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Abstract
Self-regulation of attention, avoidance behavior, and fear of negative evaluation by others are considered to be the factors that maintain the social anxiety disorder (SAD).
It has been demonstrated that the enhancement of trait mindfulness could promote
improvements in these maintaining factors. We examined relationships among trait
mindfulness, self-regulation of attention, avoidance behavior, fear of negative evaluation from others, and social anxiety. Undergraduate students (N = 269) completed a
set of questionnaires. Results of path analysis indicated that self-regulation of attention, avoidance behavior, and fear of negative evaluation from others mediated between
trait mindfulness and social anxiety. Additionally, it was showed that trait mindfulness influences social anxiety through these factors. These findings suggest that the
improvement of trait mindfulness would be eﬀective for improving self-regulation of
attention, avoidance behavior, and fear of negative evaluation from others, as well as
social anxiety.
Keywords: Social anxiety disorder, Mindfulness, Avoidance behavior, Self-regulation
of attention, Fear of negative evaluation from others
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概

要

注意制御機能，回避行動，他者からの評価に対する恐れは，社交不安症（Social Anxiety

Disorder：SAD）の維持要因と考えられている。マインドフルネス特性の向上はそれらの
要因の改善を促進することが示唆されている。本研究では，マインドフルネス特性，注意
制御機能，回避行動，他者からの評価に対する恐れと社交不安との関連性について検討す
る。大学生 269 名を対象に質問紙調査を行った。パス解析の結果，マインドフルネス特性
と社交不安の媒介要因として，注意制御機能，回避行動，他者からの評価に対する恐れが
存在することが明らかにされ，マインドフルネス特性がそれぞれの要因を介して社交不安
に影響を及ぼすことが示された。以上から，マインドフルネス特性の向上は，注意制御機
能，回避行動，他者からの評価に対する恐れ，社交不安の改善に効果的である可能性が示
唆された。
キーワード：社交不安症，マインドフルネス，注意制御機能，回避行動，他者からの評価
に対する恐れ

連絡先：〒135-8181 東京都江東区有明 3 丁目 3-3 武蔵野大学人間科学部（城月研究室）
野田 昇太（E-mail: norashouta@outlook.jp）
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また，注意制御機能の低下と回避行動の増大も社交不安

問題の背景

の維持要因として注目されている（Clark & Wells, 1995;

Rapee & Heimberg, 1997）。SAD 患者や高社交不安者
近年，マインドフルネスを用いた介入法が注目され

の注意は，社会的脅威刺激に向くことが指摘されている

ている。マインドフルネスとは，「今ここでの経験に，

（Mathews & Macleod, 1994）。さらに，SAD 患者や高

評価や判断を加えることなく能動的な注意を向ける

社交不安者は，脅威となる社会的状況において，自己に

こと」と定義される（Kabat-Zinn, 1994）。日常生活に

注意が向く傾向にあることが示唆されている（Mansell,

おいて体験されるマインドフルネスの程度は，マイン
ドフルネス特性とされている。マインドフルネス特性

Clark, & Ehlers, 2003; Clark & Wells, 1995）。また，
回避行動については，SAD の中核的な特徴であり，高

の向上は，精神的健康の改善に影響を及ぼすことが示

社交不安者は低社交不安者よりも頻繁に，より多くの

されている（Coﬀey, Hartman, & Fredrickson, 2010）。

数の回避行動を行っていることが明らかにされている

さらに，マインドフルネス特性の高い状態は，多くの

（McManus, Sacadura, & Clark, 2008）。これらの要因

心理的な不適応指標と負の相関を持つことが明らかに

の変容が社交不安の低減に関与することは先行研究に

されている（Bear, Smith, Hopkins, Krietemeyer, &

より明らかにされてきた（Mattick, Peters, & Clarke,

Toney, 2006）。このマインドフルネス特性の向上を目

1989; Woody, 1996; Bögels, 2006; 岡島・坂野，2008）。

的とした介入技法は，マインドフルネス・トレーニン

これまでの研究を踏まえ，SAD の介入では，社交不安だ

グ（Mindfulness Training；以下 MT）と呼ばれている。

けでなく，社交不安の維持要因に焦点を当てた介入法を

MT は，不安や抑うつの低減に効果的であることが報
告されている（Kumar, Feldman, & Hayes, 2008; Piet,
Hougaard, Hecksher, & Rosenberg, 2010）。

