
目 的

われわれは第１報告において，相談回避の質問

紙の信頼性，妥当性の検討を行った（高橋，他，

2015）。また相談回避についての要因を明らかにし

た。すなわち，相談相手を求める，相談無用感，

相談への積極的態度，相談者回避の要因である。

相談の必要性はさまざまな場で強調されている

（注１）。しかし一方では相談あるいは相談におけ

る助言は必ずしもポジティブには受け止められて

はいない（注２）。相談は自己表現，自己開示の過

程でもある。人には自己表現の要求が基本的に存

在する。しかし，現実には自己を表現することに

は抵抗と問題が伴う。自己表現の結果，不快経験

もたらすことも少なくない（注３）。自己表現は防

衛の態度を弱めることに他ならない。これには現

実には危険が伴う場合がある。

永井・新井（2007）および武田・石田(2014)は，

ポジティブな結果の予期を相談行動の促進の条件

としてあげている。また高橋ら（2014）は被援助

志向の構成要因は援助の欲求と被援助関係に対す

る抵抗感である。

相談行動のポジティブな側面とネガティブな側

面とは，次の通りである。

相談行動のポジティブな側面は，１）カタルシ

スあるいは自己開示の機会による気づきの促進，

２）認知構造の変化の契機の提示，３）関係状況

における自己の成長の契機である。第一の点では，

抑圧あるいは過度の抑制は自己の成長や社会的活

動を妨げる。気づきの促進は，抑圧あるいは抑制

からの解放の原点である。第二の点については，

ゲシュタルト心理学の立場では，人は「図」と「地」

との関係でかかわりの対象を認知する（千輪，

1948）。「図」の認知に強いエネルギーを充当した

場合には，「地」の正確な認知が困難になる。その

ために適応上の問題が生じる。例えば，うつ病の

復職困難群は統制群に比べて，「状況や文脈を理解

する機能」が低いことが示唆された（船場，他，

2015）。カウンセリング，心理療法をふくむ多様な

相談によって認知構造を明確にすることで，「地」

とのかかわりにおける「図」の認知を可能にさせ

る。すなわち，バランスのとれた認知構造の形成

である。

また，一般的視点あるいは専門的視点からの問

題の多角的検討が求められる（注４）。バランスの

とれた認知構造とは，現在，強い気がかりとなっ

ていることを枠組みとして現実を認知することの

回避を促す。第三の点では，人は関係的存在（松

村，1961）であり，関係状況に存在している。人

は対象との関係において存在する。従って，対象

との関係において人は成長し，あるいは問題や病

理を生じる。相談はこの成長への契機の機能を提

示するものとして位置づけられる。もちろん相談

の担当者の基本的な姿勢が課題になる。特にカウ

ンセリング，心理療法の場合について，中井は以

下のように述べている。「だれも病人でありうる。

たまたま何かの恵みによっていまは病気でないの

だ」と。このような謙虚さが，病人とともに生き

る社会の人間の常識であると思う。これはまた，

看護なり医療なりの原点である。ともに病みうる

人間，ともに老いゆく人間として相談にのり，手

当をする（中井・山口，2004）。
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相談のネガティブな側面は，１）支配を受ける

