
我々の頭を悩ます雑念は, 制御困難性, すなわち考え

を止めることが困難であるという特徴を持つ｡ 認知行動

療法の基礎理論 (以下, 認知行動理論と略記) は, こう

した雑念を侵入思考と呼び, その役割に注目することで

発展してきた (������2005 丹野監訳 2006)｡ その嚆矢

は, ���������������� �����(1979) が, 抑うつに
おける侵入思考である自動思考に注目したことであった｡

自動思考とは, 自己に関する悲観的な内容の ｢考え｣ で

あり, 考えようとしないのに自動的に, パターン化され

て次々と意識に浮かび (�����1976), 考えが一度始まっ
たら止めるのが困難である｡ このような悲観的な自動思

考が意思に反して頻繁に意識に浮かぶために, 抑うつ気

分という感情面や, 意欲低下という行為面の症状が強ま

ると考えられている (��������1994�義田・中村, 2007)｡
しかしながら, 抑うつの認知行動理論では, 自動思考の

制御困難性をもたらす要因は未検証であった｡

一方, 侵入思考の役割に注目するアプローチは不安障

害へ拡張され, 全般性不安障害における心配, 強迫性障

害における強迫観念, ����におけるフラッシュバック
など, 各障害に特徴的な侵入思考やその性質の解明が行

われた｡ さらに, 不安の認知行動理論は, 侵入思考の制

御困難性をもたらす要因として, 侵入思考に対するコン

トロール方略に関心を向けた (������2000)｡ すなわち,
侵入思考をコントロールするための様々な方略の中に,

制御困難性を上げたり維持したりする非効果的な方略や,

制御困難性を下げる効果的な方略が存在するという概念

化がなされた｡ それをもとに, ������������(1994)
は思考コントロール方略を網羅する質問紙として,���������������������������(以下���と略記) を開
発した｡ この���は ｢再評価｣, ｢社会的コントロール｣,
｢罰｣, ｢心配｣, ｢気晴らし｣ の 5 因子からなる｡ 各下位

尺度の項目内容から, 再評価尺度は侵入思考から一歩引

いてその意味を見直す対処を, 社会的コントロール尺度

は他者を巻き込んで侵入思考に対処する方略を測定する

と考えられる｡ 罰尺度は侵入思考が生じる原因を自己に

帰属し, その自己を責めることで侵入思考を止めようと

する方略を測定すると考えられる｡ 心配尺度はネガティ

ブな内容の侵入思考を別のネガティブな思考で置き換え

ることで打ち消そうとする方略を, 気晴らし尺度は侵入

思考が生起した時にそれと無関係な思考や活動に注意を

シフトさせる操作を測定すると解釈し得る｡���は様々な言語に翻訳されている｡ ドイツ語版
(�����������2004)�スペイン語版 (�������������������������������, �����������������2006), 日本語版
(以下�����と略記) (義田, 2009) が開発され, 各版
で������ ������(1994) に近い 5 因子が抽出されて
いる｡ このことから, ���の因子構造は通文化的な共
通性を持つと考えられる｡
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抑うつにおける思考コントロール方略
自動思考, 反すう傾向, 抑うつ症状との関連
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問題と目的



���および�����の信頼性・妥当性���および �����の信頼性 ���および �����は
良好な信頼性, 妥当性を備えている｡ 内的整合性では,

複数の研究 (�����������2004��������������������
2003��������� ������1999������� �������1994)
で, �係数は概ね�70以上, 再検査信頼性係数は 6 週間
の間隔で�67 から�83 (�������������1994) であるこ
とから, ���は十分な信頼性を持つと言える｡ また,�����(義田, 2009) でも�係数は概ね�76以上, 再検
査信頼性係数は 6 週間間隔で�50 から�71 であることか
ら, �����も十分な信頼性を持つと言える｡���および �����の妥当性 ���の妥当性は,������������(1994) が, 大学生・大学院生を対象と
して, 心配および思考の制御困難感という侵入思考, 私

的自意識, 公的自意識, 特性不安, 神経症傾向などの脆

弱性 (様々な症状が生じる確率を高めると考えられる個

人に持続的な特性 (�������������2001)) との関連を
検討した｡ 心配とは, 日常あり得る様々な問題の予期・

憂慮をテーマとし連鎖的に体験される自我親和的な思考

であり, その頻度を測定する質問紙として ���������������������������(�������������������������������
1990)(以下����と略記) がある｡ また, 思考の制御
困難感とは, 強迫状態に伴う, 自分自身の思考や認知が

