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This study investigates the ef fects of cognitive factors on non-suicidal self-injury (NSSI). 
Additionally, it examines the dif ferences in the cognitive factors between those who repetitively 
engaged in NSSI and those who engaged in NSSI once or several times. The participants (N=318) 
completed a questionnaire. The results of logistic regression analyses revealed that although 
cognitive factors, such as obsessive-compulsive thinking, increased the risks of NSSI, coping 
strategies, such as distraction, reduced the risks. Moreover, the results of a one-way analysis of 
variance (ANOVA) revealed that those who repetitively engaged in NSSI have lower levels of self-
esteem and feel abandonment anxiety compared to those who engaged in NSSI once or several 
times.
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非自殺的な自傷行為（Non-suicidal self-injury; 以
下，NSSI）は「自殺の意図なく，直接的かつ故意に
自分自身の身体組織を損傷させること」（Nock, 
2009）と定義されている行為である。NSSI自体は自
殺を意図して行われていないものの，過去に NSSI
を行ったことがある者は，NSSIを行ったことがない
者と比較して将来的な自殺リスクが非常に高い

（Owens et al., 2002; Whitlock & Knox, 2007）。加え
て，繰り返される NSSIは自殺企図へとつながり自
殺リスクを高めることが指摘されている（Manca et 

al., 2014）。したがって，自殺予防の観点からもNSSI
の生起や持続機序に影響を及ぼす要因に関して研究
知見を積み重ねる必要がある。

NSSIを行う者はその行為に先立って様々な不快
感情を体験していることが報告されており（Walsh 
& Rosen, 1988; Simeon & Hollander, 2001），不快感
情を低減させる動機から NSSIが行われることが多
い（Klonsky, 2007）。
一方，NSSIの動機となる不快感情には，更にそれ

に先行して認知的過程が存在することから，自傷行
為に対する包括的な治療を成功させるためには自傷
を行う者の認知を査定し治療の標的とすることが重
要である（Walsh, 2006 松本・山口・小林訳 2007）。

Walsh（2006 松本他訳 2007）は，自傷行為に先行
する認知のタイプとして，Beck（1995）の認知モデ
ルにしたがって「外的イベントの解釈」，「自動思考」，

「中核信念」などを挙げており，自傷行為を行う者が
持つ世界および自身の内的体験に関する思考・信念
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は，頻回に繰り返される自傷のパターンと関連して
いると指摘している。したがって，NSSIを行う者に
特徴的な認知傾向（思考・信念）を同定し，修正を
促すことが回復に繋がる可能性がある。

NSSIを行う者の独特の認知スタイル，つまり外的
な出来事の解釈の仕方を同定し，その変容を図る働
きかけが不快情動の低減をもたらし，更には NSSI
の終息に繋がる可能性がある。すなわち，NSSIの治
療においては認知的感情制御（Garnefski et al., 2001; 
榊原，2017）が治療の核になりうると考えられる。
認知的感情制御（Garnefski et al., 2001; 榊原，2017）
とは外的な出来事に対する解釈を通して感情の変容
が生じる現象であり，日常的に外的な出来事を肯定
的に解釈することが難しい，あるいは否定的に解釈
する傾向がある者は，日常生活において頻繁に不快
感情を経験しやすいと考えられる。したがって，認
知的感情制御の方略が適応的に機能していない者ほ
ど不快感情の低減を動機とした NSSIを開始するリ
スクが高いと推察される。
したがって，本研究では NSSIの認知的側面に注
目し，どのような認知傾向が NSSIの生起に影響を
与えるのか，更には持続に関与するのか検討するこ
とを目的とする。各認知的要因が NSSIの生起に及
ぼす影響をロジスティック回帰分析によって検討す
るとともに，NSSIの持続要因となりうる認知的要因
を検討するために，NSSIを単回行う者と頻回行う者
の間の認知的特徴の違いを検討する。
なお，本研究では不快感情や不適切な行動の原

因・基盤となり得る認知傾向を測定するために，早
期不適応的スキーマ（Early Maladaptive Schemas; 
以下，EMSs）の概念を扱った。EMSsとは，Young

