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Ⅰ　問題と目的

信頼感の獲得と形成は，個人の精神的健康と密接に結
びついており，それは青年期におけるカウンセリングの
基本的な目標であることも指摘されている（Mitchell, 
1990）。カウンセリングルームを訪れる青年は対人的信
頼に乏しい傾向がみられ，カウンセラーとクライエント
との間に安定した信頼感を構築し，実際の対人関係に般
化させることが重要であると指摘されている（Mitchell, 
1990）。加えて，酒井・菅原・眞榮城・菅原・北村

（2002）は，高いストレス状況に置かれた生徒が，それ
でも健全な学校生活を送るためには，「重要な他者」と
の間に信頼関係を形成していることが必要であると指摘
している。

信頼感は自分への方向と他人への方向および不信とい
う否定的な側面を合わせ持つ。また，人に対する信頼感
や自分に対する信頼感とは密接に結びつき，個人の自我
同一性の獲得に影響を及ぼすことが示されている（天
貝，1995）。信頼感は，母子相互関係における基本的信
頼にはじまり，中学生から大学院生においては，人や自
分自身に対し信頼も不信も意識しない状態から，何らか
の不信体験の克服を経て，不信よりも信頼が上回る状態
へと移行するとされている（杉原・天貝，1996）。さら
に，成人期から老年期にかけては，自分への信頼と不信
とは相互に対立する関係から共存関係へと移行し，他人
への信頼と不信とは対立関係から相互が独立した関係へ
と移行することも示されている（天貝，1997a）。 信頼
感の生涯発達における青年期は，不信体験の克服から新
たな信頼感を模索し，また自己信頼が確立する重要な時

期である。また，この時期の過度な不信は，内閉化傾向
など個人の精神的健康にとって否定的な影響をもたらす
ことが懸念されている。そこで，信頼感の発達にはどの
ような要因が影響しているかが問題になる（天貝，
1999）。

信頼感への友人からのサポート感の影響をみた研究
（天貝，1997a）では，サポート感が信頼感のうち，特に
他人への信頼に影響を与えることが示されているが，成
人期以降を対象としており，大学生の時期を対象とした
研究はみられない。また，自分への信頼は青年期または
成人期の初期段階の間にある程度確立される一方で，他
人への信頼に対して友人からのサポート感は成人期以降
も影響を与えると考えられている（天貝，1997a）。

ところで，援助要請行動とは，自分自身の力だけでは
解決が困難と思われる問題に対して他者に援助を求める
ことを指し，精神的健康を維持，増進する重要な対処方
略である。カウンセリングが専門的サービスとして認め
られつつある近年，援助要請については臨床心理学の分
野において盛んに研究がなされてきた（水野・石隈，
1999；木村・水野，2004；永井，2010）。そして，援助
要請行動は単純にその高低，すなわち量が問題とされて
きた。一方で，個々が援助要請行動に関してどのような
性質をもつのかについては見過ごされてきた経緯があ
る。しかし，大学生の被援助志向性に関する研究（木村・
水野，2004）において，被援助志向性を高めるアプロー
チだけでなく，それとともに，個々の学生の被援助志向
性を尊重する必要性が言及されている。つまり，援助要
請行動の質，援助要請スタイル（永井，2013）について
も考慮されるべきである。援助要請スタイルの分類にお
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いて，援助要請過剰型は抑うつの関連要因である再確認
傾向と関連することが示された（永井，2013）。また，
援助要請回避型は，行動の目標によっては必ずしも非適
応的とはいえない可能性が指摘されている（村山・及
川，2005）。

大学生が抱える問題が多様化し複雑化する一方で，学
生相談といった専門的なサービスが利用されにくいとい
う現状がある。そのため，学生同士がお互いを援助しあ
うピア・サポートをはじめとするインフォーマルな援助
も，大学生のメンタルヘルスを高める方法として有効で
あると考えられる（木村・水野，2004）。またソーシャ
ルサポート研究から，友人は重要なサポート源であると
の報告がなされている（嶋，1992）。さらに，青年期は
家族からの自立が重要な発達課題の一つであり（落合・
佐藤，1996），友人関係からのサポートによって，抑う
つ状態を防ぎ，ストレスへの耐性を高めることが考えら
れる（福岡・橋本，1997）。

