － 

  
 Ⅳ．手段的サポート   -.27*** －.11***  -.67*** － 
 Ⅴ．抑うつ －.03***  -.55*** －.21*** －.23** 

*p < .05, **p < .01,***p < .001 
 

 

Table5-7 各尺度の男女別の基本統計量 

    男性  女性 
t 値 

Cohen's      
d     平均値 標準偏差  平均値 標準偏差 

拡張版反応スタイル 
       

 問題への直面化 2.88 0.55  
 

2.67 0.66  1.00 0.32 
 ネガティブな内省 2.74 0.57  

 
2.44 0.58  1.60 0.52 

ソーシャルサポート 
       

 情緒的サポート 3.77 1.14  
 

4.04 0.73  1.10 0.36 
 手段的サポート 3.28 1.09  

 
3.69 0.81  1.52 0.50 

抑うつ 
 

21.40 7.69  
 

19.09 6.50  1.08 0.35 
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Table5-8 男女別の各尺度相関 

  Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 

 Ⅰ．問題への直面化 － －.11***  -.78**  -.64** －.61 
 

 Ⅱ．ネガティブな内省  -.18*** －  -.10***  --.03***   .60 
 

 Ⅲ．情緒的サポート  -.20*** －.03*** －  -.84** －.58 
 

 Ⅳ．手段的サポート  -.27*** －.11***  -.65*** － －.53 
 

 Ⅴ．抑うつ －.03***  -.55*** －.16*** －.20** － 
*p < .05, **p < .01,***p < .001 
注：右上が男性，左下が女性の相関係数 

  相関係数の有意差検定の結果，有意差の見られた（p < .05）下位尺度を太字で示した。 

 
 
（３）反すうと抑うつとの関連―ソーシャルサポートの緩衝効果 
ソーシャルサポートの緩衝効果を検討するために，階層的重回帰分析（ステップワイズ

法）を行った（Table5-9）。説明変数として，第 1 ステップでは性別の主効果，第 2 ステッ

プでは反すうの主効果，第 3 ステップではソーシャルサポートの主効果，第 4 ステップで

は反すうとソーシャルサポートの交互作用項を全て投入した。性別に関しては男性＝１，

女性＝0 とし，反すうとソーシャルサポートの下位尺度については各対象者の値から平均値

を減じる中心化を行った。 
その結果，第 1 ステップでは説明率が有意ではなく（R2 = －.08, ns），性別は抑うつに影

響を及ぼさないことが示された。次に，第 2 ステップでは説明率が有意であり（R2 = .32,  
p < .001），問題への直面化が抑うつに対して有意な負の影響を及ぼしており（β = －.13,  
p < .05），ネガティブな内省が有意な正の影響を及ぼしていることが明らかとなった（β 
= .57, p < .001）。また，第 3 ステップでは説明率が有意であったが（R2 = .35, p < .001），
ソーシャルサポートは有意な影響を示さなかった。さらに，第 4 ステップでは説明率の増

分が有意であり（⊿R2 = .02, p < .05），ネガティブな内省×情緒的サポートの交互作用項（β 
= －.14, p < .05）が有意であった。そのため，Aiken & West（1991）に従って，情緒的サ

ポートが±1SD の値をとった時の抑うつに対するネガティブな内省の単回帰直線を求めた

ところ，情緒的サポートが低い場合におけるネガティブな内省の主効果および情緒的サポ

ートが高い場合におけるネガティブな内省の主効果が有意であることが明らかとなった

（Figure5-2）。 
さらに，ネガティブな内省の平均値で調査対象者を 2 分し，各平均値未満を低群，平均値以

上を高群とした。情緒的サポートの程度に群間差があるかどうか検討したところ，有意な差は見ら

れなかった（t （155.00）= 0.26, ns）。 
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Table5-9 抑うつに対する階層的重回帰分析の結果 

    ステップ 1 ステップ 2 ステップ 3 ステップ 4 

性別 
 

－.08 －.02 
 

－.00 
 

－.00 
 

問題への直面化 
  

－.13 * －.08 
 

－.08 
 

ネガティブな内省 
  

.57 *** .56 *** .56 *** 
情緒的サポート 

    
－.13 

 
－.11 

 
手段的サポート 

    
－.06 

 
－.06 

 
ネガティブな内省×情緒的サポート 

      
－.14 * 

R2 -.01  .32 *** .35 *** .37 *** 
ΔR2   .31 *** .03 * .02 * 

*p < .05, ***p < .001 
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Figure5-2 抑うつに対するネガティブな内省と情緒的サポートの交互作用 

 
 
4.考察  

 
（１）反すうとソーシャルサポートおよび抑うつとの関連 

 本研究の目的は，反すうと抑うつとの関連にソーシャルサポートが及ぼす影響を検討す

ることにより，効果的に反すうを行うための示唆を得ることであった。 

重回帰分析の結果，問題への直面化とソーシャルサポートには有意な交互作用が示され

なかったが，ネガティブな内省とソーシャルサポートは交互作用が有意であり，ネガティ

ブな内省が抑うつに与える影響は情緒的サポートの程度により異なることが示された。 
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ネガティブな内省が低いほど情緒的サポートが抑うつの軽減を予測する程度が弱まるこ

とが示唆された。問題への直面化についても，ソーシャルサポートとの交互作用は有意で

はなかった。ネガティブ内省が低いほど，または問題への直面化が高いほど，抑うつが軽

減されることは本論文を通して一貫して示されてきた。過度に自己の否定的な側面に注意

を向けないことは，問題解決や気晴らしなど抑うつの軽減に効果的な対処をする機会に繋

がる。また，Sakamoto（2000）が，一人でいる時に自己について考え続ける人は，そうで

ない人に比べて抑うつが高いことを指摘しているように，自己の否定的な側面について考

えないこと自体が抑うつの軽減には効果的であるといえる。従って，ネガティブな内省が

低いことや問題への直面化が高いこと自体が，抑うつの軽減への影響が強いため，ソーシ

ャルサポートとの相乗効果は得られなかったと考えられる。 
一方，ネガティブな内省が高いほど情緒的サポートが抑うつの軽減を予測する程度が強

まることが示された。これまで一貫してネガティブな内省が高いほど抑うつが悪化・持続

することが示されてきたが，ネガティブな内省が高くても情緒的サポートの入手可能性が

高いほど抑うつが軽減されることが見いだされたことは意義深い。Nolen-Hoeksema et al. 
（1994）は，情緒的サポートを多く得られる人ほど反すうが少ないことを報告している。

本研究では友人や家族によるサポート行動の可能性について検討しているが，情緒的サポ

ートが得られるという認知が抑うつの軽減だけではなくネガティブな内省そのものを軽減

する可能性も示唆された。 
また，反すうの対象についても新たな知見が得られた点は意義があるといえる。上述し

た Nolen-Hoeksema & Davis（1999）では，死別体験に対する反すうと情緒的サポートに

ついて検討し，情緒的サポートをより多く得ている人は，反すうを行っても抑うつが軽減

されることが示されている。本研究では，反すうの対象については検討していないが，松

本（2010a）で挙げられている反すうの対象は卒業論文やレポートの提出などの学業達成状

況や友人や家族とのけんかなどの対人関係状況など日常的に生じる状況であった。つまり，

情緒的サポートの緩衝効果は，死別体験のようなライフイベントだけではなく，日常生活

で日々生じる出来事についても有効であることが示唆された。 
 ネガティブな内省は，問題への直面化と比べ，意図や目標が明確に意識されずに用いら

れることも多いと考えられる。そのため，ネガティブな内省をしても抑うつの持続に陥ら

ないためには，情緒的サポートがどの程度得られるかを認知することが重要である。 
 しかし，反すうしやすい人はソーシャルサポートの希求が高い一方，十分なサポートを

得ていないと認知している（Abela, Vanderbilt, & Rochon, 2004; Adams, Abela, & Hankin, 
2007; Nolen-Hoeksema & Davis, 1999）。本研究では，ネガティブな内省の高低において，

情緒的サポート入手可能性の認知に有意な差異は示されなかったが，上述した知見やネガ

ティブな内省が自己の否定的側面に注意を向けることを踏まえると，サポートの入手可能

性の認知に差異が見られることも十分に考えられる。その結果，ネガティブな内省を続け
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ながら更なる抑うつを引き起こしてしまうという悪循環が強化される。 
 以上を踏まえ，反すうから抑うつの持続に陥らないようにするために，情緒的サポート

の入手可能性を高く認知することが介入を考える上でも有効であるといえるが，その際に

留意すべき点がある。 
 まず，情緒的サポートの入手可能性と実際に得られる情緒的サポートを弁別して考えな

ければならない。反すうしやすい人は，サポート希求が高く，十分なサポートを得ていな

いと認知している（Abela, et al., 2004; Adams, et al., 2007; Nolen-Hoeksema & Davis, 
1999）。さらに反すうからそれらの認知を媒介しストレスを高めることが報告されている

