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高齢期における被援助志向性 ～現在までの研究の動向と今後の見通し～
東京都健康長寿医療センター研究所 高橋知也
１．はじめに
人は「解決の必要があり、かつ自分ひとりでは解決が困難であると思われる問題」に直面
したとき、「他者に援助を求めるか否か」の選択を行うこととなる。その選択において援助
を求めることを選択した場合、その人は一緒に問題を解決してくれるものと期待できる他
者を探し出し、何らかの形でその他者が自分を援助してくれるよう要請するだろう。結果と
してその他者が要請に応諾して適切な援助を提供すれば、問題解決の可能性は高まるもの
と考えられる。
人はこのようにして、しばしば生じる個人では解決困難な課題を他者の援助を受けなが
ら解決してきた。このような「他者に対して援助を求めること」を指すタームとして、海外
では「help-seeking」、我が国では「援助要請」という語が用いられており、先に挙げた一
連のプロセスは、高木（1997)が「援助要請行動の生起モデル」として示したものである。
表 1 援助要請行動の生起モデル（高木，1997）
1 自己の問題に気づくか
2 問題が重要だと判断するか
3 問題の解決能力が自分にあると判断するか
4 問題解決のために他者に援助を要請すると意思決定するか
5 適当な援助者を探し出せるか
6 適当な援助要請の方略を思いつけるか
7 実行した援助要請が応諾されたか

help-seeking とは、
「個人が問題の解決の必要性があり、もし他者が時間、労力、ある種
の資源を費やしてくれるなら問題が解決、軽減するようなもので、その必要のある個人がそ
の他者に対して直接的に援助を要請する行動」
（DePaulo, 1983）と定義される概念である。
help-seeking に関する研究は海外においてその端を発し、わが国においては社会心理学の
分野で最初に紹介された（相川, 1987a）。さらにここから派生した概念である help-seeking
preference は「被援助志向性」、help-seeking behavior は「援助要請行動」とそれぞれ翻訳
されて用いられている。
なお被援助志向性の定義については、水野・岩隈（1999）が「その詳細については研究者
ごとに定義すべき」と指摘するように、対象者に沿った定義を新たに設定する必要がある。
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例えば高橋（2017）は、これまでの先行研究を踏襲し、高齢者における被援助志向性を「高
齢者が家族や親類などの身近な援助者や公的機関および援助を提供する専門職者、あるい
は日頃より交流のある友人などにどの程度援助を求めるかの認知的枠組み」と定義してい
る。

図 1 被援助志向性と援助要請行動との関係

２．被援助志向性や援助要請に関する先行研究のレビュー
被援助志向性を扱った国内の研究は「報酬の有無に関わらず他者を援助することを目的
として行われる社会的行為」、即ち援助行動に関する研究に比べて少ないものの、国内の論
文および学会報告に限定した文献レビューでは、2018 年 4 月時点において 150 件あまりが
確認できる。これら従来の先行研究においては、被援助志向性が重要となる場面として「大
学生による学生相談室の利用」
（高野・宇留田, 2002、高野ら, 2008）や「育児における悩み
事の相談場面」（越谷, 2012、本田ら, 2009）、あるいは「ヒューマン・サービスに従事する
専門職者の問題解決場面」
（田村・石隈, 2001、田村・石隈, 2006）といったものが想定され
ている。
特に心理臨床や学校教育といった領域では、それぞれの属性（中学生や大学生、アジア系
留学生、中学校教師など）における被援助志向性に焦点を当てた論文（水野・石隈, 2001、
田村・石隈, 2002、木村・水野, 2004、水野ら, 2009）や、特定の領域におけるレビュー論
文（水野・石隈, 1999、木村, 2014）が公表されており、これらの先行研究では被援助志向
性に影響を与える要因としてデモグラフィック変数（性別や年齢、学歴など）やネットワー
ク変数（ソーシャルサポートなど）などが示唆されている。
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一方でこうした領域とは「本質的な違い」
（水野・石隈, 1999）を持つ、援助者や援助内
容およびそれらが生じる場面を特定しない、いわば日常生活における被援助志向性を扱っ
た研究の蓄積は相対的に乏しい状況にある。とりわけ高齢者の日常生活における被援助志
向性や援助要請行動について扱った研究は、高齢者大学の受講生を対象に「同一人物におけ
る援助行動と被援助行動の関連を明らかにすること」を目的として行われた研究（高木・妹
尾, 2006）や独居高齢者における援助要請対象の選好性についての研究（高橋ら, 2015）な
どに留まっているのが現状であり、十分に検討が進んでいないと言わざるを得ない。
一方海外では、我が国に先駆けて被援助志向性や援助要請行動に関する研究が行われて
きた。一連の研究は Phillips（1963）による援助要請行動とスティグマとの関連についての