以上より，援助要請行動を質的な点から捉え，どのよ
うなソーシャルサポートが信頼感に影響するのかを検討
する必要がある。本研究では，友人からのソーシャルサ
ポート，援助要請スタイル，信頼感の関連について，大
学生を対象に検討する。

Ⅱ　方　　法

対象者　大学生 183 名を調査対象者とした。有効回答
者数は 142 名であり，内訳は男性 39 名，女性 102 名，
不明 1 名であった。平均年齢は 19.80 歳（19 歳～22 歳，
SD=0.71）であった。
実施方法　 2014 年 7 月に大学の講義内で質問紙の一

斉配布を行い，その場で回答してもらった。所要時間は
15 分程度であった。
倫理的配慮　対象者全員に個人情報の保護，匿名性を

保証すること，成績には一切関係ないことをフェイス
シートにも記載した。調査協力の任意性を説明した上
で，実施の同意を得た。

質問紙の構成
1．フェース項目

性別，年齢，学年の回答を求めた。
2．ソーシャルサポート

先行研究（久田・千田・箕口，1989；細田・田嶌，
2009）で用いられているソーシャルサポートに関する項
目を使用した。ソーシャルサポートの項目は，道具的
ソーシャルサポート 5 項目（「分からないことがあると
き，教えてくれる」，「何か困っているときに，アドバイ
スをくれる」等），情緒的ソーシャルサポート5項目（「あ
なたが落ち込んでいるときに励ましてくれる」，「あなた

の気持ちを分かってくれる」等），共行動的ソーシャル
サポート 5 項目（「おしゃべりをしたり，冗談を言い合っ
たりして過ごす」，「なんとなく一緒にいてくれる」等）
から構成された。サポート源は同性の友人１人に限定し
た。教示は「以下に書かれている内容が，友達とあなた
との間で，どの程度あるか」とし，「よくある」～「全
くない」の5件法で回答を求めた。合計得点が高いほど，
友人からサポートを多く受けていると知覚していること
を示す。
3．援助要請スタイル

永井（2013）の援助要請スタイル尺度を使用した。本
尺度で援助要請自立型，援助要請過剰型，援助要請回避
型という 3 つの援助要請スタイルを測定し，回答者を分
類した。ここで援助要請自立型とは「困難を抱えても自
身での問題解決を試み，どうしても解決が困難な場合に
援助を要請する傾向」を意味する。また，援助要請過剰
型は「問題が深刻でなく，本来なら自分自身で取り組む
ことが可能でも，安易に援助を要請する傾向」と定義さ
れ，援助要請回避型は「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」と定義される。本尺度は
15 項目からなり，「全くあてはまらない」～「非常によ
く当てはまる」の 7 件法で回答を求めた。
4．信頼感

天貝（1995; 1997a）の信頼感尺度を使用した。天貝
（1999）は信頼感を「人や自分自身を安心して信じ，頼
ることができるという気持ち」と定義し，本尺度では信
頼感を「自分への信頼」「他人への信頼」「不信」の 3 側
面から測定している。本尺度は 24 項目からなり，「非常
によくあてはまる」～「全くあてはまらない」の 6 件法
で回答を求めた。

Ⅲ　結　　果

分析には IBM SPSS Statics 22 と IBM SPSS Amos 22 を
使用した。

ソーシャルサポートと信頼感の相関
まず，それぞれの尺度の平均点とその標準偏差を示し

た（Table 1）。次に，ソーシャルサポートと信頼感の相
関を示した（Table 2）。Table 2を見ると，共行動的サポー
ト，道具的サポート，情緒的サポートにはそれぞれに高
い正の相関がみられた。自分への信頼および他人への信
頼と，それぞれのソーシャルサポートにも有意な正の相
関がみられた。また，自分への信頼と他人への信頼にも
正の相関がみられた。

