
目 的

早坂は，「人間は本来誰しも，一人では生きられ

ない」という存在論的事実の臨床的発見にいち早

く取り組んだ（足立,2006）。そのような視点から

も，相談は自己を支える機能の一つであると理解

される。

しかし現実には相談活動は必ずしも肯定的には

受け止められてはいない（注１）。特に相談の場や

相談担当者をどのように認知するかは，相談を求

めることの基本的な条件となってくる。例えば，

援助要請者は援助者の情動的要因・認知的要因を

考慮し，援助者が援助を提供するかどうかを判断

することがわかった（竹ケ原・安保,2017）。さら

に相談を求める際の対人認知の条件が関係する。

すなわち自己認知については，気分がひどく落ち

込んだり、強い不安を感じたりするといった心理

的問題についてのフォーマルな援助要請態度と援

助要請意図は一定の正の関連を示した（梅垣,

2017）。また自尊心の低い人は「要請に伴う悪い結

果への恐れ」を非要請動機とする。要請行動の生

起は要請者自身の性質が反映されやすいことを示

唆していると考えられる（島田・高木,1994）。そ

して肯定的な他者認知をする人は否定的な他者認

知をする人よりも，当面する問題の困難の水準が

上がるとカウンセリングを求める傾向がある

（Lopez et al, 1998）。また，「サポートとは自分

の置かれたストレス状況への対処方略である」と

考えるなら，他の社会的行動に比べ，受け手がよ

り能動的にサポートを求めるという“seeking”の

側面も同時に重要である（川原,1994）。すなわち，

援助要請行動には，適当な潜在的援助者を探し出

して適切に援助を要請するスキルが求められる

（妹尾,2017）。

永井（2013）は援助要請について，援助要請自

立型，援助要請過剰型，援助要請回避型の３つの

タイプをあげている。人々は相談を必要とする場

合であっても，相談を求めようとする気持や意図

と，回避しようとする気持や意図とのアンビバレ

ントな態度をもつといえる。このような理由から

必要とされる相談の機会を逸してしまうことがあ

る。こうした相談活動回避の態度には多くの側面

があると理解できる。そして相談回避の条件を低

減することは，必要とする相談活動を促すことに

寄与することとなろう。

本報告では，相談の概念を公式のカウンセリン

グ，心理療法のみに限定せずに広義に把握する。

すなわち，相談とは、特定の人たちが対面して展

開される対人関係活動である（松村,1968）と理

解する（注２）。

相談としてのかかわりには３つのタイプがあ

る。ただしこれらの境界は，現実には必ずしも明

確ではない。また機能として重複するところもあ

る。そして，一般には非公式の相談が問題や課題

をもつ人が最初にとる行動であろう。

１)非公式の相談 個人的な関係としての相

談。友人，仲間，同僚，先輩，知人，家族などと

の相談。

２)準公式の相談 専門性のある人との任意の

かかわり。日常生活の場での，教師，看護師，法

律専門家などとのかかわり。例えば，生徒からの

話しかけへの応答，ベッドサイドのコミュニケー
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ションなど。コミュニケーションの様式としては

