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子どもの抑うつの特徴および
関連する心理社会的要因についての検討
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本研究の目的は，抑うつを呈する子どもにみられる情緒や行動の特徴および子どもの抑うつに関連
する心理社会的要因について検討することであった。
小学 5・6 年生の児童 110 名およびその保護者を対象に，児童に対しては，DSRS-C，小学生用 5 因
子性格検査，ライフイベント測定尺度，ソーシャルサポート尺度，保護者に対しては，CBCL を実施し
た。
その結果，DSRS-C の抑うつ得点がカットオフスコア以上の子どもは，約 11％であった。これは，
先行研究と一致する結果であった。また，抑うつ群（DSRS-C の抑うつ得点がカットオフスコア以上）
は，非抑うつ群（DSRS-C の抑うつ得点がカットオフスコア未満）よりも，CBCL の「ひきこもり」，
「不安・抑うつ」，
「攻撃的行動」，内向尺度，外向尺度，総得点が有意に高く，
「身体的訴え」，
「思考の
問題」の得点が有意に高い傾向がみられた。さらに，各尺度項目の比較によって，抑うつ群の情緒と
行動の特徴が具体的に示された。これらの特徴は，子どもの抑うつの早期発見に有効なサインとなる
ことが示唆された。心理社会的要因として，5 因子性格検査による「協調性」や「開放性」といった性
格特性や，ソーシャルサポート尺度による友人からのサポートの低さが，DSRS-C による抑うつの高
さに有意に影響することが示された。これらのことから，子どものこのような性格特性や友人関係の
在り方への介入が，子どもの抑うつの予防につながる可能性が示唆された。
キーワード：子どもの抑うつ，CBCL，5 因子性格検査，ソーシャルサポート

は，次の 3 点を挙げている。まずは，子どもの不適応

問 題 と 目 的
1

の問題は教育病理や社会病理に起因するという考え方
である。教育や社会の病理にとらわれるあまり，一部

子どものうつ病
近年，不登校や引きこもりに陥っている子どもたち

の子どもたちのうつ病という現象を見逃していた可能

を，
「抑うつ」という視点から検討する必要がある（武

性が考えられると述べている。次に，子どもに大人と

田，2002；傳田，2002；忠井，2010）といった指摘が

同じ内因性のうつ病が存在するはずがないという先入

なされるなど，子どものうつ病に対する関心が高まっ

観である。悲哀や絶望感に満ちた大人のうつ病の病像

ている。

が，子どもには結びつかなかったためであると述べて

1980 年以前は，子どものうつ病が注目されることは

いる。そして，子どものうつ病は，一見するとうつ病

ほとんどなかった。その理由について，傳田（2002）

に見えないという点である。子どもの場合，抑うつ気
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分を積極的には表現しないことや，はじめは身体のだ

