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青年期の援助要請研究
: 対人関係的観点から見た研究動向

（池田亜紗、磯崎三喜年）

問題

　青年期は、さまざまな悩みを経験する時期である。平成 26 年度全国家庭児

童調査によれば、不安や悩みがあると回答した中学生の割合は 58.5％、高校生

にあたる子ども(1)では、62.3％にのぼる（厚生労働省、2014）。一人では解決で

きない問題を抱えたとき、人は、特にこうした年代の子どもたちどう対処する

のだろうか。周りから適切な援助を得ることができれば幸いである。しかし、

そうした援助を得られず、あるいは援助を求めることができないまま悩みを抱

え込んでしまうことはないだろうか。ここでは、こうした問題にどう対応すべ

きかについて、援助要請（help-seeking）(2)の視点から検討を試みたい。

　悩みや問題を抱えた際に、誰かに相談したり、援助を求めたりすることの

有用性は言うまでもない。必要な援助を求めることは、人生に起こる様々な

問題への重要なコーピングの一つであり（Fallon & Bowles, 1999）、個人の適

応にとっても望ましいとされている（Rickwood, Deane, Wilson, & Ciarrochi, 

2005）。

　しかし、援助を必要とする人が、必ずしも援助を要請するとは限らない。近

年の調査では、不安や悩みについて「相談相手はいない」と回答した中学生と

高校生は 9.9％であること（厚生労働省、2014）、不安や悩みを「誰とも相談し

ない」と回答した大学生は 14.8％であることが報告されている（一般社団法人

日本私立大学連盟 , 2018）。これらの実態調査から、悩みを抱えながら、それ

を誰にも相談しない、もしくは相談したくても相談できない子どもが一定数存
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在することが示唆される。

　こうした現状をふまえ、援助要請研究では、「援助要請の生起」、すなわち援

助要請が生じるプロセスを明らかにすることを大きな主題の一つとしている

（永井・本田・新井、2016）。「人はなぜ援助を求めないのか？」という問題意

識（本田、2015a）に基づき、援助要請行動を促進・抑制する様々な要因が検

討されてきた。例えば、水野・石隈（1999）では、援助要請の促進・抑制要因

を「個人の問題の深刻さ・症状」「ネットワーク変数」「パーソナリティ変数」「デ

モグラフィック変数」の 4つに大きく分類している。これまでの援助要請研究

では、どのような人が援助を求めるのか、もしくは求めないのかといった、援

助を要請する個人の要因に着目した研究が多くなされてきた。

　一方で、近年では、援助要請を悩みや問題を抱えている人だけの問題ではな

く、他者との関わり合いの中で生起する対人行動の問題として捉えることの

重要性が指摘されている（本田 , 2015b；橋本 , 2014；Nadler, 2015）。しかし、

そうした要因を検討した研究はまだ少なく、援助要請の対人関係的側面が十分

には考慮されていない現状がある。特に、子どもの援助要請を促すには、子ど

もをとりまく周囲との関係性や価値観、子どもが所属する集団や組織、さらに

は社会環境に関わる要因の影響を明らかにすることが必要である（後藤・松浦、

2017）。援助要請における対人関係的側面の重要性、そしてそうした観点をふ

まえた研究の展開が望まれる。それは、援助を求めることが受け入れられる関

係性や社会環境のあり方を考えていくことでもある。

本論文の目的

　そこで、本論文は、主に青年期の子ども（中学生から大学生）を対象にした

援助要請研究について、援助要請に影響する他者との関係性の要因、および周

囲の社会環境要因を検討した研究を概観し、援助要請の対人関係的観点の重要

性について整理するとともに、今後の援助要請研究の課題を明確にすることを

目的とする。前半では、援助を必要とする人と援助者との二者間の関係性に、

後半では、援助を必要とする個人をとりまく集団や組織など社会環境要因に焦

点をあてる(3)。

　なお、援助要請研究では、カウンセラーなど心理専門職に対するフォーマル
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な援助要請と、家族や友人など身近な他者へのインフォーマルな援助要請が扱