という認知，２）自己のことは他者に理解できな

いという認知（注５），３）信頼感，４）相談を依

存性の表現とする認知，５）負担感，６）不本意

な自己開示を求められるという認知，７）相談相

手の問題（注６）があげられる。そして，ネガティ

ブな側面の条件が高くなると相談回避の傾向が強

まる。

本報告は相談回避について以下の視点から検討

する。

１.相談回避は統制の位置（Locus of Control）

との関連について検討する。相談は自己の問題や

課題についての取り組みである。その場合，意志

決定について他者とのかかわりがどのように評価

されるであろうか。

２.仮説Ⅰ：相談回避は認知的熟慮性と負の関

連がある，という仮説である。相談は自己洞察の

手続きである。従って相談活動を回避することは

認知的熟慮性が乏しいという仮説を設定した。

３.仮説Ⅱ：相談回避は親和動機と負の関連が

ある，という仮説である。相談は，基本的には対

人関係を求める行動であって，相手との親和関係

がなくては成立が難しい。そのためにこの仮説を

設定した。

４.相談回避は先行経験の影響を受ける，とい

う仮説である。すなわち，何らかの相談を行って

よかったという経験は，相談回避とは負の（仮説

Ⅲ-1），無意味さ（仮説 Ⅲ-2）と不快経験（仮説

Ⅲ-3）とは正の関連があるという設定である。

方 法

相談回避の尺度は17項目からなる質問紙であ

る（高橋，他，2014）（注７）。これは，「相談は，

日常的にもいろいろな形で行われています。相談

をする，ということについての意見をうかがいま

す。相談には友人や家族などとの個人的相談や，

カウンセリング，心理療法といったものがありま

す。また心理的なことばかりではなく，医師や消

費者センターなどとの相談があります。さらに，

仕事についての事柄をふくむ広い意味での相談も

あります。相談ということについて，次のように

評価して下さい」というインストラクションに

よって実施された。各項目は「1.そう思わない」

から，「5.そう思う」までの５件法によって評定さ

れた。

統制の位置の尺度は，鎌原・樋口・清水（1982）

の尺度を用いた。これは，18項目からなる質問紙

である。各項目は「1.そう思う」から「4.そう思

わない」の４件法によって評定された。認知的熟

慮性は，７項目からなる質問紙である。各項目は

「1.あてはまらない」から「4：あてはまる」の４

件法によって評定された（滝聞・坂元，1991）。親

和傾向は，親和動機尺度の親和傾向のみの尺度の

９項目からなる質問紙である。各項目は「1.あて

はまらない」から「5.あてはまる」までの５段階

によって評定された（杉浦，2000）。先行経験につ

いては，「心理的なことに限らず，進学，就職，仕

事，バイト，友人関係，旅行，趣味，どのような

相談であっても，相談をしてよかったことがあり

ましたか，相談をしても役に立たないことがあり

ましたか，相談をしたことで不愉快なことがあり

ましたか，という３項目について，「否定1.」から

「肯定5.」までの５件法によって評定された。

結 果

相談回避の尺度の各項目の結果はTable 1の通

りである。

相談回避の尺度の反応については，第１報告と

類似である。すなわち，プライベートなこと，嫌

なことは人に話したくないし，自分のことは自分

で解決すべきである。一方，大事な時や，困った

ときには相談相手を求めており，必要な情報も求

めている。ただし相談は自分が伸びていく機会と

は積極的には認知されていない。

相談回避，統制の位置，認知的熟慮性，親和傾

向の各尺度と，先行経験の3つの項目の得点は

Table 2の通りである。

相談回避と他の変数との相関は，Table 3の通

りであった。

すなわち，統制の位置および認知的熟慮性とは

相関はみられなかったが，親和傾向とは中程度の

負の相関がみられた。先行経験については，よかっ

たとは中程度の負の相関が，無意味さとは中程度

の正の相関がみられた。しかし，不快経験とは相

関がみられるには至らなかった。

考 察

相談回避と統制の位置，および認知的熟慮性と

は関連がみられなかった。統制の位置との関連に
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ついては，主体的に相談相手を求める人と，依存

