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はじめに

個人が抱えている問題が自分で解決できない場合に，
他者に援助要請することは重要な問題対処方略である

（永井，2013）。援助要請とは「何らかの危機に直面した
者に対して，実際に他者に援助を求める行動である」（脇
本，2008）。

アジア人は，他者に援助要請することを控える傾向
が示されている（Chen & Mak, 2008; Kearney, Draper, & 

Barón, 2005; Zhang, Snowden, & Sue, 1998）。また，中国
ではいじめ被害者や心理的な問題が多いものの青少年は
親，友人，専門的カウンセラーに援助要請しない傾向が
示唆されている（常・刘・虎，2018; Chen et al., 2014）。

援助要請を促進するために，援助要請に影響を及ぼ
す要因を理解することが重要であるが，状況や文化的
背景も含めて検討する必要があることも示されている

（Shaffer, Vogel, & Wei, 2006）。
本論では，中国人における心理的問題に対する援助要

請の関連要因について，これまでの主な研究結果を整理
し，従来の研究の課題を明らかにした上で，今後の研究
の方向について検討することを目的とする。

方法

文 献 検 索 は，「 求 助（ 援 助 要 請 ）」「help-seeking」
「Chinese」をキーワードとして，google scholarと中国
知网，万方数据で検索した結果，計265編が抽出された。
その中から児童青年期の心理的問題を中心的に扱ってい
る論文44件を抽出した。この44件を「デモグラフィッ
ク要因」「パーソナリティ要因」「ネットワーク要因」「援
助要請対象と方法」に分けて展望を行ない，課題につい
て検討した。

結果と考察

1 ．デモグラフィック要因
性差と援助要請

中国の援助要請と性差の関連を扱った研究では，女子
生徒のほうが心理的問題で援助を受けることに肯定的
な態度をもち，援助要請する傾向を示すことが数々の
研究で確かめられている（崔，2003；高・陆，2001a；
李，2015；刘・朱・胡，2013；梅・隋，1998；杨・叶，
2008；张・徐・章，2006）。例えば，刘・彭・吴・云（2011）
はいじめ被害者の241名小学生（3年生36名，4年生56

名，5年生116名，6年生33名，男子125名，女子109名，
性別不明7名）を対象に調査を行なった。主な結果とし
て，男子は女子より，教師や友人に援助要請行動を行う
ことが低いことを示している。また，李（2015）は468

名の大学生を対象に調査を行い，男子大学生は専門的心
理的援助要請態度が女子大学生より低いことが示されて
いる。梅・隋（1998）の研究では，北京と上海にある
2つ専科学校466名の大学生（男子228名，女子238名，
18歳～24歳）を対象に質問紙調査を行なった。その結
果，女子大学生は記憶力・集中力，学業問題，就職問題，
抑うつ，不眠問題，深刻な心理的問題にあう時，親に援
助を求めやすいことを示している。一方，男子大学生は
不眠問題や深刻な心理的問題を抱えている時，カウンセ
ラーに援助を求めやすいことが示された。

以上より，デモグラフィック要因と援助要請について
は，性差に関する研究は比較的多く行われているものの，
必ずしも一貫した知見が得られているとはいえない。今
後は，年齢層，生徒の状況，家庭収入や民族の文化背景
と援助要請の関係を検討することが必要であろう。

2 ．パーソナリティ要因
1 ）自尊心と援助要請

自尊心と援助要請の関連に関する研究は皆無である中
で，李（2015）は468名の大学生を対象に質問紙調査を行っ
た。主な結果として，自尊心が高い大学生のほうが，心
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理的問題で学校のカウンセリング施設に援助を求めるこ
とに肯定的な態度が示され，自尊心が自己効力感と援助
要請態度の関連を部分媒介していることが示された。し
かしながら，日本の研究では，自尊心の低い人が援助を
求めやすいことが報告されている（水野・石隈，1999）。

2 ）帰属スタイルと援助要請
帰属スタイルと援助要請に関する研究は極めて乏しい

現状にあるが，その中で，夏・江（2007b）は帰属スタ
イルに関する2項目と専門的な心理的援助の利用の有無
への回答を求め，回答のあった大学生305名分のデータ
を分析した。その結果，心理問題が統制可能的な帰属要
因が援助要請行動を予測する要因として存在することを
示した。また，夏・江（2007a）は7つの305名大学生を
対象に調査を行い，内的帰属や外的帰属は援助要請行動
との間に有意な関係を認めなかったが，統制可能的な帰
属は援助要請行動に正の影響が認められたことを報告し
ている。帰属スタイルと援助要請の関連は，海外では一
貫した結論は見出されていないが（水野・石隈，1999），
中国では一貫した結果が示されている。今後は，帰属ス
タイルと援助要請行動のプロセスとの関連を明らかにす
る必要があることが指摘されている（夏・江，2007b）。