（Flynn, Kecmanovic, & Alloy, 2010）。このように，求める情緒的サポートが要求水準に

達していない場合はさらに抑うつを持続させることが考えられる。ソーシャルサポートは

自身で統制することが難しいため，要求水準に満たないサポートしか得られなかった場合

にその他の適応的な対処を促進するなどの介入が必要である。 
 次に，情緒的サポートの質を考慮しなければならない。Flynn, et al.（2010）は，反すう

しやすい人は，サポートの量と質ともに不満度が高く，求めるサポートのレベルも高いこ

とが示されている。従って，どの程度サポートが入手できるかという視点だけではなく，

どのようなサポートが入手できるかという視点も必要である。 
 

（２）課題 

本研究では，反すうと抑うつとの関連におけるソーシャルサポートの緩衝効果について

検討したところ，情緒的サポートの入手可能性が高いほどネガティブな内省が高くても抑

うつが軽減されることが示され，反すうから抑うつの持続を防ぐための有効な示唆を得る

ことができたといえる。 
しかし，本研究の対象者の多くが女性であったため，得られた知見は女性の特徴を表し

ている可能性も否定できない。本研究では，諸変数の得点や変数間の関連に著しい差異は

見られなかったが，Burda, Vaux, & Schill（1984），Hays & Oxley（1986），和田（1992）
では男性よりも女性の方が友人からの情緒的サポートの入手可能性が高いなどサポートの

認知に性差が見られた。また Turner（1994）は，男性よりも女性の方が自身のネットワー

クとの接触頻度が高く，より信頼のおける関係を持ち，より共感性が高くより情緒的な自

己開示をすることが報告されている。これらの知見を踏まえると対人関係の在り方に性差

があることが示唆される。 
さらに，本研究では対象者を特定せず全般的なサポート入手可能性について検討を行っ

たが，青年期には親からの心理的な自立が見られ，友人関係が情緒的な拠り所として重要

な位置を占めるようになることや（柴橋，2004），ストレス経験開示後の友人からのサポー

トがポジティブ気分と関連すること（福岡，2010）を踏まえると，青年期では家族よりも

友人からのサポートの方がより影響力があるといえる。従って，誰から得たサポートかに



第５章 反すうと抑うつの持続における緩衝要因の検討 
 

 - 88 - 

よってその重みづけが異なることが示唆される。 
本研究では日常生活で生じる反すうを 2 側面に弁別し，ソーシャルサポートの緩衝効果

について検討し，抑うつを持続させるネガティブな内省からの緩衝効果を明らかにするこ

とができた点においては意義があるといえる。今後は上述した課題について詳細に検討す

ることにより，ソーシャルサポートの緩衝効果についてより有益な示唆が得られると考え

られる。 
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第 3節 反すうと脱中心化およびメタ・ムード

が抑うつに及ぼす影響【研究Ⅶ】 
 

 

1.問題と目的 

 

第4章において反すうと抑うつの持続との関連を緩衝する要因として気晴らし，ソーシャ

ルサポート，脱中心化が挙げられた。そこで本章の第1節では気晴らしの効果，第2節では

ソーシャルサポートの効果について検討したところ，ネガティブな内省をしていても情緒

的サポートを行うことで抑うつが軽減されることが示された。本節では，脱中心化に着目

して反すうと抑うつとの関連を検討する。脱中心化に関しては，反すうから抑うつの持続

過程を説明したICS理論（Interacting Cognitive Subsystem theory）によって言及されて

いる（Teasdale, 1999；Teasdale et al., 2002）。 
ICS理論では，まず，抑うつ的スキーマがネガティブな具体的意味（ネガティブな予測や

失敗への内的な帰属，対人関係の否定的な評価など）を引き起こし，さらにネガティブな

具体的意味がスキーマを再統合すると考えられている。そして再度，スキーマがネガティ

ブな具体的意味を引き起こすという繰り返しによって，無際限に継続する「抑うつ的な連

動形態」が形成する。また，この連動形態は反すうによって特徴づけられ，抑うつを持続

すると考えられている。さらに連動形態は，関連が強固であるため簡単に抑うつから抜け

出すことができないことが示唆されている。 

この理論をもとに Teasdale（1999）らは，抑うつに陥らないようにするためには，反す

うをやめさせるのではなく，抑うつ的な連動形態を活性化させないことが重要であると述

べている。そのためには，軽い不快気分が生じる初期の段階で①ネガティブな認知や感情

に気づくこと，②抑うつと関連した特定の情報を脱中心視・脱同一視の視点で処理するこ

とが必要になる（Teasdale, 1999; Teasdale et al., 2002）。こうすることで反すうを活性化

させず，抑うつ的連動形態を断ち切ることが目指される。 
つまり換言すると，反すうをしている人は，自身のネガティブな認知や感情に気づくこ

とができず，脱中心視・脱同一視の視点で情報を処理することができないため，連動形態

が活性化し，抑うつが持続するといえる。しかし，反すうをしている人の気づきや脱中心

視を詳細に検討した研究は数少ない。反すうと気づき，脱中心視がどのように関連してい

るのかを検討することによって，新たな観点から反すうが抑うつの持続に陥る過程を明ら

かにすることができると考えられる。 
まず，「①ネガティブな認知や感情に気づくこと」は，メタ・ムードという概念で説明す

ることができる。メタ・ムードは，気分をモニターしたり，評価したり，時には調整した
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りといった気分統制過程の所産として定義されており（Mayer & Gaschke, 1988），感情に

気づくだけではなく，主観的な評価の視点も含まれている7。このような評価的な視点は，

抑うつ的な連動形態が形成された状態では，自罰的になったり，完全主義傾向が強くなっ

たりするなど，自身をより苦しめるようになることが指摘されている（竹市・伊藤, 2010）。
また，反すうをしやすい人は，自身の感情に気づいたとしても，その感情を不快に捉えた

り，ネガティブな情報と結びつくことによって（Lyubomirsky et. al., 1998），ネガティブ

な評価をすることが考えられる。そのため，Teasdale（1999）らは，評価したり考えたり

するのではなく，今ここで経験している認知や感情に気づくことが抑うつの再発予防に不

可欠であると指摘している。しかし，自身の認知や感情に気づく際に，その感情について

評価してしまうことは誰にでもあるだろう。臨床場面においても，自身の感情を評価せず

に気づかせることを介入方法として用いるのは非常に困難であると考えられる。むしろ，

自身の感情に気づく際に，どのような評価をすると抑うつに陥るのかについても検討する

方が抑うつの持続を防ぐ予防的介入への示唆にも繋がるといえる。 
そこで，本研究では，反すうがメタ・ムードを経て抑うつにどのように影響を及ぼすの

かについて検討することを第 1 の目的とする。 
さらに，「②抑うつと関連した特定の情報を脱中心視・脱同一視の視点で処理すること」

に関しては，臨床場面でマインドフルネス認知療法として用いられているが，実証研究は

数少ない。反すうが脱中心化とどのように関連し，抑うつに影響を及ぼすのか検討するこ

とは，今後の臨床場面において適切な介入を考える上でも役立つ知見になるといえる。 
そこで，本研究では反すうと脱中心化との関連および，抑うつへの影響について検討す

ることを第 2 の目的とする。 
それぞれの反すうがメタ・ムードや脱中心化を経てどのように抑うつを持続或いは軽減

するのかを明らかにすることによって，適応的なメタ・ムードと脱中心化の活用を促進す

ることにより，抑うつの持続を防ぐための介入に繋げることができると考えられる。 
 
 

2.方法 
 

（１）調査対象者 

大学生・専門学校生を対象とし質問紙を配付し有効回答数 370 名（男性 63 名, 女性 302
                                                   
7  メタ・ムードの類似概念として，感情制御（mood regulation）がある。どちらも気分を調整するとい

う点においては類似しており，John & Gross（2007）においても，メタ・ムードは感情制御の過程であ

る気晴らしや再評価，抑制と関連があることが示されている。しかし，感情制御は感情の「調整」に重

点を置いているのに対し（Larsen, 2000），メタ・ムードは感情の「調整」だけではなく感情に「気づ

く」という視点も含まれている。Teasdale（1999）らの示唆した抑うつ的連動形態の不活性化には感情

に気づくことが重要である。そのため本研究では，メタ・ムードの概念を用いて反すうと抑うつとの関

連について検討することとした。１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１ 
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名, 不明 5 名, 平均年齢 21.53 歳, SD＝3.65）を分析の対象とした。なお，調査対象者の負

担を考慮し，メタ・ムードを測定する自己に関する不快感情尺度と脱中心化傾向尺度は，

いずれか 1 つを実施した。 
 

（２）質問紙の構成  

反すう  

研究Ⅰで作成された拡張版反応スタイル尺度を用いた。この尺度は「回避（10 項目）」，

「問題への直面化（6 項目）」，「ネガティブな内省（7 項目）」，「気分転換（7 項目）」の 4
つの下位尺度から構成されるが，本研究では，反すうと関連している「問題への直面化」

