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〔原著〕
推論の誤りが不安・抑うつ症状に及ぼす影響の発達的検討

筑波大学人間総合科学研究科：佐藤

寛

筑 波 大 学 心 理 学 系：新井邦二郎

Theinfluenceoflogicalthinkingerroronsymptoms
Ofanxietyanddepression：Adevelopmentalstudy
HiroshiSatoandKunijiroArai

であることが示唆されている。しかしながら，

問題と目的

これらの認知的技法の基礎となる，子どもの不

不安や抑うつは，児童・青年期の子どもにお
いて代表的な精神的健康上の問題である。不安

安・抑うつ症状に関連する認知的要因について

障害は子どもの精神疾患の中で最も有痛率が高

い。

検討した研究は，成人に比較すると十分ではな

く，児童期では8〜12％，青年期では15％が不

不安症状と抑うつ症状に関連する認知的要因

安障害の診断基準を満たすことが報告されてい

としては，推論の誤り（LogicalThinkingError）

る（例えば，Andersonetal．，1987；Boydetal．， が指摘されている。推論の誤りとは，Becketal．

2000；Costello＆Angold，1995）。また，うつ病

（1979）において提唱されている，外部の情報に

の有病率は，児童期で2〜4％，青年期では

対する特徴的な推論の様式である。Leitenberg

3〜8％に上る（例えば，Cohenetal．，1993；

etal．（1986）は，児童に見られる特徴的な推論の

Kashanietal．，1987；Lewinsolmetal．，1993）。 誤りとして「破滅的な思考」「過度の一般化」
子どもの不安障害やうつ病の症状は深刻な日常

「個人化」「選択的な抽出化」の4つを取り上げ，

生活機能の低下を引き起こすことが指摘されて

検討を行っている。「破滅的な思考」とは，物事

いることから（Bastiaansenetal．，2004），子ど
もの不安症状や抑うつ症状に対する効果的な介

の結果を破滅的なものであると予期したり，出
来事を破滅的に解釈したりすることを指す。「過

入法の開発が求められている。

度の一般化」とは，1つの経験から得られた結
果を他の偉験にもあてはめ，決めつけてしまう

子どもの不安・抑うつ症状に対する心理療法
としては，認知行動療法の有効性が実証されて

ことである。「個人化」とは，ネガティプな出来

いる（Kaslow＆Thompson，1998：Ollendick＆

事が自分のせいで起きてしまったと解釈したり，

King，1998）。Kenda11（1994）の提唱する児童の

そのような出来事が自分に関係があると思い込

不安に対する認知行動療法では，エクスポージ

んでしまうことである。「選択的な抽出化」と

ャーやリラクセーションといった行動的な治療

は，自分の経験のネガティブな側面のみに注目

法に加え，不安に関連した認知を変容する手続

きが用いられている。また，Clarkeetal．（1999）

し，それ以外の側面を無視してしまうことであ
る。Leitenbergetal．（1986）は，このような推論

やStark（1990）などといった子どもの抑うつに

の誤りが児童の抑うつ症状やテスト不安に関連

対する認知行動療法プログラムにおいても，認

していることを報告している。さらに，石川・

知的アプローチが中心的な構成要素として導入

坂野（2003）や佐藤ら（2004）においても，推

されている。以上のように，子どもの不安症状

論の誤りが子どもの不安症状や抑うつ症状に影

や抑うつ症状の低減に認知的アプローチが有効

響を及ぼす要因であることが示唆されている。
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ついて，4件法（とてもそう思う＝3，少しそ