用いることがある。そのため，SAD の的確な病態理解

社交不安症（Social Anxiety Disorder；以下 SAD）を

解する必要性があると考えられる。従来の研究から，マ

研究対象にしたマインドフルネスの研究も進められて

インドフルネス特性と社交不安の間にある媒介要因とし

いる。多くの先行研究から，MT は，社交不安の低減

て，注意制御機能，他者からの評価に対する恐れ，回避

に効果的であることが報告されている（e.g. Kocovski,

行動が存在することが仮定される。しかし，これまでの

Fleming, Hawley, Huta, & Antony, 2013）。また，マ

SAD 研究では，マインドフルネス特性，注意制御機能，

インドフルネス特性は社交不安と負の相関を示し，高

他者からの評価に対する恐れ，回避行動，社交不安との

いマインドフルネス特性の程度は，低い社交不安の程度

関係性について十分に検討されていない。

と症状の改善を試みるために，社交不安の活性化に関与
のある要因の特徴を踏まえ，それらの関係性を十分に理

を予測することが示唆されている（Rasmussen & Pid-

そこで本研究では，マインドフルネス特性，注意制御

geon, 2011）。同様に Kocovski, Fleming, Hawley, Ho,
& Antony（2015）は，マインドフルネス特性の向上は

機能，他者からの評価に対する恐れ，回避行動と社交不

社交不安の変化を予測することを明らかにした。MT に

ドフルネス特性と社交不安の間にある媒介要因の影響が

より，社交不安の維持要因である注意制御機能が向上

明確になる。それにより，マインドフルネスが社交不安

し，他者からの評価に対する恐れが軽減し，回避行動が

に影響を及ぼすメカニズムの解明につながることが考え

低減することも明らかにされている（Piet et al., 2010;

られる。

安との関係性について検討する。本研究により，マイン

Goldin & Gross, 2010; Niles et al., 2014）。したがっ

なお，社交不安の高特性者と SAD については, 心

て，社交不安は，マインドフルネス特性との関係性が強

理的特徴の類似性が指摘されている（Turner, Beidel,

いと考えられる。

& Larkin, 1986）。そして，一般人口における社交不安

一方，Schmertz, Masuda, & Anderson（2012）は，

と SAD における疾患について, 連続性が指摘されてい

マインドフルネス特性は社交不安に直接的に影響するだ

る（Turner, Beidel, & Townsley, 1990）。したがって，

けでなく，否定的認知を介して社交不安に影響を及ぼす

SAD の研究は SAD 患者を対象にするだけでなく, 大学

ことを示唆している。つまり，マインドフルネス特性が

生等を対象者としたアナログ研究も可能であると考えら

社交不安に影響を及ぼす間に認知面での媒介要因が存在

れる。そのため，本研究では大学生を対象に調査を実施

することが考えられる。しかし，その媒介要因の影響に

する。

ついては，まだ十分に明確化されていない。
否定的認知は社交不安の維持要因として着目されてい
る（Clark & Wells, 1995; Rapee & Heimberg, 1997）。
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の「体験の観察」の内的整合性は，α = .72，「意識した

方法

行動」は，α = .81，
「判断しない態度」は，α = .85，
「描
写」は，α = .77，
「反応しない態度」は，α = .64 であっ
た。また，FFMQ の全体の内的整合性は，α = .72 で

1．調査対象者

あった。

関東地方の私立大学に通う大学生 303 名を調査対象と

（3）Short Fear of Negative Evaluation Scale

した。各尺度において欠損値が 10% 以下のものを分析

（以下 SFNE；笹川他，2004）

対象とし，欠損値が 10% を超えるものを除いた分析対

他者からの否定的な評価の恐れを測定する SFNE を

象は 269 名（男性 63 名，女性 206 名；平均年齢 19.03

使用した。SFNE は, 12 項目から構成されており, 各項

歳，SD = 1.08，年齢の記入漏れ 1 名）であった（有効

目について 5 件法（1.