と「ネガティブな内省」を用いた（4 件法）。 

メタ・ムード（191 名; 男性 39 名, 女性 149 名, 不明 3 名, 平均年齢 20.23 歳, SD=1.68） 
鈴木・木野・速水・中谷（1999）による自己に関する不快感情尺度を用いた。これはメ

タ・ムードの定義に基づいて作成された Trait Meta-Mood Scale（TMMS；Salovey, Mayer, 
Goldman, Turvey, & Palfai, 1995）を参考に作成された尺度である。「自己の不快感情の調

整（13 項目）」，「自己の不快感情への関心（12 項目）」，「不快感情を持つことへの不快感（11
項目）」の 3 つの下位尺度から構成され，「あてはまらない（1 点）」，「ややあてはまらない

（2 点）」，「どちらでもない（3 点）」，「ややあてはまる（4 点）」「あてはまる（5 点）」まで

の 5 件法で回答するものである。また，この尺度は TMMS と比較して，自己の不快感情に

特化した点とTMMSで他の因子と区別されていなかった評価的側面に着目している点が優

れていると考えられる。なお本研究では，因子負荷量が.40 未満の項目および複数の因子

に.30 以上の負荷を示す項目を削除し，「自己の不快感情の調整（10 項目）」，「自己の不快

感情への関心（8 項目）」，「不快感情を持つことへの不快感（6 項目）」を用いた。 
脱中心化（179 名; 男性 24 名, 女性 153 名, 不明 2 名, 平均年齢 22.82 歳, SD=4.03） 
越川・川崎（2009）による脱中心化傾向尺度を用いた。この尺度は，「困難な状況での気

づき（4 項目）」，「回避への気づき（3 項目）」，「考えと事実の分離（3 項目）」，「メタ的観察

（3 項目）」の 4 つの下位尺度から構成され，「あてはまらない（1 点）」，「ややあてはまら

ない（2 点）」，「どちらでもない（3 点）」，「ややあてはまる（4 点）」「あてはまる（5 点）」

までの 5 件法で回答するものである。 
抑うつ 

CES-D（Center for Epidemiologic Studies Depression Scale）の日本語版（島他, 1985）
を用いた（20 項目，4 件法）。 
 
（３）手続き 

調査は講義時間終了後，一斉に質問紙を配付し，1 週間の提出期限を設け，後日，学内に

設置したレターケースにて回収した。また，倫理的配慮という観点から調査の際，研究の
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目的と意義を丁寧に説明し，回答するか否かは個人の自由意思に基づいて選択できること

および，途中で回答を中断したり，回答したくない項目については飛ばして回答しても良

いこと，結果や回答の有無は授業の成績とは無関係であることを伝えた。なお，実施にあ

たっては名古屋大学大学院教育発達科学研究科倫理委員会に計画書を提出し，承認を得た。 
 

 

3.結果 
 

（１）尺度の構成と基本統計量 

各尺度について α 係数を算出したところ，反すうと抑うつに関しては，高い内的整合性

が示された。そのため，反すうは仮定された下位尺度ごとの加算平均を下位尺度得点とし

た。なお，抑うつに関しては先行研究と同様に尺度の合計得点を尺度得点として算出した。

メタ・ムードに関しては，鈴木他（1999）が作成した尺度から各因子に対して負荷量の高

い項目を用いたため，事前の想定通りの 3 因子構造となることを確かめるために，確認的

因子分析を行った。その結果，適合指標は GFI = .901, AGFI = .894, CFI = .907, RMSEA 
= .049 と一定の適合度を示したため，概念に一致する 3 因子構造（自己の不快感情の調整，

自己の不快感情への関心，不快感情を持つことへの不快感）が示されたと判断した。また，

脱中心化に関しては，信頼性が十分に保証されていないことから，想定通りの 4 因子構造

となることを確かめるために，確認的因子分析を行った。その結果，適合指標は GFI = .931, 
AGFI = .854, CFI = .921, RMSEA = .048 と一定の適合度を示したため，概念に一致する 4
因子構造（困難な状況での気づき，回避への気づき，考えと事実の分離，メタ的観察）が

示されたと判断した。基本統計量は Table5-10 に示した。 
 
（２）各尺度得点間相関 
続いて，尺度得点間の相関係数を算出した（Table5-11）。問題への直面化は，自己の不快

感情の調整や自己の不快感情への関心，困難状況での気づきや回避への気づきと正の相関

を示した。 
ネガティブな内省は，自己の不快感情の調整や考えと事実の分離と負の相関を示し，自

己の不快感情への関心および不快感情への不快感と正の相関を示した。 
抑うつとの関連では，問題への直面化や自己の不快感情の調整，困難状況での気づき，

考えと事実の分離，メタ的観察は負の相関を示し，ネガティブな内省や自己の不快感情へ

の関心，不快感情を持つことへの不快感は正の相関を示した。ここで男女別に各尺度の基

本統計量（Table5-12）と尺度得点間の相関（Table5-13）の比較を行った。その結果，一

部性差の見られる箇所もあったが，全体的な傾向として基本統計量，相関の双方において

男女で著しい差異は見られなかったため，男女合わせた全体で検討した。 
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Table5-10 各尺度の基本統計量 

  得点範囲 平均値 標準偏差 α 
 拡張版反応スタイル尺度（N = 370）       
  問題への直面化 1-4  2.67 .61 .81 
  ネガティブな内省 1-4  2.32 .60 .77 
 メタ・ムード（N = 191） 

    
  自己の不快感情の調整 1-5  2.99 .73 .86 
  自己の不快感情への関心 1-5  3.31 .82 .88 
  不快感情を持つことへの不快感 1-5  2.74 .72 .66 
 脱中心化（N = 179） 

    
  困難な状況での気づき 1-5  3.34 .70 .80 
  回避への気づき 1-5  3.75 .67 .68 
  考えと事実の分離 1-5  2.76 .65 .65 
  メタ的観察 1-5  2.87 .64 .61 
 抑うつ（N = 370） 0-60 19.48 9.45 .88 
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Table5-12 各尺度の男女別の基本統計量 

      男性  女性 
t 値 

Cohen's      
d       平均値 標準偏差  平均値 標準偏差 

拡張版反応スタイル 
         

 問題への直面化 
 

2.79 0.55  
 

2.61 0.60  1.61 
 

0.31  
 ネガティブな内省 

 
2.43 0.63  

 
2.31 0.56  1.18 

 
0.21  

メタ・ムード 
          

 自己の不快感情の調整 
 

2.98 0.70  
 

3.00 0.75  0.11 
 

0.03  
 自己の不快感情への関心 3.18 0.71  

 
3.33 0.84  1.01 

 
0.18  

 不快感情を持つことへの不快感 2.70 0.77  
 

2.77 0.71  0.52 
 

0.10  
脱中心化傾向 

         
 困難な状況での気づき 

 
3.41 0.66  

 
3.33 0.71  0.46 

 
0.11  

 回避への気づき 
 

3.81 0.80  
 

3.76 0.64  0.27 
 

0.11  
 考えと事実の分離 

 
2.75 0.62  

 
2.76 0.66  0.10 

 
0.08  

 メタ的観察 
  

3.22 0.81  
 

2.82 0.59  2.80 ** 0.64  
抑うつ     20.82 12.13   18.79 8.47  0.97   0.22  

**p < .01 
注：拡張版反応スタイル・抑うつ:N = 370（男性 63 名，女性 302 名，不明 5 名）,メタ・ムード:N = 191

（男性 38 名，女性 150 名，不明 3 名）,脱中心化傾向:N = 179（男性 25 名，女性 152 名，不明 2 名） 
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（３）反すうとメタ・ムードが抑うつに及ぼす影響   
反すうがどのようにメタ・ムードと関連し，抑うつに影響を及ぼすのかを検討するために，共分散

構造分析を行った。まず，反すう→メタ・ムード→抑うつという過程を想定したモデルについて検討

したところ，適合指標はχ2（2）＝ .68, ns, GFI = .999, AGFI = .987, CFI = .999, AIC = 
38.638, RMSEA = .032 となり，モデルのデータへの適合は良好であることが示された

（Figure5-3）。次に，反すう→抑うつ，メタ・ムード→抑うつという媒介を仮定しないモデルについて

も併せて検討したところ，適合指標はχ2（6）＝ 104.48, p < .001, GFI = .860, AGFI = .511, 
CFI = .500, AIC = 134.481, RMSEA = .298 となり，Figure5-3 のモデルに比べてデータの適合

