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はじめに

就学や就労といった社会的な場面に参加せず，長期に
亘って概ね家庭内にとどまり続けている「社会的ひきこ
もり」と呼ばれる問題が，本邦における大きな社会問題
の一つとして取り上げられるようになって久しい。『ひ
きこもりの評価・支援に関するガイドライン』（厚生労
働省，2009）によれば，「ひきこもり」とは，「様々な要
因の結果として社会的参加（義務教育を含む就学，非常
勤職を含む就労，家庭外での交遊など）を回避し，原則
的には6カ月以上に亘って概ね家庭にとどまり続けてい
る状態（他者と交わらない形での外出をしてもよい）」
であると定義されている。さらに，斎藤（2020）は，「6

カ月以上，自宅にひきこもって社会参加をしない状態が
持続しており，ほかの精神障害がその第一の原因とは
考えにくいもの」を「社会的ひきこもり」としている。

“hikikomori”という言葉が世界共通語になっているこ
とからもわかるように，これまで，ひきこもりは日本特
有の社会問題であると思われてきた。しかし，近年では
国外においても類似の現象が見られることが報告されて
いる。例えば，Kato et al.（2012）は，日本と他8カ国（オー
ストラリア，バングラデシュ，インド，イラン，韓国，
台湾，タイ，アメリカ）の精神科医を対象とした質問紙
調査を通して，すべての国においてひきこもり現象は存
在し，特に都市部で比較的多く見られることを明らかに
している。

国内では，2016 年に内閣府が行った調査において，
15～39歳のひきこもり者数は約54万人であることが明
らかにされている。さらに，2019年に実施された40～
64歳のシニア層を対象とした同様の調査において，シ
ニア層のひきこもり者は全国で推計約61万人であると
いうことが公表されている。これらの調査結果からも，
全国におけるひきこもり者の数は決して軽視できるもの

ではないと指摘できる。また，2018年度KHJ全国ひき
こもり家族会連合会の調査（2019）において，ひきこも
り期間の平均が過去最長の12.2年であるという結果が示
されるなど，ひきこもりの長期化も問題視されてきてお
り，ひきこもりの予防的視点と早期支援の重要性が指摘
されている。

ひきこもりの支援に関して，これまで多くの研究にお
いて本人への働きかけの難しさが挙げられてきた。自宅
に閉じこもるという問題の性質上，特に初期の段階に
おいてひきこもり者自身が支援機関に来談することは
稀で，多くのケースでひきこもり者の家族や親戚がまず
来談すると報告されている（地域精神保健活動における
介入のあり方に関する研究班，2003）。そうしたひきこ
もり問題特有の閉鎖性により，支援の中心的役割を担う
のはひきこもり者にとって最も身近な存在である家族と
なることが多い。一方で，最も身近であるからこそひき
こもり者の家族は多様な問題を抱きやすいことも指摘さ
れている。例えば，近藤（2007）は，支援に繋がりにく
いひきこもり事例の特徴として，家庭内でコミュニケー
ションの悪循環が生じていることが多いと述べており，
このような閉鎖的環境の中で起こる悪循環は，ひきこも
りを持続させる一因になると考えられる。こうした状況
を踏まえると，特にひきこもりの初期段階では家族への
支援が必要不可欠であるといえる。

本研究では，初めにひきこもり現象全体に関するこれ
までの研究を概観する。ひきこもりに関連する研究は，
家族要因との関連以外の視点からも数多く行われてきて
いるが，本研究では精神医学的・疫学的視点，心理学的
視点，家族並びに社会環境的視点の3つの観点からそれ
ぞれの動向について述べる。続いて，ひきこもり問題に
おける家族支援に焦点を当て，国内外で投稿されてきた

「ひきこもり」と「家族」をテーマとしている論文をレ
ビューし，ひきこもり問題における家族の実態や，ひき
こもり問題に対する家族支援の知見について整理する。
それらを通じて，家族支援を行う上で特に重要となる視
点について考察し，加えて，当該分野における今後の課
題を明らかにする
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ひきこもりと家族に関する研究の動向及び今後の展望

ひきこもり研究の概要

精神医学的・疫学的視点
精神医学的背景，疫学的視点からひきこもり問題を捉

えている研究として，近藤・岩崎・小林・宮沢（2007）
などがある。この研究では，青年のひきこもりケースは
基本的に現行の操作的診断に従い診断・分類が可能であ
ると指摘している。実際に精神保健福祉センターに寄せ
られたひきこもり相談ケースを，①統合失調症や気分障
害，不安障害を主診断とし，一般的な精神科治療の対象
となる群，②何らかの発達障害が認められ，発達臨床，
発達支援の観点が必要になる群，③精神療法やその他の
心理社会的支援が中心になると思われる群の3つに大別
している。

境・石川・滝沢・佐藤・坂野（2004）は，ひきこもり
状態にある人は，社会恐怖，強迫性障害，うつ病性障害，
統合失調症などの精神疾患の診断を受けているか，社会
恐怖，強迫性障害，うつ病性障害，統合失調症，人格障
害，摂食障害，自閉性障害に関連する可能性がある特徴
的行動を示すとしている。これらの研究より，精神医学
の観点では，ひきこもり問題の背景に存在している可能
性のある精神疾患について着目する傾向があると考えら
れる。

心理学的視点
ひきこもりと関連付けられる特定の心理的特性や行動

的特性，パーソナリティ特性に着目している研究も見ら
れる。例えば，境・石川・佐藤・坂野（2004）は，「攻
撃的行動」，「対人不安」，「強迫行動」，「家族回避行動」，

「抑うつ」，「日常生活活動欠如」，「不可解な不適応行動」，
「社会不参加」，「活動性の低下」，「不規則な生活パターン」
の10因子で構成される，ひきこもり行動チェックリス
ト（HBCL）を開発している。これらの因子はいずれも
ひきこもりと関連が強い行動的特性であるといえる。ま
た，ひきこもり状態にある人の心理的特性として，対人
交流の維持が困難であったり，こだわりの強さや感情的
冷淡さ /無関心があったりすることも示されている（蔵
本，2008）。

他にも，他者からの評価への過敏さ，自己否定感・不
全感，孤立傾向がひきこもり親和性（実際にはひきこ
もっていないにもかかわらず，ひきこもる人の気持ちが
わかるとか，自分でもひきこもりたいと思う人々の特性

（新井・弘中・近藤，2015））を規定することや（松本，
2003），曖昧さへの否定的態度が社交不安傾向と強迫傾
向を介してひきこもり親和性に対して間接的に正の影響
を及ぼすこと（安田，2018）などが明らかになっている。

