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はじめに

　中学生は，他の生徒から叩かれたり，悪口を言われた
り，仲間外れにされたりなどさまざまいやがらせを経験
する。本論文ではこのいやがらせを「個人，または集団
が意図的に他者に対して行なう行為であり，それを受け
た他者が精神的苦痛を感じるもの」と定義して用いる。
　このような他の生徒からのいやがらせは，中学生の
心身の健康や学校適応に様々な影響を及ぼすと考えら
れる（e.g., Fekkes, Pijpers, Fredriks, Vogels, & Verloove-

Vanhorick, 2006; 岡 安・ 高 山， 2000; Smith, Talamelli, 

Cowie, Naylor, & Chauhan, 2004）。しかし，中学生はい
やがらせを受けるばかりの受身的な存在ではない。いや
がらせを受けたとき，中学生は，加害者にやめるよう
に言ったり，加害者を無視したり，自分のだめなとこ
ろを直すなど様々な方法を用いて対処している（上地， 

1999; 本間， 2006）。これらの対処法は，有効に機能する
ときもあれば，いやがらせを長期化させたり，深刻化さ
せたりする可能性もある。同様に，援助要請もその有
効性が指摘されている一方で，問題の解決に繋がらず，
問題を悪化させたり，個人の心理的成長を抑制する可
能性を含んでいる（e.g., 坂西， 1995; Smith & Shu, 2000; 

Kochenderfer-Ladd & Skinner, 2002）。
　この理由の1つとして，他者に援助を求めるという点
では同じでも，援助をいつ求めたのか，援助をどのよう
に求めたのかなどといった援助要請の性質が異っている
可能性が考えられる。例えば，いやがらせを受けたとき
にすぐに教師に相談した場合，教師はその援助要請を依
存的なものと考え，共感的に被害者に関わらないかもし
れない。一方で，被害者が自分で解決を試み，うまくい
かない場合に教師に援助を求めた場合，教師は被害者に
共感的に関わり，積極的に問題解決を試みるかもしれな
い。この例のように，実際は援助要請の性質が異なって

いるにも関わらず，今までの研究は援助要請という言葉
でそれらを一括りにして捉えてきた可能性がある。その
ため，援助要請の性質の違いを整理し，その上でどのよ
うな援助要請が問題の解決を促し，個人の成長に寄与す
るのかということについて検討を行なう必要があると考
えられる。
　これらに加えて，援助要請の性質に着目するだけでな
く，援助要請の回避についても，その性質に着目し捉え
直す必要がある。単一次元の尺度で援助要請の高低が測
定されていたときには，援助要請の回避は，援助要請を
しないことと同義であり，援助要請得点が低い状態であ
ると考えられていた。しかしながら，いやがらせ被害者
は援助を要請しないだけでなく，別の非適応的な対処方
略を用いていやがらせに対処しているとも考えられる

（Newman, 2006, 2008a）。そのため，援助要請の回避も
援助を要請しないこととして捉えるのではなく，どのよ
うに援助要請が回避されたかという点についても考慮す
る必要がある。そして，その上で，どのような援助要請
の回避がいやがらせ被害の深刻化に寄与するのかという
ことについても明らかにしていくことが重要であるとい
える。そこで，本論文では，援助要請と援助要請の回避
の性質の違いに着目し，先行研究においてこれらがどの
ように捉えられているのかを概観し，いやがらせ被害時
における援助要請研究の課題と今後の方向性について検
討することを目的とする。そのため，本論文では，第1

に先行研究が援助要請をどのように捉えてきたのか，と
いうことについて概観する。第2に援助要請と援助要請
の回避をその性質に応じて分類し，それと関連した研究
を整理する。そして，最後にいやがらせ被害時における
援助要請研究の課題と今後の方向性について考察した
い。

