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Abstract
A preliminary investigation on the eﬀect of low-intensity mindfulness on repetitive
negative thinking (RNT) was conducted. Undergraduate students with high ruminative tendencies were randomly assigned into three groups, namely, mindfulness and
count RNT in daily life (mindfulness: M), count RNT only (self-monitoring: S), and
non-count RNT (control: C) and compared RNT change. Analyses revealed that
RNT measured by questionnaire was decreased only in the M group and was lower
compared with the S and C groups in the long-term. Both findings present marginal
significance. Although RNT count in daily life significantly increased in the S group,
the M group demonstrated a decrease with marginal significance. However, there were
no correlations between the amounts of change in RNT and mindfulness. Results are
consistent with those of previous studies that illustrated that mindfulness procedure
decreases RNT.
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概

要

低強度のマインドフルネスが否定的な反復性思考（repetitive negative thinking: RNT）
に及ぼす影響について，予備的な検討を実施した。高反すう傾向の学生を日常生活下の

RNT 回数の記録とマインドフルネスを実施する群，RNT 回数の記録のみ実施する群，
RNT 以外の対象を記録する群に割付け，質問紙と日常生活下における RNT の変化を比
較した。分析の結果，マインドフルネスを実施した群のみ質問紙で測定された RNT に有
意傾向の減少が認められ，長期的に他群より有意傾向で得点が低いことが示された。さら
に，日常生活下の RNT 回数は，記録のみを実施した群では有意な増大，マインドフルネ
スを実施した群では有意傾向の減少が認められた。しかし，RNT とマインドフルネスの
変化量には相関がなかった。以上の結果は，マインドフルネス手続きが RNT を低減させ
ることを示した先行研究と矛盾しないものであった。
キーワード：マインドフルネス，セルフモニタリング，反復性思考，日常生活調査
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であったとしても，習慣化することでその効果を増強で

目

的

きるという想定（Hilt & Pollak, 2012）に基づくものであ
る。つまり，訓練に日常場面の刺激（スマートフォン）を

反すうや心配などの否定的な反復性思考（repetitive

導入し，それを用いたマインドフルネス課題を設定する

negative thinking: RNT）は，うつ病や不安症など，

ことで，維持と般化（Stokes & Baer, 1977）を引き起こ

多くの精神疾患の維持要因となることが示されてい

しやすい環境を設計するということである。紙媒体への

る（Ehring & Watkins, 2008）。たとえば Pasyugina,

記録も広く用いられているが，その場合，記録用紙を持ち

Koval, Leersnyder, Mesquita & Kuppens（2015）は，

歩くという特殊な状況に置かれる。記録を求められなく

経験サンプリングによる日常生活調査を実施し，反すう

なると，用紙を持ち歩く必要がなくなることで訓練中と

の結果（インパクト）ではなく，その程度が抑うつ症状

環境が乖離し，維持と般化が生じにくくなる恐れがある。

の悪化を予測することを明らかにしている。RNT への

また，紙媒体記録では電子媒体記録よりもまとめ書きの

従事はさまざまな症状を増悪させ（Ehring & Watkins,

リスクが高まることが示されており（Stone, Shiﬀman,

2008），ひいては QOL の低下につながると考えられる
ため，RNT に対処可能な方法があることは治療だけで

Schwartz, Broderick, & Huﬀord, 2002），その場合の回
答は，記憶や解釈（Bradburn, Rips, & Shevell, 1987）
，回
顧時の痛みや情動状態（e.g., Ben-Zeev & Young, 2010;