つは見過ごすことのできない問題であり，子どもの抑

るさ，食欲不振，頭痛，腹痛などの身体症状や，不登

うつを早期に発見するための方策の提案は，臨床心理

校などの行動の問題が主であったり，摂食障害，不安

の重要な課題であると考える。

障害，強迫性障害などの他の障害に合併して出現する

3

子どもの抑うつに関連する心理社会的要因

ことが少なくないことなどから，うつ病の症状が隠さ

内藤（2000）は，子どもが抑うつを経験している間

れてしまったり見えにくくなったりすることがあると

は自分から援助を求めることは難しく，早期介入にあ

述べている。

たっては，教師や家族など，周囲が子どもの抑うつを

子どものうつ病の症状については，DSM-IV-TR（ア

早い段階で認識する必要があると述べている。また

メリカ精神医学会，2000）などの診断基準からも，成

Stark（1990）も，子どもの抑うつ症状のアセスメント

人の場合の様相とは異なる特有の症状があることが明

は，自己評定，親評定，臨床家評定などを総合的に実

記されている。子どもでは，
「抑うつ気分」の代わりに

施する必要があると述べており，子どもの自己評定の

「いらだたしい気分」が，「体重減少」の代わりに「期

みではなく，より多方向から児童の抑うつ症状を評価

待される体重増加がない」ことが認められている。こ

していく必要がある。そのためには，子どもの抑うつ

の他にも，中核症状として，興味･関心の減退，意欲･

に見られる特徴や関連する要因を明らかにする必要が

気力の減退，知的活動の減退などの精神症状や，睡眠

あり，これにより早期の発見や予防的介入の示唆も得

障害，食欲障害，身体のだるさなどの身体症状が，二

られると考える。しかし，わが国では佐藤ら（2006）

次症状として，抑うつ気分，不安，思考障害などの精

や松見（2008）が指摘するように，子どもの抑うつに

神症状や，頭痛，腹痛などの身体症状，不登校，引き

みられる特徴や関連する要因についての研究は十分で

こもり，多動，攻撃的言動，非行的行動などの行動症

はないのが現状である。

状が見られるとされている（傳田，2002）。また，児童

抑うつについて，成人を対象とした研究では，関連

期には，外在化症状や攻撃的行動として症状が表出さ

する心理社会的要因として個人の性格特性（内藤ら，

れることが多く，思春期が近づくにつれて，頭痛，腹

1999；小川・鈴木，2003 など）や，周囲からのソーシャ

痛，めまいなどの身体化や，主観的抑うつの訴えを伴

ルサポート（山本ら，2008）などの関与が大きいこと

わない抑うつ的表情，罪悪感，自己評価の低下などの

が明らかにされ，多面的な知見の集積が進んでいる。

症状が特徴となり，思春期以降，青年期に近づくにつ

一方，子どもの抑うつについては，石川ら（2006）の

れて成人のうつ病の症状に近づいていくといった年齢

Barrett & Turner（2004）の列挙した，個人，家族，環

による症状の違いが見られるという（斎藤，2005）。こ

境の 3 つの領域のリスク要因を再分類した，遺伝的脆

の よ う な 子 ど も の う つ 病 の 有 病 率 は，児 童 期 で

弱性などの生物学的要因，ネガティブな認知バイアス

0.5〜2.5％，思春期で 2.0〜8.0％と報告されており

や帰属スタイルのような認知的要因，社会的スキルや

（傳田，2007），一般に認識されているよりも多く存在

資源の欠如といった社会的要因，親の不適切な養育態

することが明らかになっている。

度などの家族要因，ライフイベントなどの外的な出来

2

事の要因という分類がある。しかし，これらについて

子どもの抑うつ
このように子どものうつ病の症状が明らかにされて

実証されたものはまだ少ない。また，西野ら（2009）

いく中で，一般児童を対象に質問紙を用いて行われた

が指摘するように，抑うつ症状はストレス反応のうち

調査によって，抑うつの程度が基準値を上回る得点を

のひとつとして扱われたものが多く，さらに小学生を

示す子どもが非常に多いことも報告されており，傳田

対象とした研究は，中学生を対象としたものと比べる

ら（2004）では，小学 1〜6 年生の 7.8％，中学生の

と少ない。これまで，小学生を対象とした研究には，

22.8％が，佐藤ら（2006）では，小学 4〜6 年生の 11.6％

ソーシャルサポートがストレス反応を軽減させること

が基準値を上回る得点を示している。また，抑うつの

や（山下，1999）
，ソーシャルスキルの欠如がストレス

高さはうつ病発症のリスクとなることが示唆されてお

反応を高めること（岡村・清水，2009）などがあるが，

り（小林，2009），さらに，児童期における抑うつは，

上記のような問題を踏まえると，より抑うつに焦点を

適切に対処されないままでいると，その時点での学校

当てた研究が必要である。

適応，社会適応に影響するのみならず，その後の適応

4

本研究の目的

にも影響を与える可能性が高いといわれている（蓑

本研究では第一の目的として，子どもの抑うつにど

崎・佐々木，2007）。これらのことから，子どもの抑う

のような情緒・行動特徴が関連しているかについて検
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討する。また，第二の目的として，子どもの抑うつに