以上のように，推論の誤りは子どもの不安症
状や抑うつ症状に関与する認知的要因であるこ

う思う＝2，あまりそう思わない＝1，ぜんぜ

とが指摘されている。しかしながら，これまで

んそう思わない＝0）で回答を求めた。CCES

の先行研究はいずれも比較的限られた年齢集団

には，良好な信頼性と妥当性が認められること

を対象としたものであり，推論の誤りが不安症

が報告されている。

状や抑うつ症状に及ぼす影響が，発達的経過に

（2）不安症状の測定

Spence（1998）によって作成された，スペンス

伴ってどのように異なるかという点について検
討したデータはこれまでに報告されていない。

児童用不安尺度（SpenceChildren

推論の誤りのような認知的変数の機能を，異な

sAnxiety

った年齢集団において検討することは，子ども

Scale：以下SCAS）の日本語版（石川ら，2001）
を用いた。SCASは，「分離不安障害」「社会恐

の不安症状や抑うつ症状に村する認知的介入法

怖」「強迫性障害」「パニック障害／広場恐怖」

を考える上で有用であると言える。
生までを対象とした横断的調査を実施し，推論

「特定の恐怖」「全般性不安障害」といった，不
安障害の症状を測定する尺度である。全体で38
項目から構成されており，4件法（いつもそう

の誤りが不安・抑うつ症状に与える影響を発達

だ＝3，ときどきそうだ＝2，たまにそうだ＝

的観点から検討することを目的とする。

1，ぜんぜんない＝0）で回答が求められた。

そこで本研究では，小学4年生から中学3年

SCAS日本語版には，十分な信頼性と妥当性が
方

認められている。

法

（3）抑うつ症状の測定

Birleson（1981）によって作成された，子ども

調査対象

茨城県の公立小学校に在籍する201名（4年

用抑うつ自己評価尺度（DepressionSelトRating

生男子38名，女子41名，5年生男子32名，女子
28名，6年生男子29名，女子33名），および同

ScaleforChildren；以下DSRS）の日本語版

県内の公立中学校に在籍する206名（1年生男

十分な信頼性と安当性を有していることが確認

（相田ら，1996）を用いた。DSRS日本語版は，

子36名，女子32名，2年生男子37名，女子31名，

されている。DSRSは本来18項目からなる質問

3年生男子35名，女子35名）が調査の対象とさ

紙であるが，本研究では，学校での一斉調査と

れた（平均年齢＝11．69±1．85歳）。なお，調査

いう実施方法上の問題から，自殺念慮といじめ

は対象者の在籍する学級単位で授業時間などを

への対処に関する2項目を除く16項目を用いた。

用いて集団で実施された。

DSRSは，これらの2項目を除いても十分な信
頼性を椎持することが明らかにされている（佐

調査材料

藤・新井，2002）。回答は，最近1週間の気分

（1）推論の誤りの測定

について，3件法（いつもそうだ，ときどきそ

石川・坂野（2003）によって作成された，児童

うだ，そんなことはない）で行われ，反転項目

用認知の誤り尺度（Children scognitiveError

を考慮した上で抑うつ症状が強いと思われる方

Scale：以下CCES）を用いた。CCESは，「破

から，2、0点が与えられた。

滅的な思考」「過度の一般化」「個人化」「選択的

な抽出化」といった推論の誤りをどの程度示す

結

果

か測定する尺度である。尺度の構成は，12のあ
いまいな場面を提示し，それぞれの場面におい

推論の誤りと不安・抑うつ症状の学年差（Tablel）

て1つないし2つの推論の誤りを表す項目を提

推論の誤りの学年差を検討するため，CCES
の得点について学年（小4、中3）を要因とす
る分散分析を行ったところ，学年の主効果が有

示して回答を求めるというものである。評定は，
計20項目にどのくらいあてはまるかという点に
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Tablel 推論の誤りと不安・抑うつ症状の学年差
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析を実施した結果，学年の主効果は有意であっ
た。また，多重比較の結果から，中学2年生と
中学3年生が中学1年生よりも抑うつ症状の得

点が有意に高いことが示された。
本研究のデータでは，特に不安症状と抑うつ
症状の得点において，中学1年生の得点が有意
に低いという結果が多い。しかしながら，本研
究における中学1年生のデータを見ると，他の
学年に比べて不自然に不安・抑うつ症状の得点