は劣ることが示されたため，最終的に Figure5-3 のモデルを採用した。このモデルでは，問題への

直面化が自己の不快感情の調整，自己の不快感情への関心に対して有意な正のパスを示し，抑

うつにも有意な負のパスを示していた。一方，ネガティブな内省は自己の不快感情への関心，不快

感情を持つことへの不快感，および抑うつに対して有意な正のパスを示し，自己の不快感情の調

整に対して有意な負のパスを示した。また，自己の不快感情の調整は抑うつに有意な負のパスを，

不快感情を持つことへの不快感は抑うつに有意な正のパスを示していた。 
 
（４）反すうと脱中心化が抑うつに及ぼす影響   

反すうがどのように脱中心化と関連し，抑うつに影響を及ぼすのかを検討するために，反すう→

脱中心化→抑うつというモデルを想定して共分散構造分析を行った。その結果，適合指標はχ2 

（6）＝ 7.50, ns, GFI = .998, AGFI = .963, CFI = .994, AIC = 65.497, RMSEA = .037 となり，

モデルのデータへの適合は良好であることが示された（Figure5-4）。次に，反すう→抑うつ，脱中

心化→抑うつという媒介を仮定しないモデルについても併せて検討したところ，適合指標はχ2（8）

＝ 53.305, p < .001, GFI = .922, AGFI = .729, CFI = .816, AIC = 93. 305, RMSEA = .184
となり，Figure5-4 のモデルに比べてデータの適合は劣ることが示されたため，最終的に

Figure5-4 のモデルを採用した。このモデルでは，問題への直面化が困難状況での気づき，回避

への気づきに対して有意な正のパスを示し，抑うつには有意な負のパスを示していた。一方ネガテ

ィブな内省は考えと事実の分離に対して有意な負のパスを示し，抑うつに対して有意な正のパス

示した。また，困難状況での気づきや考えと事実の分離は抑うつに有意な負のパスを示していた。 
 

 

 
 

 

 

 

 



第５章 反すうと抑うつの持続における緩衝要因の検討 
 

 - 98 - 

 



第５章 反すうと抑うつの持続における緩衝要因の検討 
 

 - 99 - 

 



第５章 反すうと抑うつの持続における緩衝要因の検討 
 

 - 100 -

4.考察 

 
（１）反すうとメタ・ムード，脱中心化および抑うつとの関連 

本研究の目的は，反すうを問題への直面化とネガティブな内省の 2 側面から捉え，反す

うがメタ・ムードや脱中心化を媒介して抑うつに及ぼす影響を検討することにより，反す

うから抑うつの持続へ陥らないための示唆を得ることであった。まず反すうと抑うつとの

関連では，問題への直面化は抑うつを軽減し，ネガティブな内省は抑うつを悪化させるこ

とが示された。この結果は前章の研究の知見と一致しており，反すうの側面によって抑う

つへの影響が異なるということは，ある程度一貫した結果であるといえる。 
次に，反すうごとにメタ・ムードおよび脱中心化から抑うつへの影響について考察する。

まず，問題への直面化を行うほど，不快感情の調整や困難状況での気づきが高まり，抑う

つを軽減することが見いだされた。従って問題への直面化は直接抑うつを軽減するだけで

はなく，メタ・ムードや脱中心化を通して抑うつを軽減することが明らかとなった。問題

への直面化が高いほど，困難状況や抑うつ気分が生じてもその状態から距離をおいて自分

自身や現状を眺めることができる状態であると考えられる。よって問題への直面化が高ま

れば，自身の抑うつ気分にのまれることもなく，抑うつが持続することはないだろう。ま

た，自身の不快感情を調整できるという自信は，現状を客観視する一助となるため，反す

うと抑うつ的連動形態の連結を切り離し，抑うつを軽減すると考えられる。 
一方，ネガティブな内省が高いほど，不快感情を持つことへの不快感が高く，不快感情

の調整や考えと事実の分離ができず，抑うつが悪化することが示された。ネガティブな内

省が高いほど，抑うつ気分が生じている中で感情を調整できない原因を探ろうとし，自己

の否定的な側面に注意を向ける可能性がある。さらに自身の考えと事実を切り離して考え

ることが難しいため，不快感情を抱き，それを調整できない自分をダメな自分と認知して

しまう結果，連動形態はより強固になり，抑うつも持続されるという悪循環に陥る可能性

が示唆される。 
また，双方の反すうとも不快感情への関心との関連が高かったが，不快感情への関心は

抑うつに影響を及ぼさなかった。これまで自己に注意を向けることや不快感情に注意を向

けることは，抑うつへの第一歩のように捉えられてきたが（Nolen-Hoeksema, 1991），本

研究の結果を踏まえると不快感情に注目すること自体は悪いことではないと示唆される。

むしろ，注目した不快感情をどの視点でどのように評価するのかが抑うつに影響すると考

えられる。 
 

（２）課題  

本研究では，反すうを 2 側面から捉え，それぞれの反すうがメタ・ムードと脱中心化を

経て抑うつにどのように影響を及ぼすのかを検討し，反すうが抑うつに陥る要因を明らか
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にしたことによって，抑うつの持続プロセスにおける一つの示唆を得ることができたとい

える。しかし，研究Ⅵと同様に，性差が検討されていない点が課題として挙げられる。本

研究は対象者の多くが女性であったため，得られた知見は女性のデータの影響を受けてい

る可能性が示唆される。 
また，本研究ではネガティブな内省と抑うつとの関連における直接的な緩衝効果を見い

だすことができなかった。本章では，気晴らしとソーシャルサポート，メタ・ムードおよ

び脱中心化に着目し，反すうと抑うつとの関連について検討した。その結果，反すうの中

でもネガティブな内省と抑うつとの関連に影響を及ぼしていたのは情緒的サポートのみで

あった。しかし，これらの要因は，例えば友人や家族と話すこと（気晴らし）によって，

共感してもらえたり（ソーシャルサポート），物事を客観的に見ること（脱中心化）に繋が

るといったように単独ではなく，相互に影響しあうことも考えられる。反すうから抑うつ

の持続に陥らないための効果的な方法の示唆を得るには，こうした要因間の関連を明確に

することが必要になるだろう。 
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第 1節 本研究の結論と意義 

 

 
 本研究では，反すうの構成概念の問題性について概観し，反すうによる抑うつの持続プ

ロセスについて展望した。本研究では以下の目的について実証的に研究を進めた。第一に，

これまで不十分であった反すうを測定する尺度の開発を行い，反すうの構造（研究Ⅰ）と

機能（研究Ⅱ）および，抑うつの持続との関連（研究Ⅲ）について検討した。次に，反す

うと抑うつの持続との関連を緩衝する要因を抽出する際の有益な手がかりを得るために，

反すうを行っている際の認知・行動過程を明らかにする研究を行った（研究Ⅳ）。さらに，

得られた反すうと抑うつの持続の緩衝要因をもとに，その効果を実証した（研究Ⅴ，研究

Ⅵ，研究Ⅶ）。 
 本章では，以上の 3 点について明らかとなった成果に即しつつ本研究で得られた知見と

その意義を述べる。 
 
 
1.本研究で得られた知見と意義 

 

本研究では，抑うつの持続に影響を及ぼすとされる反すうについて，プロセスの視点を

もとに，反すうと抑うつの持続との関連を緩衝する要因を検討することにより，抑うつの

持続に陥らないための有益な示唆を得ることができた。以下では各研究で得られた示唆に

ついて述べる。 
研究Ⅰ（第 2 章）では，反すうを測定する拡張版反応スタイル尺度を作成し，その構造

について検討した結果，反すうについて，抑うつや原因などに対して問題解決へ動機づけ

られる「問題への直面化」と自己に注意を向けて考え込む「ネガティブな内省」の 2 側面

からなることが示された。このうちネガティブな内省は従来通り抑うつを悪化させるが，

問題への直面化は抑うつを軽減することが示され，反すうが抑うつに及ぼす影響を考える

上で，反すうを多側面から検討することの重要性が示唆された。 
研究Ⅱ（第 2 章）では，反すうが抑うつの心理的要因か抑うつに随伴する特徴かについ

て，反すうの機能を検討した。交差遅延効果モデルを用いて検討したところ，問題への直

面化が高いほど 2 ヶ月後の抑うつが減少し，ネガティブな内省が高いほど 2 ヶ月後の抑う

つが悪化するなど反すうから抑うつへの影響が見られたが，抑うつから反すうへの影響は

示されなかった。従って，反すうが抑うつの心理的要因として機能することが明らかとな

り，反すうを 2 側面から捉え，抑うつへの影響を検討することは，抑うつの予防や治療，

介入への示唆を得るという点においても意義があるといえる。 
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研究Ⅲ（第 3 章）では，抑うつの持続という観点から反すうの 2 側面との関連について