的に相談相手を求める人とがあるためと思われ

る。認知的熟慮性についても，主体的な熟慮の延

長として相談を求める人と，単に依存的に相談を

求める人とが混在することの反映として理解でき

る。従って仮説Ⅰは成立しなかった。

親和傾向との関連についての仮説Ⅱは成立し

た，相談相手に親しみが持てること，親しみやす

さが相談活動の契機と促進に影響を与えているこ

とが示唆された。人は親しむことができる人を選

び相談相手としようとする。親しみは警戒心を低

減するので，積極的な接近を促進する。少なくと

も接近を妨げない。

相談回避は先行経験の影響を受けるという仮説

Ⅲは，一部成立した。すなわち，相談をしてよかっ

たという経験（仮説 Ⅲ-1），無意味さ（仮説 Ⅲ

-2）とは関連が認められた。しかし不快経験（仮

説 Ⅲ-3）とは相関が認められるには至らなかっ

た。ここで相談についての過去の経験は一部般化

する可能性があることが示唆された。すなわち，

「相談してよかったから，必要な時にまた相談し

よう」「しても，どうせむだだ」という認知が相談

行動を促進，抑制するものと思われる。不快経験

は相関が見られるに至らなかった。このことは，

相談への要求が非常に強かった場合には相談の機

能的な面を重視する。このために，過去の不快経

験をあの相談担当者╱あの場での相談は不快だっ

たと感情的な側面を限定的に考えて，新しい関係

を求める可能性がある。気持ちよく相談が進行す

る方がよいとしても，特に男子の場合には感情的

な側面よりも「実を取ろう」とする傾向が強いも

のと思われる。

相談は，日常の防衛的な態度を低減した，自己

と相談担当者との関係における自己の情動の気づ
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Table 1 相談回避の尺度の得点