機能分類である，情緒的サポート，実体的サポート，

関連する心理社会的要因について，個人の性格特性，

情報的サポートの各側面が包括されるように考慮され

ライフイベント，周囲からのソーシャルサポートを取

ている。親，友人，学校の先生の 3 つのサポート源を

り上げ，その影響について検討する。傳田ら（2004）

設定し，それぞれに当てはまる程度ついて，
「きっとそ

が行った，小・中学生を対象とした調査では，カット

うだ」〜「絶対違う」の 4 段階で評定する。
保護者には，⑤を実施した。

オフスコアを超える者の割合が，5 年生で 9.3％，6 年
生で 14.2％と，それ以前の学年に比して増加し始める

⑤Child Behavior Checklist/4-18 日本語版・親用（以

時期であることが示されている。そこで，本研究では

下，CBCL とする）

小学 5・6 年生を対象に調査を行うこととする。

Achenbach ら（1991）によって開発された，子ども

方

の情緒と行動の問題を包括的に評価する尺度である。

法

井澗ら（2001）によって日本版の標準化がなされてい
る。総得点，2 つの上位尺度（内向尺度，外向尺度）
，

対象と手続き
調査対象は，N 県の A 小学校の 5〜6 年生の児童お

8 つの下位尺度（ひきこもり，身体的訴え，不安・抑う

よびその保護者であった。回答は任意とし，同意が得

つ，社会性の問題，思考の問題，注意の問題，非行的

られる場合のみ，記入後に担任に提出してもらった。

行動，攻撃的行動）から構成され，これら計 113 項目

有効回答数であった 110 名を今回の検討の対象とし

について，
「よくあてはまる」〜「あてはまらない」の

た。対象の内訳は，小学 5 年生 50 名（男子 17 名，女

3 段階で評定する。内向尺度は，ひきこもり，身体的

子 33 名）
，6 年生 60 名（男子 31 名，女子 29 名）であっ

訴え，不安・抑うつの 3 つ，外向尺度は非行的行動，

た。

攻撃的行動の 2 つの下位尺度の合計点により算出され

質問紙の構成

る。

以下の①〜④を児童に，⑤をその保護者に実施した。

結

①DSRS-C（Depression Self-Rating Scale for Children）
日本版

1

Birleson（1981）によって作成され，村田ら（1996）

果

抑うつの性別・学年別比較
DSRS-C の平均得点（標準偏差）について，性別で

によって邦訳された，子どもの抑うつ状態のスクリー

は，男子は 7.15 点（SD＝4.41）であり，女子は 8.60

ニングのための自己記入式評価尺度である。質問は

点（SD＝5.45）であった。学年別では，5 年生は 8.38

18 項目からなり，
「いつもそうだ」〜「そんなことはな

点（SD＝5.16）であり，6 年生は 7.62 点（SD＝4.98）

い」の 3 段階で評定する。フルスコアは 36 点，カット

であった。抑うつ得点の性差，学年差について t 検定

オフスコアは 16 点である。

を行った。その結果，いずれにも有意な差はみられな

②小学生用 5 因子性格検査（the Five-Factor Perso-

かった。結果を表 1 に示す。
2

nality Inventory for Children）
曽我（1999）によって作成された，児童の性格特性

抑うつ群と非抑うつ群の人数の性別・学年別比較
DSRS-C の得点が抑うつのカットオフスコアを超え

を測定する尺度である。本尺度は，性格 5 因子モデル
を児童に適用し，性格特性の基本 5 次元である「協調
性」
「統制性」「情緒性」「開放性」「外向性」を簡便に
測定するものである。質問は 40 項目からなり，「は
い」
，
「？」，
「いいえ」の 3 段階で評定する。

表1

③ライフイベント測定尺度

DSRS-C 得点と t 検定結果
対象数

平均値

標準偏差

全児童

110

8

5.1

男子

48

7.15

4.41

女子

62

8.6

5.45

シャルサポートを測定する尺度である。本尺度は，5

5 年生

50

8.38

5.16

項目で構成されており，Schaefer et al. のサポートの

6 年生

60

7.62

4.98

朝倉ら（1993）による，ライフイベント測定尺度の
22 項目についての過去 1 年間の体験の有無について，

性

「はい」，
「いいえ」の 2 段階で評定する。
④小学生用ソーシャルサポート尺度短縮版
嶋田ら（1993）によって作成された知覚されたソー
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る人数（割合）について，全体では 13 名（11.8％）で