明らかにした。まず，反すうを問題への直面化とネガティブな内省から捉え，抑うつの時

系列的変化との関連について検討した。その結果，ネガティブな内省が高い場合は，抑う

つが持続することが明らかとなった。一方，問題への直面化やネガティブな内省が低い場

合は，出来事直後の抑うつは高いものの時間経過に伴って急速に抑うつが軽減されるが，

問題への直面化が低い場合よりも高い方がより早期に軽減されることが明らかとなった。

これまでの研究では，反すうは抑うつの持続に影響を及ぼす要因として捉えられ，反すう

自体を軽減するアプローチが考えられてきたが（Watkins, et al., 2007），本研究によって反

すうには抑うつを持続する「ネガティブな内省」と抑うつを軽減する「問題への直面化」

の 2 側面が見いだされた点は意義があると考えられる。 
研究Ⅳ（第 4 章）では，反すうによる抑うつの持続プロセスを検証するために，先行研

究で十分に検証されていない観点である反すうと抑うつの持続の緩衝要因について検討し，

ネガティブな内省をしていたとしても（1）気晴らしをすることや（2）ソーシャルサポー

トを得ること，（3）脱中心化を行うことが抑うつ気分の軽減に繋がることが示唆された。

問題への直面化は直接抑うつを軽減するが，（1）ソーシャルサポートを得ることや（2）脱

中心化を行うことによっても軽減する可能性が示された。 

研究Ⅴ（第 5 章）では，緩衝要因として示唆された気晴らしの効果について検討した。

気晴らしを対人的気晴らし，衝動的気晴らし，個人的気晴らし，消費的気晴らしに分類し，

反すうと抑うつの緩衝効果について検討した結果，ネガティブな内省に関しては，どの気

晴らしも抑うつへの緩衝効果は示されなかった。また，問題への直面化は直接抑うつを軽

減することが示されたが，対人的気晴らしをすることによって抑うつが悪化することが示

された。 
研究Ⅵ（第 5 章）では，ソーシャルサポートの緩衝効果について検討を行った。ソーシ

ャルサポートを手段的サポートと情緒的サポートに分類し，反すうと抑うつの緩衝効果に

ついて検討したところ，情緒的サポートがネガティブな内省と抑うつの緩衝要因となるこ

とが明らかとなったが，問題への直面化の緩衝効果は示されなかった。 
研究Ⅶ（第 5 章）では，メタ・ムードと脱中心化の緩衝効果について検討を行ったとこ

ろ，ネガティブな内省の直接的な緩衝効果は示されなかったものの，（1）不快感情の調整

ができると考えること，（2）もし，不快で調整できないという考えが浮かんできてもその

考えは事実とは異なることに気づくということが抑うつの軽減に重要であることが示唆さ

れた。 
以上，本研究で得られた示唆についてまとめた。これまで反すうが抑うつの持続に悪影

響を及ぼすことが指摘されながらどのようにすれば抑うつの軽減に役立つのかについては

ほとんど検討されていなかった。本研究では，日常生活において行われる反すうについて

抑うつの持続プロセスや緩衝要因の観点から検討することにより，反すうから抑うつの持
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続に陥らないための具体的な示唆が得られたといえる。 
 本研究で得られた示唆は，反すうを問題への直面化とネガティブな内省の 2 側面から抑

うつとの関連を検討し先行研究の知見を深めることができた点，抑うつの持続プロセスと

緩衝要因を検討したことで受動性のある反すうに対する抑うつ軽減アプローチについても

有益な示唆を提供したという点において意義があるといえる。 
以下では，反すうと抑うつの持続との関連を緩衝する要因について考察する。最後に，

研究を発展させていくために重要な課題について提示する。 
 

 

2.反すうによる抑うつの持続プロセスおよび緩衝要因の検討 

 
（１）反すうによる抑うつの持続プロセスの視点からのアプローチ 

―緩衝要因に着目する重要性 
 これまでの反すう研究では，他の抑うつの心理的要因と比較した反すうの影響や反すう

から抑うつへの予測に焦点が当てられ，反すう自体や反すうによる抑うつ持続プロセスを

詳細に検討する視点は見られなかった。しかし，反すうが受動的な側面を含む以上，反す

うの不適応的な側面の検討や反すう自体を軽減するような実践的研究だけでは抑うつの持

続をくい止めることはできない。反すうをしていたとしても抑うつの持続に陥らないため

の緩衝要因について明確にすることが重要であるといえる。 
そこで，本研究では，反すうがどのように抑うつの持続へ繋がるのか，プロセスの視点

から検討した。その結果，緩衝要因として，気晴らしやソーシャルサポート，脱中心化が

見いだされ，さらに反すうの側面によって緩衝効果が異なることが示された。プロセスの

視点をもとに緩衝要因について検討することによって，ネガティブな内省のような受動的

な反すうだけではなく，問題への直面化のように意図的な反すうにも緩衝要因を適用する

ことが可能であり，これまでの研究で明らかにされていなかった反すうを抑制することな

く抑うつの持続を防ぐための示唆を得ることができた。 
以下では，本研究で得られた示唆に基づき，反すうによる抑うつの持続プロセスと緩衝

要因について考察する。 
気晴らしが反すうと抑うつの関連に及ぼす影響 

研究Ⅴでは，気晴らしを緩衝要因として，それぞれの反すうが抑うつにどのような影響

を及ぼすのか検討した結果，問題への直面化が低い場合は対人的気晴らしを行うほど抑う

つが軽減されることが示され，問題への直面化が高い場合は対人的気晴らしを行うほど抑

うつが高められることが示された。つまり，抑うつの軽減に効果的である問題への直面化

と対人的気晴らしは，併用すると却って抑うつの悪化を招いてしまう可能性が示唆された。

一方，ネガティブな内省に関しては気晴らしの緩衝効果は見られなかった。気晴らしの中
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で抑うつを軽減することが示されたのは対人的気晴らしのみである。対人的気晴らしは，

リスクやコストを伴わず，多くの注意容量を要するものである。そのため，抑うつ気分の

原因や結果から注意を逸らすことが可能となり，抑うつが軽減すると考えられる。 
しかし，気晴らしへの注意容量が大きいことが，問題への直面化の解決策産出を阻害し，

ネガティブな内省の抑うつや原因・結果に向けた注意を移行できず，たとえ気晴らしをし

ていたとしても気晴らしに集中できない状況を生み出しているといえる。また，抑うつが

高く反すうしやすい人は，抑うつ気分を解消するような楽しい活動に従事したがらないこ

とが見いだされている（Lyubomirsky & Nolen-Hoeksema, 1993）。特に注意容量や活動量

を多く必要とする対人的気晴らしは，意欲が低下している際には困難であると考えられる。

そのため，無理やり気晴らしを促しても更なる悪循環に陥る可能性がある。 
以上，研究Ⅴにより気晴らしの緩衝効果は示されなかった。緩衝要因から抑うつの持続

を防ぐためには，気晴らし以外の要因も念頭に置く必要がある。以下では，続く研究Ⅵ，

Ⅶで明らかとなったソーシャルサポート，メタ・ムードおよび脱中心化の緩衝効果の示唆

について述べる。 
ソーシャルサポートが反すうと抑うつの関連に及ぼす影響 

研究Ⅵでは，反すうと抑うつとの関連におけるソーシャルサポートの緩衝効果について

検討したところ，情緒的サポートの入手可能性が高いほどネガティブな内省を行っていて

も抑うつが軽減されることが示され，反すうから抑うつの持続を防ぐための有効な示唆を

得ることができたといえる。ソーシャルサポートが得られるという認知は，自己の肯定的

側面に注意を向けている状態であり，過度に自己の否定的な側面に注意を向けず，そのこ

とが状況に向き合うことに役立ち，抑うつの持続を防ぐと考えられる。 
また，反すうの対象についても新たな知見が得られた点は意義があるといえる。上述し

た Nolen-Hoeksema & Davis（1999）では，死別体験に対するネガティブな内省と情緒的

サポートについて検討し，情緒的サポートをより多く得ている人は，ネガティブな内省を

行っても抑うつが軽減されることが示されている。本研究では，問題への直面化とネガテ

ィブな内省の対象については検討していないが，第 3 章（研究Ⅲ）で挙げられている反す

うの対象は卒業論文やレポートの提出などの学業達成状況や友人や家族とのけんかなどの

対人関係状況など日常的に生じる状況であった。つまり，情緒的サポートの緩衝効果は，

死別体験のようなライフイベントだけではなく，日常生活で日々生じる出来事についても

有効であることが示唆された。 
以上の点を踏まえ，反すうの中でもネガティブな内省から抑うつの持続に陥らないよう

にするために，情緒的サポートの入手可能性を高く認知し，抑うつや，その原因，結果か

ら注意を切り替え，問題解決や気分の緩和に繋げることが重要である。 
脱中心化が反すうと抑うつの関連に及ぼす影響 

研究Ⅶでは，脱中心化やメタ・ムードを媒介して抑うつに及ぼす影響を検討した。その
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結果，問題への直面化は直接抑うつを軽減するだけではなく，脱中心化やメタ・ムードを