雑談のスタイルをとるとしても，課題や問題への

専門的な情報の提供，あるいはかかわりとしての

意味をもつ。また専門的なかかわりへの発展の可

能性と必要性もふくまれる。専門家あるいは専門

の訓練を受けた者としての特別な配慮も必要とな

る。

３)公式の相談 専門性のある相談。一般には，

相談の場所が限定される。

これらには，相談としてのコミュニケーション

として共通する条件を認めることができる。

この第４報告では相談回避の条件について，

Self compassion，自己意識，対人関係における態

度との関連について検討をする 。

１.相談回避の態度はセルフコンパッションと

関連するという仮説の検討（仮説Ⅰ）。

セルフコンパッションはNeff（石村・梶村訳，

2014）の概念である。すなわち，傷ついた他者を

いたわるように，自分に対して慈しみの気持を向

けることをセルフコンパッションという（有光,

2014）。

相談は自己を支え，自己をいたわる行為として

も理解される。従って相談回避はセルフコンパッ

ションと関連するという仮説を設定した。

２.相談回避と自己意識とは関連するという仮

説の検討（仮説Ⅱ）。

私的自意識と公的自意識と相談回避との関連を

検討する。これらの自己に注意を向けようとする

傾向は，自己についての確認と自己チェックの機

会を求めるものである。相談関係はその機会の一

つとなると考えられる。そのためにこの相談回避

と自己意識の二つの態度は関連するという仮説を

設定した。

３.相談回避と対人関係における態度との関連

について。

カウンセリング，心理療法の場面に見られる来

談者の基本的な態度と，相談回避の態度との関連

について検討する。

方 法

相談回避については，高橋，他（2015）の相談

回避についての質問紙を用いた。これは17項目か

ら成る５件法の質問紙である（注３）。セルフコン

パッションについては，有光，他（2016）のセル

フコンパッション尺度を用いた。これは12項目か

ら成る５件法の尺度である。自己意識については，

菅原（1984）の自意識尺度を用いた。これは21項

目から成る７件法の尺度であるが，本報告では５

件法に修正した。私的自己意識，公的自己意識に

ついて測定する。対人関係における態度について

は，カウンセリング，心理療法の場面に見られる

来談者の基本的な態度についての９つの項目を設

定した。個々の項目について５件法によって評定

する。

この３つの質問紙を，首都圏の大学生男子171

人，女子176人に実施した（2017年５月）。

結 果

相談回避尺度の得点の結果は，Table 1のとお

りである。

すなわち，自分の問題は自分だけで何とかすべ

きだという項目の得点が高い。一方，大事な判断

をする時も相談相手はいらない，困った時でも相

談相手や相談の場は必要ない，自分は一人でしか

ないから相談など必要ない，混乱した時はそばに

いる人はいらない，アドバイスされても役にたた

ないという項目についての得点は低い。

本報告の関連変数として設定したセルフコン

パッション，自己意識，対人関係における態度の

得点の結果はTable2のとおりである。

対人関係における態度としては，自分の考えを

大事にすること，アドバイスを得た後も自分の考

えを大事にすること，相談相手の選択，相談前に

熟慮するという項目の反応が高い。

相談回避の態度と他の変数との相関は，Table3

のとおりである。

セルフコンパッションは男子のみ正の相関がみ

られ，女子は無相関であった。特に男子ではネガ

ティブセルフコンパッションとの相関がみられ

た。私的，公的自己意識については，女子には相

関がみられたが，男子では相関はみられなかった。

対人関係における態度で男女共通して相関がみら

れたものは，他の人とはある程度距離をおく，気

軽に人とつきあうという項目であった。対人関係

における態度については，対人距離と付き合い方

の気軽さに男女共通して相談回避のかかわりが示

唆された。

考 察

相談回避の態度としては，自分の問題は自分だ
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けで対応すべきだから相談関係を求めたくないと

いう意識が高い。そして一方，大事な判断をする

時，困った時，混乱した時には相談相手を求めて

おり，対人関係における情緒的なかかわりやアド

バイスの役割が評価されていることが示唆され

る。ここに，相談についてのアンビバレントな態

度をみることができる。このアンビバレントな態

度への理解と対応が，かかわりの前提となる。す

なわち，まずこのような矛盾した感情を明確化

（clarification）して，問題の所在と自己の真意に

ついての自己洞察の進行をはかることである。

相談回避とセルフコンパッションは低いが正の

相関か無相関であった。すなわち，相談回避はセ

ルフコンパッションに正の方向に働くか，関連し

ないという結果がみられ，仮説Ⅰは成立しなかっ

た。特にこの傾向は男子の場合に顕著である。相
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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 2.69 1.19 2.78 1.17