（1990, 1999）が提唱したスキーマ療法における概念
であり，「発達の初期段階で形成され，生涯にわたっ
て維持される，自滅的な認知と感情のパターン」

（Young, Klosko, & Weishaar, 2003 伊藤監訳 2008）
と定義されている。EMSsは非機能的であるものの，
個人が「何を考え，感じ，どう行動するか，そして
他者とどう関わるか」といった個人の体験に大きく
影響を与えるものである。したがって，EMSsがNSSI
の生起や持続機序に及ぼす影響について検討する。

方　　法

調査協力者
関東地方の国立大学および私立大学と北陸地方国
立大学の学生318名（男性98名，女性218名，不明 2
名）から回答を得た。調査協力者の平均年齢は20.42
歳（SD＝1.26）であった。

調査手続き
個別自己記入式の質問紙調査で実施された。調査
は講義担当の教員の許可のもと，講義の前後の時間
を配布・回答時間とする集合調査形式で行った。調
査の概要に関しては，質問紙の表紙および口頭での
説明を行い，本調査への参加は個人の自由であるこ
とを伝えた上で，質問紙への回答をもって同意を得
たものとした。
調査期間
2017年10月から2017年12月に調査を実施した。

調査内容
自傷行為3）　NSSIの経験について測定するために

Deliberate Self-harm Inventory（DSHI; Gratz, 2001）
を用いた。DSHIは16種類の NSSIとその他の方法

（自由記述）の計17項目で構成されており，それぞれ
について「経験の有無」，「開始年齢（初めて行った
年齢）」，「回数」，「最後に行った時期」，「継続年数」，

「傷の深刻度（病院での治療が必要だったかどうか）」
について問う項目で構成されている。

認知傾向4）　認知傾向を測定するために，本研究
では Young Schema Questionnaire 短縮版（以下，
YSQ短縮版；Bell, 2003 井沢・松岡訳 2006）を使用
した。今回使用した YSQ短縮版は因子構造や信頼
性・妥当性が確認されていない。従って分析に際し
ては，探索的因子分析を実施した上で，その結果に
従って各下位尺度を便宜的に命名し，その合計得点
を分析に用いることとした。なお，YSQ短縮版は15
個のスキーマについて測定できるように，各 5項目
全75項目から構成されている。それぞれの項目につ
いて 6件法（ 1：私にはまったくあてはまらない，
2：私にはほとんどあてはまらない，3：どちらかと

3） DSHIは「自殺の意志がなく，故意に（意図的に），自
らの皮膚組織を直接的に破壊，もしくは変化させ，そ
れにより身体組織が損傷を受ける行為」（Gratz, 2001）
について測定している尺度である。DSHIにおいて測
定している行為は，本研究におけるNSSIの定義（Nock, 
2009）に相違がないと判断し，本尺度を用いた。また，
DSHIはOhira et al.（2018）が日本語版であるDSHI-J
を作成し，信頼性・妥当性が確認されている尺度であ
る。しかしながら，本調査実施時には DSHI-Jが存在
していなかったため，本調査に際しては原著者に許可
を得た上でバックトランスレーション法によって日本
語版を作成したものを使用した。

4） YSQ短縮版（YSQ-SF）は，現在Oshima et al.（2018）
によって因子構造および信頼性が確認されている尺度
である。しかし，本調査実施時には YSQ-SFが存在し
ていなかったため，Bell（2003）に掲載されているYSQ
短縮版（Young & Brown, 1990）を井沢・松岡（2006）
が訳したものを使用した。
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いえばあてはまる，4：ややあてはまる，5：かなり
あてはまる， 6：完全にあてはまる）で回答を求め
た。

認知的感情制御　認知的感情制御を測定するため
に日本語版 CERQ（Cognitive Emotion Regulation 
Questionnaire: 以下，CERQ; 榊原，2015）を用いた。
原版は Garnefski et al.（2001）により開発された尺
度であり，榊原（2015）が日本語版を作成した。CERQ
は「肯定的再評価」，「大局的視点」，「反芻」，「受容」，

「自責」，「肯定的再焦点化」，「他者非難」，「破局的思
考」，「計画への再焦点化」の 9因子36項目から構成
されており，回答者がネガティブな出来事や嫌な出
来事に遭遇した際に，通常どのように考えるかにつ
いて， 5 件法（ 1：ほとんどない， 2：あまりない，
3：どちらでもない，4：時々ある，5：いつもある）
で回答を求めた。