援助要請概念の変遷と各研究分野における援
助要請の捉え方

　援助要請における依存的側面と自律的側面　援助要請
研究において，援助要請は様々な観点から捉えられてき

いやがらせ被害時の援助要請研究の展望
―援助要請と援助要請の回避それぞれの性質の違いに着目して―
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た。それらの観点のうちの1つでは，援助要請は依存的
行動として扱われており（Nelson-Le Gall, 1981），例えば，
Beller（1955）やHeathers（1955）は他者に助けを求め
ることを依存として捉えていた。すなわち，これらの研
究では，援助要請を行う人は，未熟で他者からの世話が
必要な存在であり，反対に問題を自分一人で解決するこ
とができる人は成熟しており自律的であると考えられて
きたといえる（Newman, 2006）。
　その一方で，子どもが援助それ自体を必要としておら
ず，大人との接触を獲得したり，維持したりする手段と
して援助要請が用いられる場合のみ援助要請を依存と捉
えるなど，より限定した形で援助要請を依存に含める立
場もあった（Maccoby & Masters, 1970）。また，何人か
の研究者は，援助要請の依存的側面だけでなく自律的側
面にも着目していた。例えば，Murphy（1962）は，自
律的な子ども集団の観察から，自律的な子どもが自分で
対処できない状況に直面したとき他者に援助を求められ
ることを観察し，ある状況では援助要請は有能な対処
方略の1つであると指摘している。同様に，Nelson-Le 

Gall（1981）も，援助要請には目標の達成を他者と関連
づけ，目標達成のための援助を他者から引き出す様々な
手段について学ぶ必要があることを指摘している。そし
て，Nelson-Le Gall, Gumerman, & Scott-Jones（1983）は，
援助要請を，自分で問題を解決する代わりに他者に問題
の解決や目標を達成してもらうという意図を含んだ遂行
型援助要請（executive help-seeking）と，子どもが自分
自身で問題を解決するために必要な量や種類の援助を要
請する道具的援助要請（instrumental help-seeking）の2

つに区別した。すなわち，これらの研究は援助要請は依
存と自律という2側面から捉えることができるというこ
とを示唆している。
　学習心理学における援助要請の捉え方　援助要請を自
律的側面と依存的側面の2つの側面から捉える視点は，
学業的援助要請（academic help-seeking）において取り
入れられてきた。学業的援助要請とは，学習場面で困難
に直面した際に他者に援助を求めることとされている

（e.g., 岡田・大谷・中谷・伊藤， 2012）。学業場面において，
独力での解決が難しい課題に直面したときに，友人や教
師に質問をするなど援助を求めることは，学習を効率的
に進めることに寄与し，個人の学習についての理解を深
めることに繋がる。しかし，学業場面における援助要請
には自分で学習課題に取り組む前に教師に質問したり，
問題のやり方ではなく問題の答えを教えてもらうといっ
た形の援助要請も存在する。学業的援助要請において，
1つ目の援助要請は自律的援助要請（autonomous help-

seeking），適応的援助要請（adaptive help-seeking），適

切な援助要請（appropriate help-seeking），2つ目の援助
要請は依存的援助要請（dependent help-seeking）など
と呼ばれ区別されている（Butler, 1998; Newman, 2008b; 

Ryan, Patrick, & Shim, 2005）。 例 え ば，Butler（1998）
は自律的援助要請をa）問題を独力で解決しようと試み，
b）答えではなく解決方法のヒントを要請し，c）その後
の問題を独力で解決する力を向上させることに繋がる行
動と定義している。また，依存的援助要請は，援助の必
要がないときに他者に援助を求めることとされており，
これには「生徒が困難に直面したときすぐに援助を求
める」といった行為が含まれている（Newman, 2008b; 

Ryan, et al., 2005）。これらの定義からも分かるように，
1つ目の援助要請は，問題を独力で解決しようと試みた
ができない場合に援助を求めるという点で援助要請の自
律的側面と関係している。また，2つ目の援助要請は，
自分で努力をせずに他者に問題解決の主体を委任してい
るという点で援助要請の依存的側面と関係している。そ
して，学業的援助要請においては，援助要請を自律的側
面と依存的側面の2つに区別して捉え，それらが生起す
るメカニズムや，援助要請の性質の違いが学業達成に
与える影響を明らかにしてきた（e.g., 野崎， 2003; 瀬尾， 

2007）。
　臨床心理学おける援助要請の捉え方　学業的援助要
請とは異なり，臨床心理学における援助要請研究では，
援助要請の依存的側面には注意が払われることは少な
く，もっぱら援助要請は適応的な対処方略として捉え
られてきた（Lee, 1999）。そして，多くの先行研究が援
助要請の高低を問題として，援助要請の有無や援助要
請の量を測定し，援助要請の性質には焦点を当ててこ
な か っ た（e.g., Wilson, Deane, Ciarrochi, & Rickwood, 

