
図１ ひきこもりの形成プロセスと長期化状況
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長期化付加要因①

(外から見ると：観察される特徴）

社会体験学習の喪失、社会的諸関係・

諸条件の縮小、精神障害の重篤化、

身体諸機能の脆弱化

：「社会・生活機能の低下（不全）」へ

長期化付加要因②

（内から見ると：主観的体験）

ひきこもっていることに伴って起きる

独自の体験・思索・学習・感情＊

A：自分の人生を支える体験 
B：自分の人生を生きづらくする体験

＊当事者は、 A、B 両体験のどちらを多く体験するか。
（臨床的には、 Bの体験に苦しんでいる人が多い。）

○｢長期化付加要因モデル｣とは：「①社会と接する不安」「②職場環境･生活環境の重圧」

や「③支援体制の不備」などの｢長期化要因｣によって、ひきこもりが長期化してくる中で、

様々な要素が付加する状態を意味する。

「長期化付加要因①」が多い場合は、「社会･生活機能の低下」が深刻化する可能性が

ある。「社会･生活機能の低下」とは、「日常生活において、家族や友人と親しく交わるこ

とができない、外出困難、買い物が難しい、宅配便や電話を受け取れない、家族と食事を

することに抵抗が強い、働くことができないなど」多様な意味を持つ。なお、「ひきこも

りと生活機能」については、 KHJ親の会・境泉洋他（ 2012)の調査結果が参考になる。
「長期化付加要因②」は、通常の人生では得られない「ひきこもることから得られる独

自の体験」である。

「長期化付加要因② A」に該当する体験は、当事者が｢ひきこもっていたが故に得られ
た貴重な体験があった。これが人生の糧になっている」と振り返る体験である。ひきこも

りを続けながらも、ひきこもり生活の中で、思索を深めたり、様々な作品（工芸作品や文

学作品を含む）を残したりする人の体験が該当する。支援者は、このような体験を増加・

活性化するように支援することを検討すべきであろう。ただし、筆者の場合、支援の場で

「長期化付加要因② A」が豊富な人に出会うことは多くない。
「長期化付加要因② B」に該当する体験は、当事者が｢ひきこもりは胸をかきむしるよ

うな苦しい体験であった。将来に対する夢や希望、あるいは肯定的な自己評価をそぎ落と

していく体験であった｣などと振り返る体験である。このような人が多数派であろう。

３）「長期・年長のひきこもる人」との支援関係形成の難しさをめぐって

図２の「支援を拒否（無視）する人の諸事情」に例示するように、支援は様々な事情で

拒否（無視）されるが、ある時期に、「多様な支援拒否の事情」が何らかの事情で「支援

の受け入れ」に転じることがある。長期・年長のひきこもる人は、 ①ひきこもることによ
る苦しみや不安､社会から阻害される恐怖などを経験している、 ②しかし、その半面、ひ
きこもることによって、過去に傷ついたり挫折したりした体験とつながる「人や社会との

接触」を避けることができるため、それなりに我が身を守ることができ安心感も得ている。
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このように、ひきこもる人には「支援を拒否すること」にも、「受容すること」にも複

雑な葛藤が伴うことが多い。ここに「ひきこもる人との支援関係形成の難しさ」がある。

図２ ひきこもる人との支援関係形成の難しさ

↓支援を拒否（無視）する人の諸事情

◯支援者が信用できない 
◯無理強いをされないか

◯今更どうにもならない

◯こんな状態を見られた

くない､見下されたくない

◯恥をかかされるのでは

◯干渉されたくない､ひき

こもり扱いされたくない 

↘

支援

の

拒否

無視

↗

◯とにかくその気にならない

◯そっとしておいてほしい

支援者は、 
この流れを生

み出すよう

工夫する。

支援者は、

この流れに留

意する。 

↙

支援

の

受け

入れ

↖


支援を受け入れる人の諸事情↓

◯このままではどうにもならな

い､不安、苦しい､恐怖心もある

◯たまには親の顔を立てたい

◯一度会えば断る理由ができる

◯どうにもならないだろうが、

半信半疑ながら、試しに会おう

◯支援者が優しそうなので

◯支援者が熱心・しつこいから

◯たまたま支援を求める気にな

っていた、相談ごとがあった

このように、 ①②が複合した状態にある彼ら(彼女ら)にとって、支援も「彼ら(彼女ら)
を脅かす不安材料として認知されがちである」ため強く拒否されることが多い。また、支