コーピング　 3次元にもとづく対処方略尺度（Tri-
Axial Coping Scale: 以下，TAC-24; 神村・海老原・
佐藤・戸ケ崎・坂野，1995）を用いた。本尺度は，

「肯定的解釈」，「カタルシス」，「回避的思考」，「気晴
らし」，「計画立案」，「情報収集」，「放棄・諦め」，「責
任転嫁」の 8因子24項目から構成されている。精神
的につらい状況に遭遇したときに，その場を乗り越
え，落ち着くために普段からどのように考え，行動
するかについて， 5 件法（ 1：そのようにしたこと

（考えたこと）はこれまでにない， 2：ごくまれにそ
のようにしたこと（考えたこと）がある， 3：何度
かそのようにしたこと（考えたこと）がある， 4：
しばしばそのようにしたこと（考えたこと）がある，
5：いつもそうしてきた（考えてきた））で回答を求
めた。

倫理的配慮
本研究は筑波大学人間系研究倫理審査委員会の承
認を得て実施した（筑29－118）。調査実施前に調査
協力者へ調査内容について十分に説明し，その時点
で不安が高まる者に対しては調査への参加を勧めな
いことを強調した上で実施した。なお，自傷行為に
ついて問う質問項目により不調や不安を訴えた者に
ついては，臨床心理士等専門職が個別に話を聴き，
訴えによっては本人の希望を踏まえ，学生相談や医
療機関など然るべき相談機関を紹介するなどの配慮
を行うこととした。また，調査実施後，自殺・自傷
予防教育に関する内容や大学の相談機関を記載した
リーフレットを調査対象者に配布するなどアフター
フォローを徹底した。なお，本調査後に不調や不安
を訴えた者はいなかった。

結　　果

記述統計量
NSSIの種類ごとの経験人数および平均開始年齢

および標準偏差をTable 1に示した。これまでにNSSI
の経験があると回答した者は全体で98名（30.72％）
であった。

YSQ 短縮版の探索的因子分析
本研究の分析で用いるために，便宜上YSQ短縮版

（Bell, 2003 井沢・松岡訳 2006）について探索的因
子分析を行った。まず，全75項目について平均値±
1SDという基準で，天井・床効果を確認し床効果が
確認された33項目についてはこの時点で除外し，以
降の分析では全42項目を用いることとした。最尤
法・プロマックス回転による因子分析を行った結
果，因子の解釈可能性と各因子の項目数から，29項
目の 6因子解が適当であると判断した（Table 2）。
第 1因子の項目から，周囲の人間と比べて無能で
ある自分に対して劣等感を感じており，自身の能力
に不信感を抱いている内容であると解釈されたた
め，便宜上「自己不信スキーマ」と命名した。第 2
因子の項目は，Bell（2003 井沢・松岡訳 2006）にお
ける「ゆるぎない基準スキーマ」と，「自己犠牲ス
キーマ」の両スキーマの内容を含んだものであった。
自分のことだけでなく，周囲の人の面倒まで見る存
在であることに責任や義務感を感じている内容であ

Table 1
NSSIの種類と経験人数および平均開始年齢

NSSIの種類 経験者数 開始年齢（SD）
身体を切る 38 13.43（2.53）
タバコでやけど 2 10.00（7.07）
ライターやマッチでやけど 1 06.00
文字刻み 10 12.44（3.17）
模様刻み 13 11.70（2.71）
引っ掻く 32 10.45（4.07）
噛む 26 13.19（3.98）
紙やすりでこする 0
酸をたらす 1 24.00
漂白剤などでこすり洗う 0
針で突き刺す 17 12.36（4.14）
ガラスを肌にこすりつける 1 05.00
骨を折る 1 15.00
打撲傷（頭をぶつける） 5 14.33（8.74）
打撲傷（自分を殴る） 9 13.00（4.85）
治癒を妨げる 13 10.00（3.63）
その他 19 11.50（3.61）
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ると解釈されたため，便宜上「義務感スキーマ」と
命名した。第 3因子の項目は，Bell（2003 井沢・松
岡訳 2006）における「見捨てられスキーマ」に該当
する項目の一部で構成されており，見捨てられるこ
とへの過度な心配や不安を反映した内容であると解
釈されたため，便宜上「見捨てられ不安スキーマ」
と命名した。第 4因子の項目は，Bell（2003 井沢・

