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表紙について
片時も一つの姿にとどまらず、刻一刻と形をかえていく砂漠。
その砂漠のように、実体をつかむことが難しい現代社会で
「福祉」がどのような役割を果たすことができるのかを
見る者に問いかける。



ウィズコロナ時代の Human Welfare 研究

人間福祉学部長 武 田 丈

昨年度のこの『Human Welfare』の巻頭言で、「2021年度の授業に関しては基本的に
対面で実施することが 2020年 11月下旬に村田学長によって発表された」と記したが、
2021年度も残念ながらほとんどの授業がオンラインとなってしまい、昨年度に続きキ
ャンパスライフも大きく制限され、学生にとっても、また教職員にとってもフラスト
レーションやストレスがたまる 1年となってしまった。
幸い 2021年の秋になって日本国内では多くの人がワクチン接種を受け、また第 5波
が収束したことに伴い、まだまだ予断を許さないが、少しずつ国内の活動制限が緩和さ
れだしている。関西学院大学でも、オンライン中心だった授業が 11月より対面授業中
心に移行するようになった。すでに実施されているワクチン接種に加え、今後経口薬の
承認、またウイルス自体の弱毒化などが進んで、一日でも早くポストコロナ時代が到来
することを願ってやまない。
この新型コロナウイルスの世界的なパンデミックは、世界中の、そして国内の中の格
差を可視化させたが、国連はこのパンデミックがおこる以前の 2015年に、「誰一人と取
り残さない」という共通理念のもと、地球規模の問題を解決するための 17の目標とそ
れを達成するための 169のターゲットからなる SDGs（Sustainable Development Goals＝
持続可能な開発目標）を採択している。この SDGs の 17の目標とは、1．貧困をなく
そう、2．飢餓をゼロ、3．すべての人に健康と福祉を、4．質の高い教育をみんなに、
5．ジェンダー平等を実現しよう、6．安全な水とトイレを世界中に、7．エネルギーを
みんなに そしてクリーンに、8．働きがいも経済成長も、9．産業と技術革新の基盤を
つくろう、10．人や国の不平等をなくそう、11．住み続けられるまちづくりを、12．つ
くる責任 つかう責任、13．気候変動に具体的な対策を、14．海の豊かさを守ろう、
15．陸の豊かさも守ろう、16．平和と公正をすべての人に、17．パートナーシップで目
標を達成しよう、である。これらの目標は、まさに社会福祉、社会起業、人間科学を基
礎とする人間福祉学部・人間福祉研究科の教育や研究と合致するものである。
関西学院がキャンパス内の性別、年齢はもとより、国籍、人種、民族、出身地、主た
る言語、宗教・信仰、身体的・精神的特徴、セクシュアリティといった違い（ダイバー
シティ）を尊び、それぞれの能力を発揮できる環境づくりに向けて努力していくという
通称「インクルーシブコミュニティ宣言」を 2010年に発表したように、人間福祉学
部・人間福祉研究科もウィズコロナ時代においてダイバーシティを尊重し、すべての人
たちのウェルフェアの向上のために社会の中の格差に立ち向かっていく存在であり続け
ることを宣言する。

巻頭言
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生田正幸教授 略歴・主要業績

－略 歴－

学 歴
1977年 3月 龍谷大学文学部社会学科社会福祉学専攻卒業
1977年 4月 佛教大学大学院社会学研究科博士前期課程社会福祉学専攻入学
1979年 3月 佛教大学大学院社会学研究科博士前期課程社会福祉学専攻修了（社会学修士）
1983年 3月 佛教大学大学院社会学研究科博士後期課程社会学・社会福祉学専攻単位取得満期退学

職 歴
1982年 4月～1989年 3月 大阪府立老人総合センター調査研究室勤務
1989年 4月～1992年 3月 龍谷大学短期大学部社会福祉科 専任講師
1992年 4月～1999年 3月 龍谷大学短期大学部社会福祉科 助教授
1999年 4月～2001年 3月 龍谷大学短期大学部社会福祉科 教授
2001年 4月～2008年 3月 立命館大学産業社会学部 教授
2008年 4月～2022年 3月 関西学院大学人間福祉学部 教授

関西学院大学大学院人間福祉研究科 教授

学内職務
2013年 4月～2016年 3月 関西学院大学情報環境機構副機構長
2017年 4月～2021年 3月 関西学院大学情報環境機構副機構長
2021年 4月～2022年 3月 関西学院情報化推進機構副機構長

特集 退職記念

5



－学会及び社会における活動等－

所属学会
日本社会福祉学会、社会政策学会、日本地域福祉学会
日本福祉介護情報学会 副代表理事（2000年～2015年）、代表理事（2018年～現在）

社会活動
1989年 5月～1990年 5月 全国社会福祉協議会「福祉キーワード検討委員会」委員
1990年 5月～1992年 3月 京都市「新京都市基本計画研究会」委員
1990年 5月～1991年 3月 社会福祉・医療事業団「福祉・保健情報サービス事業専門委員」
1992年 2月～1993年 6月 全国社会福祉協議会「福祉標準分類コード等検討委員会」委員
1992年10月～1993年 6月 全国社会福祉協議会「福祉標準分類コード等検討委員会作業委員会」委員長
1992年10月～1997年 3月 滋賀県「特別養護老人ホーム・老人保健施設サービス評価委員会」委員（特

別養護老人ホーム部会部会長）
1993年 9月～1995年 3月 兵庫県社会福祉協議会「社会福祉情報システム研究委員会」委員長
1994年 5月～1995年 3月 厚生統計協会「老人保健福祉情報システムのあり方に関する調査研究委員

会」委員及び同作業委員
1994年10月～1996年 3月 兵庫県社会福祉協議会「社会福祉情報システム推進委員会」委員長
1995年 4月～1996年 3月 社会福祉・医療事業団「高度情報化の高齢者福祉への活用に関する調査研究

委員会」委員及び作業委員会委員
1995年10月～1996年 3月 厚生統計協会「ケアマネジメントに係わる福祉情報システムの在り方に関す

る調査研究委員会」委員及び同作業委員
1996年 4月～1997年 3月 健康保険組合連合会「高齢者介護サービスの地域差に関する調査研究委員

会」委員
1996年10月～1997年 3月 郵政省「高齢者・障害者の情報通信の活利用の推進に関する調査研究会 第

1分科会」委員
1996年11月～1997年 3月 神奈川県社会福祉協議会「かながわ地域福祉白書」編集委員長
1996年11月～1997年 5月 社会福祉・医療事業団「WHIS NET 検討委員会」委員
1997年 1月～1998年 3月 厚生省「保健医療福祉分野における GIS 地域モデル事業」推進部会委員
1997年 4月～1998年 3月 大阪府地域福祉推進財団「高齢者の生きがい・健康づくり等に関する事業検

討委員会」委員
1997年 4月～1998年 3月 堺市高齢化社会対策推進庁内委員会介護保険制度検討部会アドバイザー
1997年 4月～1998年 5月 ひょうご情報社会創生推進懇談会戦略的アプリケーション等専門委員会委員
1998年 2月～1998年 5月 ひょうご情報社会創生推進懇談会戦略的アプリケーション等専門委員会保

健・福祉・医療ワーキング委員長
1998年 2月～1998年12月 厚生省・保健福祉医療情報ネットワークのあり方等に関する検討会委員
1998年 9月～1999年 3月 （財）医療経済研究・社会保険福祉協会 医療経済研究機構「平成 10年度

介護保険における給付の支払方法に関する調査研究」委員会委員
1998年12月～2000年 3月 滋賀県介護保険情報提供システム研究会座長
1999年 6月～2000年 3月 （財）医療情報開発センター「介護サービス事業者間におけるデータ相互運

用性に関する調査開発事業」委員会委員
1999年 8月～2020年 3月 社会福祉・医療事業団「WAM NET 事業推進専門委員会」委員
1999年 7月～2000年 3月 （財）医療経済研究・社会保険福祉協会 医療経済研究機構「平成 11年度

『Human Welfare』第 14巻第 1号 2022
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介護保険における給付の支払方法に関する調査研究」委員会委員
1999年12月～2000年 3月 （財）医療情報システム開発センター「ケアマネジメントサポートシステム

標準化委員会」委員
1999年12月～2000年 3月 （財）医療情報システム開発センター「ケアマネジメントサポートシステム

標準化委員会作業部会」委員長
1999年12月～2000年 3月 郵政省「高齢者、障害者の情報通信利用に対する支援の在り方に関する研究

会」委員
2000年 1月～2008年 3月 社会福祉・医療事業団「長寿・子育て・障害者基金助成事業審査委員会」委

員
2001年 4月～2001年12月 医療情報システム開発センター 認定支援ネットワークシステム選定委員会

委員
2001年 4月～2001年 8月 総務省近畿総合通信局「高齢者情報リテラシー向上検討委員会」座長
2000年 9月～2004年 7月 日本学術振興会特別研究員等審査会専門委員
2002年 4月～2003年 3月 経済産業省「次世代介護情報システム検討委員会」委員
2002年 8月～2008年 3月 大阪府 IT ステーション支援研究懇話会委員長
2004年 3月～2005年 3月 2004年度長寿社会福祉基金（一般分）助成事業〔（財）医療情報開発センタ

ー〕による標準的な福祉・介護用語群の開発及び活用に関する検討委員会委
員及び作業委員会委員長

2004年 4月～2005年 3月 標準的な福祉・介護用語群の開発及び活用に関する検討委員会委員及び作業
委員会委員長

2005年 4月～2006年 3月 2005年度厚生労働省老人保健健康増進等事業〔（財）医療情報開発センター〕
による標準的な福祉・介護用語群の開発及び活用に関する検討委員会委員及
び作業委員会委員長

2006年12月～2007年 3月 総務省「高齢者・障害者の ICT 利活用の評価および普及」調査研究会座長
2007年11月～2008年 3月 総務省「高齢者・障害者の ICT 利活用による社会参加」調査研究会座長
2006年 4月～2011年 3月 堺市社会福祉審議会委員
2008年 7月～2016年 3月 福祉医療機構（社会福祉・医療事業団より名称変更）「長寿・子育て・障害

者基金助成事業審査委員会」委員長代理
2010年 4月～2016年 3月 社会福祉法人 大阪府社会福祉事業団法人理事
2010年 9月～2011年 3月 経済産業省 医療・介護周辺産業創出事業 IT 活用による介護事業者の経

営効率化 作業委員会委員長
2010年 9月～2011年 3月 日本介護支援専門員協会「介護支援専門員の研修受講管理システムの検討事

業」検討委員会委員長
2011年 5月～2011年 5月 経済産業省「医療・介護等関連分野における規制改革・産業創出実証事業

（医療・介護等関連分野における規制改革・産業創出実証事業）」公募審査委
員

2011年 6月～2012年 3月 経済産業省 医療・介護等関連分野における規制改革・産業創出実証事業
（医療・介護等関連分野における規制改革・産業創出実証事業） 公募審査委
員

2011年 6月～2012年 3月 経済産業省 医療・介護等関連分野における規制改革・産業創出実証事業
（医療・介護等関連分野における規制改革・産業創出実証事業）における IT
活用等による介護事業者の経営効率化、安定化に資する調査作業委員会委員
長
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2011年 6月～2012年 3月 経済産業省 IT 等を活用した医療・介護周辺サービス産業創出調査事業
（医療・介護等関連分野における規制改革・産業創出実証事業）推進委員

2010年 9月～2011年 3月 厚生労働省委託 日本介護支援専門員協会「介護支援専門員研修向上委員
会」委員

2011年 9月～2012年 3月 日本介護支援専門員協会「介護支援専門員の研修受講管理システムの検討事
業」検討委員会委員長

2011年 9月～2012年 3月 日本介護支援専門員協会「介護支援専門員研修受講管理システム・生涯学習
体系実施体制の推進事業」における「介護支援専門員研修受講管理システ
ム」検討ワーキンググループ委員長

2011年11月～2012年 3月 シルバーサービス振興会「平成 23年度介護サービス情報公表支援事業中央
集計報告に関する検討会」委員

2011年10月～2012年 3月 平成 23年厚生労働省「24時間対応定期巡回・随時対応サービス等推進事業
費補助金」による津久見市「地域包括支援センター等機能強化事業」の監修
及びコーディネート

2012年 8月～2013年 3月 経済産業省「平成 24年度サービス産業強化事業補助金（地域ヘルスケア構
築推進事業費補助金）（IT を活用した介護サービス）審査／評価委員会委員
長

2012年12月～2013年 3月 経済産業省「平成 24年度 我が国情報経済社会における基盤事業 生活サ
ポート委員会」委員長

2014年 6月～2014年 9月 厚生労働省「障害者自立支援給付支払等システムの在り方に関する検討会」
委員長

2015年 4月～2016年 3月 福祉医療機構「社会福祉振興助成事業審査・評価委員会」委員
2015年 4月～2021年 3月 特定非営利活動法人ウェル理事
2016年 4月～現在 社団法人 国民健康保険中央会「障害者総合支援法等審査事務研究会」座長
2016年 4月～現在 社団法人 国民健康保険中央会「障害者総合支援法等審査事務研究会ワーキ

ンググループ」
2018年 1月～2018年 3月 厚生労働省委託事業「介護サービスにおける情報通信技術活用実証研究事業

検討委員会」委員
2018年 6月～現在 日本福祉介護情報学会 代表理事
2018年10月～2019年 3月 厚生労働省委託事業「介護事業所における ICT を活用した情報連携に関す

る調査研究等一式」委員
2020年11月～2021年 3月 厚生労働省「障害者福祉システム等標準化検討会」委員長
2020年11月～2021年 3月 厚生労働省「介護保険システム等標準化検討会」委員長
2020年11月～2021年 3月 介護保険システム等標準化検討会資格受給者認定ワーキングチーム構成員
2020年11月～2021年 3月 介護保険システム等標準化検討会保険料ワーキングチーム構成員
2020年11月～2021年 3月 介護保険システム等標準化検討会給付ワーキングチーム構成員
2020年11月～2021年 3月 障害者福祉システム等標準化検討会手帳ワーキングチーム構成員
2020年11月～2021年 3月 障害者福祉システム等標準化検討会手当ワーキングチーム構成員
2020年11月～2021年 3月 障害者福祉システム等標準化検討会自立支援医療ワーキングチーム構成員
2020年11月～2021年 3月 障害者福祉システム等標準化検討会障害福祉サービス等ワーキングチーム構

成員
2020年 4月～現在 福祉医療機構 WAMNET 事業推進専門員会委員長
2021年 4月～2022年 3月 厚生労働省「障害者福祉システム等標準化検討会」委員長
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2021年 4月～2022年 3月 厚生労働省「介護保険システム等標準化検討会」委員長
2021年 4月～2022年 3月 介護保険システム等標準化検討会資格受給者認定ワーキングチーム構成員
2021年 4月～2022年 3月 介護保険システム等標準化検討会保険料ワーキングチーム構成員
2021年 4月～2022年 3月 介護保険システム等標準化検討会給付ワーキングチーム構成員
2021年 4月～2022年 3月 障害者福祉システム等標準化検討会手帳ワーキングチーム構成員
2021年 4月～2022年 3月 障害者福祉システム等標準化検討会手当ワーキングチーム構成員
2021年 4月～2022年 3月 障害者福祉システム等標準化検討会自立支援医療ワーキングチーム構成員
2021年 4月～2022年 3月 障害者福祉システム等標準化検討会障害福祉サービス等ワーキングチーム構

成員
2021年 4月～2022年 3月 厚生労働省「児童扶養手当システム標準化検討会」委員長
2021年 4月～2022年 3月 児童扶養手当システム標準化検討会自治体分科会委員
2021年 4月～2022年 3月 児童扶養手当システム標準化検討会ベンダー分科会委員
2021年 9月～2022年 3月 厚生労働省老健事業「要介護認定事務の円滑な実施にかかる調査研究事業」

委員
2021年 9月～2022年 3月 厚生労働省老健事業「介護事業所における ICT を通じた情報連携に関する

調査研究」委員

－主要業績－

著 書
『21世紀への老年学』（共著）ミネルヴァ書房、1984年 4月
『あしたへの老年学』（共著）ミネルヴァ書房、1990年 8月
『老人福祉論』（共著）川島書店、1992年 2月
『地方公共団体の福祉情報システム』（共著）自治日報社、1996年 3月
『情報化時代の新しい福祉』（共著）中央法規出版、1997年 1月
『改訂版 老人福祉論』（共著）川島書店、1997年 4月
『福祉情報化入門』（共編著）有斐閣、1997年 11月
『社会福祉情報論へのアプローチ』（単著）ミネルヴァ書房、1999年 6月
『地域福祉論』（共著）川島書店、2000年 7月
『現代社会福祉の争点（上）』（共著）中央法規出版、2003年 2月
『人間らしく生きる福祉学』（共著）ミネルヴァ書房、2005年 4月
『地域ケアを支える新たなテクノロジーと文化』（共編）日本福祉介護情報学会、2005年 8月
『新・社会福祉士養成講座 8 相談援助の理論と方法Ⅱ』（共著）中央法規出版、2009年 3月
『福祉・介護の情報学 －生活支援のための問題解決アプローチ－』（共著）オーム社、2009年 12月
『社会起業入門』（共著）ミネルヴァ書房、2012年 4月
『小山剛の拓いた社会福祉』（共著）中央法規出版、2016年 3月
『社会起業を学ぶ社会を変革するしごと』（共著）関西学院大学出版会、2018年 5月
『社会福祉士・精神保健福祉士養成講座 第 11巻 福祉サービスの組織と経営』（共著）中央法規出版、
2021年 3月

論 文
（学術論文）

1．「関東大震災と仏教社会事業（1）」（単著）、『龍谷大学仏教文化研究所紀要』、第 20巻、pp.290～311、
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龍谷大学仏教文化研究所、1982年 3月
2．「老人福祉行政と高齢者実態調査－地方自治体による高齢者実態調査の分布」（単著）、『老人問題研
究』、第 3巻、pp 53～72、大阪府立老人総合センター、1983年 3月

3．「老人福祉行政と高齢者実態調査（その 2）－地方自治体による痴呆性老人問題実態調査の動向と分
析」（単著）、『老人問題研究』、第 5巻、pp.107～126、大阪府立老人総合センター、1985年 3月

4．「社会福祉事業団と老人福祉施設－社会福祉事業団の位置づけをめぐる分析と検討」（単著）、『老人問
題研究』、第 6巻、pp.80～88、大阪府立老人総合センター、1986年 3月

5．「特別養護老人ホームにおける痴呆性老人の実態とその処遇について－老人ホーム入所者健康実態調
査結果の分析から」（共著）、『老人福祉研究』、第 10巻、pp.105～120、日本老人福祉財団、1986年
10月

6．「市町村における老人問題・老後保障の「地域性」－統計資料の分析による市町村実態把握の試み」
（単著）、『老人問題研究』、第 7巻、pp.55～66、大阪府立老人総合センター、1987年 3月

7．「老人福祉センターの政策動向及び他都市の状況について」（単著）、『老人福祉センター問題研究委員
会答申・提言 明日の老人福祉センター 地域福祉活動・サービスの拠点として』、pp.15～76、京都
市社会福祉協議会老人福祉センター問題研究委員会、1987年 10月

8．「老人福祉における「情報」と「ネットワーク」（1）－社会福祉情報の構造とその機能に関する一考
察」（単著）、『老人問題研究』、第 8巻、pp.83～90、大阪府立老人総合センター、1988年 3月

9．「シルバービジネスの現状と動向－シルバービジネス実態調査結果の分析」（単著）、『月刊福祉 12月
号』、pp.128～136、全国社会福祉協議会、1988年 11月

10．「1970年代における老人福祉施設の変遷－「通知」による老人福祉施設の検討（1）」（単著）、『龍谷大
学論集』、第 437号、pp.41～69、龍谷学会、1991年 3月

11．「老人福祉情報サービスシステムの研究開発」（単著）、『研究・調査報告書』、Vol.4、pp.1～6、大阪ガ
スグループ福祉財団、1991年 3月

12．「社会福祉における情報化の意義と展望」（単著）、『龍谷大学論集』、第 442号、pp.81～92、龍谷学
会、1993年 6月

13．「社会福祉情報のより効果的な活用のために －社会福祉の情報化と分類コード・キーワード－①」
（単著）、『月刊福祉』、1995年 5月号、pp.64～69、全国社会福祉協議会、1995年 5月

14．「社会福祉情報のより効果的な活用のために －社会福祉の情報化と分類コード・キーワード－②」
（単著）、『月刊福祉』、1995年 6月号、pp.76～81、全国社会福祉協議会、1995年 6月

15．「福祉情報化をめぐる調査研究の現状」（単著）、『月刊福祉』、1996年 6月号、pp.40～43、全国社会福
祉協議会、1996年 6月

16．「福祉情報システムの現状と課題」（単著）、『在宅介護支援センターにおける情報システムに関する研
究報告書』、pp.71～75、医療・福祉・保健ケアシステム研究会、1996年 3月

17．「いま、社会福祉はどうあるべきなのか －人権擁護の視点から－」（単著）、『97年版かながわ地域
福祉白書』、pp.26～28、神奈川県社会福祉協議会、1997年 3月

18．「社会福祉情報化の現状と社会福祉協議会」（単著）、『ふくしネットワーク HYOGO の一年 －社会
福祉情報システム報告書－』、pp.19～26、兵庫県社会福祉協議会社会福祉情報センター、1997年 3月

19．「公的介護保険と高齢者福祉改革」（単著）、『龍谷大学論集』、第 452号、pp.69～85、龍谷学会、1998
年 7月

20．「連載 社会福祉施設の情報化をどう進めるのか①～⑥」（単著）、『月刊誌 WAM』、98年 7月～12月
号、各号 pp.28～29、社会福祉・医療事業団、1998年 7月～12月

21．「介護保険がもたらす「福祉の情報化」」（単著）、『ばんぶう 9月号』、pp 132～135、日本医療企画、
1999年 9月
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22．「高齢者サービス改革 情報提供の役割と課題を考える（1） －変革を迫られている情報提供－」（単
著）、『月刊福祉』、2000年 1月号、pp.68～73、全国社会福祉協議会、2000年 1月

23．「高齢者サービス改革 情報提供の役割と課題を考える（2） －情報提供はいかに展開されるべきか
－」（単著）、『月刊福祉』、2000年 2月号、pp.68～73、全国社会福祉協議会、2000年 2月

24．「情報弱者」と情報バリアフリー」（単著）、『地域福祉活動研究』、第 17号、pp.21～28、兵庫県社会
福祉協議会、2000年 3月

25．「福祉情報システムの課題と展望 －福祉情報の活用と共有のあり方をめぐって－」（単著）、『社会福
祉研究』、第 78号、pp.48～56、鉄道弘済会、2000年 7月

26．「福祉情報システムへの期待と課題」（単著）、『医療とコンピュータ』、2001年 10月号、pp.10～14、
日本電子出版、2001年 9月

27．「高齢者医療・介護の IT 化」（単著）、『高齢者医療・介護経営 2002年からの新戦略』、pp.39～49、日
経 BP 社、2001年 12月

28．「情報化は福祉を変えるのか？」（単著）、『立命館産業社会論集』、36巻 4号、pp.3～11、立命館大学
産業社会学会、2001年 3月

29．「福祉・介護サービスの IT 化・情報化を展望する」（単著）、『月刊福祉』、2002年 2月号、pp.78～
81、全国社会福祉協議会、2002年 1月

30．「福祉情報論からみた IT」（単著）、『障害者問題研究』、第 29巻 4号、pp.317～324、全国障害者問題
研究会、全国障害者問題研究会出版部、2002年 2月

31．「連載 社会福祉分野における IT 化・情報化の動向①～⑥」（単著）、『月刊誌 WAM』、各号 pp.28～
29、社会福祉・医療事業団、2002年 7月～12月

32．「地方公共団体の保健・福祉情報システムについて」（単著）、『月刊 LASDEC』、pp.27～32、地方自治
情報センター、2005年 11月

33．「福祉・介護分野における用語と記録の解析に関する基礎的検討──サービス提供記録解析の方法と
技術」（単著）、『立命館産業社会論集』、41巻 4号、pp.1～23、立命館大学産業社会学会、2006年 3
月

34．「社会的起業への期待と課題」（単著）、『いきいきチャレンジ！』、第 47号、pp.4-5、独立行政法人
福祉医療機構、2009年 9月

35．「高齢者介護サービスの今後の展開をめぐる一考察－介護ニーズの急増と二極化－」（単著）、『Hu-
manWelfare』、第 6巻第 1号、pp.5～20、関西学院大学人間福祉学部研究会、2014年 3月

36．「高齢者介護サービスの将来像 －サービス崩壊のリスクを考える－」（単著）、『Human Welfare』、第
7巻第 1号、pp.5～17、関西学院大学人間福祉学部研究会、2015年 3月

37．「介護システムの基礎知識」（単著）、『ケアビジョン』、Vol.1、pp.11～13、インナービジョン、2018
年 10月

38．「福祉・介護分野の ICT 化・情報化の前途－第 4次産業革命の時代に－」（単著）、『福祉情報研究』、
第 15号、pp.3～12、日本福祉介護情報学会、2018年 7月

39．「テクノロジーが変える課題先進国の福祉と介護」（単著）、『働く広場』、通巻 510号、pp.2～3、独立
行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構、2020年 2月

40．「老人保健事業推進費等補助金による調査研究事業に関する一考察」（単著）、『Human Welfare』、第
12巻第 1号、pp.45～55、関西学院大学人間福祉学部研究会、2020年 3月

41．「根拠に基づくケアの実現に向けて －LIFE・科学的介護を知る」（単著）、『ITvision』、No.45、pp.2
～5、インナービジョン、2022年 3月
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〔最終講義〕

福祉情報論のこれまで、そしてこれから

生 田 正 幸

1．福祉情報論への歩み

かれこれ 30年余り、福祉情報化という研究テーマを掲げてきた。「福祉」と「情報・情報技術」という
学際的な領域であるためか異色の組み合わせのように見られることも多く、福祉分野から取り組む人がな
ぜか少ない過疎領域でもある。そんなテーマをなぜ選んだのか、まずは、発端から述べようと思う。
この分野の研究を行うきっかけは、20代も後半、大学院に在籍していた頃だった。元々公的年金をは
じめとする老後保障政策が研究テーマだったのだが、当時、市販されはじめたパーソナルコンピュータに
興味を持ち、アルバイト代を元手に NEC（日本電気）の PC 8001を買った。1980年頃だったと思う。特
に何に使うという当てがあった訳ではなく、使いこなせる自信もなかったし、忘れもしない 168,000円は
大金だったが、とにかく買ってしまった。
買ったと言っても、今のようにソフトウェアが豊富に市販されている訳ではない。インターネットもま
だなかった。パソコン雑誌に掲載された BASIC やマシン語（機械語）のプログラムを、いちいち手で打
ち込むか、自分でプログラムを書くか、カセットテープにアナログで記録されたプログラムを読み込むか
しかない。さらには、周辺機器がとんでもなく高価で、カラー CRT モニターは PC 本体より高くて 30万
円超え、容量 20 MB のハードディスクドライブが 10万円ほど、プリンターは騒音をまき散らすドットイ
ンパクトタイプで簡略化された漢字しか印刷できないものが 10万円以上した。とてもじゃないが買えな
くて、カラーモニターとプリンターに憧れた。今から思えば、実用的とは言い難い機材環境だったが、論
文が書けそう、事務処理に使えそう、資料整理に使えそう、情報整理に使えそうという期待だけは大きか
った。可能性に魅了されたと言ってもいい。

1987年に、大学院生や大学教員が参加する内輪の研究会で、「高齢化社会と社会福祉情報－社会福祉の
手段としてのコンピュータ－」というテーマで発表してみた。福祉分野におけるパソコン活用の可能性に
ついて話したと思う。肯定的な反応はなく、研究テーマとするべきではない、やめた方がよいという趣旨
のコメントをもらった。どういう理由だったのか、今となっては覚えていないが、実に親身で真剣な忠告
だった。
今から思えば、パソコンを使った福祉現場における業務や事務の自動化、省力化、効率化、いわゆる

OA（Office Automation）化の可能性が「合理化」のイメージと重なったのかも知れない。当時は、コン
ピュータの導入や利用といった機械化や自動化が、人員整理や労働強化など（＝「合理化」）を招くものと
して捉えられる場合が多かったという時代背景があった。
その後、老後保障政策の研究や社会福祉関係の実態調査に取り組む傍ら福祉情報化の研究にも取り組ん
だのだが、コンピュータ（パソコン）の活用に対する福祉サイドの反応が乏しく、否定的な見方も少なく
ないということに気がついた。その人に特有の複雑な問題や困難、事情を抱える当事者への福祉は、寄り
添い、人と人、心と心、手と手によって行われるべきであり、パソコンのような機械に頼るべきではない
といったステレオタイプな考え方である。コンピュータに対するある種の期待や憧れ、さらには警戒感の
反映だったのかもしれないが、「福祉のこころ」はデジタルになじまないというような心情を感じること
も多かった。今では、笑い話だが、社会福祉施設におけるコンピュータ利用状況などの調査を実施する
と、コンピュータ利用に対する批判やクレームが、必ず何件か担当窓口に寄せられた時期もあったのであ
る。
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福祉情報化に関する研究を続けたのは、パソコンやインターネットをはじめとする ICT（情報通信技
術）の発達と情報という存在への期待だったと思う。鉄腕アトムで育った世代としては、テクノロジーに
信頼と期待を寄せ、夢見てもいる。ICT 化・情報化によって、福祉が変わり、社会が変わり、よりよい明
日を築くことができる。そんな願いというかあこがれが原動力だったのだろう。
しかし、この分野に関わってきた者として不徳の致すところと言うことになるが、世の中がコンピュー
タ化、ICT 化、情報化、DX と囃し立てても、福祉・介護サイドにおける ICT 化・情報化に関する研究は
さほど盛り上がらなかった。関心が向かなかったのかも知れないし、より魅力的な分野との出会いがあっ
たのかもしれない。あるいは、資格制度への対応などに追われる中で取り残されてしまったのかも知れな
い。
気が付けば、昭和、平成、令和と、3つの時代が積み重なっていた。この間に、福祉情報化をめぐる状
況は大きく変化した。そして、社会福祉の変容も著しい。領域が大きく広がり、従来の社会福祉の枠組み
ではカバーしきれなくなっている。たとえば、高齢者介護は、問題が保健・医療領域と密接にかかわり、
介護保険制度という仕組みが導入されたこともあって、従来の福祉よりも範囲がひろがり独立したカテゴ
リーになりつつある。保育についても、少子化の下で子育て支援政策の影響を受け範ちゅうが拡大してい
る。ホームレス支援しかり、貧困児童対策しかりで、拡大と拡散が進み、社会と生活にとって欠くことが
できない「福祉」あるいは社会的支援という新たな領域に脱皮ししつつあるように思える。ICT 化と情報
化が、必要不可欠な基盤となり、学際的なアプローチの中で、様々な取り組みも拡大している。「福祉情
報化」や「福祉情報論」という言葉や概念は、すでに過去のものになろうとしているのかもしれない。し
かし、そうした変化の時代に、このテーマに出会い、研究・教育に携われたことは、幸運であったと思っ
ている。そして、新たな世代によるこの分野の研究への取り組みを切望している。

2．福祉情報化とは

2-1 資源としての情報
福祉・介護サービスを運営し維持・発展させていく上で、資源（＝リソース）として、「ヒト」「モノ」

「カネ」が大きな役割を担っている。改めて言うまでも無いが、「ヒト」は、専門職をはじめとする人材で
あり、「モノ」は、サービス提供を行うための建物や機材など、そしてそれらを支えているのが「カネ」
である。これらは今後もその役割を担っていくことになるが、少子高齢化の進行にともなって、福祉・介
護人材の不足、サービス提供体制の逼迫、社会保障関係費用の増大と負担増など、いずれも厳しい状況に
さらされており、福祉・介護サービスの持続性が脅かされている。
そうした中で期待を集めているのが、第 4の資源としての「情報」である。たとえば、サービスの提供
＝利用にともなってケアワーカーなどが作成するサービス提供記録は、支援やケアに関する多くの知見を
含んでおり、サービスを改善していく上で有用な資源となる可能性を持っている。従来は、紙の記録用紙
に手書きで書き込まれていることが多かったため活用範囲が限られ、行政による実地指導や監査指導のた
めだけに保存されている場合も少なくなかった。ICT 化の進展にともない記録のデジタル化が進んだこと
で活用の可能性が広がり、リハビリや医療などと結びつけ関連分野のサービスがケアにもたらす影響を明
らかにするなど、更なる活用への期待も大きい。同様に、インターネットやスマートホンなど ICT 化の
進展にともなって、人材に関する情報、利用者に関する情報、サービスに関する情報などの活用も進み、
福祉・介護サービスの今後を担う重要な資源としてこれら福祉情報の存在と役割が拡大しつつある。

2-2 福祉情報とは何か
では、福祉情報とは何か。「福祉」と「情報」という間口も奥行きも広い 2つの分野が関わっているた
め、福祉情報の定義は広めにならざるを得ず、「社会保障、福祉・介護及び関連分野に関するデータを基
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盤とする情報であって、生活にかかわる諸問題の担い手と福祉・介護サービスの提供や支援活動に携わる
人々が必要とする『知らせ』あるいは『知識』」と整理することができる。
福祉情報は、社会保障、福祉・介護及び関連分野に関するデータを基盤としており、データを分析・評
価・解釈することで「意味」や「価値」が付与されたものである。サービス提供記録を例にとると、作成
される記録は、サービス提供の際に実施あるいは把握された事象を記述したものである。極端な言い方に
なるが、使われている言語が理解できなければ記録内容を解読することができず、単なる文字や数字の羅
列にしか見えない。言語が理解できたとしても、福祉・介護サービスに関する専門的な知識や経験、問題
意識を持っていないと、記録内容を適切に理解し、利用者の状態像やケアの評価、問題点や課題などとい
った情報を十分に得ることができない。つまり、サービス提供記録は、あくまでもデータであり、「意味」
や「価値」を持った情報とするには一定の条件やプロセスが必要になる。
当該ケースに関わっているスタッフは条件を満たしており、特に意識することなくこのプロセスを行っ
ているため、日常的な記録について、こうしたデータと情報の関係を認識することは稀だろう。しかし、
記録用紙に手書きされ倉庫にしまい込まれた多数の利用者のサービス提供記録をイメージすれば、この関
係が理解されるのではないか。過去の努力の成果であり貴重であることは分かっていても、整理が不十分
な上、手書きであるため読み難く、欠損や汚れもあり、利用者の属性なども不明確という大量の記録は、
文字や数字が羅列された書類の束、すなわちデータでしかない。このデータからケアのノウハウなどの
「価値」を引き出すためには、専門的な知識や経験を活かし、問題意識を持って分析を行う必要がある。
労力と時間のかかる作業であるが、そのことによってはじめて、効果的な対応方法、利用者の状態や支援
内容別の転帰などといった情報を得ることができる。
このように、福祉情報、特に福祉や介護のサービス利用＝提供に関する情報は、データから導き出され
るものなのである。