家族並びに社会環境的視点
精神医学的視点や心理的視点といった観点は，いずれ

も個人の要因とひきこもりを関連付けているものである
が，家族要因，文化社会的要因などの環境要因に焦点を
当ててひきこもり問題を捉えている研究も数多く存在す
る。まず，ひきこもりが日本特有の問題として考えられ
てきた背景には文化社会的な要因が関係しているとされ
ている。Toivonen, Norasakkunkit, & Uchida（2011）は，
ひきこもりを，集団主義的傾向の強い日本の文化的環境
に育った若者がグローバリゼーションによる社会的規範
の変化を受け入れられないことによって生じた現象だと
捉えている。斎藤（2020）においても，ひきこもり現象
は両親ともに高学歴で中流以上の家庭に多く見られ，仕
事熱心で養育に無関心な父親と，過敏で過干渉気味の母
親という組み合わせが珍しくないと示唆されている。確
かに，ひきこもりが社会場面から回避して家庭にとどま
る状態であるということを考えると，回避せざるを得な
いと感じられる社会の状況と，とどまることを許容され
る家庭という2つの条件が存在するはずである。従って，
ひきこもりを単に個人の問題とせず，彼らがひきこもら
ざるを得なくなった背景にどのような環境要因が作用し
ているのかという視点は非常に重要であるといえる。

本研究では，ひきこもり支援において最も鍵となる「家
族」という要素に着目し，ひきこもりの生起要因や長期
化要因としての家族，支援者の役割を担う存在としての
家族について整理していく。なお，KHJ全国ひきこもり
家族会連合会（2010）における調査に参加したひきこも
り者の家族の中で最も割合が高いのは母親で（62.9%），
次いで父親（31.1%）であったことを踏まえると，支援
機関につながる可能性が高い家族は母親もしくは父親で
あると考えられる。そこで，本研究における「家族」を，
ひきこもり者の両親（父親もしくは母親）に当たる人物
に限定することとする。本研究の目的は，家族を介した
ひきこもり支援で特に重要となる要素を明らかにし，今
後さらなる検討が必要な点について考察することであ
る。

ひきこもりと家族に関する研究のレビュー

検索方法
本研究では，和文論文及び英文論文の両方をレビュー

の対象とした。和文論文においては，タイトルにそれぞ
れ，①「ひきこもりand家族」，②「ひきこもりand親」，
③「引きこもりand家族」，④「引きこもりand親」の
いずれかを含むものとし，国立情報学研究所が提供す
るNII論文情報ナビゲーター CiNii Articlesを用いて電子
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検索を行った。英文論文においては，タイトルにそれぞ
れ， ①「“social withdrawal” and family」， ②「“social 

withdrawal” and parent」，③「hikikomori and family」，
④「hikikomori and parent」のいずれかをタイトルに
含まれるワードとし，Clarivate Analytics PLCが提供す
るデータベースWeb of Scienceと，EBSCO Information 

Servicesが提供するデータベースEBSCO host を用いて
電子検索を行った。対象は，2021年7月までに出版され
た論文とした。

文献の抽出及び分類
和文論文については，検索の結果，64件が抽出された。

そこから，①掲載誌が査読のある学会誌である，②心理
学的視点または精神医学的視点から捉えている主要な学
会誌に掲載されている，③親の要因を変数として扱って
いる，という基準を満たす論文を抽出したところ，25

件の論文が該当した。よって，和文論文については，そ
れら25件の論文を本研究におけるレビューの対象とし
た。

英文論文については，Web of Science と EBSCOhost

で重複しているものを除き，合計 32 件が抽出された。
そのうち，①掲載誌が査読のある学会誌である，②心理
学的視点または精神医学的視点から捉えている主要な学
会誌に掲載されている，③親の要因を変数として扱って
いる，という基準を満たす論文を抽出したところ，15

件の論文が該当した。よって，英文論文については，そ
れら15件の論文を本研究におけるレビューの対象とし
た。なお，15件のうち9件は日本人研究者が国内で行っ
た研究について英文論文として執筆・投稿した論文で
あったため，本研究においては国内外でひきこもりに関
する研究の動向を比較することは難しいと判断した。

抽出した計40件の論文（和文論文25件，英文論文15件）
を，中心となるテーマによって，（1）ひきこもり問題を
抱える家族に見られる特徴，（2）ひきこもり者を抱える
家族への支援，（3）ひきこもり問題における家族の変容
プロセス，の3グループに分類した。なお，内容が重複
している論文については，複数のグループに分類するこ
ととした。

ひきこもり問題を抱える家族に見られる特徴
ひきこもり問題を抱える家族では，ひきこもり本人や

その家族，親子関係，そして家族全体について様々な特
徴が見られる。それらの問題を概観し，整理することに
よって，ひきこもり問題の中でどのようなことが起こっ
ているのか，そして何が主たる問題となっているのか，
より理解を深めることが可能になると考える。以下，本

人の特徴，親の特徴，親子関係の特徴，家族機能全体の
特徴についてそれぞれ記述する。
本人の特徴　ひきこもり本人の生活状況について実態

調査を行った小林・吉田・野口・土屋・伊藤（2003）は，
ひきこもり本人は昼夜逆転・強迫行為などの行動上の問
題が多く，強迫行為を示す事例では活動可能な範囲がよ
り制限されていることを明らかにしている。また，境他

（2004）は，ひきこもりは男性に多いこと，強迫性障害
やうつ病性障害，統合失調症などの精神疾患の診断を受
けているか，社会恐怖，強迫性障害，うつ病性障害，統
合失調症，人格障害，摂食障害，自閉性障害に関連する
可能性がある特徴的行動を示すことを示唆している。他
にも，ひきこもり者の性別は男性が9割以上を占めるこ
と，ひきこもり開始の平均年齢が約18歳であり，不登
校歴ありが7割を超えることが示されている（辻本・辻，
2008）。

堀川（2010）は，ひきこもりの背景には発達障害が紛
れているケースが多いのではないかと指摘し，広汎性発
達障害の診断を受けている，もしくはその疑いがあるひ
きこもり者の母親を対象としたインタビュー調査を実施
している。その結果，広汎性発達障害の特性を持つひき
こもり者は，おとなしい「良い子」であったこと，友人
関係が深まりづらいこと，コミュニケーションに難しさ
があること，こだわりやしつこさ，融通のきかなさが見
られること，理解・想像力の隔たりがあることがいずれ
の事例にも共通して存在することを明らかにしている。

ひきこもり本人の特徴についてまとめると，男性が多
く，青年期に問題が発生しやすく，不登校歴のあるケー
スが多いこと，精神疾患や発達障害との関連が考えられ
ることがわかる。精神疾患については，特に，強迫性障
害との関連が複数の研究において示唆されている。また，
ひきこもり者に見られる人間関係の形成・維持や対人コ
ミュニケーションの難しさから，広汎性発達障害や自閉
症などの発達障害が背景に潜んでいることも多いと考え
られている。そうした特性により，家庭内で昼夜逆転や
強迫行為といった問題行動を示すケースも多く，家族を
巻き込む問題に発展していることが予測できる。
親の特徴　ひきこもり状態にある子どもを持つ両親