松岡訳 2006）における「不十分なセルフコントロー
ルスキーマ」に該当する項目の一部で構成されてお
り，さまざまな場面において目標達成のために自分
を制御することができなかったり，欲求不満に耐え
ることができない様子を反映した内容であると解釈
されたため，便宜上「不十分な自己統制スキーマ」
と命名した。第 5因子の項目はBell（2003 井沢・松

Table 2
YSQ短縮版の探索的因子分析（最尤法・プロマックス回転／累積寄与率66.07％）

項目内容 F1 F2 F3 F4 F5 F6 共通性
F1：自己不信スキーマ（α＝.95）
29.仕事の面において，私はほかのほとんどの人たちほど有能ではない。 1.08 .03 －.07 －.02 .00 －.16 .72
30.私は仕事に関しては，ほとんどの人たちほど知的ではない。 1.03 .02 －.03 －.07 .04 －.16 .81
28.ほかの人たちのほとんどは，仕事や業績といった領域において私よりもはるかに有能である。 .93 .12 .01 .04 －.09 －.06 .77
27.私はいざものごとを成し遂げるとなると無能である。 .84 －.05 .00 .02 .01 .10 .68
34.私の判断は日々のさまざまな場面では頼りにならない。 .73 －.06 .06 －.02 .01 .08 .36
26.私が職場や学校ですることのほとんどは，ほかの人たちができることに及ばない。 .67 －.06 －.06 .06 .04 .24 .80
35.私は日々生じるさまざまな問題を解決する自分の能力について自信が持てない。 .63 －.02 .16 －.06 －.03 .21 .85
31.私は自分自身の日常生活をうまくこなす能力があるとは感じない。 .58 －.05 .05 .02 .06 .23 .67
33.私は常識に欠けている。 .50 －.10 .01 .15 .10 .01 .84
F₂：義務感スキーマ（α＝.₈₄）
65.私はたやすく自分を義務感から解放することができず，あるいは自分の失敗を許すことができない。 .00 .88 －.02 .01 －.04 .04 .87
63.私は自分の全責任を負わなくてはならない。 －.10 .76 －.05 .06 .02 .04 .69
64.私はものごとを達成したり結果を出したりする際にはいつもプレッシャーを感じる。 .11 .76 .01 .06 －.12 .00 .79
62.私はベストを尽くす。私は十分だと満足することができない。 .05 .63 .03 －.13 .11 －.07 .88
51.私はたいてい，最後には身近な人たちの面倒をみる羽目になっている。 －.11 .48 .05 .01 .17 .00 .92
54.私はいつも皆のさまざまな問題を聴く人であり続けてきた。 －.04 .47 －.01 －.02 .05 .09 .85
F₃：見捨てられ不安スキーマ（α＝.9₂）
7.私はあまりにも他人を必要としているために，その人たちを失うことが心配だ。 －.01 －.07 .96 －.02 －.03 －.03 .63
6.私はその人たちが去っていってしまうことを恐れるあまり，親密な人たちにしがみつくのだと思う。－.02 －.02 .87 .01 .01 －.03 .38
8.私が近しく感じている人たちが私から去っていったり見捨てたりするのではないかと心配だ。 .05 .04 .82 －.04 .03 .04 .62
9.私が気づかっている誰かが私から距離をとっていると感じると絶望的になる。 .03 .09 .74 .07 .02 －.03 .68
F₄：不十分な自己統制スキーマ（α＝.₈₄）
74.私はそれが自分のためだとわかっていても，楽しめないことを自分に強いることができない。－.07 －.06 －.06 .88 .08 －.01 .32
73.私は，長期的な目標達成のために，すぐに得られる満足感を犠牲にすることが非常に難しいときがある。 .03 .07 .07 .83 －.16 －.08 .26
72.もし目標に到達できなければ，私はすぐに挫折しあきらめる。 .19 －.10 .01 .70 .04 －.01 .45
75.私は自分自身の決断を貫き通すことができたことはほとんどなかった。 －.05 .11 .01 .53 .07 .08 .56
F5：他者不信スキーマ（α＝.₈₄）
14.私はほかの人たちの動機について非常に疑り深い。 .03 .01 .03 －.01 .89 －.04 .61
15.私はたいてい人の隠された動機を警戒している。 .05 .13 －.02 .00 .85 －.04 .76
11.人が私を利用しようとしていると感じることがある。 .08 .08 .01 .03 .44 .07 .64
F₆：欠損スキーマ（α＝.9₂）
24.私は自分が愛すべき存在でないと感じる。 .38 .02 －.02 －.07 －.05 .72 .68
23.私は他人からの愛，注目，尊敬に値しない。 .38 .04 －.07 －.01 －.01 .66 .70
22.私の求めている男性・女性が本当の私を知ったなら，私と親しく交際したいとは望まないだろう。 .21 .08 .05 .06 .06 .54 .39

