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The purpose of this study was to examine the relation between stressors，dysfunctional

attitude，Self－OCCtlpation，and dep‡●eSSion．Subjects were administered 良）u王・SCales：a StreSSOr

SCale，a
dysfunctionalattitude scale，a Self－OCCupation scale，and a depression scale．The results

wereasね110ⅥrS；interactioIlbetweenstressorsandselトoccupationwassignificant．Thosewhohad

a higher tendency of self－OCCuPation were depressive when the）7eXpelうenced high stressors．

St王一eSSOrS a王1d dysfunctiona attitudeinfまue乃Ced depressionまndepe王1de‡止1）7．Ani王1teraCtio三1mOdel

Can apply to the relation between stl・eSSOrS and self－OCCupation，and a main e打ect modelcan

apply tothe relation between stresso王‾S and dysfunctionalattitude一In addition，itis possible that

the combination ofself－OCCupation and dysfunctionalattitudeinfluences depl－eSSion．

鼠eyw⑳r誠sニStreSSO王・S，dysfunctionalat山ude，Self－OCCupation，depression

問題と目的

否定的を1ife eventsと抑うつとの間には，大き

な関係があると指摘されてきた．Billing et al．

（1983）は，非抑うつ者よりも抑うつ者は，多くの否

定的な1ife eventsを経験していることを示してい
る．また，Kanner et al．（1981）によって，非抑うつ
者よりも抑うつ者は，多くdaily hasslesを経験し

ていることが示されている．しかしながら最近の研

究では，抑うつの発症は1ife events や daily

hasslesといったストレツサーのみでは説明できず

（Billings，Cronkite＆Moss，1983），ストレッサー

と抑うつの間に介在する個人の認知的要因を重要視

する必要性が認められるようになってきた（Robins，

etal．，1990）．この点に関して，Becl（（1976，1979）
は，抑うつ者の認知の歪み理論をもって説明してい

る．彼によると，脆弱因子としての認知の歪みが抑
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うつ症状の発症や椎持の重要な役割を担っている．

そしてこの認知には，二つのレベルがあり，状態依

存的で，特定の状況で比較的不安定な自動思考

（autonlaticthouかts）とよばれるものと，非機能的

態度（dysfunctionalattitude）とよばれる比較的安定

した特性的認知がある．認知行動療法では，この非

機能的態度を治療のターゲットとして注目している

が，まだわが国では，個人内変数である非機能的態

度と抑うつの関係を検証する研究が少ないのが現状

である．

これとは別の観点からも研究が進んでいる．最近

では，自己に向いた注意と抑うつの関連を示した研

究もある（Ingram，1990，Pyszczynski＆Greenbel－g，

1987；Strack，Blaney，Ganellen＆Coyne，1985）．

人ほ一般に成功した後に自分に注意をむけ，失敗し

た後には注意を自分から逸らそうとする傾向がある

と言われている．しかし，抑うつ者には，この道の
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傾向がみられ，失敗した後に自分に注意を向け，成