われている。ここでは、主にインフォーマルな援助要請について先行研究を概

観しつつ、フォーマルな援助要請に関する研究もあわせて検討することにした

い。

他者との関係性（援助要請者と援助者の関係）

　はじめに、援助を必要とする人と、潜在的な援助者（援助要請の相手）との

関係性の要因について取り上げる。特に、子どもの援助要請においては、親や

教師を始めとする周囲の大人が重要な役割を担っていることから、大人との関

係性に着目した研究がいくつか行われている。以下では、子どもの大人への援

助要請の実態について述べるとともに、大人との関係性を中心に、援助要請に

影響する他者との関係性の要因を検討した研究を概観していく。

子どもの援助要請における大人の重要性

　先述のように、子どもを対象にした援助要請研究では、親や教師といった周

囲の大人への援助要請を促すことが重要であると考えられる。その背景に、悩

みや不安を抱える子どもにとって、周囲の大人が有用な援助資源となりうるこ

とや、いざという時に助けてくれる大人の存在が、子どもの援助要請の生起を

規定することが関係している。例えば、教師は、学校生活において生徒の近く

におり、また、教師同士の情報交換により生徒理解のための多面的な情報を持っ

ているため（岩瀧・山崎、2008）、身近な大人としてサポートを提供できる可

能性がある（後藤、2017）。また、青年期初期から中期の子どもは、自身の抱

えている問題の深刻さを十分に認識できるとは限らないため、周囲の大人への

援助要請によって、適切な専門的援助につなげられる可能性が高まることも指

摘されている（Rickwood, Deane, & Wilson, 2007）。さらに言えば、深刻な悩

み（自殺念慮）を抱えたとしても、いざという時に助けてくれる大人の存在を

認知している子どもは、そうでない子どもよりも、悩みを開示し援助を求める

ことが示唆されている（Pisani et al., 2012）。

　しかし、中学生以降になると、子どもは、同世代の友人を相談相手として選
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びやすく、教師を含む大人にはあまり相談しないことが指摘されており（永井、

2012）、大人が子どもの援助資源として十分に活用されていない現状が伺える。

ある研究では、「教師に対して悩みを相談した」中学生と、「教師に対して悩み

を相談したいと思ったが、しなかった」経験がある中学生はいずれも 1割にも

満たないことが報告されている（永井・新井、2005）。また、日本とイギリス

の子どもを対象にした Kanetsuna & Smith（2012）でも、いじめの被害にあっ

た場合に、教師に援助を求めると思うと回答した生徒は 1割に満たないことが

示されている。

関係性の質とその特徴

　これらをふまえると、どうすれば子どもが周囲の大人に援助を求めやすくな

るのかを明らかにすることが必要であると考えられる。そうした中、青年期に

特徴的な、援助要請行動を促進・抑制する要因を面接調査によって検討した研

究に Wilson & Deane（2001）がある。Wilson & Deane（2001）では、高校生

のフォーカスグループ（一定の目的のもとに集められた集団）を対象に面接調

査を行い、分析の結果、青年期の子どもの援助要請を促進するうえで重要なの

は、相手との「肯定的な関係性（positive relationship）」であることを見出し

ている。子どもにとって、自分のことを気にかけてくれる大人の存在が重要で

あり（Lindsey & Kalafat, 1998）、相談すればちゃんと話を聞いてくれる、自分

を受け入れてくれる、尊重してくれるということを感じとれる関係にあること

が、子どもの援助要請を促すとされている（Wilson & Deane, 2001）。

　その意味で、関係性の質が援助要請に影響すると考えられる。関係性の中

でも、特に重要となるのが「信頼」という側面である（Wilson & Deane, 2001; 

Rickwood et al., 2007）。信頼には、援助を要請すれば、相手が自分の抱えてい

る問題を理解し、役に立つ援助を提供してくれること、相談したことの秘密が

守られることなどといった側面が含まれる。これに対し、援助要請が抑制され

る背景には、援助を求めることで、相手から否定的な反応が返ってくるのでは

ないか、また相談した内容が他の人に漏れるのではないかといった懸念が関係

している（永井・新井、2007）。つまり、援助を求めれば相手が親身になって

話を聞いてくれ、有益なアドバイスをもらえるといったポジティブな効果が期
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待される場合には、援助が要請されやすい（永井・新井、2007）。このように、