不信とは，共行動的サポートおよび情緒的サポートに
有意な負の相関がみられた。また，自分への信頼と不信
には有意な相関がみられなかった一方で，他人への信頼
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と不信には中程度の有意な負の相関がみられた。

援助要請スタイル尺度による分類
援助要請スタイルの各得点をもとに，実験協力者の分

類を行った。援助要請自立型得点が，得点範囲の中央で
ある 16 以上であり，かつ援助要請過剰型得点および援
助要請回避型得点よりも高い群を，援助要請自立群とし
た。援助要請過剰型得点，援助要請回避型得点に対して
も同様の手続きを行い，得点が 16 以上であり，かつそ
れが，残る 2 つの得点よりも高い群を，それぞれ援助要
請過剰群，援助要請回避群とした。その結果，援助要請
自立群が 74 名，援助要請過剰群が 52 名，援助要請回避
群が 16 名となった。

そこで，各援助要請スタイル群におけるソーシャルサ
ポートと信頼感の相関係数をそれぞれ算出した（Table 
3）。Table 3 を見ると，援助要請自立群において，共行

動的サポートと自分への信頼および他人への信頼に有意
な正の相関がみられた。また，情緒的サポートと他人へ
の信頼にも有意な正の相関がみられた。自分への信頼と
他人への信頼には有意な高い正の相関がみられ，自分へ
の信頼と不信には有意な負の相関がみられた。加えて，
他人への信頼と不信にも有意な負の相関がみられた。

続いて，援助要請過剰群において，自分への信頼と他
人への信頼に有意な正の相関がみられた。自分への信頼
と不信に有意な相関はみられなかったが，他人への信頼
と不信には有意な負の相関がみられた。

最後に，援助要請回避群において，共行動的サポート
と他人への信頼に有意な正の相関がみられた。

援助要請スタイル別ソーシャルサポートの信頼感への影響
援助要請スタイル別に，ソーシャルサポート尺度の各

因子である共行動的サポート，道具的サポート，情緒的
サポートをそれぞれ独立変数とし，信頼感の各因子であ
る自分への信頼，他人への信頼，不信をそれぞれ従属変
数としてパス解析を行った。本研究の目的として，援助
要請スタイル別に共行動的・道具的・情緒的それぞれの
ソーシャルサポートの機能の比較が挙げられるため，有
意でないパスも含めすべてのパスを結果に示した。モデ
ル適合度は，いずれも GFI = 1.00, CFI = 1.00 であった。

援助要請自立群においてソーシャルサポート因子はそ
れぞれに有意な高い正の相関がみられた（Fig. 1）。また，
共行動的サポートは他人への信頼に有意な正の影響を与
えていた。不信に対しては，道具的サポートから有意な
正のパスがひかれ，情緒的サポートからは有意な負のパ
スがひかれた。続いて，援助要請過剰群において，ソー
シャルサポート因子はそれぞれに有意な高い正の相関が
みられた（Fig. 2）。また，自分への信頼に対しては情緒
的サポートから正のパスがひかれ，他人への信頼に対し
ては共行動的サポートと情緒的サポートから正のパスが
ひかれた。不信に対しては，道具的サポートから正のパ
スがひかれた一方で，共行動的サポートから負のパスが
ひかれた。