2005）。この理由として，この領域の研究が，援助要請
は心理的苦悩や希死念慮に対処する上で効果的な対処
法であるということを前提としてきたこと（Rickwood, 

Deane, Wilson & Ciarrochi, 2005）や，メンタルヘルス
の専門家からの援助は有効であるにも関わらず，専門
家に援助を求めることが少ないことなどが考えられる

（e.g., Eisenberg, Golberstein, & Gollust, 2007）。しかし
ながら，援助要請は必ずしも適応状態を十分には予測し
ないことも指摘されている（本田・新井， 2008）。例えば，
Rickwood（1995）は高校生を対象に援助要請とGHQと
の関連を縦断的に調査した。その結果，援助要請はその
後の心理的健康の向上とほとんど関連が見られなかっ
た。このように，援助要請は適応的な方略とされながら
も，調査の結果は必ずしも一貫しているわけではない。
この理由として，Rickwood et al.（2005）は，フォーマ
ルな援助者への援助要請とインフォーマルな援助者への
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援助要請によって援助要請の効果が異なっている可能性
について言及し，どのような文脈でどのようなタイプの
援助要請が適応的かを検討することが必要であることを
指摘している。以上より，臨床心理学における援助要請
研究は，主に援助要請を心理学的問題に対して適応的で
望ましい対処方略として捉えてきた。しかしながら，援
助要請が必ずしも将来の適応と関連していないことなど
から，心理学的問題に関する援助要請においても援助
要請の質を考慮する必要性が現れてきているといえる

（e.g., 永井， 2013）。
　いやがらせ被害時における援助要請の捉え方　このよ
うな中，いやがらせ被害時における援助要請研究は，臨
床心理学と同様に，援助要請をいやがらせ被害において
有効な対処方略であると考え，援助要請と関連する要因
を明らかにしてきた。例えば，Eliot, Cornell, Gregory, 

& Fan（2010）は，いじめ被害時における援助要請に
伴う認知を測定し，そのような認知に学校風土がどの
ような影響を与えるのかについて調査している。また，
Hunter, Boyle, & Warden（2004）やHunter & Borg（2006）
は9歳から14際の児童生徒を対象にして，いじめ被害時
における友人，教師，両親への援助要請の有無を調査し
ている。そして，学年，性別，被害の評価，そしていじ
め被害時の情動反応との関連を検討し，援助要請に影響
する要因を明らかにしている。さらに，Yablon（2010）は，
小中学生と高校生に対して，学校暴力（生徒への身体的
暴力，言語的暴力，関係性暴力，武器の使用）を受けた
場合に教師にどの程度援助要請を行なうかということに
ついて尋ね，教師―生徒関係が援助要請に与える影響に
ついて検討している。
　 以 上 に 加 え て，Newman, Murray, & Lussier（2001）
とNewman & Murray（2005）では，小学生を対象にし
ていやがらせに関する仮想場面を提示し，教師への援助
要請の有無を測定している。また，そのときに，児童が
抱く目標，情緒的反応，そして援助要請をした理由，し
なかった理由などを尋ね，それらと援助要請の間にどの
ような関係があるのかについても検討している。これら
の研究では，援助要請の程度とそれを促進・抑制する要
因を検討してきたが，援助要請の性質自体を問題にはし
てこなかった。しかしながら，援助要請の仕方によって
は問題の解決に繋がらなかったり，一層問題を悪化させ
てしまうこともあるだろう。例えば，教師に相談するこ
とは，他の生徒から告げ口と見られ，いやがらせをより
深刻なものにしてしまうかもしれない。また，これに加
えて，援助要請の仕方によっては，援助者が援助の必要
性を感じず自分で解決できる問題だと考え助けてくれな
いなど，援助者から援助を引き出すことが難しい場合も