2.嫌なことを人に相談したくない 2.59 1.17 2.59 1.16

3.大事な判断をする時も、相談相手はいらない 1.96 1.02 1.84 .99

4.困った時でも、相談相手や所は必要ない 1.75 .94 1.61 .86

5.落ち込んだ時、話し相手はいらない 2.01 1.09 1.78 1.03

6.相談しても視野は広くならない 2.01 1.05 1.86 1.05

7.相談してもたいして役に立たない 2.04 1.03 1.89 1.04

8.相談しても自分が伸びていく機会にならない 2.08 1.00 1.93 1.00

9.自分は一人でしかないから相談など必要ない 1.58 .87 1.61 .94

10.混乱した時はそばにいる人はいらない 1.71 .96 1.51 .88

11.相談しても誰も分かってくれない 2.09 1.06 2.02 1.05

12.ぶつかっている問題に関係した情報が欲しい 3.67 1.28 3.95 1.14

13.気持ちを分ってくれる人がほしい 3.72 1.31 4.11 1.15

14.自分の問題は自分だけで何とかすべきだ 3.30 1.08 3.36 1.04

15.アドバイスされても役にたたない 1.98 .89 1.93 .91

16.相談すれば依存心が高いと思われる。 2.32 1.15 2.20 1.15

17.他の人に相談することに引け目を感じる。 2.41 1.23 2.27 1.20

合計 39.91 9.04 39.24 9.25

（反転項目 12,13）

Table 2 関連変数の結果

男子 女子

M  SD  M  SD

セルフコンパッション 34.53 6.48 33.20 7.33

ポジティブセルフコンパッション 17.96 4.35 17.96 4.14

ネガティブセルフコンパッション 19.44 5.34 20.76 5.03

自己意識

私的自己意識 39.01 8.51 42.28 7.72

公的自己意識 33.63 7.17 34.37 6.34

対人関係における態度

アドバイスはそのまま受け入れる 3.16 1.04 3.15 .96

自分で考えるのが苦手だ 2.92 1.27 3.03 1.16

自分の考えを大事にする 3.54 1.06 3.57 .90

他の人とは，ある程度距離をおく 3.14 1.11 3.11 1.12

アドバイスされても，改めて自分で考えてみる 3.92 .89 3.89 .85

気軽に人とつきあう 3.44 1.21 3.37 1.14

相談相手をよく選ぶ 3.87 1.06 4.18 .95

自分でもよく考えてから，他の人と相談する 3.84 .97 3.92 1.02

すぐに人を頼る 2.92 1.10 3.19 1.19



談には程度の差はあれ，ある程度の自己自身，あ

るいは自己に関係する情報の開示が求められる。

このことは，相談の場や相談担当者との関係や，

相談担当者の態度によっては，わずらわしいこと

になる可能性がある。しかし下位尺度では，男子

の場合相談回避とネガティブセルフコンパション

とは正の相関がみられた。これらのことから特に

男子の場合には相談を求めることについて，かな

りアンビバレントな葛藤が潜在していることが示

唆されている。

自己意識についての仮説Ⅱは，女子の場合は成

立した。すなわち，他者とのかかわりで自己を捉

えようとする傾向，あるいは自己の安定を図ろう

とする傾向が示唆された。こうした場合は，相談

は自己についての洞察や確認を進める機能を果た

しているところもあるといえるのかも知れない。

男子の場合には，私的自己意識ついては無相関で

あり，公的自己意識については正の相関がみられ

た。他者の目を意識することのよって相談関係を

避けようとする傾向があるということであろう

か。

対人距離の持ち方については男女共に，対人距

離を置く人は相談関係を避け，気軽に人とつきあ

う人は回避しないという傾向がみられた。従って，

相談回避と対人距離の持ち方との関係が示唆され

た。男子では，アドバイスの受容と関連がみられ

たことは，相談したら助言を受け入れようという

ことが示唆される。逆にいうとそのような「自分

と合う」人を相談相手とする傾向が強いのであろ

う。これに対して女子の場合は，依存の傾向がい

くぶん見られるとしても，助言の内容を改めて自

分で考えてみる傾向があるといえる。

先の報告（高橋，他,2017）で示唆されたよう

に，人は対人関係で基本的には共感，理解できる

と思っているとしても，現実の日常生活の対人関

係の中では必ずしも直ちには理解，共感が可能で

あるという経験は持たないであろう。カウンセリ

ング，心理療法あるいは他の種類の相談に限らず，

対人関係では理解，共感の可能性が高い人がコ

ミュニケーションがしやすい人として求められ

る。そして，理解，共感できる可能性が低いと認

知された人とかかわらざるを得ない場合には，自

己提示，自己開示の巾を可能な限り狭めて対人関

係をもとうとするであろう。

相談には時間的展望や積極的な生き方と関連す

ることが明らかになった（高橋，他,2017）。時間

的展望は，希望と置き換えられる可能性がある。

しかし相談については依然として負のイメージが

存在する。相談担当者が結果的に人を傷つけたと

いう認知をしている人々もある。

従って，特に公式の相談の場合には以下のこと

が課題となる。

１.相談の概念の区別 相談の概念について

の区別を利用者が周知して臨むこと。すなわち，

勧誘を伴う相談，場合によっては指導を伴う相談，

および自己決定を基本とする相談の３つのタイプ
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Table 3 相談回避と関連変数との相関

