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問題と目的

　社会的動物である人間にとって，良好な対人関係を維
持することは，精神的健康を保つ上で重要である。しか
し，“無縁社会”とも言われる現代の日本では，繋がり
の希薄化や社会的孤立が大きな問題となっている（NHK, 

2010）。このような関係継続の困難さや社会的孤立を引
き起こす一因として，近年，パーソナリティ特性として
の自己愛傾向に注目した検討が行われつつある（Twenge 

& Campbell, 2009）。

自己愛傾向がもたらす対人不適応
　自己愛傾向とは，自己を価値ある存在と感じ，そのこ
とを他者にも認めてもらおうとする傾向である（Raskin 

& Hall, 1979）。自己愛傾向と関係継続との関連につい
て，Campbell & Campbell（2009）は文脈的強化モデル
を提唱している。このモデルに基づくと，自己愛傾向の
高い個人は，対人関係の初期（新生ゾーン）において，
他者から活動的・魅力的であると肯定的に評価されるも
のの，同時に支配性（predominance）が高く，共同性

（communality）が低いために，他者から否定的な評価
も受けやすい。したがって，関係を維持していく段階（持
続ゾーン）で，徐々に周囲の他者のストレスが増大し，
結果として周囲の他者が離れていくことが示されている

（Campbell & Campbell, 2009）。
　また，自己愛傾向の高さは，攻撃性の高さや共感性の
低さと関連しており，対人関係上のトラブルを引き起こ
してしまうなど，不適応行動に結びつきやすい（Campbell, 

Brunell, & Finkel, 2006）。以上のように，自己愛傾向の
高さは関係継続の困難さや社会的孤立を引き起こす一因
となると考えられる。その一方で，外向性の高さや自信
などのソーシャルスキル（以下，スキル）を所有してい

ることが，自己愛傾向の高い個人の対人適応を高めると
いう主張もある（Campbell, & Foster, 2007）。本研究では，
自己愛傾向の高さがもたらす対人不適応行動が，スキル
の高さによって抑制されるかどうかについて検討する。

自己愛傾向とソーシャルスキル
　スキルとは，対人関係を円滑に進めるための行動のレ
パートリーである（相川・佐藤・佐藤・高山，1993）。また，
スキルの高さは，他者との協力関係を促進し，自己と他
者にとってのポジティブな自己観を提供する（Fligstein, 

2001）。したがって，スキルの高さは，対人関係におけ
る個人の適応を高めると考えられる。
　スキルと自己愛傾向との関連について，自己愛傾向の
高さは，スキルと関連する社会的行動と正の相関関係を
示すことが明らかとなっている（Brown & Zeigler-Hill, 

2004）。しかし，自己愛傾向の高い個人は，自身のパフォー
マンスをより良いと予測する一方で，その自己評価は
他者評価とは関連しない（Farwell, & Wohlwend- Lloyd, 

1998）。さらに，自己愛傾向の高い個人は，必ずしも自
己認知と反映的自己認知とが一致するわけではないこ
と，また他者は自身を正確に評価できないとみなす傾向
があることが明らかとなっている（Carlson, Naumann, 

& Vazire, 2011）。
　このように，自己愛傾向の高い個人は，主観的に高揚
した自己認知を有しているため，スキルに関する自己認
知も主観的に高揚したものである可能性がある。すなわ
ち，自己愛傾向の高い個人は，一見すると他者にとって
スキルフルに感じられたり，他者に対してスキルフルで
あるかのように振る舞ったりするが，これは高揚した自
己認知の発現によるものであり，実態を伴わないことが
予測される。
　実際，自己愛傾向とスキルとの関連について，自己愛
傾向の高さと他者評定に基づく社交能力の高さとの間に
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は，負の相関関係がみられることが明らかとなっている
（Fulton, 2009）。以上のことから，自己愛傾向の高さは，
スキルの自己認知と正の相関関係を示す一方で，他者認
知とは関連しない，もしくは負の相関関係を示すことが
予測される。

