
  東海学院大学人間関係学部          

            長谷川晃 
1 



複雑な心理的問題の発症・持
続・回復の過程にも、何らかの
法則がある。 
 

その法則を正確に理解し、それ
に沿って治療を行った場合、治
療効果が最大になる。 
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自己の抑うつ症状やその症状
が示唆することに焦点を当て
た行動や思考(Nolen-Hoeksema, 
1991)。 
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e.g.,  

  なぜこんなに落ち込んでしまっているんだ？ 

  なぜこんな事態になってしまったんだ？ 

  なぜあんなことをしてしまったんだ？ 



介入研究の限界点
の認識 
 

測定方法の洗練の
重視 
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反すうに関する 
ポジティブな信念 
（メタ認知的信念） 

反すう 

プラン 
・目標 

e.g., 
「反すうすることで、自分自身 
 の過去の過ちを理解できる」 



研究5 反すう傾向者が保持するメタ 

 認知的信念の探索（面接法） 

研究6・7 メタ認知的信念と反すう 

 の関連（質問紙法） 

研究8 反すうを測定する面接課題の 

 導入（準実験的研究） 

研究9 反すうの能動性に焦点を当て
た介入の効果（介入研究） 
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目的 

 反すうの能動性の規定因であると仮定され
る要因（メタ認知的信念、プラン・目標）
を変容することに焦点を置いた介入プログ
ラムの効果を検討し、モデルの妥当性に関
する知見を得ること。 

 

対象者 

 抑うつ傾向と反すう傾向の高い大学生23名
を、2週間の介入プログラムを受ける実験群
と特別な介入を受けない統制群に配置した。 
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実験群(n = 12) 
 

①反すうした場面の想起 
②心理教育 
 
③反すうの遅延課題 
④日誌の記入 
 ・反すうした時間(%) 
 ・気分状態 
 ・感想記入欄 

統制群(n = 11) 
 
①反すうした場面の想起 
 
 
 
②日誌の記入 
 ・反すうした時間(%) 
 ・気分状態 
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反すうのきっかけ 

反すうしない不利益 
に関する考え方 

 

反すうする利益 
に関する考え方 

反すう 

気分状態 
の変化 

考え方・記憶・ 
イメージの変化 

 

行動の変化 
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 1日の中で反すうして良い時間帯を30
分間指定する(反すうタイム)。 

それ以外の時間帯で反すうしているこ
とに気づいた場合、反すうすることを
反すうタイムまで遅延し、意識を今現
在の行動や身体の感覚に向ける。 

遅延させた反すうは、反すうタイムの
枠内で行う。 
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反すうに関するポジティブな信念
を反証する情報を集めるために設
置した。 

反すうする時間を制限した生活を
送る中で感じたことや、反すうす
る利益、反すうしない不利益につ
いてどのように考えたのか記入さ
せた。 
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自己や状況の洞察 
（メタ認知的信念） 

否定的考え込み（反すう） .54 ** 

** p<.01 



 反すうの推移に群間差が生じるように介入
プログラムの内容を決定したため、どの手
続き（＆どの要因の操作）が効果を引き起
こしたのか絞り込めなかった。 
 

 ・心理教育 

 ・反すうの遅延課題 

 ・日誌の感想記入欄 

 ・実験実施者とのコンタクト 

 ・参加者（＆実験実施者）の期待 
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 介入研究では「ある手続きに効果があるか
どうか」を検討するが、「その手続きにな
ぜ効果があるのか」を特定するのが困難で
ある。 

 最終的に「手続きの改善」に結びつきに
くい？ 

 介入研究では、ある基準を満たす参加者を
抽出するためにコストが掛かる（少なくと
も介入の対象者の20倍以上の者にスクリー
ニング調査を行う必要がある）。 
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 問題の発症・持続・重症化のメカニズム
と、問題の回復のメカニズムが同一であ
るとは限らない。 

 変数を操作してみないと分からないこ
とがある。 

 「基礎研究」として価値がある介入研究
は、より限定された要因の操作と、小さ
な効果を検出できるだけの指標が重要で
あると思われる。 
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反すう（＆抑うつ）の持続過程を理
解するために、そのメカニズムの特
定を目指した研究に力点を移した。 
 

特にアセスメント方法の洗練に力を
入れた。 

※複数の手法で同一の構成概念の測定
を行い、結果が一致しない場合、
「どこかに誤りがある」と考える。 
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目的 

①反すうの持続を測定する面接課
題を作成し、その妥当性を検討
すること。 

②質問紙と面接課題で測定された
反すうとメタ認知的信念の関連
を検討すること。 
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(過去2週間で特に気分が落ち込んだことは？) 
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(過去2週間の中で)特に気分が落ち込んだこと

という
こと

※枠の中に、横一行で収まるように、一文で、簡潔にお書き下さい。



(過去2週間で特に気分が落ち込んだことは？) 

参加者：友だちとけんかをしたということ 
 

実験者：友だちとけんかをしたということで、
あなたはなぜ気分が落ち込みますか？ 
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から

※枠の中に、横一行で収まるように、一文で、簡潔にお書き下さい。



(過去2週間で特に気分が落ち込んだことは？) 

