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要 約

ひきこもりは、現在数 10 万人規模で存在しており大きな社会問題となっている。彼らは行動するこ

と・就労することへの動機付けが低いため、仮に何らかの行動を起こしたとしても、適切な配慮や手立

てを講じなければ再びつまずきひきこもり状態に戻る可能性がある。本研究は、グラウンデッド・セオ

リー・アプローチを用いて、これから就労しようという意思を持ち始めたひきこもりが「なぜ就労しよ

うとしているのか」、「何に不安を抱え、また何を求めて就労をしようとしているか」、「就労することの

意味は何であるか」などを、当事者自身の語りから明らかにすることとした。その結果、インタビュー

データに基づいて生成された複数の概念間の関係から、【アイデンティティ未確立】【せめぎあい】【現

実と向き合う】の 3 つのカテゴリーと 16 の概念及び 15 の下位概念が得られた。この 3 つのカテゴリー

は時系列で説明されるものであり、ひきこもりが就労に向けてたどる心的プロセスであることが示唆さ

れた。そしてこの心的プロセスモデルを元に、それぞれの段階に応じた支援策の指針や、支援者側に共

通した介入の視点を検討することとした。
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1．問 題

（1）ひきこもりの概要

ひきこもりは、対象者の年齢・所属がないこと・問題

の質などの点から実数を把握するのが困難であり、アン

ケート調査等で抽出されたデータから母数を推定するし

か方法がない。尾木（2001）は講演会参加者を中心とし

た一般市民 2934 人を対象に行ったアンケート調査の結

果、家族にひきこもりの事例を抱えていたのは全体の

3％に及んだとし、この調査結果からひきこもり人口を

80 万人から 120 万人の間と推定した。一方で、三宅

（2005）は精神障害疫学調査にともなう実態調査の結果、

ひきこもりの数を 32 万人と推定した。この 2 つの調査

間で、推定される人数に差があるが、おそらく現在も数

10 万人規模のひきこもりがいるのは確かであろう。

ところで、ひきこもりは、米国精神医学会による精神

疾患の分類と診断の手引き（DSM- Ⅳ）から引用した

「社会的ひきこもり」（social withdrawal）の用語のもと

で定義づけられ、「① 6ヶ月以上自宅に引きこもって社

会参加しない状況が持続しており、②分裂病などの精神

病ではないと考えられるもの。ただし、社会参加しない

状態とは、学校や仕事に行かないまたは就いていないこ

とを表す」とされる。この定義に含まれるグループに

は、精神医学的に見て病理性の高いものから、ほとんど

病理性とは無関係なものまでかなり多様である（斉藤、

1998）が、これは「ひきこもっている」という状態像を

定義しているためである。

（2）就労・復帰支援の現状と必要性

佐藤（2001）は、ひきこもりが就労することが困難な

理由として、ア．自己効力感の低さ、イ．「働いている

人は皆すごい」という般化、ウ．「適職」と「天職」と

いう言葉の影響の 3つを挙げ、これらが就労動機を低下

させていると述べた。もともと行動すること・就労する

ことへの動機付けが低いため、適切な配慮や手立てを講

じなければ再びつまずき、ひきこもり状態に戻ってしま

う可能性がある。このことは、「ようやく外の世界に触

れることができたとしても，そこに受け皿がない場合は

再び家に篭る」という小林（2004）の研究からも示され

ている。このように、ひきこもりが社会復帰するには就

労支援が重要であるにもかかわらず、ひきこもり専門の

就労支援・デイケアの実施率は低い（伊藤、2003）。米

国における精神障害者のための個別的就労支援（Indi-

vidual Placement and Support）では、メンタルヘルス

上の問題をすべて克服せずに、困難を抱えながらも就労

支援を行っていくことで大きな成果をあげている。ひき
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こもり支援においても、この方法論は同様に適用可能で