なく再発防止も含めた予防的観点からも重要である。
さまざまな精神疾患との関わりが想定される RNT を

Eich, Reeves, Jaeger, & Graﬀ-Radford, 1985）の影響

低減させる手段のひとつに，意図的に，今この瞬間に，

を受ける可能性がある。したがって，常に携帯する蓋然

判断することなく注意を払うこと（Kabat-Zinn, 1994）

性の高いスマートフォンを用いて即時記録を促すこと

と定義されるマインドフルネスがある。マインドフル

は，通常の生活状況と類似し，維持と般化が生じやすい

ネスによる RNT の低減効果は数多くの介入および実

課題環境を設定できる点，それに寄与する適切な訓練

験研究によって確認されており（e.g., Hilt & Pollak,

従事率の向上が期待できる点で臨床的意義があるとい

2012; Jain et al., 2007），RNT の低減を介してさまざま

える。

な心理症状の改善が期待できる（e.g., Desrosiers, Vine,

方

Klemanski, & Nolen-Hoeksema, 2013; Gu, Strauss,
Bond, & Cavanagh, 2015）。多くの研究や臨床実践で
は，介入は長期間にわたり，日々のホームワーク（HW）
が求められる。しかし，2 週間程度の比較的短期間の介

法

参加者

入や実験場面における単回介入でも効果を上げる可能性

スクリーニング調査への回答に同意した 85 名のう

が示されており（e.g., Hilt & Pollak, 2012; 永井・灰谷・

ち，抑うつ的反すうの頻度を測定する Ruminative Re-

川島・熊野・越川，2016）
，ハイリスクの非臨床群におけ

sponses Scale（Hasegawa, 2013）が平均点以上であっ

る RNT への介入については，低強度のマインドフルネ

た学生は 54 名であった。そのうち実験参加依頼に同意

スが選択肢となりうる。

した 28 名（女性 21 名，20.82 ± 0.86 歳）を対象とした。

そこで本研究では，低強度のマインドフルネスが RNT

参加者は，日常生活下の RNT 回数記録とマインドフル

に及ぼす影響について，少人数を対象に予備的に検討す

ネスを実施するマインドフルネス群（M 群），記録のみ

ることを主たる目的とする。また，介入によって RNT

実施するセルフモニタリング群（S 群），RNT でない対

が変化する場合，その変化とマインドフルネスのどの要

象を記録する統制群（C 群）にランダムに割付けられた。

素（観察，反応しないこと，判断しないこと，描写，気
づきを伴う行為; Baer, Smith, Hopkins, Krietemeyer,

測定指標

& Toney, 2006）の変化が関連するかを明らかにするこ
とが，介入手続の洗練につながる。そこで，RNT とマ

浦，2014）：RNT を測定する 5 件法 10 項目の尺度であ

インドフルネスの要素の変化の関連について探索的に検

る。得点が高いほど RNT の程度が高い。本研究におけ

討することを副次的な目的とする。

る内的整合性は，α = .73 であった。

なお，本研究では臨床場面への実装に向けたモバイル

Repetitive Thinking Questionnaire（RTQ; 田中・杉

踏まえ，RNT の記録に参加者のスマートフォンを使用す

Five Facet Mindfulness Questionnaire（FFMQ; Sugiura, Sato, Ito, & Murakami, 2012）：マインドフルネ
ス特性を測定する 5 件法 39 項目の尺度である。介入効