回答率 88.78%）。調査の欠損値について, 各尺度におい

常にあてはまる ）で評定を行うものである。逆転項目

て欠損値が 10% 以下の場合，各項目における欠損値を

については，得点を逆転した上で，全項目の点数を合計

含まない回答の全データから平均値を算出し，欠損値を

して総得点を算出した。合計得点が高いほど他者からの

その値で置換した。

否定的評価の恐れの程度が高いことを意味する。笹川他

全くあてはまらない

〜 5.

非

（2004）は，SFNE が高い信頼性と妥当性を有すること

2．質問紙の構成

を報告している。本研究における SFNE の内的整合性

本研究で用いた質問紙は, 以下の（1）〜（4）で構成

は，α = .91 であった。

された。

（4）成人用エフォートフル・コントロール尺度

（1）Liebowitz Social Anxiety Scale

（以下 EC 尺度；山形・高橋・繁桝・大野・木島，2005）

（以下 LSAS；朝倉他，2002）

注意制御機能を測定する EC 尺度の注意制御尺度を使

社会的状況に対する恐怖感・不安感と回避を測定する

用した。注意制御尺度は，12 項目から構成されており，

LSAS を使用した。LSAS は，それぞれ 24 項目から構

各項目について 4 件法（1.

成されている。恐怖感・不安感の各項目については，0.

てはまる ）で評定を行うものである。逆転項目につい

あてはまらない

〜 4.

あ

全く感じない 〜 3. 非常に強く感じる の範囲の 4 件

ては，得点を逆転した上で，全項目の点数を合計して総

法で評定を行った。一方，回避の各項目については，0.

得点を算出した。合計得点が高いほど注意制御機能の程

全く回避しない（0%） 〜 3. 回避する（2/3 以上また

度が高いことを示す。山形他（2005）により，高い信頼

は 100%） の範囲の 4 件法で評定を行った。合計得点が

性と妥当性が確認されている。本研究における注意制御

高いほど社会的状況に対する恐怖感・不安感と回避の程

尺度の内的整合性は，α = .77 であった。

度が高いことを意味する。朝倉他（2002）は，LSAS が

3．倫理的配慮

高い信頼性と妥当性を有することを報告している。本研
究における恐怖感・不安感の内的整合性は，α = .92 で

調査用紙を配布した後に, 文章および口頭にて, 個人

あり，回避の内的整合性は，α = .90 であった。

の情報が漏れないこと, 個人を特定されないように無記

（2）Five Facet Mindfulness Questionnaire

名で調査を行うこと，さらに，匿名化された形で分析お

（以下 FFMQ；Sugiura, Sato, Ito, & Murakami,

よび成果の公表を行うこと, 調査の回答は任意であり，

2012）

無条件に回答を中断できること，研究結果についての

マインドフルネス特性を測定する FFMQ を使用した。

情報を提供することを説明した上で，調査協力の同意

FFMQ は，「体験の観察」，「意識した行動」，「判断しな

を得た者に回答を求めた。本研究は，武蔵野大学人間科

い態度」，「描写」，「反応しない態度」の 5 つの下位尺度

学部研究倫理委員会の承認を得て実施した（承認番号：

から成り立っている。FFMQ は，39 項目から構成され

28004）。

ており, 各項目について 5 件法（1. まったくあてはまら

4．分析方法

ない 〜 5. いつもあてはまる ）で評定を行うものであ
る。逆転項目については得点を逆転した上で，5 つの下

第一に，FFMQ と SFNE，EC 尺度（注意制御）
，LSAS

位尺度の合計をマインドフルネス特性の得点とした。合

の恐怖感・不安感および回避尺度の記述統計量を算出し

計得点が高いほどマインドフルネス特性の程度が高いこ

た。第二に，マインドフルネス特性と他者からの評価に

とを意味する。Sugiura et al.（2012）により，高い信頼

対する恐れおよび注意制御機能，社交不安，回避行動と

性と妥当性が確認されている。本研究における FFMQ

の関係を検討するため，FFMQ と SFNE，EC 尺度（注

14

Noda et al.: The Relationship Among the Trait Mindfulness, Social Anxiety, Maintaining Factors for SAD
意制御），LSAS の恐怖感・不安感および回避尺度との