ある（伊藤、2003）。よって、彼らの抱えている問題点

を理解しながら復帰支援をしていくために、当事者側の

視点に立った有効な支援策を検討することは急務である

と考えられる。

2．目 的

回復期にあるひきこもりは、社会復帰したいが様々な

要因から復帰出来ずにおり、些細なきっかけから再度ひ

きこもってしまう可能性がある。この段階が、ひきこも

りが最も長期化しやすいところでもある。そこで本研究

は、これから就労しようという意思を持ち始めたひきこ

もりが「なぜ就労しようとしているのか」、「何に不安を

抱え、また何を求めて就労をしようとしているか」、「就

労することの意味は何であるか」を、当事者自身の語り

から探ることとした。そしてこのインタビューデータか

ら当事者の側に立った支援策と、支援者側に共通した介

入の視点を検討することとした。

3．方 法

（1）調査フィールドと被検者

被検者は、ひきこもり支援団体 A において就労を希

望し支援を受けている者（info2,6）、またフリースペー

ス B に入会し、就労への希望がある者（info1,3,4,5）

を対象とした。団体 A は、メンタルフレンドによる家

庭訪問活動と当事者の親の会を中心に活動を展開してお

り、就労・進学を含めた自立と社会生活への適応を目指

している。つまり、全ての被検者が、他者とコミュニ

ケーションをとり、関係性を築くことが出来る段階まで

は回復している。調査対象者一覧を表 1 に示す。なお

info3、6 は就労を果たしているが、動き出せない時期に

何を感じていたのかを想起してもらうことで、この時期

の説明するための被検者として扱った。

（2）データの収集方法

2006 年 9 月から週 1 回程度の家庭訪問・個別面接を

行ってある程度の関係を築き、同年 11月〜 12月にかけ

て半構造化面接を検者と被検者の 1対 1で行った。面接

時間は 30 分から 60 分ほどで、面接内容は被検者の了解

を得て録音し、逐語録としてまとめた。しかし、男性 2

名、女性 1名から録音の許可が得られず、話を聞きなが

ら、検者が書き留めた後に整理、記録した。面接場所は

人の出入りがないように、個室で行なつた。

（3）質問項目

半構造化面接の質問内容は、以下①〜⑥のとおりで

あった。

① 今どのようなことに興味があり、どの分野の仕事に

就きたいと考えているか。

② 就労するにあたって、不安要素があるのかどうか。

またあるとしたら不安要素はどのようなものか。

③ なぜ就労しようと思ったのか（自分でそう思ったの

か、他者からの働きかけがあったのかなど）

④ 就労するまでに自分で準備しておきたい点

⑤ 働くことは自分にとってどういう意味があるのか

⑥ 将来的に、自分はどうなりたいか、理想の自分像に

ついて

なお調査に当たっては、研究の趣旨、録音すること、

データは研究目的にしか使用しないこと、引用する場

合には個人を特定できないように配慮することを説明

し、被検者の了解をとった。

（4）分析方法

① M-GTAとは

本研究では、木下の修正版グランデット・セオリー・

アプローチ（以下、M-GTA と記す。）を用いた。グラ

ンデット・セオリー・アプローチ（以下 GTA）は、質

的なデータを扱うことができるのに加え、プロセス的特

性を持った現象に適した分析手法である。本研究では

GTA の中でも、被検者の語るコンテキストを理解する

ことを重視し、データを切片化しない M-GTA を採用

した。

GTA に共通した基本的な手続きを、水野（2004）は

次のように整理している。ア．データ収集、イ．データ
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表 1 調査対象者一覧

