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児童におもサる素因ストレスモデブ♭の検討；
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The purpose of this study was to test the diathesis－StreSS mOdelin predicting depressionin

Childhood．Six hundred and seventeen children were assessed払r dysfunctionalattitudes，StreSSOll

and depressive symptomatology Analyses did not support diathesis－StreSS mOdelof depressionin

Childhood；regardless of the extent to experience stressfulevents，negative schema was related to

depression．nndings st唱geSted that mecbanism of stressor－SChemainteraction was not sbown unti1

1ate childhood．nnally，1imitations and如ture directions are discussed．
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問題と目的

抑うつは，多くの児童が抱える重大な適応上の問

題の一つであり，10％～15％の児童が中等度から重

度の抑うつ症状を示すことが，アメリカで実施され

た調査から指摘されている（Nolen－Hoeksema，

Girgus，＆ Seligman，1986；Smuckeち Craigbead，

Craighead＆Green，1986）．このような抑うつ症状

は，児童の学校での活動や仲間関係に支障を与える

ことが明らかにされている（例えば，Nolen－

Hoeksema，Girgus＆Seligman，1992）．さらに，児

童の抑うつ症状は，治療されずにいると長期間維持

されたり，再発したりする可能性が高いことが示さ

れている（Nolen－Hoeksema et al．，1992）．以上の

ように，深刻な抑うつ症状を示す児童が数多く存在

し，それらの子どもは学校や家庭で重大な不適応を

感じている．したがって，抑うつ症状を抱える児童
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に対して早期の治療的・予防的介入を適切に行う必

要があると考えられる．

Kaslow＆Thompson（1998）は，児童の抑うつ

症状に対する実証された心理療法は認知行動療法の

みであることを指摘している．このように認知行動

療法の有効性が指摘されているにも関わらず，児童

の抑うつ症状に影響を与える認知的要因についての

研究は未だ十分に行われてはいない．したがって，

児童の認知がどのように抑うつ症状を引き起こして

いるかという点について検討する必要がある

（Hammen＆．Rudolph，2003）．

Spence（1994）は，児童のさまざまな問題に関

連する認知を，スキーマ，認知操作，認知結果の3

つのレベルに分けて考えることの重要性を指摘して

いる．スキーマとは，個人の中で一貫して観察され

る考えや行動，感情の基となっている態度や信念体

系を指す．また，認知操作とは，外部からの情報を
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変換する認知的な過程のことであり，注意，記憶，