2-3 福祉情報の構成と構造
福祉情報は、①ニーズ情報、②サービス情報、③アウトカム情報、④運営・管理情報、⑤生活ネット
ワーク情報、⑥文献・資料情報、に分類され、福祉・介護サービスの利用＝提供において中心的な役割を
果たしているのが、ニーズ情報、サービス情報、アウトカム情報の 3つのカテゴリーである。
ニーズ情報は、要支援者やその家族など、福祉・介護問題等により生活上の不安や困難を抱える人々や
それらの人々が暮らす地域社会から生み出される情報で、福祉・介護サービスをはじめとする社会的支援
に対するニーズが源となっている。サービス情報は、福祉・介護サービスを提供する側に源を持ち、公的
な制度・施策などによるサービスの所在や内容、利用方法、評価などに関する情報である。そして、アウ
トカム情報は、ニーズとサービスが結びつきサービス提供（＝利用）が具体化にともなって生みだされる
情報で、サービス提供記録や利用による効果や評価などが中心である。
これら主要 3カテゴリーのうち、ニーズ情報については、データと情報の関係として述べた通り、当事
者（家族や地域社会を含む。以下同じ。）が、心配事や不安、悩み、気が重い事など漠然とした形で抱え
ている場合が多い個別で固有の問題状況を、ソーシャルワーカーやケアマネージャーなどが、専門的な知
識と経験をもとに普遍化あるいは社会化することで、サービス情報と整合可能なニーズ情報に変換され
る。また、サービス情報についても同様で、対象範囲が広く多様であるため法令やマニュアルなどに一般
的かつ普遍的な形で定められ、個々の利用者の利用可否や利用可能な内容がわかりにくい支援のための方
策を、ソーシャルワーカーやケアマネージャーなどが、当事者のニーズ情報と整合可能なサービス情報に
個別化することで、ニーズとサービスの結びつきが可能になり、両者のコーディネートが実現する。
つまり、個別で固有な問題状況と一般的かつ普遍的な支援のための方策を結びつけるためには、問題状
況の普遍化あるいは社会化と支援のための方策の個別化というコーディネートのプロセスを経る必要があ
り、その結果として、サービスの利用＝提供が具体化しアウトカム情報が生み出されている。福祉・介護
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の実践は、データの情報への変換とコーディネートを基礎としており、福祉・介護サービスの提供や支援
活動に携わる人々は、それぞれの業務や活動の中で情報の媒介者としての役割を担っていると言える。
また、生活ネットワーク情報の役割も大きい。このカテゴリーは、人々がその生活を維持するために活
用している生活情報の一環であり、福祉情報よりもさらに広範なひろがりを持つ情報であって、人々がな
んらかの社会・生活上の課題や問題に直面し、これに対処しようとするときに活用する情報である。具体
的には、身近な人々から得られる福祉・介護や保健・医療等に関する情報、子育てや育児・教育、家族関
係や介護に関するアドバイス、身近な助け合いに関する情報、同じ悩みや問題を抱える者同士の間で交わ
される情報などで、その内容は、必ずしも正確とは限らず、時には意図的にゆがめられている場合もある
が、身近で気軽に入手し発信できる互助、連携、共同、参加などの意向を含む情報である。この種の情報
は、ほとんどの場合、人々の交流あるいは公私のネットワークの存在が前提となっており、置かれている
立場によって得られる情報の量と質に差違が生じやすいことに注意する必要がある。

2-4 福祉情報化とは
以上を踏まえた上で、福祉情報化を、「社会保障、福祉・介護及び関連分野における公・民の社会的支
援の維持・向上を図るため、それらの分野においてデータ及び情報の価値を重視し、情報通信技術を活用
すること（＝ICT 化）によって、データ及び情報の積極的な活用と流通が図られている状況であり、併せ
て、そのために必要な環境整備をおこなうこと。」と定義した。
考え方の基本になっているのは、データと情報を、どのように活用すれば、福祉・介護分野における社
会的支援の維持・向上を図ることができるのかという問題意識であり、それらの領域においてデータと情
報を積極的に活用する ICT 化・情報化のための仕組みと体制はいかに整備・運用されるべきかという課
題の認識である。

3．福祉情報化の展開

わが国における福祉情報化の展開は、2つの要因に規定されており、第一は ICT の進歩と普及、第二
は福祉・介護の政策や制度の改革と考えられる。技術の進歩と普及により社会的支援の実施や運営に利用
可能な手段や資源が登場あるいは増大する一方で、問題状況の変化や拡大により従来のままでは対応困難
もしくは効果が十分ではない状況に陥り改革が必要になって、新たな手段や資源である ICT や情報の活
用が進み福祉情報化が深化する、という構図である。
この仮説を踏まえ、福祉・介護の変容と福祉情報化の関わりをさらに掘り下げ、今後の展開やあるべき
姿について検討を進めたいと願っている。以下は、そうした構想のための、筆者なりの研究課題のスケッ
チである。資料の収集や分析が十分ではなく誤りも多いと思う。乱雑で至らないが、あくまでも研究のた
めのメモとして、ご容赦いただきたい。
さて、わが国における福祉情報化は、大きく 4つの時期に分けられる。1990年代までの Prologue（序

章）、2000年代の Takeoff（離陸）、2010年代の Strategy（戦略）、そして 2020年代以降の Transformation
（変革）である。思いつくままにラベルをつけたが、大雑把に述べると、1990年代までは、その後の福祉
情報化に向けた試行と準備の時期、2000年代は、福祉情報化が制度・施策の手段あるいは資源として位
置づけられ本格化した時期、2010年代は、制度の見直しと改革が進められる中で福祉情報化が新たな福
祉・介護を推進するための要素として位置づけられていった時期、2020年代以降は、福祉情報化による
新たな福祉・介護への変革が具体化し推進されつつある時期という捉え方である。
福祉・介護をめぐる問題状況や制度・施策の展開から見た場合には、時期区分が適切ではない可能性も
あるが、とりあえずそれぞれの時期について ICT 化と情報化の観点から整理を行ってみた。
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3-1 Prologue（序章の時期）：1990年代まで
福祉・介護分野における情報化の始動は 1960年代前半にさかのぼる。当時、国や地方自治体が、行政
改革のための OA 化の一環として、社会福祉六法関係の計算業務や台帳管理業務など大量・定型業務を、
普及し始めたメインフレームコンピュータ（大型汎用機）で効率化しようとした取り組みが起点である。
福祉・介護の現場である施設や事業所における取り組みは、国や地方自治体より遅れ、パーソナルコン
ピュータ（パソコン）が登場し実用性が向上し始めた 1980年代以降、徐々に拡がった。当初は ICT 化に
興味・関心を持つ施設長や理事長など経営層を中心とする散発的な取り組みであったが、1990年代初頭
以降、パッケージソフトの開発・販売が本格化し、資金・人材面に余裕のある特別養護老人ホーム等に、
経理、勤務管理といった事務処理、給食管理業務、利用者の所持金管理など、主に間接業務を対象とした
情報システムの導入が進んでいった。国や地方自治体と同様に事務処理の OA 化としての取り組みであ
り、サービス提供記録や健康管理など直接業務に関する対応は遅れていた。
因みに、この時期は、ICT が揺籃期を脱し社会を支える存在へと成長していった時期である。1964年 4
月に IBM 社が発表したメインフレームコンピュータ System/360は、様々な分野における業務 ICT 化の
起点となり、同じく IBM 社が 1981年に発売した PC/AT 互換機（IBM PC/AT Compatibles）は、今日の
パーソナルコンピュータ（PC）の原器となった。加えて、1990年代前半にインターネットの商用利用が
可能になり、利用者が急増した。技術開発の進展によって機器やネットワークの性能向上とコスト低下が
実現したことで、ICT 活用の可能性が拡大、期待と注目が集まり、各分野で開発と試行、活用が推進され
た。
政府の施策にも、そうした傾向が反映されている。高齢者及びその家族の抱える保健、福祉、医療等に
係る各種の心配ごと、悩みごとに対する相談に応じるとともに、市町村の相談体制を支援することによ
り、高齢者及びその家族等の福祉の増進を図ることを目的に各都道府県に設置された「高齢者総合相談セ
ンター（シルバー 110番）」（1987年）や、高齢者総合相談センターを支援するための「福祉保健情報ネ
ットワーク：通称 WHIS NET：ウィズネット」（1990年）は典型であり、時代を先取りした機能で利用者
（や家族）に主体的な行動や選択の手がかりを提供しようとする試みであった。また、「点字情報ネット
ワーク」（1991年）、「点字図書館情報検索ネットワーク」（1993年）、「障害者情報ネットワーク（NORMA
NET）」（1996年）も同様である。
一方、この時期の後半には、社会保障、社会福祉の見直しが活発化する。厚生省（当時）の高齢者介護
対策本部によって設置された「高齢者介護・自立支援システム研究会」（1994年）による介護保険制度導
入の必要性や制度の理念等を整理した報告書や、中央社会福祉審議会社会福祉構造改革分科会が、少子高
齢化の進行にともなって増大・多様化が見込まれる国民の福祉需要に対応するため、福祉サービス利用に
おける措置制度から契約制度への転換、民間サービスの活用などを提起した「社会福祉基礎構造改革につ
いて（中間まとめ）」（1998年）など、2000年代の制度改革に向けた動きが加速していった。
この時期、とくに 1990年代における福祉情報化は、事務の OA 化や情報提供の ICT 化を中心に進んで

いったが、まだ福祉・介護にとって不可欠というほどの存在ではなく、制度改革への関わりも大きくはな
かった。個別には注目される取り組みもみられたが、まだ本格化には到らない草創期であったと言えるだ
ろう。
なお、社会・経済面の大きな動きとして、1990年 1月からの株価大幅下落に始まる「バブル崩壊」、

1995年 1月の「阪神淡路大震災」、災害ボランティアに代表される「ボランティア元年」（1995年）があ
り、1995年には老齢人口が 14％を超え高齢社会を迎えている。

3-2 Takeoff（離陸の時期）：2000年代
2000年代は、前の時期に着手された社会福祉基礎構造改革の具体化と介護保険制度の施行により、福
祉・介護にとって歴史的な転換期となった。また ICT をめぐる動きも活発で、携帯電話で E メールの送

17



受信や Web ページの閲覧などができる NTT ドコモの「i モード」（1999年）の普及に見られるように、
インターネットの利用が身近なものになり、「Facebook」（2004年）や「Twitter」（2006年）などの SNS
（Social networking service）サービスの普及、「iPhone」（2008年）などスマートホンの発売・普及により、
福祉・介護の業務をめぐる ICT 環境が進歩し、利用者の立場も、情報の入手や共有などの進化により大
きく変化した。
この時期は、福祉・介護の制度改革と社会の ICT 化・情報化が並行する状況となり、急速に本格化す

る少子高齢化に対応するための制度改革をはじめ、福祉・介護の施策や制度、サービス提供業務への ICT
の活用が一般化し、インターネットを介した情報の提供・利用・共有も本格化した。

2000年 4月に施行された介護保険制度は、少子高齢化の進展にともなって見込まれる高齢者介護問題
の拡大と深刻化への対処を目指した制度であった。介護の社会化を進めることで家族介護の負担軽減を図
り、高齢者介護を老人福祉から社会保険の枠組みに移すことで、より充実し安定した施策として構築する
ことを目指していた。要介護認定や介護報酬の請求など制度運営業務に情報システムを利用することが前
提となっており、制度開発と並行してシステム開発が進められるなど、新世代の社会保険であった。
これにともない、特別養護老人ホームなど介護サービスの現場におけるパソコンなど ICT 機器の導入
が急速に進んだが、資金・人材が弱体だった居宅系事業所の多くは遅れをとった。また、ICT 化への対応
が不可欠な制度であるにも拘わらず、施設や事業所の ICT 化に対して、政府が主導的な立場をとらず現
場まかせにしたこともあって、個別の施設・事業者や法人毎の「点」状の ICT 化となりがちで地域等に
おける「面」としての拡がりに欠け、データの標準化やシステムの連携などに大きな課題を残すことにな
った。居宅系サービスに新たに参入を認められた全国規模の民間企業に比べると、地域に密着した社会福
祉法人に、そうした傾向が強く見られた。さらに、この分野の ICT 化・情報化に対応する人材の育成や
推進環境の整備、現場の意識改革の遅れ等の問題も見られ、現場サイドに「ICT 化はたいへん」といった
受け身で消極的な傾向を残すことにもなった。
介護保険制度の ICT 化への対応は妥当であり、情報システムの機能を活かした統計情報の迅速な取
得・公開など先進的な面も多かったが、導入と運用の基盤を個々の施設や事業所に位置づけ、OA 化の観
点で臨んだことが惜しまれる。当時の状況を考えるとやむを得ないとも言えるが、情報化への認識と戦略
次第では、その後の展開が大きく異なっていたかもしれない。
また、2000年 5月には、先の中央社会福祉審議会社会福祉構造改革分科会による「中間まとめ」を受
けた「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する法律」が成立した。これにより、1951
年の社会福祉事業法制定以来大きな改正の行われていなかった社会福祉事業、社会福祉法人、措置制度な
ど社会福祉の共通基盤制度について見直しと変更が行われ、社会福祉事業法が社会福祉法へと改称され
た。
最も大きな変更は、「措置から選択へ」あるいは「与えられる福祉から選択する福祉へ」と言われた福

祉サービスの利用制度化であり、これに伴って利用者保護や選択の裏付けとなる情報の提供・開示の仕組
みが必要になったため、「地域福祉権利擁護制度」や「苦情解決の仕組み」「利用契約についての説明・書
面交付義務付け」「サービスの質を評価する第三者機関の育成」「事業者によるサービス内容に関する情報
の提供」、「財務諸表及び事業報告書の開示を社会福祉法人に対して義務付け」「国、地方公共団体による
情報提供体制の整備」など、情報の役割と活用に着目した多くの施策が新たに導入された。介護保険制度
についても、利用者が介護サービスや事業所・施設を比較・検討して適切に選ぶための情報を都道府県が
提供する仕組みとして、「介護サービス情報公表システム」（2006年 4月）が稼働している。
また、障害者福祉サービスについても、社会福祉基礎構造改革により、「措置制度」から障害者自らが
サービスを選択する「支援費制度」への移行が 2003年度より施行され、情報システムの開発・導入・整
備も進められた。しかし、移行に伴うサービス利用者の急激な増加や予算不足、障害種別（身体障害、知
的障害、精神障害）間の格差、サービス水準の地域間格差などの問題により、2005年度に「障害者自立
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支援法」に移行、その後も、制度の見直しと改善が進められた。
この時期、2003年には、厚生労働省老人保健局長の私的研究会として設けられた「高齢者介護研究会」
が、ベビーブーム世代が 65歳以上になりきる 2015年までに実現すべきことを念頭に置いて、求められる
高齢者介護の姿を描いた「2015年の高齢者介護」をとりまとめ、高齢者介護の将来に向けた検討が早く
も始まった。また、2006年には、「後期高齢者医療制度」が創設されている。
このように、2000年代に入ると、福祉・介護分野における制度・施策の見直しと改革が本格化し、そ
れに伴って、ICT と情報の役割と認識が変わり始めた。単なる業務の機械化＝OA 化の手段ではなく、制
度・施策の運営に不可欠の要素と考えられるようになり、当事者・利用者にとっても、自身の生活を支え
守る自助や互助のための手段・資源としてより身近な存在になった。福祉情報化の離陸であったと言って
いいだろう。
なお、福祉情報化に関連する動きとして、「個人情報の保護に関する法律」（2003年）の制定、厚生労
働省による「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」（2004年）
の策定が行われている。また、2007年には、当時の社会保険庁がコンピュータ入力した年金記録に誤り
や不備が多く「消えた年金記録」も生じるなど年金記録問題が明らかになった。
社会・経済面の大きな動きとしては、少子高齢化の急速な進行により、2007年に老齢人口が 21％を上

回り超高齢社会の到来が現実のものとなった。さらに、2008年には総人口が 1億 2808万人でピークを迎
え人口減少社会に転じている。また、同じく 2008年には、米証券大手リーマンブラザーズ破綻、世界金
融危機が進行し世界同時不況に見舞われ「派遣切り」が頻発、日比谷公園に「年越し派遣村」が設置され
た。そして、2009年には、民主党、社民党、国民新党の連立により鳩山由起夫内閣が成立、政権交代と
なっている。

3-3 Strategy（戦略の時期）：2010年代
2010年代に入ると、少子高齢化の進行に伴う社会保障費用の急増、深刻化する人出不足などを背景に、
福祉・介護に関わる制度改革がさらに加速し、ICT・情報の戦略的な活用が進み始めた。この時期の動き
は、非常に多彩かつ複雑で、流れを整理することも容易ではない。
改革の主軸となったのは、「社会保障と税の一体改革」であり、人口構造が若かった時期に構築された
社会保障制度を、少子高齢化が急速に進む時期に相応しく改革するとともに、消費税の引き上げによる財
源の確保を一体化するという極めて意欲的な取り組みであった。『平成 29年版厚生労働白書－社会保障と
経済成長－』は、この改革について以下のように述べている。

「急速な少子高齢化が進む中、社会保障の費用が急速に増加し、社会保障制度を財政的にも仕組み
的にも安定させることが必要となってきたことから、2008（平成 20）年の『社会保障国民会議』で
の議論を皮切りに、社会保障改革の全体像や、必要な財源を確保するための消費税を含む税制抜本改
革について検討が進められた。その結果、2012（平成 24）年に成立した『社会保障制度改革推進法』
において、年金・医療・介護・少子化対策の 4分野の改革の基本方針が明記されるとともに、同年に
成立した『税制抜本改革法』において消費税率の引上げ等が定められた。
その後、社会保障制度改革推進法に基づき設置された『社会保障制度改革国民会議』では、各分野

の改革の具体的方向性が議論され、2013（平成 25）年 8月に取りまとめられた報告書の総論におい
ては、日本の社会保障モデルを『1970年代モデル』から『21世紀（2025年）日本モデル』へと転換
を図り、全ての世代が年齢ではなく負担能力に応じて負担し支え合う『全世代型の社会保障』を目指
すべきとされた。
この報告を踏まえて、2013年 12月に『持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に
関する法律』（社会保障改革プログラム法）が成立・施行され、同法に基づき、2014（平成 26）年以
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降順次、社会保障 4分野（年金、医療、介護、少子化対策）の改革が進められている。」（pp 24-25）

「社会保障と税の一体改革」は、社会福祉基礎構造改革に続く公的支援の抜本的改革であり、その後の
福祉・介護のあり方に大きな影響を与えることになる。
介護保険についても大きな改革が行われ、「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改
正する法律」（2011年）により、団塊の世代が 75歳以上となる 2025年を目途に、高齢者が住み慣れた地
域で自立した生活を営めるよう、医療、介護、予防、住まい、生活支援サービスが切れ目なく提供される
「地域包括ケアシステム」の推進が示され、増加が見込まれる単身・重度の要介護者等に対応できるよう
「24時間対応の定期巡回・随時対応サービス」や「複合型サービス」の創設などが行われた。地域包括ケ
アシステムの起源は、広島県御調町（現在の尾道市）の公立みつぎ総合病院において、山口昇医師が、
1980年代に展開した「寝たきりゼロ」を目的とした医療・行政の連携した取り組みであることは、周知
の通りである。
その後、効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するとともに、地域包括ケアシステムを構築すること
を通じ、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するため、医療と介護の一体的な改革として、
「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備に関する法律（医療介護総
合確保推進法）」（2014年）が制定され、「医療介護総合確保促進会議」（2014年～）による「地域におけ
る医療及び介護を総合的に確保するための基本的な方針（総合確保方針）」（2014年）の策定、消費税増
収分等を活用した財政支援制度「地域医療介護総合確保基金」（2014年）の創設・各都道府県への設置な
どが展開されている。
また、先に触れた「持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律」に基づき、

「受益と負担の均衡がとれた持続可能な社会保障制度の確立を図るため」、内閣に関係閣僚により構成され
る「社会保障制度改革推進本部」（2014年）が設置された。この組織の下に、社会保障制度改革を推進す
る観点から地域横断的な医療・介護情報の活用方策等の調査及び検討を行うため「医療・介護情報の活用
による改革の推進に関する専門調査会」（2014年 8月 11日～）及び「医療・介護情報の分析・検討ワー
キング・グループ」（2014年 9月 1日～）が置かれ、医療と介護に関する情報の活用に関する検討が、内
閣官房により進められていく。
一方、厚生労働省は、2015年 9月に、省内の「新たな福祉サービスのシステム等のあり方検討プロジ
ェクトチーム」による「新たな時代に対応した福祉の提供ビジョン」を公表し、「様々なニーズに対応す
る新しい地域包括支援体制の構築」として「包括的な相談支援システムの構築」や、「サービスを効果
的・効率的に提供するための生産性向上」などの提案を行った。目立たないレポートであったが、その後
の厚生労働省としての政策の方向を示すものであった。
このうち「包括的な相談支援システムの構築」については、その後、「ニッポン一億総活躍プラン」

（2016年 6月 2日閣議決定）において、「小中学校区等の住民に身近な圏域で、住民が主体的に地域課題
を把握して解決を試みる体制づくり」「育児、介護、障害、貧困、さらには育児と介護に同時に直面する
家庭など、世帯全体の複合化・複雑化した課題を受け止める、市町村における総合的な相談支援体制作
り」等が提起されている。これを受け、厚生労働省は、「地域における住民主体の課題解決力強化・相談
支援体制の在り方に関する検討会（地域力強化検討会）」（2016年 10月）を設置、「『他人事』になりがち
な地域づくりを地域住民が『我が事』として主体的に取り組む仕組を作っていくとともに、市町村におい
ては、地域づくりの取組の支援と、公的な福祉サービスへのつなぎを含めた『丸ごと』の総合相談支援の
体制整備を進めるための検討を進め、2017年 9月に「最終とりまとめ～地域共生社会の実現に向けた新
しいステージへ～」により、「市町村における包括的な支援体制の構築」として「他人事を『我が事』に
変えていくような働きかけをする機能」「『複合課題丸ごと』『世帯丸ごと』『とりあえず丸ごと』受け止め
る場」「市町村における包括的な相談支援体制」などの提案を行い、地域共生社会の実現とこれを支える
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包括的な相談支援体制の構築などを打ち出した。支援のあり方を「縦割り」から「丸ごと」へ拡張すると
いう大きな転換であった。

2017年には、「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」により、高
齢者の自立支援と要介護状態の重度化防止、地域共生社会の実現を図るとともに、制度の持続可能性を確
保することに配慮し、サービスを必要とする方に必要なサービスが提供されるようにすることを掲げ、
「地域包括ケアシステムの深化・推進」の具体策の一つとして「地域共生社会の実現に向けた取組の推進
等（社会福祉法、介護保険法、障害者総合支援法、児童福祉法）」が記載されている。
このように、問題状況の多様化・複雑化への対応として、相談をはじめとする支援の「包括化」と、

「地域包括ケア」「地域共生社会」など、地域社会での対応に的を絞り軸足を移す制度改革が加速してい
く。
一方、「サービスを効果的・効率的に提供するための生産性向上」については、福祉・介護分野で深刻
化する人材不足への対応として、ロボットや ICT など先進的な技術を用いた効率化と業務の流れの見直
し等を通じた効率化による推進が図られた。
時期は前後するが、2013年 12月に社会保障審議会介護保険部会が取りまとめた「介護保険制度の見直

しに関する意見」においても、「介護人材の確保」の一環として、「介護職員の負担軽減のための介護ロボ
ットの開発促進・福祉用具の活用や ICT を活用した情報連携の推進・業務の効率化などの職場環境の整
備・改善」が提起されている。
また、「ニッポン一億総活躍プラン」（2016年 6月 2日閣議決定）には、今後推進されるべき新たな三
本の矢のひとつである「安心につながる社会保障」に「介護離職ゼロの実現」が掲げられ、具体的な施策
として「生産性向上」が取り上げられた。「介護サービスや介護保険事務処理について、介護ロボット・
ICT 等の次世代型介護技術の活用により、介護サービスの生産性の向上を進める。それにより、介護の質
を低下させずに、効率的なサービス提供に資する基準の緩和や、効率的・効果的な職員配置を推進す
る。」とした上で、「見守り支援機器等の介護ロボットの導入促進や介護現場のニーズを踏まえた介護ロボ
ットの開発支援を加速化する。」「次世代型介護技術による業務の効率化や介護負担の軽減について実証研
究を実施し、これを踏まえて、次世代型介護技術を用いた介護に適合する新たな基準の在り方を検討す
る。」「複数の施設の保有、総務・経理・人事などの複数の部門の集約化など事業所のグループ化を推進す
る。」といった実現策にまで踏み込んで記載されている。
同様に、「日本再興戦略 2016」（2016年 6月 2日閣議決定）においても、「世界最先端の健康立国へ」の

「新たに講ずるべき具体的施策」として、「ロボット・センサー等の技術を活用した介護の質・生産性の向
上」「医療・介護等分野における ICT 化の徹底」が示され、「日本再興戦略 2016の主要施策例」には、
「ロボット・センサー等の技術を活用した介護の質・生産性の向上（介護報酬や人員配置・施設基準の見
直し等を含め制度の対応を検討）」「ロボット等の導入による介護現場にもたらす生産性向上などのアウト
カムデータの収集・分析の実証事業を本年度中から開始するとともに、その分析結果も踏まえ、介護現場
でのイノベーションや創意工夫を引き出すインセンティブの視点も考慮しつつ、介護現場の負担軽減に資
する形での、介護報酬や人員配置・施設の基準の見直し等の対応を含め、制度上、ロボット等を用いた介
護について適切に評価を行う方針について検討し、結論を得る。また、行政が求める帳票等の文書量の半
減や介護記録の ICT 化による業務分析・標準化等により、介護業務の改善を促進し、高齢者の自立支援
に資する適切なサービスの推進を図るとともに、介護業務の生産性の向上とそれを通じた介護職員の負担
軽減を図る。」など、より具体的な記載も見られる。
さらに、内閣府の「経済財政諮問会議」（2015年 8月）に設置された「社会保障ワーキング・グルー

プ」においても、2018年以降、介護分野におけるロボット活用など ICT 化・情報化の検討が行われてい
る。
このように、「丸ごと」と説明される包括的な相談・支援体制への転換、「地域包括ケア」「地域共生社
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会」など地域社会での対応に的を絞った制度改革と、「介護人材確保」「介護離職ゼロ」の解決策としての
「生産性向上」という二つのテーマに沿って制度改革が推進され、主に後者の手段としてロボットや ICT
の活用が展開されて行った。

2014年には、「介護分野の文書に係る負担軽減の実現に向け、国、指定権者・保険者及び介護サービス
事業者が協働して、必要な検討を行うこと」を目的として、社会保障審議会介護保険部会に「介護分野の
文書に係る負担軽減に関する専門委員会」が設置されている。生産性向上については、「介護職員の負担
を軽減し、又は、業務を効率的に進めることで、介護の質を高めつつ、介護職員の離職防止や定着促進を
一層進める必要があり、介護現場における効率的な業務運営に係る研究や好事例を把握・分析した上で、
それらを介護現場の革新に資する取組として横展開するため「介護現場革新会議」（2018年～）が設置さ
れ、「介護サービス事業における生産性向上に資するガイドライン」策定（2018年）などが行われた。ま
た、介護現場における ICT の利用促進については、「居宅サービス事業所における ICT 機器・ソフトウ
ェア導入に関する手引き」作成（2016年）、地域医療介護総合確保基金による「ICT 導入支援事業」
（2019～2021年）、介護現場における情報連携の促進のための調査研究事業（2018年～）が実施されてい
る。
介護ロボットについては、厚生労働省を中心に、「福祉用具・介護ロボット実用化支援事業」（2011年
～）、「ロボット技術の介護利用における重点分野」策定（2012年）、「福祉用具・介護ロボット開発の手
引き」作成（2013年度）、「介護ロボットを活用した介護技術開発支援モデル事業」（2015年～）、「介護ロ
ボットのニーズ・シーズ連携協調協議会」（2016年～）、「介護ロボット導入・活用のポイント」作成
（2017年）など、多種多様な調査研究・開発・導入支援のための事業が展開されており、2017年 12月の
社会保障審議会介護給付費分科会による「2018年度介護報酬改定に関する審議報告」において、今後の
課題として「介護ロボットの幅広い活用に向けて、安全性の確保や介護職員の負担軽減・効果的な配置の
観点も含めた効果実証や効果的な活用方法の検討を進めるべき」との提言がなされ、2018年度介護報酬
改定において、見守り機器の導入により効果的に介護が提供できる場合について夜勤職員配置加算の見直
しが行われるなど、積極的な推進が図られた。
さらに、こうした動きと並行して、介護サービスに関するデータの活用に向けた取り組みも進んだ。

2013年、厚生労働省は、介護保険法第 197条第 1項の規定に基づき、介護サービスの利用や要介護認定
者の健康状態による必要な介護サービスの実態等を把握するために、匿名化された介護給付費明細書（介
護レセプト）データと、市区町村で個人情報が匿名化された要介護認定データを統合した「介護 DB（介
護保険総合データベース）」の運用を開始した。その後、2017年 1月には、「日本再興戦略 2016」を受け
た形で、厚生労働省内に「データヘルス改革推進本部」が設置され、「超高齢社会の問題解決に取り組む」
上で、「膨大な健康・医療・介護のデータを整理し、徹底的に収集・分析して、これからの健康・医療・
介護分野の ICT の利活用が『供給者目線』から『患者、国民、利用者目線』になるよう、ICT インフラ
を作り変え、健康・医療・介護施策のパラダイムシフトを実現していかなければならない。」との認識を
踏まえ、分散している医療・介護のデータを集約し活用することで、サービスの質の向上や社会保障費の
抑制に活用することを目指すとした。
そして、同年 10月に、「科学的に自立支援等の効果が裏付けられた介護サービスの方法論を確立し、普
及していくために必要な検討を行うため」、有識者による「科学的裏付けに基づく介護に係る検討会」が
厚生労働省により設置され、介護分野におけるエビデンスの蓄積と活用のために必要な「介護に関する
サービス・状態等を収集するデータベース（CHASE : Care, HeAlth Status & Events）」の本格運用を目指す
取りまとめが行われた。さらに同年、通所・訪問リハビリテーション事業所からリハビリ計画書やリハビ
リ会議録など、リハビリテーションに関する情報を収集するデータベース「VISIT」（通所・訪問リハビ
リテーションの質の評価データ収集等事業によるデータベース：monitoring & eValuation for rehabIlitation
ServIces for long-Term care）の運用が開始され、2020年度には「CHASE」の運用も開始されている。
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こうした動きは、医学分野における EBM（Evidence-Based Medicine＝根拠に基づく医療）の考え方を
介護分野に取り入れることで、介護サービスのあり方を変えようとする取り組みであった。1990年代か
ら EBM を取り入れてきた医学分野とは異なり、介護分野では蓄積した事例の客観的な分析を根拠とする
標準的なケアの構築や成果（アウトカム）の評価・比較など「根拠に基づくケア」への取り組みが進んで
おらず、経験主義や主観的な対応・評価が根強い傾向にある。その一方で、利用者や家族との直接的で密
接な関わりや感情労働にともなうストレス、肉体的な負荷など、業務上の負担が重く、ケアの過不足・質
的なばらつきが生じやすいなど、効果的で効率的な介護サービスの実現と定着に多くの課題を抱えてい
る。少子高齢化の影響が深化することで、高齢者介護サービスの需要が急増する一方、介護人材不足や財
源の膨張はいっそう深刻化すると見込まれており、そのままでは制度の持続可能性さえ脅かされかねな
い。こうした状況を改善し、高齢者介護サービスを、将来にわたって維持・向上させていくには、従来の
あり方や考え方の変革を図る必要があるとの認識に立ち、データヘルス改革の一環として「科学的介護」
の導入が図られた。そして、政策としての科学的介護の根拠（エビデンス）となる介護現場のサービス提
供データの収集と活用を担っているのが、これらのデータベースであり、2019年以降、記録業務、情報
共有業務、請求業務を一気通貫で行う事が出来るよう介護ソフトやタブレット端末の導入を ICT 導入支
援事業により支援するなど、介護分野の生産性向上を目指す ICT 化・情報化への政策としての取り組み
が推進された。
この時期の ICT を巡る動きについては、前の時期に生まれたテクノロジーの普及が進むとともに、新
たなテクノロジーやサービスの台頭もあり、社会や生活のあり方が大きく変化し始めた。最も注目される
のは、ソーシャルメディアの利用拡大で、「Instagram（インスタグラム）」（2010年 10月）、「LINE（ライ
ン）」（2011年 6月）、「TikTok（ティックトック）」（2017年 7月）など、新たなサービスが加わり、若年
層から幅広い世代へと利用が拡がったことで、インターネットで繋がった生活が当たり前になり、人間関
係のあり方にも影響が及び始めた。この背景には、携帯電話のスマートホンへの急速な置き換わり、モバ
イル通信環境の 3 G（第 3世代移動通信システム：3rd Generation の略）から 4 G へのアップグレードに
よる高速・大容量化が大きな影響を与えている。また、こうしたインターネット利用の拡大に伴い、既存
マスメディアである地上波テレビや新聞・雑誌などの利用が減少していった。
この他、コンピュータ環境の変化として、インターネットなどのネットワーク経由でユーザーにサービ
スを提供する「クラウド・コンピューティング（Cloud Computing）」の普及、ディープ・ラーニング
（Deep Learning：深層学習）など第 3次 AI（Artificial Intelligence：人工知能）ブームに伴う AI 活用の本
格化、テキスト・音声・動画・画像・SNS・Web ページから得られるデータなど、これまで活用が難し
かった非構造化データやリアルタイムデータの蓄積・活用を可能にしたビッグデータ（Big Data）、ス
マートウォッチなど日常的に身体に装着するウェアラブル端末の登場と普及、あらゆるデバイスがイン
ターネットに接続されデータの収集や活用を可能にする IoT（Internet of Things：モノのインターネット）
などが注目を集めていった。
また、この時期における制度改革としては、「障害者自立支援法改正法」（2010年）、「障害者総合支援
法」（2012年）、「子どもの貧困対策推進に関する法律」（2013年）、「生活困窮自立支援制度」（2013年）、
「生活保護法改正法」（2013年）、「福祉分野における個人情報保護に関するガイドライン」（2013年）、「介
護保険法改正」（2015年」、「国民健康保険制度改革」（2015年）、「保健医療分野における ICT 活用推進懇
談会」（2015年）、「介護保険等の見直し」（2017年）、「働き方改革関連法」（2018年）、「幼児教育・保育
の無償化」（2019年）などがある。