男264

サポート高校卒業後〜（通信制大学に入

学するも通えず。フリースペースに通

う）

男265

Info

中学卒業後〜（26 歳時から自営業をし

ている父の事務作業を手伝う）
女266

年齢 性別 ひきこもり歴

大学中退後〜。週に数日、短時間勤務の

清掃業務を、半年に一度、一ヶ月間程度

している。

男331

中学卒業後〜（通信制高校を卒業）。1ヶ

月間ファーストフード店で接客をしたこ

とがある。

女222

社会人経験後、仕事をやめ数年間（30

〜 35 歳まで）。現在、福祉の非常勤をし

ている。

男373

高校卒業後〜（バイトを転々・フリース

ペースに通っている）



同士を比較し何らかのカテゴリーを見出す。（概念生

成）、ウ．データ収集と概念生成を繰り返し、カテゴ

リーを洗練する。（理論的サンプリングと継続的比較分

析）、エ．ウの手続きを進める中で、それ以上新しいサ

ンプルを得ても新たな知見を得られない状態（理論的飽

和）に達したら、そこでウを終了し、得られたカテゴ

リー及び、カテゴリー同士の関連から理論・モデルを立

ち上げる。

次に酒井ら（2005）を参照しながら、M-GTA につい

て説明する。まず、もっとも多様性のありそうな一人の

データを選ぶ。研究テーマに関連する箇所に注目し、そ

れが意味するものは何か分析し、その部分を具体例とす

る概念を生成し、分析ワークシートに記入する。分析

ワークシートとは、上記の要領で作った概念の名称、概

念の定義、概念の具体例となるデータ、そして、分析の

際に浮かんできたアイディア等を書き留める理論的メモ

と呼ばれるものの 4項目で構成される。なお、1 概念に

つき 1ワークシートの形式で進める。

② 本研究における分析例

実際に生成した概念を例に説明する。まずインタ

ビューデータの中で、分析テーマに関連する箇所「仕事

をしてお金を稼いでお金の使い方を考えることがいい。

そうするといらないものにお金を出さなくていいで

しょ。うちにいると逆に時間の使い方が難しいけど外に

出ていれば体を使うし、リズムも違う。」（info6）とい

う部分に着目した。次に、この部分についての意味を適

切に表現する言葉は何か、検討を重ねた結果「仕事をは

じめることで、予想される肯定的変化について考えるよ

うになっている。」と定義し、最終的に『仕事開始によ

る肯定的変化予測』という概念名を生成した。そしてこ

れらを分析ワークシートに記入した。分析ワークシート

は表 2 のようになった。

③ 分析の手続き及び概念の有効性の検討

概念の有効性は、まず作られた概念の具体例を新たな

データの中から見出せるかどうかである。見出せない場

合は、その概念が有効ではないと判断する。また、解釈

の恣意性を防ぐため、できる限り研究者の解釈とは反対

の例を考え、そのような概念がデータから作られるかど

うかを意識しながらデータをみていく。また概念を生成

し、その有効性を見ながら、同時進行で複数の概念間の

相互の関係を考え、カテゴリーというまとまりを作って

いく。そして、最終的に生成した概念とカテゴリーに

よって、明らかにしたい現象を説明する概念図を作る。

4．結 果 と 考 察

① 概念図

方法で言及したように M-GTA は質的データの解釈

が中心となるため、結果と考察を分けて論じることは非
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表 2 分析ワークシートの例

概念名 仕事開始による肯定的側面の予測

仕事を始めることで予想される肯定的な変化を考

えている。

仕事をしてお金を稼いでお金の使い方を考えるこ

とがいい。そうするといらないものにお金を出さ

なくていいでしょ。うちにいると逆に時間の使い

方が難しいけど外に出ていれば体を使うし、リズ

ムも違う。（info6）

具体例

就労することの意味を肯定的に考え始めているの

ではないか。

理論的

メモ

定義

アイデンティティ 
未確立 

・否定的な決めつけ 
自分へのきめつけ 

他者へのきめつけ 

・将来の見通しの不確定 
・現実に直面出来ない 
・他者への不安 

どう思われているか気になる 

他人に合せられない 

・失敗回避 
・生きがい・動機付けの喪失 

現実と向き合う 

・経験を生かす 
ひきこもり経験の他者への還元 

人生の帳尻合わせへの願望 

ひきこもり経験の意味づけ 

・自分に合う職場の模索 
自分に合う雰囲気を求める 

少人数の環境を求める 

・理想と現実のすりあわせ 
・働きたいという意思 
・スキル・資格で自信をつけたい 
・生きがいの再発見 

せめぎあい 

・自己肯定・自己受容 
仕事開始の肯定的面の予測 

肯定的な気持ちへのシフト 

ありのままの自分でいい 

・他者からの承認に対する 
  欲求と承認への不安 
・依存から自立へのシフト 
・やらなきゃという焦り 

非適応的 適応的 

図 1 ひきこもりが就労に向けてたどる心的プロセスモデル



常に困難である。そのため、以下に結果と考察をまとめ

て論じる。まず、生成された複数の概念間の関係から

【アイデンティティ未確立】、【せめぎあい】、【現実と向

き合う】の 3 つのカテゴリーと、16 の概念及び 15 の下

位概念が得られた。この 3つのカテゴリーは時系列で説

明されるものであり、ひきこもりが就労へ向かう心的プ

ロセスをあらわしていることが示唆された。この 3段階

は右へ行くほど、より適応的であるといえる。

図 1 は、ひきこもりが就労に向けてたどる心的プロセス

モデルを示している。

② カテゴリーと概念

（1）アイデンティティ未確立

【アイデンティティ未確立】について、各構成概念の

説明と発言例、生成された手順について表 3 にまとめ

た。
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表 3 【アイデンティティ未確立】の各構成概念の説明と発言例、生成された手順