援を受け入れるとしても、その心境は単純ではない(屈折している)。ひきこもることにつ

きまとう自己不全感・不安・恐怖から、あるいは出口のない追い詰められた感覚から抜け

出すために、一度は、支援を受け入れても、そのことが不安・疑念を呼び覚まし、再び支

援を拒否する可能性がある。なぜそうなるのかは、図２の「支援を受け入れる人の諸事情」

からも推察できよう。支援の再拒否は、支援者にとっても大きな試練であるが、「再拒否

があり得ると予想する」ことは、支援者が再拒否に会って慌てないために（次の対応方針

を考える）、また、次の支援において再拒否に会わないよう工夫するために有益である。

４）ひきこもる人へのゆるやかな支援目標

ひきこもる人への支援をはじめるに際して、特定のゴール、特定の支援目標(就労、進

学など)を定めることは、ひきこもる人の現実に適合しないことが多く、かえって脅威に

なったり、それでなくても難しい支援関係の形成を阻害することになる。その人の状態像、

その人の複雑な思い、その人がおかれた環境によって支援目標は異なると考え、本人の同

意を確かめながら柔軟にゆるやかな支援目標を設定する必要がある。ここで、「ゆるやか

な支援目標」あるいは「今よりも少しでも自由になるための支援目標」を示す（表２）。

表２ ひきこもる人へのゆるやかな（今より少し自由になる）支援目標 

①	極端な抵抗や不安なしに、家族との交流ができる。 
②	 日常生活の中に小さくても楽しみを見つけることができる。ペットを飼う、パソ
コン、新聞、テレビ、音楽を聴く、等多様な方向に少しでも楽しみを見つけるこ

とは大切である。こうした楽しみを発見できるよう支援する。 
③極端な抵抗や不安なしに、同居の家族以外の一人（できれば二人）と交流ができる。 
④極端な抵抗や不安なしに、友人（異性も含む）や知人と交流できる。 
⑤極端な抵抗や不安なしに、ある程度自由に地域社会との交流（買い物、公共機関の

利用、居場所・当事者会への参加、趣味のグループへの参加、デイケアへの参加な

ど）ができる。 
⑥極端な抵抗や不安なしに、また、短期間であっても何らかの仕事（家事手伝い、
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家業手伝い、ボランティア、アルバイト）ができる。 "ちょい働き "の勧め。 
⑦健康管理上・生活維持上必要な対応（入浴、着替え、散髪、自室掃除などを含む）

をとる。医療機関、福祉機関などを訪れ、自己の状況を話し、可能な援助を求める。

（ゆるやかな支援目標のどれかが部分的にでも達成できたときは、十分に評価し、

ともに喜ぶことが大切である。このことが人生に意欲と希望を持つことにつなが

る。それから先はそのときになって考える。） 
⑧ひきこもる人の一部は、ひきこもっている生活の場でものを考えるために、考え方

がかなり独断的になったり、過度に悲観的になったりしがちである。この状態を急

に（無理に）、変化させようとするのではなく、受容的対話（対話を楽しむこと）

を通して徐々に変化するのを待つ。支援関係の中で、自由に語り合える雰囲気をつ

くり、自己の考え方の特徴について少しずつ客観視し、少しずつ自己点検し修正で

きるようになることが目標となる。支援者の思いが染みこむという感じでもある。

５）ひきこもる人の状況と主な支援手法の関係

―長期・年長のひきこもる人は、どのような位置に立っているか―


長期・年長のひきこもる人は、そうでない人と比較して、支援との関係に独自性がある。

支援と結びつきにくい状況にあるとも言える(長い間のひきこもりが支援との距離を遠く

したのであるが、支援との距離が遠いため、これからもひきこもりが長引く可能性がある

とも言える)。

図３ ひきこもる人の状況と主な支援手法（概念図）

(支援開始後おおむね半年～１年後の状態を想定)