3 ）自己効力感と援助要請
江・王（2003）は，師範大学の大学生292名を対象に

質問紙調査を実施し，大学生は専門的心理援助を求める
ことを妨げる要因を因子分析し，「問題の深刻さ」「ほか
の解決方法がある」「自分で対応する」の3項目を「自
己効力感」因子と名付けた。その結果，自己効力感は専
門的心理援助要請に負の影響をもたらすことが示され
た。また，纪・张・王（2013）は大学生を対象として自
己効力感との関連について，援助ニーズが高く，援助要
請意図があり，援助を受けない大学生（138名，男子62

名，女子67名，性別不明9名）と援助要請行動あり大学
生（99名，男子36名，女子63名）を群分けして，援助
要請行動に影響する要因を検討した。その結果，相談す
ることを恐れず，相談を受け入れれば継続でき，心理相
談で予期できない出来事に対応し，相談から利益を得る
ことができるという信念であることが「クライアントと
しての自己効力感」で定義された。「クライアントとし
ての自己効力感」は援助要請に直接的な影響が認められ
なかった。

自己効力感の概念は多様であり，今後は，自己効力感
の明確な定義にもとづいた尺度検討や方法論の検討が必
要であろう。

4 ）個人の問題の深刻さ・症状と援助要請
一般的に，これまでの多くの研究では，個人が抱えて

いる問題が深刻であれば，援助要請可能性が増えること
が示されている。梅・隋（1998）は，大学生466名を対
象の調査を行った。大学生について15領域の問題を設
置し，「自分で解決」「他人に援助を求める」「両方使う」
でどの解決方法を使うかを訪ねた。その結果，大学生は
メンタルヘルスサービスを利用しない傾向があるが，不
眠や深刻な心理的問題を抱えている時，7.8％の大学生
がメンタルヘルスサービスを利用することを報告してい
る。また，王・李（2008）は306名の大学生（男子156名，
女子150名）を対象に調査を実施した。その結果，問題
の深刻さを認識した時，56.5％の大学生は援助要請意図
があることを示した。

しかしながら，刘・舒（2004）は276名の中学校三年
生（男子148名，女子128名）を対象として「自己関心」「学
校生活」「家庭生活」「心身発達」「対応態度」「人間関係」
という6つの悩みを提示しながら，援助要請態度を尋ね
たところ，悩みの深刻さは援助要請態度に負の相関が認
められた。

以上より，個人の問題の深刻さ・症状と援助要請の関
連について中国では，必ずしも一貫した知見が得られて
いるとはいえない。

5 ）スティグマと援助要請
スティグマと援助要請に関する研究は非常に少ない現

状にあるが，その中では，Chen et al.（2014）はすくな
くとも1つの精神的健康問題を抱えている251人の中高
生を対象に調査を行い，自己スティグマは専門的心理的
援助要請態度に負の影響を与えることを示している。他
の研究にも同じような結論を見出している（崔，2003；
高・陆，2001；刘・肖，2011；汤・闻，2015）。また，徐・
邢・杨（2010）は400名の大学生の調査により，専門的
な心理的援助の利用に対してのスティグマ耐性が高いほ
ど，カウンセラーに実際に援助要請する傾向があること
が示された。

今後は社会的スティグマ，自己スティグマの定義を明
確にした上で，援助要請との関連を研究する必要性が考
えられる。

3 ．ネットワーク要因
1 ）ソーシャルサポートと援助要請

ソーシャルサポートと援助要請の研究は非常に少な
い。刘・朱・胡（2013）は496名の大学生（男子250名，
女子246名）を対象に，援助要請態度尺度とソーシャル
サポート尺度を用いてと調査を行った。その結果，ソー
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シャルサポートと専門家にの援助要請態度の間には正の
相関が認められた。しかしながら，海外の研究では，専
門家に援助要請する人はソーシャルサポートが少ないこ
とが報告されている（水野・石隈，1999）。こうした結
果の不一致の背景について，中国での研究を積み重ねる
必要があると思われる。

2 ）事前の援助体験の有無と援助要請
メンタルヘルスサービスに援助を求める経験と援助要

請態度とのは肯定的な関連がある。汤・闻（2015）は，
大学生400名を対象に調査を行った。その結果，援助を
求めた経験がある大学生のほうが，メンタルヘルスサー
ビスに援助要請態度に肯定的であることが示された。他
の研究にも同じような結果が見られている（刘・朱・
胡，2013）。また，纪（2013）は4つ大学の400名大学生
と120名メンタルヘルスサービスに援助要請した大学生
を対象に調査を行い，間接的に援助体験の有無と援助要
請行動の関係を検討した。間接的に援助体験の有無につ
いて，具体的に「クラスメイト，友人や先生が心理相談
室に勧められたことがあるか」「クラスメイトや友人が
カウンセラーから援助をもらったことがあるか」を尋ね
た。その結果，間接的に援助体験と援助要請行動との間
に正の関連が認められた。