因子間相関 F1 .47 .52 .50 .49 .62
F2 .46 .30 .55 .47
F3 .39 .42 .46
F4 .33 .39
F5 .61
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岡訳 2006）における「不信 /虐待スキーマ」に該当
する項目の一部から構成されており，他者の動機に
ついて不信感や警戒感を募らせている内容であると
解釈されたため，便宜上「他者不信スキーマ」と命
名した。第 6因子の項目はBell（2003 井沢・松岡訳 
2006）における「欠損スキーマ」に該当する項目の
一部で構成されており，自身のことを他者から愛さ
れたり尊敬されるに値しない存在であると感じてお
り，自身の劣っている面に注目してしまう内容を含
んだものであると解釈されたため「欠損スキーマ」
と命名した。

NSSI 経験に及ぼす認知的要因の影響
各認知的要因が NSSI経験に及ぼす影響を検討す

るために，NSSI経験を目的変数（NSSI経験ありを
1, NSSI経験なしを 0とコード化），各認知的要因を

説明変数としたロジスティック回帰分析（強制投入
法）を行った。統計解析ソフトはBellCurve for Excel

（エクセル統計）version 2.00（株式会社社会情報サー
ビス，2016）を用いた。なおこの分析では欠損値を
含むデータを除外し，268名（男性82名，女性185名，
不明 1名）を分析の対象とした。このうち NSSI経
験がある者は85名であった。
ロジスティック回帰分析の結果を Table 3に示す。
なお各変数間に .80もしくは .90を超えるような強い
相関が見受けられなかったため（大林，2016），多重
共線性は認められなかった。ロジスティック回帰分
析の結果として，影響力は小さいものの「義務感ス
キーマ」（OR＝1.11, 95％CI＝1.04-1.20, p＜.01），「大
局的視点」（OR＝1.13, 95％CI＝1.01-1.26, p＜.05），

「受容」（OR＝1.20, 95％CI＝1.05-1.38, p＜.01）の 3
つの認知的要因が NSSI経験の確率を高める方向に

Table 3
NSSI経験を目的変数としたロジスティック回帰分析の結果

変　数 β
オッズ比
（OR）

95％CI
下限値 上限値

YSQ短縮版
　自己不信スキーマ －0.47 0.96 0.91 1.00
　義務感スキーマ 0.67 1.11＊＊ 1.04 1.20
　見捨てられ不安スキーマ 0.21 1.04 0.97 1.12
　不十分な自己統制スキーマ 0.01 1.00 0.92 1.10
　他者不信スキーマ －0.08 0.98 0.87 1.10
　欠損スキーマ 0.38 1.10 0.96 1.25
CERQ
　肯定的再評価 －0.10 0.97 0.84 1.13
　大局的視点 0.40 1.13＊ 1.01 1.26
　反芻 －0.11 0.97 0.85 1.10
　受容 0.54 1.20＊＊ 1.05 1.38
　自責 0.11 1.03 0.92 1.16
　肯定的再焦点化 0.18 1.05 0.93 1.17
　他者非難 0.08 1.03 0.92 1.14
　破局的思考 －0.23 0.94 0.84 1.06
TAC-24
　計画への再焦点化 －0.38 0.88 0.75 1.04
　情報収集 0.19 1.06 0.93 1.20
　気晴らし －0.49 0.85＊ 0.74 0.98
　カタルシス 0.05 1.02 0.90 1.15
　責任転嫁 －0.09 0.96 0.79 1.17
　放棄・諦め －0.06 0.98 0.84 1.14
　肯定的解釈 0.07 1.02 0.86 1.21
　計画立案 0.19 1.07 0.90 1.28
　回避的思考 －0.14 0.95 0.83 1.09
＊ p＜.05，＊＊ p＜.01，OR＝オッズ比，95％CI＝オッズ比の95％信頼区間
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影響していた。一方で，「気晴らし」（OR＝0.85, 95％
CI＝0.74-0.98, p＜.01）といった対処方略がNSSI経
験の確率を低める方向に影響することがわかった。
ロジスティック回帰分析において関連が見られた
これらの説明変数（認知的要因）が目的変数（NSSI
経験）に対して持つ説明力の有効性を確認するため
に，各説明変数の得点を中央値により上位群・下位
群に分割し，NSSI経験を従属変数とした t検定を
行った。その結果，「義務感スキーマ」（t（275）＝5.20, 
p＜.01），「大局的視点」（t（263）＝3.02, p＜.01），「受
容」（t（218）＝4.54, p＜.01）はいずれも上位群が下位
群よりも有意に高い結果となった。一方，「気晴ら
し」（t（268）＝2.05, p＜.05）は上位群が下位群よりも
有意に低い結果となった。