解釈などのプロセスを指している．最後に，認知結

果とは，認知操作やスキーマによって生成される自

動思考やイメージ，表象約言語などである．

Beck，Rush，Shaw＆Emery（1979）によると，

スキーマはこれら3つの認知のレベルの中でも最も

心の深層にある構造である．Beck et
al．（1979）の

指摘に基づくと，スキーマは自動思考に比べると変

容が起こりにくいため，認知療法の効果を長期的に

維持するためにはスキーマの変容が不可欠であると

考えられる．このことから，児童の抑うつ症状に対

する認知的アプローチを考える上で，スキーマに関

する検討を行うことには重大な意義があると言え

る．

佐藤・新井（2003）は，このようなスキーマのレ

ベルに相当する認知である非機能的態度が，児童の

抑うつ症状に影響を与えていることを報告してい

る．佐藤・新井（2003）によると，物事を過度に悲

観的に捉えたり，絶望的なものであると見なしたり

する児童は，より強い抑うつ症状を示していた．ま

た，このような認知と抑うつ症状との関連は，不安

症状の影響を統制した上でも強く示されていた．以

上のことから，児童期の子どもにおいても，スキー

マと抑うつ症状との関連は認められることが示唆さ
れた．

しかしながら，Beck et al．（1979）は，ネガティ

ブなスキーマが直接的に抑うつ症状を引き起こすの

ではなく，このようなスキーマを持つ人がストレス

フルな出来事を経験することによって抑うつ症状が

強まるとしている．このように，ネガティブなス

キーマとストレッサーの交互作用が抑うつ症状をも

たらすとする考え方は，素因ストレスモデル

（diathesis－StreSS
mOdel）と 呼 ば れ て い る．

Lewinsobn，Joiner＆Rohde（2001）は，青年期の

子どもを対象として，ネガティブなスキーマを抑う

つの素因とした素因ストレスモデルの検討を行って

いる．Lewinsohn et al．（2001）の報告によると，
青年期の子どもにおいて素因ストレスモデルの妥当

性は支持された．すなわち，ネガティブなスキーマ

を強く示し，かつストレスフルな出来事を多く経験

した青年において，抑うつ尺度の得点は最も高かっ

た．以上のように，ネガティブなスキーマを抑うつ

症状の素因として捉える上でストレッサ｝の影響が

重要であることが指摘されているにも関わらず，児

童を対象としてこのような検討を行った研究はこれ

までに報告されていない．

そこで本研究では，ネガティブなスキーマとスト

レスフルな出来事の交互作用が抑うつ症状を引き起

こすとイ反志する素因ストレスモデルが，児童期の子

どもにも認められるか検討することを目的とする．

方 法

調査対象

茨城県の公立小学校に在籍する合計617名（4年

生男子122名，女子119名，5年生男子60名，女子53

名，6年生男子132名，女子131名）の児童であっ

た．

調査材料

1．抑うつスキーマの測定

スキーマの測定には，佐藤・新井（2003）の児童

用非機能的態度尺度（Dysf山1CtionalAttitudes

Inventory女）rChildren：以下DAIC）の「破局的・

絶望的態度」尺度を用いた．この尺度は，9項目か

らなっており，抑うつ症状と強く関連していること

が明らかにされている．また，尺度の信頼性と妥当

性はいずれも高い水準にあることが確認されてい

る．回答ほ，4件法（いつもそう思う，ときどきそ

う思う，たまにそう思う，ぜんぜんそう思わない）

で行われ，態度がネガティブであると思われる方か

ら，3～0点が与えられた．

2．ストレツサーの測定

ストレツサーの測定には，嶋田（1998）の小学生

用学校ストレッサー尺度を用いた．この尺度は22項

目からなる質問紙で，高い信頼性と妥当性が認めら

れている．嶋田（1998）の尺度は，これら22の項目

に示された出来事について，経験頻度と主観的な嫌

悪度をそれぞれ4件法で回答させ，両者を掛け合わ

せることによってストレツサー得点を算出するとい

う採点方法をとる．しかし，本研究の主旨に照らし

合わせると，出来事の主観的な評価は考慮せず，ス

トレスフルな出来事の経験頻度のみをストレッサー

として用いる方がより適切であると考えられた．そ

こで，過去2ケ月間の期間において22の出来事を経

験した頻度について，4件法（よくあった，ときど

きあった，あまりなかった，ぜんぜんなかった）で

回答を求め，頻度が高い方から3～0点を与えた．

3．抑うつ症状の測定

抑うつ症状の測定には，Depression Self－Rating

Scale女）r Children（DSRS：Birleson，1981）の日本

語版（村田・清永・森一大鳥，1996）を用いた．

DSRSは18項目からなる質問紙であり，尺度の信頼

性と妥当性は，いずれも高い水準にあることが示さ

れている．本研究では，実施上の問題を考慮して自

殺といじめに関する2項目を除いた16項目の質問紙

を実施した．DSRS日本語版は，これらの2項目を
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除いても高い信頼性を維持することが確認されてい