の特徴について検討している研究として，Umeda & 

Kawakami（2012）は，両親の要因と子どものひきこも
り経験の有無との関連を検討し，父親の高い教育レベル，
母親の精神疾患及びパニック障害が子どものひきこもり
と正の関連を示すことを明らかにしている。ベルギーの
ひきこもり家族を対象とした研究においても，その背景
には，非機能的な家族ダイナミクスや家族の精神疾患
罹患歴（特に母親の情緒や不安障害），虐待，片親世帯



― 62 ―

ひきこもりと家族に関する研究の動向及び今後の展望

などがあることが示されている（Malagón-Amor et al., 

2020）。4カ月児，8カ月児，18カ月児とその両親を対象
に縦断調査を実施しているフィンランドの研究では，母
親の現在の抑うつは子どものひきこもり行動（表情の豊
かさや発声，活発性など，子どもの様子を観察して測定）
と正の関連があり，父親の前年の精神的健康は子どもの
ひきこもりと負の関連があると示している（Mäntymaa 

et al., 2008）。また，少なくとも片方の親の精神的健康
が高い場合よりも両親の精神的健康がいずれも低い場合
の方が，子どものひきこもり行動得点が高いことも示さ
れており，両親の精神的健康が子どものひきこもり行動
に影響を及ぼすことが明らかになっている。これらの研
究は，子どものひきこもり問題の背景要因として親の精
神的健康を位置付けているといえる。

一方，ひきこもり問題が家族の精神的健康に影響を及
ぼすことを明らかにしている研究も見られる。小林他

（2003）では，ひきこもり者を抱える親の精神的健康度
の低下が確認されており，特に，本人の支配的な言動や
家族への拒否的な態度がみられた場合に著しいことが示
されている。認知的側面に着目している研究では，ひき
こもりに対する否定的評価得点が高い親はストレス反応
や抑うつ・不安が高いことが明らかになっている（境他，
2009; 境・坂野，2009）。特に，ひきこもり者の息子を持
つ母親は息子の攻撃的行動によってストレス反応が高め
られており，父親はひきこもり者の不可解な不適応行動
によってストレス反応が高められていた（境他，2009）。
また，ひきこもり本人が示す問題行動への対処に関する
セルフ・エフィカシーが高いと親のストレス反応は低
かった（境・坂野，2009）。Nonaka, Shimada, & Sakai（2020）
は，ひきこもり親群と統制群それぞれにおいて，ひきこ
もり問題への対処レパートリーの数，家族の相互作用，
適応的行動を測定し，適応的行動はひきこもり親群で有
意に低いことを明らかにし，親の認知行動的要因がひき
こもりの改善と関係している可能性を示唆している。こ
れらの研究から，子どものひきこもり問題に対して親が
どのように受け止めるかによって，親の精神的健康度や
問題の改善に差が出ると考えられる。

親の養育態度や子どもとの関わり方に着目している研
究として，四戸（2016）は，不登校・ひきこもりの子を
抱える親のグループミーティングの参加者を対象にした
調査を実施し，グループミーティング参加初期における
親の共依存的特徴を大きく5つに分けている。それぞれ，

「強迫観念的態度」，「二者択一的態度」，「現状否定的態
度」，「コントロール的態度」，「自他境界混乱的態度」と
名付けられ，まとめると，自分の子育てに対して非難
し，過剰に子どもの世話を焼こうとしたり，子どものこ

とでいっぱいになり，子どものことばかりを話題にして
とにかく子どもを社会復帰させようと必死になったりす
る態度を指す。こうした親は自身のことと子どものこと
の境界が曖昧で，親子が密着した共依存的関係にあるこ
と，もしくは今後共依存的関係に発展することが予測さ
れる。

行動理論の視点からひきこもり者の親の行動を捉えて
いる研究では，ひきこもり親群は統制群と比較して，オ
ペラント条件づけ理論における「正の罰」，「負の罰」得
点が低いこと，父親は母親よりも「負の罰」得点が低
いこと，そして，「正の強化」，「負の強化」得点が低い
群では子どものひきこもり期間が長いことが示されて
いる（野中・大野・境 , 2012）。また，Miller, Murry, & 

Brody（2005）においても，11歳～12歳の青年期初期の
段階における，父親の子どもの問題に対する建設的な対
処（constructive problem solving）と，教師が報告する
子どものひきこもり傾向との間に負の関連が見られ，特
に父－息子間で関連が強かったことが明らかにされてい
る。同じように父親とひきこもりの息子に着目している
Sekimizu（2021）では，父親は息子に安定した雇用を与
えようとしたり，公的扶助を利用しようとしたりして息
子を依存から脱却させようとするが，日本の社会背景と
の関連からそのような対処方法がなかなかうまくいかな
いことを指摘している。

一方，Nonaka, Shimada, & Sakai（2019）は，行動理
論に基づくThe Family Instruction Scale for Hikikomori

（FIS-H; ひきこもりに関連する12の場面を設定し，正の
強化，負の強化，正の罰，負の罰に該当する行動を親
自身がどれくらいとると思うか測定する尺度）を開発
しているが，ひきこもり親群は統制群よりもFIS-H得点
が高く，野中他（2012）とは異なる結果となっている。
Nonaka, Shimada, & Sakai（2021） で も， ひ き こ も り
家族の行動レパートリーの特徴について検討するため，
the Family Behavioral Repertoire Scale for Coping With 

Hikikomori（FBS-H）を開発し，ひきこもり親群と統制
群とで比較している。その結果，ひきこもり親群は統制
群と比べてFBS-H得点が低いわけではなく，親の対処
行動レパートリーの数は，ひきこもりの発生にそこまで
強い影響を及ぼしているわけではない可能性が示されて
いる。従って，ひきこもり者の親の問題対処行動が，ひ
きこもり者でない子を持つ親と比べてレパートリーが
限定されていたり，非機能的であったりするとは言え
ないと考えられる。しかし，Nonaka et al.（2019）及び
Nonaka et al.（2021）では，研究対象がひきこもり親の
会に所属する親に限定されていたことから，得られた知
見がひきこもりの親全体に該当するかどうかは慎重に考
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えるべきであるといえる。
ひきこもり者の親が抱える困難感に着目した研究とし

て，廣瀬（2018）は，ひきこもり者の親がどのようなこ
とで困り感を抱えて支援機関につながるかについてひき
こもりの段階ごとに整理している。ひきこもって6カ月
以内の早期には，親はさらなる対応の模索を求めて相談
機関を利用していたが，ひきこもり状態が遷延化し，家
族間コミュニケーションが断絶した段階では，家族対応
の限界を契機に相談機関につながっていた。相談の主訴
も，初期ではひきこもることそのものへの対処ニーズ
を求めていたのが，長期化している家族では求める対
処ニーズがより複雑化かつ深刻化していた。このこと
から，ひきこもり問題の段階によって家族に見られる
特徴は異なる可能性が考えられる。また，Funakoshi & 