下位尺度，上位尺度，総得点において抑うつ群の方が

あった。性別では男子 4 名
（8.0％），女子 9 名（14.0％）

非抑うつ群よりも得点が高かった。その結果を表 3 に

であった。学年別では 5 年生 7 名（14.0％），6 年生 6

示す。

名（10.0％）であった。人数の割合のばらつきについ

(2) CBCL 各項目について

2

抑うつ群と非抑うつ群の各項目得点の差について，

てχ 検定を行った。その結果，いずれにも有意な差
はみられなかった。結果を表 2 に示す。

Mann-Whiteney の U 検定を行った。その結果，有意

3

差の認められた 113 項目中 27 項目（23.9％）すべてに

抑うつ群と非抑うつ群の情緒・行動特徴の比較

(1)

CBCL 各尺度得点について

おいて，抑うつ群の方が非抑うつ群よりも得点が高

DSRS-C のカットオフスコアを超える 13 名を抑う

かった。27 項目の内容を表 4 に示す。

つ群（男子 4 名，女子 9 名），カットオフスコア未満の

4

97 名を非抑うつ群（男子 43 名，女子 54 名）とした。

(1)

抑うつと各変数との関連について
抑うつと各変数間の相関

抑うつ群と非抑うつ群の CBCL の各下位尺度と上

性格特性，ライフイベント，ソーシャルサポートと

位尺度，総得点の差について，Mann-Whiteney の U

抑うつの相関関係について，Pearson の積率相関係数

検定を行った。その結果，「ひきこもり」，「不安･抑う

を求めた。性格特性の「協調性」（r＝-.76，p＜.01）
，

つ」
，
「攻撃的行動」
，内向尺度，外向尺度，総得点にお

「統制性」
（r＝-.33，p＜.01）
，親からのサポート（r＝

いて有意な差が見られ，「身体的訴え」，「思考の問題」

-.35，p＜.01）
，友人からのサポート（r＝-.49，p＜

において有意な差の傾向がみられた。また，すべての

.01）
，教師からのサポート（r＝-.29，p＜.01）と抑う
つの間に負の相関，「情緒性」（r＝.48，p＜.01）
，
「開
放性」
（r＝.48，p＜.01）
，ライフイベント（r＝.32，p
＜.01）
，と抑うつの間に正の相関が示された。その結

表 2 両群の人数とχ2 検定結果

全児童

抑うつ群

非抑うつ群

13（11.8)

97（88.2)

果を表 5 に示す。
(2) 各変数の抑うつへの影響

χ2 値

児童の性格特性，ライフイベント，ソーシャルサポー

性
男子

4（ 8.0)

44（92.0)

女子

9（14.0)

53（86.0)

5 年生

7（14.0)

43（86.0)

6 年生

6（10.0)

54（90.0)