本研究の目的
　これまでの議論から，自己愛傾向の高さは対人関係を
継続する上での潜在的リスクであり，主観的に高揚した
自己認知と関連していることが予測される。その一方で，
スキルの高さによって，自己愛傾向の高さがもたらす対
人適応行動が抑制されることも予測される。本研究では，
スキルの高さが，自己愛傾向のもたらす高揚した自己・
対人認知を抑制するかどうかを検討する。
　なお，自己愛傾向の高い個人の自己認知は，主観的に
高揚している傾向があるため，スキルの自己認知につい
ても，主観的なバイアスがかかることが予測される。し
たがって，本研究においては，自己評定ではなく，他者
評定に基づいてスキルの測定を行う。本研究では，他者
評定に基づくスキルの高さが，自己愛傾向の高さがもたら
す対人不適応のリスクを軽減すると予測し，検討を行う。
　本研究では，対人適応と関連する指標としてソーシャ
ルサポート（以下，サポート）との関連も同時に検討する。
サポートの交換が適切になされることは，対人適応に結
びつく。実際，サポートの利用可能性を高く認知する
ことは，心理的健康を高める（Lakey & Cassady, 1990）。
一方，自己愛傾向の高い個人は，サポートの利用可能性
を歪めて認知することで，自己誇大感を維持することが
明らかとなっている（加藤・五十嵐・吉田, 2013）。したがっ
て，自己愛傾向の高さは，サポートや対人適応に及ぼす
影響を主観的に高揚させていることが予測される。
　以上を踏まえ，本研究では，自己愛傾向の高さが，対
人適応の指標である友人関係満足感（以下，満足感）に
対して，サポートの利用可能性を介して影響を及ぼすプ
ロセスについて，スキルの調整効果の検討を行う。なお，
スキルの調整効果がみられる場合，スキルの高さは，自
己愛傾向のもたらす対人不適応を直接的に調整するの
か，それとも自己愛傾向とは無関係に対人適応を促進す
るのかについても検討する必要がある。したがって，本
研究では，スキルの高さが“自己愛傾向が対人適応に及
ぼす影響を調整する”のか，それとも“自己愛傾向とは
無関係に，サポートが対人適応に及ぼす影響を調整する”
のかを検討することを目的とした。

方法

調査参加者
　2012年10月から11月にかけて，大学生192名（96ペア，

男性150名，女性42名，平均19.29歳）が質問紙調査に
参加した。

実施の手続き
　本研究では，他者評定に基づいてスキルを測定するた
めに，ペア単位でデータを収集する方法を採用した。し
たがって，同年代の同性の友人をペアの相手（パート
ナー）として1名選んでもらい，ペアでの回答を個別に
求めた。

質問紙の構成
　質問紙は，（a）自己愛人格目録短縮版（NPI-S; 小塩，
1999; 30項目5件法），（b）社会的スキル尺度 （Kiss-18; 菊
池 , 1988; 18項目2件法），（c）自己認知の諸側面測定尺
度（山本・松井・山成，1982; 4項目5件法），（d）サポー
トの利用可能性（福岡 , 2000 より抜粋 ; 6 項目 5 件法）， 

（e）友人関係満足感（加藤，2001; 6項目5件法）で構成
されていた。
　自己愛傾向　小塩（1999）による自己愛傾向を測定す
る尺度を使用した。NPI-Sは，“優越感・有能感”（e.g., 

“私は，才能に恵まれた人間であると思う”），“注目・賞
賛欲求”（e.g., “私には，みんなの注目を集めてみたいと
いう気持ちがある”），“自己主張性”（e.g., “私は，自分
の意見をはっきり言う人間だと思う”）の3因子で構成
されており，総得点が高いほど，自己愛傾向が強いこと
を意味する。各項目について，“1：全くあてはまらない”
―“5：とてもよくあてはまる”の5件法で回答を求めた。
　自己評定のスキル　菊池（1988）によるスキルを測定
する尺度を使用した（e.g., “まわりの人たちとのあいだ
でトラブルが起きても，それを上手に処理できますか”）。
各項目について，自分に当てはまるかどうかを，“1：はい”
―“2：いいえ”の2件法で回答を求めた。得点が高いほど，
スキルが高いことを意味する。なお，菊池（1988）のス
キル尺度は，本来は“1：いつもそうでない”―“5：い
つもそうだ”の5件法で回答するものであるが，本研究
では回答者の負担を考慮し2件法として用いた。
　他者評定のスキル　他者評定に基づくスキルを測定す
るために，山本他（1982）の自己認知の諸側面測定尺度
35項目のうち，スキルに対応すると考えられる“社交”
因子および“優しさ”因子から2項目ずつ，計4項目（e.g., 