あるだろう。実際に，Smith & Shu（2000）は，いじめ
被害について教師に相談することは，友人や両親への援
助要請と比べ，問題の解決に最も効果的であった一方で
問題を悪化させる可能性も最も高かったことを示してい
る。これらに加えて，自分で解決することを試みずに他
者に助けを求めることは，その個人の問題解決力を育む
ことを阻害することに繋がるかもしれない。このように
学業的援助要請において指摘されていたことは，いやが
らせ被害時の援助要請においても当てはまるといえる。
そのため，いやがらせ被害時における援助要請において
も，援助要請を自律的で問題の解決において有効な対処
方略であると考えるだけでなく，援助要請の依存的な側
面も考慮して，援助要請を捉え直すことが必要であるだ
ろう。これに関して，Newman（2006, 2008a）はいやが
らせ被害や心理学的問題における援助要請においても，
援助要請の性質の違いを考慮して研究を行うことの意
義を主張し，援助要請の分類を試みている。以下では，
性質の異なる援助要請の分類を試みたNewman（2006, 

2008a）や，永井（2013）などを参考にして，援助要請
の自律的側面と依存的側面の観点から援助要請の性質の
違いが現在どのように捉えられているのかについて整理
することとする。
　これらに加えて，本論文では，援助要請の回避にも注
目する。いやがらせ被害時における援助要請研究では，
援助要請の回避に焦点を当てた研究は少ない。また，い
やがらせに関連していると考えられる友人間葛藤などを
扱った研究でも，援助要請の回避に着目した研究は見当
たらない（e.g., Rose & Asher, 2004）。これは，いやがら
せ被害時における援助要請が，援助要請を自律的な問題
解決方略として捉え，援助要請の高低に注目してきたこ
とと無関係ではないだろう。すなわち，いやがらせ被害
時における援助要請研究では，援助要請の回避は援助要
請が少ない状態として捉えられ，そのため積極的には研
究されてこなかったといえる。しかし，このような中，
Newman et al.（2001）は，援助要請の回避を，援助要
請を行なわず，暴力で問題を解決しようとしたり，加害
者に服従したり，無視をしたりなど他の非適応的な方略
の使用を含むものとして捉えていた。ここから，援助要
請の回避とは，援助要請をしないことだけでなく，何ら
かの他の非適応的な方略を使用することを意味している
ともいえるだろう。そのため，援助要請の回避も単純に
援助要請を行なわないこととして捉えるのではなく，他
の非適応的な方略を使用しているという点についても考
慮し，援助要請の回避の性質の違いにも光を当てて行く
必要があるだろう。そこで，ここでは，援助要請の対極
に位置づけられてきた援助要請の回避についても，先行
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研究を参考にしながら，援助要請の回避における性質の
違いを捉え直すこととする。

いやがらせ被害時における援助要請と援助要
請の回避の質的分類

　援助要請の質的分類　Newman（2006, 2008a）は，援
助要請の自律的側面を適応的な援助要請（adaptive help 

seeking），依存的な側面を依存的な援助要請（dependent 

help-seeking）と呼んで区別している。また，適応的な
援助要請を以下の3点から説明している。第1にいやが
らせ被害時における適応的な援助要請とは，短期的な適
応と長期的な適応の両方を最大化するものである。短期
的な適応とはいやがらせ被害の軽減や解決，いやがらせ
によるストレスの減少などを指し，長期的な適応とは援
助要請を行なうことで被援助者が将来の問題に対処す
るための健康な個人内自己システム資源（intrapersonal 

self-system resources） や 対 人 的 自 己 シ ス テ ム 資 源
（interpersonal self-system resource）を向上させること
を意味している。この自己システム資源とは，独力で問
題に対処することができるスキルの向上や自己効力感の
増加，または他者への信頼感などを含んでおり，個人が
将来の問題に対処するために重要な力のことである。
　第2に適応的な援助要請とは，文脈からの要求に対し
てよくキャリブレーション（calibration）されている必
要がある。ここでの文脈とは，いやがらせそれ自体や加
害者との関係，援助者との関係，またはそれが起こった
状況などを包括的に捉えたものである。また，この文脈
は刻一刻と変わっていき，それに応じて行動の適応性も
文脈と一緒に変わっていく。そのため，そのときの文脈
の要求にもっともよくキャリブレーションされた援助要
請が最も適応的であるといえる。Newman（2008a）は
このキャリブレーションを，援助の必要性（necessary），
要請の対象（target），要請の内容（content）の 3 つに
分類している。いやがらせ被害時における「援助の必要
性」とは，その問題が自分では解決することができない
ほど深刻であるなど，援助がどの程度必要であるかを意
味している。「要請の対象」とは，援助を要請したとき
に誰が援助を提供してくれるか，または誰に相談するの
が問題の解決に最も有効であるかを意味している。最後
の「要請の内容」とは，いやがらせ被害にあったときに，
加害者に罰を与えることを他者に要請するのか，または，
いやがらせへの対処の仕方に関する助言を要請するのか
など，他者に要請する援助の内容を意味している。これ
らのうちのどこかでキャリブレーションがうまくいかな
かったとしても，援助要請は，短期的な適応や長期的な
適応に繋がらないかもしれない。例えば，十分な自助努

