
持続要因に着目した反すう研究の動向

筑波大学人間総合科学研究科　大井　　瞳 

法政大学現代福祉学部　望月　　聡 

筑波大学人間系　沢宮　容子

A review of rumination research that focuses on the factors of persistence

Hitomi Oi (Graduate School of Comprehensive Human Sciences, University of Tsukuba, Tsukuba 
305-8572 , Japan)
Satoshi Mochizuki (Faculty of Social Policy and Administration, Hosei University, Machida 194-

0298 , Japan)
Yoko Sawamiya (Faculty of Human Sciences, University of Tsukuba, Tsukuba 305-8572 , Japan)

Many studies have shown that rumination has various negative effects including depression.  
Rumination was originally proposed as a form of response to depression, and research has come to 
focus on its maladaptive aspects.  Thus, in recent years, forms of psychotherapy have been developed 
that focus on rumination.  In the light of such trends, it is necessary to consider not only the trait 
aspects of rumination but also its state aspects.  It is important to treat rumination as a state and 
to consider the mechanisms that perpetuate rumination.  Accordingly, in this paper, we review the 
relevant research literature and consider the mechanisms that perpetuate rumination from four 
perspectives.  We identify (1) control theory, (2) metacognitive beliefs, (3) mood state, and (4) attention 
as factors for the persistence of rumination. Finally, we discuss the prospects for research that focuses 
on the persistence of rumination.
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はじめに

気分が落ち込んだ際に，「どうしてあんなことをし
てしまったのだろうか」，「こんなに落ち込んでいる
と何もできない」など落ち込んだことに関して繰り
返し考え続ける現象がある。このような持続的な思
考，または思考スタイルは反すう（rumination）と
よばれ，「抑うつ気分のときに抑うつの症状，原因，
意味，結果について繰り返し考える思考や行動」と
定義されている（Nolen-Hoeksema, 1991）。反すう

は，精神疾患の症状や発症を予測したり（Just & 
Alloy, 1997; Nolen-Hoeksema, 2000），ネガティブ気
分を増幅させたり（Brans, Koval, Verduyn, Lim, & 
Kuppens, 2013）と望ましくない影響を及ぼすことが
数多くの研究から示されている。
反すうに関するレビュー論文はすでにいくつかみ
られるが（Nolen-Hoeksema, Wisco, & Lyubomirsky, 
2008; Smith & Alloy, 2009），持続要因に焦点を当て
たものはない。そこで，本稿では反すう研究の動向
について概観し，反すうの持続要因について検討す
る。そして， 4 つの観点から検討した反すうの持続
要因について臨床的観点を交えて考察し，反すう研
究の展望について述べる。連絡先：✉ sawamiya@human.tsukuba.ac.jp（沢宮容子）
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反すう研究の動向

心理学における反すう研究は1990年頃から行われ
ている。その発端として，Nolen-Hoeksema（1991）
は，男性よりも女性の方がうつ病の発症率が高いこ
とを指摘し，その要因として抑うつ気分への反応が
男女で異なる傾向があることを見出した。そして，
女性は抑うつ気分に対して考え込むという反応をと
りやすいことから，抑うつ気分について考え込むス
タイルである反すうが抑うつ気分を持続させ，うつ
病の発症に寄与していると述べている。この考えを
もとにして提唱されたのが反応スタイル理論