通して抑うつを軽減することが明らかとなった。一方，ネガティブな内省が高いほど，不

快感情を持つことへの不快感が高く，不快感情の調整や考えと事実の分離ができず，抑う

つが悪化することが示された。 
本研究の結果を踏まえて，Teasdale（1999）らの抑うつの軽減への示唆に鑑みると，①

認知や感情に気づく際に，その感情を不快と感じず，調整できると考えること，もし，不

快で調整できないという考えが浮かんできても，②その考えは事実とは異なることに気づ

くことが重要である。特に，ネガティブな内省が高いということは，不快な感情や思考に

とらわれ，現実世界を見失っている状態である。抑うつの持続に陥らないためには，その

とらわれている感情や思考は，ある時点での一つの考えにすぎないこと，現実世界とイコ

ールではないことを当事者の立場から一歩引いてみることが大切であると考えられる。抑

うつ気分が生じている状況に対して客観的な視点でとらえることは，マインドフルネス認

知療法でも行われているものである。この介入では，反すうにとらわれるのではなく，状

況に対する事実を客観的に捉える視点を養うことになり，憂うつな状況に対する過度なネ

ガティブな内省や抑うつの持続を防ぐことに役立つといえる。 
 
以上，本研究の結果から反すうによる抑うつの持続プロセスと緩衝要因について考察し

た。Figure6-1 では，第 2 章で作成されたモデル図（Fgure2-2 反すうの構造と抑うつの

持続との関連）をもとに，プロセスと緩衝要因との関連について整理した。 
本研究では，これまで単一の概念として提唱されてきた反すうを 2 側面から捉え，それ

ぞれの反すうが抑うつの持続への異なる影響を示した点において意義があると考えられる。 
問題への直面化はそれ自体が抑うつを軽減することに効果的であるが，問題解決へ熟考

している際に自身の感情に気づき，その感情を調整できるという自信を持つことによって

抑うつが軽減されることも示された。また，一連の問題解決へ向けた思考中に対人的気晴

らしを行うことは，状況改善の思考を妨げることになり，抑うつが悪化することも明らか

となった。従って，抑うつを軽減する問題への直面化はどのような認知・行動を伴うかが

抑うつの持続を防ぐ上で重要であるといえる。 
一方，ネガティブな内省は抑うつを悪化させることが示されたが，不快感情への不快感

を軽減し，不快感情の調整への自信を高めたり，考えと事実の分離を行うことによって，

抑うつが軽減されることが示唆された。さらに，他者からの情緒的サポートの入手可能性

が高いほど，ネガティブな内省が高くても抑うつが軽減されることが明らかとなった。本

研究では，実証的に検討していないものの，抑うつが軽減されることによって，抑うつか

らネガティブな内省への影響も軽減され，抑うつの持続を防ぐことにも繋がると考えられ

る。 
これまでの実践研究は，反すうと気晴らしを比較して，より適応的な気晴らしを対象者
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に実施させる介入が中心であった（及川, 2003b）。このような従来の観点からは，反すう自

体を軽減し，より効果的な要因を高めるといった介入が考えられる。本研究の知見を照ら

し合わせると，反すうの中でも問題への直面化を高め，ネガティブな内省を軽減するとい

う介入が考えられる。しかしながら上述した通り，反すうの受動性を考慮すれば，単にネ

ガティブな内省を軽減するのではなく，不快感情への不快感を軽減したり，不快感情の調

整への自信や考えと事実の分離，情緒的サポートの入手可能性の認知を高めることによっ

て，ネガティブな内省から抑うつの持続に陥らないようにする試みが，日常的な反すう場

面において，より有益であるといえる。 
以下では，本研究から得られた示唆に基づいて緩衝要因により抑うつの持続を防ぐため

の介入について論じる。 
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注：実線は正の影響，破線は負の影響を示した。なお，関連のある要因のみ抜粋した。 

Figure6-1 反すうによる抑うつの持続プロセスおよび緩衝要因との関連 

抑うつの原因，意味，結果 
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 （２）緩衝要因へのアプローチから抑うつの持続を防ぐための示唆 

本研究で示唆されたように，反すうには受動的な側面があり，プロセスの視点をより重

視した介入が重要であると思われる。これまでの研究では，抑うつの持続に対してより適

応的な対処を行うためにいくつかの介入の視点が提示されてきた。それらのほとんどが反

すうの軽減に着目した視点である。例えば，Nolen-Hoeksema（1991）は，「抑うつ気分が

十分に解消されるだけの時間，反すうから気を逸らすこと」が反すうの軽減に効果的であ

ると指摘している。Lyubomirsky et al.（1998）では，抑うつ気分に対して反すうするより

も気晴らしが適応的であるとし，反すうを抑制する一方，気晴らしを促進するという視点

を提示し，実験的介入を重ねている。 
このように，反すうの軽減に着目する介入は反すうを軽減或いは抑制するために，より

適応的とされる気晴らしに変えていくという試みが中心となる。抑うつ気分が生じた時の

反応を変えるという介入は理解しやすく有効な観点の 1 つであるといえる。しかし，意図

的に行われた反すうには効果的であるが，受動的な反すうにはさらなる抑うつを引き起こ

すという弊害も考えられる。そこで，本研究では反すうから抑うつの持続に陥るプロセス

をもとに緩衝要因を検討することにより，反すうの軽減を目指す介入では十分でなかった

点について有益な情報を提供するといえる。 
以下では，本研究から得られた示唆に基づいて，緩衝要因から抑うつの持続を防ぐため

の介入を考える。 
緩衝要因への介入―心理教育に着目して 

近年，学校や職場のメンタルヘルスを促進するために，ストレス・マネジメントや抑う

つの予防を目指した心理教育的介入は不可欠なものとなってきている（及川，2003b）。プ

ログラムの実施形態は，心理教育による集団形式での介入が有効であるとされている

（Cardemil & Barber, 2001）。集団への介入はソーシャルサポートが得られる点や授業形

式のため個人の抵抗感が少なく，予防プログラムに導入しやすい点が利点として挙げられ

る。また，参加者が他者の対処法を学ぶ機会になると同時に自身の対処法を振り返る機会

にもなり，客観的な視点から自己理解や他者理解を深めることにも繋がる。 

そこで本研究でも集団による心理教育から緩衝要因への介入について言及する。 
本研究では，情緒的サポートがネガティブな内省における緩衝効果を示した。そのため，

情緒的サポートを促進する介入が考えられるが，気晴らしや脱中心化について直接的な「緩

衝効果なし」と判断するのは早計であろう。上述した通り，これらの緩衝要因は単独で行

われるものとは限らない。研究Ⅳでは自由記述式の質問紙調査にて，抑うつ気分を感じた

（憂うつな）出来事が起きた時の考えや行動，その後の気分，気分の変化の原因について

調査を行った。その際に，反すうから不快気分の緩和までの対処を時系列的に記述した回

答が見られた（例：友人と遊んだり，話を聞いてもらい気持ちを落ち着かせてから問題と

向き合う，自分の好きなことをしてスッキリする。その後に友だちや家族に話を聞いても
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らったりアドバイスをもらったりするなど）。統計的分析により実証されていないが，この

時系列的変化を踏まえると，まずは気晴らしへの介入に目を向け，気分を緩和・安定させ

た後に問題解決へ向けてソーシャルサポートや脱中心化を行うという心理教育的試みが提

案できる。 
まず，ネガティブな内省が高い人は，自己の否定的な側面に注意が向いているため，自

身が行う気晴らしに集中できないのではないだろうか。及川（2002）や及川・林（2010）
では，ネガティブな内省を行うことが気晴らしへの集中を妨げることを実証し，集中困難

であるほど問題解決を阻害し，気分悪化が強まることを明らかにしている。つまり，ネガ

ティブな内省が高い人は，気晴らしに集中できず問題解決にも至らず，さらに自身や状況

に対する否定的な意味づけを維持することによって，抑うつを悪化させる可能性が示唆さ

れる。 
気晴らしに集中するための介入を考える上では，坂本・西河（2002）による心理教育が

参考になる。この心理教育は，自己注目の肯定的活用を目指したものであり，自己注目す

る時間を制限するように教示している。時間制限があることにより，自己注目の肯定的な

影響を保持する一方，過度に自己注目を持続させて抑うつを悪化することを防ぐとされる。

また，及川・坂本（2007）では，女子大学生を対象とした心理教育において，気晴らしの

活用方法や気晴らしの有効性に関するワークを行い，統制群よりも介入群の方が抑うつ対

処の自己効力感が高まることを示した。 
これらの知見を応用すれば，気晴らしを行う際に，はじめに時間設定や気晴らしの有効

性や依存の弊害に関する教示を行うなどの試みも，集中を高めるために有効であると考え

られる。また，目標明確化志向が強く気分調整の自信が高い場合には気晴らしが肯定的結

果に結びつくという知見（及川，2002）に鑑みると，気晴らしが目標を明確にする手段で

あることを意識させることも重要である。 
以上の点からアプローチを試みることによって，ネガティブな内省が高い人でも効果的

に気晴らしを行うことができると考えられる。 
また，心理教育による集団への介入は，他者の気晴らし方法を知る機会となり実践へ向

けての有効な示唆を得ることができる。しかし，どのような気晴らしを用いれば良いか分

からない場合や気晴らしに集中することが困難な場合には，マインドフルネス認知療法の

エクササイズが参考になる。越川・島津・近藤（2010）では，大学生を対象に 3 分間呼吸

法，レーズンエクササイズ，マインドフルネスウォーキング，立位ヨガ，ボディスキャン

瞑想法，3 分間呼吸空間法を用いたところ，脱中心化が増加した。従って，適応的な気晴ら

しを提案することも重要であるが，気晴らしへの抵抗感や依存を考慮すると，心理教育に

おいてマインドフルネスで用いられている各エクササイズを促すようにすることも有効で

はないだろうか。また，これらのエクササイズは注意容量も大きいため，集中することに

も繋がるといえる。その際に，日常場面において不快感情を抱くことが問題ではなく感情



第６章 総括的討論 

 

