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問題と目的

　近年，抑うつは日常的にも経験されやすく，より身
近な存在として認識されてきている（Roberts, 1999; 白
石， 2005）。抑うつとは，気分症状としての抑うつ気分

（depressed mood），抑うつ症状のまとまりとしての抑
うつ症候群（depressive symptoms），疾病単位としての
うつ病（depressive illness）の 3 つを指す用語であり，
うつ病の診断基準に満たないものから診断基準を満たす
ものまで含まれている（坂本，1997）。特に最近では若
年層のうつ病の有病率の高さが指摘されているが（立森・
長沼・小山・小山・川上，2007），抑うつ症状がうつ病
の予測因になることや大学生を中心とした青年期は抑
うつ症状を経験する割合が高まる（Harrington & Clark, 

1998; 上田，2002）という知見を考慮すると，若年層の
うつ病だけではなく診断基準に満たない抑うつ症状にも
着目することが重要であると考えられる。そこで本研究
では，抑うつの中でも抑うつ症状を含む抑うつ症候群に
焦点を当てることとする。
　これまで抑うつは様々な観点から検討されており，
その中でも抑うつの脆弱要因や持続要因として反すう

（rumination / ruminative responses） が と り あ げ ら れ
ている。反すうは，抑うつの症状や原因，意味，結果
に対して繰り返し受動的に注意が焦点づけられる反応
様式と定義されており（Nolen-Hoeksema, 1991; Nolen-

Hoeksema, Wisco, & Lybomirsky, 2008），抑うつの心理
的脆弱要因として従来の研究で取り上げられてきた自
己意識，帰属スタイル，楽観的思考などよりも，高い
割合で抑うつを予測することが示されている（Nolen-

Hoeksema, Parker, & Larson, 1994；Schwartz & Koenig, 

1996）。さらに，完全主義や帰属スタイルなどの心理的
脆弱要因には共通して「気にする・思い悩む」といっ
た反すうに関与する要素が含まれていることも指摘さ
れている（伊藤，2004）。また，反すうは抑うつの持

続への影響だけではなく，問題解決能力の阻害，ソー
シャルサポートの減少，否定的に偏った記憶の想起をも
たらすことも示されている（Lyubomirsky, Caldwell, & 

Nolen-Hoeksema, 1998；Lyubomirsky, Tucker, Caldwell, 

& Berg, 1999；Nolen-Hoeksema et al., 1994）。
　このように，反すうには様々な不適応的な側面があり，
反すうの軽減への有効な方法を示すことが極めて重要で
あるといえる。反すうの軽減への示唆を得ることができ
れば，抑うつの持続を防ぐことにも繋がると考えられる。
　反すうの軽減への有効な方法として，まず反すう自
体をやめる或いは軽減するという観点に焦点が当てら
れると考えられる。しかし，反すうがどの程度意図的
に行われているのかについては甚だ疑問である。Nolen-

Hoeksema et al.（2008）は，反すうを，「受動的に考え
続ける」こととしており，伊藤・上里（2001）では，「反
すう傾向」と「反すうのコントロール不可能性」から測
定しており，反すうの受動的な側面を示唆している。松
本（2010a）は，日常的な反すう経験について検討した
ところ，問題解決や抑うつ気分軽減のために意図的に反
すうを行っている場合もあるが，多くは不随意に想起し
た結果行われることが報告され，反すうの受動性を示唆
している。反すうを意図的に行っている場合には反すう
自体をやめさせるという介入方法は効果的であるが，受
動的に行っている場合には介入困難であり，むしろ“や
めたいけどやめられない”という思いが余計に症状を悪
化させる可能性も示唆される。こうした反すうの特性を
考慮すれば，反すうをしていたとしても，抑うつに陥ら
ないような緩衝要因を検討してくことが重要である。
　また，反すうと抑うつの緩衝要因について検討する
際は，反すうの程度や種類を考慮する必要がある。近
年，反すうは単一の概念ではなく，多側面をもつことが
指摘されており，それぞれの側面によって抑うつへの
影響が異なることが報告されている（e.g., 名倉・橋本，
1999; Treynor, Gonzalez, & Nolen-Hoeksema, 2003）。 松
本（2008）では反すうについて，抑うつの症状や原因な
どに対して問題解決をしようと熟考する「問題への直面
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化」と抑うつ症状や原因などに対して自己に注意を向け
て考え込む「ネガティブな内省」の2側面からなること
を示した。このうちネガティブな内省は従来通り抑うつ
を悪化させることが示されているが，問題への直面化は
抑うつを軽減することが示されている。つまり，反すう
の側面によって抑うつへの影響が異なることから，反す
うを弁別して検討することが重要である。
　反すうを2側面から捉え，緩衝要因を検討した研究と
して松本（2010b）が挙げられる。この研究では，緩衝
要因として気晴らしを取り上げ，問題への直面化が低い
場合に対人的気晴らしを行うほど抑うつが軽減され，問
題への直面化が高い場合に対人的気晴らしを行うほど抑
うつが高められることが示された。一方，ネガティブな
内省は気晴らしの緩衝効果が示されなかった。ネガティ
ブな内省のように抑うつ気分が生じている際に，抑うつ
症状や原因について自己に注目しながら考え込む人は抑
うつ気分を解消する楽しい活動や活動量を多く必要とす
る対人的気晴らしを行うことが困難であるため，単に気
晴らしを促すことは却って抑うつの持続にもつながると
考えられる。そのため，気晴らし以外の要因について
検討する必要があるが，先行研究で実証されているの
はソーシャルサポートのみである（Nolen-Hoeksema & 