男子 女子

M  SD  M  SD

1.プライベートなことは他の人に話したくない 2.85 1.26 2.89 1.13

2.嫌なことを人に相談したくない 2.84 1.25 2.74 1.25

3.大事な判断をする時には相談できる人が欲しい 1.96 1.29 1.59 1.04

4.困った時には、相談できる人や所が欲しい 1.95 1.24 1.60 1.01

5.落ち込んだ時は話せる人が欲しい 2.05 1.25 1.66 1.09

6.相談することで視野が広くなる 2.15 1.15 1.95 1.07

7.相談してもたいして役に立たない 2.19 1.10 2.19 .98

8.相談することは自分が伸びていく機会になる 2.49 1.13 2.42 .94

9.自分は一人でしかないから相談など必要ない 1.89 1.17 1.64 .93

10.混乱した時はそばにいる人が欲しい 2.05 1.08 1.92 1.07

11.相談しても誰も分かってくれない 2.14 1.07 2.14 1.01

12.ぶつかっている問題に関係した情報が欲しい 1.85 1.03 1.98 1.09

13.気持ちを分ってくれる人がほしい 2.04 1.14 1.82 1.05

14.自分の問題は自分だけで何とかすべきだ 2.86 1.14 2.66 1.09

15.アドバイスされても役にたたない 2.23 1.13 2.15 .95

16.相談すれば依存心が高いと思われる。 2.40 1.18 2.43 1.15

17他の人に相談することに引け目を感じる。 2.30 1.16 2.44 1.14

（反転項目 3,4,5,6,8,10,12,13）

Table 2 各尺度と項目の得点

男子 女子

M  SD  M  SD

相談回避 38.04 11.75 36.26 10.22

統制の位置 19.53 5.06 19.40 4.31

認知的熟慮性 50.03 6.31 51.50 5.83

親和傾向 24.89 5.13 25.44 4.26

先行経験

よかった 4.30 .93 4.50 .85

無意味 2.32 1.12 2.61 1.22

不快 2.45 1.30 2.67 1.28

Table 3 相談回避との相関

男子 女子

統制の位置 -.038 .131

認知的熟慮性 .169 .147

親和傾向 -.469 -.432

先行経験

よかった -.451 -.542

無意味 .467 .288

不快 .098 .149



きと認知構造の確認の機会である。しかし防衛の

低減の故に，他者介入の危険が伴う（注８）。その

危険性の予想の認知の程度に応じて相談回避が発

生する。それは直接拘束を受ける利害関係の伴う

関係のなかでは発生しやすいといえる。多重関係

の問題と課題である。

相談担当者の側では，先行経験の明確化が必要

になる。また「前の段階でうまくいかなかったか

ら，自分の所にきた」という前提でのかかわりの

態度も必要になってくる。

相談関係は社会的距離を縮める。そして，必要

以上に社会的距離を縮める（問題に踏み込む）こ

とによって抵抗が生起する可能性がある（注９）。

相談関係における適切な社会的距離の設定の判断

が課題となる。

注

１ 職場訓練では，報告，連絡，相談で，ほうれんそ

うという。また，新入社員に望みたいことの８位が

報告、相談を欠かさない，16位が忠告を素直に聞く

である（朝日新聞2015年４月４日）。

2-1.人から怒られたり，いろいろとうるさく注意や

アドバイスをされたりするのはイヤなものですよ

ね。頭にきたり，傷ついてしまったりすると思いま

す。

怒っている人」や「うるさくアドバイス」「やた

らに注意してくる人」を「要するに困っている人な

んだな」とみることで、世界はずいぶんちがって見

えてきます（水島,2014）。

2-2.助言も容れれば借りになる（斉の相国，田横の言

葉として（宮城野，2004））

2-3.イギリスの諺に「塩とアドバイスは，求められな

ければ入れてはいけない」っていうのがあるよと

（夫が）教えてくれました。あれあれーーまったく

もってそうじゃん と、私は，思う。求められない

アドバイスをしても，相手は馬の耳に念仏だし，ア

ドバイスをしている自分のほうが神経をすり減ら

すだけ。塩にいたっては，入れすぎたら料理はむだ

になって捨てるしかない（黒木瞳 ひみつのＨちゃ

ん 朝日新聞2014.5.1）

2-4.悲嘆者を支える方法の一つ アドバイスをしな

い（高木，2012）。

３.発言は人間関係の拘束力をもつので思考内容の

表現をためらうこと。発言を説得の手段にされたと

いう経験あるは代理経験。発言が顧客獲得の手段と

されている。助言の選択はその後の人間関係に影響

を与える場合がある。

４.なお，判断を求める場合，心理・社会的条件の限

界も意識されなければならない。例：ヒトにおける

意志決定は，利用可能な情報を評価・分析し，行動

の選択に対する将来の結果について予測に基づき

行われている。特に日常生活において，どの選択が

最適であるか不明の状況下での直感的意志決定は，

数多くの行動オプション１つ１つについて将来の

帰結を合理的に推論し，その中から最適なものを取

捨選択するというプロセスを経て行われている。直

感的意志決定は，複雑な生理的反応過程を経て行わ

れており，腸管からの上向系伝達経路により脳に入

力される身体情報からのシグナルが重要となって

くると考えられる（相沢・福土，2015）。眼窩前頭皮

質は，「報酬」が関わる柔軟な意志決定に重要な役割

を果たすことが示唆されてきた。強迫神経症，自閉

症，うつ病，不安神経症，薬物依存症などの精神疾

患では眼窩前頭皮質の機能以上が認められ，これら

の精神疾患では意志決定機能が低下する（小川，

2015）。

５.来談者の「理解してくれない」「分かってくれな

い」という反応の意味は，次のように理解できる

（林，2015）：１）自己の基準との不一致，２）共感

の乏しさ，３）話の内容の把握の不足，４）圧力に

認知，５）願望の表現，６）否定的感情の表現，７）

アンビバレント名感情の表現，８）自己表現の方法，

９）ラポート形成の初期の反応，10）抵抗の表現，

11）自己の正当化，12）防衛の表現，13）甘えの表

現，14）その他

６.例：ヨブを慰める人（Job’s comforter) 善意で

相手を慰めようと努力をする。しかしそのことが，

結果的に相手の苦悩を深める（旧約聖書ヨブ記 聖

書：新共同訳 1996 日本聖書協会）。

７.相談回避の尺度の基準は以下の通りである（N＝

752）。

低い 0-23 7％

やや低い 24-32 21％

普通 33-42 38％

やや高い 43-54 21％

高い 55-68 7％

８ 何か言えば好まない方向を勧められるかも知れ

ない。そうなるとかえってやっかいだから、うっか

り言わない方がよい」「競争社会では自分を隠さな

いと危険だ」「『そういうことは思っていても，ここ

では言わない方がいいですよ』と言われた」

９ このようなことから，非対面の相談の役割が出て

くる。相談形式からすると，ほかの「相談」と比べ

て，来談者と相談者の直接的な相互交渉が最も少な

い紙上相談（松村・林，1965）は，100年を越す歴史

がある。電話相談は相談方式としての立場をもち，

メールの相談も一般化しつつある。
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