Miyamoto（2015）は，ひきこもり者の親が抱えている
家族の困難を探り，父母間で比較している。その結果，
父親は母親よりも受けているサポート資源の数が少な
く，父親が受けるサポート資源の数は家族の困難（子ど
ものことに関する心理的葛藤，サポート資源利用の難し
さ）の高さと負の関連が，夫婦の協力の高さと正の関連
があり，父母どちらについても，QOL（Quality of Life: 

生活の質）の高さは家族の困難の低さと関連していた。
また，母親が感じる家族の困難はひきこもり期間と正の
関連を示していた。つまり，ひきこもり者の親が抱える
困難感は親自身のQOLと関連するだけでなく，ひきこ
もりの長期化とも関連していると予測できる。

家族の役割がひきこもりの予防や脱却に重要である
と指摘している研究も多数存在する。例えば，生後12

～30カ月の施設児を対象としたポルトガルの調査では，
preferred caregiver（施設児にとってより特別に好まし
いと感じられる養育者）の有無が子どものひきこもり行
動のプロテクト要因になることを示している（Baptista 

et al., 2013）。さらに，preferred caregiverの有無だけで
なく，彼らの温かさや情緒的サポート，応答性が重要で
あると考察している。家族の受療行動に影響を及ぼす要
因について検討している中村他（2006）は，ひきこもり
者の親のうち85.6%が相談機関を必要としていること，
精神疾患に対する偏見が家族の受療行動を阻害する可能
性，相談機関の存在・所在地を知っていることが家族の
受療行動を促進する可能性を指摘している。また，ひき
こもり者の親にとって電子メール相談よりも電話相談の
方が利用しやすい点や，ひきこもり本人が相談機関の来
所を拒否すると親の受療行動が阻害される可能性につい
ても示唆している。これらの知見から，親がひきこもり
本人のありのままの状況を理解し受容しようとするこ
と，相談機関について詳細な情報を得られていることな

どがひきこもりを改善の方向へ進ませる鍵になると考え
られる。
親子関係の特徴　ひきこもり者とその親との関係性に

ついても，様々な特徴が見られることが明らかになって
いる。親子関係について親がどのように感じているのか
に関して，野中他（2012）は，ひきこもり親群は統制群
よりも子どもとの関係における幸福度を低く知覚してい
ることを明らかにしている。

花嶋（2007）は，男性のひきこもり者が抱く父親像の
特徴について，厳格で，柔軟性に欠け，親密性，尊敬・
信頼，感情理解，被愛情感，向き合う姿勢があまり感じ
られないことを示している。また，厳格で柔軟性に欠け
る父親像を抱いているひきこもり者はひきこもり期間が
長く，父親像に親密性，向き合う姿勢を感じているひき
こもり者はひきこもり期間が短いことも明らかにしてい
る。父親視点では，男性ひきこもり者の父親が抱く自身
の像は，ひきこもりでない男子大学生の父親よりも親密
性や向き合う姿勢に欠けていた。また，父親像について
父子で比較したところ，ひきこもり者はひきこもり者の
父親よりも父親を厳格で柔軟性に欠けると感じ，親密性，
感情理解，被愛情感，向き合う姿勢をあまり感じていな
かった。花嶋・近藤（2007）では，ひきこもり者の母親
が抱く（ひきこもり者にとっての）父親の印象も評定し
ているが，同様に，ひきこもり者の父親には向き合う姿
勢の低さが特徴となっている。また，ひきこもり本人に
は否定的な対人認知があることを考察している。つまり，
男性ひきこもり者と父親との関係性は，双方向的で情緒
的な側面よりも一方的で指示的な側面が顕著であり，そ
のことをひきこもり者の方が父親よりも強く感じている
ことが窺われる。

Xu, Zhang, Qiu, Xu, & Zhang（2014）は，中国の都市
部では夫婦が妻の母親（子どもにとっての母方祖母）と
同居することが多く，祖母が中心になって子どもを世話
するために父子関係が希薄になりやすいことについて問
題を提起し，6～7歳の子どものひきこもり行動との関
連を調査している。その結果，父子関係の良好さと子ど
ものひきこもり行動との負の関連を確認している。また，
母方祖母との同居の有無が父子関係を介して子どものひ
きこもり行動に影響することを明らかにしている。すな
わち，母方祖母が子育ての中心になることによって父子
関係に距離ができ，父子関係の距離が広がることで子ど
ものひきこもり行動に繋がることが示唆されている。こ
のことから，父子関係が良好であることは，ひきこもり
を予防する要因になり得ると考えられる。

一方，ひきこもり者と母親との関係が共依存的である
という指摘もある（四戸，2016）。Sekimizu（2021）に
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おいても，ひきこもりは，自宅に閉じこもって社会的に
孤立することよりも，成人した子どもが親に依存してい
ることが問題であるという指摘されている。以上の知見
についてまとめると，ひきこもりと関連している親子関
係は，①親子関係について親が幸福感をあまり感じられ
ない，②父子関係が希薄，もしくは一方的である，③母
子関係が共依存的である，という特徴があると捉えるこ
とができる。
家族全体の特徴　ひきこもり者を抱える家族につい

て，本人や親といった個々のメンバーの特徴，親子関係
の特徴の他に，家族機能などの家族全体の特徴に着目し
ている研究も見られる。小林他（2003）は，ひきこもり
者を抱える家族では家族機能（問題解決，意志疎通，役
割，情緒的反応，情緒的関与，行動性，全般的機能の7

因子で測定。家族機能の膠着度合いを示す）の健康度が
低く，本人の支配的な言動や家族への拒否的な態度がみ
られた事例において特に家族機能の柔軟性が低いことを
明らかにしている。

Olson（2000）の円環モデルに基づいてひきこもり初
期の家族の特徴を測定している研究においても，ひきこ
もり初期群は他の精神疾患が見られる群と比較して家族
機能（適応性，凝集性）が低いことが示されている（Suwa, 

Suzuki, Hara, Watanabe, & Takahashi，2003）。この研究
において適応性が低いことは，特定のルールに固執し，
状況に応じてそれらを変容することが難しいという柔軟
性の低さと関連している。一方，凝集性の低さは，家族
間で情緒的なかかわりが少なかったり，直接の言語的な
やりとりが少なかったり，一緒に食事や外出をする機会
があまりなかったりすることを示している。

Malagón-Amor et al.（2020）は，ベルギーのひきこも
り家族における家族のダイナミクスが非機能的であるこ
とを明らかにしている。この研究における非機能的な家
族ダイナミクスとは，家族メンバー同士が身体的及び心
理的な健康や幸福をお互い促進するのではなく，継続的
な対立や不安定さを伴っており，コミュニケーションや
共感性が不足し，過度に支配的及び批判的になったり，
完璧主義であったりするような状態だとされている。 