男子 女子

セルフコンパッション .20 -.06

ポジティブセルフコンパッション .05 .02

ネガティブセルフコンパッション .28 .10

自己意識

私的自己意識 .12 -.23

公的自己意識 .17 -.15

対人関係における態度

アドバイスはそのまま受け入れる -.19 -.10

自分で考えるのが苦手だ .03 .13

自分の考えを大事にする -.10 -.02

他の人とは，ある程度距離をおく .33 .33

アドバイスされても，改めて自分で考えてみる .11 -.14

気軽に人とつきあう -.29 -.19

相談相手をよく選ぶ -.05 -.11

自分でもよく考えてから，他の人と相談する -.03 -.26

すぐに人を頼る -.07 -.16

p＜.05 p＜.01 p＜.001



の相談の区別をおこなうことである。この場合，

これらのタイプの相談を汎化して理解すること

は，相談についての誤解となる。

１)勧誘を伴う相談，あるいはその可能性のあ

る相談，事業所の営業活動，団体の宣伝活動，あ

るいはその一環として行われる相談活動である。

営業活動の場合では，例えば「商品の勧誘を行う」

「行わない」と，あらかじめ明記している場合に

は誤解はないであろう。

２)場合によっては指導を伴う相談 医療，保

健の相談など。問題，症状の如何によっては相談

担当者からの指導，指示が加わる。このような対

応が行われる可能性のある相談の場合，「何かを言

われる」かもしれないこと，あるいは拘束を受け

る可能性 を懸念する人々が少なくない。

これらの懸念をもつことから相談の場を避ける

ことで，機会を逸する人々の存在が課題になって

くる。

３)自己決定を基本とする相談 カウンセリン

グ，心理療法。あるいは公共機関や人間関係のか

かわりの少ない相談の場合である。

２.相談についてのイメージの修正 中村

（1968）は，相談活動について，以下のように述

べている。

カウンセリングは昔のように矯正的な治療的な

機能ばかりではなく，教育的な開発的な機能を重

視するようになったのである。また欠陥のある人，

問題のある人だけにカウンセリングは必要なもの

でなく，普通の人，優秀な人にもカウンセリング

は必要になってきたのである。カウンセリングの

このような機能について最近「カウンセリングを

すべての人に」とか「すべての教師はカウンセラー

に」とかいう標語によって示されていることであ

る。

このような指摘がなされて久しいが，相談につ

いては，現在でも負のイメージが存在する。対人

関係の中で人は自分を見つめ，自己についての認

知的再構成を進めることができる。相談をすると

いうことの積極的な意味，特に相談の予防的，開

発的役割の周知の機会が求められる。

３.公式，非公式のどのような相談であったと

しても相談担当者の訓練，あるいは望ましい相談

のかかわりについての周知の必要性 Brammer

（1973）は，援助者（helper）の条件として，1.自

己と価値への気づき，2.文化的経験の気づき，3.