単回・頻回エピソードと各認知的要因との関連
NSSI経験がある者の中でも，単回の NSSIエピ

ソードを持つ者と頻回の NSSIエピソードを持つ者
の間で各認知的要因において差異が見られるかを検
討するために，一元配置分散分析を行った。なおこ
こでは318名（男性98名・女性218名・不明 2名）を
分析の対象とした。群分けに際しては自傷行為の嗜
癖性に関する先行研究（松本・山口，2005）を参考
として，いずれかの NSSIにおいて「10回以上の自
傷経験」がある者を「頻回NSSI群」，いずれのNSSI
も10回に満たない者を「単回NSSI群」，そして統制
群として「NSSI経験なし群」の 3群を設定した。な
お，頻回NSSI群は16名，単回NSSI群は81名，NSSI
経験なし群は221名であった。

まず EMSsとの関連を一元配置分散分析によって
検討した（Table 4）。 6 つの EMSs全てにおいて有
意差が見られたため，多重比較（Tukey法）を行っ
た結果，「見捨てられ不安スキーマ」（p＜.05）およ
び「欠損スキーマ」（p＜.05）に関しては，「単回NSSI
群」よりも「頻回 NSSI群」の方が有意に高い結果
となった。なお，認知的感情制御およびコーピング
の各変数に関しては，「単回NSSI群」および「頻回
NSSI群」の間に有意差は見られなかった。

考　　察

本研究の目的の一つ目は，どのような認知的要因
がNSSIを引き起こすのか検討することであった。ロ
ジスティック回帰分析を行った結果，「義務感ス
キーマ」，「大局的視点」，「受容」の 3つの認知的要
因がNSSI経験の確率を高める方向に影響していた。
その一方で，「気晴らし」といった対処方略が NSSI
経験の確率を低める方向に影響していた。NSSIの生
起リスクを高める（低くする）ことに「関連がある」
だけなのか，あるいはリスク要因として優先して予
防（実施）すべき要因であるのか，説明力の有効性
を確認するために t検定を行った結果，認知的要因

（「義務感スキーマ」，「大局的視点」，「受容」）はいず
れも NSSIの生起リスクを高める方向に影響するこ
とが明らかとなった。一方で，対処行動である「気
晴らし」は NSSIの生起リスクを低くする方向に影
響することが明らかとなった。