大まかな年齢区分（主な支援対象）と支援手法の活用状況

年齢段階とひきこ ①おおむね 10代後半 ②おおむね 20代 ③おおむね 30代以上
もり期間

主な支援手法

比較的短期

(半年～ 1、2年 ) 
中期

(2、3年～数年 )
長期

(数年～ 10年以上 )

家族面接・家族支援

家族グループ支援、 
ライフプランに関

する支援を含む

10代後半では、 
本人との面接

実現の可能性

が高い。

20 代 (特に後半 ) 
では、本人面接

が実現しない

ことが多く

30代以上では、
本人面接、

訪問の了解

共に困難に

本人への

訪問サポート、

手紙・メールなど

アウトリーチ支援

訪問拒否も

多くはない。

(概して、

人との親和

性が高い

時期である。）

なる。

訪問の

了解も

得がた

くなる。

になる。

家族面接

が長期化

する。支

援を諦める

家族もいる。

本人の

相談室来所面接

居場所支援

（一部就労支援も）

支援者・支援団体 
の例示 (注 )

↑支援者 (団体 ) A 
の主たる支援対象

↑支援者 (団体 ) B 
の主たる支援対象

↑ 支援者 (団体 ) C
の主たる支援対象

（注）各支援者(団体）( A、B、C)が、どの年代（ ①②③）を「主な支援対象」にしている
かにより、支援手法・支援困難度は大きく異なる。

- 5 



図３は、支援体験をヒントに、「支援開始後、おおむね半年～１年後」（通常、ある程

度の支援関係形成が期待される時期）を想定し、「ひきこもる人の状況 (特に年齢・ひき
こもり期間 )と支援手法の関係」を概念的に示したものである。
「①おおむね10代後半」の若い当事者の場合、人との親和性も高く、様々な支援手法へ