中国の 10 代の青年を対象に，病的なインターネッ
トの利用について検討している Li, Zhan, Chen, & Ren

（2021）では，家族機能とひきこもり行動との負の相
関，病的なインターネットの利用と家族機能との負の相
関，及び，ひきこもり行動と正の相関があることが示さ
れている。この研究では家族機能を“beneficial family 

functioning”（有益な家族機能）と“obstructive family 

functioning”（閉塞的な家族機能）の2因子で測定して
おり，家族機能得点が高いことは，家族機能がより有益

で閉塞的でないことを意味する。そのため，家族機能が
家族メンバーにとって有益に働くこと，開放的であるこ
とがひきこもり行動の少なさと関連している可能性が窺
われる。

以上のように，家族機能の低さはひきこもりと関連す
る家族の特徴の一つであることがわかる。また，これま
で明らかになっている知見から，場面に応じて家族内の
ルールを変更したり問題をありのまま受容したりするよ
うな家族の柔軟性，家族メンバー同士の情緒的な関わり
や共感性，言語的コミュニケーションなどが，ひきこも
り問題の予防もしくは改善に影響を及ぼすことが予測で
きる。

ひきこもり者を抱える家族への支援
ひきこもり支援の最大の問題として，本人への直接的

な支援が困難であることが挙げられる。その一方，「ひ
きこもり」を成立させる背景には彼らを養う家族が存在
しているため，家族へ対して働きかけをすることがひき
こもり支援の鍵となる。家族の特徴について整理する中
で，ひきこもり問題を取り巻く環境において，本人のみ
ならずその親も精神的健康に対して影響を被ることや，
親の対応がひきこもりを長期化させたり，逆に改善させ
たりすることが明らかになってきている。これらのこと
から，改めて，ひきこもり者の親に対して支援を提供す
ることの重要性や意義が確認できる。以下では，個別支
援と集団支援の観点から，今日までにどのような知見が
得られてきたのかについて述べる。
個別支援　ひきこもりの子どもを抱える親を対象とし

た個別支援に関する研究として，親が相談機関を訪れて
心理士による個別カウンセリングを受けた事例（中釜，
2008; 林，2005）と，心理士がひきこもり家庭を訪れて
支援を行う訪問援助に関する研究（齋藤・若島，2012）
が見られる。前者について，中釜（2008）は，個人面接
と家族合同面接を同じセラピストが担当したひきこもり
青年の事例を検討している。その中で，援助の基本指針
として，①ひきこもり本人を支えるため，両親に親とし
て協力して本人に接してくれるよう働きかける，②セラ
ピスト自身が本人の言い分によく耳を傾ける。ただし，
もっともと感じたことは承認するが，偏ったひいきを発
展させて過剰に本人を肩入れすることはしない，③②の
方針を両親サブシステムと共有し，納得のいく方法で本
人と向き合えるように両親を支援する，という3点を挙
げている。一方，母親のみを対象とした事例について検
討している林（2005）では，ひきこもりの息子をもった
母親のカウンセリングにおける過程を考察している。こ
の事例では，息子と自身を同一化させている母親が，セ
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ラピストの代理内省による共感と受容によって，面接が
進むについて自分と息子は別の人間であることに気づく
ようになる。このような支援は，セラピストとクライエ
ント（母親）の関係が，母親と子どもの関係と対応する
ものと捉える視点によるものであり，セラピストが代理
内省により母親への理解を深め，母親がセラピストに
よって理解されるに並行して，母親が息子を理解するよ
うになり，息子の行動に変化が見られるプロセスが確認
できる。これらの事例研究からは，セラピストが俯瞰し
た立場から親の内省を促したり，ひきこもり者の最も身
近な支援者として親を捉え，コンサルテーションを行い
親としての関わりの指針を示したりすることでひきこも
りの改善に繋がることが窺われる。

ひきこもりの援助の中で援助者が本人のもとを訪れる
形態のものを訪問援助といい，本来は援助者と本人との
二者間で互いの興味関心など日常的な会話を交わした
り，遊びや勉強，時に相談を聞くなどしたりして関わり
を継続するものである。しかし，齋藤・若島（2012）に
おいては，本人と援助者の二者関係だけではなく，親と
本人と訪問者の三者の相互関係性を用いて援助を行う意
義について述べられている。この研究では，訪問援助を
依頼したひきこもり者の親のインタビュー調査を通し
て，三者関係から見た家族への援助的作用を概念化し，
訪問援助の家族援助的機能を提示している。そして，シ
ステム理論に基づく家族療法理論から，問題改善が行き
詰まっている家族の中に第三者である訪問者が入り，行
き詰まりからの脱出のきっかけを産出することで，そこ
に親が参与する形で問題対処を行うように変化したと考
察している。訪問援助は援助者自身が出向くという独自
性があるものの，親自身の援助者としての機能を高めよ
うとする点は，親が来談する形式の個別カウンセリング
の事例と共通していると考えられる。また，いずれの研
究においても，セラピストの介入によりひきこもりが改
善していたことから，親自身の機能を個別カウンセリン
グによって高める支援方法は有効であるといえる。
集団支援　ひきこもりの子どもを抱える親の集団を対

象に行われている支援の有効性に関する研究について，
親の会などの自助グループに着目したものと，心理教育
などの専門的なプログラムに着目したものの大きく二つ
に分けられる。第一に，自助グループに関する研究とし
て，田原・石﨑・新井（2017）は，親の会に参加してい
る母親を対象としたインタビュー調査を通して，母親が
支援先（親の会）とのつながりによって［助言の受け止
め］や［支援先への信頼］，［ひきこもり知識の獲得］を
経て，子どもの見方や子どもへのかかわり方が変容する
ことを明らかにしている。同様の視点から，親の会の参

加による親自身の変容に関して，斎藤・本間・真壁・内
藤（2013）でも検討されている。この研究では，子ども
のひきこもりに対して手の打ちようがないと感じていた
母親が，親の会で無条件に安堵したり，変化への希望を
抱いたりした結果，気持ちが立て直されて，ありのまま
の子どもの姿に直面化できるようになる過程が見出され
ている。また，四戸（2016）は，不登校・ひきこもりの
子を抱えた親に見られる共依存的特徴を，「強迫観念的
態度」，「二者択一的態度」，「現状否定的態度」，「コント
ロール的態度」，「自他境界混乱的態度」の5つに分け，
親の会におけるグループミーティングの参加前後でそれ
らがどう変化したか明らかにしている。その結果，「興
味関心の広がり」，「選択肢の広がり」，「現状受容態度」，

「非コントロール的関係」，「他者との境界を意識」とい
う変化が見出されている。この変化は，グループミーティ
ング中に他者の話題の中に自分を見つけたり，あるいは
自分自身の感情を見出したりする中で起こったと考察さ
れており，それまで現状への不安から強迫観念的になっ
ていた母親が，グループミーティングの参加によって客
観的な視点を獲得したと考えることができる。