（Response Styles Theory: Nolen-Hoeksema, 1991）で
あり，反応スタイル理論では，抑うつ気分を持続さ
せる反すうに対して，抑うつ気分の低下をもたらす
反応スタイルである気晴らし（distraction）が挙げら
れている。気晴らしは，抑うつ気分を感じたときに
その事柄に関係のない行動をしたり，考えたりする
ことによって抑うつ気分から気をそらすという反応
スタイルである。
反応スタイル理論をもとにして，反すうと気晴ら
しという反応スタイルを測定するための尺度として 
Response Styles Questionnaire（以下 RSQ：Nolen-
Hoeksema & Morrow, 1991）が作成された。反応ス
タイル理論が提唱された1990年代は，RSQを使用し，
反すうと気晴らしの対比を扱った研究が盛んに行わ
れていた（e.g., Bagby et al., 1999; Just & Alloy, 1997; 
Nolen-Hoeksema, Morrow, & Fredrickson, 1993）。抑
うつ気分の持続に影響を与える反応スタイルとして
提唱された反すう，気晴らしであるが，Nolen-
Hoeksema et al.（1993）によって，反すうスタイル
を持っている人は気晴らしスタイルを持っている人
よりも抑うつ気分が持続しやすいことが実証的に示
された。反すうは抑うつに関連する思考であること
から抑うつエピソードを予測する報告がなされてい
るが（Just & Alloy, 1997），Bagby et al.（1999）は，
反すうか気晴らしかという反応スタイルによってう
つ病の治療効果に差が見られるかを検討した。その
結果，反すうスタイルを持っている人の方が薬物療
法の治療効果が低いことを示している。
うつ病の治療効果といった反すうの長期的影響の
みでなく短期的な影響を検討するために，反すう誘
導を用いた実験的検討も行われている（e.g., 
Lyubomirsky, Kasri, & Zehm, 2003; Lyubomirsky & 
Nolen-Hoeksema, 1995; Nolen-Hoeksema et al., 
1993; Nolen-Hoeksema & Morrow, 1993）。Nolen-
Hoeksema & Morrow（1993）は，反すうおよび気晴
らしを実験的に誘導し，それぞれの反応スタイルが

気分に与える影響について検討した。具体的な手続
きとしては，反すう条件では自身の思考や身体感覚
などに注意を向けて考えるよう教示し，気晴らし条
件では，木の枝に留まっている 2羽の鳥やアフリカ
大陸の形といった，抑うつ症状や感情に関連しない
外的な事柄について考えるよう教示した。それぞれ
の誘導を 8分間行った結果，抑うつ群においては，
反すう誘導が抑うつ気分を持続させ，気晴らし誘導
が抑うつ気分を低減させることが明らかになった。
以上のように，反すうが精神的健康に悪影響を及
ぼすことや望ましくない結果を予測することが明ら
かとなってきた。それに伴い，反すうに特化した研
究が盛んに行われるようになり，反すうスタイルか
気晴らしスタイルかといった対比ではなく，反すう
傾向が高いか低いかということが中心的な変数とし
て扱われる研究が行われるようになった（Nolen-
Hoeksema et al., 2008; Smith & Alloy, 2009）。その 
背景には，RSQ から反すう傾向を測定する項目 
を抽出し，個人の反すう傾向を評価する尺度 
である Ruminative Responses Scale（ 以下 RRS： 
原版は Nolen-Hoeksema & Morrow, 1991：日本語版
は Hasegawa, 2013）が作成された流れがある。RRS
の因子分析より，反すうには「反省的熟考（reflective 
pondering）」と「考え込み（brooding）」という 2側
面があることが示されている（Treynor, Gonzalez, & 
Nolen-Hoeksema, 2003）。反省的熟考は気分を改善
するための認知的問題解決方略であり，感情価は
ニュートラルである。尺度項目には，「なぜ自分が落
ち込んでいるのかを理解するために，自分自身の性
格について分析する」，「 1 人で出掛けて，なぜ自分
がこのような感情を抱いているのか考える」といっ
た項目が含まれている。一方，考え込みは感情的な
考え込みであり，落ち込みに対する自己批判的な反
応である。たとえば，尺度項目には「『なぜ自分は物
事をもっとうまく片づけられないのだろうか』と考
える」，「『こんな事態を作り出してしまうような何か
を，自分はしてしまっているのだろうか』と考える」
といった項目が含まれている。Treynor et al.（2003）
では，反省的熟考よりも考え込みの方が抑うつの程
度と関連が強いことが示されている。また，反応ス
タイル理論ではなく私的自己意識の研究から開発さ
れた反すうを測定する尺度として Rumination-
Reflection Questionnaire（以下RRQ：原版はTrapnell 
& Campbell, 1999：日本語版は高野・丹野，2008）が
ある。Takano & Tanno（2009）は RRQによって測
定される自己注目の 2側面である「自己省察（self-
reflection）」と「自己反芻（self-rumination）」は，そ
れぞれ反すうの反省的熟考と考え込みに対応するも
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のであることを示唆している。自己省察は自己への
知的好奇心によって動機づけられる自己理解のため
の自己注目であり，自己反芻はネガティブで慢性的
な自己注目である（Trapnell & Campbell, 1999）。自
己省察は適応的な影響を，自己反芻は適応的でない
影響を及ぼすとされている。これらをまとめると，
自己省察と反省的熟考は自己理解や問題解決に関連
しており，一方，自己反芻と考え込みは神経症的で
憂うつな思考に関連している（Takano & Tanno, 
2009）。
反すうの 2側面が明らかにされてから，反すうの
2側面である反省的熟考と考え込みについての比較
が行われるようになった。大学生の健常者を対象と
した研究では，考え込みと過去の抑うつエピソード
に関連がみられ，反省的熟考と抑うつエピソードと
の関連はみられなかった（Hasegawa, Hattori, Koda, 
Kondo, & Kawaguchi, 2014）。また，うつ病群，社交
不安症群，健常群を対象にした研究では，うつ病群
が社交不安症群，健常群よりも考え込み傾向が高い
ことが示されている（Joormann, Dkane, & Gotlib, 
2006）。さらに，考え込み傾向が高い人は，抑うつの
影響を統制してもネガティブな刺激に対する認知的
バイアス，特に悲しい表情への注意バイアスが強い
ことから，考え込みはネガティブ気分の持続に重要
な役割を持っていることが指摘されている