構成概念 説明 発言例／生成された手順

生きがいや動機付けをなくしてしまい、動き出

す原動力がなくなっている状態。生 き が

い・動機

付けの喪

失

就労に関して、自分に対する決めつけ「自分に

は能力がない」「出来ないにきまっている」と、

相手に対する決めつけ「今の働いていない自分

は認めてくれないに決まっている」という、い

ずれも否定的な決めつけがある。

〈どう思われているか気になる〉〈他者に合わせ

られない〉という 2つの下位概念の関係から生

成した概念

他者からどう思われているか気になる、自分の

ペースを維持したいという気持ち、人との距離

のとり方が苦手ということから、根底に他者へ

の不安がある。

他者への

不安

例：「自分が真剣に探そうとか真っ向から向き

合っていこうとか考えると、ブランクとか現

実を知らされて傷つくのが怖いとかそういう

のでしり込みしちゃう感じ（info4）」

現実に直面したいという気持ちがありながら、

怖い・傷つきたくないという理由で出来ない。

現実から逃げ腰になっている。

現実に直

面出来な

い

〈過去の失敗行動による自己嫌悪感〉と〈自信

のなさ〉と〈逃げ出せないことへの恐れ〉いう

3つの下位概念の関係から生成した概念

過去、失敗した自分に嫌悪感を抱いていること

から、失敗を回避して行動を起こすことができ

ない状態に陥っている。また、簡単に失敗を回

避できない状況を恐れている。

失敗回避

例「それまでが勉強を生きがいにしてきたか

ら、何していいのか分からなくなってしまっ

て、それでもそれにしがみつかざるを得な

かった。これがなかったら他に何をしたらい

いのかって感じで。」（info4）「勉強するモチ

ベーションがないんだよね。」（info1）

否定的な

決めつけ

【アイデンティティ未確立】自体が 1 つの概念

でありカテゴリーでもある。

例：「友人にはなんて説明したらいいのだろう

とか考えてしまう」（info1）、「知り合った人

にも「今何やっているの？」と言われて，何

もしていないって言うのも嫌」（info2）

アイデン

ティティ

未確立

カ
テ
ゴ
リ
ー

例：「具体的にどういう行動を起こせば、どう

なるのかっていうのがあまり見えないって状

態ですね。」（info4）「何もしていないとこの

ままでいいのかな、なにかやらないといけな

いのかなとか考えてしまう。」（info1）

このままでは良くないことを感じているにも関

わらず、どうしていいのか分からない、やりた

いことがはっきりしないと見通しが立てられな

いことを訴えている。そのため、いざ就労しよ

うとしても、自分がどのように行動していいの

か分からない状態。

将来の見

通しの不

確定

概
念

〈自分に対する決めつけ〉〈他者への決めつけ〉

という 2つの下位概念の関係から生成した概念

『将来の見通しの不確定』、『否定的な決めつ

け』、『他者への不安』、『現実否定』、『失敗回

避』、『生きがい・動機付けの喪失』から、何も

行動出来ないという結果を生み出している。ま

たこのような状態を、他者に説明できない後ろ

めたい状態である。自分が何であるか説明でき

ない、つまりアイデンティティ未確立である。



（2）せめぎあい

【えめぎあい】について、各構成概念の説明と発言例、 生成された手順について表 4 にまとめた。
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例「何かあったときに逃げ出せないし、できな