功した後に注意を自分から逸らそうとする．

Pyszczynslくi＆Greenberg（1987）ほ，この抑うつ者

独特の自己注目を「反応性うつ病の自己制御保持理

論（a self－regulatol－y preSerVation theory oF reac－

tive deplでSSion）」で説明している．この理論によ

ると，反応性うつ病は，自己が価値づけてきた目標

と現実の自己の状態とのズレを契機として発病す

る．ズレが生じた場合，このズレを低減するために

自己に対する注意が高まる．ズレが大きいためこの

低減が難しいときは，すみやかに注意を自己からそ

らした方が適応にほ良い．しかしながらこれが出来

ない場合，いたずらにネガティブな感情を強めるこ

とになり，最終的には抑うつ状態に陥ってしまう，

というのである．しかしながらここで重要なこと

は，自己へ注意を向けることが全て悪いのではな

く，自己の否定な面に注意が集中して，なんら建設

的なことが考えられないときに，その注意の的が自

己からそれないことが問題なのである（坂本，

1997，p68）．そして最近では自己に向いた注意が固

定され続けるという「自己没入（se汀乃CCupation）」

の方が単なる自己注目よりも抑うつと関連があると

いう知見が得られている（Ingram，1990；坂本，

1993）．

これまで，完全主義などのようを非機能的な態度

を持っている人は，自己注目によってその非機能的

な態度が意識され，非現実的な達成不可能な高い目

標を設定するが示されている（Alden，Bieling＆

Wallace，1994）．さらに目標が現実離れしているた

めに現実と基準とのずれが大きく，ネガティブな感

情（抑うつ感情）を経験することが示されている

（Burgio，Merluzzi＆Pryor，1986）．このように非

機能的な態度と自己注目の関連が知られており，非

機能的な態度と自己への注意が持続する自己没入と

は，互いに影響を与えあって抑うつ状態を引き起こ

していることが考えられる．そこで上記のことをふ

まえて本研究では，これまで別々に研究が進んでき

た非機能的態度と自己没入という2つの個人内変数

と抑うつの関係をストレッサーという要因も考慮し

ながら検討することを目的とする．

方 法

質問紙

（1）ストレッサー尺度：尾関（1990，1993）によって

作成された尺度で，「自分の経済状態（生活費，

交際費など）が悪くなった」，「生活が不規則に

なった」などの35の出来事を体験しているかど

うか調べるとともに，その出来事がどの程度

「辛かった」かを4件法（1：なんともか－～4

：非常につらい）で評定するものである．

（2）日本語版非機能的態度尺度（DysfunctionalAト

titude Scale－Japanese
version：DAS－J）：家接・

田上（1998）が作成したDAS－Jは，抑うつ者が独

特にもつといわれる認知的歪みを測定する質問

紙である．Weissman＆Beck（1978）のDysfunc－

tionalAttitude Scaleを元にして作成され，「何

事にも妥協は許されない」「平凡な生き方では，

満足すべきでほない」などといった「高達成志

向」因子，「他の人が私をどう評価するかという

ことは，とても重要である」「周りの人がかまっ

てくれないと，孤独感に襲われるに違いない」

などといった「評価の他者依存」因子，「もし弱

さを他の人に知られたら，拒絶されるだろう」

「一度でも大きな失敗をしたら，挽回できな

い」などといった「失敗回避」因子の3因子合

計24項目から構成されており，7件法（1：全く

そう思わない～7：全くそう思う）で測定してい

る．

（3）自己没入尺度：坂本（1997）が作成した尺度で，

「長い間，自分についてのことで思いをめぐら

せていることがよくある」，「自分のことについ

て考え始めたら，なかなかそれを止めることが

でいない」など11項目で構成されており，5件

法（1：全く当てはまらない～5：かなり当ては

まる）で測定している．

（4）抑うつ尺度：Zung（1965）が開発した自己記入式

抑うつ尺度（SDS：Selfィating Depression Scale）

の日本語版（福田・小林，1973）で20項目により

構成されており，4件法（1：ないか，たまに～

4：ほとんどいつも）で測定している．

調査対象者 茨城県内のA大学生（男性49名，女性

68名）と首都圏内のB女子大学生（女性255名）で合計

372名で，平均年齢19．4歳（SD＝2．19）であった．

手続き 質問紙は大学の授業中にストレッサー尺

度，DAS－J，自己没入尺度，および抑うつ尺度を配

布・実施した．

結 果

ストレッサー，非機能的態度，自己没入，抑うつ

の各尺度における男女別の平均点と標準偏差を

Tablelに示す．なお調査の段階で男女比に偏りが

あったため，女性をランダムに選び出し男女の人数

（n＝42）をそろえた後に各尺度ごとに男女差の検定

（t検定）を行った．その結果，いずれの尺度にも有
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意な男女差が認められなかったため，以後の分析で