報告に始まり、Fischer and Turner（1970）による「男性よりも女性で被援助志向性が高
い」という我が国と同様の傾向を示す報告のほか、現在までに高齢者の被援助志向性や援助
要請行動について検討を行った論文も複数発表されている（Stoller & Culter, 1993、
Waxman et. al, 1984、Husaini et. al., 2008 など）
。
しかし、これらの論文を含むレビューを行った結果、国内と同様、高齢者における被援助
志向性に関する研究は少なく、高齢者の日常生活における被援助志向性を測定することを
想定した尺度の作成も確認できなかった。
３．高齢期の被援助志向性について検討する意義
近年、高齢者が可能な限り長く地域で生活できることを目指した取り組みが広く推進さ
れている。その中でも、自治体における地域包括支援センターの設置や地域住民主体による
サロン活動などは、高齢者もまた前述の「援助要請行動の生起モデル」、あるいはそれに類
する援助要請のプロセスを踏むものと想定し、より高齢者がアクセスしやすい援助要請先
として機能することを目指して整備が進められてきたものの一例であるといえよう。
例えば、東京都大田区で医療・介護・福祉の専門職により組織された任意団体「おおた高
齢者見守りネットワーク（通称『みま～も』
）」では、専門職同士がネットワークで繋がるこ
とで、高齢者の見守りはもちろん、健康寿命の延伸を目指すウォーキングなどの運動プログ
ラムや、社会参加を促す絵本読み聞かせボランティア養成プログラムなどの多種多様なプ
ログラムの提供を行うことで、高齢者が可能な限り地域で健康に生活できる地域づくりを
目指している。このような高齢者向けサービスの提供は「援助に対する被援助者の反応は肯
定的なものだという、いわば暗黙の前提」
（相川, 1987b）に則って行われるものであり、実
際にこれらを活用しながら社会参加を継続することは、高齢者のこころと身体の健康と長
寿を達成することに資するものと考えられる。
しかしながら、調査対象としたケアマネージャーの 61.1%が高齢者から援助拒否をされ
た経験を持つ（小川ら, 2009）といった報告などから、生活困難な状況に置かれてなお、支
援者による援助やサービスを利用することを拒む高齢者が少なくないことが明らかになっ
てきた。高齢者の拒否にあうことで援助の困難が生じ、高齢者の生活をめぐる課題もより深
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刻になってしまう（楠木, 2007、鈴木ら, 2012）可能性や、元来高齢者が「周囲に相談しな
い傾向」を持つ（岩田・大川, 2015）という報告なども併せて考慮すれば、援助やサービス
の利用を拒む高齢者について検討することは、高齢期における社会的孤立やそれに伴う諸
問題に正対する上で重要であると考えられる。
また我が国においては、戦後の高度経済成長期から今日に至るまでの核家族化の進行や
平均寿命の延伸、多様な価値観の定着などにより単身高齢者世帯が増加を続けており（高齢
社会白書, 2016）、独居という生活形態はもはや特別なものではなく、多様化した生活形態
の中の一つであると考えるべきであろう。独居状態にある高齢者においては、他者への援助
要請の方略そのものが、親類縁者などと同居する高齢者に比べて乏しいことが予測される。
その理由としては、身近な同居者の存在によって援助要請が容易になる、あるいは同居者に
よる気づきが契機となって当事者に対する援助に結びつく可能性が高まると考えられるの
に対し、独居高齢者においては、有事に際して別居状態にある親類縁者や友人、もしくは行
政機関や専門職者といった相手に対する何らかの方略を用いた自発的な援助要請が必要不
可欠となることなどが挙げられよう。この点を考慮すれば、斉藤ら（2009）の指摘にもある
通り、独居状態にあることそのものが、独居高齢者が抱えているリスクファクターの一つと
なり得ることは自明であろう。
独居高齢者が援助要請行動に関する問題を抱えることは、社会的孤立やその延長にある
孤独死、あるいは消費被害のリスクにも繋がると考えられる。当然ながら、独居高齢者を取
り巻く環境の整備も重要な課題であるが、如何に優秀なセーフティネットが構築されても、
その仕組みが有効的に活用されなければ、十分な効果を得ることは難しいと言わざるを得
ない。またその仕組みを活用するか否か、という最終的な判断は利用者側に委ねられること
も考慮すれば、援助要請行動を生起させる被援助志向性について検討することも、こうした
社会問題の解決の糸口にもなり得る重要な課題であると考えられる。
４．高齢者の被援助志向性の測定と関連要因の検討
高橋（2017）は、先行研究を基に「援助に対する欲求」と「援助に対する抵抗感」の 2 つ
の因子からなる高齢者の被援助志向性を把握する尺度（2 因子 10 項目）を作成した（付録）
。
この尺度には、従来の被援助志向性には含まれてこなかった「公的機関などからの援助」を
想定した項目が含まれているなど、高齢者の日常生活における被援助志向性を測定するこ
とに特化した尺度となっている。
さらに、2 つの下位尺度の得点から回答者を 4 つのタイプ（図 2）に分類することで、具
体的な方略を模索する際の手がかりを得られると考えられるほか、10 項目という少ない項
目数であるため、広く一般に用いるチェックリストとしての活用も想定でき、短時間で回答