力を行なう前に教師に援助要請を行なった場合（援助の
必要性におけるキャリブレーションの失敗），教師は助
けてくれないかもしれず，たとえ教師が助けてくれたと
しても，問題の自己解決力は高まらないかもしれない。
また，友人への援助要請は問題の解決において有効であ
ると考えられるが（e.g., 坂西， 1995），場合によっては
友人から期待していたサポートが得られず，反対に友人
からの心ない言葉に傷つくことも考えられる（要請の対
象におけるキャリブレーションの失敗）。さらに，加害
者に罰を与えることを教師に要請したり，友人に過剰に
情緒的サポートを求める場合（要請の内容におけるキャ
リブレーションの失敗），必要な援助が得られないこと
もあるだろう。
　第3に，適応的な援助要請における文脈の要求に対す
る行動のキャリブレーションには，多くの社会認知，
情動動機づけ的構成要素からなるプロセスが関係して
いる。Newman（2008a）はこれについて，いやがらせ
被害の解釈（心的表象），被害者が達成したい目標，そ
して，いやがらせによって生じる情緒的反応の3つを挙
げている。以上，Newman（2008a）は適応的な援助要
請をこれら3点から捉えている。しかしながら，これら
すべてを満たすものを適応的な援助要請とし，それ以外
を非適応的な援助要請とするような1か0かといった見
方よりも，これらが満たされているほどより適応的な援
助要請であると捉える方が，現実に即していると考えら
れる。
　そこで，Newman（2006, 2008a）による援助要請の分
類を見てみると，Newman（2008a）は必要性，対象，
内容の3つのうち，特に援助の必要性を重視して援助要
請を分類している。それによると，1人では問題に対処
することができず，他者の援助が必要であるときに他者
に援助を求めることを適応的な援助要請，反対に自分で
十分な努力をすることなしに，不必要に他者に援助を求
めることを依存的な援助要請としている。
　一方，永井（2013）は援助要請の質を捉える際に「援
助要請の実行」に至るまでの行動と「援助要請の実行」
以降の行動とに分ける必要があることを指摘している。

「援助要請の実行」に至るまでの行動とは，援助要請が
十分な自助努力の後の行動なのか安易に行なわれた行動
なのかなど，援助の必要性の程度と関連している。一方
で，「援助要請の実行」以降の行動とは，自分で問題を
解決するためにヒントを求めることや，問題解決そのも
のを求めることを指し，これは「要請の内容」と関連し
ている。そして，その上で，援助要請を，困難を抱えて
も自分で問題解決を試み，どうしても解決が困難な場合
に援助要請を行なう援助要請自立型と，困難を抱えた際
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に十分な自助努力を行なわずに安易に援助要請を行なう
援助要請過剰型とに分けることを提案している。これは，
Newman（2008a）の援助の必要性に該当すると考えられ，
永井（2013）もまた援助要請を必要性の点から分類して
いるといえる。
　援助要請の回避の質的分類　学業的援助要請に関す
る研究（e.g., Ryan et al., 2005）や，上述した Newman