Davis, 1999）。この研究では，死別体験に対して情緒的
サポートを多く受けている人は反すうを行なっても抑う
つが軽減されることが報告されており，ソーシャルサ
ポートが緩衝要因となる可能性を示唆しているが，反す
うを一因子として捉えており，反すうを2側面に弁別し
た際にも同様の結果が得られるのか明らかにされていな
い。
　そこで本研究では，Nolen-Hoeksema & Davis（1999）
に倣い，ソーシャルサポートが反すうと抑うつとの関連
にどのような影響を及ぼすのか，反すうを2側面に弁別
して検討することを目的とする。特に，ネガティブな内
省から抑うつに陥る状態に対して効果的なソーシャルサ
ポートが明らかになれば，そのソーシャルサポートの活
用を促進することにより，抑うつの持続を防ぐための介
入につなげることが期待できる。

方　法

調査対象者
　大学生･専門学校生を対象に2回にわたる縦断調査を
実施した。本研究では2時点において全てのデータのそ
ろった181名（男性10名，女性171名，平均年齢19.10，
SD=1.69）を分析の対象とした。

質問紙の構成　
　反すう　松本（2008）による拡張版反応スタイル尺度

を用いた。この尺度は「回避（10項目）」，「問題への直
面化（6項目）」，「ネガティブな内省（7項目）」，「気分
転換（7項目）」の4つの下位尺度から構成される。質問
紙の教示は「あなたは，悲しい気分や憂うつな気分を感
じた時，以下にあげることをどの程度考えたり行ったり
しますか。」とし，回答形式は「ほとんどない（1点）」，

「ときどきある（2点）」，「しばしばある（3点）」，「いつ
もある（4点）」までの4件法とした。なおこの尺度は，
松本（2008）によって信頼性と妥当性が確認されている。
本研究では，反すうを表している「問題への直面化」と

「ネガティブな内省」を用いた。
　ソーシャルサポート　福岡･橋本（1993，1997）によ
るソーシャルサポート尺度を用いた。この尺度は「情緒
的サポート（6項目）」，「手段的サポート（6項目）」の2

つの下位尺度から構成され，家族と友人をそれぞれ全体
としてみた場合の各サポート行動の入手可能性について

「まったくしないと思う（1点）」から「大変よくすると
思う（5点）」までの5件法で評定するものである。
　 抑 う つ　CES-D（Center for Epidemiologic Studies 

Depression Scale）の日本語版（島・鹿野・北村・浅井，
1985）を用いた。この尺度は20項目から構成され，各
項目について過去1週間に経験した頻度を「週のうち全
くない，もしくは1日も続かない（0点）」，「1～2日（1点）」，

「3～4日（2点）」，「5日以上（3点）」までの4件法で回
答するものである。

手続き
　調査は，約1ヶ月の間隔をおいて2回にわたる縦断調
査を実施した。質問紙は，講義時間を利用して配布した。
第1回調査では，拡張版反応スタイル尺度・ソーシャル
サポートを実施し，第2回調査では，抑うつ尺度を実施
した。なお，調査実施の際には，結果は統計的に処理さ
れること，回答は任意であることを説明し，調査の主旨
に同意できた場合のみに回答を求めた。

結　果

尺度の構成と基本統計量
　まず，反すうと抑うつ尺度についてa係数を算出した
ところ，ネガティブな内省が .68であった以外，全ての
尺度において .70以上であり，内的整合性が示された。
また，ネガティブな内省に関してはこれまでの研究で信
頼性が確認されているため，反すうとソーシャルサポー
トは仮定された下位尺度ごとの加算平均を下位尺度得点
とした。なお，抑うつに関しては先行研究と同様に尺度
の合計得点を尺度得点として算出した（Table 1）。