（Joormann et al., 2006）。以上に挙げたような様々な
先行研究から反すうのなかでも考え込みは不適応的
側面であると考えられている。反すう，特に考え込
みの側面と抑うつの関連が多くの研究で示されると
ともに，うつ病者や抑うつ者における反すうを扱っ
た研究もみられるようになった。
本来，抑うつのリスクファクターとして提唱され，
うつ病との関連が示されていた反すうであったが，
うつ病以外の疾患とも関連があることが示されるよ
うになった。たとえば，反すう傾向の高さが不安症
症状を予測すること（Nolen-Hoeksema, 2000），反す
う傾向と境界性パーソナリティ障害特性に関連があ
ること（Watkins, 2009）,強迫性障害の症状と関連が
あること（Raines, Vidaurri, Portero, & Schmidt, 
2017）が示されている。これらの研究報告より，反
すうはうつ病のみでなくさまざまな精神疾患のリス
クファクターとなりうるといえる。Nolen-Hoeksema 
& Watkins（2011）においても，反すうは診断横断的
なリスクファクターであることが指摘されている。
また，精神疾患への脆弱性という文脈以外からも反
すうの研究が行われている。たとえば，感情制御の
ためのコーピングとしての反すう（Garnefski & 
Kraaij, 2006），目標達成の失敗を認知したときに生

じる自己制御方略としての反すう（Martin & Tesser, 
1996），心的外傷的出来事の反応として生じる反すう

（Calhoun, Cann, Tedeschi, & McMillan, 2000）などで
ある。反すうをどのようなものとして捉えるかにつ
いてはいまだ議論がなされているといえる。

反すうの状態的な捉え方

上述したように，抑うつへのリスクファクター以
外の文脈でも反すうという概念が用いられるように
なり，反すうの捉え方自体も変化してきた。Nolen-
Hoeksema（1991）では，反すうを個人の安定した特
性的なスタイルとしているが，Watkins（2008）は，
反すうは必ずしも安定的なものではなく経時的に変
化するものでもあると述べている。そして，反すう
を特性的なものとしていることを反応スタイル理論
の問題点として挙げている。その点について実証的
に検討しているのがMoberly & Watkins（2008）の
研究である。Moberly & Watkins（2008）は，うつ病
でない人を含めて 1日 8回の経験サンプリングを 7
日間実施し，日常場面での反すう思考の報告を求め
た。報告された反すう思考のうち，個人内のランダ
ムな 2時点の反すう思考の程度を抽出して， 2 時点
間の相関を求めたところ，有意な相関関係はみとめ
られなかった。この結果から，反すうの一貫性は高
くなく，反すうの程度は状況や状態に伴って変化す
るものであることが明らかとなった。Moberly & 
Watkins（2008）より，特性的に反すう傾向の高い人
は反すう状態になりやすいが，常に反すうが生じて
いるわけではないと考えられる。特性的な反すうと
状態的な反すうをそれぞれ質問紙で測定した研究で
は，特性反すうよりも状態反すうの方がストレスか
らのリカバリーを予測することが示された（Lemoult, 
Arditte, D＇Avanzato, & Joormann, 2013）。このような
研究報告より，反すうしやすいかどうかという特性
に加えてどのくらい反すうをしているかという状態
面に着目することに大きな意義があるといえる。近
年では，反すう状態を測定する尺度の開発