2010年代は、東日本大震災（2011年 3月）をはじめ大規模自然災害が相次ぐ一方で、福祉・介護分野
の見直しや改革がめまぐるしく展開された時期であった。特に後半の時期には、安倍内閣による「アベノ
ミクス」の影響を強く受けつつ、「包括的な相談・支援体制」「地域包括ケア」「地域共生社会」「生産性向
上」「科学的介護」など、新しい理念や概念を取り入れた変革の動きが加速し、その手段として ICT や情
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報の活用が本格するとともに必須のものとして位置づけられていった。

3-4 Transformation（変革の時期）：2020年代
2020年代に入ると、ICT 化・情報化への取り組みが、制度化を含め、さらに推進される。最も注目さ

れるのは、前の時期に科学的介護のための基盤として構築された「VISIT」と「CHASE」が、2021年 4
月 1日より「LIFE」として一体的に運用されるようになり、2021年度の介護報酬改定において「科学的
介護推進体制加算」（LIFE 加算）が新設されるなど、高齢者介護サービスにおけるデータの活用が本格化
し始めたことである。

LIFE は、厚生労働省による「データヘルス改革」の主要な課題であり、社会のあり方をデジタル化し
変革していく「DX（Digital Transformation／デジタル・トランスフォーメーション）」の一環でもある。
今後、LIFE のデータ蓄積や分析が進むことで、高齢者介護サービスのあり方が大きく変わっていくこと
になる。全国規模で収集・蓄積される利用者やサービス提供のデータを分析することで、事業所・施設間
の比較や全国平均・地域平均との比較、問題点・課題の分析などによりサービスの改善や効率化が推進さ
れ、医療における標準治療のように、ケアの標準化にもつながると考えられる。介護サービスにとって
は、大きな進歩であるが、事業所・施設の水準や格差が顕在化しやすくなるという懸念もあり、今後、議
論になるだろう。また、医療モデルを原点とする LIFE が、生活全般を対象とする介護サービスにどこま
で対応できるのか、増大していく居宅介護への対応の拡大なども重要な課題である。
また、2021年には、「デジタル社会形成基本法」（2021年 5月）が制定されるとともに、「デジタル庁設
置法」（2021年 5月）により「デジタル社会形成の司令塔として未来志向の DX を大胆に推進し、デジタ
ル時代の官民のインフラを今後 5年で一気呵成に作り上げる」ことを目指して「デジタル庁」（2021年 9
月 1日）が発足した。2020年以降、世界的流行（pandemic）を引き起こし、各国の社会活動、経済活動
に多大な影響を及ぼしている新型コロナウイルス感染拡大への対応において、「IT 敗戦」「デジタル敗戦」
とまで言われたデジタル化の遅れを取り戻そうとする取り組みである。
さらに、「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」（2021年 5月）が制定され、地方公共団
体における主要 17業務の業務プロセス・情報システムの標準化を行い、標準仕様書を 2022年 8月までに
作成することとなった。2020年 9月から先行して作業を行う第 1グループとして介護保険、障害者福祉、
就学、固定資産税、個人住民税、法人住民税、軽自動車税が、2020年 2月から開始する第 2グループと
して児童手当、選挙人名簿管理、国民健康保険、国民年金、後期高齢者医療、生活保護、健康管理、児童
扶養手当、子ども・子育て支援が対象業務となっている。国が定める標準仕様に準拠した情報システム
を、各事業者がそれぞれ工夫の上開発し、国が設置する「（仮称）Gov-Cloud」（ガバメント・クラウド）
上に構築、地方公共団体は、その中から自らに適したものを選択するという構想である。福祉・介護に関
する業務が対象業務の半数以上を占めており、今後、市区町村等における業務のあり方を変えていくきっ
かけになると考えられる。
また、2022年 2月には、内閣府に設置されている「規制改革推進会議」が、「これまでの議論の取りま
とめ」として「先進的な特定施設（介護付き有料老人ホーム）の人員配置基準について」を公表した。同
会議の「医療・介護ワーキング・グループ」（2021年 12月）における「ビッグデータ解析、センサーな
どの ICT 技術の最大活用、介護補助職員の活用等によって、特例的により少ない人員で介護の質を維持
し、かつ、介護職員の負担軽減・処遇改善を両立させる」との事業者からの提案を取り上げ、厚生労働省
が 2022年度に実証事業により検証する方針であることを明らかにしたもので、ICT 化・情報化による介
護サービス改革の先行きを示すものと言えよう。
まだ先の長い 2020年代に、福祉情報化が、どのように展開していくのか。未知の領域ではあるが、

ICT 化・情報化がさらに進み、福祉・介護分野での役割が、さらに拡大していくことは間違いのないとこ
ろだろう。特に介護分野については、団塊の世代がすべて 75歳以上になる 2025年を控えていることもあ
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り、後期高齢者となったこの世代の介護に多くの資源を必要とする時期を迎えることから、「科学的介護」
による対応がさらに拡大していくと考えられる。そして、介護と医療との結びつきがさらに強まるととも
に、地域における支援のあり方も一体化していくのはないかと考える。
さらに、こうした傾向は、福祉分野にも影響を与え、2022年 1月 11日付の読売新聞が「障害者の福祉
サービス利用情報を集積、厚労省が 23年度にも DB…自治体にデータ提供義務づけ」と報じているよう
に、介護 DB と同様のデータベースである「障害 DB」の導入が具体化し、デジタル庁の「こどもに関す
る情報・データ連携 副大臣プロジェクトチーム」（2021年 11月～）や内閣府の「貧困を抱える子供を
支援するためのデータ連携に関する研究会」（2022年 4月～）が検討を進めている「子どもデータベー
ス」の導入も視野に入ってきた。
適切な表現ではないかも知れないが、データを根拠とした「科学的福祉」への道筋が見えつつあるよう
に思われる。

4．課題と展望

これまで述べてきたように、福祉情報化は、一方で生産性向上のツールとして、他方では、データに基
づくサービスの最適化や標準化のツールとして、導入と活用が進められている。いずれも、福祉・介護の
制度改革と密接な関わりがあり、今後のあり方に大きな影響を与える点が共通しており、どのように受け
止め、対応していくのかが問われている課題である。
冒頭述べたように、福祉・介護分野においては、ICT 化・情報化に対して、消極的な姿勢や反応が少な
くなかった経緯がある。しかし、他方では、行政主導で進められる ICT 化・情報化の取り組みには、介
護保険制度や LIFE の導入にみられるように、柔軟に対応し活用もしてきた。現場の力量の高さを示すも
のと言えるが、今後の対応はいかにあるべきか、ICT 化・情報化がさらに深化し、AI の活用などにより、
自動化される部分や、標準化により個別化よりも類型としての対応が増えていくことを考えると、福祉・
介護の考え方や支援のあり方を大きく変えていく必要に迫られているのではないだろうか。データを制す
る者がサービスを制する、そんな新しい時代の幕開けに向き合っているのかも知れない。

《資料》
○個別には記載しないが、以下のホームページに掲載されている資料を参考にするとともに、必要に応じて引用して
いる。

・厚生労働省ホームページ：https : //www.mhlw.go.jp/
・デジタル庁ホームページ：https : //www.digital.go.jp/
・内閣府ホームページ：https : //www.cao.go.jp/
・経済産業省ホームページ：https : //www.meti.go.jp/
・総務省ホームページ：https : //www.soumu.go.jp/
・WAMNET ホームページ：https : //www.wam.go.jp/
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福祉情報論の成立をめぐる回顧と若干の課題提起

東京通信大学 髙 橋 紘 士

はじめに

生田正幸教授の退職記念号に執筆の機会を与えられた。思えば、生田教授との交誼は氏の大阪府立老人
総合センター調査研究室在職時から始まり、筆者が 1991年から全国社会福祉協議会の研究情報センター
所長を非常勤で務めていた頃であったので、かれこれ 30年を超える。当時、東京都でも社会福祉協議会
に都の委託により社会福祉情報センターを設置し、その担当に故森本佳樹氏（元立教大学教授）が着任し
ていたので、三者で福祉領域での情報の提供組織のあり方について現場の経験を踏まえて意見交換をする
機会が少なくなかった。
そのうち、特殊法人であった社会福祉医療事業団（前身は社会福祉事業振興会と医療金融公庫、現独立
行政法人福祉医療機構）が、社会福祉法人や医療法人への融資事業に加えて、事業団として時代の要請に
対応できる新規事業として、当時各都道府県に設置がすすんでいた高齢者総合相談センターのバックアッ
プ機関として、医療及び社会福祉にかかる情報提供事業を加える案が浮上し、平成にはいってからその構
想づくりに各人が参画し、それぞれの経験を活かしながら、国の社会福祉および医療に関する情報提供事
業のシステムづくりに加わったのが共同作業の出発点であったと記憶している。
この情報システムは今日では、WAM NET という名称で福祉・医療の情報提供システムとして、各種
の情報提供および情報開示のメディアとして、大きな役割を果たすようになって今日に至っている。この
運営にあたっても現在は運営委員会の座長を生田さんが担われている。
また、社会福祉領域における情報論の先達でもあり、ソーシャルワーク論の泰斗である岡本民夫氏（元
同志社大学）を加えた四名で「福祉情報化入門」（1997年 有斐閣）を編纂し、当時の福祉情報化の展望
を行うなど、共同作業を行ってきた仲間である。

1 「社会福祉情報論へのアプローチ」の意義

福祉と情報化の 1990年代のまでの経緯や関連する社会福祉における動きについては氏の労作である
「社会福祉情報論へのアプローチ」（1999年 ミネルヴァ書房）に詳しい。筆者はこの労作の出版後、直
ぐに、書評を書いたのでその主要な部分を下記に再録させていただく。

「情報という存在を活用した社会福祉の向上という問題意識、それをふまえ情報を積極的に活用するた
めの仕組みと体制の整備が、サービスを供給する側にとっても、利用する側にとっても急務となってい
る」という本書末尾の文章に要約されるような問題意識で書き下ろされた本書は、社会福祉情報論の確立
に貢献する里程標となるべき業績であるだけではなく、1970年代から 90年代までの社会福祉の動きを情
報論というユニーク視点から見た社会福祉政策論の好著である。（注記 2000年の介護保険導入以降、さ
らに後に述べる令和 3年施行の社会福祉法の改正では、地域包括ケアおよび地域共生社会の概念を前提と
すると、もはや「社会福祉」というよりは「福祉」という用語を用いる方が適切な時代になっていると筆
者は考える。この書評でも両方の使い方が混在している。）
著者は情報化社会の到来のなかで、社会福祉がこの情報化をどのように受け止めてきたかを広範な政策
資料の渉猟をふまえて描き出している。（第二部）
この検討のための視点について先行業績をふまえ福祉情報論論の枠組みの提示を行った。（第一部）
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そして、情報化政策と社会福祉の歩みの記述をふまえた上で、情報化と社会福祉の転換との交錯から課
題となる社会福祉情報論が取り組むべきテーマを提示し、今後の展望を試みている。（第三部）
著者は福祉情報を生活に関わる諸問題の担い手の側において生み出される「ニーズ情報」、サービス供
給側から生み出される「サービス情報」、個々のケースへの処遇や対応によって生み出される「処遇情
報」、サービス機関が運営管理のために必要とされる「運営・管理情報」、人々がその生活を維持するため
に活用している生活情報の一環として、社会生活上の課題や問題に直面し、これに対処しようとするとき
に活用する「生活ネットワーク情報」、そして「文献・資料情報」の分類枠組みを設定している。これら
の福祉情報は情報一般の性質に加え、「情報弱者」が存在していること。情報が偏在し、求める人に必要
な情報が届きにくいこと、サービス利用と個人情報の開示が二律背反の関係にあること、そして個人情報
保護の必要性が重要であるとしている。
興味深いのは福祉情報の概念構成に「生活ネットワーク情報」という概念を導入していることである。
これは福祉の領域がダイナミックに拡張している現代の動きを情報論的に解釈するうえで有効な概念設定
であるように思う。
生田氏はニーズ情報とサービス情報がダイナミックに関わり合うところに福祉情報の固有性をみている
が、この際、ニーズ情報が一般化され、サービス情報が個別化されていくプロセスを重視している。
これは現代の福祉が従来の制限的、限定的な理解を超えた普遍的な福祉として転換するうえで、生活ネ
ットワーク情報との取り結びが重要であるという視点に連なっている。
氏の視点は福祉情報論を福祉改革との関わりで論じるところにあるが、この個別化、一般化、生活ネッ
トワーク情報の果たす役割などは多くの興味深い論点を提供するように思われる。
すなわち、「福祉の措置」が必要と認定された人々を対象として定められた福祉サービスを供給する制
度の場合、利用者の意向が、二の次に扱われたり、サービスの質や効率への配慮がおろそかにされがちで
あった、という点があった。
したがって、「利用者のニーズに関する情報の把握とそれへの適切な対応、サービスに関する情報の提
供、関係者間における処遇情報の共有化など、福祉情報の積極的な活用は、利用者の立場を尊重しようと
する姿勢の反映であると同時に、効果的かつ効率的なサービス提供のあり方を追求しようとする姿勢のあ
らわれでもある」が、措置制度を基本とする社会福祉の枠組みのなかで、このような取り組みは必要とさ
れないどころか、むしろ否定的なものとみなされてきた。
つまり、社会福祉システムの構造そのものに社会福祉における情報の役割を見逃すような要因が潜んで
いたというのである。（同書 49頁）
社会福祉の情報化については、社会全体における情報化の急速な進行による「外在的要因」と福祉改革
の進展という「内在的要因」との絡み合いの中から福祉情報化という概念が成立したとして、その展開を
探ることになる。
著者は「社会福祉の情報化を社会福祉の課題として把握するためには、情報化が社会福祉の内なる課題
であると同時に、より、広い意味において社会的な課題でもあるということを認識しておく必要がある」
（同書 56頁）という認識が、第二部において政策資料の広範な渉猟と検討から、社会福祉情報化発達史と
もいうべき本書の白眉ともいえる記述のモチーフともなっている。
ここで再三著者が主張しているのは、社会福祉の情報化がモード（流行）ではなく、今後の社会福祉の
展開を考えるうえで欠かすことのできない視点であるということである。
第二部の作業は読者に直接本書を繙いてその歩みを確かめていただく他はないが、この分野で比較的古
くから活動している者からいわせていただければ、資料庫の片隅に追いやられていた仕事を丹念に発掘整
理し、順序立ててその展開の道筋をあきからにしてくれたこの仕事は大変ありがたいものである。
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2 福祉情報化の提起と 90年代における福祉情報システムの創生

筆者は 1970年代から研究活動を始めた者であるから、情報技術でいえば大型コンピュータによる業務
処理の時代から今日の社会生活全般の基盤としての情報システムの時代の転換を目の当たりにしてきた世
代である。そのなかで、福祉に関わる幾つかの先駆的な試みに関わってきた。
たとえば、生田著の 122頁で紹介されている 89年の福祉保健情報研究会にはじまる社会福祉医療事業

団（現福祉医療機構）の情報提供事業やその先駆となった東京都における福祉情報提供事業の試みの意図
と失敗の歴史の総括を福祉情報史のながれのなかに位置づけておくことは、今後の福祉情報化を展望する
うえでも有益なことであると感じた。
これから情報化と福祉の関わりについて学ぶ方々にも最低限必要なこれまでの福祉情報化の歩みについ
て基礎情報は生田教授の業績から得ることができる。
今日の局面は「介護保険制度の導入を契機として福祉情報化は社会福祉の内なる課題にとどまっていた
段階から生活基盤の形成と強化を図るための社会的課題として展開される段階にはいった。」これは「情
報化をすすめるための福祉の情報化」と「福祉をすすめるための情報化」の融合での段階である。と生田
教授は述べ、このような認識にもとづいて福祉情報化の展望として「利用者本位の社会福祉」を実現する
ための福祉情報化戦略の必要性を強調している。
ここで提起された課題は、社会福祉情報論が次の段階に到達するための課題群でもあるといえよう。
この時期、2000年頃までの福祉の動向と情報技術の動向そして、福祉分野への情報論の展開について

当時、筆者が作成した図 1のような図式で説明してきた。
当初、措置制度による公的な社会福祉事業に特化していた福祉がその分野を拡大し、さらに地域福祉の
推進をとりこみ、90年の福祉八法改正で地域福祉が法定化され、さらに地域住民の福祉活動が社会福祉
法上に位置づけられ、さらに介護保険制度の導入で、保健医療サービスと福祉サービスが、介護サービス
として統合化され、また、措置制度が原則サービス利用契約制度に改められた。とりわけ、介護保険を中
心に準市場の導入が進行し、多様な福祉サービス供給主体が参入できるようになり、これらの福祉サービ
スの供給事業者の行動様式が変化してゆく。

図 1 2000年頃までの福祉と情報の展開図（髙橋紘士作成）
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介護保険では介護保険が事業者にサービス提供の実績に応じて給付される社会保険方式が導入され、保
険者である市町村は介護保険事業計画によってサービスの基盤整備を図り、また、社会福祉の各分野で計
画策定が地方自治体に義務化されるようになり、財政方式も介護保険では社会保険方式による介護報酬の
仕組みが導入された。なにより、2000年の介護保険制度の発足、社会福祉法（社会福祉事業法の名称変
更）におけるサービス利用における契約方式の主流化（やむを得ない措置という形で措置制度は一部残存
してはいる）によって、利用者にとってのサービスの選択とこれを支える仕組みが必要とされるようにな
り、相談支援の仕組みの導入、さらに措置制度からの離脱は事業者をして、そのサービス提供の効率化が
求められることになり、介護保険におけるケアマネジメントをはじめとしたサービス利用計画の設定とそ
の管理などが求められるようになった。また、各分野での計画化の導入は計画策定主体が膨大なニーズ情
報とサービス情報を包括的に把握することが求められるようになったことを意味し、いわゆる情報による
システムの最適化が必須となってきたことを意味する。
これが、ここでいう福祉の情報化あるいは、福祉・介護の情報化を必要とさせる契機であり、医療モデ
ルによる医療情報化とは次元の異なる、生活モデルに基づく情報化を必要とさせるに至った筈であった。
いうまでもなく、これを支える情報技術の展開は 2000年までは図 1で示したとおりであるが、これ以
降の動向について、以下で述べることにする。

3 今日の福祉・介護の情報化の状況

ICT（Information & Communication Technology）の発展は、この間パソコンから可動性のあるモバイル
機器の発展、クラウド技術の一般化による映像、音声技術の向上、SNS の普及と普遍化などによる情報
発信手法の普及のハードウェア、利用技術および情報ネットワークの発展による情報環境の変化と AI 技
術に代表される学習機能の向上と推論機能の革新など、大量情報の処理能力の向上と、これと連動する、
ロボットなどのハードウェア機器のインテリジェント化などが進行している。
介護の世界では、医療におけるエビデンスに基づいた医療（EBM）の考え方を導入した、いわゆる

「科学的介護」の推進およびその成果としての「介護の生産性向上」が標榜され、介護報酬の加算対象と
されるように施策化された「LIFE」（Long-term care Information system For Evidence）システム1）の導入な
ど、成否はまだ明らかではないが、介護保険制度を軸に福祉や保健医療における情報化は新たな段階を迎
えたように思われる2）。
但し、上記のシステムは現在のところ、限られた身体介護を対象としており、介護の持つ拡がり、ある
いは、生活の全体性を考慮した生活モデルに依拠したシステムというよりは、疾病の特定とそれをめぐる
エビデンスによる医療行為を想定した医療モデルの援用にすぎず、方法論的に大きな課題を残したまま加
算という介護報酬上の評価をした。これによってデータ収集を行い、それを提供者に全体像のなかでどの
ような位置づけになるかを示す手法が果たして効果があるか、多々課題を残しつつ、介護保険制度に取り
入れられた。さらに、注で示した全世代社会保障検討会議の報告のように介護施設等の配置基準の合理化
にも活用するという方向が示されているのは賛否両論を招くものである。
また、ケアマネジメントに AI 技術の導入のアイディアも提起されており、基礎研究の段階であるとし

ても相当早い時期に具体化されるであろう。
また、保健医療福祉をはじめとする領域横断的な情報共有のネットワークが地域単位で形成されつつあ
り、また、在宅ケアの発展は切れ目のない情報へのアクセスが可能なシステムが比較的安価に構築可能に
なってきている。
さらに、重層的相談支援体制の構築には、生田教授が提起された「生活ネットワーク情報」まで視野に
いれた複眼的分野横断的な議論が必要となってくるだろう。令和 3年に施行された、社会福祉法の理念規
定によって法定化された重層的相談支援体制3）構築のさいにこの概念を位置づける必要があろう。
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さしあたり、大きな見取り図を書く上では、介護保険改革から出発して、社会保障における諸サービス
を総合し、さらにインフォーマルサポートを地域で包括する、「地域包括ケアシステム」の提起、さらに、
縦割の制度間に横串をさすことを内容とした、「地域共生社会構想」に至る現在までの道筋が明確になっ
てきたように思われる。
さらに、障害者差別禁止法における「合理的配慮」条項は、情報バリアフリー環境づくりにおいても、
新しい課題を提起している。ある時期デジタルデバイドとよばれていた、情報アクセスの困難な階層がま
すます、増加していると思われる、障害者・高齢者・さらに低所得あるいは生活困窮により情報機器への
アクセスが困難な者の問題は、情報利用困窮の発生といえるような深刻な課題である4）。これらはいずれ
も、ICT を活用しつつ、利用者の視点からの情報化の意味を問いなおしているように思われる。

4 地域包括ケアシステム構築から地域共生社会構想へ

第一に、2006年の介護保険改革時に提唱された介護保険と他制度の連携協働を地域で実現する「地域
包括ケアシステム」が、介護保険法上法定化されるばかりではなく、2013年の「社会保障と税の一体改
革」におけるキーワードとして社会保障改革にも取り入れられ、平成元年に制定された地域における医療
及び介護の総合的な確保の促進に関する法律の改正によって地域包括ケアが法定化された5）。
このことによって、地域を基盤とした保健医療サービスとインフォーマルサポートの包括化が意図さ
れ、また、地域共生社会構想によって高齢者を想定したものから、全ての地域住民に拡張する地域包括ケ
アの包括化、さらに深化としての地域共生社会構想が提起されるようになってきた。
地域包括ケアの方向性を図式化すると図 3のようになるだろう。やや複雑な図であるが、社会福祉事業
や医療機関では単一の分野について、事業展開が図られてきた。とりわけ我が国では、医療機関が福祉施
設の代替を長期療養という形で行っていた。これを介護について介護サービスとして切り出し、さらに施
設病院完結型から地域展開をはかるという方向が強調されるようになった。
医療法人や社会福祉法人はもはや単一の事業を一定の地域で実施するという事業経営から、多分野型の
事業を複合化して展開するようになってきた。医療法人が社会福祉法人を傘下に収め、病院医療と在宅医
療を展開したり、サービス付き高齢者住宅を医療法人あるいは社会福祉法人が展開する事例は珍しくなく

図 2 令和 3年改正の社会福祉法の総則に見られる社会福祉の構成
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なっている。これは、事業が法人によって、グループ経営として垂直統合化されるベクトルであるといえ
よう。
一方、サービス提供主体の多元化、多様化は、特定非営利活動法人あるいは協同組合などの事業参入が
行われるようになってきた。さらに地域を基盤に多様な主体が連携・連繋しあう事例もみられるようにな
った。これは地域社会をベースとした多元的主体モデルあるいは多職種多業種連携モデルともいうべきも
ので、多様な経営主体の協業と地域住民の参画によるインフォーマルサポートが視野に入っているという
ことである。この点について、地域包括ケアの創始の時代の山口昇医師も広島県御調町（現尾道市）での
実践を振り返って、当初から住民参画を強調しておられた6）。

1990年代後半に情報化（ICT）の成果を高齢化がもたらす諸問題の解決に活用するという意味で情報化
が活用される高齢社会を「情報長寿社会」7）と呼び、あるいは、情報化の成果をすべての社会成員に保障
する「共生型情報社会」の可能性について言及した議論を改めて想起する必要があることを痛感する。

注
１）科学的介護、LIFE ついては、厚労省ウェブサイトに基本的なドキュメントが掲載されている。また、全国老施
協、全老健等のホームページにも解説が掲載されている
https : //www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00037.html

２）全世代型社会保障検討会議（令和 2年 6月第二次中間報告）では介護サービスにおけるテクノロジーの活用とし
て、次のように述べている。「現在、業務改善や見守りセンサー・ケア記録の電子化・インカム等の活用により、
介護サービスの質を保ちつつ、より少ない人数で介護サービスを提供する先進施設が存在している。こうした先
進事例の全国展開を進めるため、見守りセンサー・インカムの導入や Wi-Fi 工事等を地域医療介護総合確保基金
の支援対象に追加するとともに、現場のニーズに応じて補助上限の引き上げを可能とする。
今後、更なる生産性向上を実現するためには、AI を活用したケアプラン作成の自動化など、もう一段のイノベー
ションが必要となるため、現場のニーズに合った機器の開発・実証を支援する。
さらに、テクノロジーの導入の効果をデータとして把握・分析し、エビデンスに基づき、不断に介護報酬や人員
配置基準について見直しを図る。

３）念のため、令和 3年施行の改正された社会福祉法の条文の主要な条項を引用しておく。また、昭和 24年、平成 2
年の社会福祉事業法の条文を参考までに引用しておく。
第四条 地域福祉の推進は、地域住民が相互に人格と個性を尊重し合いながら、参加し、共生する地域社会の
実現を目指して行われなければならない。
第六条 2 国及び地方公共団体は、地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整備その他

図 3 地域包括ケアシステムの二つの方向性
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地域福祉の推進のために必要な各般の措置を講ずるよう努めるとともに、当該措置の推進にたつては、保健医
療、労働、教育、住まい及び地域再生に関する施策その他の関連施策との連携に配慮するよう努めなければな
らない。
3 国及び都道府県は、市町村において第百六条の四第二項に規定する重層的支援体制整備事業その他地域生活
課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整備が適正かつ円滑に行われるよう、必要な助言、情報
の提供その他の援助を行わなければならない。
社会福祉事業法（昭和 24年）
第三条 社会福祉事業は、援護育成又は更生の措置を要する者に対し、その独立心をそこなうことなく、正常
な社会人として生活することができるように援助することを趣旨として経営されなければならない。
社会福祉事業法（平成 2年改正 福祉八法改正）
第三条 「国、地方公共団体、社会福祉法人その他社会福祉事業を経営する者は、福祉サービスを必要とする者
が、心身ともに健やかに育成され、又は社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が与えら
れるとともに、その環境、年齢、および心身の状況に応じ、地域において必要な福祉サービスを総合的に提供
されるように、社会福祉を目的とする事業の広範かつ計画的な実施に努めなければならない。」
「医療保健その他関連事業との有機的な連携をはかり、地域に即した創意工夫を行い、および地域住民等の理解
と協力を得るように努めなければならない。」
社会福祉法（平成 12年 社会福祉事業法改称 介護保険法施行時）
（福祉サービスの基本理念）
第 3条 福祉サービスは、個人の尊厳の保持を旨とし、その内容は、福祉サービスの利用者が心身ともに健や
かに育成され、またはその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むようができるように支援するものとし
て、良質かつ適切なものでなければならない。

４）ホームレス支援の実践家によれば、就労支援に必須なのは携帯の所持であり、携帯なしには適切な情報にアクセ
スが困難なので、この点への配慮と支援が必要となってきたとのことである。

５）第二条 この法律において「地域包括ケアシステム」とは、地域の実情に応じて、高齢者が、可能な限り、住み
慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、医療、介護、介護予防（要介護
状態若しくは要支援状態となることの予防又は要介護状態若しくは要支援状態の軽減若しくは悪化の防止をい
う。）、住まい及び自立した日常生活の支援が包括的に確保される体制をいう。

６）拙編『地域包括ケアを現場で語る』（2022年 2月刊行予定 木星舎）収録した山口医師との対談でこのいきさつを
述べている。また、地域包括ケア実践の事例と淵源について多様な事例が収録されているので参考にされたい。

７）1995（平成 7）年に刊行された「情報長寿社会の実現に向けて」（新日本法規出版）は旧郵政省の情報通信政策局
が実施したプロジェクトの成果を単行本化したものである。その後旧郵政省には情報利用促進課というデジタル
デバイド対策を所管する部局が置かれていた。

33



「ケア」の変容と福祉の情報化・ICT 化

大谷大学 大 原 ゆ い

1．はじめに：生田正幸先生との出会い

筆者と生田正幸先生との出会いは 20年ほど前に遡る。当時、生田先生は、筆者の受講していた社会福
祉士現場実習の事後学習ゼミの担当教員だった。大きな声では言えないが、授業をサボりがちで、決して
褒められた学生ではなかった筆者は、生田先生に授業後に呼び出され、「これ以上の欠席は認められない」
「はい、次回からはちゃんと出席します」と言葉を交わしたことをよく覚えている。
その後、筆者は縁があり、母校の実習指導室にて実習室主事として学生の実習マネジメントに携わるこ
とになるが、その時の実習室室長が生田先生であった。この実習指導室での業務を通して、教育、研究、
学務への取り組み方と、さまざまなことを生田先生から学んだ。そして、この実習指導室で多くの学生
や、社会福祉現場の専門職の方々と出会ったことが、その後の私の研究活動の道筋を作ってくれた。
以下、生田正幸先生との共同研究、そしてご指導いただいた研究内容を振り返ってみたいと思う。

2．福祉情報との出会い：実習記録のデータ分析による実習内容の可視化

筆者はこれまで、学生の実習記録のデータを分析対象にした実習内容の可視化の研究に取り組んでき
た。この研究テーマに取り組むことのきっかけは、いうまでもなく「福祉情報」をご専門とされる生田先
生からのアドバイス、ご指導があってのことだ。
社会福祉現場実習に取り組む学生の多くが、「実習記録」の作成に躓く。どれだけ優秀な学生であって

も、実習記録が書けず、徹夜をし、翌日寝坊して実習に遅刻したり、実習時間に睡魔と戦う羽目になり、
指導者から注意を受けたりする。このような光景は、実習教育に携わったことのある人の多くが経験して
いることではないだろうか。学生は、慣れない環境の中での実習を行うというだけでもストレス過多であ
るにも関わらず、そこに加えて毎日の「実習記録」の作成である。他方、実習指導者の側も、毎日提出さ
れる実習記録に目を通し、コメントを書き、指導計画を作成する。実習生、実習指導者の双方にとって相
当な負担を強いる「実習記録」である。しかしながら、この苦労の賜物であるとも言える実習記録が、大
学に戻った後の実習教育の場面では十分に生かしきれていないのではないか、これが実習教育に携わる中
で生まれた問題意識であった。
このような問題意識のもと、生田先生との共同研究として、実習記録を十分に福祉教育の中で生かして
いくことを目指し、実習記録をテキストマイニングの手法を用いて分析し、実習内容の可視化する試みを
スタートさせた。これまで十分に教育の場面において活用しきれていなかった実習記録をひとつの福祉情
報として捉えることで、事前学習・事後学習の教育プログラムに活かすことが可能となった。また、この
ような情報の可視化が専門職教育や、福祉の現場の支援そのものにも影響を与えうるということが明らか
となった（大原、2007 : 2013 : 2015 : 2017））。
さらに、この実習記録という情報を用いて、学生の取り組む実習内容を可視化するプロセスにおいて、
どのような福祉専門職が求められるのか？という福祉専門職のあり方、さらには支援のあり方をより考え
るようになる。つまり、これは福祉専門職ひとりひとりが思いを持っていたとしても、その思いを十分に
発揮することができないような状況が、今の福祉現場にはあるのではないか？という問題意識である。
この新たな問題意識のもと、筆者は博士後期課程において学位取得を目指すことになるのだが、その
際、生田先生には副査として大変熱心にご指導をいただいた。
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3．ソーシャルワークの危機

先に述べたように、筆者は、福祉情報を活用した福祉専門職教育の充実を図る一方で、福祉現場の「し
んどさ」にも触れることになる。そして、このような福祉現場に実習を通して出会う学生たちが、福祉現
場への就職を回避するような事態にも遭遇をした。福祉の仕事の面白さや、魅力を学生らが十分に感じる
ことができないその背景には一体何があるのか。この点を深めてみると、社会福祉の現場では専門職とし
て国家資格保有者の採用が進む一方で、専門職がこれからどこに向かうのか見えないまま採用され、育成
もされていない現状があり（吉永ら、2018）、その要因の一つとして新自由主義のもとでの支援の商品化
や市場化が指摘されていることがわかった。たとえば、「現場で仕事の話ができない」「福祉職場なのに福
祉の現場ができない」（同上）という実践者らの声は、今の福祉現場がサービスの提供に追われる中で、
時間的にも精神的にも余裕がなく、社会正義について議論をしたり、社会変革に取り組んだりすることが
困難な状況にあることを意味している。また、福祉専門家養成教育に携わる教員らは「ソーシャルワーク
教育は失敗した」「社会福祉士ができてから、（大学での教育は）福祉制度の解説にとどまっている。社会
福祉士を作ったことが間違いだったのかとすら思う」（福祉新聞、2015）と現行の福祉専門家養成教育の
不十分さを指摘するように、福祉実践の危機的状況を危惧する声が実践および教育の現場双方からあがっ
ている。
このような状況は日本に限ったことではなく、伊藤（2007）は、イギリスのサッチャー政権以降の福祉
国家システムの変質を例に挙げ、ソーシャルワーカーは限られた資源を効率的に管理する役割を負わせら
れることになり、「クライエントのケアの実践者というよりは資源管理を主担当とする『門衛（gate-
keeper）』と揶揄されるようになった」（伊藤、2007 : 173-174）と述べる。そして、門衛化するソーシャル
ワークは「もはや貧困やそれに対処する諸制度、サーヴィスを所与のものとして扱うだけ」になり、「単
なるサーヴィスの配給（delivery）技術のみを主眼に取り扱う事務的な過程や側面を浮かび上がらせ、（中
略）貧困や差別が生じる社会構造的な視点を持つ必要などさらさらなく、官僚制機構の中で上からの指令
を待つマニュアルに依存していれば自動的に自分たちの仕事が成立することになる」（伊藤、2007 : 174）
とソーシャルワークの門衛化傾向を批判する。そして、イアン・ファーガソンはこのような状況を「ソー
シャルワークの危機」（Ferguson, 2008）と称し、世界各地で福祉実践を取り巻く状況が同様の事態に陥っ
ていることに警鐘をならす。