る（佐藤・新井，2002）．回答は，最近1週間の気

分に関する質問に対して，3件法（いつもそうだ，

ときどきそうだ，そんなことはない）で行われ，抑

うつ症状が強いと思われる方から，2～0点が与え

られた．

調査手続き

調査は，調査対象者の所属する学級単位で授業時

間などを用いて集団で実施された．調査の直接の実

施に当たっては，学級担任の教師に調査の手引きを

配布し，実施を依頼した．

結 果

分析対象

記入漏れや記入ミスのあった回答を除き，有効回

答者合計546名（4年生男子104名，女子106名，5

年生男子53名，女子45名，6年生男子117名，女子

121名；平均年齢10．28歳士1．00）が分析の対象とさ

れた．

変数間の相関分析

本研究に用いた変数間の相関係数を，Tbblelに

示す．まず，DAICによって測定されたスキーマは，

抑うつ症状と中程度の正の相関を示していた

（γ＝．58，♪＜．001）．また，ストレッサーと抑うつ

症状との間にも，中程度の正の相関係数が認められ

た（γ＝．40，♪＜．001）．そして，年齢および性別

（0＝男子，1＝女子）は，どの変数ともほとんど

相関を示していなかった．これらの結果は，成人や

青年期の子どもを対象とした先行研究と一致してい

た（Hollon，Kendall＆Lumr沸1986；Lewinsobn et

alリ2001；Spence，She氏eld＆Donovan，2002）．一
方，スキーマとストレッサーとの間には，先行研究

とは異なる結果が得られた．Lewinsohn et al．

（2001）は，青年期の子どものスキーマとストレッ

サーは無相関であることを報告しているが，本研究

では，スキーマとストレッサーの間に中程度の正の

相関関係が認められた（γ＝．56，タ＜．001）．

階層的重回帰分析を用いた抑うつ症状の予測

DSRSの得点を基準変数とした階層的重回帰分析

′mblel本研究に月弓いた変数の変数間相関

有効回答者＝546

変数 スキーマ ストレッサー 抑うつ症状

スキーマ

ストレッサー

抑うつ症状

年齢

性別

．56

＊＊＊

．58＊＊＊

．10
＊

．05乃．5．

．40

＊＊＊

．04乃．S． ．12

郎；

－．13＊＊ ．06プ才．S．
＊♪＜．05，＊＊♪＜．01，＊納♪＜．001

注：スキーマ＝DysfunctionalAttitudesInventoryforChildren；ストレッサー＝小学生用学校ストレッサー

尺度；抑うつ症状＝DepressionSelf－RatingScaleforChildren；性別（0＝男子，1＝女子）

瀧ble2 抑うつ症状を基準変数とする階層的重回帰分析の結果

有効回答者＝546

投入した順序 説明変数 月2 月2の変化量 自由度

ステップ1

ステップ2

ステップ3

ステップ4

ステップ5

性別

年齢

ストレッサー

スキーマ

性別×スキーマ

年齢×スキーマ

ストレッサー×スキーマ

性別×ストレッサー×スキ←マ

年齢×ストレッサー×スキーマ

．02 ．02＊＊
2，543

．18 ．16＊＊＊
1，542

．35 ．17＊＊＊
1，541

．36 ．01；壬こ
3，538

．36 ．00プ省．ぶ．
2，536

＊少＜．05，＊＊タ＜．01，＊納♪＜・001

注：性別（0＝男子，1＝女子）；ストレッサー＝小学生用学校ストレッサー尺度；スキーマニ

Dys如nctionalAttitudesInventoryforChildren
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の結果を′指ble2に示す．まず，性別と年齢がス