“社交能力に自信がある”）を抜粋して使用した。なお，
回答の際には，ペアとなったパートナーに対する評定を
行うよう求めた。そして，集計の際には，ペア間で評定
値を入れ替え，他者評定のスキル尺度として使用した。
各項目について，“1：あてはまらない”―“5：あては
まる”の5件法で回答を求めた。得点が高いほど，他者
評定に基づくスキルが高いことを意味する。
　ソーシャルサポート　福岡（2000）によるサポートを
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測定する尺度を使用した。21項目のうち，情緒的サポー
トおよび情報的サポートに分類される6項目を抜粋して
使用した（e.g., “わたしに日常生活の中ですすめ方やや
り方のわからないことがあるとき，それを具体的に教え
る”）。各項目について，周囲の人達がどの程度してくれ
ると思うかを，“1：全くそうでない”―“5：たいへん
そうである”の5件法で回答を求めた。得点が高いほど，
サポートが高いことを意味する。
　友人関係満足感　加藤（2001）による全般的な友人関
係における主観的な満足感を測定する尺度を使用した

（e.g., “周囲の人達に受け入れられていると感じる”）。各
項目について，“1：全くそうでない”―“5：たいへん
そうである”の5件法で回答を求めた。得点が高いほど，
満足感が高いことを意味する。

結果

他者評定のスキル尺度に関する因子分析
　自己認知の諸側面測定尺度（山本他 , 1982）の4項目

について，確認的因子分析（重み付け最小二乗法，プロ
マックス回転）を行った。その結果，1因子性が確認さ
れた。また，得られた因子に対して信頼性分析を行っ
た結果，1 因子での信頼性係数は許容可能な値であり

（α = .70），4項目を合算して，他者評定のスキル尺度と
して使用した。

記述統計
　各変数の記述統計量（平均値，標準偏差，得点範囲，
信頼性係数）をTable 1に示す。自己愛傾向の平均値は
小塩（1999）でみられるものと同程度であった。

相関分析
　自己愛傾向およびスキルと各変数との関連について検
討するため，自己愛傾向とスキル（自己評定および他者
評定），サポート，満足感との間で相関係数を算出した

（Table 2）。
　まず，自己愛傾向と各スキルおよびサポート，満足感
との関連を検討した。自己愛傾向は自己評定スキルおよ
びサポート，満足感と正の相関を示した（rs = .18 – .39）。 

Table 1　各変数の記述統計量

M （SD） 得点範囲 α

自己愛傾向 88.07（15.59） 30 – 150 .88

ソーシャルスキル

　自己評定  8.95（3.88） 0 – 18 .78

　他者評定 14.68（2.69） 4 – 20 .70

ソーシャルサポート 22.13（4.04） 6 – 30 .84

友人関係満足感 20.70（4.10） 6 – 30 .83

n = 192.

Table 2　変数間の相関関係

年齢 性別 自己愛傾向
ソーシャルスキル ソーシャル

サポート自己評定 他者評定

年齢

性別 –.01

自己愛傾向 .03 –.22**

ソーシャルスキル

　自己評定 .07 –.20** .39**

　他者評定 –.03 .07 .01 .04

ソーシャルサポート .05 –.06 .18* .16* .13†

友人関係満足感 .07 –.11 .25** .25** .07 .43**

Note.　n = 192. †p < .10, *p < .05, **p < .01.
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一方で，他者評定スキルとは有意な相関を示さなかった。
これらの結果は，自己愛傾向がスキルに関する自己認知
に関連していること，そしてサポートの利用可能性およ
び友人関係の良好さの認知と関連している一方で，他者
の視点に基づくスキルとは関連していないことを示す。
　次に，各スキルとサポート，満足感との関連を検討し
た。自己評定スキルはサポートおよび満足感と正の相関
を示した（rs = .16 – .25）。一方で，他者評定スキルはい
ずれの変数とも有意な相関を示さなかった。これらの結
果は，スキルに関する自己認知が友人関係の良好さの認
知と関連している一方で，他者の視点に基づくスキルと
は関連していないことを示す。ここで，スキルの自己認
知と他者認知との関連が希薄であることが，異なった測
定尺度を使用したことに起因する可能性については，留
意しなければならない。
　また，サポートは満足感と正の相関を示していた