4．「今日的な福祉問題」と「ケア」

このような「ソーシャルワークの危機」という状況のなか、いま、わたしたちの暮らしの中には、これ
までの社会においては「福祉問題」として認識されてこなかったような現象が生まれている。これらは、
社会構造が複雑化・複合化するなか、定位性を失い激しい変容過程に置かれている諸問題として捉えるこ
とができる。そして、従来の社会福祉制度や専門職制度の枠組みとの乖離が激しく、既存の解決方法だけ
では対応しきれない問題でもある。いわゆる社会制度の機能不全によって生じている「今日的な福祉問
題」と言える。
そして、この「今日的な福祉問題」に対応しようとする新たな実践が胎動し始めている。他方、福祉と
情報という視点でこの社会をみてみると、2021年 9月 1日にはデジタル庁が発足し、日本社会全体のデ
ジタル化が加速しており、この状況は社会福祉の現場にも大きな影響を与えている。2018年に厚生労働
省は「2040年を展望した社会保障・働き方改革本部」を設置し、「医療・福祉サービス改革プラン」を発
表した。そこでは、（1）ロボット・AI・ICT 等の実用化推進、データヘルス改革、（2）タスクシフティン
グ、シニア人材の活用推進、（3）組織マネジメント改革、（4）経営の大規模化・共同化、の 4つの改革が
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示されている。また、2019年 3月には厚生労働省は、「介護分野サービス事業における生産性向上に資す
るガイドライン」を示した。このように、情報化の視点からみると、福祉現場は否応なしにその変化の只
中に放り込まれているように見える。同時に、「ケア」のあり方そのものも変容過程にあるようである。
それでは、そもそも「ケア」とは一体何を指すのか。そして、「ケア」は今どのように捉えられている
のか。まず、この点を整理し、情報化が進む中でのケアについて論を進めてみたい。
ケアとは、広辞苑によると「①介護、世話」「②手入れ」のことである。三井（2004）によると、1970

年代頃より欧米でも日本でもケアは改めて主題化され、その内実が問われるようになってきたという。こ
の主題化は、特に医療・福祉・教育の領域においてまず始まり、その後災害支援や環境保護の領域まで拡
大をされるようになる。このような状況を踏まえ、三井（2004）は、ケアを「他者の『生』を支えようと
する働きかけの総称」（三井、2004 : 2）と捉える。
小川（2021）は、「欧米でも日本でも、個が「自立する／自律する」ことを重んじる価値観が多数であ
る一方、「依存する」あるいは「関係性をむすぶ」というケアの価値観はまだまだ少数派のものである」
（小川、2021 : 1）といい、その理由を、資本主義社会において新自由主義的な文化が支配的であり、その
ようななかで〈ケア〉の価値が貶められてきたからであると「ケア」が軽んじられている現状を述べる。

The Care Collective（2020）もまた、『ケア宣言』の冒頭で「この世界は、ケアを顧みないこと（無関
心、無配慮、不注意、ぞんざいさ）が君臨する世界」（The Care Collective, 2020＝2021 : 1）であると今の
世界を捉える。そして、新型コロナウイルスのパンデミックは、「このケアのなさが継続していることを
明るみに出しただけ」（同上）と述べる。これは、パンデミック以前からケアすることを軽視し、そこに
関わる私たちの身近な暮らしや、生命維持に直接的に携わるエッセンシャルワーカーと呼ばれる人たちを
軽視するその一方で、「遠くの、あるいは実際には存在していない脅威に対する大規模な軍備に膨大なお
金を無駄に費やし、結果、すでに豊かな人たちにお金を流し込んだ」（同上）といったように新自由主義
のもとでの富の集中による格差問題を「新自由主義的な市場によって引き起こされている暴力が、パンデ
ミックによって劇的な形で明らかになりました」と表現する。その上で、このパンデミックによって私た
ちは、相互扶助からソーシャル・ディスタンシングや自己隔離へと新しいケアのあり方を採用しなくなら
なくなったと、ケアの変容が求められる状況を説明している。
このように、ケアは私たちの「生」そのものであり、人間の存在の本質関わる行為でもある。にもかか
わらずその営みは、歴史的にみても、また現在も軽視をされている。

5．新たな「ケア」の実践

このようなケアをめぐる状況の中、新たなケア実践が模索されている。たとえば、井出（2021）は、優
秀な（福祉）専門家を増やすことは大切なことだとした上で、「気にかけること（＝ケア）。そばにいるこ
と（＝アシスト）。これらは、専門家に押しつけられる話ではなく、その地域で暮らし、生きる、すべて
の人たちの関係のなかで実践されるべきことじゃないのだろうか」（井出、2021 : 9）として「ともにあ
る」という感覚、お互いがお互いを「気にかけあう関係」を、生活空間、身近な社会のなかに、どうやっ
て作り出していくのかが問われているとその議論の現代性を述べる。
また、奥田（2021）は、「伴走型支援」という言葉を用いて、「問題の「解決」ではなく、「つながり」
という「状態」を重視」（奥田、2021 : 11）する支援のあり方を提唱する。奥田は、従来の問題解決型支
援では、問題が解決した時点でその支援は終了し、さらに問題解決型支援が行きすぎると解決できたか、
できないかという「成果主義」に陥ってしまったり、支援者が関わっても解決できないと「支援しても意
味がなかった」と思ってしまったりする点を危惧する。それに対し、伴走型支援は、「孤立状態にある個
人に対する支援（対個人）であるとともに、「人を孤立させない地域社会の創造」（対社会）を目指す「社
会活動」でもある」（奥田、2021 : 10）と相互に支えあう地域づくりを目指す支援であると特徴づける。
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さらに、伴走型支援がとにかくつながることを重視する理由を、「この支援の価値観が「いのち」や「存
在」という普遍的なものに向けられているから」（同上）だとする。
また、津止（2021）は、男性介護者支援の実践と研究を通じて、家族をケアする男性介護者らの「介護
は辛くて大変だ。でも、そればかりでもない」という介護の両義性を表す言葉に出会う。そして、「介護
はささやかなりとも希望にも喜びにも浸れるような、直面して初めてその価値に気づく生活行為でもあ
る」（津止、2021：ⅳ）と、ケアという行為が内包する価値について述べる。さらに、「社会の主流となっ
ている、介護を排除して成り立つような暮らしと働き方への意義申し立て」（同上）として「介護のある
暮らしを社会の標準に」（同上）したコミュニティの形成を主張する。
このような、互いにケアをしたり／ケアをされたりしながら、そのプロセスにおいて関係性を築くこと
でコミュニティを形成していくという試みが各地でみられる。そして、このような取り組みが対象とする
のは、先に述べた「今日的な福祉問題」である。このような、いわゆる「ケアすること」を基軸にしたコ
ミュニティ形成を目指す実践が各地、各領域で取り組まれており、そこで実践に取り組むには、既存の社
会資源や、問題解決方法を〈あてはめる支援〉ではなく、まさにその人、その状況に〈よりそう支援〉で
ある。そのなかで、実践家は決して自らを「支援者」とは呼ばないし、そして時に実践する者としてどう
すれば良いのかわからないという「とまどう自らをさらけ出す」ことも厭わない。「できない」「わからな
い」を否定することなく、「できない」「わからない」からこそ当事者と一緒に考え行動しようと、自らが
専門家として「ゆらぐこと」を肯定する特徴を有している。
つまり、これらの実践から見えてくるのは、「支援される人」「支援する人」という固定化した関係に囚
われない、相互浸透的な関係性の中にある人間の姿である。この関係性の中では、ケアしたり／ケアされ
たりという関係が常にそこにあり、そのいずれもが否定されたり、批判の対象となることはない。常に、
ありのままの姿でそこにあることを肯定されるような関係性である。そこでは、「弱いこと」は否定され
ることではない。弱さを肯定し、受け入れるような「場」である。

6．福祉現場の情報化・ICT 化と新たな「ケア」の実践は両立されるのか？

さて、ここまで、ソーシャルワークの危機や今日的な福祉問題への対応が、これまでの「ケア」のあり
方にとらわれない形での新たな実践を生み出していることを見てきた。先に述べたように、支援の現場は
いま変化の過渡期にある。その要因のいくつかは、福祉現場のデジタル化であり、福祉人材不足であり、
社会的な課題の複雑化、複合化であろう。このような状況のなか、私たちの目指すべき「ケア」のあり方
について、明確な答えは未だ見つかっていない。ただ一つ言えるのは、従来通りの支援スタイルにとらわ
れていては、これからの福祉の現場は立ち行かないということである。この状況を乗り越えるためには、
今推し進められようとしているデジタル化や ICT 化は避けては通れない。福祉現場からは、「2進法で福
祉はとらえられない！」（福祉のひろば、2021）というようなデジタル化に批判的な意見も見られるが、
おそらく今問われているのは、ICT をうまく使いこなしながら、人と人との関係性の中でのケアをどう充
実させていくかということではないだろうか。そこで求められるのは、従来のように問題解決を目指す支
援ではなく、関係性を作っていく「ケア」に注目した支援である。ただし、この二つの支援スタイルは、
どちらかが優れていて、どちらかが劣っているわけではない。各々の支援の持つ機能が両輪として存在す
ることで、「今日的な福祉問題」へのアプローチは可能になるであろう。問題解決だけを目指していては、
本質的なところは何も救われない。かといって関係性だけを重視していても、しんどい状況に取り残され
る状況にあることは変わらない。
このような、変容過程にある「ケア」と福祉の情報化の推進については、筆者自身まだ検討を始めたば
かりである。福祉の情報化はいま新たな過渡期にあり、これから大きく情勢は変化すると推測される。生
田先生はこのような現在の福祉の情報化をめぐる状況をみて、常々「生まれてくるのが 30年早かった」
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とおっしゃる。私はこの場で、ぜひ生田先生にお伝えしたいことがある。30年生まれるのが早かったの
であれば、ぜひ 30年長生きをしていただきたい。そして、福祉情報研究の第一人者として、この状況を
見極めていただきたいと思うのだ。まだまだ生田先生にご指導いただきたいこと、ともに学んでいきたい
ことが山積している。
ご退官、おめでとうございます。そして、これからもどうぞよろしくお願いいたします。
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緒言

国民医療費増大への対応を考えることは、超高
齢社会を突入した我が国において国家的課題であ
る。国民医療費に占める後期高齢者医療給付分
は、平成 30年度ベースで全体の 34.7％となって
いる1）。高齢者が増加していく社会では、医療費
増加は避けられないことである。もちろん、医療
費の増加の因子は「高齢者の増加」だけではな
く、「医学・医療の進歩、新技術の導入」「疾病構
造・対照変化」もあげられる。けれども、人口の
高齢化に伴う「高齢者の増加」が国民医療費増大
傾向の重要な因子であることは明らかである。近
年、治療医学の重要性を前提にして「予防医学」

の重要性が指摘され続けている。予防医学とは
「preventive medicine 治療医学に対応して用いら
れるが、わが国では公衆衛生と同義語に用いられ
がちである－南山道医学大事典第 19版－」とさ
れ る。2019年 8月 28日 東 洋 経 済 ONLINE に
「予防医学の重要性を述べるとともに予防医学の
医療費削減効果があるか否かを検証するべきであ
る」とする記事が掲載された2）。この記事におい
ては予防医学の重要性とともに、予防医学の玉石
混交状態が指摘されていた。ここで予防医学を俯
瞰すると医学・医療を背景とした予防医学の潮流
がある。一方、1986年に開催された第 1回ヘル
スプロモーションに関する国際会議において、世
界保健機関よって提唱されオタワ憲章に掲載され
た「人々に健康つくりの能力を付与するととも

〔論 文〕

新しい機器を用いた血流制限トレーニングの基礎研究

河 鰭 一 彦＊1、廣 田 音 奏＊2

長谷川 健 人＊3、天 野 勝 弘＊4

要約：
国民医療費の増大するなか予防医学への期待が大きくなっている。予防医学は多岐にわたるが、身体運動

を対象者に賦活し「ロコモーティブシンドローム」「サルコペニア」「フレイル」などの運動器に関係する疾
患を予防・改善することは予防医学の重大な課題である。近年、加圧や電気刺激、振動を身体運動中の身体
に課すことで、これまで運動成果が現れないと言われてきた低強度短時間運動でも筋力増加や筋肥大がみら
れるとする報告が多くある。これらのうち身体各分節、特に四肢と体幹の接合部（腋下、鼠径部）をベルト
で加圧した血流制限（BFR : Blood Flow Restriction）状況下で筋力トレーニングをすると低強度短時間で筋機
能や形態が改善するとした「加圧トレーニング」が著名である。本研究においては加圧トレーニングで用い
られた BFR から導かれる RIC（Regional & Remote Ischemic conditioning）を新しい機器を用いて被験者に賦
活し 3回行われた短時間激運動の運動成果に対する効果を検証した。上記手順から得られた新しい知見を報
告する。

キーワード：マルチカフ、加圧、BFR、RIC、ペダリング、疲労
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に、医療や保健ばかりでなく、あらゆる杜会的環
境を巻き込んで、（疾病対策を超えた）生活・人
生に関わる良好な状態の積極的な実現をめざす公
衆衛生である」とする「より包括的な潮流」があ
げられる3）。筆者らが所属する日本スポーツ体育
健康学術連合の分野においても、医学者・医師以
外の研究者が予防医学に応用可能なテーマに対し
て積極的に参加している事実がある。近年、健康
に関する医学、健康科学の分野において「ロコ
モーティブシンドローム（加齢に伴う筋力の低下
や関節や脊椎の病気、骨粗しょう症などにより運
動器の機能が衰えて、要介護や寝たきりになるこ
と、またそのリスクの高い状態）」「サルコペニア
（加齢による筋肉量の減少および筋力）」「フレイ
ル（加齢により心身が老い衰えた状態）」という
言葉を聞くことが多い。これらの言語は「骨や骨
格筋」いわゆる「運動器」が加齢により退行す
る、あるいは運動器の退行が加齢現象を促進し各
種疾病が顕在化することを表現していると言え
る。ここで述べられている「加齢に関する運動器
問題」に対して、電気刺激や振動刺激を骨格筋に
賦活することにより低強度負荷で安全に、しかも
高齢者を対象にしても「筋機能改善が見込まれ
る」とする機器がメデイアに登場している4）5）。
あるいはストレッチ体操を充分に行えば「血圧状
態が改善される」とする学術研究もある6）。これ
ら「予防医学的トレーニング」の特徴は、これま
でかなり高強度長時間トレーニング行わないと改
善しないとされた運動器機能が機器の補助や新た
な視点からのトレーニング方法を行うことで従来
提唱されていたものよりも「低強度短時間」で改
善されるとする点である。
本研究の血流制限（Blood Flow Restriction）ト
レーニングとは上肢あるいは下肢と体幹の間に特
殊なベルトを装着した後、加圧し血流制限を行い
ながら筋力トレーニングをおこなうと、これまで

トレーニング効果が起きないとされる低負荷でも
筋力増加などの効果が得られるとするものであ
る7）。巷間言われる「加圧トレーニング」が代表
的なものである。本研究においてはこの「加圧ト
レーニング」から発展改良された MCC（Multi
Cuff Care）法をもちいる。MCC 機器は安全に低
強度でトレーニング効果が発現することや高強度
激運動からの運動機能会回復に効果があるとされ
ている。本研究においては高度に鍛錬された競技
者に高強度運動を賦活し MCC 機器の介入により
運動機能の改善（いわゆる疲労回復）が導かれる
かを検証する。

方法

本研究の被験者は K 学院大学体育会陸上部に
所属する 12名であった。実験に先立ち被験者に
本研究の目的・意義、背景、方法、予想される危
険性、拘束時間等に関する説明を文章と口頭で行
い、本研究に参加する同意を得た。その後、被験
者は同意文書に署名捺印した。被験者の特徴は身
長 173.9 cm±4.8 cm、体重 65.5 kg±7.5 kg、体脂
肪率 10.3％±1.8％、年齢 20.4歳±1.0歳であっ
た。図 1に実験手順を示している。被験者を無作
為に 1グループ 6人、2グループに分け本実験班
とコントロール班に分けた。1日目の本実験班は
実験室到着の後、5分間の椅座位安静 5分、パ
ワーマックス V（コンビ社製 本研究用にカス
タマイズされている）用いて体重の 4％の負荷、
60秒間の全力ペダリングを行った。全力ペダリ
ング後、直ちに椅子座位に移行し 5分間の安静
後、MCCⅡ（愛知電子工業株式会社製）を用い
て RIC（Regional Ischemic Conditioning：局 所 的
虚血コンディションと Remote Ischemic Condi-
tioning：遠隔虚血コンディションニングの 2つの
意味を持つ）状態に直ちに導き、この状態を 5分

─────────────────────────────────────────────────────
３）石井敏広．ヘルスプロモーションの新しさと公衆衛生従事者の教育研修．保健医療科学 48（3），pp 199-209, 1999.
４）浜田拓，林達也，森谷敏夫．筋電気刺激（EMS）を利用した生活習慣病改善の可能性．生体医工学 18（11），pp 35-

41, 2002.
５）神里巌，城野靖朋，粕渕賢志．振動刺激による運動錯覚が固有感覚機能に及ぼす影響．理学療法科学 33（3），pp

385-388, 2018.
６）斎藤辰哉，高原皓全，吉岡哲，小野寺昇．継続的な水中でのストレッチングが動脈スティフネスに及ぼす影響．
川崎医療福祉学会誌 20（2），pp 513-517, 2011.

７）安田智洋．血流制限トレーニング，トレーニング科学 31（4），pp 169-178, 2020.
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間維持した。MMCⅡの加圧モードはオートとし
10秒以内には 250 mmHg まで加圧し、この状態
を維持することができた。加圧部位はペダリング
運動の主動筋が集まる左右大腿部とした。RIC 状
態を 5分間維持したのち 20分間の椅座位安静後、
再び同じ条件で 2回目のペダリングを行った。2
回目の全力ペダリング 2分後に再び MMCⅡを用
いて大腿部の RIC 状態を 5分間維持した。本実
験班プロトコールに対してコントロール班の 1日
目のプロトコールは以下である。実験室到着後、
椅子座位安静 5分の後、パワーマックス V 用い
て体重の 4％の負荷、60秒間の全力ペダリング

を行った。全力ペダリング後直ちに椅子座位に移
行し 30分間椅子座位安静の後、2回目ペダリン
グを同じ負荷で行った。その後 2分間の安静のち
実験終了とした。つまり、コントロール班は全力
ペダリングを 30分間隔で 2回のみ行ったことに
なる。本実験班は 2回の全力ペダリングの間と 2
回目のペダリング後に RIC 状態を課したことに
なった。2日目の本実験班は実験室到着後直ちに
RIC 状態が MMCⅡにより 5分間課された後、5
分間の椅子座位安静後、1日目と同負荷・同時間
条件を用いて全力ペダリング行った。コントロー
ル班の 2日目実験プロトコールは以下である。被

図 1 本研究の実験プロトコール

図 2 RIC を課した本実験班とコントロール班から得られたピークパワー値の比較
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験者は実験室到着後 10分間椅子座位安静したの
ち同じ負荷・時間条件の設定下で全力ペダリング
を行った。1日目と 2日目の実験後、各被験者に
主観的な「きつさ」「疲労度」を VAS（Visual
Analog Scale）を用いて測定した。1回目の実験
の 12日後、本実験班とコントロール班をそのま
ま入れ替え同じプロトコールの実験を行った。結
果、本実験班、コントロール班とも実験参加人数
は、のべ 12名となった。全力ペダリング測定か

ら得られた資料はペダリング回転数と負荷の積か
ら得られるサンプリングタイム 0.1秒の瞬時パ
ワーの最高値を「ピークパワー値」とした。瞬時
パワーの 60秒間積算値を「総仕事量」とした。
更にピークパワー値とペダリング 60秒後終了時
の瞬時パワー値の割合を「パワー低下率」とし
た。統計処理は t 検定を用い、危険率 5％以下で
処理をした。

結果

実験の結果、「総仕事量」「パワー低下率」には
RIC を課した本実験班と RIC を課さなかったコ
ントロール班には有意差がみられなかった。
「ピークパワー値」関しては 1回目（1日目の 1
回目ペダリング）、2回目（1日目の 2回目ペダリ
ング）に関して本実験班とコントール班の間に有
意差はみられなかった。しかし、3回目ペダリン
グ（2日目のペダリング）には 5％水準で有意差
がみられた（図 2）。ピークパワー値の発現時間
は全被験者の全試行とも 10秒以内であった。
VAS を用いた被験者から得られたペダリング後
の「きつさ」と「疲労度」に関する主観的評価は
以下であった。「きつさ」に関しては RIC を課し
た本実験班において 1日目より 2日目の主観的評
価値が有意に低くなっていることが明らかになっ
た。「疲労度」に関しては 1日目実験終了後に測
定した値が RIC を課した本実験班の値がコント
ロール班より有意に低い値となった。

議論

本研究は新しい視点で開発された MMCⅡを用
いて RIC を行い、その効果が激運動ペダリング
を 2日間に 3回行うことの、運動成果への影響を
検証した研究になる。そもそも MMC 法発想の
原点になった「加圧トレーニング」は佐藤義昭氏
によって提唱され、1994年にこれまでトレーニ
ングの分野では、トレーニング機器や装置に与え
られていた特許が「加圧トレーニング方法」につ
いて与えられ当時話題になった8）。佐藤氏が提唱

─────────────────────────────────────────────────────
８）KAATSU Global Inc https : //www.kaatsu.com/

図 3 VAS 用いて測定した「きつさ」の結果
RIC 使用時 1日目と 2日目の比較

図 4 VAS 用いて測定した「疲労度」の結果
1日目 RIC 使用時とコントロールの比較
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した加圧トレーニングは「法事に参加した際、正
座を行ったときに筋力トレーニングと同じ感覚が
あった」ことからの発想であると述べている9）。
その後、特許権が切れたことにより多くの類似的
トレーニング・コンディショニングが登場してい
る。本研究で用いられている MMC 法は「加圧
トレーニング」のような一本のベルトではなく数
本のベルトを組み合わせたマルチマフを作成し、
より BFR の作用を強めていると考えることがで
きる。マルチカフを発明し特許を取得したのは福
田博司医学博士・医師と山崎由久医学博士であっ
た。当初、加圧トレーニングを実施していたが、
その後、それぞれ独自の路線を歩みマルチカフを
開発した10）。MCC 法は Murry ら11）が「イヌを対
象とした虚血プレコンデイショニング（Ischemic
Preconditioning）が心臓の 40分間冠動脈閉塞モデ
ルに対して 5分間の冠動脈閉塞と再灌流を繰り返
すことにより予後の成績が上がった」とする報告
に基づいている。さらに Przyklenk, k. ら12）が心
臓の梗塞発生箇所以外の虚血状態をつくることで
予後が良いことが報告された。上述した 2種類の
R（Regional：局所と Remote：遠隔）＋IC（Ischemic
Conditioning：虚血コンディションニング）の意
味を持つ RIC が今回、新しい発想で開発された
MMC 法の理論的根幹である。加圧トレーニング
は現象論から理論背景となるエビデンスを積み上
げていった13）14）。これに対して MMC 法は「基
礎研究で得られたエビデンスを持った事象を応用
科学の現場に持ち込んでいく」といったアプロー

チの差があることは興味深い事実である。本研究
の「きつさ」「疲労度」に関する主観的評価は
MMC 法でおこなった RIC の効果を示唆するも
のであった。しかし、本研究においては被験者が
実験に参加する事前説明において「MMC を用い
ての RIC 効果の検証の実施とその理論的背景」
について説明しており心理的バイアスがかかって
いることは否定できない。本研究においては
「MMC 法を用いた RIC 効果が被験者の主観的評
価について影響を与えた」とする示唆の精度は限
定的であると考えられる。全力ペダリングの運動
成果に「MMC を用いた RIC 効果」はピークパ
ワー値のみにみられた。2日目の 3回目全力ペダ
リングに RIC を課した本実験班が RIC の課され
ていないコントール班より有意に高い値を得るこ
とができた。ピークパワー値の発現が運動時間
10秒以内であることから動員されるエネルギー
供給系は主に ATP-PC 系であると考えられる
（ATP-PC 系を動員するのは筋の速筋単位であり
ピークパワー値の構成要素の主たるものも速筋単
位であると考えられている）。Yasuda ら15）16）は加
圧トレーニングの方式を用いた実験構成から血流
制限下の筋収縮は速筋線維を多く動員している可
能性が示唆している。これまで加圧トレーニング
については現象論だけでなく加圧トレーニングを
賦活した際の生化学的資料の分析が精緻になされ
ている17）。本研究の結果から MMCⅡを用いた
BFR 状態が速筋線維に何らかの影響を与え、3回
目全力ペダリングの高い値を導いた可能性が示唆

─────────────────────────────────────────────────────
９）佐藤義明，石井直方，中島敏明，安部孝．加圧トレーニングの理論と実践，KS スポーツ医学書，2007.
１０）一般社団法人 MCA 学会，MCA 学会認定 MCC 講習会テキスト pp 12-15
１１）Murry C E, R B Jenninngs and K A Reimer. Preconditioning with ischemia : a delay of lethal cell injury in ischemic myo-
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cardium from subsequent sustained coronaryocclusion. Circulation 87（3）, pp 893-899, 1993.
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される。しかし、MMC 法を用いて RIC や BFR
導くことの有用性を示すためには先行研究があま
りに少ないと考えられる18）。今後は MMC 法の

更なる有効性を導くためには多くの研究者が参加
する学術コミュニティの構築が重要になることを
提言する。

─────────────────────────────────────────────────────
１８）野田哲由，上岡尚代，高齢者における MC 加圧トレーニング（マルチカフ加圧トレーニング）の影響について，

了徳寺大学紀要 14, pp 99-104, 2020.
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Basic Research on Blood Flow Restriction Training
Using New Experimental Equipment

Kazuhiko Kawabata*1, Okana Hirota*2

Kento Hasegawa*3, Katuhiro Amano*4

ABSTRACT

While preventive medicine covers a wide range of fields, the prevention and improvement
of motor system-related diseases and conditions such as “locomotive syndrome,” “sarcopenia”
and “frailty” by stimulating physical exercise in patients is an important issue. Recent years
have seen many reports of increased muscle strength and muscle hypertrophy by subjecting
the body to stimuli such as pressurization, electrical stimulation, or vibration, even with short-
duration low-intensity training, a method that has so far been said to have little effect in
terms of physical enhancement. Among these, “Kaatsu training” is well known as a method
that has been said to improve muscle function and morphology through short-duration low-in-
tensity muscle training with the blood flow restricted (BDR : Blood Flow Restriction) by a
pressurizing belt fastened around articulations in the body, particularly the joints between the
limbs and trunk of the body (armpit and groin regions). This study reports on knowledge ac-
quired through verification of the results of vigorous exercise performed three times with the
test subject stimulated by RIC (Regional and Remote Ischemic Conditioning) using a new de-
vice, a method based on BFR used in Kaatsu training.
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Ⅰ．はじめに

1．問題の所在
社会福祉学において、研究方法としての質的研
究方法は、定着し普及したといって差し支えな
い。なかでも、修正版グラウンデッド・セオ
リー・アプローチ（M-GTA）、ライフストー
リー、エスノグラフィーなど、質的研究の個別の
方法論のアプローチ1）を用いたソーシャルワーク
実践に関連した研究、つまり、生活のしづらさや
生活上の困難を抱えた個人や集団、地域社会の人
びと、その支援を行う支援者に注目し、その経験
や行為や何らかのプロセス、それらの意味を明ら
かにするような研究は多く行われるようになった
と思われる。それらに加え、社会福祉学の歴史や
制度や政策の研究や、それらが交叉するような研
究領域で、何らかの方法で収集した質的な資料
（データ）を数値や統計によらず言語を用いて質
的に分析する研究も発表されている。社会保障制
度審議会を構成した主要な人びとの自立の言説を
議事録や行政文書をはじめとする文書資料を分析
することで、1940～1950年代の自立の特徴を明

らかにした研究（狩谷 2020）や、歴史資料に加
え「個人に体験の口述を依頼して記録・分析する
歴史研究手法であるオーラルヒストリー法を参考
とした聞き取り調査」（田中 2021 : 15）によっ
て、1960～1980年代のある障害児福祉関係の通
園事業機関の展開過程を地方自治体の行政政策と
関係づけて明らかにした研究（田中 2021）がそ
の例である。
他方で、日本で質的研究を牽引してきた研究者
らの見解をもとに検討すると、質的研究の発展を
阻害しかねない 3つの問題があると考える。ひと
つは、質的研究方法により研究され発表された論
文（質的研究論文）の研究実施の手続きや方法、
研究成果は信頼に足る適切なものなのか、という
研究の質（quality）に関する問題である。大谷
（2019 : 30-2, 40-7）は、質的研究で重要な存在
論・認識論・価値論等からなるパラダイムとその
類型であるポスト実証主義、社会的構成主義・解
釈的パラダイム、そしてそれらも含んだ質的研究
方法論が理解されず研究が行われている可能性を
指摘している。また、方法論のアプローチやデー
タ分析法を論文著者は理解して研究を行っている
のか定かでない論文があることも述べられている

〔論 文〕

質的研究による社会福祉研究の傾向を明らかするための予備的研究

安 田 美予子＊

要約：
この研究では、社会福祉学でこれまで発表されてきた質的研究論文の特徴や傾向を明らかにする研究を計

画し実施するにあたり、参考となる知見を得る目的で文献研究を行った。研究対象とした文献は質的研究論
文で用いられた質的研究方法の特徴や傾向を明らかにした内外の先行研究で、国内では学問分野や研究領域
を問わず、海外はソーシャルワークに限定した。本稿では、それらの文献で、研究結果として何が明らかに
されていたのか、という点に焦点を当てて研究した結果を報告した。研究対象とした 20の文献の中で 9つ
が、質的研究論文における、質的研究の研究パラダイムや認識論や背景となる理論、質的研究方法論のアプ
ローチなどの「質的研究の探求の伝統」に関心を寄せ、研究していたことが明らかになった。最後に、社会
福祉学の質的研究論文の傾向や特徴を研究するにあたり、先行研究から参考にすべき点を考察した。

キーワード：社会福祉、質的研究、傾向や特徴

─────────────────────────────────────────────────────
＊関西学院大学人間福祉学部教授
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（木下 2020 : 330）。
しかし、以上の問題は、個々の研究者や大学院
生等の研究を指導する立場にある教員側に起因す
るのみならず、学会誌等に投稿された質的研究論
文の査読にまつわる問題が関係している。これが
2つめの問題で、質的研究論文の査読に関わる問
題は木下（2020）が広く論じている。具体的に
は、質的研究論文の評価基準に関する査読者と投
稿者間の共通認識の曖昧さや、論文字数制限の影
響により、質的研究論文に記述される情報量の少
なさの中で行われる査読者側の論文評価の難しさ
と投稿者による論文記述の簡略化といったことが
示されている（木下 2020 : 326-30）。加えて、質
的研究論文の査読では「査読者間で査読内容と基
準が統一されていない」（福島・青木・木下・ほ
か 2018 : 10）という査読側の困難があることも、
看護学で行われたインタビュー調査から報告され
ている。これらは、質的研究が発展するうえで看
過できない問題である。
このような中、看護学では質的研究論文を評価
する査読ガイドライン（萱間・グレッグ 2018）
が開発された。ガイドラインは、質的研究論文を
評価、査読するための 18の基準、及び、各基準
を判断するための具体的な説明文も添えられた充
実した内容である。これらは質的研究論文を書い
て投稿するにあたり理解し、論文に反映させたい
ものである。しかし、このガイドラインにある質
的研究に関係した基準をすべて説明するような論
文を書こうとすると、論文の字数制限のある中
で、投稿者はやはりどこか簡略化して書かざるを
えなくなるのではないのだろうか。つまり、この
ガイドラインの基準に沿った良質の論文を生み出
そうとするならば、質的研究論文の査読のあり方
自体も問われことになる。これに関連して、木下
（2020 : 327-9, 331-42）が質的研究論文の、そし
てこのガイドラインを用いた査読のあり方を論じ
ている。
以上のような質的研究論文の投稿や査読にまつ
わる問題提起に対し、筆者も含め質的研究方法に
よる社会福祉研究と質的研究の大学院教育を行っ
ている者は、どのように考え対応すればよいのだ
ろうか。
最後は、「質的研究とは何か」という、質的研

究の定義や特徴に関係する問題である。質的研究
はひとつの「研究領域」（Denzin & Lincoln＝
2006 : 2；木下 2020 : 345）として位置づけられて
いるものの、多種多様な質的研究の方法論のアプ
ローチに通底し合意可能な質的研究の明確な定義
を打ち出すことが難しくなっている（Flick＝
2016：ⅱ，1-3；木下 2020 : 344-8）。その背景に
は、質的研究は異なるパラダイムや理論の影響を
受け、異なる学問分野・領域の伝統の中で特徴的
なアプローチやデータ収集・分析という方法が用
いられ、質的研究という包括的な領域が形成され
ていったことがある（Denzin & Lincoln＝2000）。
さらに、国や学問や領域によって、質的研究とし
て考えられるものや関心を寄せられるもの、使用
のされ方も異なっている（Flick＝2016 : 4）。木下
（2020 : 344-55）は、質的研究が定着したがゆえ
に、「多様性の中の共通性、統一性の明確化、つ
まり、研究領域としての位置づけは当初と比べて
もより根本的な課題となっている」（木下 2020 :
345）という問題意識から、質的研究の定義の問
題を論じている。他方で、質的研究の方法論的ア
プローチ共通するような質的研究の特徴が、例え
ば大谷（2019 : 23-9, 32-5）によって示されてい
る。
種々のヒューマンサービスの専門領域を横断す
る形で「質的研究の領域化」が進んだといわれ
（木下 2020 : 349）、社会福祉学の質的研究もその
一翼を担ってきたとすれば、社会福祉学での質的
データの収集・分析や質的研究方法の使用の広が
りが予期される中、社会福祉学からみた質的研究
とは何なのか、どのように定義されるのか、どの
ような特徴を持つのか、ということを社会福祉学
の研究者が探求することも研究課題のひとつと考
える。
以上をまとめると、社会福祉学における研究方
法としての質的研究方法の定着と質的なデータの
用いられ方の広がりの一方で、ひとつの領域とし
て質的研究を見た場合、質的研究による研究の
質、質的研究論文の査読、質的研究とは何かとい
う問題が提起されている。このことは、社会福祉
学における質的研究論文にはどのような質が求め
られるのか、質的研究によるより優れた研究を生
むため社会福祉系大学院や社会福祉系学会は何を
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するべきなのか、社会福祉学からみた質的研究と
はどのようなものでどのような可能性を持つの
か、ということを質的研究に携わる社会福祉研究
者は議論し検討しなければならない時期にきてい
ることを意味する。しかし、その検討や議論の前
提として、社会福祉学ではどのような研究主題に
対して、どのような理由から質的研究が用いら
れ、どのような質的研究方法論のアプローチがど
う用いられてきたのかといったような、これまで
の質的研究の実践の軌跡の実態を明らかにしたう
えで、それを批判的に振り返る必要がある。