（Marchetti, Mor, Chiorri, & Koster, 2018）も行われ
ており，今後はますます状態面に着目される動向が
推察される。

Watkins & Nolen-Hoeksema（2014）は反すうへの
介入という観点から状態的な捉え方の重要性につい
て言及している。Watkins & Nolen-Hoeksema（2014）
は，反すうが強い習慣性を持っている場合は，反す
う状態と生起状況が刺激―反応のような関係にある
ことから，特定の場所といった，反すうを生じさせ
ている状況的なトリガーを変える，または，トリガー
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への暴露を避けることが介入として有効であると述
べている。また，反すう思考が繰り返されることに
よって，反すうが習慣的になり，反すうの生起がそ
のときの状況と結びつく。すなわち，同じ状況で反
すうをしているうちに，反すうが生じやすくなるこ
とが考えられる。そのため，反すうが持続しやすい
状況，持続しにくい状況についての検討を行うこと
が必要であると考えられる。近年，反すうおよびう
つ病の残遺症状への介入として，反すうに焦点を当
てた認知行動療法（Rumination-Focused Cognitive-
Behavioral Therapy：以下 RFCBT：Watkins, 2016）
が開発され，うつ病の再発予防や抑うつ症状に対す
る介入研究が行われている（Watkins et al., 2016; 
Watkins et al., 2007; Watkins et al., 2011）。RFCBT
では，反すうに焦点を当てた心理教育や反すうのト
リガーへの気づきを促し，習慣的な反すうの低減や
思考内容の変換を目指す。Watkins et al.（2011）で
は，過去18ヶ月から 2ヶ月までの期間にうつ病の診
断基準を満たしていた21名を対象に RFCBTによる
介入を12セッション行った。その結果，反すうの低
減を媒介して抑うつ症状の低下がみられた。以上よ
り，介入や予防という観点から考えると，反すうを
状態的に捉え，習慣化された反すうへの気づきを促
し，低減させることが重要であると考えられる。
反すうの状態面への注目がなされるようになり，

研究手法の変化も見られている。質問紙以外の方法
で反すう状態を測定するために，経験サンプリング
法や思考サンプリング法といった方法が使用される
ようになっている。経験サンプリング法とは，携帯
デバイス等を用いて，日常生活でその人が何をして
いるか，何を感じているか，何を考えているかを尋
ねる方法である（Larson & Csikszentmihalyi, 2014）。
経験サンプリング法は反すう以外の分野でも用いら
れている方法であり，どのような活動と意識経験に
関連があるかといったテーマについて扱うことがで
きる。思考サンプリング法とは，実験課題などを行っ
ているときの思考内容をサンプリングする方法であ
り，特にマインドワンダリングの研究において多く
用いられている方法である。思考サンプリング法に
は，思考内容を尋ねるプローブを実験者側が提示し
尋ねる方法と特定の思考が生じたときに実験参加者
自身が報告する方法がある（Smallwood & Schooler, 
2006）。経験サンプリング法や思考サンプリング法は
特定の思考が生じてからデータのサンプリングまで
の時間が短いため，回答する際に記憶が再構成され
るおそれが少なくなるという利点があり（Hurlburt 
& Melancon, 1987; Larson & Csikszentmihalyi, 
2014），即時的に反すう状態を測定するのに適した方