 - 112 -

を調整できるという認知を持つことや事実と思考を分離することの重要性を示すことも有

効である。 
さらに，気晴らしに集中することは，自己の否定的側面から注意を逸らすことにも繋が

る。Lakey & Cassady（1990）は，ソーシャルサポートとストレスの相関の大部分は非機

能的態度や統制信念といった認知変数の個人差で統計的に説明できるとしている。Lindner, 
Sarason, & Sarason（1988）は実際のソーシャルサポートが得られなくても，サポートを

得られると認知できるものがあれば，ネガティブ感情は低下することを明らかにしている。

従って，抑うつや原因，結果から注意を逸らし，自己の肯定的な側面へ注意を向けること

ができればサポート知覚も高まるのではないだろうか。 
集団で心理教育を行い，情緒的サポートの重要性を解説することや及川・坂本（2007）

で実施された心理教育プログラムのようにグループディスカッションやロールプレイを行

うことにより，他者や自己の考えを理解することや適切な自己開示をすることにも繋がり，

実際のソーシャルサポートを得ることもできると考えられる。 
以上，プロセスの視点から緩衝要因について検討した本研究は，反すうが抑うつの持続

に及ぼす影響に関する先行研究の知見を深めることに貢献し，また，実際に反すうに対し

て気晴らしやソーシャルサポート，脱中心化を活用していく上でも役立つ示唆が得られた

と思われる。今後，抑うつの予防や持続を防ぐことを目指した心理教育的介入を行う際に

も，反すうには抑うつを軽減させる「問題への直面化」と抑うつを持続させる「ネガティ

ブな内省」があることを踏まえた上で，ネガティブな内省を行っていてもどのようにすれ

ば抑うつの軽減に繋がるのかについて，より具体的に考えていくことができるであろう。 
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第 2節 本研究の問題点と今後の展望 

 

 

本節では，本研究の意義を踏まえた上で，研究の発展のために，本研究の問題点と今後

の課題について述べる。ここでは，（1）反すうの測定方法，（2）緩衝要因間の関連を考慮

した検討，（3）方法の改善，（4）一般化の可能性という 4 点について言及する。 
 
 
1.反すうの測定方法 

 

本論文を構成する各研究は，反すうの頻度を測定する拡張版反応スタイル尺度を用いて

検討した。Nolen-Hoeksema（1991）に準拠した教示を行い，大学生が日常生活で経験す

る反すうの内容を抽出し，定義に即した尺度を作成した。反すうについて，「問題への直面

化」と「ネガティブな内省」という抑うつの持続への影響が異なる 2 側面を見いだし，測

定することが可能となったことは意義があるが，その一方で治療や介入を考慮する場合の

限界点も考えなければならない。 
本研究の尺度は，Nolen-Hoeksema（1991）らの反すうの定義をもとに，抑うつ気分が

生じた時に「どのように」「どのくらいの頻度で」反すうするかについての視点で作成した。

しかし，「何を」反すうするのか，反すうの原因となっている出来事や内容を組み込んだ検

討が必要である。例えば，喪失体験や対人ストレス状況のような自身では統制することが

困難な状況に対する反すうとテストやレポートの提出など何らかの課題を抱えている状況

に対する反すうでは，抑うつへの影響が異なるといえる。さらに一度生じた反すうがどの

程度持続するかについても検討することが望ましい。反すうの要素となる反復性は，ある

出来事によって生じた反すうが反復を経て収束するまでどのくらいの期間を要するのかと

いう視点で捉えられているが，一度収束した反すうが再度，意図的或いは受動的に行われ

るという視点も考えられる。 
抑うつの持続へのプロセスをより詳細に検討し，有効な介入方法の発展を促す上でも反

すうを多角的に捉えた測定法の開発が必要となる。 
 

 
2.緩衝要因間の関連を考慮した検討―応用可能性について 

 
本研究では，気晴らしとソーシャルサポート，脱中心化およびメタ・ムードに着目し，

反すうと抑うつとの関連に対する緩衝効果を検討した。その結果，反すうの中でもネガテ
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ィブな内省と抑うつの持続に対する緩衝効果が見られたのは情緒的サポートのみであり，

気晴らしや脱中心化などは直接的な緩衝効果を示さなかった。しかし，これらの要因は，

例えば友人や家族と話すこと（気晴らし）によって，共感してもらえたり（ソーシャルサ

ポート），物事を客観的に見ること（脱中心化）に繋がるというように単独ではなく，相互

に影響しあうことも考えられる。及川・林（2010）や Salovey, et al.（2002）では，メタ・

ムードが高いほど気晴らしを行うことや，気晴らしに集中することで肯定的情動が高まり

問題解決が促進されることを報告しており，反すうから抑うつの持続に陥らないための効

果的な要因の示唆を得るには，こうした要因間の関連を明確にすることが必要になるだろ

う。 
次に，反すうにおける抑うつの持続以外の不適応的な影響についても言及する。上述し

た通り，反すうは抑うつへの持続だけではなく，問題解決能力の阻害や否定的に偏った記

憶の想起などをもたらすことも示されている（e.g., Lyubomirsky et al., 1998）。そのため，

本研究で得られた知見は抑うつの持続を防ぐ上では役立つ可能性が示唆されたものの，そ

の他の要因を軽減するかどうかは明らかにされていない。脱中心化やメタ・ムードは短期

的には抑うつを和らげるが，長期的には反すうのその他の不適応的な影響の結果，抑うつ

を持続させる可能性も示唆される。しかし，抑うつが高いほど援助要請が抑制されやすい

ことや否定的な内容が想起されやすいことなどが示されている（e.g., 永井, 2010；田上, 
2002）ことを考慮すると，短期的にでも抑うつを軽減することは重要であると考えられる。

また，メタ・ムードが高いほど気晴らしを行うことや，気晴らしに集中することで肯定的

情緒が高まり問題解決が促進されることを踏まえると（及川・林, 2010；Salovey, Stroud, 
Woolery, & Epel, 2002），メタ・ムードや脱中心化は抑うつだけではなく，その他の要因に

直接影響を及ぼす可能性も示唆される。今後は，反すうと抑うつの持続との関連だけでは

なく，反すうがもたらす他の影響も考慮し，どのような要因が効果的なのかについて更な

る検討が望まれる。 
また，本研究では，研究の方向性として，反すうが不適応的に用いられ，抑うつを持続・

悪化させてしまうという点に着目して検討を行った。しかし，問題への直面化が不快感情

の調整や困難状況での気づきなど肯定的な側面と関連が示されたことから，反すうの肯定

的側面についても着目する必要がある。本研究ではネガティブな内省の肯定的側面につい

ては見いだされなかったが，抑うつの持続に対する予防的な取り組みとして治療や介入に

活かすことを考える上でも，肯定的側面について検討することは反すうの応用可能性を広

げることに繋がるだろう。 
以上，本研究の結果を土台として，今後，反すうの肯定的側面などの応用可能性も視野

に入れて，緩衝要因間の関連や反すうがもたらす抑うつの持続以外の不適応的な影響も考

慮し，反すうによる抑うつの持続プロセスを詳細に検討することが望まれる。 
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3.方法の改善―研究デザインの洗練 
 