2．本研究の目的
社会福祉学における質的研究の実践の軌跡を明
らかにする方法のひとつとして、志村（2012）に
ならい、社会福祉学系学会誌でこれまで発表され
た質的研究論文を研究する方法がある。志村
（2012）は質的研究の動向を探るために、2007年
度～2011年度の間に日本社会福祉学会学会誌
『社会福祉学』に掲載された論文の中から、断定
的に結論づけることを保留しつつも、質的研究に
よる論文として 48本を選定し研究を行った。こ
のように公表された質的研究論文を対象に、何ら
かのリサーチ・クエッションを設定し、一定の基
準や手段を用いて論文を集めて分析する。それら
の論文で、研究されている主題、採用された質的
研究のパラダイムや個別の方法論的アプローチや
その選択理由をはじめ、いくつかの視点からその
特徴や傾向を分析することによって、これまで発
表されてきた論文での質的研究方法の用いられ方
の現状や課題を明らかにするのである。
そこで以上の研究課題や研究方法による研究を
行う準備として、この研究では、国内では学問分
野や研究領域を問わず、海外ではソーシャルワー
クにおいて、「公表された一定期間の質的研究論
文を一定の方法で集め何らかの方法で分析して、
論文で用いられた質的研究方法の特徴や傾向を明
らかにした先行研究」の文献研究を行う。この文
献研究を行うことによって、社会福祉学で発表さ
れた質的研究論文の特徴や傾向を明らかにするた
めの着眼点、そして、その研究方法の立案や研究
実施上の注意点を明らかにすることが、この研究
の目的である。

次いで、この研究目的により先行研究を調べる
にあたり、着目したい点がある。質的研究の存在
論・認識論的前提や研究パラダイムに関する部分
である。社会福祉学では、研究方法のひとつであ
る質的研究方法に関して、研究パラダイム、存在
論や認識論と結びつけられた方法論やそのアプ
ローチやデータ収集・分析方法について、あまり
検討されたり議論されたりしていないように思わ
れる。しかし海外のソーシャルワークでも、質的
研究による研究を行うにあたり、「現実に関する
問題を扱う存在論」、「知識の本質についての問題
を扱う認識論」、「完全で統合された研究デザイン
をまとめる方法論」（methodology）、「研究プロジ
ェクトに関連する具体的な要素やステップ（例え
ばサンプリング、データ収集、データ分析）」に
関する「方法」（method）（Staller 2012 : 403）が
関連づけられ、一慣性のある研究を行うことが重
視されている（Staller 2012）。したがって先行研
究では、研究パラダイムや存在論・認識論に関し
て何がどのように調べられているのかという点に
も着目する。なお、既述した質的研究のパラダイ
ムの類型に関して、ソーシャルワークの質的研究
では、Padgett（2017 : 6-8, 15）が、ポスト実証主
義、構築主義（constructionism）、プラグマティズ
ム、批判（critical）という「認識論」と表現して
いるがゆえ、ここでは認識論の類型とパラダイム
の類型を同じものとみなす。
以上の研究目的や研究の着目点に基づき、さら
に、後述のような研究方法で関連先行研究を選定
し、読むことを繰り返す中で、以下のリサーチ・
クエッションを設定し、研究を行った。関連する
先行研究の、①研究目的は何か、②どのような研
究方法（論文を集め分析する方法）が用いられた
か、③研究結果として何が明らかにされている
か、④③の中でとりわけ質的研究の研究パラダイ
ムや存在論・認識論に関して何が明らかにされて
いるか。

Ⅱ．研究方法

この研究は文献を対象とした研究である。以上
の研究目的とリサーチ・クエッションに基づき、
研究対象となった国内と海外の文献を選定した方
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法と整理・分析した方法を記す2）。

1．文献の選定方法
文献の選定は所属大学の図書館が提供する内外
のデータベース検索を中心に、また、データベー
ス検索により選んだ論文が引用している他の文献
の情報も用いて、2021年 3月 10日から 10月 30
日にかけて行った。
（1）国内の関連文献の選定
本研究の目的とリサーチ・クエッションに基づ
き研究対象とした国内の論文は、最終的に、「社
会福祉学や他の学問分野や研究領域において、公
表された一定期間の質的研究論文を一定の方法で
集め分析して、質的研究論文で用いられた質的研
究方法の特徴や傾向を明らかにした論文」であ
る。そうした論文を選ぶため、データベース
CiNii Articles を用いて、「論文検索」の「フリー
ワード」としていくつかのキーワードを組み合わ
せて検索を行った。
当初は社会福祉学の論文に限定して研究する意
図で、より幅広く文献をカバーできる「福祉」を
キーワードのひとつとして、以下のキーワードと
組み合わせて検索をはじめた。しかし、該当する
文献は志村（2012）のみであることが検索過程で
分かってきた。そこで他の分野・領域にも広げて
この研究を行うことにした。

CiNii の検索で用いたキーワードは、「質的研
究」、「質的調査」、「定性的研究」、「動向」、「傾
向」、「質的研究論文」、「質的調査論文」、「定性的
研究論文」、「博士論文」である。この中のキー
ワードを組み合わせて、あるいは単独で使用して
検索した。キーワードの中で、「博士論文」は海
外のソーシャルワークの先行研究を検索する中で
博士論文のみを研究対象とした文献をみつけたた
め、「質的調査」「定性的研究」は分野・領域によ
ってはこの用語が用いられるため用いた。検出さ
れた文献は、タイトルと抄録、抄録が表示されな
い場合は、本文を読み、後述する基準も踏まえて
「研究対象とする国内の論文」に合致するかどう
かを判断した。また、CiNii で検出された文献を
読み、本研究の研究対象として適しているかもし
れないと思われた引用文献を見つけた場合、それ
を入手して読み、研究対象の文献としての適格さ

を判断した。
なお、文献の研究対象としての可否の判断に関
して、その文献に、研究方法が明記されているも
のを選び、この基準が満たされていれば原稿の種
類は問わず選定した。また、検出した論文を読む
過程で、①ある学問分野や研究領域に特徴的な一
部の質的研究論文が取り上げられ、その論文をも
とに質的研究の動向や傾向が報告されている文
献、②ある分野や領域における特定の主題や現象
に関する研究の傾向や動向を調べる中で質的研究
に関しても調べている文献、③混合研究法による
論文や収集された質的データを量的に扱った論文
も研究対象としている文献は、研究対象としない
という基準を設け、最終的に文献を特定した。
（2）海外のソーシャルワークの関連文献の選定
この研究で最終的に研究対象とした海外のソー
シャルワークの文献は、「ソーシャルワークにお
いて、一定の期間に公表された質的研究論文、及
び、他の研究方法も含めて何らかの方法によって
研究された博士論文を一定の方法で集め分析し
て、論文で用いられた質的研究方法やその他研究
の特徴や傾向を明らかにした、英語で書かれた論
文」であった。当初は質的研究論文に限定して検
索していたものの、検索過程で、質的研究方法に
限定することなく他の研究法によっても研究され
た博士論文を対象に、その研究方法やその他の特
徴を明らかにした先行研究を見つけた。それらで
は、質的研究に関する内容や研究主題なども調べ
られ、なかでも研究方法は筆者が計画している今
後の研究の参考になると判断したゆえ、海外の
ソーシャルワークに関しては、研究対象とする文
献の範囲を広げた。論文の検索には、ソーシャル
ワークの文献が検出される可能性が高いデータ
ベースである“Psychology & Behavioral Sciences
Collection”、“Social Sciences Full Text”、“SocIN-
DEX with Full Text”、“ERIC”が 含 ま れ た EB-
SCO Host を用いた。EBSCO では検索フィール
ドとしてサブジェクト語を指定した詳細検索を行
った。

EBSCO では、サブジェクト語として“social
work”を 必 須 に、他 に“qualitative research or
qualitative study or qualitative methods”、“ re-
search”、“quantitative research or quantitative study
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or quantitative methods”、“epistemology”、“para-
digm”、“journal articles”、“dissertation”、“ trend
analysis”をサブジェクト語としていくつか加え
て、それぞれを and で結んで検索した。検出さ
れた論文は、タイトルとサブジェクトを読み、そ
れだけで研究対象文献としての適格さを判断でき
ない場合は抄録を、さらに必要な場合は本文を読
んで、可否を判断した。また、データベース検索
で選定した文献が引用している他の文献の情報も
用いて、研究対象とする文献を選んだ。なお、
ソーシャルワークの特定の現象や主題の傾向や特
徴や動向を明らかにする中で質的研究に関しても
調べていた文献は、研究対象としないという除外
基準を設けた。

2．選定した文献の整理と分析方法
本稿で主に焦点を当てるリサーチ・クエッショ
ンである③研究結果として何が明らかにされてい
るか、に絞って文献を整理・分析した過程と方法
を記す。
各文献の研究結果のセクションや研究結果に該
当する箇所を中心に文献を読み、各文献で研究の
結果として書かれていたことを類似性と差異で整
理・分析した。スプレッドシートを用いて、行に
は特定した「方法論のアプローチ」「研究の主題」
といったトピックを 1行に 1つ、すべての文献名
を各列に書いた。トピックに対応すると判断した
文献からの記述内容を抜粋あるいは要約して、英
語文献の場合は翻訳して、そのトピックの行と文
献の列が交叉するセルに記入した。トピックは、
各文献の記述を類似性と差異で比較する中で特定
し、できるだけ文献や研究一般で使用されている
言葉を用いてつくっていった。文献を繰り返し読
みすすめる中で、トピックの統合・分離や文献か
ら抜粋した記述内容や要約のトピック間の移動を
行い、トピックと対応する文献の記述内容を更に
特定していった。文献でのトピックの記述が 1文
程度であったり図表のみでの提示であったりした
としても、何か研究の結果として言及されていれ
ば、明らかにされていたトピックとみなした。海
外のソーシャルワークでは大きな研究の結果がい
くつかに分けて報告されたと思われる文献があ
り、それらの文献では一部同じ内容が研究の結果

としていくつかの文献で記されていたが、同じ記
述内容でも個々の文献に記されていたものとみな
した。文献の整理・分類やトピックの特定には、
Flick（＝2017）、Creswell & Poth（2018）、大 谷
（2019）といった質的研究の解説書も参考にした。
文献の整理や分類やトピック名の付与にあた
り、留意した点がある。研究対象とした各文献の
研究が行われた背景や問題意識や目的、研究の枠
組みや視点に拘束されず、各文献に共通して書か
れていたことをトピックとして整理、分類した点
である。質的研究による研究の質を評価する既存
のチェクリスト的なものを使用して論文を評価し
た文献や、文献著者らが定めた研究の枠組みに沿
って独自に作ったフォーマットを用いて論文を分
析した文献であっても、筆者は文献著者らによる
一貫した研究の志向性や分析の視点に拘束され
ず、研究結果として書かれている内容に注目し
て、その共通性や異同でトピックをつくるように
した。

Ⅲ．研究結果

研究対象として選定した文献とその選定方法や
分野・領域・国名などの基本情報を示したうえ
で、紙幅の都合により、本稿では既述した 4つの
リサーチ・クエッションの中でも、研究目的、研
究結果として明らかにされていたこと、そして研
究パラダイムや存在論・認識論に関するものをと
りあげ、研究結果を記す。さらにこの中で、研究
結果として明らかにされていたことに焦点をあて
て述べていく。

1．研究対象として選定した文献の概要
国内の文献として、社会福祉学の志村（2012）
の他、看護学、学校保健、家族社会学から、合計
7本を選定した。海外のソーシャルワークでは、
アメリカ、カナダ、スウェーデン、台湾から合計
13本の文献を選定した。それら論文の著者と発
行年、及び、選定方法を表 1に示した。また、海
外のソーシャルワークの文献で研究対象とされて
いた論文を、①質的研究論文／論文（質的研究方
法とそれ以外の研究方法よっても研究された論
文）、②雑誌掲載論文／博士論文に分けて、その

53



表 1 本研究の研究対象として特定した文献とその選定方法
国
内
・
海
外

選定方法 データベース検索で用いた
キーワード

特定した文献

著者と発行年 分野・研究領域、
または国

国
内
の
研
究

データベース CiNii
Article による検索

質的研究、動向 関島・香月・高木・ほか（2005）
木戸（2011）
志村（2012）

看護学
家族社会学
社会福祉学

質的研究論文 中村・石崎・伊豆・ほか（2009）
戈木・水戸・関（2012 abc）

学校保健
看護学

海
外
の
研
究
（
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
）

データベース EB-
SCO Host による検
索1

social work, qualitative research
or qualitative study or qualitative
methods, epistemology

Gringeri, Barusch & Cambron（2013 ab）
Braganza, Akesson & Rothwell（2017）

アメリカ
カナダ

social work, qualitative research
or qualitative study or qualitative
methods, journal articles

Barusch, Gringeri & Molly（2011） アメリカ

social work, qualitative research
or qualitative study or qualitative
methods, dissertation

Shek, Lee & Tam（2007）
Akesson, Braganza  & Root（2018）

台湾
カナダ

social work, research, dissertation Dellgran & Hӧjer（2003 a, 2012）
Maynard, Vaughn & Sarteschi（2014）
Rothwell, Lach & Blumenthal et al.
（2015）

スウェーデン
アメリカ
カナダ

EBSCO Host から検
出した文献の引用文
献の情報による選定

Brun（1997）
Dellgran & Hӧjer（2001, 2003 b）

アメリカ
スウェーデン

注）
1．表に記載した文献は、他のキーワードの組み合わせによっても検出されている。

表 2 海外のソーシャルワークの文献で研究対象とされていた論文の内訳

質的研究論文 論文（質的研究法とそれ以外の研究方法
よっても研究された論文）

雑誌掲載論文 Barusch, Gringeri & Molly（2011）
Gringeri, Barusch & Cambron（2013 a）

博士論文

Brun（1997）
Gringeri, Barusch & Cambron（2013 b）
Braganza, Akesson & Rothwell（2017）
Akesson, Braganza  & Root（2018）

Dellgran & Hӧjer（2001, 2003 ab, 2012）
Shek, Lee & Tam（2007）
Maynard, Vaughn & Sarteschi（2014）
Rothwell, Lach & Blumenthal et al．（2015）

表 3 研究対象とした各文献の研究目的、及び、各文献で研究対象となっていた論文の概要

分野
領域
国

文献の著者と
発表年 研究目的（1）と研究対象となった論文（2）

社
会

福
祉
学

志村（2012）
（1）日本の社会福祉研究における質的研究の動向を数値的に把握することである。（2）日本
社会福祉学会学会誌『社会福祉学』に掲載された質的なデータを質的に分析した 2007年度
～2011年度の 48本の論文である。
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看
護
学

関島・香月・高
木・ほか（2005）

（1）看護の質的研究論文で用いられているデータ解釈法を明らかにし、看護での質的研究発
展のための課題を検討することである。（2）医学中央雑誌に登録されている 1994年 4月～
2004年 3月に発表された看護の論文の中から選定された 297本の質的研究論文である。

戈木・水戸・関
（2012 a）1

（1）医療系雑誌で発表されてきた論文の質的研究方法のアプローチ毎の推移と GTA が他の
アプローチと区別して用いられているか明らかにする目的で行われた。（2）医学中央雑誌
Web に掲載された 1990～2010年の論文の中から抽出された 2241本の質的研究論文である。
次に、その中から GTA の統制語で検出された 432本が研究対象となった。

戈木・水戸・関
（2012 b）

（1）GTA による質的研究論文に限定して、GTA という方法論のアプローチの選択とデータ
収集について、検討することである。（2）戈木・水戸・関（2012 a）で GTA の統制語で抽
出された 432本の中から選定・特定された GTA によって研究された 160本の論文である。

戈木・水戸・関
（2012 c）

（1）GTA による論文における GTA のデータ分析に関して、その説明と推測される用いら
れ方、さらに、それら論文での新たな知見の記載のされ方について、検討することである。
（2）戈木・水戸・関（2012 b）と同じ 160本の GTA による論文である。

学
校
保
健

中村・石崎・伊
豆・ほか（2009）

（1）学校保健関連の質的研究論文について、研究の質の視点から論文の記述に関する問題点
を明らかにし、研究の質を高めるための質的研究のあり方を考察することである。（2）学校
保健の主要な学会誌三誌に 2003～2007年度に掲載された論文の中から選定された 21本の質
的研究論文である。

家
族
社
会
学

木戸（2011）

（1）過去 20年間の家族社会学における質的研究について、質的研究論文の数、データと収
集法、方法論的特徴、主題の点から検討し、家族社会学における質的研究の意義と課題を議
論することである。（2）日本家族社会学会誌『家族社会学研究』に 1989～2010年の間に掲
載され、質的研究論文として選定された 45本である。

ア
メ
リ
カ

Brun（1997）
（1）質的研究方法によって研究されたソーシャルワークの博士論文における質的研究方法の
過程を理解することである。（2）博士論文関係の CD-ROM を用いて選定された 1986～1993
年の間に発表された質的研究方法による 54本のソーシャルワークの博士論文である。

Barusch,
Gringeri &
Molly（2011）

（1）質的研究方法によって研究されたソーシャルワークの論文で、研究の厳密性を高めるた
めに使われた戦略を明らかにすることである。（2）ソーシャルワークの雑誌 27誌の中から
無作為に抽出された 2003～2008年に発表された質的研究論文 100本である。

Gringeri,
Barusch &
Cambron
（2013 a）

（1）質的方法によるソーシャルワークの論文の認識論的基盤（反射性、研究者と研究参加者
の関係、理論、研究パラダイムあるいは探求の伝統）を明らかにすることである。（2）ソー
シャルワークの雑誌 27誌の中から無作為に抽出された 2008～2010年に発表の質的研究論文
100本である。

Gringeri,
Barusch &
Cambron
（2013 b）

（1）質的方法によるアメリカのソーシャルワークの博士論文を研究し、博士課程の大学院生
が質的研究の認識論的基盤と研究の厳密性に関して学んでいることを評価することである。
（2）博士論文のデータベースに掲載された 2008～2010年に完成の博士論文の中から無作為
に抽出された質的研究方法によるアメリカのソーシャルワークの博士論文 75本である。

Maynard,
Vaughn &
Sarteschi
（2014）

（1）アメリカのソーシャルワークの博士論文の研究を通じ、ソーシャルワーク・リサーチ2

の現状や傾向を明らかにし、若手研究者のリサーチのトレーニングやリサーチ力、専門的な
知識や技術、関心について検討することである。（2）博士論文のデータベースで 1998～
2008年の間に発表されたソーシャルワークの博士論文の中から無作為に抽出された 593本
である。

カ
ナ
ダ

Rothwell, Lach
& Blumenthal
et al.（2015）

（1）カナダのソーシャルワークの博士論文の概要（数、研究方法、トピックほか）とソーシ
ャルワークの知識産出の時系列的な傾向を明らかにすることである。（2）博士論文のデータ
ベースの検索と他の方法を組み合わせて選定された、2001～2011年の間に発表されたカナ
ダのソーシャルワークの 248本の博士論文である。

Braganza,
Akesson &
Rothwell
（2017）

（1）GTA によって研究されたカナダのソーシャルワークの博士論文を質的研究の質の観点
から評価し、質的研究によるソーシャルワーク・リサーチの質に関して議論することであ
る。（2）2001～2011年の間に発表されたカナダのソーシャルワークの博士論文の中から選
定された、GTA を方法論として用いた 39本の博士論文である。

Akesson,
Braganza &
Root（2018）

（1）GTA によって研究されたカナダのソーシャルワークの博士論文を理論構築の視点から
評価し、GTA による理論構築の現状を検討することである。（2）研究対象は Braganza,
Akesson & Rothwell（2017）と同じ GTA による博士論文である。
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内訳を表 2に示した。さらに、国内及び海外の各
文献の研究目的と研究対象となっていた論文の概
要を表 3に記した3）。内外の文献の中で、戈木・
水 戸・関（2012 abc）、Braganza, Akesson & Roth-
well（2017）と Akesson, Braganza & Root（2018）
は、質的研究の方法論のアプローチの中でもグラ
ウンデッド・セオリー・アプローチ（GTA）を
用いた研究を報告した論文や博士論文をとりあげ
て研究していた。
国内文献において、研究対象とされていた論文
は、特定の学会誌から選ばれたもの（中村・石
崎・伊豆・ほ か 2009；木 戸 2011；志 村 2012）、
または、医療や看護という大きな分野から抽出さ
れたもの（関島・香月・高木・ほか 2005；戈
木・水戸・関 2012 abc）の 2つに分けられた（表
3）。海外のソーシャルワークの文献では、表 2に
あるように、国を問わず、博士論文を対象に研究
が行われていたものが複数あったことが特徴的で

ある。

2．研究結果として明らかにされていたこと
各文献の研究の結果として明らかにされていた
ことは多岐にわたった。筆者が特定したトピック
の中で、そのトピックに該当する記述があると判
断した文献数が 7以上のトピックを取り上げ、ト
ピック名、該当文献数と文献名を表 4に示した。
トピックの中で、「研究方法」を明らかにして
いたソーシャルワークの文献は、質的研究方法と
それ以外の研究方法によっても研究されていた博
士論文を研究対象とした文献だった。「研究の主
題」も同様に、その研究方法を問わずに博士論文
を対象に研究した文献で扱われており、ソーシャ
ルワークのどのような主題やトピックで博士論文
の研究が行われているのか、ということが示され
ていた。「理論」は、質的研究方法による論文
（雑誌）と博士論文を対象に研究した文献、そし

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

Dellgran &
Hӧjer（2001）

（1）この論文はスウェーデンのソーシャルワークにおける学術的知識の発展を研究した研究
プロジェクトの一部であり、博士論文の研究をはじめ幾つかの研究に基づきスウェーデンの
ソーシャルワークの研究方法の現状を述べ、その背景を考察することが目的である。（2）
1980～1998年の間に完成したスウェーデンのソーシャルワークの 89本の博士論文である。

Dellgran &
Hӧjer（2003 a）

（1）この論文は、リサーチが生み出す知識とその教育・実践での利用や影響を研究するため
に行われた幾つかの研究をもとにしている。博士論文の研究は、トピック、研究方法、理論
の使用を説明し、その背景の要因やソーシャルワークの発展のための課題を検討する目的で
行われた。（2）1980～1998年までに完成したスウェーデンのソーシャルワークの 89本の博
士論文である。

Dellgran &
Hӧjer（2003 b）3

（1）この論文は、他分野の知識の導入と独自の知識の開発というソーシャルワークの知識の
矛盾や緊張を検討するために行われた幾つかの研究をもとにしている。博士論文の研究は、
論文で用いられた理論に関して記述・分析することを目的で行われた。（2）1980～1998年
の間に完成したスウェーデンのソーシャルワークの 89本の博士論文である。

Dellgran &
Hӧjer（2012）

（1）スウェーデンのソーシャルワークの博士論文の形態（言語と様式）、研究主題、研究方
法、理論について明らかにし、それらが意味することをソーシャルワークのアカデミック化
の過程で生じる緊張と関連づけて議論することである。（2）1980～2009年の間にスウェー
デンで発表された 253本のソーシャルワークの博士論文である。

台
湾

Shek, Lee &
Tam（2007）

（1）台湾のソーシャルワークの博士論文と修士論文を研究することで台湾のソーシャルワー
ク・リサーチの現状を明らかにし、ソーシャルワーク教育をより理解することである。（2）
台湾のソーシャルワークの博士論文と学位論文のデータベースから抽出された 1999～2006
年の第 1四半期までに完成したソーシャルワークの博士論文 31本である。

注）
1．戈木・水戸・関（2012 abc）は、質的研究方法は医療分野の研究で適切に用いられているのか、医療系雑誌における質的研究の定着
状況について検討することが大きな研究目的である（戈木・水戸・関 2012 a）。また、これらの文献における GTA とはグレーザー
とストラウスによる 1967年のオリジナル版のことで、手順や技法はストラウス版から派生した 1998年発刊のストラウスとコービン
版、2008年発刊のコービンとストラウス版、この論文の第一著者の戈木による一連の戈木クレイグヒル版を用いたものであり、M-
GTA は GTA の中に含まれていない（戈木・水戸・関 2012 ab）。

2．海外のソーシャルワークの文献で用いられていた social work research や research method をはじめとする research の訳は、文脈に応
じて、「リサーチ」あるいは「研究」で使い分けている。なお、本文でも同様に海外のソーシャルワークの research について言及す
る場合、リサーチと研究という言葉を使い分けている。

3．この文献は、博士論文における質的研究に関して、研究結果として何か示されているわけではないが、Dellgran & Hӧjer（2001, 2003
a）と同じ博士論文が研究対象となったと考えられたため研究対象の文献として取り上げた。研究方法は博士論文の研究に関係した
ことのみを記した。
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て、その研究方法を問わず博士論文を対象に研究
した文献で、明らかにされていた。
表 4には含めていないトピックであるが、文献
の中には、質的研究に特徴的な研究者と研究者参
加者との関係や相互作用（Brun 1997 ; Gringeri,
Barusch & Cambron 2013 ab）や反射性（reflexiv-
ity）（Barusch, Gringeri & Molly 2011 ; Gringeri,
Barusch & Cambron 2013 ab）を明らかにしたもの
があり、いずれも質的研究論文のみを対象に研究
した文献であった。また、研究対象とされたソー
シャルワークの博士論文で論文著者が質的研究方
法を用いた理由や動機を明らかにした文献もあ
り、「参加者の生きられた経験の一層の理解」「現
状の知識は研究対象の現象を説明しない」（Brun
1997 : 101）、「それを生き、その意味を生み出し
た人々の視点から、生きられた経験を捉えたい」
（Dellgran & Hӧjer 2001 : 245）、「クライエントや
実践者の様々なグループから経験や意味を把握し
たい」（Dellgran & Hӧjer 2003 a：568）というこ
とが報告されていた。こうした内容をリサーチ・
クエッションとして社会福祉学の質的研究論文を
研究することは、社会福祉学における質的研究の
傾向や特徴、さらに課題を明らかにするために有
効であると思われる。
次に、表 4に示したように、研究結果として明
らかにしていた文献数がもっとも多く、かつ、こ

の研究の主なリサーチ・クエッションのひとつで
あった質的研究の存在論・認識論やパラダイムに
関係した「質的研究の探求の伝統」に焦点を当て
記していく。
「質的研究の探求の伝統」に関する内容を含む
と判断した文献は、ソーシャルワークの質的研究
論文のみを研究対象としたアメリカの Barusch,
Gringeri & Molly（2011）、Gringeri, Barusch &
Cambron（2013 ab）、GTA による博士論文を研究
し た カ ナ ダ の Braganza, Akesson & Rothwell
（2017）と Akesson, Braganza & Root（2018）、そ
の研究方法を問わず博士論文を研究対象としたス
ウェーデンの Dellgran & Hӧjer（2001）とカナダ
の Rothwell, Lach & Blumenthal et al.（2015）、家
族社会学の木戸（2011）、看護学の才木・水戸・
関（2012 a）である4）。質的研究の「探求の伝統」
（tradition of inquiry）と い う 言 葉 は、Gringeri,
Barusch & Cambron（2013 a : 58）で「特定のパラ
ダイムあるいは探究の伝統」というように使われ
ていたものである。研究対象とした博士論文の質
的研究の方法論のアプローチや背景にあった理論
を併せて報告する中で Dellgran & Hӧjer（2001 :
245）も「伝統」という言葉を用いていたため、
この言葉で包括的に表すこととした。つまり、質
的研究の「探求の伝統」には、研究パラダイムや
認識論の類型、個別のアプローチの他、大谷

表 4 文献で研究結果として明らかにされていたトピック、及び、文献数と文献名

トピック1 文献数 文献名
質的研究の探求
の伝統

9 Dellgran & Hӧjer（2001）、Barusch, Gringeri & Molly（2011）、Gringeri, Barusch & Cambron （2013 ab）、Roth-
well, Lach & Blumenthal et al．（2015）、Braganza, Akesson &  Rothwell（2017）、Akesson, Braganza & Root
（2018）、木戸（2011）、才木・水戸・関（2012 a）

研究方法2 7 Dellgran & Hӧjer（2001, 2003 a, 2012）、Shek, Lee & Tam（2007）、Maynard, Vaughn & Sarteschi（2014）、
Rothwell, Lach & Blumenthal et al．（2015）、中村・石崎・伊豆・ほか（2009）

研究の主題 7 Dellgran & Hӧjer（2001, 2003 a, 2012）、Shek, Lee & Tam（2007）、Maynard, Vaughn & Sarteschi（2014）、
Rothwell, Lach & Blumenthal et al．（2015）、木戸（2011）

理論3 7 Brun（1997）、Dellgran & Hӧjer（2003 ab, 2012）、Barusch, Gringeri & Molly（2011）、Gringeri, Barusch &
Cambron（2013 ab）

注）
1．トピックの中には、何かの経年変化が調べられているものもあったが、「経年変化」自体はトピックとして作成していない。
2．研究方法とは、論文で用いられていた研究方法のことで、「質的研究法」「量的研究法」「混合研究法」「決定できない」「非経験的研
究」などに分類され、研究方法毎の論文数や割合が示されていた。

3．ここでの理論とは「質的研究の探求の伝統」に含まれるような質的研究方法の基盤となるような理論ではなく、その論文の理論的枠
組みに該当するような理論や概念のことを主に指している。ただし、理論に分類した文献の中には、Dellgran & Hӧjer（2012 : 592）
のように、各論文における「支配的な理論的志向」「理論的方向性」に相当するような概念・理論を特定して例示し、例示の中に質
的研究法のパラダイムや方法論的アプローチやその基盤理論に相当する社会構成主義、ディスコース分析、シンボリック相互作用論
を含ませていたものもある。しかし、Dellgran & Hӧjer（2012）が例示した理論・概念の多くは、質的研究法に関係した理論・概念
というよりも、研究の理論的枠組みに該当するような理論・概念と判断したため、理論というトピックに分類した。
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（2019 : 29）が質的研究の「思想的系譜」と呼び
パラダイムにつながるようなものと示している理
論や哲学も含まれている。次に 9つの文献の中
で、具体的な質的研究の研究パラダイムや方法論
アプローチの名称や割合・数を明らかにしていた
文献を取り上げて紹介する。
質的研究の探求の伝統に関して、研究が行われ
た国や学問分野によって、異なる言葉を使って
種々の伝統が報告された。海外のソーシャルワー
ク で は、Gringeri, Barusch & Cambron（2013 a）
は、研究対象とした 100の質的研究論文のなかで
49％の論文が研究パラダイムを使用したと記し、
さらに、20人の著者がグラウンデッド・セオ
リー（GT）を、8人が参加型アクションリサー
チ、6人が現象学を使っていたと報告していた。
同じ著者らが質的研究による博士論文のみを研究
し た Gringeri, Barusch & Cambron（2013 b）は、
13％の博士論文がパラダイムを記し、その内訳
として構成主義が 8％、参加型アクションリサー
チは 4％、フェミニスト批判理論などその他のパ
ラダイムが 7％、ポスト実証主義はなしと、パラ
ダイムの種類毎に論文の割合を報告していた。用
いられた方法論のアプローチの割合も示され、博
士論文の 43％が GT を、20％が現象学を、13％
がエスノグラフィー、同じく 13％が事例研究、4
％がナラティヴ、7％がその他のものを用いてい
た。GTA による博士論文のみを研究対象とした
カナダの Akesson, Braganza & Root（2018 : 215）
は、論文著者の「認識論レンズ」が GT で強調さ
れた理論の産出に影響する可能性があると考え、
博士論文の GT の認識論を調べた。それによる
と、構成主義的な認識論の著者は 16人、実証主
義あるいはポスト実証主義が 6人、フェミニスト
あるいはフェミニスト的な認識論的アプローチが
2人、自然主義的パラダイムが 1名、どの認識論
か定かでなかったのが 14人であった。
その研究方法を問わず博士論文を研究した

Dellgran & Hӧjer（2001 : 245）は、質的方法には
「部分的に異質な認識論的つながりを持つ、いく
つかの個々に独立した伝統が含まれている」と述
べ、質的研究による博士論文にみられた探求の伝
統に関心を払った。博士論文では、エスノグラフ
ィカルな研究、人類学的研究、ナラティヴ、GT、

アクションに関係したリサーチといった幅広い伝
統が言及され、他に、ディスカーシブ分析（dis-
cursive analysis）、現象学、エスノメソドロジー、
さらに、質的研究の思想的系譜の例（大谷 2019 :
29）としてあげられたシンボリック相互作用論、
解釈学によるものがあったことが報告された。次
いで Rothwell, Lach & Blumenthal et al.（2015）で
は、研究対象とした博士論文の中で質的方法によ
るものが 65.3％、混合研究法によるものが 17.7％
であり、両方法による論文（206本）で著者が用
いたと記していたアプローチの内訳が示された。
それによると、質的記述（qualitative description）
が 26％、GT が 22％、現象学 12％、事例研究が
10％、エスノグラフィーが 5％、ナラティヴが 2
％、23％は分類されなかった。
木戸（2011）は、研究対象とした質的研究論文
で使われた「方法論」（木戸 2011 : 153）に関し
て、データの種類という視点から特徴的なものを
整理した。その中で、調査協力者の語りをもとに
研究者が事実を再構成するライフヒストリー的な
研究、それに対し対話的構築主義的なライフス
トーリーやナラティヴなど「語りがもつ社会的な
力や、そうした語りを産出する対象者の主体性に
着目」したもの、文書を用いた「言説分析あるい
は社会構築主義的な立場からの研究」（木戸
2011 : 154）、GT による論文などの傾向が示され、
最後に全体的な特徴と課題が総括されていた。才
木・水戸・関（2012 a : 482）は、医療系の質的研
究論文の「質的研究法」の種類毎による論文数の
発表年ごとの推移を示した。研究法として KJ
法、GTA、内容分析、ナラティヴ、ライフヒス
トリー・ライフストーリー、現象学、アクション
リサーチ、フィールドワーク、エスノグラフ
ィー、エスノメソドロジーと会話分析、談話分
析・ディスコース分析があげられ、アプローチ毎
の論文数と割合が示された。上位 5位は、KJ 法
で 27.6％、GTA で 19.3％、内容分析で 17.4％、
ナラティヴで 15.0％、ライフストーリー・ライフ
ヒストリーが 10％だった。さらに著者らは、
GTA で検索された論文を精査し、M-GTA により
研究された論文であるにもかかわらず GTA を用
いたと記した論文が 34本あり、論文著者がアプ
ローチの違いを認識していない可能性を指摘し
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た。著者らは「研究法は単なる技法の寄せ集めで
はなく、物の見方、データ収集方法、データ分析
方法の総体として、固有の名前が付けられてい
る」（才木・水戸・関 2012 a : 487）と述べ、質的
研究の方法論のアプローチとして GTA を理解す
ることを重視していることがうかがえた。
以上をまとめると、海外のソーシャルワークで
は、質的研究の方法論的アプローチとして、GT、
現象学、ナラティヴ、エスノグラフィーが国を問
わず用いられていることが示された。これを国内
文献の研究結果と照らし合わせると、GTA とナ
ラティヴというアプローチが内外で用いられるこ
とも明らかになった。