（r = .43）。ここから，サポートの利用可能性の高さは，
友人関係の良好さの認知と関連していることが明らかと
なった。以上より，自己愛傾向の高さは，主観的な対人
関係の良好さと関連している一方で，他者視点に基づく
スキルとは関連しないことが明らかとなった。

他者評定スキル高群および低群の相関分析
　自己愛傾向およびスキルと各変数との関連について検
討するため，他者評定スキルの高低で群分けした2群（平
均値で分割，M = 8.95）を用い，自己愛傾向とスキル（自
己評定および他者評定），サポート，満足感との間で相
関係数を算出した（Table 3）。
　その結果，他者評定スキルの高群と低群のいずれにお
いても，群分けを行わない場合の全体の結果とおおむね
同様のパターンを示した。すなわち，他者評定スキルの
高低に関わらず，自己愛傾向の高さは，主観的な対人関
係の良好さと関連している一方で，他者視点に基づくス

キルとは関連しないことが明らかとなった。

自己愛傾向およびスキルが対人適応に及ぼす影響
　自己愛傾向がサポートを介して友人関係満足感に及ぼ
す影響における，スキルの調整効果を検討するため，ス
キルの高低で群分けした2群を用い，自己愛傾向を独立
変数，ソーシャルサポートを媒介変数，友人関係満足感
を従属変数とした多母集団同時分析を行った。
　ここでは，群間の等質性を検討するために，“1：群間
で制約を置かないモデル”，“2：自己愛傾向からサポー
トおよび満足感へのパス係数に等値制約を置くモデル”，

“3：サポートから満足感へのパス係数に等値制約を置く
モデル”，“4：全てのパス係数に等値制約を置くモデル”，

“5：全てのパス係数と誤差分散に等値制約を置くモデル”
の5つのモデルを作成し，モデル適合度の比較を行った2。
各モデルの適合度をTable 4に示す。

2 本研究では5つのモデルを比較した。まず，基本のモ
デルとして，“群間で制約を置かないモデル”，“全て
のパス係数に等値制約を置くモデル”，“全てのパス係
数と誤差分散に等値制約を置くモデル”を作成した（狩
野・三浦，2002）。なお，本モデルでは，変数間の共
分散関係は仮定していないので，“全てのパス係数と
誤差分散および共分散に等値制約を置くモデル”は比
較するモデルに含めなかった。

　　そして，本研究の目的に基づいて，“自己愛傾向か
らサポートおよび満足感へのパス係数に等値制約を置
くモデル”と，“サポートから満足感へのパス係数に
等値制約を置くモデル”を作成した。後者の2つのモ
デルを加えることで，スキルの高さが，“自己愛傾向
が対人適応に及ぼす影響を調整する”のか，それとも

“自己愛傾向とは無関係にサポートが対人適応に及ぼ
す影響を調整する”のかを検討した。

Table 3　各群の変数間の相関関係

年齢 性別 自己愛傾向
ソーシャルスキル ソーシャル 

サポート
友人関係 
満足感自己評定 他者評定

年齢 .08 .07 .02 –.11 –.04 –.05

性別 –.11 –.18† –.06 –.03 –.04 –.07

自己愛傾向 –.01 –.28** .31** –.08 .22* .26*

ソーシャルスキル

　自己評定 .10 –.37** .46** .02 .16 .23*

　他者評定 –.13 .07 –.11 –.19† –.02 .02

ソーシャルサポート .11 –.11 .14 .14 .11 .43**

友人関係満足感 .15 –.16 .24* .25* –.07 .42**

Note.　†p < .10, *p < .05, **p < .01. 対角右上はスキル高群（n = 99），対角左下はスキル低群（n = 93）の相関係数。
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　モデルを比較した結果，“自己愛傾向からサポートお
よび満足感へのパスに等値制約を置くモデル”が最も
AICが低く，適合していたため，このモデルを採用した。
モデルの適合度は，χ2 （2） = 0.14, p = .93, CFI = 1.00, TLI 