法であるといえる。また，このような方法によって，
質問紙では測定しきれていないような，反すうの強
さや具体的な思考内容，持続頻度等についても検討
できるようになる可能性がある。しかし，現状とし
ては，経験サンプリング法や思考サンプリング法に
よる反すう研究の報告は依然として少なく，これら
の研究手法の精緻化も今後必要となるであろう。具
体的には，思考内容を尋ねる際に提示する選択肢や
タイミング，使用する実験課題の検討が望まれる。

反すうが持続する要因

反すうを状態としてみたとき，反すうは持続しや
すい反復的な思考であるといえる。反すうの反復性，
持続性という性質は，侵入思考，マインドワンダリ
ングといった類似概念と反すうを区別する際に欠か
せない要素となっている。また，反すうには生じて
いることに気がついても制御できないという制御困
難性がある。Papageorgiou & Wells（2001）がうつ病
患者に行った半構造化面接によると，「反すうは制御
できない」といったメタ認知的信念があることが示
されている。このようなメタ認知的信念の存在から
も反すうは主観的に制御困難だと感じられるといえ
る。
反すうが持続することによって，短期的にも長期
的にも望ましくない影響が生じることから，反すう
が持続する機序について明らかにすることが重要で
ある。反すうの持続要因を明らかにすることによっ
て，RFCBTといった介入への示唆が得られ，より有
効な治療へとつなげることができると考えられる。
そこで，以降では反すうが持続する要因について，
4 つの観点から文献のレビューを行い，今後の展望
について述べる。

（ 1 ）制御理論
反すう思考の持続に関して，重要な要素の一つと
して目標と現実状態の乖離がある（Smith & Alloy, 
2009; Watkins, 2008）。Smith & Alloy（2009）は，反
すう研究をレビューするなかで，「反すうは，認識さ
れた不一致を修正するときに，反すうの有効性につ
いてのポジティブなメタ信念によって動機づけられ
る感情制御方略である」と説明している。この説明
のなかで， Smith & Alloy（2009）は反すうの生起状
況について，反すうは現在の状態と目標とする状態
との間の差（不一致）を認知するときに生じるもの
であると述べている。この考えは，心的活動や行動
は現状と基準値の不一致を感じたときに生じるとい
う制御理論（Control theory：Carver & Scheier, 1982）
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に基づいたものである。制御理論に基づく反すうの
考え方は，Carver & Scheier（1990）が提唱するネ
ガティブ感情の生起プロセスと，Martin & Tesser

（1996） の反すうの捉え方がもとになっている。
Carver & Scheier（1990）は，目標状態に及ばない
という現実と目標の不一致が生じたときにネガティ
ブ感情が生じるとしており，Martin & Tesser（1996）
では，目標に関連した思考から反すうが生じると述
べている。反すうは自身の気分や行動について繰り
返し考えており，問題解決志向的な性質を持ってい
るが，反すうは何らかの目標，さらに現実状態との
不一致を認識し目標状態に近づくために生じている
ことが考えられる。
目標の認知と反すうの生起について，日常場面に
おいて経験サンプリング法を用いて検討した研究で
は，個人の目標の達成度が低いときと個人にとって
重要な目標を追求しているときに反すうが生じやす
いことが示されている（Moberly & Watkins, 2010）。
目標のなかでも，外発的にコントロールされた目標
ほど反すうを生じさせやすい（Moberly & Dickson, 
2016）。また，目標の認知と反すうの生起との関連は
実験的にも検討されており，Roberts, Watkins, & 
Wills（2013）は，解決済みの目標または未解決の目
標について10分間想起した後に実験課題を行い，課
題中の思考内容，すなわち反すうをしていたかにつ
いて尋ねた。その結果，未解決の目標について想起
した群は，解決済みの目標について想起した群より
も多く目標についての反すうをしていたと報告し
た。以上より，反すうは未達成の目標を認知するこ
とによっても生起するものであると考えられる。現
実状況と目標状況の乖離によって反すうが生じてい
ると仮定すると，この不一致が持続する限りは反す
うが持続すると考えられる。また，反すうをするこ
とによって目標状態に対する知覚が高まり，より目
標との不一致を感じやすくなるメカニズムが考えら
れる。このように制御理論から反すうの持続につい
てみると，目標と現実状態との不一致を認識した際
に，目標達成に向けて行動することや目標の修正を
行うことが有効であると指摘されている（Watkins, 
2008）。目標と現状の不一致に関しては，目標の水準
やスキーマによって個人差が見られると考えられ，
臨床的観点からみると目標レベルやスキーマを考慮
に入れてアプローチすることの重要性も示唆され
る。