の誘いに対して関心を示す傾向が強い。しかし、年齢が進み「③おおむね30代以上」のグ

ループの中にいる「長期・年長ひきこもり」の当事者の場合、本人との面接が実現しない

こともある。仮に、本人との面接が実現しても実現までに長い時間を要する。このような

人の場合、新しい様々な(支援)体験に対して回避的傾向があるため、有効な支援手法が少

なくなる。有効な支援手法を開拓することを含めて、即効性はなくても、多様な支援を長

期間継続する必要がある。こうして本人がいずれかの支援手法に親しみを感じてくれるの

を待つ必要がある。「②おおむね20代」の当事者の場合、 ①と③のグループの中間的な特
徴を示すことが多いであろう。

なお、支援者が関係者と支援を語り合う場合、あらかじめその支援者の「主な支援対象」

（図３）を明らかにすることで、誤解を避けることができ、相互理解が深まるであろう。

６)ひきこもる人の個別事情と長期・総合支援

（１）アセスメントと支援方法

ひきこもる人の支援においては、その人の状態像や思いをよく把握し（アセスメント）、

状態像や思いを踏まえた支援方法を選択する必要がある（図４参照）。特に長期・年長ひ

きこもり者支援においては、総合的な（多様な）支援を長く継続する必要がある。

図４ ひきこもる人のアセスメントと長期・総合支援のイメージ

ひきこもる人の個別の諸事情

（ひきこもり状況）の例示

－アセスメント－

可能な支援 その人を知る、

内容の例示 支援ニーズを

－多様な支援方法－ 知る

どんな支援方法があるか

状態像 年齢、精 神 家 族 健康度 困 難 地域特

（右の諸 性別、医 学 状況 （生活 度（不 性、学

要素の全 ひきこ 的 診 （ 高 力・社 安 ・ 校・職

体的まと もり期 断 齢化、会生活 対 人 場環境

め・関連 間など 経 済 力・希 関 係 ・社会

づけ） 問 題 望 な 困 難 資源状

など）ど） など）況など 
①家族・本人カウンセリング、訪

問サポート、手紙サポートなど

（支援目的、支援方法、関与する支援者、

支援の場、支援期間など） 
必要かつ可能な支援方法の選択

支援方法の組み合わせ 
－支援実践－ －支援評価－

（何をなしつつあるのか、 
何をなしえたのか）

支援の経過・課題 
各支援の効果・課題

諸支援の総合的効果・課題

②家族・本人支援ソーシャルワー

ク、親の会、兄弟姉妹の会など

③居場所・当事者会・作業所など

④就労準備支援、就労支援（職業

紹介、ジョブコーチなど）

⑤精神科的治療（精神療法・精神

科デイケア・入院・訪問看護等）

（２）ひきこもる人の個別事情（事例）と支援方法の組み合わせ

それぞれのひきこもる人(事例Ａ～事例Ｆ)の事情により、活用される支援方法（その組

み合わせ）は異なってくる（図５参照）。特に、長期・年長のひきこもる人の支援におい

ては多様な支援方法を長期間活用する必要がある。事例C、事例E、事例Fなどは長期・年

長のひきこもる人を想定している。
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図５ 個別事情（本人・家族）と支援方法の組み合わせ

個々の事例(本人・家族 ) 事例 A 事例 B 事例 C 事例 D 事例 E 事例 F
支援方法例 

①家族・本人カウンセリング、訪

問サポート、手紙サポートなど 
②家族・本人支援ソーシャルワー

ク、親の会、兄弟姉妹の会など 
③居場所・当事者会・作業所など 

④就労準備支援、就労支援（職業

紹介、ジョブコーチなど） 
⑤精神科的治療（精神療法・精神

科デイケア・入院・訪問看護等）

２ 長期・年長のひきこもる人との支援関係の形成―共同支援を基本にー

１）長期・年長のひきこもる人との支援関係形成

長期・年長のひきこもる人とは、多くの場合、容易に支援関係を形成することができな

い。支援関係の形成と維持が難しいから、ひきこもりが長期化したとも言える。支援者は

家族と協力し合い、様々な工夫をして支援関係の形成を図る。筆者の場合、特殊な対応で

はなく、次のように常識的な対応を根気よく続けることにしている。 
①親を介して来所面接や訪問の受け入れを要請する。具体的には、間接的対話法（２）

参照）の活用、手紙･メールを届けることにより、本人から交流の了解を得る努力をする。

手紙が無理なら、支援者と親とのスナップ写真なども活用する。 
②時間をかけることが基本である。半年、１年、２年以上の働きかけが必要になる。 
③特定の支援者からの働きかけだけでなく、異なる年齢、性別、趣味などの人と交代す

る(あるいは併行支援)こともある。支援チーム (ミニサポートチーム)を活用することも望
まれる。ミニサポートチームとは、 2、3 の支援者がチームで役割分担をしつつある当事
者を支援する方式である。 
④こうして、柔軟に、粘り強く、本人と交流できる回路･時期･機会を探す（待つ）。 
⑤親・家族も様々な意味で悩んでいる。そこで、ひきこもり支援の多くの部分は親・家