= 1.00, RMSEA = .000, SRMR = .014であり，良好であっ
た。分析の結果をFigure 1に示す。
　まず，他者評定スキル高群と低群のいずれの群におい
ても，自己愛傾向およびサポートが満足感に及ぼす影響
の直接効果が有意であり，自己愛傾向およびサポートは
直接的に満足感を増大させていた。また，他者評定スキ
ル高群と低群のいずれの群においても，自己愛傾向がサ
ポートに及ぼす効果は有意傾向であり，自己愛傾向がサ
ポートの利用可能性を高める可能性が示唆された。
　次に，自己愛傾向がサポートを介して満足感に及ぼす
影響の間接効果を検討するために，ブートストラップ法

（B = 1000）を使用した間接効果の検定を行った。その
結果，他者評定スキル高群と低群のいずれの群において
も，自己愛傾向がサポートを介して満足感に及ぼす影響
の間接効果（他者評定スキル高群：γβ = .04, 95%CI［–.003 

– .105］； 他者評定スキル低群：γβ = .05, 95%CI［–.004 – 

.117］）は有意ではなく，自己愛傾向が満足感に及ぼす，
サポートを介した間接的な影響はみられなかった。
　また，他者評定スキル高群と低群との群間差を検討す
るために，変数間のパス係数について，パラメーターの
検定を行った。その結果，他者評定スキル高群と低群と
で，サポートが満足感に及ぼす影響のパス係数に差がみ
られ，他者評定スキル高群（β = .39）において，他者評
定スキル低群（β = .30）よりも，サポートが満足感を有
意に増大させていた（p < .05）。
　以上より，他者評定スキルの高低にかかわらず，自己
愛傾向の高さは，直接的に満足感を増大させることが明
らかとなった。また，サポートが満足感を増大させるプ
ロセスにおける，スキルの調整効果が明らかとなった。

考察

　本研究は，自己愛傾向がサポートを介して満足感に及
ぼす影響における，スキルの調整効果を検討することを
目的としていた。他者評定スキル高群と低群とで多母集
団同時分析を行った結果，他者評定スキルの高低に関わ
らず，自己愛傾向の高さは，満足感を増大させること，

Table 4　各モデルの適合度

AIC χ2（df） p値 CFI TLI RMSEA SRMR

1. 群間で制約を置かないモデル 24.00 0.00（0） 1.00 .000

2. 自己愛傾向から各変数へのパスに制約を置くモデル 20.14 0.14（2） .933 1.00 1.00 .000 .014

3. サポートから満足感へのパスに制約を置くモデル 25.68 3.68（1） .055 .926 .553 .119 .033

4. 全てのパス係数に制約を置くモデル 21.79 3.79（3） .286 .978 .956 .037 .034

5. 全てのパス係数と誤差分散に制約を置くモデル 32.86 18.86（5） .002 .614 .537 .121 .013

n = 192.

Figure 1　自己愛傾向が友人関係満足感に及ぼす影響（パス係数）

ソ ー シ ャ ル
サ ポ ート

自 己 愛 傾 向
友 人 関 係
満 足 感

e1

.10†

.15†

e2

.39 ***  

.30 ***  

.20 **

.21 **

†p < .10, **p < .01,***p < .001

　　　　　　Note.　 上段はスキル高群，下段はスキル低群のパス係数。 
図中のパス係数は，すべて標準化係数。
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また，サポートが満足感を増大させるプロセスにおける，
スキルの調整効果が明らかとなった。これらの結果は，
自己愛傾向が満足感に影響を及ぼすプロセスにおける，
スキルの調整効果が限定的なものであることを示す。

自己愛傾向のもたらす対人不適応
　自己愛傾向の高さは，主観的に高揚した自己認知と関
連している（Carlson et al., 2011）。したがって，自己愛
傾向が高い個人は，主観的に満足感を高揚させることで，
自己誇大感を維持していると考えられる。本研究では，
自己愛傾向の高揚した自己評価の影響は，スキルの高さ
によって抑制されると予測していたが，スキルの高さは，
自己愛傾向の影響を調整するのではなく，サポートが満
足感に及ぼす影響を調整していた。これは，スキルの高
低に関わらず，自己愛傾向の高さは自己高揚傾向と関連
すること，また，スキルが高い場合に，よりサポートが
満足感を高めるという形で，対人適応が促進されること
を示唆する。
　以上より，Campbell & Foster（2007）の主張する，
自己愛傾向が対人関係に及ぼすネガティブな影響に対す
るスキルの調整効果は，自己愛傾向のもたらす歪んだ自
己・対人認知に対しては，直接的に影響を及ぼさないと
考えられる。すなわち，スキルの高さは，サポートの利
用可能性が満足感を高めるプロセスを強めることで，自
己愛傾向の自己高揚傾向が対人不適応に結びつく可能性
を抑制していると考えられる。