各尺度得点間相関
　続いて各尺度得点間の相関を算出した（Table 2）。そ
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の結果，問題への直面化と情動的サポート，手段的サポー
トとの間に有意な正の相関，ネガティブな内省と抑うつ
との間に有意な正の相関が見られた。また，情動的サポー
ト，手段的サポートは抑うつと有意な負の相関を示した。
さらに問題への直面化とネガティブな内省は相互に有意
な正の相関が見られた。
　調査対象者の人数比率に偏りが見られることから男女
別に各尺度の基本統計量（Table 3）と尺度得点間の相
関（Table 4）の比較を行った。その結果，一部性差の
みられる箇所もあったが，全体的な傾向として基本統計
量，相関の双方において男女で著しい差異は見られな
かったため，男女合わせた全体で検討した。

反すうと抑うつとの関連－ソーシャルサポートの緩
衝効果－
　反すうが抑うつに及ぼす影響に関する気晴らしの緩衝
効果を検討するために，階層的重回帰分析（ステップワ
イズ法）を行った（Table 4）。説明変数として，第1ステッ
プでは性別の主効果，第2ステップでは反すうの主効果，
第3ステップではソーシャルサポートの主効果，第4ス
テップでは反すうとソーシャルサポートの交互作用項を
投入した。性別に関しては男性＝１，女性＝0とし，反
すうとソーシャルサポートの下位尺度については中心化
を行った。
　その結果，第 1 ステップでは説明率が有意ではなく

（R2=–.08, n.s.），性別は抑うつに影響を及ぼさないこと
が示された。次に，第2ステップでは説明率が有意であ

り（R2=.32, p<.001），問題への直面化が抑うつに対して
有意な負の影響を及ぼしており（b=–.13, p<.05），ネガ
ティブな内省が有意な正の影響を及ぼしていることが明
らかとなった（b=.57, p<.001）。また，第 3 ステップで
は説明率が有意であったが（R2=.35, p<.001），ソーシャ
ルサポートは有意な影響を示さなかった。さらに，第
4 ステップでは説明率の増分が有意であり（⊿R2=.02, 

p<.05），ネガティブな内省×情緒的サポートの交互作用
項（b=–.14, p<.05）が有意であった。そのため，Aiken 

& West（1991）に従って，情緒的サポートが± 1SD の
値をとった時の抑うつに対するネガティブな内省の単回
帰直線を求めたところ，情動的サポートが低い場合にお
けるネガティブな内省の主効果及び情動的サポートが高
い場合における問題への直面化の主効果が有意であるこ
とが明らかとなった（Figure 1）。
　さらに，ネガティブな内省の平均値で調査対象者を2

分し，各平均値未満を低群，平均値以上を高群とした。
情緒的サポートの程度に群間差があるかどうか検討し
たところ，有意な差は見られなかった（t（155.00）=0.26, 

n.s.）。

考　察

反すうとソーシャルサポート及び抑うつとの関連
　本研究の目的は，反すうと抑うつとの関連にソーシャ
ルサポートが及ぼす影響を検討することにより，効果的
に反すうを行うための示唆を得ることであった。