（2006, 2008a），そして永井（2013）は，援助要請の性質
の違いにより分類をする際に援助要請の自律的側面と依
存的側面に加えて，援助要請の回避（avoidance of help-

seeking）についても言及している。
　Newman（2006, 2008a）は，援助要請の回避について
も上述した援助の必要性という観点から定義している。
すなわち，援助要請の回避は「必要である援助を要請せ
ずに，何もしなかったり，積極的に潜在的な援助を回避
したり，他の非効果的な方略を使い続けること」と定義
されている（Newman, 2008a）。そして，依存的援助要
請と同様に，援助要請の回避は，不適応に繋がる可能性
があるとしている。一方で永井（2103）は，援助要請自
律型と援助要請過剰型の2つに援助要請回避型を加え，
これを「問題の程度にかかわらず，一貫して援助を要請
しない傾向」と定義している。
　Newman（2006, 2008a）と永井（2013）における定義は，
2つの点で異なっているといえる。第1にNewman（2008a）
は援助要請の回避の定義において，援助が必要であるか
どうかを強調している一方で，永井（2013）は援助が必
要であるかどうかを問題としておらず，一貫して援助を
求めない傾向と定義している点である。しかしながら，
援助要請を回避することは，必ずしも問題のある行動で
あるとはいえない。例えば，村山（2004）や村山・及川

（2005）は，学業場面における生徒の抱く目標によっては，
援助要請の回避は必ずしも学業達成を阻害しないことを
指摘し，援助要請の回避は必ずしも非適応的な方略では
ないとしている。また，援助の必要性が少ないときに他
者に援助を求めず，自分の中の資源を用いて問題に対処
することは，個人が問題の自己解決力を育む上でも適応
的な対処方略であるといえる（Newman, 2006）。すなわ
ち，援助要請を行なわないことに関しても，援助が必要
である場合に援助要請を行なわないことと，援助が必要
でないときに援助要請を行なわないことは，適応的な対
処方略かどうかという点で大きく異なっている。そのた
め，この2つを区別して考えることは，援助要請の回避
がどのような性質の回避なのかについて検討しそのメカ
ニズムを明らかにする上で有用であると考えられる。
　Newman（2008a）と永井（2013）の定義の第2の違いは，
Newman（2008a）の定義には，援助を要請しないこと

に加えて，非適応的な方略を使い続けたり，他者からの
援助を回避することなどが含まれている点である。すな
わち，この定義には，いやがらせ被害時に相談をしない
ということに加えて，加害者に仕返しをしたり，無視し
続けたり，加害者に従うなどいやがらせの解決に繋がら
ない可能性のある非適応的な方略を使用し続けること
や，他の人からいやがらせ被害にあっていることに気づ
かれないように振る舞ったり，他者からの援助の提供を
拒否するなど援助それ自体を回避することが含まれてい
るといえる。
　一方で，永井（2013）の定義においては，他の非適応
的な方略を使用することについては直接的に言及されて
いない。しかしながら，上でも指摘したように援助要請
の回避とは，援助要請を行なわないことに加えて，他の
非適応的な方略を使用するという側面があると考えられ
る。
　これに関して，Newman（2008a）は援助が必要なと
きに非適応的な方略を使用することを援助要請の回避の
中に含める形で定義している。しかし，援助要請をしな
いことと他の非適応的な方略を使用することは，行動の
性質としては大きく異なっているかもしれない。この点
についてNewman（2008a）の定義の中で特に顕著なの
が，積極的に潜在的な援助を回避するという点について
であろう。例えば，潜在的な援助を回避しようとする被
害者は，いやがらせを受けていないように振る舞い，そ
のため，周囲の人がいやがらせ被害について一層気がつ
くのを難しくするかもしれない。また，いやがらせ被害
時に援助要請を自ら行なわない被害者は，他者から援助
を提供された場合はその援助を享受することができるか
もしれない。しかし，援助を回避する傾向にある被害者
は他者から援助を受ける機会が，援助要請を行なわない
被害者と比べ減少するかもしれない。このように，援助
要請をしないことと積極的に潜在的な援助を回避するこ
とは，行動それ自体も，いやがらせ被害からの回復に与
える影響も大きく異なるのではないかと考えられる。
　このような対処方略に関して，学業場面における児童
の対処方略に注目したMarchand & Skinner（2007）は，
援助要請だけでなく問題の隠蔽（concealment）にも焦
点を当てている。隠蔽とは，児童が分からない問題に直
面したときに他者を避けたり，それを他者に知られない
ようにすることであり援助の必要性を他者から積極的
に隠すことを意味している。そして，問題を隠蔽する
傾向が高い児童ほど，学習への行動的参加（behavioral 