ひきこもり者の親を対象とした心理教育プログラムの
効果検証を行っている研究も複数存在する。同じ問題を
抱える親同士が自身のことを語ったり，逆に他の親の話
を聴いたりすることで気持ちの変化が生じ，子どもの見
方や子どもへのかかわり方にも変容をもたらす自助グ
ループとは異なり，心理教育は，専門的な知識を親に提
供することによって，親の認知や行動の変容を目指すも
のである。例えば，ひきこもりの定義・家族の対応など
についての講義と，テーマに基づくグループでの話し合
いを含む，全7回の家族教室の効果を検証したところ，
親の精神的健康度と，家族機能の一部（問題解決，意志
疎通，役割，全般的機能）が改善していたことが明らか
になっている（畑・前田・阿蘇・廣山，2004）。辻本・
辻（2008）においても，専門家による全体向けの講義と
参加者同士のグループワークを含む全4回の家族教室に
ついて効果検証が行われている。家族教室終了後にとっ
たアンケート調査の結果，本人に変化が認められたとし
た回答，実際にひきこもりの程度が改善に向かったとい
う回答はそれぞれ5割程度であった。就労や就学に繋がっ
たケースが約3割確認され，完全に閉じこもった状態に
あったケースが13.5%から3.3%まで減少していたことか
らも，家族教室の有効性が示されている。

すでに確立されている心理教育プログラムを応用して
ひきこもりの家族支援を行っている研究も見られる。例
えば，元々アルコール依存や違法薬物乱用などの物質依
存症治療に用いられてきた支援方法である，Community 
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Reinforcement and Family Training（CRAFT）をひきこ
もり事例において用いた研究として，平生・稲葉・井澤

（2018），Kubo et al.（2020），Kubo et al.（2021） が あ
る。平生他（2018）では，自閉スペクトラム症を背景に
もつひきこもり者の親を対象に，個別セッションと集団
セッションの併用型のCRAFTに基づくプログラムを実
施後，ひきこもり者10名のうち7名が相談機関やアルバ
イトにつながったことが示されている。また，CRAFT

の参加により，家族の心理的ストレス反応が低減したこ
とも確認されている。Kubo et al.（2020）及びKubo et 

al.（2021）では，ひきこもり者の親を対象に，Mental 

Health First Aid（MHFA; オーストラリアで開発された，
メンタルヘルスの専門家ではない人々を対象とした心理
教育プログラム（Kitchener & Jorm, 2002 ; Langlands et 

al., 2008））とCRAFTに基づく5日間及び3日間のプログ
ラムを実施している。5日間のプログラム実施後1～6カ
月の間に効果検証を続けた結果，親の対処スキル，ひき
こもり者の行動は改善し，メンタルヘルスの問題に対す
るスティグマも低下していた他に，ひきこもり状態が改
善した事例も見られ，プログラムの有効性が確認され
ている。5日間のプログラムを短縮した3日間のプログ
ラムでは，プログラム終了後6カ月にわたり効果検証を
行ったところ，4カ月後の時点で，メンタルヘルスは向
上していたが，ひきこもり支援における自信は低下し，
メンタルヘルスの問題に対するスティグマの変化は見ら
れなかった。しかし，ひきこもり者に対するアプローチ
やひきこもり行動は一部のケースで改善が見られた。こ
れらの結果は，5日間のプログラムは3日間に短縮した
プログラムと比較してより効果を持続させられる可能性
を示唆している。一方で，メンタルヘルスの向上やひき
こもり行動の改善に関しては，3日間のプログラムでよ
り有効性が確認されている。プログラムの期間が短いこ
とは参加者にとって負担が軽減し，プログラムの途中で
ドロップアウトするリスクを低下させると考えられるた
め，短い時間でも有効性が保障されるプログラムを開発
していくことが必要であると考えられる。

既存の理論に基づいた心理教育を行った研究として
は，境・坂野（2010）が挙げられる。この研究では，ひ
きこもり者を持つ親を介入群とコントロール群に分け，
介入群に対して行動理論に基づく行動論的集団心理教育
を実施している。その内容は，毎回1時間ずつの講義形
式とグループ形式の活動を含む計3日間にわたるプログ
ラムで，オペラント条件づけを用いて問題行動の生起・
維持のメカニズムについて理解を深め，ロールプレイを
通して現実場面への般化を目指すものである。効果測定
としては，ひきこもり行動，ひきこもり状態に対する否

定的評価尺度，ひきこもり者が示す問題行動への対処に
関する自己効力感，心理的ストレス反応，精神的健康を
測定しており，介入群において，ひきこもり者が示す問
題行動への対処に関する自己効力感が向上し，活動性の
低下（ひきこもり行動），不機嫌・怒り，無気力（スト
レス反応），不安と不眠（精神的健康）が改善していた
が，強迫行動（ひきこもり行動）は悪化が確認されてい
る。強迫行動が悪化した理由については，プログラムを
通して親の態度は全体的に子どもを受容する方向へ変化
したため，強迫行動のように一概に受容しないほうがよ
い行動についても肯定的に受け止めたためではないかと
考察されている。

以上のように，ひきこもり問題には，個人を対象とし
た支援と集団を対象とした支援が存在し，集団支援の中
にはさらに，親の会などの自助グループと，専門的な知
識に基づき実施される心理教育プログラムが見られるこ
とが明らかになった。その中で，それぞれの支援に特異
的な面もあれば，共通して重要な点も見出されている。
ひきこもり者を抱える家族のそれぞれのケースに応じ
て，より適切な支援方法を考えていくことも必要である
と考える。

ひきこもり問題における家族の変容プロセス
ひきこもりが問題として現れてから，親がどのように

その問題を受け止め，対応しようとし，最終的に改善の
方向へ向かっていくのかといった，ひきこもり問題を取
り巻く本人や親の変容プロセスについて論じている研究
も，和文論文においてのみ比較的少数であるが見られて
いる。斎藤他（2018）では，ひきこもり者がひきこもり
状態から支援機関へ一歩踏み出すまでの心理的プロセス
が明らかにされている。ひきこもり経験者を対象に半構
造化面接で得られたデータを分析した結果，心理的プロ
セスは，【家族の中で孤独な闘い】，【容認環境での力の
醸造】，【家族と共に目標へ向かう】の3つのカテゴリー
で構成された。本人が拒否的反応を示す【家族の中で孤
独な闘い】では，親のアプローチとして重要なのは，本
人を理解しようとする姿勢と本人が楽になる形の対話に
よる交流だった。また，家族に対しては，本人がたどる
プロセスにおいて今どの段階にいるのかを支援者が協働
でアセスメントし，その段階に応じた目標設定や具体的
な関わりについて共に考える支援が重要であることが見
出されている。このことからは，ひきこもり者や家族へ
の対応は常に同じものが求められるわけではなく，ひき
こもり発生からの段階によって適切な支援が異なること
が窺われる。