援助者自身の感情を分析する能力，4.モデルとし

て，影響を与えるものとしての能力，5.愛他主義，

6.強い倫理観，7.責任をあげている。

また，相談活動はまず相手をあるがままに受け

止めるところから始まる（注4）。相談にかかわる

場合には，この態度の意味を理解し，実践する必

要がある。また特に問題を持つ人はまず自分の感

情，特に否定的な感情を訴える。このようなコミュ

ニケーションのへかかわりと進行を促すことにつ

いては，例えばRobinson（伊東訳,1966）のリー

ドのモデルが参考となるであろう。

４.相談を求める人の条件 人は生活史上の経

験を行動様式の基準として現在存在している。す

なわち，われわれは時間については先ず，時計時

間，体験時間の双方ともが時間の否定しがたい様

相であることを認めなければならない。体験時間

の「今」にしても，実は過去や未来が浸透してい

る（早坂,1985）。例えば，過去のいじめ経験にお

ける否定的な影響は，援助を要請する際の回避型

に影響する一方で，肯定的な影響は、援助を要請

する際の過敏型と自律型の両側面への影響が示唆

された（金子・金子,2017）。

身近な他者に悩みを相談した後に個人の適応感

が向上するためには，適切な援助要請スキルを遂

行することや，援助を求められた相手が適切な援

助を提供すること，そして，他者から援助を受け

た後の援助評価の影響を考慮することが必要であ

るといえる（本田・新井・石隈,2015）。

また支援の要請についてのかかわりでは発達の

条件の理解も必要となる。例えば老年期の支援要

請の問題を捉える概念の１つとして，性差や身体

状態などの要因も考慮しながら，老年期の自己開

示を検討する必要（菅沼,1997）がある。

５.心理教育（Psycho-education）自分で考え

ることへの支援，すなわち自己援助の方法の提供

である。自己援助の本はヘルスケアの重要なリ

ソースとなっている（Starker, 1988）。しかしその

場合，一般には情報の選択の判断が難しいところ

がある。従ってここに，相談センター図書，患者

図書室，保健室の図書，学校，病院などの広報誌，

広報紙，情報資料の役割がある。

相談活動を促す条件の探索を目的として，相談

回避の 条件についてはさらに検討を進めてい

く。
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注

１ 事例から：「（競争社会だから）うっかりだれにも

弱みはみせられない」「言うとおりにしないと言わ

れた」「せっかく考えてあげたのに無視した，考えて

あげてもむだだと言われた」「話さなければよかっ

た」「いばった態度で言われた」「話したことで，か

えって距離が遠くなった」「いろいろ言われてか

えって面倒になった」「何か事務的で素っ気ない」

「相談相手を求めるのは心の友を求めるのと同じ

だ（だから難しい）」「周囲に心配をかけたくない」

「学校にもカウンセラーという人はいるけれ

ど・・」」「専門性をもちしかも合う人とはなかなか

会えない」「初歩的なことなのに，丁寧に対応してく

れた」など。

なおこれらには，相談を行う側の問題と課題も含

まれよう。例えば，「理解する」ということについて

の判断の仕方（高橋・林・高橋,2016）である。

また相談の受け手の，個人的条件，人間関係の性

質，責任の範囲，勤務条件なども関与する。例えば

患者を多く担当している医師の場合，特定の個人に

対して医師本人も満足するコミュニケーションを

行うことは困難であろう（例：相談にあてる時間が

足りない。産業医８割「対応に自信ない」（朝日新聞

2017.12.16））。しかし，相談を行う側にはコミュニ

ケーションが噛み合わなかったという不満感は残

る。そこで狭義の相談の方法のみならず，refer，コ

ンサルテーションのシステムと，その情報の周知と

が課題となってくる。また特に専門的な相談の場合

には，中間的な機能，補足的な機能（電話，メール

などをふくむ）が相談を行う側，受ける側にとって

も必要になってくる。

また，「自分自身が身体的にも精神的にもある程

度安定していなければ，良い対人関係を保つことは

できないと思います」ここに相談の手続き前提の一

つとしての，自己コントロールの態度と自己コント

ロールの方法の習得とが課題となってくる。

２ 相談の理論と技法と実践を必要とする生活領域

は、極めて広い。教育・文化・宗教、厚生・福祉、

医療・看護、産業・経済・労働、経営・管理、司法・

矯正、政治・外交など、広範囲である（松村,1968）。

３ 今回は項目3,4,5,6,8,10のワーディング

を否定型に修正した。

４ 荘周は，他者理解の二つの要素である「心による

他者解釈」と「気による他者受容」をはっきり区別

し，「心による他者解釈」の限界と「気による他者受

容」すなわち「心斎して聴くこと」の必要性を説い

ている。「自分にはこれが分からないから，これを理

解したい」ということ自体が既に自分に囚われてお

り，他者受容を阻む要因になるのである（浜村,

2009）。
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