かったらどうしようと思う。でも拘束はされ

ているからやらなきゃいけないのは怖い」

（info5）

仕事につくということは、嫌なことは回避して

きた今までの行動パターンが通用しないという

ことと考えている。

逃げ出せ

ないこと

への恐れ

下
位
概
念

人との距離の取り方が分からない、人間関係が

得意ではないなどの理由から、人にどう思われ

ているか気になっている。

どう思わ

れている

か気にな

る

例：「自分のペースでできるかどうかが不安で

す。他に人がいると，早くやらないといけな

いって考えてしまう。」（info1）

他者とどうペースを合わせていいのか分からな

いという不安。自分のペースを維持したいとい

う気持ちの表れでもある。

他人に合

わせられ

ない

例：「ヤングハローワークが紹介してくれたと

ころで、半年間パソコンを学ぶところがあっ

たんですけど、そこに自信がなくていけなく

て。」（info5）「今仕事をしていないことが自

信をもてない原因、後ろめたさを感じる原

因」（info4）

自信がないことで行動ができていない。また、

行動していないから自信がもてないという悪循

環が生まれている。自信のな

さ

例：「失敗するといやになるって感じですね。

自分がいや。」（info5）「今までバイトする・

しないで何回もバイトをドタキャンしている

んですよ。やるはずの仕事をやらなくて」

（info5）「今まで何度も面接をドタキャンし

ているんですよ」（info5）

過去に行動を起こそうという意図はあったが、

できなかった経験がある。それによって自己嫌

悪に陥っている。

過去の失

敗行動に

よる自己

嫌悪感

例：「長続きしないっていう、分かっているけ

ど決めつけているところがある。」（info5）

「長続きできないんじゃないかっていう。諦

めちゃうんですよ。」（info4）

自分は能力がないからできない、長続きしない

と行動を起こす前から決めつけている。「自分

は〜だ」と凝り固まった思考があり、そのこと

に気づいているがやめられない。

自分への

決めつけ

例：「そこ（今やっていること）を隠している

と本当に意味で仲良くなれない。」（info2）

「働いていないと認めてくれない。」（info2）

「年下の子と同期になるわけだから、仕事手

伝ってくれないとか、何かそういうような事

がイメージとしてある。」（info5）

働いていないと認めてもらえない、自分の現状

を隠していると本当の意味で仲良くなれないな

ど、他者は「きっとこうだ」という否定的な決

めつけ・イメージが生じている。

他者への

決めつけ

例：「人にどう思われているかも含めて距離の

取り方がわからない。」（info2）「自分は人間

関係が得意ではないので，人がどう思ってい

るか気になる。」（info1）

構成概念 説明 発言例／生成された手順

〈自己肯定〉〈「依存から自立へのシフト〉〈他者

からの承認に対する欲求と不安〉〈やらなきゃ

という焦り〉の概念から生成したカテゴリーで

あり、「せめぎあい」自体が 1 つの概念ではな

い。

自己を肯定的に捉えることが出来るようにな

り、自分にとって利益になることを予測し、親

から自立したいという気持ちが出てきている。

しかし、その反面、他者から承認されないので

はないかという不安や、やらなきゃいけないと

いう焦りの気持ちも存在し、両者がせめぎあっ

ている状態である。

せめぎあ

い

カ
テ
ゴ
リ
ー

表 4 【せめぎあい】の各構成概念の説明と発言例、生成された手順
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自己否定・現実否定から、ありのままの自分を