最後に，援助要請回避群において，ソーシャルサポー

Table 3　援助要請スタイル別ソーシャルサポートと信頼感の相関
自立群（N=74） 過剰群（N=52） 回避群（N=16）

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 　共行動的サポート ― ― ―
2 　道具的サポート .58** ― .58** ― .50 ―
3 　情緒的サポート .65** .63** ― .45** .61** ― .55* .53* ―
4 　自分への信頼 .24* .16 .21 ― .16 .17 .18 ― .20 .13 -.04 ―
5 　他人への信頼 .36** .18 .29* .51** ― .26 .18 .25 .34* ― .50* .28 .35 .46 ―
6 　不信 -.19 -.01 -.22 -.30** -.54** -.11 .07 .00 .16 -.40** -.01 .16 .06 -.02 -.40
*p<.05，**p<.01

M SD
共行動的サポート 22.01 2.16
道具的サポート 24.12 3.36
情緒的サポート 16.42 2.67
援助要請自立得点 18.23 3.93
援助要請過剰得点 15.82 6.03
援助要請回避得点 12.74 5.06
自分への信頼 22.99 4.96
他人への信頼 33.92 6.22
不信 30.63 7.29

Table 1　各尺度の平均点と標準偏差

1 2 3 4 5
1 　共行動的サポート ―
2 　道具的サポート .61** ―
3 　情緒的サポート .62** .66** ―
4 　自分への信頼 .25** .22* .23** ―
5 　他人への信頼 .41** .28* .37** .48** ―
6 　不信 -.19* -.04 -.18* -.13 -.50**
*p<.05，**p<.01

Table 2　ソーシャルサポートと信頼感の相関
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ト因子はそれぞれに有意な高い正の相関がみられた
（Fig. 3）。また，自分への信頼に対して，共行動的サポー
トからは正のパスが，情緒的サポートからは負のパスが
それぞれひかれた。他人への信頼に対しては，共行動的
サポートから正のパスがひかれた。さらに，不信に対し
ては，道具的サポートから正のパスがひかれた。

Ⅳ　考　　察

本研究では，友人からのソーシャルサポート，援助要
請スタイル，信頼感の関連について大学生を対象に検討
することが目的であった。

ソーシャルサポートと信頼感の関連
本研究において，共行動的サポート，道具的サポート，

情緒的サポートがそれぞれ高くなると，自分への信頼お
よび他人への信頼が高くなることが示された。30 代以
降の成人期を対象とした先行研究（天貝，1997a）にお
いても，サポート感が高いと，自分への信頼，他人への
信頼が共に高くなることが示されている。また大学生を
対象とした先行研究（中村・浦，2000）においても，高
ストレス下においてはソーシャルサポートが友人への信
頼を高めることが示されている。

さらに，自分への信頼が高くなると，他人への信頼が
高くなることが示された。高校生を対象とした先行研究

（天貝，1995）においても，人に対する信頼感と自分に
対する信頼感とは密接に結びついていることが示されて
いる。加えて，天貝（1997a）においても，自分への信
頼が高くなると，他人への信頼も高くなることが示され
ている。また本研究において，他人への信頼が高くなる
と不信が低くなることが示されたが，これも先行研究

（天貝，1995; 1997a）から予想されるものであった。
一方で，本研究において自分への信頼と不信には関連

がみられなかったが，天貝（1997a）は自分への信頼が
高まると不信が低くなることを示している。また自分へ
の信頼と不信とは，高校生において学年が上がるにつれ
て分離していくことが示されている（天貝，1995）。し
たがって，本研究を含めると，高校生において自分への
信頼と不信が分離し始め，大学生では分離した状態であ
るが，成人期以降関連がみられるようになると考えられ
る。本研究と先行研究とでは対象者の年齢が異なり，社
会的立場や環境の違いから信頼感の発達の変化がみられ
たと考えられる。

援助要請スタイル別ソーシャルサポートの信頼感への影響
援助要請自立群において，自分への信頼が高くなると

不信が低くなることが示された。これは群分け前の結果
とは異なり，必要に応じて他者に援助を求めることので
きる者は自分への信頼を高めることで，自分や他人への
不信を和らげることができる可能性が示唆された。また
援助要請自立群において，共行動的サポートを多く知覚
することによって，他人への信頼を高めることができる
ことが示された。加えて，援助要請自立群は情緒的サ
ポートを多く知覚することによって，不信を低減できる
ことが示された。