テップ1として回帰式に投入された．続いて，ス

テップ2では小学生用学校ストレッサー尺度，ス

テップ3ではDAICの得点が投入された．そして，

ステップ4としては，3つの交互作用項が回帰式に

入れられた．これらはそれぞれ，性別とスキーマ，

年齢とスキーマ，ストレッサーとスキーマの交互作

用項であった．最後に，2つの2次交互作用項がス

テップ5として投入された．すなわち，性別とスト

レッサーとスキーマ，年齢とストレッサーとスキー

マの交互作用項であった．

分析の結果，ステップ4のモデルでは，月2は1つ

前のモデルに比べて有意な増加を示していた

（ダ［3，538］＝2．66，少＜．05）．しかし，ステップ5

では，児2の変化量は有意ではなかった（ダ［2，536］

＝0．09，乃．5．）．したがって，本研究ではステップ5

に含まれる2次の交互作用を考慮せず，ステップ4

までに回帰式に投入された説明変数を含むモデルに

ついて検討することとした．

最終的に採択されたモデルについて，DSRSの得

点に対する各説明変数の標準偏回帰係数を取ble3

に示す．この結果を見ると，ストレッサーとスキー

マは，抑うつ症状に対して有意な正の標準偏回帰係

数を示していた（ストレッサー：β＝．14，♪＜

．01；スキーマ：β＝．56，♪＜．001）．また，年齢
から抑うつ症状に対する標準偏回帰係数は小さかっ

たが，有意傾向であった（β＝．06，♪く10）．さ

らに，ストレッサーとスキーマの交互作用項が有意

であった（β＝∴11，♪＜．05）．

抑うつ症状に及ぼすストレッサーとスキーマの

交互作用の検討

階層的重回帰分析によってストレッサーとスキー

瀧ble3 抑うつ症状に対する各説明変数の標準偏回帰

係数

有効回答者＝546

説明変数 β

性別

年齢

ストレッサー

スキーマ

性別×スキーマ

年齢×スキーマ

ストレッサー×スキーマ

．04プ7．ざ．

．06†

．14

＊王巨

．56

＊＊＊

．02プ乞．5．

．02タ7．ざ．

m．11＊

†少＜・10，＊♪＜．05，＊＊クく01，＊納♪＜．001

注：スキーマニDy血nctionalAttitudesInventory

ぬr Cbildren；ストレッサー＝小学生用学校スト

レッサー尺度；性別（0＝男子，1＝女子）

マの交互作用項が有意であることが明らかにされた

ため，この交互作用についてさらに詳細な検討を

行った．なお，標準偏回帰係数はわずかなもので

あったが，年齢も抑うつ症状に影響を与えている可

能性が示唆されたため，交互作用の検討は4年生，

5年生，6年生の学年別に行うこととした．

まず，4年生の対象者について，Lewinsohn et

al．（2001）に基づき，ストレッサー得点の中央値を
基準として得点の高いものをストレッサー高評，低

いものをストレッサー低群とした．また，スキーマ

については，得点が対象者全体の上位25％に含まれ

る対象者をスキーマ高群，25％未満から75％までに

得点が含まれる対象者をスキーマ中群，それよりも

得点の低い対象者をスキーマ低群とした．これら分

類に基づき，DSRS得点を従属変数とした2（スト

レッサー高群，ストレッサー低群）×3（スキーマ

高群，スキーマ中群，スキーマ低群）の2要因分散

分析を行った（抗g．1）．その結果，スキーマの主

効果のみが有意であった（ダ［2，204］＝12．48，

♪＜．001）．nlkey法による多重比較を行ったとこ

ろ，スキーマ高群はスキーマ中群およびスキーマ低

群よりも有意に抑うつ得点が高かった 払s＜

．001）．また，スキーマ中群はスキーマ低群よりも
有意に抑うつ得点が高いことが示されたゎ＜．

01）．ストレッサーの主効果およびストレッサーと

スキーマの交互作用は，いずれも有意ではなかっ

た．

次に，5年生の対象者について，同様の分散分析

を実施した（Rg．2）．分析の結果，ストレッサー

の主効果と，スキーマの主効果は有意であったが

（ストレッサー：ダ［1，92］＝7．93，♪＜．001；スキー

マ：ダ［2，92］＝5．30，♪＜．01），ストレッサーとス

キーマの交互作用は認められなかった．ストレッ

サー高評は，低群よりも有意に高い抑うつ得点を示

していた．Tbkey法を用いた多重比較の結果，ス

キーマ高評はスキーマ中群およびスキーマ低群より

も抑うつ得点が有意に高かった払s＜．001）．しか

し，スキーマ中群と低群との間には，有意な遠いは

示されなかった．

最後に，6年生の対象者についても同様の解析を

行った（Fig．3）．その結果，スキーマの主効果は

有意であったものの（ダ［2，232］＝29．77，♪＜

．001），ストレッサーの主効果およびストレッサー
とスキーマの交互作用は有意ではなかった．取key

法による多重比較の結果，スキーマ高評はスキーマ

中群と低群よりも有意に抑うつ得点が高く 払s＜

．001），スキーマ中群はスキーマ低群よりも有意に
抑うつ得点が高いことが示された払＜．01）．
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Rg．3 6年生におけるストレッサーとスキーマが抑