は男女の区別をせずに分析を行うことにした．

各尺度間の関係について検討するために，Person

の積率相関係数を算出した（Table2）．その結果，

ストレッサー，非機能的態度，自己没入の3つの尺

度得点と抑うつ尺度得点とに相関（r＝，24～．37，p

く01）が認められた．この結果は，ストレッサー，

非機能的態度，自己没入がそれぞれ抑うつと関係が

あることを示している．また，ストレッサー，非機

能的態度，自己没入の3つの尺度得点が互いに相関

している（rニ．22～．49，p＜．01）ことが認められた，

次に，ストレツサ｝，非機能的態度，自己没入の

各尺度を平均値で群分けした後に，抑うつ尺度得点

を従属変数，ストレッサー，非機能的態度3尺度得

点の高低群を独立変数として，ストレッサー（高低）

×非機能的態度（高低）×自己没入（高低）の3要因分

散分析を行った．ストレッサー（F（i，363）＝29．89，P

＜．01），非機能的態度（F（1．363）＝4．舶pく05），およ

び自己没入（F（－，363）＝24．27，p＜．01）のそれぞれの主

効果が見られた．またストレツサ｝×非機能的態度

×自己没入の交互作用（F（し363）＝．02，p＞．10）および

ストレツサーと非機能的態度の交互作用（F（1，363）＝

．08，p＞．10）は，見られなかった．非機能的態度と
自己没入の交互作用（F（ユ，363）＝3・03，Pく10）は有意傾

向で，ストレツサーと自己没入の交互作用（F（1，363）＝

11．00，pく01）は有意であった（Fig・1）・ここでス

トレッサーと自己没入の交互作用が有意であったた

め，各水準ごとに単純主効果を分析した．その結

果，高自己没入群におけるストレッサーの単純主効

果と，高ストレッサーにおける群の単純主効果が有

意であった（psく05）．これは自己没入しやすい者

は，ストレッサーが増えてきた場合に高うつ状態に

陥りやすく，自己没入しにくい者はストレッサーの

影響にあまり左右されず，比較的低いうつ状態でい

ることを示している．

考 察

ストレッサーに関する最近の研究では，ストレッ

サーが増加するにしたがって，媒介変数としての個

人の特性がストレス反応を強める（または緩和する）

48
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抑
う
つ
得
点

44

42

40

38

36

34

L†【▼－mル
低ストレツサー 高ストレツサー

忠

Fig．1 ストレツサー・自己没入・抑うつの関連

Tal）1el各尺度の性差

（濫志） （ケ慧）
t倦

ストレッサ｝

非機能的態度

自己没入

抑うつ

22．27 20．80

（7．39） （6．71）

83．92 84．27

（17．15） （16．79）

36，14 35．94

（9．00） （9．32）
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（7．49） （9．01）
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．10
n．s．

．11
rl．S．
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カツコ内は標準偏差

Table2 各尺度の相関行列

非機能的態度 自己没入傾向 抑うつ

ストレッサー

非機能的態度

自己没入

．22…
．25＊＊ ・24－＊

．49＊＊ ．34ホよ

．37＊♯

＊★pく01
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という交互作用モデルと，ストレッサーと個人の特

性がそれぞれストレス反応に影響を与えるという主

効果モデルが考えられている．これまで，ストレッ

サーと心理的健康との間に媒介要因としてhardi－

nessを考慮した研究（小坂・吉田，1992），スト

レッサーとストレス反応との間の媒介要因に楽観性

を考慮した研究（藤南・園田，1994），ストレッサー

と抑うつとの間に完全主義を媒介要因とした研究

（大谷・桜井，1995）ではそれぞれ主効果モデルを支

持する結果を報告している．本研究は，ストレッ

サーと抑うつの関係を，非機能的態度と自己没入の

2つの個人内媒介変数を考慮にいれて検討した．そ

の結果，ストレッサーと自己没入と交互作用は見ら

れ，ストレッサーが増加すると自己没入傾向がそれ

を助長して抑うつ状態へ導いてしまうという交互作

用モデルを支持する結果が得られた．それに対し

て，ストレッサーと非機能的態度の間に交互作用は

見られず，それぞれが抑うつ状態に影響を与えると

いう主効果モデルを支持する結果となった．このよ

うに本研究では，ストレッサ｝と自己没入の間には

交互作用モデルが，ストレッサーと非機能的態度の

間には主効果モデルが適用されることが示された．

また媒介要因である非機能的態度と自己没入の2つ

の変数間にも有意とはいえないまでも交互作用が見

られ，自己没入と非機能的態度が重なると抑うつ状

態に強い影響を与えることが示唆され，今後検討す

る余地がある．今回の調査対象は大学生であり，抑

うつ者といっても日常生活に重大な支障をもたない

mild depressionであったが，この結果が臨床群で

も妥当な内容であるか今後の研究が望まれる．

要 約

本研究は，ストレッサーと抑うつの関係を，非機

能的態度と自己没入という2つの個人内媒介変数を

考慮にいれて検討した．大学生372名に質問紙を実

施し，抑うつ尺度得点を従属変数，ストレッサー，

非機能的態度3尺度得点の高低群を独立変数として

3要因分散分析を行った．ストレッサー，非機能的

態度，および自己没入のそれぞれの主効果が見られ

たが，ストレッサー×非機能的態度×自己没入およ

びストレッサーと非機能的態度の交互作用は見られ

なかった．また，ストレッサーと自己没入の交互作

用は有意（pく01）であった．さらに，高自己没入群

におけるストレッサーの単純主効果と，高ストレッ

サーにおける群の単純主効果が有意なことが見いだ

された．これは自己没入しやすい者はそうではない

者より，ストレッサーが増えてきた場合に抑うつ状

態に陥いる傾向があることを示している．これに対

して，ストレッサーと非機能的態度では，それぞれ

が独立に抑うつ状態に影響えていることが示され

た．また媒介要因である非機能的態度と自己没入が

重をると抑うつ状態に影響を与る可能性が示された

が，今後の検討課題である．
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