族の支援であると考えて、親家族と共同で本人を支援する支援体制づくりを進める。親の

会などへ参加の機会を提供し、同じ悩みを他の親と共有する機会をつくることも支援の重

要なポイントである。

２）間接的対話手法の概要について

長期・年長のひきこもる人は通常自ら相談に訪れることはない。筆者の場合、「家族を

介して本人に働きかけ対話する方法」である「間接的対話手法」を活用している。要点は

以下のとおりである（図６参照）。 
①支援者の何らかの意図・希望を、親を介して本人に伝える。 
②本人の回答・本人の思いは、親を介して支援者に伝わる。 
③この循環する回路により、間接的対話が成立する。 
④親には、支援者の意図を解説（代理回答）せず、仲介人に徹してもらう。 
⑤支援者の伝言は、「文通をしたい」「訪問したい」「相談室で会いたい」などである。

この方法は、かなりの時間(年月)がかかり、確実な方法でもないが、１、２年後に本人

が面接に訪れたり訪問を受け入れることもある。
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図６ 本人と支援者とが間接的に対話する手法

支援者の何らかの意図・希望を、親を介して本人に伝える。本人の回答は、

親を介して支援者に伝わる。この循環する回路により、間接的対話が成立する。

親には、支援者の意図を解説（代理回答）せず、仲介人に徹してもらう。

支援者の伝言は、「文通をしたい」「訪問したい」「相談室で会いたい」などである。

親を媒介とするこの回路の形成は、直接対話と違いかなりの時間がかかる。

①本人への何らかの意図を

支援者 親に伝える。 親

→仲介 
←

④本人の回答を

支援者に伝える。

→仲介 
⑤本人からの回答

について支援者の

意図を伝える。

（本人への影響）

→ 支援者を 
仲介← 意識する。

対話の主体者

としての実感

→ を持つ。

②支援者の意図を

本人に伝える。 本人

③本人からの回答

⑥支援者の意図を

本人に伝える。

（以後は、 ③④⑤⑥を繰り返すが、
一時的に休憩も挟む。）

３）親子間の適正距離を基礎にした支援

ひきこもる若者の支援においては、彼らが、彼女らが、（実際に大人としての行動をし

てるかどうかとは別に、あるいは大人としての行動ができていないからなおさら）、大人

として認めてほしいという思いをもっている。このような事情を踏まえ、親子の間でほど

よい距離を取る必要がある。これが「親子間の適正距離」である（図７）。

特に長期・年長のひきこもる人は、ひきこもり期間が長く年齢が高くなるにつれて、自

分が「大人である（ありたい）」という思いと「実際の自分の達成状況」との間の乖離が

大きくなっている。それは、「彼自身の達成状況」と「親の期待」の乖離でもある。親は

我が子の「触れられたくない領域」に深い関心がある。しかし、ひきこもる息子（娘）は、

ここだけは触れられたくないと拒否したり、怒りを爆発させたりする。そのことにより親

子関係が緊張をはらんだものになっている。親と子が、日常的に争っていたり、関係を拒

否していたり、一触即発の葛藤・緊張関係になりがちである。

このような場合、親が、本人と適正な関係を維持することが重要な課題になる。触れば

痛む (双方が傷つく可能性がある )距離（親子間のトラブルを引き起こす距離）（B） に無
理に接近せず、さりとて、思いあまって突き放す（C）こともしない距離である。この距

離は、親子関係の状況次第で多少接近したり離れたりするが、大きな動揺はない方がよい。

「付きすぎず、離れすぎずのほどよい距離」（A） である。なお、図７に示す「親・家族

の姿勢の例示」は、訪問サポーターの姿勢としても有効である。

親子が B－Cの間を揺れ動いている間は、親子関係の葛藤が深刻化し、「神経を消耗す
る」緊張した関係が続く。親子（特に親の努力により）が試行錯誤をしながらも、徐々に 
Aの状態に近づいていく努力をすることにより、おだやかな相互関係が得られるようにな

り、浅いレベルではあっても途絶えていた親子の会話が再開されることもある。しかし、

「親子間の適正距離」を確保することは、一朝一夕にできることではない。苦労もあり迷

いもある道筋である。支援者もこの過程に気長に同行する必要がある。
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