受容することが出来るようになること。ありのま

まの自分

でいい

例：「人とつながっていたいとか、人に認めて

もらいたい。」（info2）「心配って言うか（同

期の人たちと）仲間に入れるかって心配はあ

りますね。」（info5）

いざ行動しようというときに、相手は受け入れ

てくれないのではないかという不安と、集団の

中に入り、受け入れられたい・認められたいと

いう欲求が存在している。

他者から

の承認に

対する欲

求と不安

例：「やんなきゃっていう気持ち。やりたいっ

ていう気持ちではなくて』（info1）「（ひきこ

もっていたときは）頑張らなくちゃって思っ

ていた。」（info3）

行動を始めるのは、やりたいからではなく、

「やらなければ」「頑張らなければ」という焦り

からである。必要に迫られて、という面が強

く、その意味では消極的な行動志向といえる。

や ら な

きゃとい

う焦り

概
念

仕事を始める自分に対して肯定的になれるし、

ありのままの自分を受容できるようになるから

ポジティブに行動しやすくなるという相互作

用。

例：「自分の力で働いてお金を稼いで、親に頼

らず、生活できていくっていうのが、それが

できているのとできていないのが大きいかも

しれないですね。それも自信につながるって

いうか。」（info4）「しっかりしなきゃって

思っています。いろいろなことをきちんとこ

なせるようになりたいなと。自分の生活全般

を要領よく。」（no6）

今現在は親に依存している状態である。しかし

経済的に親から自立すること、生活リズムを整

えることなどの行動の変化が自信につながると

いう予測。
依存から

自立への

シフト

例：『実際やれば、仕事を始めることによって、

自信とか充実感を味わえるのではないかと思

います」（info4）「世界が広がるって言うか，

行動範囲が広がる」（info2）「仕事をしてお

金を稼いでお金の使い方を考えることがい

い。そうするといらないものにお金を出さな

くていいでしょ。うちにいると逆に時間の使

い方が難しいけど外に出ていれば体を使う

し、リズムも違う。」（info6）

今現在では、就労を含めて動いている状態では

ない。しかし、仕事を始めることで自分がどう

変化できるか、またどのような利益が得られる

か予測できるようになってきている。例えば、

充実感が得られる、行動範囲が広がる、人に自

分のことを話せるようになる、など、仕事を開

始することで得られる肯定的なものごとの予測

である。

仕事開始

の肯定的

側面の予

測

下
位
概
念

例：「自分は内向的でネガティブな思考だから，

ポジティブに自分から動けるようにしたい。」

（info1）「自分の中で傷つくのを怖がってば

かりいないで、やりたいこととかに対して、

気持ちが前進していけるように気持ちを持っ

ていきたい。」（info4）

今はできないが、自己を肯定的に考え、肯定的

な行動をしたいと望んでいる。自分はネガティ

ブであったり、内向的であるというイメージが

あり、行動面でも、気持ちの面でも肯定的にな

りたいという理想がある。

肯定的な

気持ちへ

のシフト

例：「対人関係が苦手，引きこもっていうこと

をそのまま受け止める。」（info3）「まあいい

かって感じになれたら。まあうまくいかなく

てもいいかって感じになれればいい。」

（info4）

自 己 肯

定・自己

受容

〈仕事開始の肯定的側面の予測〉〈ありのままの

自分でいい〉〈肯定的な気持ちへのシフト〉の

3つの下位概念の関係から生成した概念



（3）現実と向き合う

【現実と向き合う】について、各構成概念の説明と発 言例、生成された手順について表 5 にまとめた。
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表 5 【現実と向き合う】の各構成概念の説明と発言例、生成された手順