（ ₂ ）メタ認知的信念
臨床心理学的観点から考えると，反すうの持続に
は個人の信念が大きく関連していると考えられる。

特に，反すうに対するメタ認知的信念が持続要因と
して挙げられる。反すう傾向が高い人は反すうをす
ることに対してポジティブな信念をもっていること
が示されている（Papageorgiou & Wells, 2001;  
Watkins & Baracaia, 2001）。つまり，反すうを問題
解決につながる有益なものであるという信念が反す
うを持続させている。また，反すうをすることへの
利益だけでなく，反すうをしないことで生じる不利
益に関する信念が反すうと関連していることも示さ
れている。長谷川・金築・根建（2009）では，「人生
への悪影響の回避」，「現状の悪化の回避」が反すう
傾向と関連している結果が示されており，反すうし
ないことで生じる悪影響を回避するために反すうが
持続している可能性が指摘されている。こういった
信念にアプローチし，うつ病や不安症の治療を目指
すのがメタ認知療法である（Wells, 2009 熊野・今
井・境監訳 2012）。具体的には，反すうの機能に着
目し，反すうのメリットについて検討することや過
剰な自己注目から柔軟に注意をコントロールする注
意訓練が介入の内容として含まれている。

（ ₃ ）気分状態
反すうは抑うつ気分時に関連して生じると定義さ
れているように，気分状態は反すうの持続と大きく
関連することが考えられる。Moberly & Watkins

（2008）は，経験サンプリング法を用いて，反すう思
考と気分状態の関連について検討した。その結果，
反すう思考はネガティブ気分の時に生じやすいこと
が明らかとなった。反すう思考が気分状態と関連し
て生じるメカニズムの説明として気分一致効果

（Mood-congruency effects）が挙げられる。気分一致
効果とは，気分状態と一致した記憶の想起が促進さ
れるという現象であり，ネガティブな気分状態のと
きにはネガティブな記憶が想起されやすくなる

（Bower, 1981）。気分一致効果の説明として，Bower
（1981）は，長期記憶の意味ネットワーク理論を挙げ
ており，特定の感情が意味的につながりの深い記憶
を想起させることが仮定されている。また，気分一
致効果は自己に関連する情報で生じやすいことが示
されている（筒井，1997）。反すうは過去についての
思考であり（Nolen-Hoeksema et al., 2008），かつ自
己に関する思考であるため，気分一致効果による記
憶の想起によって引き起こされるメカニズムが想定
される。気分一致効果に反すうを当てはめると，ネ
ガティブな気分状態がネガティブな記憶へのアクセ
シビリティを高め，反すう思考が生起することが考
えられる。さらに，反すうは多くの研究でネガティ
ブ気分に対して正の関連，影響が見られており，反
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すうによって不安や怒りといったネガティブな気分
が生じる（Thomsen, 2006）。反すうの持続に関して
は，反すう思考によって生じたネガティブな気分が
さらなる反すう思考を生じさせていることによって
反すう思考が持続することが考えられる。以上より，
反すう思考とネガティブ気分の間には気分一致効果
による循環的なプロセスが想定される。

Takano, Sakamoto, & Tanno（2013）は，大学生を
対象に日常的な活動場面と反すう思考の関連を経験
サンプリング法によって検討している。具体的には，
1 日 8 回調査協力者にメールが送信され，調査協力
者はメールが届いたタイミングでそのときの思考内
容と活動内容を 1週間報告した。その結果，反すう
の低減に効果的である活動として，趣味，テレビ／
パソコン，食事，何もしていない／睡眠が挙げられ，
主観的に楽しいと感じる活動が反すう思考の低減に
効果的であることが示された。以上より，反すうが
持続しやすい状況，持続しにくい状況を明らかにし
たうえで，行動や状況から気分状態を変えるという
アプローチの有効性が考えられる。