制御困難になっているという覚知 (�����あることにつ
いて考え始めるとそれに取りつかれてしまう) である｡

その測度に, 強迫症状の質問紙��������������(��������
1988) の下位尺度である ｢思考の制御困難感｣ がある｡

分析の結果, 侵入思考の測度との関連では, ���の罰
尺度および心配尺度が����, 思考の制御困難感と有
意な正の相関を示した｡ また, 脆弱性の測度との関連で

は, 再評価尺度が私的自意識と有意な正の相関を, 罰尺

度が特性不安や神経症傾向, 公的自意識と有意な正の相

関を, 心配尺度が特性不安, 神経症傾向と有意な正の相

関を示した (�������������1994)｡�����(義田, 2009) でも, ������������(1994) と
同様の測度との相関が検討された｡ その結果, 侵入思考

との関連では, 再評価尺度, 罰尺度と心配尺度が, ����, 思考の制御困難感と有意な正の相関を示した｡ ま
た, 脆弱性との関連では, 社会的コントロール尺度が外

向性と有意な正の相関を, 罰尺度が情緒不安定性, 特性

不安, 公的自意識と有意な正の相関を, 心配尺度が情緒

不安定性, 私的自意識と有意な正の相関を, 気晴らし尺

度が特性不安とは有意な負の相関を, 外向性とは有意な

正の相関を示した｡���と侵入思考, 脆弱性, 症状との関連が
認知行動理論に持つ意義
これまで, 抑うつの認知行動理論, 不安の認知行動理

論に共通して, 侵入思考は感情面や行為面の症状に影響

する要因と位置づけられてきた｡ また, 前述の通り, 脆

弱性は, 様々な症状が生じる確率を高めると考えられる

個人に持続的な特性 (������ � ������2001) と定義さ
れ, やはり, 脆弱性も症状に影響する要因と位置づけら

れてきた｡ こうした認知行動理論にとって, ���と侵
入思考, 脆弱性との関連を示す知見は以下の意義を持つ｡

第一に, ���と, 様々な侵入思考の測度との相関は,
冒頭で述べたように, 様々な思考コントロール方略が侵

入思考の制御困難性に及ぼす影響を示唆する｡ また, 脆

弱性はストレス対処の背景因子となることが指摘されて

いる (������ ���������1994)｡ 思考コントロールも
ストレス対処の一種と考えられる｡ そのため, 第二に,���と, 脆弱性の測度との相関は, 様々な思考コント
ロール方略の背景因子を示唆すると考えられる｡ さらに,

第三に, ���と, 症状の測度との相関は, 思考コント
ロール方略が, 侵入思考以外の, 不安の感情面や行為面

などの症状に及ぼす副次的影響を示唆する｡���と不安の侵入思考, 症状との関連
近年では, ���と, ①特異的な不安障害 (�����全般

性不安障害, 強迫性障害)(��������������������������������2000 高橋・大野・染矢訳 2002) に見られる侵

入思考, ②より一般的な不安症状との関連を検証するこ

とに研究が拡張された｡

特異的な不安障害に見られる侵入思考との関連 全般

性不安障害を特徴付ける侵入思考は心配である｡ ������ ���������(2002) が大学生を対象として, ������������(2006) が健常群を対象として, 罰尺度および心配尺
度と�心配の測度である����との間に有意な正の相関
を示した｡ また, 健常群を対象とした ���� � �����
(2004) では, 社会的コントロール尺度が����と正の
相関を示した｡

強迫性障害を特徴づける侵入思考は強迫観念である｡

強迫観念は ｢汚染｣, ｢秩序｣ などのテーマを持つ, 自我

違和的な思考, イメージ, 衝動である｡ さらに, こうし

た心的活動や行為は制御困難であると体験されている｡������ ���������(2002) は大学生を対象に, 罰尺度
および心配尺度と, ��������������(��������1988) の
｢思考の制御困難感｣ との間に正の相関を示した｡

一般的な不安症状との関連 ����������(2004) は,
健常群で, 罰尺度および心配尺度と, 一般的な不安症状

の測度である �������������������� (��������������������������1988) との間に有意な正の相関を見出
した｡

先行研究の問題点と本研究の目的
不安の認知行動理論では, 上記のように, ���と不
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安との関連について, 侵入思考�不安症状, 不安の脆弱
性１ という 3つの観点で, 関連を示す知見が得られてい