支援機関における変容プロセスに着目した研究として
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は，田原他（2017）及び斎藤他（2013）がある。前者では，
母親がひきこもるわが子を受容するプロセスについて調
査するため，ひきこもり者の母親を対象に半構造化面接
を実施している。その結果，受容プロセスの順調な経路
として，〔現象への戸惑い〕，〔ひきこもりとの対峙〕，〔見
方とかかわり方の変容〕，〔子どもの主体性の確立〕が生
成された。不順な経路としては，〔支援先とのつながり
の喪失〕が生成され，母親がこの経路をたどる場合，ひ
きこもりが長期化する可能性があると考えられた。また，
受容するプロセスモデル全体において，〔子どもの主体
性の確立〕が重要であることが示唆された。つまり，子
どものひきこもりが生じてすぐの母親は，〔現象への戸
惑い〕により，問題に対して回避的になったり，逆に叱
咤激励や過干渉といった行動をとったりし，子どものと
のかかわりにくさを感じるが，支援先とのつながりで安
心感や信頼，専門的知識などを得ることで〔ひきこもり
との対峙〕ができるようになる。そして，〔見方とかか
わり方の変容〕が生じ，〔子どもの主体性の確立〕へつ
ながるというプロセスをたどる。逆に，〔支援先とのつ
ながりの喪失〕の経路をたどると再び〔現象への戸惑い〕
に至ってしまう。このことから，親が支援先とつながり
続けることの重要性が見出される。

斎藤他（2013）も，親の会に参加しているひきこもり
者の母親を対象とした半構造化面接を実施し，母親の子
どもへの関わりにおける心理的な変容プロセスとそれに
関連する親の会の要因を明らかにしている。分析の結
果，ひきこもり当初は〈手の打ちようがない〉状態だっ
たが，親の会に参加することで〈親の会での気持ちの立
て直し〉，〈子どもの姿への直面化〉を通して，〈混沌か
ら整理へ〉と向かい，〈子どもの立場で考える努力〉を
ターニングポイントとして関わり方が変容していくプロ
セスが見出された。その結果について，親の会における
支援として，母親自身が受容されて強固な心理的支持を
得ること，正しい知識を獲得する機会と場が提供される
こと，長期的で継続的な心理的安定の場が確保されるこ
とが重要な役割を果たしていると考察されている。そう
した親自身の安定やゆとりが得られることによって，親
が子どもの生き方を受け入れられるようになり，子ども
は自分の人生を主体的に歩んでいけるようになると考え
られる。

支援機関とのつながりに関わらず，ひきこもり現象全
体のプロセスについて検討している研究として，花嶋

（2018）と廣瀬（2013）がある。まず，花嶋（2018）は，
息子がひきこもり始めてからその息子の生き方を親が容
認するまでの体験プロセスを明らかにしている。そこか
ら「長期化の要因」及び「変容の契機」，親の心理的負

担や支えについて検討している。その結果，長期化と変
容の分岐点として，息子のシグナルへの初期対応，他者
に聞く，自ら動くこと，対応の変化と心の安定，の3つ
が重要であるとしている。つまり，初めの段階で息子の
異変・兆候を楽観視せずに対応すること，対応に行き詰っ
てどうしたらいいのかわからないときには他者を頼るこ
と，そして，支援者との関わりを通して息子への対応の
幅を広げ，親自身も気持ちを切り替えながら心の安定を
はかっていくことで，ひきこもりの危機的状況を乗り越
えられると考えられる。

廣瀬（2013）では，ひきこもり者の家族を対象とした
インタビュー調査により，社会再接続を可能にする親の
関わりプロセスが明らかにされている。子どもがひきこ
もり状態になってすぐは，親は元いた所属場所（学校や
職場など）へ本人を戻そうと努力するが，子どもとの関
係は悪化し，うまくいかない結果に終わる。その後，子
どもとの関係性を取り戻すためにコミュニケーションを
続け，本人の特性を把握して小さな変化にも気づく努力
をする。次第に，親自身が先に社会とつながって支えら
れることで，親が自分のできることの限界を自覚するよ
うになり，親子間の距離が調整されて安定した親子間距
離が保てるようになる。これらの変容に伴い親自身も子
どもとの適切な距離を保てて安心したり，肩の力が抜け
たりすることが見出され，このことは子どもが社会再接
続に至る上で重要な基盤になると考えられる。

以上のように，ひきこもり問題を取り巻く親子の変容
プロセスに関する研究を概観したところ，①初期の段階
では戸惑いが大きく，適切な対応を取るのが難しいこと，
②親自身が支援機関につながることで，心理的に安定し
たり知識を得たりして問題の見方が変わり，子どもへの
対応に変化が生じること，③親子関係が改善され，ひき
こもり問題が解決の方向へ進み始めること，が共通して
見られた。こうした問題の発生からの経過を知ることに
より，時間的要因を踏まえたアセスメントが可能になる
と思われる。

考察

まとめ
本研究の目的は，家族を介したひきこもり支援におい

て特に重要となる要素を明らかにし，今後さらなる検討
が必要な点について考察することであった。そこで，初
めにひきこもり現象全体に関する研究について概要をま
とめ，続いて「ひきこもり」と「家族（本研究では，ひ
きこもり者の両親に限定）」に関連する研究を抽出しレ
ビューを行った。さらに，ひきこもり問題を抱える家族
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に見られる特徴，ひきこもり者を抱える家族への支援，
ひきこもり問題における家族の変容プロセスという3つ
の観点から，それらの研究で得られた知見について整理
した。

ひきこもり問題を抱える家族に見られる特徴に関して
は，まずひきこもり本人の特徴として，男性に多く，不
登校歴のあるケースが多いこと（辻本・辻，2008），強
迫性障害などの精神疾患や発達障害との関連が考えられ
ること（境他，2004；堀川，2010）などが明らかになっ
た。そうした特性により，昼夜逆転や強迫行為といった
問題を家庭内で示すケースが多いことも窺われた（小林
他，2003）。

次に，親の特徴について着目した研究では，①ひきこ
もりの背景要因として親の要因を捉えているもの，②ひ
きこもり家族で見られる親の特徴を明らかにしている
もの，③ひきこもりの改善において親の役割が重要で
あるとしているものが見られた。①では，父親の高い
教育レベル（Umeda & Kawakami, 2012）や虐待，片親
世帯（Malagón-Amor et al, 2020）といった家庭背景要
因がひきこもり問題に影響することや，両親の精神的健
康などの要因が子どものひきこもり行動を予測すること

（Mäntymaa et al., 2008；Umeda & Kawakami, 2012）が
示されていた。②では，親がひきこもりを否定的に認知
することによって，高いストレス反応や抑うつ・不安を
示すことなどが明らかになった（境他，2009；境・坂野，
2009）。また，廣瀬（2018）では，ひきこもり者の親が
抱える困難感が親自身のQOLやひきこもりの長期化と
関連することが示された。③については，子どもにとっ
て特別に好ましいと感じられる養育者の存在や，彼らの
温かさ，情緒的サポート，応答性が子どものひきこもり
のプロテクト要因になること（Baptista et al., 2013）な
どが示された。