が低く，分散も比較的小さい。したがって，中
学1年生のデータに何らかの歪みが生じていた

可能性も否定できず，学年間の得点差について
の結果の解釈にあたっては，この点を留意する
必要があると考えられる。

学年に伴って得点が低くなる傾向が示されたも

のの，それ以外の下位尺度では明確な学年に伴

推論の誤りと不安・抑うつ症状の相関

う変化は認められなかった。SCASの合計得点

推論の誤りと不安・抑うつ症状との間の相関

についても分散分析によって同様の検討を実施

係数をTable2に示す。CCESの得点とSCAS

したところ，学年の主効果が有意であった。ま

の合計得点の相関は，小学生でγ＝．58，中学生
でr＝．61と中程度の有意な正の借を示してい
た（いずれも♪＜．001）。CCESの得点とSCAS
の下位尺度得点の相関は，小学生でr＝．33→∴57，
中学生ではγ＝．37〜．58の範囲であり，有意な中
程度の正の相関が認められた（すべて♪く001）。

た，多重比較の結果から，小学4年生と小学6
年生が中学1年生に比べて不安症状の得点が有
意に高いことが示された。
抑うつ症状についても同様の検討を行うため，

DSRSの得点について学年を要因とする分散分
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Table2 推論の誤りと不安・抑うつ症状の相関係数
推論の誤り得点

不安合計得点

推論の誤り得点

（小学生）

（中学生）

．58

．61

分離不安障害

，48

．51

社会恐怖

．57

．58

強迫性陣書

．47

．43

パニック／広場恐怖

．47

．51

特定の恐怖

．33

．37

全般性不安障害

．49

．55

．40

．48

抑うつ合計得点

また，CCESの得点とDSRSの合計得点の間の

の観測変数および誤差変数については省略した。

相関係数は，小学生でγ＝．40，中学生でr＝．48

潜在変数の推定には尺度に含まれるすべての項

であり，中程度の有意な正の相関が示された

目を用いた。まず，小学生においては，推論の

（いずれも♪＜．001）。

誤りから不安症状に対してノ？＝．64（♪＜．001），
抑うつ症状に村しては′？＝．57（♪＜．01）と，い

推論の誤りが不安・抑うつ症状に及ぼす影響の

ずれも有意な正の標準化係数を示していた。一

検討

方，中学生のデータにおいては，推論の誤りか

構造方程式モデリングによる多母集団同時解

ら不安症状に対して′？＝．70（♪＜．001），抑うっ

析を用い，小学生と中学生の対象者それぞれに

症状にはノ？＝．64（♪く001）と，いずれに対し

ついて推論の誤りが不安・抑うつ症状に及ぼす

ても有意な正の標準化係数が認められた。これ

影響の検討を行った。分析にはAMOS5を用

らのことから，小学生と中学生のいずれにおい

い，母数の推定は最尤推定法によって行った。

ても，推論の誤りは不安症状や抑うつ症状を促

小学生と中学生についてのモデルを，それぞれ

進する働きがあることが示唆された。また，予

Figこ1とn払2に示す。なお，Figこ1とFi爵2に

測力の強さを示す標準化係数の値は，小学生と

は，構造方程式に含まれる潜在変数と標準化係

中学生でほとんど違いはなく，推論の誤りが不

数，および誤差変数のみを記載し，測定方程式

安・抑うつ症状に与える影響の強さはほぼ同種

．64

6

ゝlJノ

e

￠
￣pく01

1バ．001

Fig．1推論の誤りが不安・抑うつ症状に及ぼす影響の
多母集団同時解析（小学生）
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Fig．2 推論の誤りが不安・抑うつ症状に及ぼす影響の
多母集団同時解析（中学生）
度であると考えられた。なお，モデル全体の適