engagement）が低くなること，また，学習における退
屈や不安を感じる傾向が高くなることを示している。ま
た，Shin & Ryan（2012）は児童を対象に，学校におけ
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る社会的ストレッサーに対する対処法として，熟達化対
処（mastery coping），回避的対処（avoidance coping），
そして無関心様対処（nonchalance coping）に焦点を当
てている。この熟達化対処には，友人に問題解決の方法
を尋ねることなどが含まれており，これは友人への援助
要請と関連していると言える。一方で，回避的対処には
問題について友人に知られないようにしたり，友人から
問題を隠すことが含まれ，無関心様対処には，その問題
は大したことないと友人に言ったり，その問題について
気にしていないと友人に話すことを含んでいる。そのた
め，この回避的対処と無関心様対処は，自ら他者からの
援助を回避する対処方略であり，積極的に潜在的援助を
回避することに繋がっているといえるだろう。そして，
調査の結果，回避的対処が高いほど，3ヶ月後の不安や
孤立感は高くなっていた。また，無関心様対処が高いほ
ど3ヶ月後の他者への攻撃性も高くなっていた。これら
に加えて，Finkenauer, Engels, & Meeus（2002）は，12

歳から 18 歳を対象にして，親への秘密と身体的不調，
抑うつ気分，孤独感の関連を検討した。この親への秘密
には，具体的には，自分自身のこと，他者と共有できな
い否定的考え，隠している個人的情報の暴露といった項
目が含まれていた。そして，分析の結果，親に対して秘
密を持つことと身体的不調や抑うつ気分を高めることに
繋がっていた。これらの研究は，いやがらせ被害を受け
た際に積極的に潜在的援助を回避することを扱っている
わけではない。しかしながら，これらは，潜在的な援助
を回避することに繋がる対処法は，いやがらせの軽減や
解決，そしてその後の被害者の適応に援助要請の回避と
は異なる影響を持つ可能性を示唆している。これらのこ
とから，援助要請の回避と積極的に潜在的な援助を回避
することは質的に異なる方略であり区分して考える必要
がある。そのため，ここでは援助が必要なときに援助要
請を行なわないことを援助要請の回避，援助が必要なと
きに必要な援助を回避する行動を援助回避と分けて用い
ることとする。また，援助回避は，援助が必要なときに，
問題がないかのように振る舞ったり，他者からの援助を
拒否するなど他者からの援助それ自体を回避する対処法
とする。以上，Newman（2008a）と永井（2013）を参
考に，援助要請と援助要請の回避の質的分類を試みてき
た。それをまとめたものをFigure 1に示した。これに関
して，援助回避を使う被害者は，援助要請も行なわない
と考えられる。すなわち，援助回避は，援助要請の回避
の中に包含される対処法であると考えられる。そのため，
Figure 1中には援助回避は援助要請の回避の中に位置づ
けた。

今後の課題と方向性

　以上，援助要請がどのように捉えられてきたか，そし
て現在，援助要請の性質の違いがどのような観点から整
理されているのかについて概観した。そこで，ここでは
研究の課題と今後の方向性について考察する。
　適応的援助要請の研究における重大な課題として，い
やがらせ被害時における援助要請と援助要請の回避そ
れぞれの性質の違いをどのように測定するのか，とい
う問題が挙げられる。このための方法として，1つは永
井（2013）のように自己報告式の質問紙法に頼る方法が
ある。これは，主観的に適応的援助要請，依存的援助要
請，援助要請の回避，援助回避の傾向を測定するとい
う方法であり，永井（2013）が援助要請スタイルと呼ん
でいるようにコーピングを特性的に捉える方法であると
いえる（e.g., Lazarus & Folkman, 1984; 加藤， 2004）。こ
の方法は，質の異なる援助要請と援助要請の回避を表す
行動を包括的に捉えることができ条件が操作しやすいこ
と，また，異なる性質の行動に関する個人の主観的な行
動傾向を測定することができる点で有効である。一方で，
このように測定された行動がどの程度現実の行動と関連
するのかについては保証されていない。そのため，実際
の援助要請行動や他の様々な尺度との関連を丁寧に検討
していくことを通して，尺度の妥当性と信頼性を高める
努力を行なっていくことが求められるだろう。また，現
実場面において，援助の必要性の認知は立場によって
ズレている可能性も考慮しなければならない。例えば，