信頼は、援助要請に伴う不安や懸念を軽減し、ポジティブな効果への期待感を

高めることで、援助要請の促進につながっていると考えられる。その点で、教

師に関しては、生徒の成績を評価する立場にいることから、プライベートで問

題を抱えていることを打ち明けることによって、不当に評価されるなど不利益

を被るかもしれないという懸念を抱くことがあり、そのために生徒が援助要請

を控えることも示唆されている（Lindsey & Kalafat, 1998）。いずれにせよ、信

頼は、このような他者からの否定的評価への懸念や不安を軽減するうえでも重

要な意味を持つことが推察される。

　次に、相手への物理的または心理的な近づきやすさを意味する「アクセシ

ビリティ（accessibility）」も援助要請に影響を及ぼすことが指摘されている

（Wilson & Deane, 2001; Lindsey & Kalafat, 1998）。人は、援助を要請するか否

かの決定において、援助を受けることによる自分自身の利益やコストだけでな

く、援助者のコストも考慮していることが示唆されており（DePaulo & Fisher, 

1980）、相手に迷惑をかけるのではないかという懸念から、援助要請を控える

ことも少なくない。そのため、相手と話す機会がある、相手が自分の話を聞く

だけの時間がある、もしくは時間を自ら作ろうとしてくれるということが、援

助要請のハードルを下げ、援助要請を促進すると考えられている（Hofmann, 

Lei, & Grant, 2009）。　　

　アクセシビリティの認知は、相手への話しかけやすさによって高まる。例え

ば、学校の文脈においては、生徒と教師の間にふだんから交流が多いと、話

しかける機会を見つけやすくなるなどの理由で、教師に対するアクセシビリ

ティの認知が高まることが示唆されている（Wilson & Deane, 2001; Lindsey & 

Kalafat, 1998）。また、そうした関係性においては、実際に必要な時に、相手

がそこにいて助けてくれるという「利用可能性（availability）」も認知されや

すい。このことから、子どもの援助要請を促すためには、子どもが大人と日常

的にかかわりを持ち、小さなことでも話せる関係を築いていることが重要だと

考えられる（Wilson & Deane, 2001; Lindsey & Kalafat, 1998）。

　反対に、アクセシビリティの低さは、援助を求めにくくすることが指摘され

ている。相手が忙しすぎる場合や、忙しそうに見える場合には、相談しても相
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手が応じてくれず、力になってくれそうにないのではないかと期待が持てず、

援助を要請しようという意欲は減じられる。例として、Lindsey & Kalafat（1998）

では、勉強に関する質問にも十分な時間をとれないほど多忙な教師に対しては、

個人的な悩みを相談することはできないという高校生の発話が取り上げられて

いる。また、同研究で、事前に予約が必要であったり、予約が取りづらいスクー

ルカウンセラーは、アクセシビリティの低い存在として認知される場合がある

ことも示唆されている。カウンセリングを受けることに抵抗感がある青年期の

子どもにとって、予約をとること自体ハードルが高いと考えられる。そのため、

予約がなくても気軽に部屋に立ち寄れるようにするなどによって（Lindsey & 

Kalafat, 1998）、アクセシビリティを高めることができる可能性がある。

　これらのことから、子どもの援助要請において、教師を始めとする大人が重

要な役割を担っていること、子どもの援助要請行動を促進するためには、子ど

もが大人たちと肯定的な関わりを築くことが重要であることが明らかになっ

た。特に、子どもの周囲の大人への信頼や、アクセシビリティの認知を高める

ことが重要となる。Wilson & Deane（2001）が指摘するように、今後は、子

どもが、周囲の大人とどのように肯定的な関係性を構築していくのかについて

のプロセスを明らかにすることが肝要になると考えられる。

子どもを取り巻く環境要因

　ここまで、援助を必要とする個人と、潜在的な援助者との関係性の要因につ

いて述べてきた。援助要請は、援助要請者と援助者の二者間の関係性だけでな

く、個人が所属する集団・組織の風土や、個人を取り巻く人々の態度や価値観

にも影響を受けることが明らかになっている。以下では、援助要請における環

境要因を検討した先行研究を概観することとする。

援助要請に対する周囲の規範や態度

　問題を抱える個人の周囲にいる人々が、援助要請をどのように捉えるかとい

うことが、個人の援助要請態度や援助要請意図に影響をおよぼすことが明らか

になっている。例えば、後藤・平石（2013）は、「同じ学級の友人に相談する
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ことについて、同じ学級の大多数の生徒たちが暗黙に共有している態度および