る｡ その反面, 不安と密接に繋がる現象である抑うつの

認知行動理論では, 侵入思考の役割がはじめてクローズ

アップされたにもかかわらず, ����������(2004),������������(2006) が���の罰尺度, 心配尺度と,�����������������������(���������������������������������1961)(以下���と略記) で測定した抑うつ
症状との間に有意な正の相関を見出したに留まり, 抑う

つに特徴的な侵入思考や, 抑うつの脆弱性との関連は未

検証である｡ 思考コントロール方略と自動思考, 抑うつ

の脆弱性との関連を調べることは, 抑うつにおいて自動

思考の制御困難性をもたらす要因, その背景を解明する

ために有用であると考えられる｡

そこで本研究では, 思考コントロール方略と抑うつと

の関連を, 抑うつに特徴的な侵入思考である自動思考２,

抑うつに特異的な脆弱性と考えられる反すう傾向３, 抑

うつ症状の 3つの観点で調べる｡ そして, 不安における

先行研究の結果と比較し, 抑うつと不安における思考コ

ントロール方略の異同を考察する｡ なお, 不安における

先行研究の分析手法は相関分析であった｡ そこで本研究

でも先行研究と分析手法をそろえ, �����と, 自動思考,
および反すう傾向との相関について, 以下の予測①から

④を検証する｡ また, �����と抑うつ症状との相関を調
べ, 先行研究との異同を確認するために, 予測⑤を検証

する｡

予測 自動思考との相関については, 以下の予測①,

②を検証する｡ まず, 罰方略は, 侵入思考という現在の

体験を, また, そのような体験をしている自己を否定視

する方略と考えられる｡ そこで予測①として, �����の
罰方略と自動思考の現在・過去否定, 自己否定との間に

有意な正の相関を予測する｡ また, 不安と比べ, 抑うつ

の思考内容は過去志向的である (�������������������
2003)｡ そのため, ある問題の思考を, 別の過去の問題

に関したもので置き換えることが多いと考えられる｡ そ

こで予測②として, �����の心配方略と自動思考の現在・
過去否定との間に正の相関を予測する｡

反すう傾向との相関については, 以下の仮説③, ④を

検証する｡ まず, 反すうを行うと自己非難に陥りやすい

(����������������������������������1999) ので, 予
測③として, 罰方略と反すう傾向を表す考えこみ型反応

スタイルとの間に有意な正の相関を予測する｡ また, 反

すうを行う際, 念頭に浮かぶのは, 抑うつの原因として

は過去に起きた様々な問題, 帰結としてはこれから起き

得る様々な問題であると思われる｡ そこで予測④として,

心配方略と反すう傾向との間に正の相関を予測する｡

抑うつ症状との相関については, 気晴らしは抑うつ症

状を低減する (及川, 2003) ことから, 予測⑤として,�����の気晴らし方略と���との間に有意な負の相関
を予測する｡

方 法

調査対象者 調査対象者は大学生 317名 (男性 100名,

女性 214 名, 不明 3 名) であり, 平均年齢は 20�25 歳
(��＝1�99) であった｡
質問紙

(1) ����� 義田 (2009) が作成した ｢再評価｣, ｢社会

的コントロール｣, ｢罰｣, ｢心配｣, ｢気晴らし｣ という

侵入思考に対する 5種類のコントロール方略を測定す

る26項目を使用し, ｢1：ほとんどしない｣ から ｢5：

ほとんどの場合する｣ の 5件法で回答を求めた｡

(2) ���� ����������������������������������(福
井�1998) から, 抑うつに関係した自己否定, 過去・
現在否定, 将来否定の自動思考を測定する 3下位尺度,

各10項目を使用し, ｢1：全く当てはまらない｣ から

｢7：非常によく当てはまる｣ の 7件法で回答を求めた｡

(3) ��� 日本語版��������������������������(名倉・
橋本�1999) から, 反すう傾向を測定する, 否定的考
え込み尺度 23 項目を使用し, ｢1：ほとんどない｣ か

ら ｢4：ほとんどいつもそうだ｣ の 4 件法で回答を求

めた｡

(4) ��� 抑うつの様々な症状 (�����認知症状, 感情
症状, 身体症状) を測定する �������������������
(�����1973) の日本語版 (福田・小林�1973) から,
希死念慮項目を除いた 19 項目を使用し, ｢1：ほとん