る。これは，低強度のマインドフルネスの効果が一時的

果の検討には合計得点を使用し，RNT の変化との関連

機器の応用可能性に関する指摘（Hilt & Pollak, 2012）を

嶋：低強度マインドフルネスの否定的反復性思考への影響
の検討には下位尺度得点を用いた。本研究における内的

無と回数を記録した後に，M 群にはマインドフルネスの

整合性（α）は，観察が .83，反応しないことが .81，判

プロンプトとして回答時の周囲の状況や身体感覚への気

断しないことが .89，描写が .93，気づきを伴う行為が

づきを記述すること，S 群／ C 群には印象に残った出来

.73，合計得点が .80 であった。
日常生活下における RNT 回数：カウンターを用いて

事と今後の予定を記述することを教示した。M 群へのプ

測定した。2 回の測定期間毎に 1 日の平均 RNT 回数を

でマインドフルネスを訓練することによる，維持と般化

算出した。

促進を意図したものであった。また，M 群／ S 群には

手続き

21 時に HW の実践度について，C 群には 1 日の満足度
について 0–100% で記録を求めた。

所属機関の倫理審査委員会の承認を得て実施した。参

ロンプトは，スマートフォン使用時という日常的な場面

加者には文書と口頭で研究内容を説明し，インフォーム

3 回目の来室ではアンケートへの回答および感想聴取
を実施した。そして，1 カ月後に Web アンケートへの

ドコンセントを得た。実験は 3 回の来室，計 15 日の日

回答を依頼し，実験を終了した。

常生活調査と HW，1 回の Web アンケートで構成され，

結

個別に実施した。日常生活調査は初回来室後 5 日間，2

果

回目来室後は 10 日間実施した。各日常生活調査期間終
了後，可能な限り速やかに来室するように日程調整を
した。
初回はアンケートの回答，群ごとのワークを実施し，

介入を実施した M 群の 2 名と S 群の 1 名の調査回答
率が 50% 以下であり，その全員の HW の平均実践度は

うを中心とする RNT に関する心理教育を実施し，C 群

20% 以下であった。操作が不十分であると判断したた
め，当該 3 名を分析から除外した。除外後の両群の回答
率および HW の平均実践度には有意な差は認められな

では心理学に関する文章要約課題を実施した。

かった。

日常生活調査について説明した。M 群／ S 群では反す

前半の日常生活調査では，M 群／ S 群は RNT 回数，

アンケートの記述統計量および群内の効果量（Cohen’s

C 群は外出回数の記録を依頼した。回答には Web アン
ケートを使用し，10 時から 20 時まで 2 時間おきにコ
ミュニケーションアプリを用いて 6 回プロンプトを通知

d）を Table 1 に示す。Pre 得点を従属変数とする 1 要因
分散分析の結果，C 群の FFMQ 得点が他群より有意に
低かった（F (2, 22) = 10.02, p < .00, η 2 = 0.48）
。その