考え方」を、学級の援助要請規範と定義し、援助要請規範の認知が、個人の援

助要請態度および被援助志向性に及ぼす影響を検討した。その結果、学級の他

の生徒たちの援助要請規範が肯定的であると認知している生徒ほど、個人の援

助要請態度も肯定的であること、また、個人の援助要請態度が肯定的であるほ

ど、悩みを友人に相談しようとする程度が高くなることが示されている。大学

生を対象にした研究（池田・磯崎、2019）では、大学にいる人々（大学生や大

学関係者）が相談することに対して受容的な態度を持っているという風土の認

知は、大学にいる友人への援助要請意図とは関連を示さなかったものの、教員

やカウンセラーなどへの援助要請意図とは正の関連を示したことが報告されて

いる。 

　専門家に対する援助要請についても、同様のことが示されている。例えば、

石川・橋本（2011）は、スクールカウンセラーへの援助要請に対する友人の態

度をネガティブと推測する生徒は、自身のスクールカウンセラーへの援助要請

態度もよりネガティブであり、反対に、スクールカウンセラーへの援助要請に

対する友人の態度をポジティブと推測する生徒のほうが、自身のスクールカウ

ンセラーへの援助要請に対する態度もよりポジティブであることを示し、友人

がスクールカウンセラーへの援助要請をどう捉えているかが、本人のスクール

カウンセラーへの援助要請に対する捉え方に影響することを明らかにしてい

る。Vogel, Wester, Wei, & Boysen（2005）は、悩みを抱える個人にとっての

身近で重要な人々が、専門家への援助要請を本人に期待するほど、本人の援助

要請態度が肯定的であることを示し、周囲の人々の援助要請に対する見方や価

値観が、個人の心理専門職への援助要請態度に影響することを指摘している。

　これらの研究から、援助要請を促進するためには、個人がどのような援助要

請態度を持っているかということだけでなく、個人が所属する社会的ネット

ワーク（集団・組織）において、援助を求めることに対して、どのような態度

や規範が共有されているかという社会環境的要因を考慮することも重要である

と考えられる。とりわけ、子どもの援助要請を促すためには、後藤・平石（2013）

が指摘するように、学級や学校全体で、相談することや援助を求めることを受

容する考え方や規範を共有することが必要となる。ただし、これらの研究は、
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同じ学校や大学に所属する生徒や学生を対象に、個人レベルの認知を尋ねたも

のがほとんどであり、今後は学校や学級レベルの分析・検討を行うことで、よ

り詳細な理解が可能になると思われる。

支援的な学級・学校風土

　個人が属する集団や組織内の支援的で温かな雰囲気が、個人の援助要請意

図を高めることもいくつかの研究から示されている。例えば、Eliot, Cornell, 

Gregory, & Fan（2010）は、中学生を対象に、いじめ被害についての教師への

援助要請行動に影響する要因を検討した。その結果、「学校にいる大人たちは、

生徒全員のことをとても気にかけている」「学校にいる大人たちは、生徒のこ

とを認め、よく気を配っている」といった項目によって測定される支援的な学

校風土の認知が、教師への援助要請意図を高めることを明らかにしている。さ

らに、この研究では、男子が女子よりも援助要請意図が低いという傾向が示さ

れたものの、支援的な学校風土の認知が高い場合には、その差が弱まったこと

も報告されている。援助要請の性差は、多くの先行研究で指摘されているもの

であるが（Nam et al., 2010）、支援的な風土の認知によって、その影響が減少

したというこの研究の結果は、援助要請を抑制するような個人要因の影響が、

支援的な風土のもとでは緩和される可能性を示唆している。

　同様の結果が、学業的援助要請の分野においても見出されている。Ryan, 

Gheen, & Midgley（1998）では、自己効力感の低い生徒は、学業的援助要請

を回避する傾向が示されたものの、教師が生徒の社会的・情緒的ウェルビーイ

ング（幸福感）を気にかけている学級では、その傾向が弱まったことが報告さ

れている。すなわち、自己効力感の低い生徒は、援助要請をすることが自分の

能力の低さを露呈することになるという懸念から、援助を求めようとしないも

のの、支援的で温かな学級風土のもとでは、安心して周囲と心地よく交流でき

るために、援助を求めやすくなると考えられている（Ryan et al., 1998）。この

結果をふまえ、Ryan, Pintrich, & Midgley（2001）は、子どもが援助を要請し

やすい学級の特徴として、思いやりがあり、支援的で、親しみやすいことをあ

げている。

　逆に、支援的な雰囲気を感じにくい集団においては、子どもは援助を要請し
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ないことを示唆する研究もある。例えば、いじめ被害の援助要請について、学