どない｣ から ｢4：ほとんどいつもある｣ の 4 件法で

回答を求めた｡

調査手続き 2008年 11 月から 2009 年 1 月, �県内の

義田・中村：抑うつにおける思考コントロール方略 ��
�����

１) ������ ������(1994) は明記していないが, 公的自意識,
特性不安, 神経症傾向は不安と関連が強い脆弱性であると考え
られる｡
２) 抑うつに特徴的な侵入思考である自動思考について, 福井
(1998) は, 現在・過去否定 (�����私は人に嫌われている), 自
己否定 (�����私には才能がない), 将来否定 (�����私はこの先幸
せになれないだろう) の３種類を指摘している｡
３) 抑うつの脆弱性については, 神経症傾向が該当すると言い得
るかもしれない｡ しかし, 神経症傾向は抑うつだけでなく, 不
安との関連も強い (上里・山本�1989)｡ すなわち, 抑うつと特
異的に関連がある脆弱性との関連は未検証であると言える｡ 本
研究では, 抑うつに特異的に関連がある脆弱性として, 反すう
傾向を取り上げる｡ 反すう傾向とは, 抑うつに陥った時にその
原因や帰結に繰り返し注意を向ける思考・行動を行う傾向であ
る (���������������1991)｡ 神経症傾向の高さと反すう傾向の
高さはともに後の抑うつ症状の予測因子であるが, 神経症傾向
は直接には気分状態に影響せず, 神経症傾向と抑うつ症状との
関係を媒介しているのが反すう傾向である (����������������������1998)｡ また, 反すう傾向は, 神経症傾向を統制しても,
抑うつ症状を予測する (������������������������������1994)｡
つまり, 反すう傾向は抑うつに特異的な脆弱性と考えられる｡



大学で講義時間内に授業担当者の許可を得て ｢考えたく

ない, 不快な思考のコントロール法に関する調査｣ と題

した冊子を配布した｡ 実施の始めに調査の目的を説明し

た｡ 回答が協力者の意思によるものであること, 辛くなっ

たらいつでも回答を辞めてよいことを事前に伝え, 協力

の同意を文書への署名で得た｡ 調査終了後, 希望者に個

人の結果をフィードバックし, 自分の心身の状態が気に

なる協力者には相談先を示した｡

なお, 協力者の負担を考慮し, 以下の�版と�版の 2
種類の冊子を作成し, どちらか一方に回答してもらった｡�版は�����と���, ���で構成され, �版は�����
と����, ���で構成された｡ 183名が�版に, 134名
が�版に回答した｡

結果と考察

尺度得点の記述統計, 信頼性, 相関�����の尺度得点は, 義田 (2009) の算出手続きに従

い評定値の合計得点を用いた｡ �����の尺度得点の平均
値と標準偏差, 各尺度の�係数, 下位尺度得点間の相
関の値を�����1 に示した｡ �����の内的整合性を調べ
るために�係数を算出した結果, �76 から�84 であった
(�����1)｡

�����と, 抑うつに関係した 3種類の自動思考と
の関連
抑うつに関係した 3 種類の自動思考と�����との相
関係数を調べた (�����2)｡ その結果, 罰尺度が自己否
定および過去・現在否定と有意な正の相関を, 心配尺度

が現在・過去否定と有意な正の相関を, 気晴らし尺度が

自己否定, 現在・過去否定, 将来否定と有意な負の相関

を示した｡ これらの結果は予測①, ②を支持していた｡

心配尺度, 罰尺度に関しては, ����との関連
(������ �������1994������ � ����������2002��������������2006������������2004�義田�2009),
思考の制御困難感との関連 (������ ������, 1994�����������������2002�義田�2009) など, 不安に関
係した侵入思考との関連が見出されている｡ 心配尺度,

罰尺度は, こうした不安に関係した侵入思考に加えて,

抑うつの自動思考とも関連があることが本研究により明

らかにされた｡

一方, 気晴らし尺度に関しては, 先行研究では����
で測定した心配 (������ �������1994�����������������2002��������������2006����� � ������
2004), 思考の制御困難感 (������ ����������2002������� �������1994�義田�2009) などの侵入思考と
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�����������の 5つの下位尺度得点の記述統計, 信頼性, 尺度得点間の相関ａ)ｂ)

下位尺度
下位尺度得点 信頼性 尺度得点間の相関

全体 男性 女性 �係数 2� 3� 4� 5�
1�再評価 11�07(3�91) 11�06(4�10) 11�09(3�79) �84 �13� �22�� �14�� �07
2�社会的コントロール 13�46(4�31) 12�60(4�06) 13�85(4�39) �81 ‒�09 ‒�01 �06
3�罰 7�15(2�73) 7�23(2�61) 7�13(2�80) �80 �23�� �02
4�心配 8�89(2�85) 8�88(3�06) 8�94(2�76) �76 �06
5�気晴らし 10�60(2�92) 10�80(2�80) 10�55(2�97) �76�) カッコ内は�� �)��＜�05, ���＜�01