した。10 時の回答では，RNT の有無と煩わしさ，以降

ため，RTQ では得点を従属変数，群×時期（Pre・Post・

の回答ではそれらに加えて前回答以降の RNT 回数と煩

FU）を独立変数とし，FFMQ では Pre からの変化量を

わしさの記録を求めた。

従属変数，群×時期（Post・FU）を独立変数とする 2 要

2 回目の来室では群ごとにエクササイズを実施し，後
半の日常生活調査について説明した。M 群にはマインド

因混合計画分散分析を実行した。

フルネスの 5 要素（Baer et al., 2006）について心理教

分析の結果，RTQ は時期の主効果（F (2, 44) = 2.54,

育を実施し，Harris（2009 武藤監訳 2012）を参考にし

p = .09, η 2 = 0.06）および交互作用（F (4, 44) = 2.14,
p = .09, η 2 = 0.10）が有意傾向であった。下位検定

た複数の対象に注意を向けるエクササイズを実践した。

の結果，Pre よりも FU の得点が有意傾向で低かった

エクササイズ中は，マインドフルネスの 5 要素（Baer et

（t(22) = 2.49, p = .06, d = 0.63）。また，FU の M 群

al., 2006）について教示した。S 群にはセルフモニタリ

の得点は，S 群（t(22) = 1.75, p = .09, d = .0.36）お

ングについて心理教育を実施し，思考のモニタリングを

よび C 群（t(22) = 2.64, p = .05, d = 1.50）よりも

実践した。両群ともに心理教育は約 5 分間，エクササイ

有意傾向で低かった。さらに，M 群では FU の得点が

ズは約 10 分間実施した。また，どちらの群にも HW と
してエクササイズを継続するよう依頼した。エクササイ

Pre（t(8) = 2.18, p = .06）および Post（t(8) = 2.91,
p = .06）よりも有意傾向で低かった。FFMQ では，有

ズは RNT に気づいた際，もしくは各自が決めたタイミ

意な変化は認められなかった。

ングで少なくとも 1 日 1 回 5 分程度は実施するように求

各測定期間における 1 日の平均 RNT 回数を従属変

めた。なお，心理教育で用いた資料に実施タイミングを

数，群（M 群・S 群）×時期（前半・後半）を独立変数

記載させ，各自持ち帰って確認できるようにした。C 群

とする 2 要因混合計画分散分析の結果（Figure 1），群

は再度文章要約課題を実施した。

の主効果が有意傾向であり（F (1, 15) = 4.76, p = .05,

後半の日常生活調査は前半同様の手続きで実施した。
ただし，前半の手続きへの追加事項として，RNT の有

η 2 = 0.22），交互作用が有意であった（F (1, 15) = 14.12,
p < .00, η 2 = 0.04）。下位検定の結果，後半において M
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Table 1．Descriptive statistics and within-group eﬀect sizes (Cohen’s d) of RTQ and FFMQ

群が S 群よりも有意に少なく（F (1, 15) = 9.17, p = .01,

η 2 = 0.38），S 群では有意に増大し（F (1, 7) = 14.14,
p = .01, η 2 = 0.46），M 群では有意傾向で減少した
（F (1, 7) = 4.45, p = .07, η 2 = 0.08）。
副次的な分析として，群ごとに FFMQ の下位尺度
と RTQ および 1 日の平均 RNT 回数の変化量につい

の平均 RNT 回数については，S 群の判断しないことの
Pre-Post 変化量との間にのみ有意な負の相関が認めら
れた（ρ = −.81, p = .01）。
また，M 群の参加者 1 名より「非常に効果的だった。
詳細が知りたい」という要望があった。その他不都合は
報告されなかった。

て Spearman の順位相関係数を算出した。なお，正の
値が改善を示すように差分値を算出し，平均 RNT 回数

考

察

の分析には M 群および S 群の回答を用いた。分析の結
果，FFMQ の下位尺度と RTQ 得点の変化量には，いず

実験の結果，マインドフルネス特性は変化しなかった

れの群でも有意な相関は示されなかった。一方で，1 日

が，RTQ では，M 群のみ Pre から FU にかけて有意傾

Figure 1．Mean RNT occurrence in each group. Error bars indicate standard error.