援助要請過剰群において，自分への信頼が高くなると
他人への信頼が高くなることが示された。先行研究（竹
澤・小玉，2004）においても，情緒的依存欲求の高い人
は自己信頼感や他者信頼感が高いことが示されている。
加えて本研究において，援助要請過剰群は情緒的サポー
トを多く知覚することによって，自分への信頼が高まる
可能性が示された。また，他人への信頼について，情緒
的サポートおよび共行動的サポートを多く知覚すること
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で高まる可能性が示唆された。さらに，共行動的サポー
トを多く知覚することで，不信が低減する可能性も示唆
された。

援助要請回避群において，共行動的サポートを多く知
覚することで，自分への信頼を高めることができると考
えられる。また，共行動的サポートを多く知覚すること
が他人への信頼を高める可能性が示唆された。

実践への示唆
共行動的サポートは，どの援助要請スタイルにおいて

も他人への信頼に正の影響を与えていたことから，一緒
に何気なく行動を共にしたり，話をしたりすることで，
友人が抱く他人への信頼を高めることができる。また，
自分自身が抱く他人への信頼も高めることができる。ま
た援助を避ける傾向のある友人に対しては，話を無理に
聴きだそうとするよりも，何気なく一緒にいることで友
人が抱く自他への信頼を高めることができる。

一方で道具的サポートは不信を高める可能性があるた
め，行動をともにしたり，共感的な言葉をかけたりする
ことのほうが信頼を築く上で効果的といえる。

本研究の限界と今後の課題
本研究は対象者を援助要請スタイルごとに分類するた

め，サンプル数が少なく，有意な結果がでなかった可能
性がある。サンプル数を十分にとり今後の研究をする必
要がある。また信頼感については，これまで Self-esteem
の要因としての研究（天貝，1997b）や中学生の登校維
持要因としての研究（藤本・水野，2014）がなされてき
たが，さらに信頼感の機能について今後研究していく必
要があると考えられる。

全ての群において，道具的サポートを多く知覚するこ
とによって，不信が高まる可能性が示唆された。ソー
シャルサポートを知覚することで，不信は和らぐと想定
されるが，道具的サポートでは異なる結果となった。中
学生を対象とした先行研究（細田・田嶌，2009）では，
友人からの道具的サポートが他者肯定感を高めている。
本研究では大学生を対象としており，より精神的にも物
質的にも自立したいという考えが強いのではないかと考
えられる。また，信頼感の発達の中で不信の様相も変化
するものと考えられ，自分への信頼と他人への信頼との
兼ね合いで不信が高いことが一概に不適応であるといえ
るのかどうかも今後詳細に検討する必要があると思われ
る。

援助要請回避群については，情緒的サポートを多く知
覚することは自分への信頼を低下させる可能性も示され
た。被援助志向性に関連する要因として自尊感情，自己
隠蔽，援助不安が挙げられており（木村・水野，2004），
それらを含む要因が援助要請を回避させていると考えら

れる。また，ソーシャルサポートを十分に得られるかど
うかは，トレーニングによって改善できるソーシャルス
キルの習熟度に依存するところが大きいといわれている

（寺嶋・日高・宮田・岡田・田中，2003）。しかし，スキ
ルを単純に向上させるだけでなく，異なる援助要請スタ
イルをもつ個人がソーシャルサポートをどのように知覚
するのかを考慮に入れ対策をとる必要がある。大場

（2010）は不登校の子どもの特徴に合った援助が必要で
あり、不登校の子どもが今どのような心理状態に置かれ
ているのかを把握し、それに応じた関わりを行う重要性
について述べている。したがって，どのような要因が援
助要請を回避させ，また回避傾向をもつ人が信頼感を向
上させるにはどのようなアプローチが効果的であるかを
より詳細に検討していく必要があると思われる。
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