校にいる教師や他の生徒が、いじめに対して許容的であると感じている生徒ほ

ど、教師（および学校にいるその他の大人）への援助要請意図が低いことが明

らかになっている（Unnever & Cornell, 2004; Williams & Cornell, 2006）。その

背景には、いじめについて援助を求めても、教師や学校側が、真剣にまた深刻

に受け取らないのではないか、いじめを見過ごすのではないか、解決するため

に何もしてくれないのではないか、という期待感の低さが関係していることが

指摘されている。Unnever & Cornell（2004）は、いじめについての子どもの

援助要請意図を高めるためには、いじめは決して許されないことであり、教師

や学校はいじめを解決するために真摯に努力するというメッセージを生徒に伝

えることが重要であるとしている。

　これらの研究からは、相談しても自分の抱えている問題を真剣に受け止めて

もらえないという懸念が、援助要請を抑制する一因であることが読み取れる。

青年期の子どもは、「このようなことで悩んでいるのは自分だけなのではない

か」「同世代の他の子どもは、同じような問題を抱えても、（相談せずに）一人

で乗り越えられるのではないか」といった考えから、援助要請をためらう傾向

があることも見出されている（Wilson & Deane, 2001）。そのため、ひとり一

人の悩みや問題が真剣に受け止められるべきものであり、誰かに助けを求める

ことはごく「普通のこと」、「正常」なことであるという認識を高めることの重

要性も指摘されている（Eliot et al., 2010）。学級や学校の支援的風土は、子ど

もが、必要な援助を求めることのポジティブな意味を学んでいくという意味に

おいても、重要な役割を担っていると考えられる。

他者からの積極的な働きかけ

　援助要請行動は、援助を必要とする人が、自ら援助を求めることで生起する

が、そのきっかけとなるのは、周囲の人からの声かけや働きかけでもある。例

えば、Lindsey & Kalafat（1998）は、中学生 3 年生にあたる子どもを対象に、

フォーカスグループインタビューによって、大人への援助要請行動に関連する

要因を検討した。その結果、自分が問題を抱えていることに大人が気付き、先

に向こうから声をかけてくれることが、大人への援助要請意図を高める要因の
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一つであることを見出している。援助要請をためらう子どもにとって、周囲か

らの「大丈夫？」「何か悩んでいるの？」といった声かけが、援助を求めるきっ

かけを作ることにつながる可能性がある。

　さらに、本田（2016）は、中学生を対象に、ソーシャルスキル教育が被援助

志向性に与える影響を検討した。その結果、ソーシャルスキル教育によって、

学年全体の「上手な聴き方」や「あたたかい言葉かけ」を含む「向社会的スキル」

の向上と、「引っ込み思案思考」の低下という効果が見られた。また、「被援助

に対する期待感」が低い生徒においては、ソーシャルスキルには変容が見られ

なかったものの、「被援助に対する期待感」が向上するという効果が見られた。

これらの結果について、本田（2016）は、学年全体のソーシャルスキルが向上

し、「被援助に対する期待感」が低い生徒に対して周囲の他者から積極的で肯

定的な関わりを受ける機会が増えた可能性を指摘している。すなわち、周囲の

人々からの積極的な働きかけがあれば、他の子どもと比べて被援助に対する期

待感が低い子どもであっても、援助を求めやすくなる可能性が示唆されたと言

える。

　先に述べた援助要請に対する周囲の規範や支援的風土の重要性と合わせて考

えると、援助を必要とする個人の援助要請態度の変容を目指す介入方法だけで

なく、集団や組織全体において共有された援助要請の規範や態度およびメン

バーの関わり方といった社会環境要因にアプローチする介入方法を検討するこ

とは意義があると考えられる。

本論文のまとめと今後の課題

　本論文では、主に青年期の子どもの援助要請における、対人関係的要因を概

観した。関係性の要因としては、相手との肯定的な関係性が重要であること、

特に、信頼やアクセシビリティの認知を高めることが重要であることが明らか

になった。社会環境要因としては、援助要請に対する周囲の態度や価値観、学

校や学級における支援的な雰囲気、また、周囲からの声かけを取り上げた。子

どもの援助要請において、悩みを抱える個人を取りまく、周囲との関係性や、

周囲の雰囲気が大きな影響を及ぼしており、援助要請の対人関係的側面を理解
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することの重要性が明らかになった。ここで、先行研究を概観した結果あげら