今の状況を変えたいという気持ちがあり、働こ

うという意思が現れてきている。焦りからでは

なく、自発的な行動への志向と考えられる。

働きたい

という意

思

例「とにかく大卒の資格を取りたいんです。」

（info5）「資格に学歴は関係ないし、支えに

なっている面がある。1 つでも支えがあると実

は動けたりする」（info3）

「資格で人間関係が保てる。自分も捨てたもの

じゃないって思える。」（info3）

パソコンスキルや、ヘルパー、ボイラー・電気

工事士など実務的な資格を取得することが、自

信につながる。自分を他者に語るための材料に

なるという考え。

スキル・

資格で自

信をつけ

たい

〈ひきこもり経験の他者への還元〉、〈人生の帳

尻合わせへの願望〉〈ひきこもり経験の意味づ

け〉の 3 つの下位概念の関係から生成した概

念。

例「ひきこもりだから採用（された）とか堂々

と言えるようにしたい。受け入れられる場所が

あっていいと思う。」（info3）

自分に向くにしろ、他者に向くにしろ、これま

での経験を踏まえて、これから就く仕事で還元

したいという気持ちがある。ひきこもり経験、

つまり、これまでの自分に向き合うことでもあ

る。

経験を生

かす

発言例／カテゴリーの生成説明構成概念

概

念

例「（仕事が生きがいにならなくても）ちゃん

と仕事をして、その傍らで他に生きがいを持て

ることを見つけたり、あと、友達関係なんかで

もバランスをうまく保てるようになれたら」

（info4）

生きがい

の再発見

例「最近は親に言われてというよりは、自分が

今の状況がいやとか、自分でこうなりたいから

働かなきゃっていう感じが強い〉（info4）「働

かないといけないっていうよりも働きたいって

気持ちです。」（info6）

理想と現

実とのす

り合わせ

理想と現実のすり合わせをしている段階。「理

想は〜だが、現実的に考えると〜である」と柔

軟に思考できるようになっている。

例「仕事が生きがいになれたらいいですけど、

そればっかり求めているとなかなか見つからな

い。理想はそうですけどそれ以外で好きなもの

があれば、それをするために仕事をするという

か」（info2）「心のケアとかにも興味があるん

です。そう思うときと、就職のことを考える

と、事務系でも就職したいなとか、なんか目標

というのがブレるんですよ。」（info4）

自分に合

う職場の

模索

自分にどのような職場が合うか、自分はどのよ

うな環境なら就労できるか考えている。理想で

はなく、現実的にできる範囲で考えるように

なっていることは、実際の就労へつながる。

例「それほど人が多くなくて本当に仲間という

か和気藹々とやるほうがいい」（info2）「こつ

こつやっていく仕事がいい少人数で 3人くらい

なら大丈夫かな。それにいついつまでにってい

う期限があったほうがいい。（期限が）迫って

きていると、目標になっていい」（info6）

かつてとは異なっていても、再び生きがいとな

ることを見つけたいということ。

〈経験を生かす〉〈自分に合う職場の模索〉〈理

想と現実のすり合わせ〉〈働きたいという意思〉

〈資格・スキルで自信をつけたい〉〈生きがいの

再発見〉の概念から生成したカテゴリーであ

る。

今までの自分の経験を振り返って意味づけ、こ

れからに生かそうとしている。また、自分を見

つめて、適性を模索していている。自分が仕事

をするためにどうしたらいいのか、現実的に考

える必要性も感じている。他者に役に立つこと

を考えることで、自分の役割についての自覚も

生まれてきている。これらは、現実に直面して

いこうとしているからこそできることである。

現実と向

き合う

カ
テ
ゴ
リ
ー



5．ま と め

（1）総合的考察

本研究では、これから就労しようという意思を持ち始

めたひきこもりに焦点を当てることで、彼らのたどる心

的プロセスについて仮説的な知見を得ることができた。

このプロセスには 3段階あることを説明してきたが、最

初の段階【アイデンティティ未確立】では、自己否定や

他者に対しての不安・決めつけ、生きがいの喪失が行動

できない状態を強めており、「自分はどうしたいのか分

からない」「自分自身の現状を他者に語ることができな

い」ことにつながっている。これは、就労に向かいたく

ても動き出せない状態を表している。

第 2 段階【せめぎあい】では、自己肯定が出来るよう

になり自立を目指そうとしつつも、他者に対する承認欲

求と不安・「やらなきゃ」という焦りも見られ、置かれ

ている現状と期待の間で揺れ動いている状態を表してい

る。

第 3 段階【現実と向き合う】では、これまでの経験を

生かしつつ、多角的な視点で自分に合う職場を模索する

ようになる。これは、現実に直面しようという気持ちの

具体化とも考えられる。そして、これまでの経験を自分

自身や他者に生かそうとしているところから、自らの役

割についての自覚も見られてきている。

時系列で見ると、【アイデンティティ未確立】で示さ

れた問題点を少しずつ解決していくことで、自己肯定・

自己受容が出来るようになっていき、その肯定的な気持

ちの変化が現実と直面する勇気を与えてくれて、より適

応的な状態となるというプロセスになる。言い換えれ

ば、就労に向かうということは、様々な葛藤を抱えなが

らも自分を変えたいという気持ちに支えられながら、自

分を振り返って社会の中に位置づけていく作業であると

いうことではないだろうか。

（2）介入の視点の検討

本研究の目的は、ひきこもりの当事者から得たインタ

ビューデータを元に、当事者の側に立った支援策と、支

援者側に共通した介入の視点を検討することであった。

①【アイデンティティ未確立】

ア．当事者の気持ち・状態をそのまま受け止める

この段階では、当事者の就労に対する不安要素が多

く、行動を起こすことができていない。前述したように

この不安要素には様々な要因が存在する。蔵本（2001）

は、ひきこもりの抱える不安や心配に対して、当事者に

寄り添って本人の気持ちに付き合うことの必要性を主張

している。この時期は、行動できていないという事実

を、支援者側がそのまま受け入れることが求められる。