うつ症状に与える影響

考 察

本研究の目的は，ストレスフルな出来事とネガ

ティブなスキーマの交互作用が抑うつ症状に影響を

及ぼすことを仮定した，素因ストレスモデルが児童

期の子どもにおいて認められるか検討することで

あった．

検討の結果，4年生，5年生，6年生のいずれの

対象者においても，ネガティブなスキーマを強く持

つ児童がより強い抑うつ症状を示すことが明らかに

された．しかしながら，素因ストレスモデルで仮定

されているようなストレッサーとスキーマの抑うつ

症状に対する交互作用は，どの学年においても認め

られなかった．この結果は，青年期の子どもではス

トレッサーとネガティブなスキーマの交互作用が見

られるとしたLewinsobn et al．（2001）の報告とは
対照的なものである．

以上のような先行研究との不一致が認められた理

由として，本研究とLewinsohn et al．（2001）にお

いて調査対象とされた子どもの発達段階の違いが考

えられる．本研究の対象者は小学校高学年の児童で

あったのに対し，Lewinsohn et al．（2001）では高
校生の子どもが対象とされている．これらの点を考

え合わせると，ストレスフルな出来事とネガティブ

なスキーマの交互作用が抑うつ症状を引き起こすと

いう現象は，児童期までは見られないことが示唆さ

れる．

二払rner＆Cole（1994）は，このような素因スト

レスモデルで仮定されているメカニズムについて，

発達的な観点から考察している．1もrner＆Cole

（1994）では抑うつの素因として原因帰属や推論の

誤りが取り上げられ，学業的・社会的場面における

ストレスフルな出来事との交互作用が4年生，6年

生，8年生の子どもにおいてそれぞれ認められるか

どうか検討がなされた．そして，検討の結果，4年

生と6年生の子どもではこのような交互作用は認め

られなかったが，8年生の対象者では素因ストレス

モデルの妥当性を支持する結果が得られている．

本研究とnlrner＆Cole（1994）とでは抑うつの

素因として仮定する概念が異なっているものの，こ

れらの概念はいずれも広い意味での抑うつの認知的

要因であると捉えることができる（坂本，1997）．

したがって，こゴlまで抑うつ症状の発症と維持を説

明する認知モデルとして広く検討されてきた素因ス

トレスモデルで仮定されているメカニズムは，児童

期後期から青年期にかけて形成されるという発達的

な経過をたどる可能性があると言える．

最後に，本研究の限界と今後の課題について述べ

る．まず，本研究で取り上げられたストレスフルな

出来事は，いずれも学校場面において出現するもの

のみに限定されている．しかしながら，児童が日常

的に経験するストレスフルな出来事は学校場面で出

現するものだけではなく，家庭や地域などのさまざ

まな場面にわたることが指摘されており（竹中，

1997），これらの場面を考慮した研究が行われる必
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要がある．次に，本研究では横断的な研究デザイン

が採用されている．Lewinsobn et al．（2001）は，

素因ストレスモデルを検討する研究デザインとして

横断的な研究は最適ではなく，縦断的研究によって

検討されることが望ましいとしている．したがっ

て，児童の抑うつ症状に関する素因ストレスモデル

について，縦断的な研究デザインによる評価を行う

ことは不可欠であると考えられる．そして，素因ス

トレスモデルの発達的な検討を行う必要性がある．

本研究の対象者は小学校4年生から6年生であった

ため，素因ストレスモデルの発達差について効果的

な検討を加えるには年齢の幅が不十分であったと考

えられる．素因ストレスモデルにおいて仮定されて

いる構造がどのように形成されていくのかという点

について発達的観点から考察するためには，さらに

異なった年齢集団についても検討を加えることが必

要である．

要 約

本研究の目的は，ネガティブなスキーマを抑うつ

症状の素因とした素因ストレスモデルを，児童を対

象に検討することであった．小学校4年生から6年

生までの児童617名を対象として，児童用非機能的

態度尺度（佐藤・新井，2003），小学生用学校スト

レッサー尺度（嶋田，1998），および，子ども用抑

うつ自己評価尺度（村田ら，1996）を用いて，児童

のネガティブなスキーマとストレッサー，抑うつ症

状の程度を測定した．スキーマとストレッサーを独

立変数，抑うつ症状を従属変数とする2要因の分散

分析の結果から，いずれの学年の児童においても，

ネガティブなスキーマは抑うつ症状と関連している

ことが示唆された．しかしながら，ストレッサ｝と

スキーマの交互作用は有意ではなく，この結果は抑

うつの素因ストレスモデルとは一致していなかっ

た．これは，素因ストレスモデルで仮定されている

ようなメカニズムが，児童期の子どもではまだ形成

されていない可能性を示すものである．

最後に，本研究の限界と今後の課題が議論され

た．
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