Table 1　各尺度の基本統計量
得点範囲 平均値 標準偏差 a

　拡張版反応スタイル尺度

　　問題への直面化 1–4  2.68  .65 .84

　　ネガティブな内省 1–4  2.46  .58 .68

　ソーシャルサポート

　　情緒的サポート 1–5  4.02  .67 .87

　　手段的サポート 1–5  3.67  .69 .85

　抑うつ 0–60 19.22 6.57 .89

Table 2　各尺度間相関
　 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

　Ⅰ．問題への直面化 － 　 　 　

　Ⅱ．ネガティブな内省 .18* －

　Ⅲ．情緒的サポート .22** –.03 －

　Ⅳ．手段的サポート –.27*** –.11 .67*** －

　Ⅴ．抑うつ –.03 .55*** –.21** –.23**

*p<.05, **p<.01, ***p<.001
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　重回帰分析の結果，問題への直面化とソーシャルサ
ポートには有意な交互作用が示されなかったが，ネガ
ティブな内省とソーシャルサポートは交互作用が有意で
あり，ネガティブな内省が抑うつに与える影響は情緒的
サポートの程度により異なることが示された。
　まず，ネガティブな内省が低いほど情緒的サポートが
抑うつの軽減を予測する程度が弱まることが示唆され
た。ネガティブな内省が低いほど抑うつが軽減されるこ
とは松本（2008）らの研究を通して一貫して示されてき
た。過度に自己の否定的な側面に注意を向けないことは，
問題解決や気晴らしなど抑うつの軽減に効果的な対処を
する機会につながる。また，Sakamoto（2000）が，一
人でいる時に自己について考え続ける人は，そうでない
人に比べて抑うつが高いことを指摘しているように，自
己（特に否定的な側面）について考えないこと自体も抑
うつの軽減には効果的であるといえる。従って，ネガティ
ブな内省が低いほど，抑うつ軽減への影響が強いため，
ソーシャルサポートの効果が弱まることが示唆される。
問題への直面化についても，ソーシャルサポートとの交
互作用は有意ではなかったが主効果が有意であった。問
題への直面化が高いということは，問題解決に注意が向
いており，直接抑うつを軽減することからソーシャルサ
ポートとの効果が示されなかったと考えられる。

　一方，ネガティブな内省が高いほど情緒的サポートが
抑うつの軽減を予測する程度が強まることが示された。
これまで一貫してネガティブな内省が高いほど抑うつが
悪化・持続することが示されてきたが，ネガティブな内
省が高くても情緒的サポートの入手可能性が高いほど抑
うつが軽減されることが見いだされたことは意義深い。
Nolen-Hoeksema et al.（1994）は，情緒的サポートを多
く得られる人ほど反すうが少ないことを報告している。
本研究ではソーシャルサポートの入手可能性について検
討しているが，情緒的サポートが得られるという認知が
抑うつの軽減だけではなくネガティブな内省そのものを
軽減する可能性も示唆された。
　また，反すうの対象についても新たな知見が得られた
点は意義があるといえる。上述したNolen-Hoeksema & 

Davis（1999）では，死別体験に対する反すうと情緒的
サポートについて検討し，情緒的サポートをより多く得
ている人は，反すうを行っても抑うつが軽減されること
が示されている。本研究では，反すうの対象については
検討していないが，松本（2010a）で挙げられている反
すうの対象は卒業論文やレポートの提出などの学業達成
状況や友人や家族とのけんかなどの対人関係状況など日
常的に生じる状況であった。つまり，情緒的サポートの
緩衝効果は，死別体験のようなライフイベントだけでは

Table 3　各尺度の男女別の基本統計量
　 男性　 女性

t値
Cohen’s 

d　 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差

　拡張版反応スタイル

　　問題への直面化  2.88 0.55 2.67 0.66 1.60 0.32

　　ネガティブな内省  2.74 0.57 2.44 0.58 1.00 0.52

　ソーシャルサポート

　　情緒的サポート  3.77 1.14 4.04 0.73 1.10 0.36

　　手段的サポート  3.28 1.09 3.69 0.81 1.52 0.50

　抑うつ 21.40 7.69 19.09 6.50 1.08 0.35

Table 4　男女別の各尺度相関
　 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ

　Ⅰ．問題への直面化 － –.11 .78** .64* –.61

　Ⅱ．ネガティブな内省 .18* － .10 .03 .60

　Ⅲ．情緒的サポート .20** –.03 － .84** –.58

　Ⅳ．手段的サポート 27*** –.11 .65*** － –.53

　Ⅴ．抑うつ –.03 .55*** –.16* –.20** －

*p<.05, **p<.01 ,***p<.001
注：右上が男性，左下が女性の相関係数
　　相関係数の有意差検定の結果，有意な差のみられた (p<.05)下位尺度を太字で示した。
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なく，日常生活で日々生じる状況についても有効である
ことが示唆された。
　ネガティブな内省は，問題への直面化と比べ，意図や
目標が明確に意識されずに用いられることも多いと考え
られる。そのため，ネガティブな内省をしても抑うつの
持続に陥らないためには，情緒的サポートがどの程度得
られるかを認知することが重要である。
　しかし，反すうしやすい人はソーシャルサポートの希
求が高い一方，十分なサポートを得ていないと認知して
いる（Abela, Vanderbilt, & Rochon, 2004; Adams, Abela, 

& Hankin, 2007; Nolen-Hoeksema & Davis, 1999）。本研
究では，ネガティブな内省の高低において，情緒的サポー
ト入手可能性の認知に有意な差異は示されなかったが，
上述した知見やネガティブな内省が自己の否定的側面に
注意を向けることを踏まえると，サポートの入手可能性
の認知に差異が見られることも十分に考えられる。その
結果，ネガティブな内省を続けながら更なる抑うつを引
き起こしてしまうという悪循環が強化される。