イ．他者との相互作用の中での学び

ひきこもっている彼らの成長・回復とは、まず「あり

のままの自分でいられる居場所」に形成される小集団と

いう相互作用の場に復帰（参加）することである（山中

ら、2005）。つまり、就労に向かうまでの動機付けが少

ない当事者に対しては、積極的に介入するよりも、フ

リースペースやセルフヘルプグループなど当事者同士の

関わりがもてる機関を紹介することも有効な支援ではな

いかと思われる。こういった集団では、人間関係や将来

に対する不安や悩みを当事者間で共有することが出来る

し、また回復していくメンバーの成長を目の当たりにす

ることは「こんなふうになりたい」と動機付けを高める

ことにつながるからである。

②【せめぎあい】

ア．肯定的な気持ちの変化を認める

蔵本（2001）は、ひきこもりが就労の目的に向かって

先に進むためには今の自分を本人が肯定することから始

めることが必要であると主張している。本研究でも、現

実・自己否定から、自己肯定の段階を経て現実に向きあ

い動き出すことが出来るようになる、という結果になっ

た。この段階で起こっている当事者の気持ちの変化は、

就労に向けての行動を促すための重要な要因である。ま

た支援者側は、当事者の肯定的な変化を認めるだけでは

なく、当事者にその変化を気づかせることが求められ

る。
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例「100％にしたいって思っていた。ひきこ

もっている状態がマイナスだから 120％にしな

いと収支が合わない」（info3）「これだけ嫌な

思いをしたんだから報われないとだめだなって

（info3）」

就労することで、ひきこもり経験から報われた

いという気持ちがある。自分に合

う雰囲気

を求める下

位

概

念 「気になるのは人間関係なんで、働く業種とい

うよりはその場の雰囲気が気になります。」

（info2）「やりたいことがあっても、自分に

合った場所で働きたいです。」（info2）

人生の帳

尻合わせ

への願望

自分に合う雰囲気の職場を模索し、働きたいと

いう気持ちがでてきている。



イ．行動を急がせない

この段階では、当事者に気持ちに変化が起こっている

とはいえ、急いで行動を促すことは避けなければならな

い。支援者側は、当事者のやりたい気持ちばかりを尊重

し、就労に向けての行動を起こさせるよう働きかけるこ

とは危険である。なぜならこの時期は焦りも強く、本当

に自発的に行動しているか分からないからである。この

段階で行動を急がせることで、新たに失敗経験を積み重

ねてしまう可能性もあり、せっかく高めた動機付けを失

い、またひきこもってしまうこともあり得る。

③【現実と向き合う】

ア．段階的な目標設定

この段階では、ようやく就労へ向けての行動が始ま

る。とはいえ当事者は就労経験がない（または乏しい）

ので、段階的に目標を立てる必要がある。②の段階とも

通じるが、行動を急がせるのではなく、できることから

目標に設定することが重要であろう。数名の被検者も足

を運んでいた、ヤングハローワークやヤングジョブス

ポットなど公共の支援機関で就労に向けたトレーニング

をしたり情報を得ることも良いと思われる。また、資格

やスキルを得ることが自信につながるので、これを目標

の 1つとすることも良いであろう。

イ．自己理解を促進する

この段階は現実に直面することへの意思がみられるこ

とから、自己に向き合い、理想と現実のすり合わせをし

ていく準備ができていると考えられる。自己に向き合う

ということは、これからの人生に向けひきこもっていた

経験を、何らかの形で生かし、自身の人生の一部として

位置づけるということである。そして、ひきこもりが職

業を選択し、今後の方向性や長期的な目標を立てるため

には、自己を理解することが重要である（宮城、2005）。

自分の好き・嫌い、興味関心、得意・不得意、ありたい

自己像や自分の役割、さらには今後の自分へ向けて具体

的に行うべき行動は何か、などが自己理解のための項目

であると考えられる。これらのことから、この段階では

多くの自己理解に関わる項目に気づかせ、具体的に就労

につながるよう働きかけることが必要である。

以上、介入の視点を述べたが、支援者はまず当事者が

どの段階にいるのかを見極め、適切な支援策を講じてい

く必要があることは言うまでもない。

（3）今後の課題

① 結果の一般化の可能性

本研究では、実際にどの程度行動しているか差がある

にせよ、就労しようという意思のあるひきこもりを対象

者とした。問題はこの結果がどれだけ、普遍性を持つか

ということである。GTA は実践的活用を明確に意図し

た研究方法として考案されており、データが収集された

現場と同じような社会的場に戻されて、そこでの現実的

問題に対して試されることによって、その出来ばえが評

価されるべきである。応用が検証である視点と、応用者

が必要な修正を行うことで目的にあった活用ができるこ

とを重視する（木下 2003：29）。そこで、本研究で導

き出されたモデルを当事者に対して検証・修正していく

とともに、さまざまな就労支援の現場でも応用していく

ことが必要であると考えられる。

② 縦断的研究の必要性

今回は 6名を対象にしたが、この 6 名が今後どのよう

に経過していくのか、予後を縦断的に調査することが必

要である。今回の生成した各概念について、調査対象者

がどのように捉えているか、また、実際に就労していく

中で、どのような不安要素や肯定的な要素ができてくる

のか、調査当時の気持ちからの変化を見ていく必要があ

る。

③ 本研究の発展可能性

今後は、就労を果たした元当事者に対して「就労を考

えるようになったきっかけ」をインタビューする必要が

あると考えられる。就労を考えるようになるに至った気

持ちや、行動の変化を明らかにすることは、社会復帰・

就労を求めていないひきこもりに、就労に対するレデイ

ネスを構築するためにはどのような介入方法が効果的な

のかを検討する材料となると推察される。
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