本研究では，大学生を対象に質的検討と量的検討を合わせて検討することにより，日常

生活で行われている反すうについてより多くの情報を得ることができたと考えられる。加

えて，アナログ研究の枠組みを用いることにより，統計的検討も行いやすく，同様に大学

生を対象とした質問紙調査や実験といった量的検討を実施している先行研究の知見との比

較も行いやすいという利点がある。しかし，質的調査も量的調査も 1 時点や抑うつ気分が

生じてから 2 週間など短期間での調査であったため，抑うつの「持続」プロセスを検討す

るには十分でなかったといえる。また，ストレス状況が時間的推移により変化していくも

のであること（Lazarus & Folkman,1984；Carver & Scheier, 1994）を考慮すれば，より

長期間での縦断調査や調査時点を増やした検討を行い，詳細に反すうと抑うつの持続と関

連を把握する必要があると考えられる。さらに，抑うつの持続を検討する上では，より厳

密にプロセスの想起を促し，実際のプロセスに沿うよう工夫すべきである。今後は，以下

のような方法で研究を行うことが必要である。 
 

（１） 長期的縦断調査 

研究Ⅲでは，抑うつ気分が生じた出来事の直後からの反すうと抑うつの時系列的変化を

検討した。本研究で抽出された出来事の多くは卒業論文やレポート課題など期限が明確な

ものであった。このような問題解決に時間的制約がある場合には不適応的となる場合が多

い（Carver & Scheier, 1994）。また，テスト前後で対処の効果が異なることも指摘されて

いる。鈴木・嶋田・坂野（2001）では，課題の 1 ヶ月または数週間前から 1 週間前までは

ストレス反応があまり変化しないが，1 週間前からテスト直前にストレス反応が大きくなる

ことが報告されている。従って，卒業論文やレポート課題提出後も同様の反すうを行うの

か，抑うつが持続しているのかについては甚だ疑問である。本研究で抑うつが持続した人

の反すうや出来事の経過，抑うつの程度について追跡調査を行なうなど，長期的な検討を

行なうことも必要である。 
また，気晴らしなどの緩衝要因の効果を考える際にも時系列的変化を考慮する必要があ

る。Baumeister, Heatherton, & Tice（1994）によると，気晴らしは比較的直後の短期的影

響と，より長期的影響を分けて考えなければならないとされている。例えば，飲食は短期

的に気分を改善し活動レベルを上げたが，軽い運動の方が長期的には効果的であることが

報告されているように（Thayer, 1987），短期的には効果的でも，長期的に悪影響があれば，

適応的な緩衝要因であるとはいえない。 

さらに，本研究では，抑うつ気分が生じた時の反すうと気晴らしの頻度について検討し

たが，反すうと気晴らしが同時に行われているとは考えにくく，どのようなタイミングで

両者が行われているのか，気晴らしが反すうから注意を逸らすものとして機能していたか
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どうかは言及できない。反すうを行っている人は，自身の抑うつの原因や結果にとらわれ

ているため，一旦，反すうから気を逸らさせ，気分が緩和してから脱中心化や問題解決を

促し，再び反すうに陥らないようにするなど段階に応じた介入も考えられるだろう。従っ

て，問題への直面化やネガティブな内省を行っている際に，どのようなタイミングで気晴

らしやその他の緩衝要因を用いることがより効果的かについて時系列で長期的に検討する

ことが期待される。こうした研究は介入を行う上でも重要な情報を提供するであろう。 
 

（２） 多面的な検討 

本研究で概観した研究の多くは自己報告による質問紙調査であり，本研究でもその枠組

みに従って調査を実施した。大学生を対象とした自己記入式の質問紙による検討は，アナ

ログ研究の枠組みではよく行われるものである。しかし，自己報告の中でも，研究Ⅳで調

査した反すうの内容や期間などは報告時の主観に左右される可能性が高いと思われる。そ

こで，実際に反すうの頻度や一定期間の反すうへの集中の程度や継続期間，気晴らしやソ

ーシャルサポートなどその他の活動の遂行量など，より客観的な指標を多面的，かつ縦断

的に調査することにより，反すうによる抑うつの持続プロセスの理解に役立てることがで

きると考えられる。 
また，プロセスや緩衝要因のタイミングを検討する上では，面接調査や日誌法が有効で

ある。Nolen-Hoeksema（1991）は面接法を用いて RSQ の項目を抽出しており，Nolen- 
Hoeksema et al.（1993）は日誌法を用いて，大学生を対象に 30 日間にわたって抑うつ気

分の有無と反すう（ネガティブな内省）と気晴らしの程度を記録したところ，ネガティブ

な内省を多く行った人は抑うつが持続することを示した。このように面接調査や日誌法は，

反すうや緩衝要因による抑うつの変化についてより詳細に検討できるという利点がある。

さらに，日常的な文脈での反すうについて詳細な情報を提供するため，質問紙調査や実験

研究と併用して用いることにより多面的な検討が可能となると考えられる。 
 

（３） 実験および介入実践研究との統合 

本研究は，調査研究を用いて反すうによる抑うつの持続プロセス，とりわけ反すうと抑

うつの持続との関連を緩衝する要因に着目して，反すうから抑うつの持続に陥らないため

の示唆を得ることができた。今後は，本研究で得られた示唆を実際に介入に活かしていく

ためには，実験的検討や介入実践を重ね，緩衝要因を操作した上で反すうによる抑うつの

持続を検討することが必要である。 
例えば，先に今後の課題への提案として挙げた緩衝要因のタイミングを検討するために，

緩衝要因に関する課題を実施する時期を操作した実験的検討や，ネガティブな内省や問題

への直面化の継続期間を操作したり，緩衝要因の集中を高める実験的検討などを行うこと

により，反すうによる抑うつの持続への影響や緩衝要因の効果の差異を検討していくこと
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が重要であると考えられる。心理教育的介入を行う前に，こうした実験的検討を行うこと

により，実際の介入を行う上でも役立つ知見を蓄積することが必要である。 
これまでの反応スタイルの実験研究は，反すうと気晴らしを生じさせる課題を用いて行

われている。課題はそれぞれの反応課題に与えられた文章を読ませ，その内容をイメージ

させるものである。このような実験方法による検討では，反すうは抑うつを持続させ，気

晴らしは抑うつの軽減に有効であることが一貫して示されている（e.g., Morrow & 
Nolen-Hoeksema, 1990; Nolen-Hoeksema & Morrow, 1993）。この結果は，実験者によっ

て与えられた反すうや気晴らしを行った場合でも抑うつの持続に影響を及ぼすことが示さ

れ，反すうへの介入の可能性を示唆した。しかし，多くの実験で用いられている抑うつ気

分は，音楽などによって誘導された一時的な気分であり，誘導されたネガティブな気分は，

短時間で回復することが報告されている（藤原・岩永，2000）。そのため，日常生活で実

際に生じる抑うつ気分でも同様の効果が得られるか今後の課題である。さらに，緩衝要因

として挙げられるソーシャルサポートを実験的に操作することは限界もあり，質問紙調査

は今後も重要な方法であるといえる。今後は，調査研究で得られた知見と実験研究や介入

実践で得られた知見を統合し，反すうと抑うつの持続との関連を明らかにしていくことが

重要である。 
このような問題点と課題をもとに，今後は，ここで示された反すうによる抑うつの持続

プロセスおよび緩衝要因を多様な方法で検証することで発展が期待されるであろう。 
 
 

4.一般化の可能性―臨床サンプルにおける追認 

 
第 2 章でも考察したとおり，本研究のデータは大学や専門学校などに通学することが可

能な学生のみを対象としている。従って本研究は，日常生活に支障をきたすほどではない

が，抑うつを感じやすい大学生や専門学校生における反すうの問題を取り上げ，緩衝要因

を明らかにすることによって，抑うつの持続を防ぐための示唆を得る研究である。そのよ

うな意味でいえば，抑うつが高く，ネガティブな内省のような受動的な反すうを行う大学

生に対して，緩衝要因を提示することができたことは大きな意義があるといえる。このこ

とは，大学生の抑うつの持続を防ぎ，ひいては精神的健康の維持や増進に大いに寄与する

と考えられる。 
その一方で，本研究における成果の適応範囲をどの程度広げることが可能かについては

慎重に検討する必要がある。本研究では，上述した通り，うつ病の問題を深刻に抱える臨

床サンプルは対象としていない。そのため，本研究で得られた知見が臨床現場においても

有効であるかどうかは不明である。反応スタイル理論や反すう研究では，抑うつ者とうつ

病患者において反すうの構造が異なることは想定されていない。しかし，うつ病患者や回
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復者はネガティブな内省をすることによって社会的問題解決が阻害されるが，非抑うつ者

ではそのことが示されないなど，うつ病罹患経験の有無によって反すうの影響が異なると

いう知見（Watkins & Baracaia, 2002）を考慮するならば，臨床現場においても，本研究

の知見が適用可能かどうかを検討する必要があると考えられる。 
 

以上，今後検討すべき点について述べてきた。これらの点は，本研究では十分に扱うこ

とができなかった点であり，これらの点を考慮にいれて反すうによる抑うつの持続プロセ

スを発展させていくことが今後の課題となる。緩衝要因をはじめ，プロセスには多くの要

因が関連しているが，より洗練されたデザインの工夫が求められる。今後，緩衝要因間の

関係性やその効果を明確にし，緩衝要因を高めるスキルを身につけることを抑うつの持続

に陥らないための一手段とし，精神的健康を促進する介入について検討していくことが期

待される。 
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そして，本論文の研究は調査参加者の協力がなければ成し得ないことです。本論文の調

査は，抑うつ気分を喚起した出来事を想起してもらうという決して楽しいとは言い難い内

容ですが，時に「必要な研究だと思うので，頑張ってください」などの温かいご意見を寄

せていただき，研究の大きな励みとなりました。負担の大きな調査にも関わらず，真摯な

態度で取り組んでくださいました大学生・専門学校生の皆さんには心よりお礼を申し上げ

ます。 
最後に，ここまでずっと支えてくれ，安心して研究できる環境を与えてくれた家族に深

く感謝します。 
2014 年 1 月 

 

 