たがって，回避行動から注意制御機能および社交不安に

相関係数を算出した。第三に，マインドフルネス特性が

対して有意なパスが仮定される。

社交不安に及ぼす影響について検討するため，3 つの仮

次にマインドフルネス特性が，注意制御機能を介し

説モデルを構築し，モデルの適合度をパス解析により検

て社交不安に影響を及ぼす経路について述べる。MT

2

討を行った。モデルに関する適合度指標として，χ 値，

により，注意制御機能が向上することが示されている

Goodness of Fit Index（以下 GFI），Adjusted Goodness
of Fit Index（以下 AGFI），Comparative Fit Index（以

（Goldin & Gross, 2010）
。このことから，マインドフル

下 CFI），Root Mean Square Error of Approximation

能性が考えられる。よって，マインドフルネス特性から

ネス特性は，注意制御機能に対して正の影響を及ぼす可

2

（以下 RMSEA）を用いることにする。χ 値は，算出さ

注意制御機能に有意なパスが推測される。さらに，その

れた有意確率が 5% を超えると「構築されたモデルは正

注意制御機能は，他者からの評価に対する恐れの軽減お

しい」という帰無仮説が採択される（豊田，1998；豊田，

よび社交不安の改善に影響を及ぼすことが明らかにさ

2007）。GFI や AGFI は，.90 以上であればあてはまり

れている（Clark & Wells, 1995; Rapee & Heimberg,

が良いとされており（小塩，2010），CFI については.95

1997; Bögels, 2006）。そのため，注意制御機能は，他者

以上が良いとされている（豊田，2007）
。また，RMSEA

からの評価に対する恐れおよび社交不安に対して負の影

は.05 以下であればあてはまりが良く，.10 以上であれ

響を及ぼす可能性が考えられる。したがって，注意制御

ばあてはまりが悪いとされている（豊田，1998；小塩，

機能から他者に対する恐れおよび社交不安に対して有意

2010）。本研究では，上記の適合度指標が最も高かった

なパスが仮定される。

モデルを採択することとした。

最後にマインドフルネス特性が，他者からの評価に
対する恐れを介して社交不安に及ぼす経路について述

5．仮説モデル

べる。MT により，他者からの評価に対する恐れが軽減

社交不安の維持要因として，注意制御機能の低下，

することが示されている（Piet et al., 2010）。このこと

他者からの評価に対する恐れ，回避行動が示されてい

から，マインドフルネス特性は，他者からの評価に対す

る（Clark & Wells, 1995; Rapee & Heimberg, 1997）。

る恐れに対して負の影響を及ぼす可能性が考えられる。

MT により，注意制御機能が向上し，他者からの評価に

よって，マインドフルネス特性から他者からの評価に

対する恐れが軽減し，回避行動が低減することが明ら

対する恐れに有意なパスが推測される。また，その他者

かにされている（Piet et al., 2010; Niles et al., 2014;