抑うつの自動思考 反すう傾向 抑うつ症状

自己否定 現在･過去否定 将来否定 否定的考え
こみ型反応 ���

1�再評価 ‒�06 ‒�02 ‒�09 �36�� �06
2�社会的コントロール ‒�15 ‒�11 ‒�15 �06 ‒�09
3�罰 �17� �31�� �17 �41�� �24��
4�心配 �08 �21� �15 �23�� �11
5�気晴らし ‒�24�� ‒�17� ‒�21� ‒�12 ‒�21���)��＜�05, ���＜�01

�����������の 5つの下位尺度と抑うつの自動思考, 反すう傾向, 抑うつ症状の測度との相関



の関連はほぼ見出されなかった｡ そのため, どのような

侵入思考と関連があるのか不明であった｡ 本研究で, 気

晴らし尺度が関連を持つ侵入思考が見出されたと言えよ

う｡�����と反すう傾向との関連
再評価尺度, 罰尺度, 心配尺度が���の否定的考え
こみ (反すう傾向) と有意な正の相関を示した (�����
2)｡ 心配尺度, 罰尺度に関しては予測③, ④を支持する

結果であった｡

再評価尺度と反すう傾向との正の相関は, 反すうが引

き起こした侵入思考に対する反応を示すのかもしれない｡

反すうが著しいと雑念が多くなる (�����������, �����,� ����, 2003)｡ そこで, 増加した雑念を見直そうと
して再評価を行うのかもしれない｡ 今後, 検討が必要で

ある｡

罰尺度, 心配尺度は, 神経症傾向 (������ �������
1994), 情緒不安定性 (義田�2009), 特性不安 (�������������1994�義田�2009) など, 不安の脆弱性との相
関を示すことがこれまで指摘されてきた｡ 今回, 罰尺度,

心配尺度は, 抑うつに特異的な脆弱性と考えられる反す

う傾向とも関連を有することが明らかになった｡�����と反すう傾向との相関は, 反すう傾向の認知面
での特徴を示すものと考えられる｡ 従来の概念化では,

反すう傾向が強い人は, 抑うつ状態に陥ったとき, 抑う

つ感情に対し, その原因や帰結を思い巡らすというかた

ちで注意を向けやすいことが強調されていた｡ 本研究の

知見からは, 反すう傾向が強い人は, 抑うつ状態に陥っ

たとき, 自動思考のような認知面の症状に対して, 罰や

心配というかたちで注意を向けやすいことが示唆された｡�����と抑うつ症状との関連
抑うつ症状との関連では, 罰尺度が���と有意な正
の相関を示し, 気晴らし尺度が���と有意な負の相関
を示した (�����2)｡ 気晴らし尺度に関しては予測⑤を
支持する結果であった｡���� � �����(2004)�������������(2006) では,
罰尺度, 心配尺度が, ���で測定した抑うつ症状と有意
な正の相関を示した｡ 本研究および先行研究の結果から