自己愛傾向のもたらす対人不適応への介入的アプ
ローチ
　サポートが満足感を増大させるプロセスにおける，ス
キルの調整効果が明らかとなったことは，自己愛傾向の
高い個人への介入可能性を示唆する。例えば，ソーシャ
ルスキルトレーニング（SST; social skills training）など，
スキルを高める介入によって，自己愛傾向のもたらす対
人不適応を抑制することが可能であると考えられる。自
己愛傾向の高い個人はサポートや満足感を主観的に高揚
させた形で認知する傾向があるため，社会的認知に関す
るSST（e.g., Spence, 2003）が有効であると考えられる。
実際，自己愛傾向の高い個人にとって，社会的文脈の中
で，自己認知，反映的自己認知，他者認知を弁別するこ
とは難しい（Carlson et al., 2011）。このような，自己認
知と他者認知との差異が，自己と他者の関係に対する認
知のギャップを生み出し，結果的に関係の破たんをもた
らしてしまうと考えられる。そこで，自他の認知の差異
をSSTによって学習することで，主観的に高揚した自己
認知のもたらす歪んだ対人認知を抑制することが可能と
なるであろう。

本研究の問題点と今後の展望
　最後に，本研究の問題点と今後の展望について述べる。
まず，本研究では，スキルの自己評定と他者評定とで，
異なる尺度を用いていた。相関分析の結果から，スキル
の自己評定と他者評定との間に，有意な関連はみられな
かった。ここから，スキルの尺度間の関連の希薄さは，
異なった測定尺度を使用したことが原因である可能性が
ある。実際，スキルの自己評定と，行動レベルで測定さ
れるスキルの他者評定との間には正の相関関係がみられ
ることが明らかとなっている（谷村・渡辺，2008）。ま
た，スキルとは，対人関係を円滑に進めるための行動の
レパートリー（相川他，1993）であり，包含する行動は
多岐にわたる。したがって，本研究で使用した他者評定
のスキル尺度は，全般的なスキルを十分に反映してない
可能性がある。
　また，自己愛傾向の高い個人は，自己の共同性を高く
見積もる傾向にあるが，他者による評定とは関連しない

（Park & Colvin, 2014）。この結果は，本研究で測定した
スキルの他者評定と自己愛傾向との相関分析の結果と整
合的である。以上のことから，本研究で測定された他者
評定のスキル尺度は，全般的なスキルではなく，スキル
の一部である共同性を反映している可能性がある。今後
は，一部のスキルに特化した尺度ではなく，より汎用性
の高いスキル尺度（e.g., ENDCORE; 藤本・大坊 , 2007）
を用いてスキルの自己認知および他者認知を測定するこ
とで，全般的なスキルの調整効果を検討する必要がある。
　また，本研究のサンプルは，友人ペアであったため，
親密な関係を持続的に築いていると考えられる。このよ
うな，すでに確立された適応的な関係においては，対人
適応を高めると予測されるスキルの高さが効果を持た
ず，自己愛傾向のもたらすネガティブな自己・対人認知
が対人適応に及ぼす影響を詳細に検討できなかった可能
性がある。今後は，過去に親密であったものの，現在は
距離を取っている人物など，すでに解消した関係につい
ても測定し，自己愛傾向が関係崩壊の予測因となる場合
のスキルの調整効果を検討する必要がある。
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ABSTRACT

The effects of narcissism and social skills on interpersonal adaptation

Jin KATO, Tasuku IGARASHI, and Toshikazu YOSHIDA

This study investigated the effects of narcissism and social skills on perceived social support and 

feelings of satisfaction about friendship. Structural equation modeling was conducted to examine the 

influence of narcissism on the perceived support scores and feelings of satisfaction. In both samples 

of high and low social skills, narcissism showed a significant positive effect on feelings of satisfaction. 

However, the link between perceived support and feelings of satisfaction was significantly moderated 

by social skills. Implication of social skills training to improve maladaptation based on narcissism is 

discussed.

Key words: narcissism, social skills, social support