NSSIの生起リスクを高める方向に影響していた認

Table 4
NSSI各群と EMSsの関連

NSSI経験
F値 多重比較

（Tukey）（A）：NSSI
経験なし群

（B）：単回
NSSI群

（C）：頻回
NSSI群

自己不信スキーマ
平均 23.97 26.73 31.40

04.53＊ A＜C ＊

（SD） （10.40） （11.93） （11.84）

義務感スキーマ
平均 15.82 20.06 19.00

15.16＊＊ A＜B ＊＊

（SD） （5.90） （5.93） （7.61）

見捨てられ不安スキーマ
平均 11.05 12.64 16.40

09.19＊＊ A＜B ＊，A＜C ＊＊，B＜C ＊

（SD） （4.80） （5.90） （5.60）

不十分な自己統制スキーマ
平均 10.07 10.69 12.93

03.34＊ A＜C ＊

（SD） （4.23） （4.60） （4.32）

他者不信スキーマ
平均  7.08  8.32  9.80

06.53＊＊ A＜B ＊，A＜C ＊

（SD） （3.34） （4.05） （4.63）

欠損スキーマ
平均  6.93 8.54 11.47

13.10＊＊ A＜B＊＊，A＜C＊＊，B＜C＊

（SD） （3.47） （4.56） （4.85）
＊ p＜.05，＊＊ p＜.01
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知的要因には，項目内容から共通して「自分への厳
しさ」や「べき思考（～なければならない）」といっ
た強迫的な思考や認知の硬さが特徴として挙げられ
ると考えられる。自分で状況を受け入れなければな
らないと強迫的に考えたり，他の人に比べたら大し
たことないと考える者ほど，周りに相談をすること
ができないまま自分で自分を追い込んでしまうので
はないかと推察される。実際に，NSSIを行う者は援
助希求能力が乏しく，自ら相談機関を訪れる者は少
ないことが明らかとなっている（Hawton et al., 2006; 
松本，2009）。したがって，強迫的で自分を追い込ん
でしまう認知傾向を持つ者は，一人で不快感情を一
時的に低減させるための手段として NSSIを試みよ
うとするのではないかと推察される。一方で，「適応
的な」感情制御方略の獲得が NSSIの中断に関係し
ていることから（Whitlock, Prussien, & Pietrusza, 
2015），治療に際しては適切な認知的感情制御や対
処方略の獲得を目指すことが重要であると考えられ
る。
また NSSIの生起リスクを低める方向に影響して

いた「気晴らし」は，情動焦点型の対処方略である
（神村他，1995）。NSSIも不快感情の解消に焦点を当
てている点では情動焦点型の対処方略の側面を有し
ているが，「気晴らし」は基本的に他者との交流活動

（例：友だちとお酒を飲んだり好物を食べたりする）
によって構成されており，一人で不快感情へ対処す
るために行われる NSSIとは異なる情動焦点型の対
処方略である。また NSSIの生起リスクを高める認
知傾向は，問題から注意を切り替えられない強迫的
な側面を有していた一方で，気晴らしは問題から注
意をそらす側面を有していることから（Stone & 
Neale, 1984; 神村他，1995），注意を切り替えて一時
的に不快感情を和らげることが NSSI生起のリスク
を下げる上で有効であると考えられる。
また本研究の目的の二つ目は，NSSIの持続要因と
なりうる認知的要因を検討するために，NSSIを単回
行う者と頻回行う者の間の認知的特徴の違いを検討
することであった。一元配置分散分析を行った結果，
単回NSSI群よりも頻回NSSI群のほうが「見捨てら
れ不安スキーマ」および「欠損スキーマ」の得点が
有意に高い結果となった。

Young, Klosko, & Weishaar（2003 伊藤監訳，
2008）によると，スキーマ療法において「見捨てら
れスキーマ」を有する人は，本来なら自分を手助け
してくれたり自分と関わってくれたりするはずの人
との関係において，不安定さや信頼できない感覚を
抱きやすく，「欠損スキーマ」を有する人は，自分は
望まれない存在であると感じている他，自分のこと

を欠陥人間やダメ人間であると感じており，そうし
た面が露わになることで重要他者からの愛情を失う
だろうと信じているという。この内容から，頻回の
NSSIを行う者は根底的な否定的な認知・信念とし
てこうした見捨てられることへの過度な不安や自尊
感情の低さを抱えていることが示唆された。自らの
欠点が露わになることを恐れ，重要他者から見捨て
られるのではないかという認知・信念を持つ者に
とって，NSSIは一人で行うことができる上に不快感
情を軽減することができるため行動がより強化され
やすく，常習化しやすいのではないかと推察された。
一方，NSSIをやめることができた者は，やめられな
かった者と比べてより高い自尊感情を有していた

（Rotolone＆Martin, 2012）ことから，NSSIが持続
する要因には，対象関係上の問題や愛着の不安定さ
といった人生早期に形成された問題が関与している
可能性があるが，後天的にこれを修復していく方法
として自尊感情を向上させる働きかけが NSSIから
の回復において重要であると考えられる。
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