トの，抑うつへの影響について，抑うつ得点を基準変

0.99

数とし，性格特性，ライフイベント，ソーシャルサポー
トの各得点を説明変数とした，重回帰分析を行った。

学年

(

表3
CBCL

多重共線性の可能性は認められなかった（各独立変数

0.42

の VIF＜5）
。その結果を表 6 に示す。

)内％

両群における CBCL 各尺度得点の中央値・四分位偏差と U 検定結果
抑うつ群
中央値

非抑うつ群

四分位偏差

中央値

四分位偏差

z

ひきこもり

2

1

0

0.5

3.65**

身体的訴え

1

0.5

0

0.5

1.67＋

不安･抑うつ

3

0.5

1

1

2.49*

社会性の問題

2

1

1

0.5

1.32

思考の問題

0

0

0

0

1.73＋

注意の問題

3

0.5

2

1

1.27

非行的行動

1

0

0

0.5

0.50

攻撃的行動

5

1.5

2

2

2.00*

内向尺度

5

0.5

1

1

3.73**

外向尺度

5

2

3

2.5

2.12*

総得点

18

7.5

10

5.5
＋

2.38*

p＜.10， p＜.05，＊＊p＜.01
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表4

抑うつ群において CBCL 各項目得点が有意に高かった項目と Z 値

CBCL

項目
65

ひきこもり

身体的訴え

不安・抑うつ

社会性の問題

思考の問題
注意の問題

攻撃的行動

その他の問題

z

ぜったいにしゃべろうとしない

3.85**

42

他人といるより一人でいるのを好む

3.33**

75

内気，臆病

3.03**

56b 頭痛

1.85+

56f 腹痛や胃けいれん

1.72+

54

1.71+

疲れすぎている

103 楽しくなく，悲しく，落ち込んでいる

4.78**

33

誰も大切に思ってくれないと感じたり，こぼしたりする

3.46**

71

人目を気にし，すぐに恥ずかしくなる

2.65**

35

自分には価値がないか，劣っているように感じる

2.44*

112 心配する

2.00*

12

ひとりぼっちで寂しいとこぼす

1.92+

25

他の子と仲よくできない

3.82**

62

運動神経が悪くて不器用

2.69**

48

他の子から好かれていない

2.40*

40

存在しない音や声が聞こえる

2.73**

9

ある考えをふりはらうことができない；強迫観念

2.26*

46

体がひきつったりピクピク動いたりする

1.68+

80

ぽかんと一点をみつめる

1.68+

87

気分や感情が突然変わる

3.23**

7

自慢したり，うそぶいたりする

2.25*

86

頑固，不機嫌，イライラ

2.19*

37

よくつかみあいのケンカをする

2.08*

3

よく言い争いをする

1.91+

109 めそめそ泣きごとをいう

2.73**

5

男（女）子だが，女（男）子のようにふるまう

2.13*

83

不必要なものをためこむ

1.67+
＋

p＜.10，＊p＜.05，＊＊p＜.01

分析の結果，抑うつ得点への説明率（R2）は 64.0％

第 4 クラスタ：すべてのサポート得点が平均的である
群（N＝36）

であった（F(4，105)＝48.93，p＜.01）。パーソナリ

各クラスタパターンによる抑うつの程度について，

ティ特性の「協調性」
（β＝-.48，p＜.01）と「開放性」
（β＝.22，p＜.01），友人からのサポート（β＝-.17，

4 つのクラスタパターンを独立変数，DSRS-C 得点を

p＜.05）が，抑うつ得点に有意に影響を及ぼす要因で

従属変数とした一要因の分散分析を行った。その結

あることが示された。

果，クラスタパターンの主効果が有意であった（F(3，

(3) ソーシャルサポート状況による抑うつの程度の

109)＝ 6.68，p＜.01）
。そこで Tukey の HSD 法によ

比較

る多重比較を行ったところ，すべてのサポート得点が

各サポート得点の組合せパターンについて，Ward

高いクラスタ 1 よりも，その他の 3 つのクラスタが抑

法によるクラスタ分析を行った。その結果，以下の 4

うつ得点が有意に高かった。その結果を表 7 に示す。

クラスタによる分類を採用した。

考

第 1 クラスタ：すべてのサポート得点が高い群
(N＝42）

1

察

小学 5・6 年生の抑うつについて

第 2 クラスタ：親のサポートが高い群（N＝21）

小学 5・6 年生の抑うつについて，本調査では，性差

第 3 クラスタ：親のサポートが低い群（N＝11）

や学年差は見られなかった。しかし，本調査と同一の
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表5
抑うつ 協調性
抑うつ

―

2011

各変数間の相関係数

開放性

外向性

ライフイベント

-.76**

-.33**

.48**

.48**

.07 n.s.

.32**

-.35**

-.49**

-.29**

―

.33**

-.50**

-.39**

-.10 n.s.

-.30**

.30**

.50**

.22**

―

-.28**

-.21*

-.12 n.s.

-.10 n.s.

.16*

.29**

.25**

―

.37**

.07 n.s.

.24**

-.20*

-.26**

-.14 n.s.

.20*

.27**

-.15 n.s.

-.10 n.s.

-.07 n.s.

.14 n.s.

-.14 n.s.

-.03 n.s.

-.10 n.s.

-.09 n.s.

-.04 n.s.

―

.15 n.s.

.49**

―

.28**

協調性

統制性 情緒性

第 10 号

統制性
情緒性
開放性

―

外向性

―

ライフイベント

―

親サポート

親サポート

友人サポート

友人サポート

教師サポート

.05 n.s.