れる 3つの課題を以下に述べる。

　第一に、援助要請における個人要因と、本論文で取り上げたような対人関係

的要因とが、相互に関連し合いながら、どのように個人の援助要請意図や援助

要請行動に影響するかを検討する必要がある。先行研究では、自己効力感の低

さと学業的援助要請の回避との関連や、いじめ被害についての援助要請におけ

る性差の影響が、支援的な学級 / 学校風土によって緩和されることが示されて

いる（Ryan et al., 1998; Eliot et al., 2010）。こうした研究は、援助要請における

対人関係的要因の重要性を示唆するものであるが、個人要因と環境要因の相互

作用を検討した研究は限られている。また、これまで明らかにされてきた援助

要請の個人要因の背景には、周囲との関係性や、個人が所属する集団の雰囲気

が関係している可能性も考えられる。したがって、援助要請の個人要因と対人

関係的要因を同時に検証し、援助要請生起のメカニズムについてより包括的な

理解を得ることが、今後の課題の一つである。

　第二に、研究の対象が細分化されている点が課題としてあげられる。永井・

木村・飯田・本田・水野（2017）では、援助要請研究の多くは、学校などのコ

ミュニティにおいて、実践的支援を視野に入れて行われており、そのため、「誰

が誰に対して行う援助要請か」という点で研究が細分化しやすいことが指摘さ

れている。本論文で取り上げた研究においても、例えば、生徒が教師に対して

行う援助要請、学校という一つのコミュニティにおける援助要請、いじめの被

害についての援助要請というように、研究の内容が細分化されている。援助要

請は、誰が誰に対して行うのかによって、そのあり方が異なる側面もあるが、

文脈を超えて共通したメカニズムが存在することも示唆されている（永井他、

2017）。したがって、援助要請の対人関係的要因についても、今後、実証的研

究を積み重ね、さまざまな研究をとおした共通性とメカニズムを見出すことで、

より幅広い場面に適用可能な応用的・実践的支援につなげられると考えられる。

　第三に、援助要請に影響する対人関係的要因についての量的研究の少なさが

あげられる。特に、他者との関係性については、Wilson & Deane（2001）や

Lindsey & Kalafat（1998）などの質的研究において詳細な検討がなされている

が、これらの研究で見出された要因と、実際の援助要請行動や援助要請意図と
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の関連についての実証的な検証は行われていない。Lindsey & Kalafat（1998）

では、本論文で取り上げた「信頼」や「アクセシビリティ」といった主要な要

因以外に「相手から相談された経験」などの関係性の特徴も述べられている。

複数の要因を考慮した量的研究を行うことで、どの要因が相対的に強い影響力

を持っているのか、すなわちどの側面にアプローチすることが子どもの援助要

請を促すうえで最も大きな効果が期待されるのかということを明らかにするこ

とができる。今後は、質的研究と合わせて、他者との関係性の要因と援助要請

行動との関連についての量的研究を進めていくことも重要である。

終わりに

　青年期の子どもたちは、自立へと向かっていく発達的時期にある。その中

で、一人では解決できない悩みや問題を抱えながらも、「自分の問題は自分で

解決するべきだ」「自分で解決したい」という思いが強くなり、それゆえに

他者にうまく頼ることができないことも指摘されている（Wilson, Rickwood, 

Bushnell, Caputi, & Thomas, 2011）。子どもたちが、周囲の人との関わり合

いの中で、必要な援助を求めることは自立の一部である（Wilson, Deane, 

Ciarrochi, & Rickwood, 2002）、というポジティブな認識を持つことが重要で

ある。

　特に学校は、子どもにとって中心的な生活の場であり（Rickwood et al., 

2007）、悩みや不安について相談できるような関係や環境の存在は、子どもが

充実した学校生活を送り、心の健康を維持するうえで大切であると考えられる。

助けを求めることが受け入れられ、お互いが助け合える、そうした温かな場所

を子どもに提供するためにも、今後の援助要請研究において、援助要請の対人

関係的観点からの検討が不可欠であり、援助要請に関わる社会環境要因を明ら

かにしていくことが期待される。
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脚注

(1) 高校生、各種学校・専修学校・職業訓練校の生徒が含まれる。

(2) 援助要請研究は、過去において実際に行った量を尋ねる援助要請行動、意思決定の程度を尋ね

る援助要請意図や援助要請意志、援助要請に対する肯定的・否定的態度である被援助志向性な

どの概念を中心に研究が行われている（本田・新井・石隈、2011；本田、2015a）。本論文で、

それらを特に区別せずに表現する場合に「援助要請」という用語を用いることとする。

(3) 本論文では、これらをまとめて「対人関係的要因」と呼ぶこととする。
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