Figure 1　 援助の必要性に基づく援助要請と援助要請
の回避の分類
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Newman & Murray（2005）は被害者と教師のいやがら
せに関する深刻度の認知は異なることを指摘している。
このような認知のズレのために，被害者が援助の必要性
を認め援助要請を行なったとしても，援助者は援助の必
要性を認めず依存的援助要請と捉えることもあるだろ
う。反対に，周囲の人は援助の必要性に気づいているに
も関わらず，被害者自身が援助の必要性を認めないとい
うこともありうる。しかし，援助の必要性の認知の客観
的な基準を設けることは難しい。そのため，研究を行な
う際は，被援助者だけでなく，援助者から見たいやがら
せ被害者の適応的援助要請や依存的援助要請などにも焦
点を当てることが必要であるだろう。このような方法は，
学業的援助要請研究において，Ryan et al.（2005）が採
用している。このように，様々な立場の人の視点から援
助要請の質を測定しその関連を検討することは，性質の
異なる援助要請や援助要請の回避についての理解を深め
る上で重要な試みであるといえる。
　2つめの方法として，面接法を用いて過去のいやがら
せ体験，そしてそれへの対処とその結果どのように問題
が変化したのか，そして周囲の反応などについて検討す
る方法が考えられる。このとき，文脈からの要求と個人
の反応の相互作用に焦点を当てることが，性質の異なる
援助要請や援助要請の回避に至る過程，そしてその結果
どのように文脈が変化したのかを明らかにする上で必須
であるといえる。このような要求に答える上で適した分
析モデルの1つに複線径路・等至性アプローチがある。
これは，人間を開放システムとして捉え，時間を捨象す
ることなく個人的体験を重視し，外界と相互作用しなが
らある点（等至点）に至る過程を検討することに焦点を
当てたアプローチである（サトウ， 2012）。このような
方法を用いることによって，いやがらせ被害を受け，そ
れに対処し文脈がどのように変化し，またその変化した
問題について再びどのように対処したのか，といった個
人と文脈の相互作用のプロセスに焦点を当てることがで
きると考えられる。また，反対に，どのようにして不適
切な対処方略が不適切であるにも関わらず維持されてい
たのか，についても個人が包含された文脈との関連から
検討することができる。さらに，このような質的研究を
用いることは，キャリブレーションにおける必要性，対
象，内容の3つを同時に扱うことができ，より多角的に
適応的な援助要請を捉えることができると考えられる。
　以上，性質の異なる援助要請を捉えるための2つの方
法について述べた。これらの方法それぞれに長所と短所
があり，それぞれの方法ごとに限界が存在している。し
かし，それ故に，1つの方法からだけではなく，複数の
方法を組み合わせ，多角的な視点から援助要請の性質の

違いを捉えて行く必要があるだろう。そして，これらの
方法を組み合わせて研究を行なうことで，いやがらせ被
害時における援助要請研究において，いやがらせ被害に
対して援助要請がどのような緩衝効果を持っているの
か，援助要請の性質の違いによって長期的な適応に与え
る影響は異なっているのか，そして適応的な援助要請は
どのようなメカニズムのもとに生じるのかなどについて
より深い理解が得られると考えられる。
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ABSTRACT

An overview of help-seeking with peer harassment: A quality of help-seeking 
and avoidance of help-seeking

Daiki YAMANAKA

Peer harassment has negative effects on mental health of junior high school students. Recently, it 

has been recognized that help seeking is useful coping strategy for peer harassment. However, help 

seeking is not always effective coping because nonadaptive help seeking may deteriorate victimization 

of peer harassment. Although many researchers regard help seeking as an adaptive coping strategy, 

it is needed to reconsider conception of help seeking as involving adaptive and nonadaptive aspect. 

Therefore, the purpose of this articles is to overview studies about help seeking, and to organize adap-

tive and non adaptive help seeking by referring to Newman (2006, 2008a) and Nagai (2013). As a result 

of this review, help seeking can be classified in adaptive help seeking (self directed help-seeking), ade-

pendent help seeking (excessive help-seeking), and avoidance of help seeking (avoidant help-seeking) 

according to necessary of help. In addition, it is suggested that  avoidance of help is differentiated from 

avoidance of help seeking. This article discusses methods measuring quality of help seeking and help 

avoidance and direction for further research.

Key words: help seeking, avoidance of help seeking, harassment, junior high school student