教師サポート

―
＋

＊

＊＊

p＜.10， p＜.05，

表6

p＜.01

抑うつに対する重回帰分析結果

説明変数

標準偏回帰係数

性格特性
協調性

-.48**

統制性

-.02

情緒性

.06

開放性

.22**

外向性

-.08

ライフイベント

.10

図1

各クラスタのサポート得点

ソーシャルサポート
親

-.10

友人

-.17*

教師

-.07

調整済み R2 値

2

抑うつに関連する情緒・行動特徴について
DSRS-C のカットオフスコア以上の抑うつ群とカッ

.64**

トオフスコア未満の非抑うつ群との CBCL の得点の

＊

p＜.05，＊＊p＜.01

比較から，抑うつ群が非抑うつ群よりも「ひきこもり」，
「不安･抑うつ」，
「攻撃的行動」の下位尺度，
「内向尺度」，

DSRS-C を用いた傳田ら（2004）では，抑うつ得点が，

「外向尺度」，
「総得点」において有意に高く，「身体的

女子が男子よりも高く，6 年生が 5 年生よりも高い。

訴え」
，「思考の問題」においては有意に高い傾向がみ

佐藤ら（2006）でも，女子が男子よりも高いが，学年

られることが明らかとなった。また，各尺度項目の比

差は見られない。また，諸外国の子どものうつ病の疫

較によって，抑うつ群は非抑うつ群よりも以下に述べ

学調査を概観した傳田（2002）によると，児童期にお

るような具体的な特徴があることが示された。
「ひきこもり」に関して，
「絶対にしゃべろうとしな

いては性差はほとんど見られない。
このように，子どもの抑うつの性差や学年差は，研

い」
，「他人といるより一人でいるのを好む」，「内気，

究者間で結果が異なるため，今後も調査を重ねていく

臆病」という特徴，「不安・抑うつ」に関して，「楽し

必要はあろう。しかし，カットオフスコアを超える者

くなく，悲しく，落ち込んでいる」，
「誰も大切に思っ

の割合は，5・6 年生全体でみると，本調査では 11.8％

てくれないと感じたり，こぼしたりする」などの特徴

であったが，傳田ら（2004）でも 11.7％，佐藤ら（2004）

がみられた。このような特徴は，傳田（2002）が指摘

でも 11.6％とほぼ一致している。これらのことから，

している，うつ病の中核症状である興味･関心の減退，

これまでにも指摘されてきたように，この実態を，子

意欲･気力の減退や，二次症状である抑うつ気分や抑

どもの周囲の教師や家族が認識しておく必要があると

制的な態度と関連が示唆される特徴が，抑うつにおい

考える。

ても認められたと考える。
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表7

各クラスタの DSRS-C 得点と分散分析結果

CL1

CL2

CL3

CL4

(N＝42)

(N＝21)

(N＝11)

(N＝36)