嶋：低強度マインドフルネスの否定的反復性思考への影響
向の得点減少が認められ，FU では他群より有意傾向で

また，S 群では判断しないことの増大と RNT 回数の

得点が低かった。さらに，M 群の日常生活下の RNT 回

減少との間に負の相関が認められた。これは，いずれか

数が有意傾向で減少した。以上の結果は，マインドフル

の変数の改善と，もう片方の変数の悪化に関連があると

ネスが RNT を低減させることを示した先行研究（e.g.,

いうことであり，想定される方向とは一致しない。ただ

Hilt & Pollak, 2012; Jain et al., 2007）と矛盾しない

し，当該関係はマインドフルネス介入を実施していない

ものであった。また，副次的分析の結果，S 群において

FFMQ の判断しないこと下位尺度の Pre-Post 変化量と

S 群でのみ示されているため，RNT に対する介入には
マインドフルネスの 5 要素すべてを含むことがリスクの

1 日の平均 RNT 回数の変化量の間にのみ有意な負の相

観点からも適当であることが示唆される。

関が示された。

その他，1 名からの主観報告という限られた例ではあ

M 群の RNT 回数の低減が介入によって低減する傾向

るが，マインドフルネスの効果を強く実感した参加者が

を示し，さらに RTQ 得点の減少傾向が介入終了 1 カ月

いた。これは，短期間の低強度介入でも自覚可能な変化

後に認められたことは，効果もしくはそれをもたらす習

を引き起こしうることを示す事例であった。

慣の維持を示唆するものである。本研究では，コミュニ

本研究の限界点は以下の通りである。まず，参加人数

ケーションアプリを採用し，行動の般化と維持（Stokes

が少なく，Pre 時点の FFMQ 得点に群間差が生じた。

& Baer, 1977）が生じやすい状況を設定した。本研究で

したがって，サンプルサイズを増やした再検討が求めら

は回答時のプロンプトを提示しないマインドフルネス介

れる。また，
「課題から気がそれること」を RNT に含め

入群を設定していないため，当該手続きと RTQ 得点の

ていた参加者がいた可能性がある。今後は，より定義を

FU 時点での減少との関係に直接的に言及することはで

明瞭に説明し，理解度を担保した上での測定が求められ

きないが，さらなる検討に値する結果といえる。

る。さらに，本研究では介入によるマインドフルネス特

日常生活下の RNT 回数については，S 群において有

性の変化が示されなかった。低強度の短期間介入である

意に増大した。S 群で実施したようなセルフモニタリン

ことを踏まえ，状態的なマインドフルネスの変化の確認

グによって望ましい行動が増大し，そうでない行動が減

が必要であると考えられる。

少する

リアクティビティ

という現象が生じることが

最後に，今後の展望をまとめる。本研究では，介入

ある（Nelson & Hayes, 1981）
。その観点からは RNT の

にスマートフォンを応用した。このような情報通信技

減少が予測されるが，逆の結果が示された。要因として，

術を心理的支援に応用することで，時空間的な制約を

RNT を意識的に観察するよう教示したことや，内潜的

超えた介入が可能になる。たとえば，モバイル機器を

行動では外顕的行動よりもリアクティビティが生じにく

応用して日常生活場面において即時的な介入を実施す

い（Korotitsch & Nelson-Gray, 1999）ことが挙げられ

る枠組みとして，Ecological momentary intervention

る。一方，M 群では有意傾向ではあるが RNT の減少が

（Myin-Germeys et al., 2018）や Just-in-time adaptive

確認され，S 群同様に RNT に意識的に気づくよう教示

interventions（Nahum-Shani et al., 2018）などが提案

したが，その増大は認められなかった。セルフモニタリ

されている。これらは，自然環境下での即時／経時的な

ングは，標的行動を観察，記録する行動である（Nelson

測定と介入を特徴としており，個々の状態に合わせた

& Hayes, 1981）。つまり，S 群は手続き的には「観察」
の訓練であり，マインドフルネスの 5 要素（Baer et al.,
2006）のひとつのみを扱っていたことなる。一方の M

テーラーメイドな支援を可能にするものである。本研究

群では，マインドフルネスの 5 要素についての心理教育

みると同時に，RNT とそれと同期して生じる心理／生

と，それらを強調した HW を実施した。しかし FFMQ

理／行動的変化を測定して RNT を自動的に検出可能に

の変化や FFMQ と RNT の変化量の相関は認められて

する，2）RNT を検出した際にアラートを呈示し，マイ

の文脈で考えると，1）さまざまな場面でプロンプトを
呈示し，日常生活下でのマインドフルネスの習慣化を試

いない。つまり，手続き的には 5 要素すべてを網羅して

ンドフルネス実践の手がかりを学習する，3）アラート

いたが，その訓練効果は示されず，RNT の変化に対する

を漸減し，モバイル機器による支援がなくても RNT 時

マインドフルネスの関連も認められなかった。したがっ

にマインドフルネスを応用できるようにする，というよ

て，本研究の手続きからは，日常生活下の RNT を対象

うな支援も可能になるかもしれない。そのためにも，前

としたマインドフルネス介入には，単なる観察だけでは

述の課題点を修正した検討を実施し，RNT に対するマ

不十分であり，それ以外の要素が重要な役割を果たすこ

インドフルネス実践の有用性，およびモバイル機器を応

とが示唆された。しかしながら，それを支持するデータ

用可能性について評価すること求められる。

は得られておらず，さらなる検討が必要とされる。

Shima: Eﬀect of Low-Intensity Mindfulness on Repetitive Negative Thinking
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