からの評価に対する恐れは，社交不安の維持要因である

Goldin & Gross, 2010）。以上を踏まえて，本研究では

ことが示されている（Clark & Wells, 1995; Rapee &

マインドフルネス特性が，注意制御機能，他者からの評

Heimberg, 1997）。そのため，他者からの評価に対する

価に対する恐れ，回避行動のそれぞれに影響を及ぼすこ

恐れは，社交不安に対して正の影響を及ぼす可能性が考

とを想定した。さらに，マインドフルネス特性によって

えられる。したがって，他者からの評価に対する恐れか

影響を受けた注意制御機能，他者からの評価に対する恐

ら社交不安に対して有意なパスが仮定される。仮説モデ

れ，回避行動のそれぞれが社交不安に影響することを仮

ル 1 を Figure 1 に示す。

定し，3 つの仮説モデルを構築した。

仮説モデル 2

仮説モデル 1

Schmertz et al.（2012）は，マインドフルネス特性が，

まず，マインドフルネス特性が，回避行動を介して

直接的に社交不安に負の影響を及ぼすことを示してい

社交不安に影響を及ぼす経路について述べる。MT に

る。このことを踏まえて，仮説モデル 1 にマインドフル

より，回避行動が低減することが示されている（永井・

ネス特性から社交不安へのパスを加えて仮説モデル 2 を

灰谷・川島・熊野・越川，2016；Niles et al., 2014）
。こ

構築した（Figure 2）。

のことから，マインドフルネス特性が，回避行動に負の

仮説モデル 3

影響を及ぼす可能性が考えられる。そのため，マインド

Okajima, Kanai, Chen, & Sakano（2009）は，回避

フルネス特性から回避行動に有意なパスが推測される。

行動が，他者からの評価に対する恐れに正の影響を及ぼ

また，その回避行動は，注意制御機能の低下と社交不安

すことを示唆している。この点を踏まれて，仮説モデル

の維持要因であることが示されている（Clark & Wells,

1 に回避行動から他者からの評価に対する恐れへのパス
を加えて仮説モデル 3 を構築した（Figure 3）。

1995; Rapee & Heimberg, 1997）。このことから，回避
行動は注意制御機能に対して負の影響を及ぼし，社交不
安に対しては正の影響を及ぼす可能性が考えられる。し
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結果
1．記述統計量の算出
FFMQ の各因子と SFNE，EC 尺度（注意制御），LSAS
の恐怖感・不安感および回避尺度の総得点の平均と標
準偏差について算出した。各尺度の平均と標準偏差を

Table 1 に示す。
2．マインドフルネス特性とその他の尺度との関係性
マインドフルネス特性と他者からの評価に対する恐
れ，注意制御機能，回避行動および社交不安との関係を

マインドフルネス特性が，注意制御機能，回避行
動，他者からの評価に対する恐れを介して社交不安に影響する
モデル（仮説モデル 1）

Figure 1

検討するため，FFMQ と SFNE，EC 尺度（注意制御）
，

LSAS の恐怖感・不安感および回避尺度との相関係数を
算出した。相関分析の結果を Table 2 に示す。FFMQ
得点は，SFNE と LSAS の恐怖感・不安感および回避
の各得点との間に弱い負の相関関係があることが示され
た（r = −.32, p < .01；r = −.30, p < .01；r = −.26,

p < .01）。また，FFMQ の得点は，EC 尺度（注意制
御）との間に中程度の正の相関関係があることが示され
た（r = .43, p < .01）。

3．マインドフルネス特性が社交不安に及ぼす影響
マインドフルネス特性が社交不安に及ぼす影響につい
て検討するため，3 つの仮説モデルを構築し，それぞれ
のモデルの適合度をパス解析により検討を行った。各モ
デルの適合度の結果およびパス係数を Figure 4（モデ
マインドフルネス特性が，直接的に社交不安に影
響，および注意制御機能，回避行動，他者からの評価に対する
恐れを介して社交不安に影響するモデル（仮説モデル 2）

Figure 2

ル 1），Figure 5（モデル 2）
，Figure 6（モデル 3）に示
す。モデル 1 の適合度は χ2 (2) = 2.192，p = .33，GFI

= .997，AGFI = .976，CFI = .999， RMSEA = .019
とモデルのデータへのあてはまりが良いという結果が
得られた。各パス係数は全て有意であった。また，モデ
ル 2 の適合度は χ2 (1) = 1.977，p = .16，GFI = .997，

AGFI = .956，CFI = .997，RMSEA = .060 とモデル
のデータへのあてはまりが良いという結果が得られた。
パス係数については，マインドフルネス特性から社交
不安へのパス係数は有意ではなかった。その他のパス係
数は全て有意であった。さらに，モデル 3 の適合度は
χ2 (1) = .214，p = .64，GFI = 1.000，AGFI = .995，