以上より，中国においても，直接的，間接的にカウン
セラーに接触場面を設定することにより，援助要請行動
を高める可能性が報告されており，海外の研究と一致し
た傾向が認められるといえよう。

3 ）信頼感と援助要請
援助要請を促進するためには，信頼感は重要な要因で

ある。崔（2003）は444名の生徒（中学生192名，高校
生252名，男子224名，女子220名）を対象に調査を行い，
生徒の学校心理士に対する信頼感は援助要請態度と正の
関連があることが示した。また，梅・隋（1998）の研究
では，信頼感と援助要請の関連も検討し，専門的な心理
的援助を利用援助要請行動は精神科医者にの信頼感が重
要な要因であることが示された。

4 ．援助要請対象と方法
心理的問題やいじめ被害を受けた時，専門家より，親

密な関係を持つ家族，友人や恋人に援助要請する傾向
がある（卞・栗・董・周，2008；高・陆，2001；江・
王，2003； 李，2006； 刘・ 梁，2015； 梅・ 隋，1998；
宋，2008；王・李，2008）。例えば，张・徐・章（2006）
は1195名の青少年（15～19歳）を対象に，心理的問題
で援助を求める方法の調査を行なった。その結果，45％

の精神的健康度が高い青少年と60％精神的健康度が低
い青少年は家族や友人に援助を求めたことがあったが，
0.3％の精神的健康度が高い青少年と1.1％の精神的健康
度が低い青少年が専門家に援助を求めたことがあるとい
う結果を報告している。

この他には，インターネットでの援助要請行動も見ら
れた。李（2006）は1057名の大学生に対して調査を実施し，
18.1％の大学生がインターネットでのチャット，オンラ
インカウンセリングやオンライン心理的検査，掲示板の
投稿などを利用したことがあることを報告している。イ
ンターネット援助要請の便利さや匿名性による援助要請
のし易さも示されている（李，2006；王・李，2008）。
急速な情報化が進む昨今，小学生や中学生，高校生など
の若年層にも，インターネットは広く普及しつつある。
今後，インターネットやオンラインでの心理的サポート
の重要性が考えられ，中国においても，研究が必要と思
われる。

今後の課題

本研究では，中国における児童青年期の援助要請に関
する要因について，先行研究を概観してきた。総じてこ
れまでの研究は，性差や援助要請対象に関する研究は多
いものの，援助要請に影響を及ぼす心理的要因の研究は
海外に比して少ない現状である。そのため，研究の課題
と今後の方向性は以下のように考えられる。

第1にこれまでの中国の研究では，多くが援助要請態
度か援助要請行動に注目してきたが，今後は援助要請意
図，態度と被援助行動の関連についても検討する必要が
あるであろう。

第2に，多くの研究は性差や援助要請対象についての
検討であり，心理的要因に関する研究は少ない現状にあ
る。援助要請を促進するためには，援助要請に影響を及
ぼす心理的要因の理解が必要である。永井（2010）は援
助要請とパーソナリティ変数との関連は明らかにする必
要があると指摘し，中でも，愛着は援助要請に関する重
要な要因と考えられているが，中国において愛着と援助
要請の関連の研究は見当たらない（永井，2017）。

第3に，近年，中国人の海外留学生は増えており。中
華人民共和国教育部（2019）は2018年の海外留学生人
数が66.21万人であると発表した。留学生は新しい環境
で様々なストレスを抱え，心理的問題が多い傾向にある

（Mori, 2000; Zhang & Goodson, 2011）。一方で，中国人
留学生の援助要請研究は極めて乏しい現状にある。今後
は留学生を対象とした研究も必要であろう。
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ABSTRACT

Factors affecting help-seeking among children and adolescent in China:  
A review of the literature

Jiayi CHEN and Mariko MATSUMOTO

Asians have shown a tendency of being reluctant to seek help from others. It is important to not only 

understand what factors affect help-seeking in order to promote help-seeking behaviors, but also nec-

essary to examine the influence of situational differences and cultural background in help-seeking. In 

the present review, studies of help-seeking in China were classified into 4 categories: 1) demographic 

variables, 2) personality variables, 3) network variables, and 4) helper and method.

In general, the findings from the literature on revealed many studies on gender differences, type of 

helpers and help-seeking behaviors, but very few studies were found on the psychological factors that 

affect help-seeking among Chinese students compared to other countries.

Consequently, this gap points to the need for more research emphasis on Chinese children and ado-

lescent 1) help-seeking intentions and attitudes 2) the psychological variables which affect Chinese 

children and adolescent help-seeking behaviors, and 3) help-seeking attitudes among Chinese interna-

tional students studying abroad.

Key words: help-seeking, counseling services, school psychology, Chinese children and adolescent, 

 review