参加者：友だちとけんかをしたということ 
 

実験者：友だちとけんかをしたということ
で、あなたはなぜ気分が落ち込みますか？ 

 

参加者：その友達とこの先うまくやっていけ
るのか自信がなくなったから 

 

実験者：その友達とこの先うまくやっていけ
るのか自信がなくなったということで、あ
なたはなぜ気分が落ち込みますか？ 

 

参加者：同じように、他の友達ともうまくい
かなくなるのではないかと思うから 
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ステップ数 

M=8.26 
SD=6.89 
 

歪度=2.39 
尤度=6.07 



  ステップ数 

否定的考え込み（反すう） .24 † 

SDS（抑うつ） .29 * 

* p<.05, † p<.10 
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自己や状況の洞察 
（メタ認知的信念） 

否定的考え込み（質問紙） .33 ** 

ステップ数（面接課題） .03   

** p<.01 



 寛解デザイン 

  Ruminative Responses Scale(RRS；反すうの質問紙)
と過去の大うつ病エピソードの経験との関連 

 

 縦断的な調査研究 

  RRSと8週間後の抑うつの関連 
 

準実験的研究 

 反すうと社会的問題解決の関連×２ 
 

 縦断的な準実験的研究 

 反すうと社会的問題解決が6ヵ月後の抑うつに及ぼ
す影響 
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目的 

①社会的問題解決方略の有効性を
測定する行動的指標を作成するこ
と。 

②反すうと社会的問題解決の各次
元の関連を検討すること。 
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 あなたは、大学での友達の1人があなたのこと

を避けていることに気づきました。その友達があ
なたのことを避けている様子を何回か見かけまし
たので、気のせいではないようです。あなたはそ
の友達と話をするのが楽しく、これからも仲の良
い関係でいたいと考えていました。この物語は、
その友達が再びあなたに親しく話しかけてくれる
関係に戻って終了します。 
 

 その友達があなたのことを避けていることに気
づいた時点から話を書き始めて下さい。 



 4つのシナリオに対する回答を研究実
施者が採点した。 

問題解決に有効であると考えられた
方略の数(以下、有効な方略)と、案出
された方略全体の有効性という2つの
観点で評定を行った。 

参加者毎に有効な方略の数と方略の
有効性（1-7点）の平均値を算出した。 
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まず、共通の知人に相談し、相手が私を避けてい
る理由を知らないか聞いてみた。その人は理由を
知らなかった。そのため、私を避けている友人に
メールを送り、会って話をしたいと申し出た。後
日相手と会った時、相手が自分を避けている理由
について聞いた。相手は、私が何気なく言った言
葉にショックを受け、私と話をしたくなくなった
と言った。私はそのことを詫び、今後は相手を傷
つけないように気をつけると伝えた。次の日の
朝、相手の方から挨拶をしてきてくれ、元通りの
仲に戻った。 
 

有効な方略：4  有効性：5 



  MEPS 有効な方略 MEPS 有効性 

ポジティブな問題志向 -.05   -.01   

ネガティブな問題志向 .04 .03 

合理的問題解決 .04 .09 

衝動的・不注意型スタイル -.18 ** -.24 *** 

回避型スタイル -.06   -.10   
 

**
 p < .01, 

***
 p < .001. 
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  BDI-II 考え込み 反省 RRS合計 

ポジティブな問題志向 -.29 *** -.19 *** .14 * -.08   

ネガティブな問題志向 .46 *** .58 *** .15 * .55 *** 

合理的問題解決 .00 .23 *** .45 *** .34 *** 

衝動的・不注意型スタイル .21 ** .09 .04 .14 * 

回避型スタイル .21 ** .25 *** .07 .28 *** 

MEPS 有効な方略 -.06 .16 * .12 .12 

MEPS 有効性 -.11   .13 * .10   .08   
 

*
 p < .05, 

**
 p < .01, 

**
 p < .001  



  MEPS 有効な方略   MEPS 有効性 

  通常 理想 Z   通常 理想 Z 

BDI-II -.19 * -.11  -.57    -.13  -.13   .01   

考え込み -.09 .04 -.89 -.06 .04 -.72 

反省 -.04 .14 -1.34 -.09 .17 -1.86 

RRS合計 -.09   .03  -.89    -.08  .03   -.79   

* p < .05. 
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 行動的指標の得点は、同一 or 類似の構成

概念を測定する質問紙の得点とほとんど関
連がない。 

※測定を行った側面が異なる、とも考えら
れるが。 

 行動的指標と質問紙では、他の指標との関
連において、理論的に見て一貫性に欠ける
結果が得られた。 

 ここまでに提示した研究の中には、どこ
かに誤りがある？ 
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反すう研究は、認知心理学、脳科
学、行動遺伝学の分野の理論や手
法を取り入れ、飛躍的に発展して
いる。 

「反すう」という現象の理解に貢
献するための1つの手段が、既存の

説明を検討する方法を洗練するこ
とであると思われる。 
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長谷川晃 
URL:  http://island.geocities.jp/deprumination/  
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