Ⅳ．考察

ここでは、質的研究の探求の伝統、及び、海外
のソーシャルワークの文献で多かった博士論文を
対象とした研究をとりあげ、社会福祉学で発表さ
れてきた質的研究論文の傾向や特徴を解明するた
めの研究の計画と実施で参考にする点を中心に考
察する。

1．質的研究の探求の伝統に関して
（1）何を研究するのか
海外のソーシャルワークでは、研究対象とした
質的研究論文で記されていた質的研究のパラダイ
ムや認識論の種類、方法論のアプローチを一定の
方法で抽出し、その種類や論文本数、割合を示し
ていた。このように論文で用いられたと記された
質的研究の研究パラダイムや認識論や理論、方法
論のアプローチの具体的な名称をあげて数値で実
態を補足することによって、社会福祉学で用いら
れてきた質的研究の傾向をわかりやすく把握でき
る。一方で、GTA による論文を対象に研究した
文献では（才木・水戸・関 2012 abc ; Braganza,
Akesson & Rothwell 2017 ; Akesson, Braganza &
Root 2018）、GTA の特性に基づく研究が行われ
たのか、研究方法等の説明や記述の仕方はこのア
プローチの特性を踏まえているのか、といった論
文や研究の質を評価する視点から研究が行われて
いた。これらの研究は非常に意義深いものの、そ
うした視点から質的研究論文の傾向や特徴を明ら

かにする場合は、研究者が精通している特定の方
法論のアプローチに絞って研究するのでなければ
実施が難しい。したがって、質的研究の研究パラ
ダイムや認識論や理論的背景や方法論的アプロー
チについて、社会福祉学の質的研究論文で何が明
示されているのか、という実態を把握することを
第一歩として、そこを起点に、質的研究の探求の
伝統に関して、社会福祉学における質的研究の今
後の発展に向けての課題を広く考察することが現
実的なステップであり、そうした研究であっても
意義があると考える。
（2）どのように研究するのか
次に、質的研究論文にみられる質的研究の探求
の伝統を明らかにするための研究方法に関係した
留意点があることが考察された。研究者が研究対
象の質的研究論文を読む際の読み方や読んだもの
を解釈する基準に関係する部分である。具体的に
は、論文著者が研究方法について書いているこ
と、例えば使ったと書いている方法論的アプロー
チ名を単に抽出するのか、あるいは、使ったと書
いている方法論的アプローチがどのように使われ
ているのかといったことを考えながら読むのかと
いう点である。
例えば、研究対象とした 100本の質的研究論文
の中で 20本が GT を用いていたと報告した
Gringeri, Barusch & Cambron（2013 a : 60）は、
GT は、「経験に基づくモデルあるいは理論を生
み出すための包括的なパラダイムとしてではな
く、データ分析の戦略として使用」されていたと
説明を付記していた。この著者らは、方法論のア
プローチが本来の目的や形で用いられているの
か、それを構成する基礎的で重要なことが適切に
用いられているかという視点からではなく、それ
が論文に書かれているか／書かれていないか、書
かれているならば何が書かれているか、という点
から研究していた。しかし、この報告がなされた
ことは、論文を読んで精査する中で、著者らがこ
の点に気づいたがゆえに、上述の記述がなされた
ということであろう。例えば質的研究論文でどの
ような質的研究の方法論的アプローチが用いられ
たかというリサーチ・クエッションで研究を行っ
たとしても、研究者が精通しているアプローチを
使ったと書かれた論文を読むと、それは研究の導

59



入や方法のセクションでどのように説明され、ど
のような研究結果が示されているのか、アプロー
チはデータ収集・分析のための方法レベルで用い
られているのか、それとも方法論のアプローチと
して用いられているのか、という読み方となる可
能性がある。
ゆえに、質的研究の探求の伝統に関して質的研
究論文で何が用いられたかというリサーチ・クエ
ッションで研究を行う場合、研究者が論文をどの
ように読むのか、という基準を明確にする必要が
ある。その点に関して、Rothwell, Lach & Blu-
menthal et al.（2015）は、できるだけ博士論文の
記述に忠実にコード化し、例えば Rothwell らが
ある質的研究の方法論的なアプローチの特性や基
本とみなしているものをその論文が満たしている
かどうかを判断するという、評価的な基準は用い
なかったと、コーディング手続きの基準を明確に
していた。方法論のアプローチを例にすると、
Rothwell, Lach & Blumenthal et al.（2015）のよう
に、論文著者らがどのようなアプローチを用いた
と記していても、アプローチ間で差がでないよ
う、そして、種々のアプローチに対する研究者の
理解や精通の度合いの違いで差が出ないように、
論文を読み分析する際の統一的な基準を設けるこ
とが必要になる。あるいは、もし方法論のアプ
ローチ間で論文を読み解釈する基準に差をつける
ならば、基準が明確になるよう、研究方法の計画
時に基準を検討し、研究対象論文をレビューする
折にも意識する必要がある。また、使ったと書か
れている方法論のアプローチが本来とは異なる用
いられ方をしていたと判断されるような論文が見
つかった場合、その論文をどう位置づけ整理・分
類をするのか、研究結果としてどう報告するの
か、ということも判断しなければならない。こう
した点含めて、リサーチ・クエッションや研究方
法を検討する必要ある。

2．博士論文を研究する意義
海外のソーシャルワークの文献では博士論文の
みを対象に研究した文献が複数あった。その研究
の背景となった問題意識や研究目的は様々である
ものの、ソーシャルワーク・リサーチの傾向・現
状や方法論の傾向（Shek, Lee & Tam 2007 ; Bra-

ganza, Akesson & Rothwell 2017 ; Akesson, Bra-
ganza & Root 2018）、ソーシャルワークの博士課
程 の 教 育（Gringeri, Barusch & Cambron 2013 b ;
Rothwell, Lach & Blumenthal et al. 2015 ; Akesson,
Braganza & Root 2018）、ソーシャルワークの教員
や指導・審査に関わる教員の専門性や重視する点
や 関 心（Gringeri, Barusch & Cambron 2013 b ;
Maynard, Vaughn & Sarteschi 2014）、若手研究者
や大学院生のリサーチに関する能力や知識やスキ
ル（Gringeri, Barusch & Cambron 2013 b ; Maynard,
Vaughn & Sarteschi 2014）、大学院生をその学問の
伝統に誘う「社会化の道具」や「パラダイムの反
射鏡」（Dellgran & Hӧjer 2001 : 245）など、様々
な側面を表すものとみなされ、各国で研究されて
いた。
これらの先行研究が表すように、博士論文は、
執筆者の研究する力のみならず、大学院教育や指
導・審査する立場の教員、ある分野・領域の研究
のこれまでの軌跡や現状といったものの反映とい
える。また、研究過程が詳述され質的研究の論点
も議論されている可能性から、Brun（1997）が博
士論文を研究対象にしたように、博士論文では十
分述べる余裕のない著者の存在論・認識論的前
提、研究者と研究参加者・調査協力者との相互作
用、研究者の反射性なども説明することができ
る。博士論文を対象に質的研究の傾向の研究を行
うことは、社会福祉学の研究全般や大学院教育、
社会福祉系学会などに対し示唆することが大きい
と思われる。
しかし、博士論文を研究するためには、「質的
研究方法により研究された社会福祉学の博士論
文」を選定し入手する方法を検討する必要があ
る。入手に関しては、データベース CiNii Disser-
tation を通じて、電子化されたものを得ることが
できる。2013年 4月 1日に施行された「学位規
則の一部を改正する省令」により、博士論文また
はその要約がインターネットで公表されるように
なったため（文部科学省 2013）、これ以降のもの
は全文か要約を得ることが可能である。問題とな
るのは、博士論文の中で、①その博士論文が質的
研究方法を用いており、②社会福祉学に立脚する
という点を、どう判断するのかという点である。
②については、基準のひとつとして、一般社団法
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人日本ソーシャルワーク教育学校連盟の会員校で
大学院後期課程を持つ機関から授与された博士論
文、というものが考えられる。「質的研究方法に
より研究された社会福祉学の博士論文」の選定基
準やデータベースを使った収集方法を、検討する
必要がある。

Ⅴ．今後の研究課題

この研究では、社会福祉学で発表されてきた質
的研究論文の特徴や傾向を明らかにする研究を計
画・実施するための準備として、質的研究論文で
用いられた質的研究方法の特徴や傾向を明らかに
した内外の先行研究の文献研究を行った。本稿で
は、それらの文献において、研究結果として何が
明らかにされていたのか、その中でも「質的研究
の探求の伝統」というトピックに分類された結果
について述べ、この点と博士論文を研究するにあ
たっての研究方法の課題を考察した。
今後の研究課題は 2つある。ひとつはこの研究
の限界でもあるが、質的研究を行ううえで検討し
踏まえなければならない過程や基盤となるような
枠組みを検討することである。本稿でその見解を
紹介した Staller（2012）も述べているように、質
的研究の解説書や論者によって、存在論－認識論
－方法論－方法という質的研究の過程や基盤的な
枠組みに含まれる要素やその分け方、存在論や認
識論や方法論や研究パラダイムの定義、それらの
説明の仕方、類型の仕方も異なっている。この研
究では、筆者が前提とする質的研究の過程や基盤
的な枠組みについて、十分検討した上で議論する
ことができていない。質的研究論文の傾向や動向
を調べる上で重要となるこの点について、今後検
討していかなければならない。
もうひとつは、一定期間に公表された社会福祉
学の質的研究論文を研究するための研究方法の検
討である。今回の文献研究を通じて、考察部分で
示した内容の他にも研究方法の検討課題が多々あ
ることが発見された。文献の中には、厳密な手続
きで対象論文の選定と論文分析が行われ、そうし
た手続きや方法や諸基準、そしてそれらが選択さ
れた理由も詳述していたものがあった。これらの
知見を参考にしながら、具体的な研究方法を検討

するのが今後の課題である。

注
１）社会福祉学の研究で馴染みの深いこれらは、それ
ぞれ独自の理論的背景や認識論的前提、目的、研
究の焦点や研究対象の捉え方、データ収集・分析
の仕方、その他の研究を進める手続きを持ち、論
者によって異なる呼び方と種類が示されている。
例えば、ソーシャルワークの質的研究論者の Padg-
ett（2017 : 31）は、質的研究の「方法論的アプ
ローチ」（methodological approach）と呼び、よく用
いられるものとして、エスノグラフィー、グラウ
ンデット・セオリー、事例研究、ナラティヴ、現
象学、アクション志向のリサーチをあげている。
大谷（2019 : 29）は「質的研究の手法的系譜」と
して、上述の他の具体例として、エスノメソドロ
ジー、ライフヒストリー、ライフストーリー、文
化心理学、カルチュラル・スタディーズを記して
いる（大 谷 2019 : 30）。木 下（2020 : 350）は「個
別の質的研究法」いう表現で、上述の他に、M-
GTA、KJ 法、会話分析を例示している（木下
2020 : 344）。こ れ ら に つ い て、本 稿 は Padgett
（2017 : 31）にならい、質的研究の「方法論のアプ
ローチ」あるいは「アプローチ」という言葉で表
現していく。

２）以降に記す研究方法である文献選定での基準の設
定や文献の整理・分析方法におけるトピックの作
成に関して、研究結果で示す本研究の研究対象の
諸文献からヒントを得た。

３）表 3の「各文献で研究対象となっていた論文の概
要」に関して、多くの文献において研究対象とさ
れた論文は、いくつかの段階や手続きを踏んで、
最終的に研究対象とされた論文が選定されたこと
が各文献で説明されている。

４）関島・香月・高木・ほか（2005）は、「質的研究の
探求の伝統」に該当する研究結果を示した文献と
して分類した才木・水戸・関（2012 a）が提示した
方法論のアプローチの種類と一部同じような
「データ解釈法」（関島・香月・高木・ほか 2005 :
64）の種類を示し、質的研究論文での使用を明ら
かにしていた。しかし関島らの研究では、「コード
化／カテゴリー化」という質的データ分析方法が
データ解釈法の 1つとしてあげられていたため、
「質的データ分析法」というトピックに分類した。
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Using Qualitative Research to Identify Trends
in Social Work and Social Services Research

Miyoko Yasuda*

ABSTRACT

In this study, a review of literature was conducted to obtain knowledge that can be utilized
in the author’s planning and implementation of a future study. Such study aims to clarify the
characteristics and trends of qualitative research in the fields of social work and social serv-
ices in Japan. The author conducted a review of previous research in Japan and abroad that
clarified the characteristics and trends of qualitative research. The author also studied relevant
Japanese literature regardless of their academic disciplines and fields. Foreign literature re-
views were limited to social work. The author then reported the results of the literature re-
view which revealed that nine out of the 20 articles studied addressed topics related to “the
tradition of inquiry in qualitative research,” including the research paradigm, theory, and the
methodological approach of qualitative research. Furthermore, the author discussed what the
literature provides in order to inform, plan, and implement future research on the trends and
characteristics of qualitative research articles and dissertations in social work and social serv-
ices in Japan.
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1．問題の所在～別の生のあり方とは

「『もうひとつの世界』を実現するには、私たち
一人ひとりが、『もうひとつの生き方』＝現代資本
主義世界で当たり前とされてきた生き方とは別の
生き方を、追求しなければならない」1）と述べる
のは、スペインにおける社会連帯経済を紹介した
工藤律子である。
リベラルという介入的・改良主義的自由主義は
長く信頼を得てきたが、1960-70年代以後、富裕
層を中心にした不満にさらされ、1980年代以降、
世界的に新自由主義が優位に立った。国家を縮小
し、市場の自由な領域を拡大すべきという新自由
主義と、国家は市場での競争がもたらす格差を是
正するためにある程度の介入をし、非市場的な領
域を確保すべきというリベラルが対立する構図と
なってきた。
一方、拙著『教育は社会をどう変えたのか─個

人化をもたらすリベラリズムの暴力』2）では、リ
ベラリズムを新自由主義の親システムと位置づ
け、リベラリズムが資本主義社会と深く結びつい
ている関係を論じた。現代リベラリズムは、不公
平な分配と労働者の階層化とを正当化するための
イデオロギー装置でもあると系譜学を用いて説明
した。福祉や教育の領域における「寄り添い型支
援」や学習支援、就労支援等の「介入」は個人化
され、脱政治化されていることも取り上げ、そも
そもの問題を問うことなく、問題を個人の中に完
結させ、国家も市民社会も同様に資本主義社会で
当たり前とされる生のあり方論に立つ点を取り上
げた。
自律的な「主体化」による統治という考察は、
現在の政治が何をめざし、何を前提として構想さ
れているかを辿っている。わたしたちは、リベラ
ル的合理性による世界形成を受け入れ、それとと
もにリベラルな感性をもち、その統治術の一環と
しての主体化を通して形成されてきた。そこで、

〔論 文〕

別の生のあり方論序説
－アナキズムなるものの「陣地戦」－

桜 井 智恵子＊

要約：
制度によるリスクの包摂の限界が、世界の各地で一層明らかになりつつある今日、これまで否定的な価値

を付与されてきた、さまざまなインフォーマルなつながりに注目することで、「社会的なもの」の再構想の可
能性をみる。
資本主義国家とは別の自由な生のあり方を考察するために、規律化、主体化、従属化をもたらす権力作用

と、そこに動員される生のあり方に対して、思想史研究を参照しつつ、別のあり方の展望を検討する。
国家と市民社会を射程に入れ、社会的環境としての「別のあり方も可能だ」（D・グレイバー）というよう

な論理を取り出すために、資本主義近代を外側から描き出す人類学系アナキズム、内側から描き出す初期ア
ナキズム思想と、方法論としてアントニオ・グラムシの思想を組み立て、見取り図を設定する。
有用性からの逃避、開発主義の拒否という人々の意識的な選択は、中央集権型システムの資本主義近代へ

の対抗の集積の広がりをもつものであるだろう。陣地戦という「実践」における選択的な開発主義の拒否と
いうエッセンスを取り出したことで、まずは別の生のあり方論序説としたい。

キーワード：自由な生・開発主義・アントニオ・グラムシ

─────────────────────────────────────────────────────
＊関西学院大学人間福祉学部教授
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統治という問題が表出していた。
箱田徹によると、統治もまた「関係的」であ
り、統治する主体とは、自己と他者の統治＝導き
として自己を二重化する一方で、「自由さ」を前
提として権力関係のなかで自らを導き、他者を導
き、他者から導かれる存在である。自由な主体の
実践のないところには権力関係は存在しないた
め、権力関係にはかならず「自由」がある。つま
り、私たちは統治する主体として、関係的に、導
きにおとなしく服そうとはせず、言うことを聞か
ない「自由」がある3）。権力関係には別の世界へ
の反転の可能性がいつも存在する。その別の世界
の可能性は、過剰をキーワードとするリベラル的
合理性の世界を拒否するということではないのだ
ろうか。
本稿では、資本主義国家とは別の生のあり方を
考察するために、資本主義とリベラリズムによる
規律化、主体化、従属化をもたらす権力作用と、
そこに動員される生のあり方に対して、思想史研
究の蓄積を参照しつつ、別の自由な生のあり方が
どのように展望される可能性があるかについて検
討する。
別の世界の可能性、すなわち別の生のあり方論
として、本稿はその序説の役割を担う。
資本主義の問題は、不平等が進行したというこ
とだけでなく、「自由であること」も閉塞しつつ
あるという点にある。安全を守るという名目で社
会における監視が強化される。言論に自主規制が
増す。これは、資本主義において自由の追求が不
十分だからではなく、むしろ資本主義的な自由に
必然的に伴う状況であろう。たとえば、自由なグ
ローバル人材養成を目的とする教育政策が教育機
会の平等を広げようとすれば、学力競争の強化や
教職員の指導力向上が不可避となる。
資本主義における自由に対して規律・管理とは
対抗するものではなく、双方が補完し合いながら
進行することになる。こうした権力機能は、国家
の統治からくるだけでなく、市民社会の要請によ
り下から支えられているという面があり、批判が
複雑になる。
前掲書では、フェアな分配を前提に、ただそこ
に存在するのが当たり前という存在保障であり、
自分を否定することのない社会の構築が必要とし

た。その中で、無秩序やインフォーマルな価値を
含みこむ、否定されない制度の可能性はどうであ
ろうか。
本稿では、国家と市民社会を射程に入れ、存在
の社会的環境やその視野に属する「別のあり方も
可能だ」（D・グレイバー）が言う様な論理を取
り出すために、人類学系アナキズム、初期アナキ
ズム思想や方法論としてのアントニオ・グラムシ
の思想を組み立て、見取り図を整理しようとす
る。
正統派マルクス主義は、社会主義国家を、資本
主義世界経済のもとでは問題を含むが、将来の社
会主義世界への過渡期の体制として肯定した。マ
ルクス主義内部で、こうした国家像が改まるの
は、グラムシらの系譜である。本稿でとりあげる
フィル・ビリングズリーやホブズボーム、グレイ
バーやクラストルという文化人類学や社会史の分
野だけでなく、グラムシは、不確かな「新しいも
の」のために知的文化的「陣地戦」論4）を展開し
た。
近代社会主義の系譜を整理したベンジャミン・
タッカー（Benjamin R. Tucker 米：1854-1939）に
よれば、社会主義はマルクスに代表される国家的
社会主義と国家に批判的な P・J・プルードンら
の社会主義とに大別される。前者が権威を原理と
するのに対して、後者は「自由であること」を原
理とする社会主義であり、タッカーは後者の系譜
のもとにアナキズムを位置付けた5）。
資本主義に限界を見出した先駆者たちは、いず
れも別の自由な生のあり方を発見する必要を論じ
ていた。資本主義の国家とわたしたちの生存との
軋轢はながらく未解決のまま残されている。

2．賃労働者社会モデルにおける賃金
（配分）規律による包摂

人間の暮らしや自然を考慮することなく、利潤
を得ることをあくまで目的として使用価値を生産
する資本主義というシステムは、ヨーロッパで誕
生した。近代資本主義は世界的膨張を続け、植民
地化や奴隷制によって、強制労働やジェノサイド
を行ってきた。
日本の場合は、働き方改革の名の下に、大きな
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企業の労働条件整備は一定進展したが、多くの中
小企業は厳しい環境に置かれ非正規労働は増加
し、コロナウイルスによる経済状況の低迷で非正
規労働者の多くは職を失った。正規労働者も含め
て、日本における“Karoushi（過労死）”が世界
に知れ渡ってずいぶんになるが、なお個人で稼い
で生活を賄う現代リベラリズム社会の中では、働
き方の困難と不安定さは改善されにくい。毎年、
約 200人が過労死あるいは、過労自死をしてい
る。その日本の奴隷制とも揶揄される働き方と、
家族のあり方の問題性を指摘し、根本的な変革を
提案してきたのに企業社会論がある。
企業社会論は、市民社会における企業と家庭／
男性と女性との関係に着目する考え方である。木
下武男は、日本の異常な「働き方」と特殊な「家
族のあり方」を視点に据え、人口減少問題を検討
した6）。木下によると、日本型雇用形態と家族の
規律は接続している。これは多くのフェミニズム
研究を中心に指摘され、ケア労働に支えられた資
本主義体制が家庭の中でどのように発動している
かを示している。
戦後の労働社会は、1998年をきっかけに反転
し、雇用と所得の面で深刻な状況を生みだし、膨
大な若者を中心とした貧困化をもたらした。この
貧困化はそれゆえに人々の正社員への希求を強化
した。年功賃金と終身雇用制が機能していた時代
は、労働者に安定した生活基盤を提供しつつ、労
働者の企業意識や忠誠心という精神的な「同意」
を調達してきた7）。現在、そのシステムにおいて
は、安定の機能は揺るがされつつ、企業への緊縛
意識は残存させている。労働規律の強大化に対し
て、家族の自律性はそれに対抗する自由であるこ
とに寄与せず、家はその内部においていまだに家
父長的な権威の場でもある。
資本主義国家における企業と、それが要求する
規範との相互交渉のもとに、家族の紐帯が規範的
に活性化され、家族はリベラリズムによる競争主
義を内包しつつ維持されている。
しっかりがんばって働くという型は、家族の規
範として機能し、子育てにおいてもその型が暗黙
のうちに目指され、家庭も学校も共同的に主体統
治の空間となり、長時間労働や厳しい働き方を支
えてきたのである。不安定な仕事であってもとり

あえず進路につなぐ近年の学校における指導や、
企業形態と家族の規範は共犯関係にある。規範そ
のものが市場原理に極めて親和的なものとなり、
市民社会に浸透し作動している。
本研究の問題意識は、統合的な国民国家とその
もとでの正規雇用の賃労働者社会モデルとは別の
自由な生のあり方を展望しようとする。先進国以
外の世界では、そのモデル自体が例外でもある。
文化人類学者であるマルセル・モース（Marcel

Mauss 仏：1872-1950年）の思想を大きな柱とし
て、フランスの社会学者アラン・カイエらが
1980年代に立ち上げた MAUSS（社会科学の反
功利主義運動）がある。功利主義に覆われてしま
った社会科学の中に倫理性を回復しようと始まっ
たこの運動は、社会変革の実践とともにあること
を志向しており、それは 2011年の東日本大震災
とその復興のための取り組みを一つの契機とし
て、2013年の『共生主義宣言』へと結実した。
この共生主義は、イバン・イリイチが 1970年代
に提唱したコンヴィヴィアリティ（自立共生）と
いう概念ともつながりを持っている8）。
実践的課題は、次のようである。経済的領域で
は最低所得だけでなく、許される最高所得をも法
的に規定すること。社会連帯経済をできる限り拡
張し、誰もが社会のなかに自らの場と役割を持て
る様にすること。社会的領域では、グローバリ
ゼーションが周辺化し、消滅させようとしている
地域の独自性と人間的なつながりを、他者へと開
かれたかたちで取り戻すこと。環境と自然資源の
保護に全力で取り組むこと。
次章からは、ときに無秩序であり、インフォー
マルな機能を重視したコンヴィヴィアリティ（自
立共生）を底流に、現在の私たちの生のあり方と
は異なる、別の自由な生のあり方を思想史研究の
蓄積を通して展望する。

3．別の生のあり方研究

別の生のあり方として示唆されるアナキズム研
究では、次のように言われる。「非中心性、自主
的連合、そしてつねにダイレクトに否を表明でき
る直接民主主義、これらはアナキズムの変わるこ
とのない基底である。アナキズムが絶対的自由主
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義と異なるのは、そこに互酬性の原理が不可欠の
ピースとして組み込まれているからである。」9）強
大なボスが居るわけではなく、組織を押しつけら
れるわけでもなく繋がる。また、拒否ができ、互
酬性が機能しているのがアナキズムの基底と言
う。
アナキズムとは「人間の有限性」という前提を
深く理解したらどうなるかを体現した思想でもあ
る10）。近年、政治思想史研究でもアナキズム研究
が注目され、2021年秋には日本学術会議主催で、
公開シンポジウムも行われるようになった11）。
資本主義近代を問題として、別の自由な生のあ
り方を探究するアナキズム研究はいくつか文脈が
ある。本稿では、資本主義近代を外側から描き出
す人類学系アナキズムと、内側から描き出す初期
アナキズムを分類して説明したい。

（1）人類学系アナキズム～「進化論を排除するた
め」
国家の統治機構を射程に入れ「政治秩序の単位
は大きい方が小さいよりいいと決めつけるのもよ
くない」というのはジェームズ・C・スコットで
ある12）。経済人類学としてのモースに連なるデヴ
ィッド・グレイバーなどの人類学系アナキズム研
究は、資本主義近代を外側から描き出す。
近年再注目されているのが、人類学系アナキズ
ムの論者、ピエール・クラストル（仏：Pierre
Clastres : 1934-1977）である。アナキスト人類学
の先駆けはクラストルにあると言われる13）。
クラストルは『国家に抗する社会』では、次の
ように述べる。「インディアンは、労働と呼ばれ
るものにごくわずかの時間を割くだけだ。初期の
記録は…数多くいる子供達の良好な健康状態、変
化に飛んだ食糧源の豊富さを記している。」14）冒頭
では、過労死をとりあげたが、労働「時間」は別
の自由な生のあり方においては重要な視点であ
る。クラストルは言う。

集団の必要を満たすのにあくせくせず毎日
三、四時間活動すれば済むのなら、これらの
社会の人間たちはなぜさらに生産するために
労働することなど望むだろうか、それが集団
のために何の役に立つのか、こうして蓄積さ

れる余剰は何の役に立つのか、その受け取り
手は誰か、と。人間が自分の必要を越えて労
働するのは、強制力による以外にはない。と
ころがまさにこの強制力が、未開の世界には
不在なのだ。この外在的力の不在こそ、未開
社会の性質を規定するものなのだ。こうし
て、このような社会の経済組織を特徴づける
のに、生存経済と表現することが許されるこ
ととなる。但しこの語が、こうしたタイプの
社会とその技術に内在するある欠陥、ある無
能力の必然性を意味するのではなく、逆に、
無用な過剰の拒否、生産的労働を必要の充足
に調和させる意思、と理解する限りではある
が。それ以上のものではない15）。

クラストルによると、インディアン社会では集
団の必要を満たすために毎日 3～4時間活動する。
さらに生産するために労働することなど望まな
い。長時間労働の末、蓄積される余剰による利潤
の受け取り手は誰かと考える。確かに、人間が自
分の必要を越えて労働するのは、強制力による以
外にはない。未開社会の経済組織を特徴づけるの
に「生存経済」と表現でき、「無用な過剰の拒
否」、「生産的労働を必要の充足に調和させる意
思」と理解することができるという。
未開社会の人々が余暇を放棄することになり、
未開社会としての社会を破壊する力が社会体内部
に現れ、それは経済人類学という着想から生まれ
た。この拘束する威力、強制の能力、政治権力が
生まれた時、その人類学がとらえた経済は政治に
なると言う。
未開社会の人間にとっては、生産活動は基本的
にエネルギーの必要の充足ということによって計
られ、限定されている。生産は支出されたエネル
ギーのストックをもとの水準に戻すことに限られ
る。再生産に充当される時間の量を根拠づけ決定
するのは、自然としての生命に他ならない。つま
り、エネルギーの必要を概ね充足さえすれば、未
開社会がそれ以上のものを生産すること、目的な
しの労働のために時間を譲り渡す（疎外する）こ
とを誘うものは何もない16）。クラストルは、これ
こそが疎外された労働としての労働の起源を問う
ことという。
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平等社会である未開社会では、人間は自らの活
動の主人であり、その活動による生産物の流通の
主人である。彼は彼自身か、集団のためにのみ行
動する。したがって、生産活動が初期の目的から
それ、自らのためにのみ生産していた人々が、交
換も互酬性もなしに他者のために生産する時、全
てがひっくり返る。その時、交換の平等性の規則
がひっくり返り、生産活動が他者の必要を充足す
ることを目ざし、交換規則に負債の恐怖がとって
代る時、われわれは労働について語ることが可能
となる、という17）。

2021年に上梓された『国家をもたぬよう社会
は努めてきた』には早逝したクラストルのインタ
ビューが収められており、インタビュー全体より
も分量のある「解題」で酒井隆史が次のように論
じている。
クラストルは、強制的権力と非強制的権力を区
別し、後者に未開社会における国家に抗する力の
行使をみいだしている。政治的性格をもつ権力と
は、「強制的権力」のことで、クラストルの議論
において「『政治権力』とは国家を創設するタイ
プの力、強制的権力」18）である。シャーマンは権
力を有するが、「政治的性格」をもっていない。
それは強制力をもって人を服従させる権力ではな
いという。
スコットも共有するクラストルの論点が「進化
論を排除するため」である。クラストルはインタ
ビューで「つまりかれらはいわばみずから望んだ
野蛮人だった」という19）。国家に抗する社会の系
譜を辿れば、このような資本主義近代の「創造的
拒絶」20）から形成されていることも多々みられる
だろうと整理される。
例示するのは、「野蛮」な歴史家ピーター・ラ
ンボーン・ウィルソンである。ウィルソンの『海
賊ユートピア』では、海賊をキリスト教からイス
ラームに転向した背教者などの難民たちが構成し
ていた近代史を紹介している。近年の海賊研究で
は、彼らの自治的組織、あるいは「デモクラ
シー」が、かれらがそこから逃亡してきた軍隊や
商船のヒエラルキー的組織の自覚的な拒絶からな
っていることをあきらかにしている。
この発想からひらいてくれる視野は、わたした
ちの常識に深く食い込んだ進化論に汚染された歴

史観とは全く違ったものである。いまや、わたし
たちの歴史は、選択された「後退」、自覚された
「未開」、意志された「不動」などに充ちた、陥没
とジグザグ、そして上下左右／右往左往の時間と
化している21）。
いっぽうで、「国家のある社会」のなかにあっ
て「国家に抗する」とはなにかを認識する困難、
そのコペルニクス的転回をわたしたちが引き受け
るさいのむずかしさも指摘する22）。
クラストルから学んだことは、進化論を排除す
るための創造的拒絶という重要な論理である。次
に「国家に抗する」を含みつつ、近代国家を内部
から描く思想についてみてみよう。

（2）初期アナキズム思想：プルードン～「いかな
る力が貫いているのか」
初期アナキズムは、幾多の制約の中で、近代の
内部からアナキズム的な世界を実現しようとする
点で、人類学系のアナキズムとは異なってい
る23）。

1870年のパリコミューンにおいて思想的支柱
となっていたのがプルードンである。重田園江
は、「国家は支配の装置なので、国家権力は信用
できない。かといって、暴力で体制を打倒しよう
とテロリズムを画策するわけではない。独立者の
ゆるやかな連合と相互性の尊重というアナキズム
的スタイルは、もっと平和的で、より漸進的なも
のだ」と言う。
コミューン運動から出てきたさまざまな労働者
の組織活動の中に、フェルナン・ペルティエの職
業取引所があり、それがフランスにおけるアナル
コ・サンディカリズム（無政府組合主義）の拠点
であった24）。
労働者の組織化に根ざしたこの運動は、ゼネス
トによる革命を標榜し、議会内左翼とは一線を画
したという意味ではアナキズムであった。しか
し、職業取引所の成立と展開は多分に労働者によ
るアソシエーションの流れを汲んでおり、ペルテ
ィエは明確にテロリズム路線を批判し、むしろ労
働者の組織の拡充を選択していた。その運動は、
社会連帯主義や協同組合運動、また相互扶助組織
の系譜とも関わりが深かった。すなわち、アナキ
ズムは過激思想というイメージを覆したところに
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こそ、アナキズムの隠された世界がある。これが
プルードン思想という25）。
プルードンは「個人主義と社会ないし国家の両
方を批判する」論理でもある。森政稔によると、
プルードンの思想は、共産主義でも無制限の資本
主義でもない。「社会的連帯に基礎をおく市場経
済」という体制を提案していた。また、無利子の
人民銀行や地域通貨などの発想の源流でもあると
いう。
「社会の最高の完成は、秩序とアナルシーの統
一のなかに見出される。」（『所有とは何か』）26）プ
ルードンにとってのアナーキーは、秩序と自由と
は究極的に一致することが想定されている。所有
権が秩序を構成するどころか、貧困で死に追いや
られるなど、秩序を不可能にする原因として所有
権が批判された。それは、単なる政策レベルの主
張ではなく、存在論レベルの関わる内容を有して
おり、こうした専制は自由と両立しないという。
「政治経済学の正体は盗みと貧困の組織化にすぎ
ない」27）という、いわばリベラリズムによって正
当化されているこのような思考を問題とした28）。
人類学系アナキズムにおける未開社会への着目
だけではなく、権力なき社会を夢想する初期アナ
キズムがもつ可能性について紹介した。
プルードンの思想で注目したいのが「社会的連
帯に基礎をおく市場経済という体制」であり、
「問われるべきなのは、いったいいかなる力が、
個人、中間集団、国家を貫いているのか」29）とい
う重要な問いである。この二点は、別の「自由で
ある」生のあり方を構想する上で、エッセンスと
なると思われる。
「自由である」な生についてであるが、タッ
カーはアナキズムの原理を「平等な自由」に求め
る30）。平等な自由とは、どんな人も自由で独立し
た存在として生きるべきだということである。こ
れは単なる平等とは異なり、「自由が平等に満た
されている」状態を指す。誰もどのように生きる
べきで、どんな人生の目標を持つべきかを他者や
社会から指図されない。つまり、異なる存在であ
ることを等しく認められるという意味で、自由を
有するということになる。平等な自由が実現した
社会においては、相互に自由であることを尊重す
ることそのものが、社会的な紐帯をなしている。