CFI = 1.000，RMSEA = .000 とモデルのデータへの
あてはまりが良いという結果が得られた。他者からの評
価に対する恐れから回避行動へのパス係数は有意ではな

マインドフルネス特性が，回避行動を中心として，
注意制御機能，他者からの評価に対する恐れを介して社交不安
に影響するモデル（仮説モデル 3）

Figure 3

かった。注意制御機能から他者からの評価に対する恐れ
へのパス係数は有意傾向であった。その他のパス係数は
全て有意であった。
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Table 1

各尺度の平均と標準偏差

Note) FFMQ=Five Facet Mindfulness Questionnaire; EC 尺度=成人用エフォートフル・コントロール尺度;
SFNE=Short Fear of Negative Evaluation Scale; LSAS=Liebowitz Social Anxiety Scale

Table 2

各尺度の相関係数

∗∗

p < .01
Note) FFMQ=Five Facet Mindfulness Questionnaire; EC 尺度=成人用エフォートフル・コントロール尺度;
SFNE=Short Fear of Negative Evaluation Scale; LSAS=Liebowitz Social Anxiety Scale

に，マインドフルネス特性が社交不安に及ぼす影響につ

考察

いて考察する。
モデルの結果から，マインドフルネス特性と社交不安

本研究の目的は，マインドフルネス特性，注意制御機

の間にある媒介要因に回避行動，注意制御機能，他者か

能，他者からの評価に対する恐れ，回避行動と社交不安

らの評価に対する恐れが存在することが認められた。回

との関係性を検討することであった。

避行動は，マインドフルネス特性の程度が高い場合は低

まず相関分析の結果から，マインドフルネス特性は，

減され，注意制御機能の向上および社交不安の低減に影

他者からの評価に対する恐れ，回避行動，社交不安との

響を及ぼすことが示された。SAD 患者や高社交不安者

間に弱い負の相関関係があることが示された。また，マ

にとって回避行動は，社会的状況においてネガティブな

インドフルネス特性は，注意制御機能との間に中程度

結果になることを避けるために行われる（McManus et

の正の相関関係があることが示された。これらのことか

al., 2008）。しかし，その回避行動が，他者の否定的な反

ら，マインドフルネス特性が高い者は，注意制御機能が

応の促進および自身の社交不安や，否定的認知の活性化

高く，他者からの評価に対する恐れ，回避行動，社交不

につながっている（Alden & Bieling, 1998; McManus

安が低い傾向にあることが示唆される。

et al., 2008; Okajima et al., 2009）。たとえ回避するこ

さらにマインドフルネス特性が社交不安に及ぼす影響

とにより，長期的には行動的困難さを引き起こすとして

を検討するため，3 つの仮説モデルを構築し，それぞれ

も，思考，感情，記憶，身体症状，行動傾向などの自分

のモデルの適合度を検討した。パス解析の結果，すべて

自身の体験を避けようとする（Hayes & Smith, 2005）。

の仮説モデルの適合度指標は，高い適合度を示した。中

一方，マインドフルネス特性の高い状態は，ネガティ

でも，モデル 3 が最も高い適合度であった。そのため，

ブな結果などの社会的状況で起き得る出来事に対して，

本研究では，モデル 3 を採択した。以下にモデル 3 を基

価値判断せずに，注意を向けている状態である（Kabat-
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マインドフルネス特性が，注意制御機能，回避行動，他者からの評価に対する
恐れを介して社交不安に影響するモデル（モデル 1）

Figure 4

マインドフルネス特性が，直接的に社交不安に影響，および注意制御機能，回
避行動，他者からの評価に対する恐れを介して社交不安に影響するモデル（モデル 2）

Figure 5

マインドフルネス特性が，回避行動を中心として，注意制御機能，他者からの
評価に対する恐れを介して社交不安に影響するモデル（モデル 3）

Figure 6
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Zinn, 1994）。それにより，今この瞬間の現実に対する
受容が促進されるとされている（Kabat-Zinn., 1994）。