ら中学校の子どもにおいて，一貫して不安症状

合度はRMSEA＝．047であり，モデルに対する

と抑うつ症状を引き起こす要因として機能して

データのあてはまりは良好であった。

いる可能性が指摘できる。
また，推論の誤りから不安・抑うつ症状への

考

予測力の大きさを示す標準化係数の値は，中学

察

生の方が若干高い値を示していたものの，いず

れも中程度の値を示しており，小学生と中学生

本研究の目的は，小学4年生から中学3年生
を村象とした横断的調査によって，推論の誤り

の間で明らかな発達差と呼べるほどの大きな違

が不安・抑うつ症状に与える影響を発達的観点

いは認められなかった。このことは，小学生と

から検討することであった。

中学生の間において，不安・抑うつ症状に柑す

本研究の結果，①分離不安障害の症状は学年

る推論の誤りの予測力がほぼ同等であることを

論の誤り，抑うつ症状，および分離不安障害以

意味する。本研究の結果に基づけば，小学生と
中学生の不安・抑うつ症状に対して，推論の誤

外の不安症状では，部分的に有意な学年差は得

りに焦点を当てた認知的介入技法は同程度の効

られたものの，特定の発達的経過は認められな

果を持つと考えられる。
しかしながら，本研究の結果を実際の臨床実
践に応用する場合には，以下のような点につい
て留意する必要がある。Holmbecketal．（2003）
は，臨床実践における認知能力の発達に関する

が高くなるのに伴って弱まる傾向にある，②推

い，（卦推論の誤りは不安・抑うつ症状の予測因
子であり，その影響の強さには小学生と中学生
の間でほとんど違いはない，といった点が示さ
れた。

多母集団同時解析の結果から，小学生と中学

ガイドラインを示しており，認知的技法の適用

生のいずれにおいても，推論の誤りは不安症状

に必要な論理的思考や推論を行う能力は，6〜

と抑うつ症状に影響を及ぼしていることが示唆

10歳の時期に発達するとされている。この時期

された。この結果は，推論の誤りが不安症状や

は，ピアジェの思考発達段階説における具体的

抑うつ症状に関連する認知的要因であることを

操作期とほぼ一改し（Holmbecketal．，2003），

指摘したLeitenbergetal．（1986）や石川・坂野
（2003），佐藤ら（2004）などの先行研究の結果
と一致するものである。このことから，「破滅的

物事について筋道を立てた推論が可能になるが，

な思考」「過度の一般化」「個人化」「選択的な抽

するといったメタ認知に関する能力や，抽象的

出化」といった推論の誤りは，小学校高学年か

思考，他者視点取得の能力が発達してくる。こ

具体的な手がかりを必要とする時期である。一
方，10、18歳になると，自分自身の考えを理解
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の時期は形式的操作期にあたり，具体的なもの
を辛がかりとしなくても，便意に基づく推論が

るが，これらの考察は調査データによって得ら

可能になる時期であるとされている。以上のよ

れた結果に基づくものである。すでに述べたよ

うな点から，子どもに対して認知的介入を実施
する際には，認知能力の発達水準に合致した技
法を用いる必要があると考えられる。例えば，
物事の結果を破滅的なものであると予期したり，

うに，認知的なアプローチが子どもの不安・抑

と中学生でほぼ同等であることが示唆されてい

うつ症状の低減に有効であったとしても，小学
生と中学生では効果的な介入の具体的な実施方
法が異なっている可能性がある。したがって，

出来事を破滅的に解釈したりする「破滅的思考」

本研究の結果を臨床実践に効果的に反映させる

を変容させる場合，青年期以降であれば，成人
に用いられる技法と同様に，破滅的な解釈の妥

ためには，実際に小学生や中学生を対象とした
認知的技法を実施し，その有効性について検討

当性について論理的に検証していく手続きが利

する介入研究が不可欠であると言える。

用できると思われる。しかし，それよりも年少
の子どもを対象とする場合には，具体的な状況
を表す絵やストーリーを提示し，できる限り多
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