親子関係の特徴や親子全体の特徴に関しては，ひきこ
もりの息子と父親との関係は一方向的で指示的な側面が
顕著であること（花嶋，2007），ひきこもり者と母親と
の関係が共依存的であるという指摘（四戸，2006），家
族機能の低さ（e. g., 小林他，2003）などが明らかとなっ
ていた。特に，家族の柔軟性や家族メンバー同士の情緒
的関わりが，ひきこもり問題の予防・改善にとって重要
になると考えられた。

以上のように，ひきこもり問題を抱える家族に見られ
る特徴を整理したところ，複数の研究において類似の特
徴が見られるなど，ある程度一貫した傾向にあることが
窺われた。一方，どちらかというと実態を調査している
研究が多く，ひきこもり者を抱える家族においてなぜそ
れらの特徴が見受けられるのかに関する因果関係の検討

は不十分であると考える。ひきこもりは，様々な要因が
複雑に絡み合った結果生じる問題であり，単純な因果関
係で捉えることは難しい。そのため，「なぜひきこもり
が生じたのか」と生起要因を追究することよりもむしろ，

「家庭内で何が起きてひきこもりが持続しているのか」
という，長期化要因について，親子間の双方向的で共変
的な関係を踏まえてさらなる検討を行っていく必要があ
ると考える。

ひきこもり者を抱える家族への支援に着目している研
究は，大きく，個別支援と集団支援に分けられた。前者
はさらに，個別カウンセリングの事例（中釜，2008；林，
2005）と訪問援助の研究（齋藤・若島，2012）が見られ，
後者は親の会などの自助グループ（e. g., 田原他，2017）
と心理教育プログラム（e. g., Kubo et al., 2021）の2種
類の支援が含まれていた。いずれの支援にも共通する点
として，ひきこもり者の親だけでは行き詰まりになって
いた状況が，支援を通じて親自身が心理的に安定したり，
新しい視点を得たりすることによって，子どもの理解が
深まり，実際に子どもへの対応が良い方向へと変化して
いたことが挙げられる。これらの結果は，ひきこもりと
いう家庭で生じる問題は家庭内だけで解決することが困
難であり，ひきこもり者の家族メンバーに対する支援や，
家族メンバーを介した支援が必要不可欠になることを再
認させられるものであると考える。

ひきこもり問題における家族の変容プロセスを明らか
にしている研究は比較的少数であったが，ひきこもり者
がひきこもり状態から支援機関へ一歩踏み出すまでのプ
ロセス（斎藤他，2018），支援機関における変容プロセ
ス（田原他，2017；斎藤他，2013），ひきこもりが発生
してから改善の方向へ向かうまでの全体のプロセス（花
嶋，2018；廣瀬，2013）というように，ひきこもり問題
に伴う変容プロセスの流れ全体を窺い知ることができ
た。これらの知見から，子どもがひきこもりになったば
かりの初期の段階では，親は大きな戸惑いや不安を抱き，
適切な対応をとるのが困難であるが，親自身が支援機関
につながることなどが変容の契機となり子どもへの対応
が変化することで，親子関係が改善されてひきこもり問
題も解決の方向へ向かい始めると考えられる。従って，
支援者は，ひきこもり本人や親，ひきこもり問題そのも
のが現在どのような段階に位置するのかを適切にアセス
メントし，段階に応じた支援方法を見出していく必要が
あるといえる。

今後の展望
最後に，先行研究のレビューを通して，ひきこもりの

家族支援に関して今後さらなる検討が必要であると考え
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られた点を以下に示す。一点目は，ひきこもり者を抱え
る家族内で生じている「悪循環」の詳細化である。子ど
もがひきこもりになったことで戸惑いを感じる親は不適
切な対応を取ることが示されていたが，その不適切な対
応と子どもの反応，その結果，親子関係や親子それぞれ
の精神的健康はどのような影響を受けるのか，そしてそ
の一連の流れがひきこもりの長期化に影響し得るかどう
かについて検討していくことが必要であると考える。

二点目は，一点目で述べた親の不適切な対応について，
より具体的で介入しやすい視点で捉えることである。親
の養育態度や対処レパートリーについて言及していた研
究は見られたが，いずれも具体化の余地があると考えら
れた。そこで，今後は特定の場面におけるコミュニケー
ションなどに焦点を当てた形で親の不適切な対応を明ら
かにし，支援における具体的な指針につなげるべきだと
考える。

三点目は，家庭内で起こっている「悪循環」から脱却
するメカニズムを明確化することである。多数の研究に
おいて，支援機関などの外部とのつながりがひきこもり
改善のきっかけになることが示されているが，支援機関
につながるまでには家庭内での行き詰った状況，つまり
悪循環が見られていた。そのため，今後は，そうした悪
循環が生じている状況からどのように家族と支援機関が
つながっていくのかについて，ひきこもり発生からの時
期や段階も考慮した上で明らかにしていくべきだと思わ
れる。こうしたさらなる研究により，ひきこもり問題を
抱える家庭内の状況についてより理解を深め，具体的な
支援指針の提供が可能になると期待される。
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ABSTRACT

Trends in and future prospects of research on “hikikomori” and the family

Rin MURASE and Takahiro KOZUKA

Currently, “hikikomori” (social withdrawal) is becoming a more serious problem in Japan, and the 

importance of early family support has been noted. One aim of this paper was to assemble domestic 

and international studies that have examined family support in relation to hikikomori. Another aim was 

to identify important aspects of that support. Yet another aim was to identify issues that need to be 

studied further in the future. First, a survey of research on hikikomori revealed that it was broadly con-

ducted from a psychiatric, psychological, family, or socio-environmental perspective. Next, the litera-

ture was searched for articles using the keywords “hikikomori (or “social withdrawal”)” and “family (or 

parent)” in the title, and applicable articles were those dealing with the characteristics of families deal-

ing with hikikomori, support for families with a socially withdrawn family member, and the process 

of family transformation while facing the problem of hikikomori. A review of those studies revealed 

several points. First, the characteristics of families dealing with hikikomori were common across sev-

eral studies and there were some generally consistent trends, though they were, on the whole, limited 

to surveys of actual conditions. Second, the importance of family support was emphasized since family 

support was found to have a certain level effectiveness regardless of whether the provider of support 

is an individual (counseling or home visits) or a group (a self-help group or psychoeducation program). 

Third, in the early stages of hikikomori, parents were very confused and anxious, precluding them 

from responding appropriately. When, however, the parents were able to link up with support organi-

zations, this triggered a change in the situation and it signified that the problem of hikikomori was in 

the process of being resolved. In the future, the vicious cycle of prolonged hikikomori that is occurring 

in the home needs to be described in further detail, and how families with a socially withdrawn family 

member can link up with third-party providers of support needs to be examined. In addition, system-

atic support in accordance with the stages of the hikikomori process should also be examined. The 

current study has suggested the need for further research on hikikomori and psychotherapy practices 

to address it.

Key words:  hikikomori, social withdrawal, family, parent, review