自由こそが人々を結びつけるということになる。

4．別のあり方の陣地戦～国家と市民社会
における主体統治：グラムシ

初期アナキズムは、近代の内部からアナキズム
的な世界を実現しようとした。近代国家を成熟さ
せつつ、近代国家を超克するということになる。
その方法に関わって、特筆する必要があるのが、
アントニオ・グラムシ（伊：Antonio Gramsci :
1891-1937）である。ここではグラムシの「陣地
戦」という概念について、グラムシ研究者である
松田博の説明をてがかりに、取り上げておこう。
グラムシは「国家を強制力＝暴力装置に短絡的
に還元する『国家論』の理論的誤謬について再三
言及しており、また陣地戦論の強調はこの点と深
く関連している。」31）グラムシは、短絡的な国家批
判を問題として、陣地戦論を展開したのである。

現代民主主義の巨大な構造は、国家諸組織
としても、市民社会における諸組織の総体と
しても、政治術にとっては陣地戦における
『塹壕』と前線での永久要塞のようになって
いる。（1932年「“集団的人間”または“社
会的順応主義”の諸問題」「ノート」13, §
7）32）。

それでは、陣地戦とはどういう意味合いであろ
うか。
陣地戦とは、変革のための国家の打倒などでは
なく、国家の市民社会への再吸収の契機の概念と
いう。したがって、国家変革だけ、市民社会変革
だけでは、排除され従属させられてきた者たちの
対抗はかなわないという。国家の市民社会への再
吸収というのは、市民社会の改革が国家の改革と
連動していることに他ならない33）。グラムシは言
う。

ガンディーの消極的抵抗は、一つの陣地戦で
あって、ある時期には機動戦となり、また他
の時は地下戦に転化する。ボイコット運動は
陣地戦であり、ストライキは機動戦であり、
武器や戦闘部隊を秘密に準備するのは地下戦
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である。（1930年「政治と軍事闘争」「ノー
ト」1, §134）34）

この植民地支配の拒否は公的な抗議であり、
「市民的不服従」である。グラムシは陣地戦論を
探究するなかで「防御的・抵抗的な『陣地戦』か
ら攻勢的・対抗的『陣地戦』への展開およびその
主体の問題」35）へと深めていった。市民社会の改
革の上でも浮かび上がってきたのが「主体の問
題」なのである。
グラムシはいう。「言語と文化を通じて国家が

表現される二つの形態、すなわち市民社会と政治
社会、『自己統治』と『官僚統治』を考慮しない
かぎりは正確なものとはならない。」36）国家におけ
る「官僚統治」、市民社会における「自己統治」
が陣地戦論の中で見出される。グラムシは、国家
社会の変革は市民社会と連動しており、陣地戦論
を深める中で、国家も市民社会もそれぞれが統治
の空間にある状況を考えるという地点に導き出さ
れたのであった。このポイントもまた、別の自由
な生のあり方論のエッセンスとして重要である。
そこで、前章で考察したプルードンの問い「い
ったいいかなる力が、個人、中間集団、国家を貫
いているのか」が浮かび上がってくる。「人民は、
革命のたびごとに自分たちの心情から出る霊感に
したがって自分たちの政府の欠陥を改革したつも
りでいたが、実際には自分たちの思想そのものに
よって裏切られていた。」（『一九世紀における革
命の一般理念』）37）自己統治をもたらすいかなる力
が問題であるのか。「個人主義と社会ないし国家
の両方を批判する」プルードンの論理が、グラム
シの陣地論と呼応してくる。
つまり、国家を成熟させつつ超克するとは、グ
ラムシにおいては、主体統治の問題と深く関わっ
てくるのである。

5．自由な生のあり方のために～開発主義
の拒否という陣地戦

プルードンの論理と、国家と市民社会の変革の
ための主体統治という問題を結びつけてきた。
そこで、別の自由な生のあり方論のために主体
統治は、重要な視点であることがわかる。主体の

統治に関しては、拙著でもフーコーの統治性につ
いて参照し論じたが、別の自由な生のあり方のた
めのエッセンスは主体が統治空間にあるという点
が、明確に浮かび上がってくる。
では、統治する力とはなにか。プルードンは言
う。「所有がなければ資本はありえない。…労働
…が経済学全体を構成する。だから独占や特権や
閑職なしにどうして資本が形成されるかをという
ことは、どのようにして労働者が有閑者の助けな
しに労働を蓄積するかを問うことに等しい」。
（『人類における秩序の創造』）38）

その問いとかかわるクラストルのアプローチの
ひとつに「進化論を排除するため」「無用な過剰
の拒否」が見受けられた。国家に抗する社会の系
譜を辿れば、「創造的拒絶」が見出されたのであ
った。わたしたちの常識に深く食い込んだ進化論
に汚染された歴史観とは異なるものである。
資本主義近代における別の自由な生のあり方を
模索するためには、支配的な権力への抵抗や異議
申し立ての他に、資本主義近代に抗する共同性の
基盤が必要である。これを支える思想が「いった
いいかなる力が、個人、中間集団、国家を貫いて
いるのか」39）である。いっぽうで、日本の特徴と
して、それを考えさせない市民状況、すなわち教
育化があると拙著では指摘したのであった。教育
化とは、開発主義（進化論、進歩史観）、発達主
義でもある。生（命）より経済を優先させるよう
な体制が開発主義である。
異議申し立ての自由を認識するために、まずは
開発主義に対して抵抗する可能性がある。目的は
別の自由な生のあり方、必要に応じた分配を求め
るためである。開発主義への創造的拒絶は経済的
課題である能力主義、メリトクラシーによる分配
（人身所有論）に抵抗することでもある。別の
「自由な」生のあり方のために切り離す必要のあ
るものは、資本主義的生産性・再生産、開発主義
という指摘もできるのである。
これからの研究課題として、資本主義近代の内
部からアナキズム的な世界をつくりだす、プルー
ドンやグラムシの方法のほかに、非行や抵抗、無
為の位置づけも検討する必要があるだろう。ジェ
ニー・オデルは「有用性からの逃避をアナーキー
に試みながら…『何もしない』、つまり、『抵
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抗』」40）は「無為とともに思考／抵抗せよ。」（木澤
佐登志）をアピールしている。
拙著も統治の問題系をこのように述べた。「そ
れは、過剰をキーワードとするリベラル的合理性
の世界を拒否することにある。別の世界の可能性
がここにある。」

フィル・ビリングズリーら監訳の『大英帝国の
子どもたち』の副題は「聞き取りによる非行と抵
抗の社会史」である。その監訳メンバーのひとり
である山田潤が、フィル・ビリングズリーの『匪
賊－近代中国の辺境と中央』を訳した。山田やフ
ィル・ビリングズリーが関心をもった「非行と抵
抗」のアプローチに本書は繋がっている。フィ
ル・ビリングズリーのモチーフは、匪賊を理想化
する視点からは距離を置き、「匪賊」と「権力」
が同時に立ち現れ直接間接に相互に依存しあうと
いう歴史・社会の基層とでもいうべきものであ
る41）。
また、アナキズムと経済的なものは結びつけて
論じる必要があるが、反資本主義の議論の中で
「社会的連帯に基礎をおく市場経済という体制」
がいかに位置づくのかという検討も必要である。

市場については短く述べることが難しいが、
そこには、細心の注意を払って評価すべき両
義性があるということだ。市場の交換を正義
と関連づける思想は、アリストテレスの交換
的正義以来、脈々と受け継がれてきた。ま
た、市場の持つ「分散性」という特徴は、強
者のやりたい放題を許すようにも見えるが、
実は参入や退出の自由、参加者の独立、そし
て資源配分の公正とも結びつきうるのだ42）。

アクチュアル（現実）との知的共鳴のために
フォーマルな制度のみによるリスクの包摂の限
界が、途上国、先進国を問わず、世界の各地で一
層明らかになりつつある今日、これまで否定的な
価値を付与されてきた、さまざまなインフォーマ
ルなつながりに注目することで、「社会的なも
の」43）を再構想してゆく可能性がある。今後の課
題として、思想研究の蓄積を学ぶとともに、社会
的な場における共同性の契機となる可能性とし

て、いくつかの資本主義近代や国家に抗するアク
チュアルから学ぶ必要があるだろう。
筆者のご近所からは膨大な釣魚のシェアが定期
的にあるし、大学の事務室では毎年新米のおすそ
分けがある。新鮮な魚を買いに行く泉南漁協青空
市場は閉店 15時近くになると、「おまけ」の量が
買ったものを上回る。
労働の仕方で分類すれば、ワークシェアリング
を行う生活協同組合がある。「協同は資本主義的
秩序の反転であるが、とはいえ資本主義的秩序の
どまんなかで生き残ることができる」44）といわれ
る。
パプアニューギニア海産は、パート従業員は好
きな時間に出社し、帰る時間も自由。休む日も連
絡なしでよく、嫌いな仕事はしなくていいという
エビ工場である45）。「だいたい、病気のほとんど
の原因は仕事なんじゃないかと思う。」というの
は「山奥ニート」石井あらたさんだ46）。
自治体でいえば、バルセロナ市などの『雇用な
しで生きる』実践も興味深い。大分県姫島村は、
人口 2000人強の島で、ワークシェアリングや空
き缶のデポジット制でも有名な島であるが「医
療・介護にかかる費用を安く、健康寿命は高い」
調査結果（稲垣敦・大久保美代 2013・2016）は、
今後の介護保険制度の見直しの一資料とされ、楽
観的な考察だけでは難しいようにも思われる。
法人でいえば、私が関わる私立幼稚園は、新自
由主義的な雇用形態に対抗し分かち合いの思想を
具体化したいと、働き方はそのままでパート労働
も全員正規職員にする方向を目指している。所得
を分かつ制度である。対抗しつつ NPO 法人を続
けているくまもとスローワークやフリースクー
ル・フォロの日常には、開発主義的実践は見受け
られない。
いずれも、ここで考えてきたアナキズムなるも
のの抵抗を備えている実践である。アクチュアル
の論理をヘゲモニーの場につなぐ、グラムシの陣
地戦の論理から、これらはどういう意味合いでア
ナキズムなるものかを取り出すことは有意義と思
われる。
ただ、「手近なもので未来を生み出しそれを少
しずつ改良する、ブリコラージュとしてのアナキ
ズム」「いま手許にあって使えるもの、また現存
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する条件の中で、手近な道具を組み合わせて不便
でないものを生み出していく、ブリコラージュ的
な発想」47）には、十分注意が必要である。現体制
に回収され、取り込まれる実践がほとんどである
からだ。
公教育の場でもインフォーマルな機能とかみあ
う重層の中でしか、フェアな人間関係は作動しな
い。しかし、それはたとえば、チーム学校や伴走
型支援の実践が、いかに寛容で子ども中心であっ
たとしても、その実践に開発主義の思想が孕まれ
るかぎり、自由主義国家による個人化政策に迎合
する政策としてのチーム学校や伴走型支援となら
ざるをえないであろう。
インフォーマルな機能とは、無秩序（anarchy）
でもある。相談業務においても、秩序を用い、マ
ニュアルを使って事を解決するというよりも、毎
回相談して臨機応変に対応するという意味合いも
含む。2010年前後の川西市子どもの人権オンブ
ズパーソン的であり、その「無秩序さ」は、筆者
が現在関わる尼崎市子どものための権利擁護委員
会にもマニュアルは作らず「無秩序さ」が引き継
がれようとしている。つまり、「支援」の中に
「開発主義」が含まれている現状を拒否し、主体
統治を引き起こすリスクに注意深くふるまうとい
うことでもある。「全市民の協力による信用の組
織には豊かな自発性があるということ、改革が行
われるためには、市民たちは、注意深く自由に、
活動しなければならぬことに注意すれば充分
だ」。（『社会問題の解決』）48）

個人の能力をあげようとする「支援」を行わ
ず、居場所や実践を行う。現状の補完や下支え、
将来的に動員されるようなことは行わない。その
共同体を訪れた人々と社会の問題を勉強したりし
て、別の生のあり方をめざす。そうすれば、これ
までの官僚統治に回収される支援とは異なってく
る。
思想分析があり、ヘゲモニーの場として「国
家」が開かれる。インフォーマルなものがフォー
マルなものと絡み合いつつ、新たな関係性として
現出する動態が開かれるということでもある。ア
ナキズムがひらいた地平を見ながら、それが生成
する世界認識の斬新さ、可能性の豊かさには目を
奪われる。これから見出されるかもしれない世界

像の開示は、研究の蓄積をいかにアクチュアルに
結びつけるかのチャレンジでもあるように思われ
る。
エリック・ボブズボームはグラムシに注目し続
け、次のように彼を説明する49）。「イデオロギー
と文化を学ぶ研究者たちへの彼の影響が非常に際
立っている理由は、民衆文化に関心をもつすべて
の人々にとって、この領域もまた純粋にアカデミ
ックなものだけではないということである。そう
した研究に加わるほとんど全ての人々の目的は、
主として学位論文や本を書くことではない。そう
した人々は、グラムシがそうだったように、過去
と同じくらい未来に強い関心を持っている。すな
わち、労働者階級とその運動を含む人類という巨
大な存在を形成しているごく普通の人々の未来、
諸国民と文明の未来に。」
グラムシのあり方を提示しつつ、別の自由な生
のあり方のような研究をする者の立ち位置が過去
に関心をもち歴史的な実証をとりだすのは、アカ
デミックな研究それ自身のためというよりも、普
通の人々の未来について関心をもっているからと
いう。共同作業を行なっている本稿の読み手もま
たそうではないだろうか。
人々による有用性からの逃避、開発主義の拒否
というそれぞれの選択が、中央集権型システムの
資本主義近代への抵抗の集積の広がりをもつもの
であるだろう。陣地戦という実践における開発主
義の拒否というエッセンスを取り出したことで、
本稿を別の自由な生のあり方論序論としたい。
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An Introduction to a Different Way of Life :
The “Battle of the Camps” of What Becomes Anarchism

Chieko Sakurai*

ABSTRACT

In order to examine the possibility of a free way of life other than that of the capitalist
state, I will examine the possibility of the prospect of another way of life, referring to histori-
cal studies of thought, in response to the power actions that bring about disciplining, subjecti-
fication, and subordination, and the ways of life that are mobilized therein.

In order to take out the logic that “another way of being is possible” (D. Graeber) as a so-
cial environment for the recognition of existence, putting the state and civil society in the
range, I will set up a schematic by assembling anthropological anarchism, early anarchist
thought, and the thought of Antonio Gramsci as a methodology.

As the limits of institutional inclusion of risk are becoming more and more apparent in
many parts of the world, we will look at the possibility of reconceptualizing the “social” by
focusing on the various informal connections that have been given negative value in the past.

The people’s conscious choice to escape utility and reject developmentalism will be a
growing accumulation of opposition to the centralized system of capitalist modernity. Having
extracted the essence of the selective rejection of developmentalism in the practice of cam-
paign warfare, I would like to begin with an introduction to another way of life.

Key words：Free living, Developmentalism, Antnio・Gramsci
* Professor, School of Human Welfare Studies, Kwansei Gakuin University
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Ⅰ．緒言と目的

レジャー白書 2018（公益財団法人日本生産性
本部、2019）によると、2018年におけるスポー
ツ部門の市場規模は前年に比べ拡大している（前
年比 1.3％増）。2020年に開催予定であった東京
オリ・パラ（新型コロナウイルス感染症拡大によ
り 2021年へ延期）に向け、チケットの販売、新
国立競技場の完成などをきっかけに、スポーツに
対する社会的関心が高まり、市場規模が拡大した
のだろう。しかしながら、カテゴリー毎の市場規
模をみてみると、球技スポーツ用品は 1996年の
ピーク時より 32.6％縮小、山岳・海洋性スポー
ツ用品はピーク時より 38.4％縮小、また、ス
ポーツ施設・スクールはピーク時より 40.3％も
縮小している。一方、スポーツ服など（トレーニ
ング競技ウェア・スポーツシューズ）は過去最大
を更新している。少子化の影響により、スポーツ

競技人口は減少しているものの、アスレチックウ
ェアやスポーツシューズを日常着としてカジュア
ルに着こなす「アスレジャー」が拡大の要因だと
されている。
また、スポーツ観戦の市場規模も拡大傾向にあ
り、2018年時点では過去最大規模となっている
（図 1）。プロスポーツの観客動員数をみてみる
と、J リーグでは、2012年シーズンから 2019年
シーズンまで 8年連続で観客数は増え、過去最高
を更新し続けている（図 2）（J league date site
website）。J 3リーグの発足（2014年）が観客増
加の一要因として考えられるが、J 1・J 2の観客
数は減っていないことから、新規顧客を獲得でき
ているといえよう。プロ野球（NPB）では、2012
年を境に、セ・リーグ、パ・リーグともに観客は
増加傾向にあり、2019年シーズンにおいて、過
去最高を記録している（図 3）（日本野球機構
website）。これらは各チームのマーケティング努
力の賜物である。また、日本初のプロバスケット

〔論 文〕

プロスポーツチームにおける
ターゲット・マーケットに関する一考察

－「ファミリー」の特性について考える－

林 直 也＊

要約：
本研究の目的は、プロスポーツチームが集客上のメインターゲットとして、ファミリーを獲得するための

適切なマーケティング戦略立案に向けた根拠を得ることである。そのために、ファミリーの特性について、
経験価値、チーム・アイデンティティ、観戦回数、居住地の視点から考察する。分析の結果、以下のことが
明らかとなった。
•ファミリーとその他の観戦者間において、経験価値に有意な差は認められない。
•ファミリーが知覚する経験価値において、特に値が高い因子は「選手」「雰囲気」「内なる楽しみ」「覚醒」
である。

•ファミリーとその他の観戦者間において、居住地に有意な連関がある。具体的には、ファミリーの方がそ
の他の観戦者よりもホームタウン在住者が多い。

キーワード：ファミリー、経験価値、ターゲット・マーケット、マーケット・セグメンテーション

─────────────────────────────────────────────────────
＊関西学院大学人間福祉学部教授
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リーグとして 2016年に発足した B リーグは、
2021-22シーズンで 6年目に入り、累積赤字に苦
しむ福島ファイヤーボンズのようなクラブがある
ものの（「ボンズ B 2残留ピンチ」2019）、B 1・
B 2合わせた（ALL-STAR/POST SEASON 含む）
総入場者数は年々増加している。（B.LEAGUE
2019-20 SEASON REPORT website）。さらに、プ
ロ野球独立リーグの一つ、ベースボール・チャレ
ンジ・リーグ（現ルートイン BC リーグ）は、
2007年に新潟・富山・石川・長野の 4球団でス

タートしたが、その後加入球団が増え、2020年
シーズンは 12球団によるリーグ戦が行われた。
2020年には、Hokkaido Baseball League、2021年
には九州アジアリーグ（現ヤマエ久野 九州アジ
アリーグ）も新設されている。このようなプロス
ポーツを主としたスポーツ観戦コンテンツの増加
もスポーツ観戦市場の拡大に影響を及ぼしている
と考えられる。
加えて、2019年はラグビーのワールドカップ
が日本で開催され、黒字額はおよそ 68億円だっ

図 1 スポーツ観戦の市場規模の推移（レジャー白書 2018参考に筆者作成）

図 2 J リーグにおける観客動員数の推移（J league date site website 参考に筆者作成）

図 3 プロ野球（NPB）における観客動員数の推移（日本野球機構 website 参考に筆者作成）
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たことが発表されている（「W 杯黒字 68億円、
レガシー事業に」2020）。2021年に開催された東
京オリ・パラは無観客試合（ただし、一部有観
客）となったが、プロスポーツに代表される日常
的なスポーツ観戦コンテンツのみならず、メガ・
スポーツイベントの開催を契機としたさらなるス
ポーツ観戦市場の拡大が期待される。
このように、拡大しつつあるスポーツ観戦市場
であるが、どのような特性を持った消費者が観戦
に訪れているのであろうか。特に、観戦時の同伴
者に着目し、いくつかのデータを概観してみた
い。

2019年シーズンの J リーグでは、リーグ全体
で「家族」が最も多く 54.3％、J 1・J 2に所属す
るクラブ毎にみた場合でも、浦和を除く 39クラ
ブにおいて、家族の割合が最も高い結果となって
いる（J リーグスタジアム観戦者調査 2019サマ
リーレポート website）。この傾向は 2018年シー
ズンも同様である（J リーグ観戦者調査 2018サ
マリーレポート website）。データがやや古いもの
の、なでしこリーグの観戦者でも、リーグ全体で
「家族」が 39.5％と最も高い値を示し（なでしこ
リーグスタジアム観戦者調査 2014サマリーレ
ポート website）、この傾向は 2013年シーズンに
おいても同様である（なでしこリーグスタジアム
観戦者調査 2013サマリーレポート website）。ま
た、ラグビーのトップリーグ試合観戦者を対象に
した山下ら（2019）の調査、ならびにプロ野球試
合観戦者を対象に調査を行った八尋ら（2011）に
おいても、同伴者として最も高い値を示したのは
「家族」である。
これらの調査データから、スポーツ観戦とは、

家族（以下、ファミリー）によって選択される可
能性の高い趣味・娯楽であるといえる。モノ消費
から、他者との交流・繋がりを求めるコト消費へ
と求められる価値が変化する中、スタジアム・ア
リーナ内での一体感やつながり、非日常体験を得
やすいスポーツ観戦は、ファミリーで取り組むこ
とができる身近で手軽な活動なのだろう。また、
年齢、性別関係なく誰もが楽しむことのできる点
もファミリーにとって大きな魅力であると考えら
れる。松岡ら（2002）によって開発されたスポー
ツ観戦動機尺度に「家族」という項目が存在する

ことからも、スポーツ観戦とファミリーの親和性
の高さを理解できる。
逆に、サービスを提供するスポーツ組織の立場
からみれば、集客上のメイン・ターゲットとなり
うる重要な存在だといえる。成人のスポーツ実施
者の多くが、青少年期においても部活動などの活
発なスポーツ経験をもっている（山口ら、1987）、
現在のスポーツ参加頻度は、過去のスポーツ経験
や部活経験に強く影響されている（山口ら、
1987）ことから考えると、ファミリーで観戦した
子供たちが、後にファンやリピーターになる可能
性もある。幼少期はファミリー（両親や祖父母と
共に）で観戦し、その経験が基となり中高大学生
になってからは友人・知人と観戦に出かける。結
婚し、家族を持ってからは（自らが親となって）
子供とともにスタジアム・アリーナへ向かう。そ
して、子供達がまたファンになっていく。こんな
未来を描けるのがファミリーの可能性である。
次に、各種組織におけるファミリー獲得の成功
事例を概観してみたい。
プロ野球界では、東北楽天ゴールデンイーグル
スが 2016年、本拠地球場内に観覧車やメリー
ゴーラウンドを相次ぎ導入することでファミリー
層の取り込みに着手した。その結果、過去最高
（2016年時点）の観客動員を記録している（「観
客、最多の 194万人」2016）。広島東洋カープは
2009年、新球場となるマツダ ZOOM ZOOM ス
タジアムを設立したことをきっかけに観客動員数
を伸ばしている。開放感のある屋外スタジアムの
魅力を生かした「ボールパーク」構想のもと、料
理を楽しみながら観戦したり、子供の遊び場を設
けて家族連れが楽しめるコンセプトを取り入れる
ことにより、2018年シーズン公式戦の入場者数
は 223万人と、過去最高を更新している（「日本
一へ、地域熱く」2018）。
スポーツ場面以外にも、ファミリーをターゲッ
トに業績を回復させた事例として、山代温泉（石
川県加賀市）（Synergy Marketing website）やユニ
バーサル・スタジオ・ジャパン（大阪府大阪市）
（「だからマーケティングは面白い」2018）などが
報告されている。
これらの事例から、ファミリーをマーケティン
グ戦略上のメイン・ターゲットに置き、ファミ
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リーの欲求やニーズに応えるための価値を創造・
提供していくことが目的達成に向けた有効手段の
一つであることが分かる。
消費者のニーズを満たすためには、ターゲット
に適したマーケティングミックスを開発すること
が求められる。そして、ターゲティングにはマー
ケット・セグメンテーションが不可欠となる。
マーケット・セグメンテーションとは、同一の
マーケティングミックスがある程度効果的に通用
する小集団（セグメント）に顧客をまとめること
（松岡、2018）である。一般的なマーケット・セ
グメンテーションの基準には、性別、年代、職業
などに代表されるような人口動態的変数（デモグ
ラフィックス）が用いられ、これまでも多くの市
場調査やターゲット・マーケティングに活用され
ている（畑ら、2006）。その他にも、地理的変数
（地域、人口規模など）、サイコグラフィック変数
（ライフスタイル、パーソナリティなど）、行動変
数（ベネフィット、使用量状況、ロイヤルティの
状態など）などがある（フィリップ・コトラー
ら、2012）。和田（2012）によると、マーケッ
ト・セグメンテーションの基本原理は、「違って
同じ」であるという。つまり、細分化された市場
間では消費者需要、消費者特性、行動パターンな
どは明らかに違っていなければならず、同一細分
市場内ではこれらは同じでなければならない。
スポーツ場面におけるセグメンテーションを
テーマにした先行研究を概観してみると、藤本ら
（1999）は、観戦意図に着目し、対象者を 4つの
セグメントに分け比較した結果、性別、スタジア
ムまでの所要時間、過去のスポーツ経験、現在の
スポーツ及びサッカー経験、情報認知度などに違
いがみられ、観戦意図を用いたマーケット・セグ
メンテーションの有効性を示している。他にも、
観戦者の好みのスポーツパターンを用いたセグメ
ンテーションの有効性を示した畑ら（2006）の研
究、大学生を対象としたスポーツ観戦に対する
ニーズによるセグメンテーションの有効性を示し
た元ら（2006）の研究、プロバスケットボールの
観戦者を対象に、Push-Pull 要因を用いてセグメ
ンテーションを行った前田ら（2013）の研究があ
る。
そして、齋藤ら（2010）の研究では、消費行動

において顧客が獲得する経験価値に着目したセグ
メンテーションの検討が行われている。J リーグ
観戦者を対象に、探索的にセグメンテーションを
行った結果、経験価値の感じ方が異なる 4つのセ
グメントが確認されたという。さらに、齋藤ら
（2011）は、性別と観戦頻度に着目し、スポーツ
観戦者が知覚する経験価値の違いについて分析を
行った。結果、経験価値を構成する「審美性」に
おいて性別の主効果が確認され、それは女性に遡
及する要素であること、さらに、観戦頻度の主効
果がすべての因子において確認され、高頻度群が
低頻度群に比べ、より高い経験価値を知覚してい
ることを明らかにしている。このように、観戦者
の特性が異なれば知覚する経験価値にも違いや特
徴があることから、経験価値はマーケット・セグ
メンテーションの一つの基準として有効であると
いえる。
経験価値とは、過去に起こった個人の経験や体
験のことを指すのではなく、顧客が企業やブラン
ドとの接点において、実際に肌で何かを感じた
り、感動したりすることにより、顧客の感性や感
覚に訴えかける価値のことである（山本、2005）。
スポーツ場面においては、齋藤ら（2010）が、
「スタジアムにおいて試合やサービスや他の観客
とインタラクションすることにより、観戦者が知
覚する付加価値のある経験」と定義し、さらに
「ゲーム以外のスタジアム環境やサービス、飲食、
マーチャンダイジング、イベントなどの周辺プロ
ダクトを強化し、スタジアム全体で最高の「経験
価値」を与えてくれる空間を創ることが、ファン
に支持され、クラブの持続的な発展につながる」
と述べている。また、原田（2018）も、「J リー
グのビジネス・アイデンティティについて、プロ
ダクトの中核要素は、もちろんプロサッカーとい
う良質なゲームの提供であるが、そこで得られる
便益はサッカーを見ることではない。便益は、プ
ロサッカー観戦が顧客であるファンにもたらす、
楽しみ、興奮、社交、誇りといった、日常生活で
は得られない感情をともなった経験価値に他なら
ない」と述べ、スポーツ場面における経験価値の
重要性を指摘している。
ところが、経験価値はスポーツ観戦者行動にお
いて重要な概念であるものの、これに着目した研
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究は少ないのが現状である。前述した齋藤ら
（2010、2011）の研究、サッカーの観戦頻度と経
験価値との因果関係の分析を試みた有吉ら
（2013）の研究、B リーグ観戦者を対象に新規フ
ァンと既存ファンによる経験価値の差、性別によ
る差などを明らかにした研究（鈴木 website）が
あるが、その数は限られている。
そこで、本研究では、プロスポーツ観戦者にお
けるファミリーの特性に着目し、主に知覚する経
験価値の視点から考察する。加えて、チーム・ア
イデンティティや観戦回数、居住地などからもフ
ァミリーの特性を考察する。それにより、ファミ
リー獲得に向けた適切なマーケティング戦略立案
のための一資料を獲得し、さらには同伴者（ファ
ミリーであるかどうか）を用いたマーケット・セ
グメンテーションの有効性を検証することが本研
究の目指すところである。

Ⅱ．研究方法

1．データ収集
調査対象者は、B. LEAGUE 1部（2017年当
時。2021-22シーズン現在 B 2）に所属する西宮
ストークスの試合観戦者とした。対象とした試合
は、2017年 12月 23日に西宮市立中央体育館で
行われた、対三遠ネオフェニックス戦（2017-
2018 B 1第 13節 18 : 05 TIPOFF）である。調査
は、観戦者に対し、調査員が直接質問紙を配布
し、その場で記入、回収する方法を用いた。調査
用紙の回収はすべて試合開始前に完了させた。試
合開始前に回答を求めたのは、齋藤ら（2010、
2011）の研究を参考に、これまでの観戦経験を想
起した上で、スポーツ観戦を通して得られる経験
価値を測定するためである。調査員には、調査対
象者の個人的属性に偏りが生じないよう、観戦者
全体を反映する形で抽出すること、さらには 10
歳以下に思われる方には配布しないよう指導し
た。10歳以下という基準は、J リーグの調査（J
リーグスタジアム観戦者調査 2019サマリーレ
ポート website）を参考にした。なお、分析対象
は西宮ストークスを応援している観戦者に限定し
た。その結果、総回収数は 110となり、その中か
ら、欠損値が確認された質問紙を除外したとこ

ろ、有効回答数は 99となった（有効回答率 90.0
％）。

2．調査項目
経験価値の測定には、齋藤ら（2010）によって
開発された経験価値尺度（experiential value scale
for sport consumption、EVSSC）を用いた。本尺
度は全 29項目で構成されている。一次因子とし
て、「審美性」「フロー」「サービスエクセレンス」
「投資効果」に分類され、審美性は「演出」「選
手」「雰囲気」、フローは「逃避」「内なる楽しみ」
「覚醒」「共感」、投資効果は「効率性」「経済的価
値」という二次因子で構成されている。なお、
サービスエクセレンスは一次因子のみで説明され
る因子として独立している。
本研究では、齋藤ら（2010）の研究を参考に、
一次因子を以下のように定義する。
・審美性：目前で繰り広げられる、スタジアム内
の演出やエンタテイメント、試合そのものや観
衆が作り出す雰囲気が、消費者に総合的に五感
に訴えて美的な喜びをうながすこと
・フロー：観戦者が、試合や応援を心から楽しむ
と同時に、日常を忘れるほど没入して高揚し、
選手及び周りの観客と自然に融合する感覚を伴
うこと
・サービスエクセレンス：消費者が、スタジアム
で受けるサービスについて総合的に優れている
と感じること
・投資効果：時間や資金的な投資によって、消費
者が利益を得ることができたと感じること

回答を求める際、質問項目全体の指示文とし
て、「西宮ストークスのホームゲームにおける、
あなた自身の試合観戦についてお尋ねします。西
宮市立中央体育館でのホームゲームを想定して、
以下の項目について、当てはまる番号一つに○を
つけて下さい」と記載した。これは、過去の観戦
経験を想起した上での回答を得るためである。測
定は、「1．全く思わない」から「5．非常に思う」
までの 5段階リッカート尺度である。
チーム・アイデンティティの測定には、Trail

and James（2001）の尺度を用い、「1．全く思わ
ない」から「5．非常に思う」までの 5段階リッ
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カート尺度で測定した。その他、個人的属性とし
て、性別、年齢、居住地、同伴者、観戦回数（今
シーズン、昨シーズン）、情報収集ツール（複数
回答）を尋ね、さらには、クラブが地域に存在す
ることの意義について、「西宮ストークスは西宮
市に大きな貢献をしていると思う」「西宮ストー
クスの選手は社会の規範として重要な役割を果た
していると思う」の 2項目を尋ねた（5段階リッ
カート尺度）。

3．測定尺度における信頼性
経験価値尺度における信頼性検討のため、経験
価値を構成する一次因子である審美性、フロー、
サービスエクセレンス、投資効果について Cron-
bachα 係数を算出した（表 1）。その結果、審美性
（.844）、フロー（.904）、サービスエクセレンス
（.858）、投資効果（.827）となり、信頼性担保に

必要な基準値（.70以上）（小塩、2004）をすべて
上回った。
また、一次因子を構成する二次因子についても

α 係数を算出したところ、演出（.850）、選手
（.780）、雰囲気（.818）、逃避（.830）、内なる楽
しみ（.904）、覚醒（.888）、共感（.853）、効率性
（.692）、経済的価値（.782）となり、効率性を除
き、すべての因子で基準値を満たした。効率性に
ついては基準値を満たすことができなかったが、
再検討の目安となる α＝.50（小塩、2004）を上
回っているため、採用することとした。なお、3
つの項目から構成されるチーム・アイデンティテ
ィの α 係数は、（.918）となった。

4．分析方法
データ分析は、経験価値を構成する一次因子に
ついて、ファミリーとその他の観戦者間で平均値

表 1 経験価値尺度（EVSSC）の信頼性

項目 α α

審美性

演出

1．全体の演出方法はおしゃれである
2．試合会場全体は見た目がかっこいい
3．全体の演出が好きである
4．エンタテイメント性が高い
5．熱狂的で心うたれる

.850

.844
選手

6．選手の美しいプレーや個人技にほれぼれする
7．選手の素晴らしいパフォーマンスを観るのが好きだ
8．スキルの高いフォーメーション・組織プレーを観るのが好きだ

.780

雰囲気
9．試合会場全体の雰囲気・空気が好きである

10．観客全員でつくりあげる雰囲気・空気が好きである
11．試合の流れによって変化する会場全体の雰囲気・空気が好きである

.818

フロー

逃避
12．日常から遠ざかって、非日常な気分を味わうことができる
13．まるで別世界にいるような気にさせてくれる
14．いつも（試合に）没頭してしまい、他の一切のことを忘れることができる