は, 罰尺度と抑うつ症状との相関は抑うつ症状の測度が

異なっても観察されると思われる｡ 一方, 気晴らし尺度,

心配尺度と抑うつ症状との相関は, 抑うつ症状の測度に

依存するのかもしれない｡ 今後の検討が必要である｡

思考コントロール方略における抑うつと不安との
共通点・相違点
侵入思考との関連では, 抑うつと不安との共通点とし

て, 罰尺度, 心配尺度と侵入思考の制御困難性とが関連

していることが挙げられる｡ 不安と抑うつに共通して,

侵入思考が生起した際, それを別のネガティブな思考で

置き換えたり, そうした思考を経験している自己を責め

たりすることによって侵入思考をコントロールしようと

することは, 侵入思考の制御困難性を高めると考えられ

る｡ また, 相違点として, 気晴らし方略は, 様々な不安

障害の侵入思考とは関連が見られず, 抑うつの自動思考

と関連していることが挙げられる｡ 侵入思考が生起した

時に, 注意を無関係な思考や活動に移すことは, 抑うつ

の自動思考に対してのみ有効であるのかもしれない｡

脆弱性との関連では, 抑うつと不安との共通点として,

罰尺度および心配尺度が, 不安と抑うつに共通の脆弱性

と考えられる神経症傾向, 情緒不安定性, 私的自意識と

も, 抑うつに特異的な脆弱性と考えられる反すう傾向と

も関連することが挙げられる｡ 神経症傾向, 情緒不安定

性はネガティブな情動の喚起されやすさを表し, 私的自

意識は自己の内面に注意を向けやすさを意味する｡ しか

し, ネガティブな情動は内面への注意を誘発しやすく,

また, 内面への注意はネガティブな情動を高めやすい｡

すなわち, 両者は密接に結びついていると考えられる｡

さらに, 反すう傾向は, 抑うつに対する注意の向けやす

さという, 情動と注意の 2点を織り込んだ概念である｡

これらと罰尺度および心配尺度との相関は, ネガティブ

な情動への注意の向けやすさが, 侵入思考というネガティ

ブな体験に対する, 罰や心配というかたちでの注意の向

けやすさの背景因子となっていることを示唆する｡

症状との関連では, 抑うつと不安との共通点として,

罰方略と症状とが関連していることが挙げられる｡ 相違

点として, 気晴らし方略は様々な不安症状とは関連が認

められず, 抑うつ症状と関連していることが挙げられる｡

不安と抑うつに共通して, 侵入思考を経験している自己

を責めることによって侵入思考をコントロールしようと

することは, 感情面や行為面での症状を悪化させると考

えられる｡ 一方, 注意を侵入思考と無関係な思考, 活動

に移すことは, 抑うつ症状に対してのみ有効であるのか

もしれない｡

本研究の意義
本研究では, �����と, 抑うつにおける自動思考, 反

すう傾向, 抑うつ症状との関連を検証した｡ 特に,�����と, 自動思考および反すう傾向との相関を検証し
たものは本研究がはじめてである｡ 今後, �����を使用
して, 思考コントロール方略の観点から抑うつの自動思

考の研究を展開することができると思われる｡ また, 抑

うつ症状との相関に関しては, ���を用いた先行研究と
類似した結果を一部見出した｡���と, 抑うつの侵入思考である自動思考との関連
を検証したことの意義は大きい｡ 抑うつにおいて, 自動

義田・中村：抑うつにおける思考コントロール方略 ��



思考が制御困難となり頭を悩ますこと (�����������
1979), さらに, こうした自動思考が抑うつ症状と密接

な関連を持つことが指摘されてきた (義田・中村�2007)｡
ところが, 侵入思考の制御困難性に影響を与える要因と

して思考コントロール方略の役割を検証する流れは, 様々

な不安障害において顕著な反面, 抑うつでは立ち遅れて

いた｡ そのため, どのような要因で自動思考が制御困難

になるのかが未検証であった｡ 本研究の知見は, 抑うつ

において, 自動思考に対して罰や心配という手段でコン

トロールしようとすることが制御困難性を高める反面,

気晴らしが制御困難性を低める可能性を示唆するもので

あった｡

本研究の課題と今後の展望
第一に, 研究デザインについてである｡ 思考コントロー

ル方略を研究する重要な目的は, 各方略が侵入思考に及

ぼす効果の解明である｡ 本研究の結果はそれに示唆を与

えるものであった｡ しかしながら, 同時相関デザインで

あったため, 侵入思考の測度と���－�の下位尺度との
相関には, 各方略が侵入思考に及ぼす効果だけでなく,

侵入思考が各方略を発動させる効果も含まれていたと思

われる｡ 各方略が侵入思考の制御困難性に及ぼす効果に

ついての知見を, 今後より強固にするためには, 縦断的

デザインによって, ある時点でのある方略の傾向と, そ

の後の侵入思考との関連を調べる研究を行う必要がある｡

例えば, 罰方略を使用する傾向が 1ヵ月後の心配の傾向

に及ぼす効果を調べる研究が考えられる｡

第二に, 協力者についてである｡ 本研究の協力者は,

健常と思われる大学生であった｡ しかし, 健常群はポジ

ティブな記憶を想起することで抑うつ気分を低減できる

が, うつ病の臨床群は, ポジティブな記憶を想起できて

も抑うつ気分は低減されないという知見もある

(������������������������2007)｡ すなわち, 想起さ
れたポジティブな記憶が気分に対して及ぼす影響は, 健

常群と臨床群で異なる可能性がある｡ こうした影響の違

いが, ポジティブな記憶を利用して自動思考をコントロー

ルする気晴らし方略にも認められるのか, 今後, うつ病

の臨床群での検証を行い, 健常群と臨床群の異同を明ら

かにする必要がある｡
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