（ ₄ ）注意資源と注意の範囲
ネガティブな気分状態と反すうの持続との関連に
おいて，注意の観点からの検討が行われている。
Linville（1996）では，注意の抑制ができないことが
反すうの根底にあるメカニズムの一つであるとして
いる。具体的には，ストレスや抑うつ状態が注意の
抑制を弱め，それによって反すうが促進されること
を指摘している。注意の抑制の弱さが反すうを助長
している背景には，侵入的な反すうがワーキングメ
モリ内で生じたり，それまでの思考の流れを中断さ
せたりする可能性や過去に関連した情報の活性化を
維持し，目の前のタスクの目標から注意を引く可能
性が挙げられている（Linville, 1996）。
そして，Koster, De Lissnyder, Derakshan, & De 

Raedt（2011）は神経科学の知見をあわせて，この
Linville（1996）の考えをさらに詳細にモデル化した。
そ の モ デ ル が 解 放 の 障 害 仮 説（ Impaired 
disengagement hypothesis）である。Koster et al.（2011）
では，制御理論と同様に，個人の目標状態と一致し
ないような内的あるいは外的なストレッサーが反す
うのきっかけとなっていると述べている。そして，
その不一致信号の後に，注意資源によってネガティ
ブな思考から注意を解放することができないと反す
うが持続する（Figure）。ネガティブな思考から注意
を解放することに成功すると，状況を再評価したり，
注意の焦点を変えたりすることができる。解放の障
害仮説では，注意資源の分配ができないことによっ

て注意の解放ができなくなることを言及している
が，反すう思考と注意資源の因果関係は実験研究で
も報告されている（Philippot & Brutoux, 2008; 
Watkins & Brown, 2002）。Watkins & Brown（2002）
は，抑うつ者に対して反すう誘導をすることによっ
て認知課題の成績が低下していたという結果を示し
ている。この結果についてWatkins & Brown（2002）
は，反すうが即時的に実行資源（注意資源）を減ら
したことによって認知課題の成績が下がっていたと
説明している。反すう誘導がその後の課題成績を低
下させ，反すうが注意資源の枯渇をもたらすことか
ら，反すうは外向的な注意資源と競合して生じやす
い可能性が指摘されている（大井・望月，2019）。
気分状態による反すうの持続について先述した

が，気分状態と注意の関連についても検討が行われ
ている。気分状態と注意の関連について，ポジティ
ブ感情においては，拡張形成理論（The broaden-and-
build theory of positive emotions）が提唱されている

（Fredrickson, 2001）。ポジティブ感情の拡張形成理
論では，ポジティブ感情が思考や行動のレパート
リーを増やし，社会的資源や心理的資源など永続的
な資源を構築するのに役立つとされている。拡張形
成理論に則り，ポジティブ気分が視覚的な注意の範
囲も拡張させることが示されている（Grol, Koster, 
Bruyneel, & De Raedt, 2014; Rowe, Hirsh, & 
Anderson, 2007）。Grol et al.（2014）では，ポジティ
ブ気分誘導を行うと，自己に関連する刺激を提示し
た場合に，視覚的な注意の範囲が広がることが明ら
かとなっている。
上記のような反すうと気分と知覚の関係や実行機
能障害に関する知見を統合し，応用させたモデルと
して反すうの注意範囲モデルがある（Whitmer & 
Gotlib, 2013）。反すうの注意範囲モデルは反すう傾
向が高い人の情報処理様式から導かれたモデルであ