患者に対して MT を行った結果，他者からの評価に対

このような心の態度により，社会的状況における自身の

2010）。さらに，他者からの評価に対する恐れの減少は，
SAD の改善における予測因子であることが示されてい

パフォーマンスの結果を価値判断せずに，そのまま受け

する恐れが軽減したことが示されている（Piet et al.,

入れるようになることから，その社会的状況および社会

る（Mattick et al., 1989）。本研究の結果からもマイン

的状況で生じる感情や思考などの体験を避ける必要はな

ドフルネス特性が，他者からの評価に対する恐れを介し

くなる。それにより，回避行動が低減する可能性が考え

て，社交不安に影響を及ぼす間接効果が認められた。そ

られる。

のため，マインドフルネス特性の向上は，他者からの評

実際に，MT が，回避行動の低減に効果的であること

価に対する恐れを介して，社交不安の低減に有効である

が示されている（永井他，2016；Niles et al., 2014）
。さ

可能性が考えられる。

らに，回避行動の軽減が，社交不安の低減に影響を及ぼ

以上の考察により，マインドフルネス特性の向上は，

すことが明らかにされている（岡島・坂野，2008）。本

SAD の維持要因である回避行動，注意制御機能，他者か

研究の結果からも，マインドフルネス特性が回避行動を

らの評価に対する恐れのそれぞれを介して，社交不安に

介して社交不安に影響を及ぼす間接効果が認められたた

影響を及ぼす可能性が示唆された。その中でも，本研究

め，マインドフルネス特性の向上は，回避行動を介して

のモデルのパス係数から，マインドフルネス特性は，注

社交不安の低減に有効である可能性が考えられる。

意制御機能に最も影響を及ぼすことが明らかとなった。

次に，注意制御機能は，マインドフルネス特性の程度

そのため，マインドフルネス特性の向上は，特に注意制

が高い場合に向上し，社交不安の低減および他者からの

御機能の向上に効果的である可能性が示唆される。

評価に対する恐れの軽減に影響を及ぼすことが示され

本研究の限界と課題として 2 つ挙げる。1 つ目は，

た。SAD 患者や高社交不安者は，社会的状況において注

SAD 患者を対象としたさらなる検討が必要である。本

意制御機能が低下し，否定的な認知や社交不安が活性化

研究では，大学生を調査対象とした。今後は，SAD 患者

することが示されている（Clark & Wells, 1995; Rapee

に対してマインドフルネス特性が社交不安に影響を及ぼ

& Heimberg, 1997）。Goldin & Gross（2010）の臨床研
究において，SAD 患者に MT を行った結果，注意制御機

す心理的メカニズムを検証し，臨床群への一般化の可能

能が向上したことを報告している。さらに，注意制御機

2 つ目は，実験場面での検討が必要である。本研究で

能の向上は，社交不安の低減に影響を及ぼすことが明ら

は，質問紙法を用いた横断研究により，マインドフルネ

かにされている（Woody, 1996; Bögels, 2006）。本研究

ス特性，注意制御機能，他者からの評価に対する恐れ，

の結果からもマインドフルネス特性が，注意制御機能を

回避行動と社交不安との関係性について検証を行った。

介して社交不安に影響を及ぼす間接効果が認められたた

横断研究であるため，変数間の因果関係については，確

め，マインドフルネス特性の向上は，注意制御機能を介

証されていない。今後は，より詳細な変数間における因

して社交不安の低減に有効である可能性が考えられる。

果関係を明確にする必要性がある。そのため，MT を用

最後に，他者からの評価に対する恐れは，マインドフ

いた実験研究や，実際の臨床場面での心理的メカニズム

性を検証することが求められる。

ルネス特性の程度が高い場合に軽減し，社交不安の低減

の検討が求められる。

に影響を及ぼすことが示された。この他者からの評価に
対する恐れは，自身のパフォーマンスを，他者にどう評
価されているかを，自分自身で判断している認知である。
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