　以上を踏まえ，反すうから抑うつの持続に陥らないよ
うにするために，情緒的サポートの入手可能性を高く認
知することが介入を考える上でも有効であるといえる
が，その際に留意すべき点がある。
　まず，情緒的サポートの入手可能性と実際に得られ
る情緒的サポートを弁別して考えなければならない。
反すうしやすい人は，サポート希求が高く，十分なサ
ポートを得ていないと認知している（Abela, et al., 2004; 

Adams, et al., 2007; Nolen-Hoeksema & Davis, 1999）。さ
らに反すうからそれらの認知を媒介しストレスを高め
ることが報告されている（Flynn, Kecmanovic, & Alloy, 

2010）。このように，求める情緒的サポートが要求水準
に達していない場合はさらに抑うつを持続させることが
考えられる。反すうと抑うつの持続との関連を緩衝する
ために単に情緒的サポートの入手可能性を高めるだけで
は新たな抑うつを引き起こす場合もある。ソーシャルサ
ポートは自身で統制することが難しいため，要求水準に
満たないサポートしか得られなかった場合にその他の適

Table 5　抑うつに対する階層的重回帰分析の結果
　 ステップ1 ステップ2 ステップ3 ステップ4

性別 –.08 –.02 –.00 –.00

問題への直面化 –.13 * –.08 –.08

ネガティブな内省 .57 *** .56 *** .56 ***

情緒的サポート –.13 –.11

手段的サポート –.06 –.06

ネガティブな内省×情緒的サポート –.14 *

R
2

.01 .32 *** .35 *** .37 ***

DR
2 　 .31 *** .03 * .02 *

*p<.05, ***p<.001

Figure 1　抑うつに対するネガティブな内省とソーシャルサポートの交互作用
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応的な対処を促進するなどの介入が必要である。
　次に，情緒的サポートの質を考慮しなければならない。
Flynn, et al.（2010）は，反すうしやすい人は，サポー
トの量と質ともに不満度が高く，求めるサポートのレベ
ルも高いことが示されている。従って，どの程度サポー
トが入手できるかという視点だけではなく，どのような
サポートが入手できるかという視点も必要である。

本研究の課題
　本研究では，反すうと抑うつとの関連におけるソー
シャルサポートの緩衝効果について検討したところ，情
緒的サポートの入手可能性が高いほどネガティブな内省
が高くても抑うつが軽減されることが示され，反すうか
ら抑うつの持続を防ぐための有効な示唆を得ることがで
きたといえる。
　しかし，本研究の対象者の多くが女性であったため，
得られた知見は女性の特徴を表している可能性も否定で
きない。本研究では，諸変数の得点や変数間の関連に
著しい差異は見られなかったが，Burda, Vaux, & Schill

（1984），Hays & Oxley（1986），和田（1992）では男性
よりも女性の方が友人からの情緒的サポートの入手可能
性が高いなどサポートの認知に性差が見られた。また
Turner（1994）は，男性よりも女性の方が自身のネット
ワークとの接触頻度が高く，より信頼のおける関係を持
ち，より共感性が高くより情動的な自己開示をすること
が報告されている。これらの知見を踏まえると対人関係
の在り方に性差があることが示唆される。
　さらに，本研究では対象者を特定せず全般的なサポー
ト入手可能性について検討を行ったが，青年期には親か
らの心理的な自立が見られ，友人関係が情緒的な拠り
所として重要な位置を占めるようになることや（柴橋，
2004），ストレス経験開示後の友人からのサポートがポ
ジティブ気分と関連すること（福岡，2010）を踏まえる
と，青年期では家族よりも友人からのサポートの方がよ
り影響力があるといえる。従って，誰から得たサポート
かによってその重みづけが異なることが示唆される。
　本研究では日常生活で生じる反すうを2側面に弁別し，
ソーシャルサポートの緩衝効果について検討し，抑うつ
を持続させるネガティブな内省からの緩衝効果を明らか
にすることができた点においては意義があるといえる。
今後は上述した課題について詳細に検討することによ
り，ソーシャルサポートの緩衝効果についてより有益な
示唆が得られると考えられる。
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ABSTRACT

The relationship between rumination and depression:  
The moderating role of social support

Mayuko MATSUMOTO

The present study examined the hypothesis that social support moderates the effect of rumination 

on depression. Specifically, this study evaluated the differential effects of two aspects of rumination, 

characterized by “facing the fact” and “negative introspection”, on social support and depression. Par-

ticipants (university students and vocational school students) completed a battery of questionnaires 

measuring levels of depressive symptoms, rumination, social support. Consistent with the hypothesis, 

social support moderates the effect of rumination (only “negative introspection”) on depression. The 

result support the notion that there exist two distinct dimensions of rumination.

Key words:  depression, rumination (“facing the fact” and “negative introspection”), social support, 

moderate effects.