者が自分の持っている「援助を受けることに対する考え方」について再考する機会を提供で
きる尺度であるともいえる。
また高橋（2017）は、高齢者用被援助志向性尺度の各下位尺度得点を従属変数とする重
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回帰分析を行い、
「援助に対する欲求」と「援助に対する抵抗感」の両者と暮らし向きや学
歴といった経済的な豊かさや人的ネットワークの広さとの間に有意な関連がみられたほか、
「援助に対する欲求」にのみ日常生活における移動能力や主観的健康感といった身体機能
との間に関連があることを示している。その上で、社会的なつながりに乏しい人や援助を受
けることに対するアンビバレントな態度（援助を受けたいという欲求が高い一方で、他者か
ら援助を受けることに対する抵抗感も強い状態）を持つ人でも抵抗なく気軽に利用できる
ような、敷居の低いプラットホーム開発の必要性を主張している。

図 2 高齢者用被援助志向性尺度の下位尺度得点によるタイプ分類
５．高齢期の被援助志向性とライフイベントとの関連
高齢期の被援助志向性に焦点を当てる際のアプローチとしては、量的研究のみならず質
的研究、すなわち「現在までの経験から導き出される考え方や行動原理」に着目するアプロ
ーチもまた重要である。特に高齢期には、Holmes & Rahe（1967）が大きなストレスを伴
うライフイベントとして挙げる「配偶者および近親者の死」や「身体疾患」、あるいは「退
職」といった大きなライフイベントがしばしば生じるため、それらによる被援助志向性への
何らかの影響が予想される。調査研究を通じて被援助志向性に影響をもたらす具体的なラ
イフイベントの特徴が明らかになれば、その特徴を考慮した新たなチェックリスト作成の
足掛かりとなり得るほか、専門職や周囲の人々による早期介入の方略を考える示唆にも繋
がるものと考えられる。
高橋ら（2018）は、高齢期の被援助志向性に影響を与えるライフイベントを明らかにす
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べく半構造化インタビュー調査を行い、現在における被援助志向性がそれまでに個々人が
経験してきたライフイベントに影響されることを示した。具体的には、援助職や小売業とい
った職業経験が肯定的、あるいは否定的な被援助志向性を形成する要因となり得ることや、
身近な人との互助性を伴うつながりが肯定的な被援助志向性を形成する要因となり得るこ
と、自身や家族の健康、あるいは経済上の変化に伴う公的サービス（介護サービスや生活保
護、求職支援など）の利用経験が被援助志向性を形成する要因となり得ることなどが示され
ている。
６．高齢期における被援助志向性研究の今後の展望
高齢期における被援助志向性については、援助拒否や社会的孤立およびその延長上に生
じうる孤立死や消費者被害などの問題に正対する上で検討が必要とされながら、今日まで
十分な検討がなされてこなかった。今後さらに進むと予想される社会の高齢化に鑑みれば、
身近な人物や地域コミュニティ、あるいは公的機関などによる援助の在り方を検討する上
で、高齢期の被援助志向性の研究には大きな意義があると考えられる。
一方当該研究の限界として、現時点で既に被援助志向性が低く、アウトリーチが困難な高
齢者を量的あるいは質的研究の調査対象者として選定することが難しい点が挙げられる。
高齢者用の被援助志向性尺度が開発されたことで、将来的に被援助志向性の低さから援助
拒否や周囲からの孤立に至るリスクのある高齢者を早期に把握できる可能性が出てきたと
いえるが、アウトリーチが困難な高齢者に対して如何にアプローチを行うかという観点か
らの研究も、引き続き継続していくことが肝要であろう。
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付録 高齢者用被援助志向性尺度の尺度項目
1. 援助に対する欲求（6 項目）
1 困っていることを解決するために、自分と一緒に対処してくれる身近な人が欲しい。
2 困っていることを解決するために、身近な人からの助言や援助が欲しい。
3 自分が困っているときには、話を聞いてくれる身近な人が欲しい。
4 困っていることを解決するために、行政からの助言や援助が欲しい。
5 自分が困っているときには、行政にも相談にのってほしい。
6 困っていることを解決するためには、進んで行政の手を借りたい。
2. 援助に対する抵抗感（4 項目）
1 身近な人からの助言や援助を受けることに、抵抗がある。
2 人は誰でも、相談や援助を求められたら、わずらわしく感じると思う。
3 公的な支援に頼ることは、恥ずかしいことだと思う。
4 公的な機関からの助言や援助を受けることに、抵抗がある。
回答の方法
5 件法（
「あてはまる（５）」
「どちらかといえばあてはまる（４）
」
「どちらともいえない（３）
」
「どちらかといえばあてはまらない（２）
」
「あてはまらない（１）
」）により回答を求める。
尺度得点の算出方法
単純加算により尺度得点を算出する。
「援助に対する欲求」では得点が高いほど欲求が高く，
「援助に対する抵抗感」では得点が高いほど抵抗が強いことを表す。
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