Figure．解放の障害仮説のモデル図（Koster et al., 
2011の図を一部改変）
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る。この注意範囲モデルでは，反すう傾向者はネガ
ティブ刺激を用いた認知課題において注意の範囲が
狭くなっているという特徴があることから，ネガ
ティブ気分が注意の範囲を狭めることによって，持
続的な反すうが生じると指摘されている。注意の狭
窄化によって生じた反すう思考がさらにネガティブ
気分を強めて注意を狭窄化させている可能性が指摘
されている。Whitmer & Gotlib（2013）では，この
注意の範囲モデルによって，気分一致効果で反すう
が生じやすくなることの説明も可能であるとしてい
る。
注意の範囲モデルが提唱されて以降，モデルを実
証的に検討した研究が行われつつある。Fang, 
Sanchez, & Koster（2017）は，アイトラッキングを
用いて反すう特性と注意の範囲の関連について検討
し，特性反すうが高い人は注意の範囲が狭いことが
明らかにしている。Fang et al.（2017）では，RRS
によって測定した特性的な反すうを扱っており，反
すうと注意の範囲について，状態面での検討は行っ
ていない。Grol, Hertel, Koster, & De Raedt（2015）
では，反すうの特性面，状態面のどちらも扱って注
意の範囲モデルを検討している。Grol et al.（2015）
では，特性的に反すう傾向が高い人に反すう誘導を
行うと，自己に関連する言葉に対して注意の範囲が
狭くなることが示されている。特性面のみにおいて
は，考え込みの高さが自己関連情報における注意の
範囲の狭さと関連していた。Grol et al.（2015）の結
果より，反すうの特性面と状態面をあわせて検討す
ることが重要であると考えられる。また，自己関連
情報のなかでもどのような情報に対して注意の狭窄
化が生じるのかという反すうの内容に関連する部分
についてもさらに詳細に検討を重ねる必要がある。
注意の範囲モデルは実証的な研究報告が少なく，今
後さらなる検討の余地がある。先行研究の結果を踏
まえ，実証的に検討する際には特性的な反すう傾向
と状態的な反すうをあわせて検討する必要がある。

まとめと今後の展望

反すうの研究動向をみると，特性的な捉え方に加
えて，状態的な捉え方がなされるようになり，近年
では反すうに着目した介入研究が行われている。反
すうは持続しやすく，また，制御困難な思考である
ことから，介入につなげる糸口として持続要因につ
いて検討することが重要であると考えられる。本稿
では反すうが持続する要因として，目標状態との乖
離，メタ認知的信念，気分状態，注意資源と注意の
範囲，を取り上げた。これらについてまとめると，

反すうは目標状態と現実状態の不一致を認識するこ
とによって問題解決志向的に生じ，その不一致の認
識によるネガティブ気分が注意資源のコントロール
を困難にする，そして，知覚的な注意が狭くなり，
反復的，固執的な思考である反すうが持続するとい
う機序が考えられる。また，メタ認知的信念やス
キーマが不一致の認識や反すうの持続を促進してい
ることが考えられる。しかし，注意に関するモデル
は，あくまでも特性的に反すう傾向が高い人の特徴
から導き出したモデルであり，実証的なモデルの検
討はいまだ不十分である。そのため，今後は反すう
の持続の機序について，実証的な検討が必要である。
また，反すう研究の展望として，特性面，あるい
は状態面のみではなく，両者についてあわせて反す
うが持続する機序を検討することが挙げられる。そ
れとともに質問紙以外の妥当性，信頼性をもった反
すう状態の測定方法を確立していくことも必要とな
る。さらに，特性反すうでは適応的側面（反省的熟
考）と不適応的側面（考え込み）があることから，
状態として捉えた際にも，反すうの思考内容や形態
を考慮に入れることが重要であると考えられる。
本稿では 4つの観点から反すうの持続機序につい
て検討したが，反すうの持続プロセスをいかにして
断つかということが介入の要点となる。それぞれの
高反すう者がどのような要因の影響を強く受けてお
り，どの要素から変化させることができるかをアセ
スメントすることに臨床的意義があると考えられ
る。たとえば，気分状態を変えるために行動活性化
を行う，反すうに対するメタ認知的信念を変えるた
めにメタ認知的信念について検討する，注意の向け
方や解放を柔軟に行うためのトレーニングをする，
といったアプローチ方法が挙げられる。反すうに有
効な介入研究は現在も進められており，メタ認知療
法，RFCBT，マインドフルネスなどが挙げられる

（Watkins, 2015）。しかし，なかには実証的検討が不
十分である心理療法やネガティブデータが報告され
ている心理療法もある。これらの現状を踏まえて，
反すうの持続機序についての基礎研究にもとづいた
心理療法の洗練が望まれる。
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