平均値

5.52

9.86

10.82

8.83

標準偏差

3.75

5.38

5.71

4.95

F値

多重比較

6.67**

CL3＝CL2＝CL4＞CL1
＊＊

p＜.01

「攻撃的行動」に関しては，
「気分や感情が突然変わ

化を受けることが少なく，その結果，抑うつ症状を悪

る」
，
「自慢したり，うそぶいたりする」などの特徴が

化させやすいと考えられている。このような社会性の

みられた。武田（2000）は，子どもの抑うつに見られ

問題は，対人関係の発達や学校適応，その後の人格形

る特徴として，攻撃性に着目し，成人の場合は攻撃性

成などに望ましくない影響を及ぼす可能性があり，早

を自己に向けるのに対して，子どもの場合は他者に向

期の対応が必要であると考える。
「注意の問題」に関

ける傾向があることを報告している。本研究で示され

しては，「体がひきつったりピクピク動いたりする」
，

た攻撃性についての結果は，これを支持する特徴であ

「ぽかんと一点を見つめる」という特徴がみられた。

ると考える。

このような注意に関する特徴は，傳田（2002）が指摘

「身体的訴え」に関しては，
「頭痛」や「腹痛」，
「思
考の問題」に関しては「存在しない音や声が聞こえる」

している，知的活動の減退からくる集中力の低下など
と関連するのではないかと考えられる。

などで抑うつ群で有意に得点が高い傾向がみられた。

辻井ら（1996）は，子どもの抑うつ状態と，母親か

磯部（2010）は，子どものうつ病について，児童であ

ら見た子どもの抑うつ状態との関連はあまり高くない

れば，身体症状や行動への抑制が前面に出ることが多

ことを報告しているが，本研究によって明らかとなっ

いこと，言葉や思考能力の発達とも関連して，年齢が

た抑うつが高い子どもにみられる情緒や行動の特徴

低いと内なる現象を言葉に表すことが困難なため，身

を，母親をはじめ周囲の大人は見逃さないようにする

体面や行動面での表現形式を取ることを述べている。

ことが，子どもの抑うつの早期発見につながる可能性

本結果はこれらの指摘を支持するものである。傳田

があると考える。

（2010）は，身体症状について，検査をしても異常所見

3

抑うつに関連する心理社会的要因について

が認められないため，さほど問題にされないまま片付

DSRS-C の得点と，5 因子性格検査の「協調性」，
「開

けられてしまうことが少なくないと述べているが，抑

放性」，ソーシャルサポート尺度の「友人からのサポー

うつが腹痛や頭痛また幻聴のような訴えによって見落

ト」の各得点には相関がみられ，また，以下のような

とされることのないように留意しなければならない。

抑うつへの影響がみられた。

また，抑うつ群と非抑うつ群において，下位尺度に
有意な差はみられなかったものの，「社会性の問題」，

性格特性としては，協調性の低さ，開放性の高さが
抑うつに影響を及ぼすことが示された。抑うつが高い

「注意の問題」のいくつかの項目において，抑うつ群が

子どもの性格特性として，内藤（2000）は，中学生に

非抑うつ群よりも有意に得点が高かったものがみられ

おいては，非協力的で共感性に乏しい「協調」の低さ

た。
「社会性の問題」に関しては，「他の子と仲よくで

や，新しく見慣れないものへの興味や飽きっぽさと

きない」，
「運動神経が悪くて不器用」，「他の子から好

いった「新奇性追求」の高さと抑うつには関連がある

かれていない」という特徴がみられた。これは，竹島・

ことを報告している。また，田中（2006）も，中学生

松見（2006）が指摘している，抑うつを示す児童は，

の抑うつには「協調」の低さが関連していることを報

対人的文脈において，仲間への自発的で適応的な働き

告している。これらと同様の結果が，児童期後期の子

かけが少ないということ，佐藤（2005）が指摘してい

どもにおいても認められることが，本結果によって示

る抑うつが高い児童はそうでない児童に比べて，学業

された。家族や教師など周囲がこのような性格特性を

達成スキルや協調性スキルが欠如しているということ

示す子どもの抑うつの可能性を配慮していくことで，

との関連が推察される。Lewinsohn（1974）の抑うつ

早期の対応に繋がるものと考える。

の対人･行動モデルでは，抑うつ的な人は適切な社会

周囲からのソーシャルサポートについては，友人か

的スキルを持たないために，対人関係において正の強

らのサポートが抑うつに影響を及ぼすことが示され
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た。浦（1992）は，ソーシャルサポートが，抑うつ傾

引

向を低減することを指摘している。また，児童を対象

用
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Characteristics of children's depression and related psychosocial factors.
TOMOKO MATSUBARA (Graduate School of Psychology, Kurume University)
SUMIKO IWAMOTO (Faculty of Literature, Kurume University)
Abstract
The purpose of this study was to clarify emotional and behavioral characteristics of depressive children and
related psychosocial factors. The subjects were 110 children of fifth and sixth grade in the elementary school and
their parents. Children were assessed by the DSRS-C, the Five-Factor Personality Inventry for Children, the Life
event measurement scale and the Social support scale. Their parents answered the Child Behavior Checklist(CBCL).
As the result, depressed group consists of children who have more than cut-off score of DSRS-C existed a little more
than 10 percent among the whole. This result was consistent with the previous study. Compared with the score of
the CBCL, depressed group had significantly higher score on “Withdrawn”, “Anxious/depressed”, “Aggressive
Behaviors”. The each score on Internalizing, Externalizing, and Total problems was also higher than that of nondepression group. Furthermore depressed group had significantly higher tendency to “Somatic Complains” and
“Thought Problems” than non-depressed group. In comparison with each item of the scale, it was clear that
depressed group had distinctive character on emotional and behavioral phase. This result suggested that these
characteristics could be an early detection to the children's depressive sign. “Agreeableness”, “openness” from the
Five-Factor Personality Inventry for Children and support from friends and family as psychosocial factors were
associated with depression. These results suggested that intervention in children's character and their friendship
have possibilities to prevent from children's depression.
Key words : children's depression, CBCL, the Five-Factor Personality Inventiory, social support
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