.830

.904

内なる
楽しみ

15．純粋にバスケットボールを観戦するのが好きだ
16．試合を観戦するのは、純粋に楽しいからである .904

覚醒 17．試合会場にくると、わくわくする
18．試合を観戦すると、気持ちが高揚する .888

共感
19．選手が頑張っている気持ちがわかる瞬間、選手と一体感を感じることがある
20．試合中の選手のミスが、自分のミスであるかのように感じられることがある
21．チームや選手のプレーに強く心を動かされたり、深く入り込んでしまうことがある

.853

サービス
エクセレンス

22．会場全体のオペレーション・運営が優れている
23．西宮ストークスが優れているのは会場全体の雰囲気である .858

投資
効果

効率性
24．試合がある日だったら、西宮ストークスを見に行こうと思う
25．ホームゲームは気軽に訪れることができる
26．ホームゲームは私の都合に合わせやすい

.692

.827
経済的
価値

27．ホームゲームはお得感がある
28．私は全体的にチケットの値段に満足している
29．西宮市立中央体育館で行われる試合は割安であると思う

.782
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を比較した（独立したサンプルの t 検定）。次に、
一次因子を構成する二次因子、さらには、チー
ム・アイデンティティ、観戦回数、クラブの地域
での意義についても同様に平均値を比較した。居
住地については、χ2検定により、ファミリーとそ
の他の観戦者間での連関について検証することと
した。
有意性については、有意水準 5％で統計学的有
意と判断し、データ分析には SPSS Statistics 26を
用いた。

Ⅲ．結果と考察

1．調査対象者の個人的属性
表 2に調査対象者の個人的属性を示した。性別
は男性の方が多く（65.7％）、年齢では 30歳代
（40.0％）が最も多い（平均年齢は 39.3歳）。J
リーグでは、男性 62.4％、女性 37.6％であるこ
とから（観戦者調査サマリーレポート 2019 web-
site）、西宮ストークスの性別割合は J リーグと似
た傾向にあるといえる。年齢については、J リー
グでは、40歳代が最も多く（26.9％）、次いで 50
歳代（20.5％）となっている。平均年齢も 42.8歳
であり、これは西宮ストークス観戦者より有意に
高い（t＝－2.87 p＜.01）。このことから、西宮ス
トークスの方が J リーグよりも年齢の低い層が
観戦に訪れていることが分かる。
年齢を性別ごとにみてみると（表 3）、男性で
は 40歳代、女性では 30歳代が最も多い。次い
で、男性では 30歳代、女性では 40歳代が多いた
め、男女ともに 30歳～49歳までの間に観戦者が
偏っていることが分かる。
居住地では、兵庫県内からの観戦者が 80％を

超え、西宮市からの来場者も 50％を超えている。
地元住民がチームの存在意義を理解し、支持しつ
つある現状が読み取れる。同伴者はファミリーが
67.4％と突出している。性別ごとにみても、男女
ともにファミリーが最も高い値となり（表 3）、
改めてその重要性が浮き彫りとなった。情報収集
ツールで最も高い値を示したのはクラブ HP
（40.6％）であった（表 2）。

2．ファミリーとその他の観戦者間での比較結果
表 4は、経験価値を構成する一次因子につい

て、ファミリーとその他の観戦者間で比較した結
果である。表の通り、すべての因子において有意
な差は認められなかった。また、表 5は、一次因

表 2 個人的属性

性別
男性 65.7

女性 34.3

年齢
（平均年齢 39.3歳）

10歳代 5.3

20歳代 7.4

30歳代 40.0

40歳代 33.7

50歳代 10.5

60歳代 2.1

70歳以上 1.1

結婚の有無
未婚 32.7

既婚 67.3

居住地（府県）
兵庫 81.8

大阪 13.1

その他 5.1

居住地（市）

西宮 51.6

神戸 7.4

芦屋 3.2

尼崎 2.1

宝塚 3.2

伊丹 1.1

その他 31.6

同伴者

ファミリー 67.4

団体 3.2

友人 11.6

個人 12.6

恋人 2.1

その他 3.2

情報収集ツール
（複数回答）

クラブ HP 40.6

リーグ HP 18.8

ポスター 2.1

ちらし 7.3

友人の紹介 16.7

Facebook 7.3

twitter 11.5

Instagram 5.2

その他 27.1

（％）
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子を構成する二次因子について比較した結果であ
る（サービスエクセレンスは一次因子のみで説明
されるため割愛）。ここでもすべての因子におい
て有意な差は認められなかった。これらの結果か
ら、観戦を通じて知覚する経験価値には、ファミ
リーとその他の観戦者、両者ともに違いがないこ

とが明らかになった。親からすると、「子供が楽
しいと感じる経験」「子供にとって価値ある経験」
など、「子供にとってどうか」というファミリー
特有の視点があると予想されるため、知覚する経
験価値にも違いが生じると考えていたがそうはな
らなかった。
表 6に、チーム・アイデンティティ、ならびに
今シーズンおよび昨シーズンの観戦回数、クラブ
が地域に存在することの意義を示す 2項目につい
て、ファミリーとその他の観戦者間で比較した結
果を示した。ここでもすべてにおいて有意な差は
認められなかった。
レベルの高いチーム・アイデンティティがス
ポーツファンをスタジアムやアリーナでのスポー
ツ観戦に導く（藤本、2012）ことから、チーム・
アイデンティティが有意に高ければ、観戦回数も
多くなると考えられる。さらに、前述のように、
齋藤ら（2011）が、観戦頻度が高ければ経験価値
の知覚も高まることを明らかにしている。このこ
とから、ファミリーが知覚する経験価値に何らか
の特徴があるならば、その違いを説明する根拠と
して、チーム・アイデンティティや観戦回数の存
在があると考えていた。結果として、経験価値に

表 3 性別と年齢および同伴者のクロス集計

男性 女性

年齢

10歳代 7.7 0.0

20歳代 9.2 3.3

30歳代 33.8 53.3

40歳代 35.4 30.0

50歳代 10.8 10.0

60歳代 1.5 3.3

70歳以上 1.5 0.0

同伴者

ファミリー 62.9 75.8

団体 4.8 0.0

友人 8.1 18.2

個人 17.7 3.0

恋人 1.6 3.0

その他 4.8 0.0

（％）

表 4 経験価値を構成する一次因子の比較結果

ファミリー その他
t平均値 標準偏差 平均値 標準偏差

審美性 3.82 0.51 3.95 0.57 n.s

サービスエクセレンス 3.28 0.84 3.48 0.94 n.s

フロー 3.92 0.63 3.91 0.72 n.s

投資効果 3.75 0.70 3.60 0.72 n.s

表 5 一次因子を構成する二次因子の比較結果

ファミリー その他
t平均値 標準偏差 平均値 標準偏差

審美性
演出 3.21 0.80 3.54 0.82 n.s

選手 4.45 0.49 4.33 0.62 n.s

雰囲気 4.21 0.56 4.24 0.57 n.s

フロー

逃避 3.77 0.82 3.65 0.84 n.s

内なる楽しみ 4.30 0.74 4.52 0.66 n.s

覚醒 4.25 0.65 4.34 0.68 n.s

共感 3.57 0.82 3.51 1.05 n.s

投資効果
効率性 3.95 0.72 3.87 0.79 n.s

経済的価値 3.56 0.83 3.33 0.78 n.s

『Human Welfare』第 14巻第 1号 2022

84



差が認められず、根拠として考えていたチーム・
アイデンティティ、観戦回数にも差が認められな
かったため、この結果には納得がいく。
さらには、クラブの意義を示す項目にも差が認
められなかった。B.LEAGUE に所属する各クラ
ブはバスケットボール教室など学校訪問や地域貢
献活動に積極的であるため、子供への影響力も大
きく、ファミリーにとって意義ある存在だと考え
られる。しかしながら、本項目でも差は認められ
なかった。
これらの結果から、同伴者を基準としたマーケ
ット・セグメンテーションは知覚する経験価値、
チーム・アイデンティティ、観戦回数などの視点
からは有効でないことが示唆された。すなわち、
ファミリーもその他の観戦者も、それらについて
はよく似た特性を持つセグメントであるといえ
る。
ゆえに、ファミリーの満足度向上や獲得に向け
た戦略立案のためには、ファミリーのみに着目
し、ファミリーが知覚しやすい経験価値を抽出す
べきであろう。その視点で、本結果をみてみると
（表 5）、ファミリーにおいて経験価値を構成する
二次因子の中で値が 4.0（最大値 5.0）を超えてい
るのは、「選手」「雰囲気」「内なる楽しみ」「覚
醒」である。このことから、ファミリーを意識し
たマーケティングを展開するには、バスケット
ボールというスポーツの魅力発信だけでなく、選
手が魅せるプレーの美しさ、パフォーマンスの高
さを伝える演出や雰囲気・空気づくり、その場に
いるだけでわくわくするような会場づくり、ア
リーナ全体で一体感や非日常的感覚を醸成する仕
組みなどが有効だといえる。近年、多くのスポー
ツチームが音楽や照明を使った演出、チームカ

ラーやグッズなどを使った一体感を高める取り組
みを行っているが、これらはファミリーの満足度
向上に対し、理にかなった方法だといえよう。
また、ファミリーを何らかの基準でセグメント
化し、その特性ごとにアプローチの方法を変えて
いくことも必要だろう。例えば、チーム・アイデ
ンティティの高低でセグメント化し、それぞれに
異なる方法でアプローチするなどである。本研究
でも分析を行ったところ、表 7の通り、一次因
子、二次因子ともに多くの項目で有意差が認めら
れた。有意差のあるすべての因子で高群の方が高
く、チーム・アイデンティティの高いファミリー
は高い経験価値を知覚していることが分かる。観
戦頻度が高ければ高いほど、経験価値の知覚が高
まる（齋藤ら、2011）のと同じように、チーム・
アイデンティティの高い群は試合観戦に対する興
味レベルがより高くなるのだろう。
また、チーム・アイデンティティの低いファミ
リーも存在する。例えば、子供に多様な経験をさ
せてあげたいと願うファミリーがそうであろう。
娯楽が多様化する現代において、充実した余暇を
過ごすための選択肢はスポーツ観戦だけではな
い。温泉、観光・名所めぐり、食べ歩き、テーマ
パーク、映画鑑賞、ショッピング、登山、キャン
プなども魅力的な余暇行動である。チーム・アイ
デンティティの低いファミリーは、スポーツ観戦
を「各種余暇行動の中の一オプション」として考
え、数年に 1回～2回ほどスタジアム・アリーナ
へ足を運ぶ。
こう考えると、多くの選択肢が存在する中、特
定のスポーツチームの試合に何度も足を運んでも
らう（＝コアファンとして育成する）ことをすべ
てのファミリーに求めることは現実的ではない。

表 6 チーム・アイデンティティなどの比較結果

ファミリー その他
t平均値 標準偏差 平均値 標準偏差

チーム・アイデンティティ 9.62 3.63 8.55 4.03 n.s

今シーズンの観戦回数 2.92 2.64 3.74 4.25 n.s

昨シーズンの観戦回数 3.76 6.37 4.10 7.36 n.s

西宮ストークスは西宮市に大きな貢献
をしていると思う 3.92 .88 3.84 1.10 n.s

西宮ストークスの選手は社会の規範と
して重要な役割を果たしていると思う 3.69 .94 3.61 .96 n.s
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ならば、「チーム・アイデンティティが高くコア
ファンとしての特性を持つ」ファミリーと、「数
年に 1回～2回は足を運ぶ」ファミリーとを区別
し、「ファミリーでも違う」という認識のもと、
適切なマーケティングを実施することが不可欠で
あろう。
本研究が示すように、「ファミリーであるかど
うか」はマーケット・セグメンテーションの基準
として有効ではない。しかし、この結果は「ファ
ミリー」を一括りにして考えるのでなく、ファミ
リーを何らかの基準でセグメント化し、その特性
に応じたマーケティングを展開することの重要性
を示している。スポーツ観戦市場において最重要
ターゲットであるファミリーだからこそ、「違っ
て同じ」セグメントに分類することが強く求めら

れる。
最後に、地理的要因として居住地に着目し、フ
ァミリーとその他の観戦者間で連関性があるかど
うかを検証するために χ2検定を行った。分析の
結果（表 8）、有意な連関が認められた（χ2＝
13.92, df＝6, p＜.05）。そして、残差（表 9）から
ファミリーはその他の観戦者よりも西宮市在住者
の割合が高いと解釈することができる。
今回調査対象とした西宮ストークスは、クラブ
理念に「地域の主体者として 100年続くクラブで
あること」が掲げられ、また、クラブ名に込めた
思いとして、絶滅の危機に瀕していたコウノトリ
を県と地域の方々が協力し合い、地道な活動を続
けてきた結果、100羽を超えるコウノトリが兵庫
県から巣立って行ったことに鑑み、クラブ経営も

表 7 チーム・アイデンティティ高群と低群による比較結果

高群 低群
t平均値 標準偏差 平均値 標準偏差

一次因子

審美性 3.94 0.51 3.64 0.46 *

サービスエクセレンス 3.50 0.94 3.04 0.67 *

フロー 4.22 0.55 3.59 0.57 ***

投資効果 3.99 0.58 3.45 0.71 **

二次因子

演出 3.32 0.78 3.03 0.80 n.s

選手 4.55 0.46 4.32 0.50 n.s

雰囲気 4.37 0.57 4.00 0.47 **

逃避 4.10 0.78 3.43 0.78 ***

内なる楽しみ 4.56 0.63 3.98 0.75 **

覚醒 4.47 0.53 4.00 0.69 **

共感 3.88 0.71 3.22 0.81 **

効率性 4.29 0.56 3.55 0.70 ***

経済的価値 3.71 0.79 3.36 0.82 n.s

*p＜.05 **p＜.01 ***p＜.001

表 8 居住地における χ2検定の結果

西宮市 神戸市 芦屋市 尼崎市 宝塚市 伊丹市 その他 χ2

ファミリー 65.6％ 3.3％ 3.3％ 1.6％ 1.6％ 0.0％ 24.6％
*

その他 26.7％ 10.0％ 3.3％ 3.3％ 3.3％ 3.3％ 50.0％

*p＜.05

表 9 残差分析の結果（残差：観測度数－期待度数）

西宮市 神戸市 芦屋市 尼崎市 宝塚市 伊丹市 その他
ファミリー 7.8 −1.4 0.0 −0.3 −0.3 −0.7 −5.1

その他 −7.8 1.4 0.0 0.3 0.3 0.7 5.1
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同様に、「地域の方々と一緒に」というところを
目指して活動している（西宮ストークス web-
site）。そして、2018-2019シーズンの地域活動実
績をみてみると、学校訪問によるバスケットボー
ル教室、総訪問数 26の内、西宮市内の学校数は
19に及ぶ（西宮ストークス website）。すなわち、
西宮ストークスにとって、「地域」はクラブ経営
にとって不可欠な概念であり、中でも「西宮市
民」は「100年続くクラブ」を目指すにあたり、
重要なステークホルダーだといえる。その意味
で、西宮市民が過半数を占めるファミリーをター
ゲットに置くことは、クラブ理念実現の観点から
も理にかなっている。

Ⅳ．まとめ

本研究の目的は、プロスポーツ観戦者における
ファミリーの特性について、知覚する経験価値、
チーム・アイデンティティ、観戦回数、居住地の
視点から考察することであった。分析の結果、以
下のことが明らかとなった。

・ファミリーとその他の観戦者間において、知覚
する経験価値に有意な差は認められない。
・ファミリーが知覚する経験価値において、特に
値が高い因子は「選手」「雰囲気」「内なる楽し
み」「覚醒」である。
・ファミリーとその他の観戦者間において、居住
地に有意な連関がある。具体的には、ファミ
リーの方がその他の観戦者よりもホームタウン
在住者が多い。

最後に、今後の課題について述べたい。
本研究において、ファミリーとは「子供ととも
に観戦していること」と考え、本論の中でも「子
供が楽しいと感じる経験」「子供にとって価値あ
る経験」「親の立場からすると、子供に多様な経
験をさせてあげたいという思いが強い」などの記
述を用いている。しかしながら、本研究で用いた
ファミリーとは、「同伴者を尋ねる質問に対し、
家族と回答した観戦者」であり、必ずしも子供同
伴の観戦とは限らない。つまり、夫婦や兄弟など
での観戦の可能性がある。今後は、ファミリーの

中でも「同伴者としての子供の有無」を明確にし
た上でファミリーの特性把握に努める必要がある
だろう。
次に、本研究ではファミリーに着目したため、
ファミリーとその他の観戦者とに分類した。その
ため、その他の観戦者には、一人（個人）、友
人・知人、恋人、関連団体（職場仲間など）など
の同伴者が存在する。それらを一括りにし、「そ
の他の観戦者」としたが、今後は同伴者ごとにセ
グメント化し、知覚する経験価値を測定する必要
があるだろう。
最後に、本研究ではホームでの試合観戦を想定
しながら質問に答えるという方法を用いた。これ
は先行研究を参考にしたものだが、過去の観戦経
験に基づいた回答を試合開始前に求めている。し
かしながら、新規観戦者は過去の経験を想起する
ことはできず、これから始まる試合を想定するこ
ともできない。この点については、「観戦に求め
る経験」という意味で解釈すれば、初観戦者でも
回答可能だろうと判断し、分析対象に加えること
とした。そのため、過去の観戦経験に基づき回答
している人（リピーター）と、観戦に求める経験
という意味で回答している人（新規観戦者）が混
在する形になっている。経験価値とは、「観戦者
が知覚する付加価値のある経験」であることか
ら、試合前に行う調査であればリピーターのみを
分析対象とすべきであろう。新規観戦者も分析対
象とするならば、調査を試合後に行うことが望ま
れる。実際に、本研究で対象としたファミリーの
およそ 40％が今シーズン初の観戦であった。そ
のことが今回の結果につながった可能性は否定で
きない。以上、多くの課題を残すこととなった。
繰り返すが、スポーツ観戦においてファミリー
は重要なターゲットの一つである。なぜなら、年
齢、性別、文化、スポーツ経験の有無、障害の有
無など関係なく誰でも楽しむことができ、さらに
は、楽しい、健康、さわやかなど、肯定的なイ
メージを持たれているスポーツは、ファミリーに
とって有意義な余暇活動の一つと考えられるから
である。様々な視点からファミリーの特性が明ら
かにされ、効率的、合理的な集客が実現されると
同時に、スポーツ観戦を通し、日常生活では得ら
れないような感情を伴った経験が多くのファミ
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リーに提供されることに期待したい。それと同時
に、筆者自身も、上記の課題を踏まえ、継続的な
研究に取り組んでいきたい。
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A Study of Professional Sports Team Target Markets :
Consideration of “Family” Characteristics

Naoya Hayashi*

ABSTRACT

The purpose of this study is to obtain a basis aimed at proposing appropriate marketing
strategies for professional sports teams to acquire families as the main customer attracting tar-
get. For this purpose, the study considers family characteristics from the perspectives of expe-
riential values, team identity, the number of games watched and the place of residence. The
results of analysis revealed the following.
•No significant difference in experiential values was observed between families and other

spectators.
•Elements of experiential values with especially high value perceived by families were

“players,” “atmosphere,” “intrinsic enjoyment” and “arousal.”
•There is a significant relationship between the places of residence of families and other

spectators. Specifically, more families live in their hometowns than do spectators.

Key words : Family, Experiential values, Target markets, Market segmentation
* Professor, School of Human Welfare Studies, Kwansei Gakuin University
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1．はじめに

近年、日本では人手不足の対策として、外国人
労働者の受け入れが加速している。2020年現在、
在留外国人は 289万人、外国人労働者は 172万人
を超えている（法務省 2021；厚生労働省 2021）。
これまで日本政府は外国人の単純労働者の受け入
れは原則として行わないという方針であったが、
人口減少が加速し、農業や介護、飲食、建設、製
造業等、さまざまな分野で人材の確保そのものが
難しくなるなかで、方針の大きな転換期を迎え
た。
介護領域における人手不足はますます深刻化し
ており、その他の産業にもまして深刻である。厚
生労働省（2021）によれば、介護職員数は 211万
人であり、2025年には 243万人必要と推計され
ている。この推計によれば、約 32万人の介護人
材が不足する状況が予測されている。2020年の
介護職の有効求人倍率は 4.04倍となっており、

地域による格差も大きく、都市部においてより顕
著な状況となり、介護人材の充足の見通しは立っ
ていない。そこで、国を挙げた介護領域における
人材確保対策として、介護職員の処遇改善、多様
な人材の確保・育成、離職防止・定着促進・生産
性向上、介護職の魅力向上に加えて、外国人材の
受入環境整備に取り組むことになった。
日本国内では従来介護分野における就労を目的
とした在留資格はなく、外国人の就労は特別永住
や永住者、日系人、日本人配偶者等の在日外国人
に限られていた。しかしながら、二国間の経済連
携の強化を目的とした協定の締結により、2008
年にインドネシア、2009年にフィリピン、2014
年にはベトナムからの EPA 介護福祉士候補者の
受け入れが始まり、外国人介護労働者の受け入れ
をめぐる議論が活発になった。さらに、2017年 9
月から在留資格に「介護」が新設され、日本の介
護福祉士養成校を卒業し、介護福祉士の資格を取
得した外国人が日本で働くことができるようにな
った。これに加えて、2017年 11月からは、開発

〔論 文〕

外国人介護労働者の受け入れ状況と組織支援体制の現状と課題
－全国の特別養護老人ホームに対する質問紙調査を通して－

澤 田 有希子＊1、大 和 三 重＊2

要約：
本研究では、全国の特別養護老人ホームを対象とした質問紙を用いて、外国人介護職員の受け入れをめぐ

る組織的支援の取り組みや現状を把握するための実態調査を行った。系統無作為抽出法により全国の特別養
護老人ホームから 2490施設を選定して、施設長を対象とした郵送法調査を実施した。実施時期は 2021年 9
月 16日～10月 31日であり、回収は 423部（回収率 17.0％）であった。結果、外国人介護職員の受け入れ施
設は 194施設あり、全体の 45.9％が受け入れを行い、合計 776名の外国人介護職員が働いていた。4つの在
留資格（EPA、介護、技能実習生、特定技能）の違いに関わらず、受け入れ施設の多くは共通して、就労面
や生活面、精神面での組織的サポートを行っており、特に、介護技術や日本語の学習、住居確保、生活環境
の整備に関する支援が重視されていた。費用負担の大きさや住居確保の難しさが課題として挙げられており、
外国人職員が生活する地域の自治体や住民の理解と支援を得ることが重要であることが示された。

キーワード：外国人介護職員、特別養護老人ホーム、組織的支援体制、実態調査

─────────────────────────────────────────────────────
＊1関西学院大学人間福祉学部准教授
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91



途上地域等への国際貢献を名目にした外国人技能
実習生に「介護職種」が追加された（厚生労働省
2017）。2019年 4月からは人材不足を補うための
労働力確保を明確な目的にした特定技能の在留資
格による介護労働者の受け入れが始まった（厚生
労働省 2019）。
大和（2020）が指摘しているように、この 4つ
の在留資格に基づく外国人介護労働者の受け入れ
制度は、それぞれの制度の目的や趣旨が異なるた
め、受け入れ機関や窓口を一本化することはでき
ず、受け入れ施設や事業所が正しく理解すること
は容易ではない。また、受け入れのための適切な
環境を準備するためには、かなりの手間と費用、
経験を必要とする状況であり、安易に受け入れを
進められる状況にはない。一方、高齢者福祉施設
では、介護職員の新規採用はますます難しくなっ
ている。人手不足は待ったなしの状況となり、外
国人の受け入れ環境の整備に取り組む施設は年々
増加してきている。しかしながら、このような急
速な変化のなかで、外国人介護職員の受け入れ状
況に関する実態把握のための全国規模の調査は、
介護労働安定センターによる事業所調査（2021）
を除いて、ほとんどなされていないのが現状であ
る。
本研究では、このような状況を踏まえて、全国
の特別養護老人ホームを対象とした質問紙を用い
て、外国人介護職員の受け入れ状況を確認すると
ともに、受け入れへの期待や不安、仕事内容と職
務評価、受け入れをめぐる組織的支援の取り組み
状況と課題等について実態調査を行い、外国人介
護職員の受け入れをめぐる現状と課題を把握する
ための基礎的な資料を得ることを目的とする。

2．研究方法

（1）調査対象と手続き
2020年 9月時点において、全国 47都道府県の
すべての特別養護老人ホームのリストを作成し、
8097施設から系統無作為抽出法により 2490施設
を選定して、各施設に 1部ずつ質問紙を送付し
た。リスト作成の際には地域密着型特別養護老人
ホーム（定員 29名以下）は除いた。調査協力は、
依頼状により施設長へ依頼を行った。調査方法は

郵送調査法であり、同封した返送用封筒によって
回収を行った。調査対象者は、施設長または管理
者とした。実施時期は、2021年 9月 16日～10月
31日であった。回収は 423部、回収率は 17.0％
であった。

（2）調査項目
調査項目は、2020年 2月～3月に実施した特別
養護老人ホームの施設長や外国人介護職員を対象
に行ったヒアリング調査や先行研究をもとに検討
した（赤羽・高尾・佐藤 2013；大和 2020；後藤
2011；橋本ほか 2020；伊藤 2014；吉田・熊谷
2019）。すべての施設を対象とした調査項目は、
施設の基本属性（所在地、回答者、設立経過年
月、提供サービス、介護職員数）、介護人材の充
足感、今後 5年間の介護人材の充足感の見通し、
人材確保の取り組み、外国人介護職員の受け入れ
の有無、在留資格別の人数、出身国、外国人介護
職員の受け入れ制度の理解度、今後 5年間の外国
人介護職員の受け入れ意向、受け入れへの期待や
不安、受け入れを行わない理由、外国人介護職員
の雇用のために必要な行政支援についてであっ
た。すでに外国人介護職員の受け入れを行ってい
る施設を対象には、外国人職員の業務内容と評
価、トラブルや困りごとの経験の有無、外国人介
護職員の受け入れに伴う事前準備や組織的な支援
（14項目）の有無を尋ねた。また、自由記述の形
式で、外国人介護職員の受け入れについての独自
の取り組みや支援、行政や関係機関に期待する取
り組みや支援について回答を求めた。

（3）分析方法
本研究では、外国人介護職員の受け入れ状況と
受け入れに伴う期待や課題、施設における受け入
れ準備や組織的な支援の状況について、全国調査
の結果を記述して考察していく。
受け入れ施設の特性を検証する際には、施設規
模や外国人受け入れ制度の理解度、介護人材の充
足感との関連について、ノンパラメトリック検定
によるスピアマンの順位相関係数（ρ）による分
析を行った。特別養護老人ホームの人員配置基準
は介護職員と入所者の比率が 1 : 3とされており、
算定には常勤か非常勤の区別はない。そのため、
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本研究では常勤と非常勤の職員数という 2つの変
数を合計した合成変数を介護職員の雇用人数とし
て、施設の規模を表す変数として用いた。有意水
準はすべて 5％未満とした。統計解析には、IBM
SPSS Statistics 27.0 for Windows を使用した。

（4）倫理的配慮
本調査は無記名であり、協力は任意であるこ
と、回答を拒否する権利があること、調査によっ
て得られた情報はすべて数値化し、統計的に処理
されること、個人が特定されないように配慮する
こと、調査データを調査研究以外の目的で使用す
ることは一切ないことを調査票に明記した。調査
を実施するにあたって、関西学院大学人を対象と
する行動学系研究倫理審査部の審査を受けて承認
を得た（受付番号 2021-37）。

3．結果

（1）集計結果
1）対象施設の基本属性
対象施設の基本属性は表 1のとおりである。施
設の所在地は、埼玉 22、北海道 21、静岡 19、東
京 17、大阪 17、兵庫 17、茨城 16、神奈川 16、
新潟 16の順に多く、北海道地方から九州沖縄地
方までの幅広い施設の回答が得られたが、外国人
集住都市や政令指定都市を含む都市部がやや多い
傾向があった。

調査対象者は、施設長または管理者であった
が、回答者には事務長や理事長、副施設長や総務
管理職等も含まれた。施設の開設からの経過年月
については、20年以上が 53.4％と過半数を占め、
15年以上 20年未満が 16.5％、10年以上 15年未
満が 8.3％であり、開設から比較的長い年数を経
た施設からの回答が約 8割を占めた。平均月数は
274.7か月（22.9年）（標準偏差 153.83，範囲 18-
730）であり、開設経過年数は 2年目から 60年目
の施設までと幅広かった。

2）介護職員の人数と充足状況、今後の見通し、
労働者確保の取り組み
現在の介護職員数については、常勤の介護職員
の人数は、平均は 42.76人（標準偏差 25.87、範
囲 10-220）非常勤の介護職員の人数は、平均
18.21人（標準偏差 20.24、範囲 0-150）、外国人
介護職員は、平均 1.74人（標準偏差 3.11、範囲 0
-23）であった。外国人介護職員数について、内
訳 は 0 人（53.4％）、1 人（11.1％）、2 人（7.3
％）、3人（6.1％）、4人（5.7％）、5人（2.4％）、
6人以上（13.8％）であり、受け入れ施設の半数
が 1～3人と少数の受け入れにとどまっているこ
とがわかった。
現在の施設における介護職員数の充足感につい
ては、「ある程度充足」（36％）、「大いに充足」
（4.5％）と充足感を示した施設は 42.1％であった
が、「やや不足」（46.1％）、「大いに不足」（10.2

表 1 対象施設の基本属性 （N＝423）

変数 度数 最小値 最大値 平均値 標準偏差
設立経過月数 409 18 730 274.77 153.83

介護職員数 常勤雇用
非常勤雇用
外国人雇用

390
391
405

10
0
0

220
150

23

42.76
18.21

1.74

25.87
20.24

3.11

介護職員の充足感
（1＝大いに不足、2＝やや不足、3＝ある程度充足、4＝大いに充足）

416 1 4 2.37 .73

5年間の充足見通し
（1＝大いに不足、2＝やや不足、3＝ある程度充足、4＝大いに充足）

414 1 4 2.17 .69

在留資格別の外国人介護職員受け入れ制度の理解度
（1＝全く知らない、2＝名称程度は聞いたことがある、

3＝概要を知っている、4＝内容をよく知っている）
EPA 介護福祉士（候補生）
在留資格「介護」（留学生含む）
技能実習生
特定技能 1号

406
401
410
407

1
1
1
1

4
4
4
4

2.63
2.64
2.87
2.66

.82

.78

.80

.84
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％）と不足感を示した施設は 56.3％と過半数を
超えており、介護人材の不足感を示す施設が多か
った。
また、今後 5年間の介護職員の充足の見通しに
ついては、「ある程度充足」は 29.6％、「大いに充
足」は 1.2％であり、人材充足の見通しが立つこ
とを示した施設は 3割にすぎず、「やや不足」が
52.0％、「大いに不足」が 15.1％と、合わせて 7
割弱の施設が近い将来の人材不足への懸念を示し
た。
今後の介護職員の労働力確保のための取り組み
について（複数回答）は、「正規職員の積極的な
採用」や「パート・アルバイトの採用」が多く、
「高齢者の採用」や「外国人介護職員の採用」は
4割の施設が取り組んでいた。その他にも、障害
者雇用や介護ロボットの導入等も取り組みとして
挙げられた。

3）外国人介護職員の受け入れ状況と今後の見通
し
外国人介護職員の受け入れ状況については、受
け入れ施設は 194施設あり、全体の 45.9％と 5
割弱を占めた。この割合は、介護労働安定セン
ター（2021）が実施した全国調査の外国人の受け
入れ割合の 3割を大きく上回った。在留資格別の
外国人介護職員の受け入れの有無とその人数を尋
ねたところ、最も多いのは新たな在留資格を必要
としない「永住者・定住者・日本人配偶者等」の
22.5％であり、次に「技能実習生」18.7％、「介
護（留学生を含む）」13.0％、「特定技能 1号（介
護職種）」7.3％、「EPA 介護福祉士（候補者）」
6.4％と続いた（表 2）。
受け入れている外国人介護職員の出身国につい
ては、フィリピン（18.7％）が最も多く、ベトナ
ム（15.4％）、インドネシア（10.2％）と EPA 介

護福祉士（候補者）の協定締結国が上位を占め
た。続いて、中国（10.2％）、ミャンマー（3.5
％）、ネパール（3.3％）、ブラジル（1.4％）等が
続いた。
外国人介護職員への平均月給（基本給）につい
ては、「16万円以上 18万円未満」27.8％、「18万
円以上 20万円未満」21.6％、「14万円以上 16万
円未満」21.1％、「20万円以上 22万円未満」9.8
％であり、外国人介護職員は日本人介護職員と同
様の基準に基づいた賃金が支給されていることが
示された。

4）外国人介護職員の受け入れ制度の理解度と今
後の受け入れ意向について
外国人介護職員を受け入れるための諸制度の理
解度について、在留資格別に尋ねた。「よく知っ
ている」と「知っている」を合わせた割合はいず
れの在留資格においても 6割弱となっており、特
に「技能実習生」は最も理解度が高く、関心の高
さが示された。一方で、「聞いたことがある」「全
く知らない」は 3～4割弱を占めており、複雑な
制度への理解が進んでいない状況も明らかになっ
た。
現在の受け入れの有無に関わらず、今後 5年間
において外国人介護職員の受け入れについての予
定を在留資格別で尋ねた結果、「受け入れ予定な
し」や「未定」を合わせた割合が、いずれも 7割
程度を占めた。受け入れを「増やす」という回答
は、EPA 介護福祉士（候補者）5.0％、在留資格
「介護」（留学生含む）10.6％、技能実習生 14.2
％、特定技能 1号 15.4％であり、技能実習生や
特定技能 1号の受け入れを前向きに考える施設が
やや多いことがわかった。一方、「減らす」とい
う回答は、EPA 介護福祉士（候補者）で 0.5％、
技能実習生で 2.1％に見られた（表 3）。

表 2 在留資格別の外国人介護職員の受入れ状況と人数 （N＝423）

在留資格 受け入れ施設数 受入れ率％ 受入れ人数
EPA 介護福祉士（候補者）
在留資格「介護」（留学生を含む）
技能実習生（介護職種）
特定技能 1号（介護職種）
永住者・定住者・日本人配偶者・他

27
55
79
31
95

6.4％
13.0％
18.7％

7.3％
22.5％

117
120
256

92
191
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5）外国人介護職員の受け入れ動機や期待と不安
外国人介護職員を受け入れる動機や期待できる
と思うこと（図 1）については、「現在の労働力
不足をカバーできる」、「将来の介護職人材不足の
準備のため」の 2つの項目が最も多く、人材不足
を補うことを期待して外国人介護職員を受け入れ
ている施設が多いことが明らかになった。続い
て、「日本人介護職員の刺激になる」、「職場の活
性化のため」、「国際貢献や国際交流ができる」、
「優秀な人材が得られる」、「専門職の確保ができ
る」等、国際交流や職場や職員の活性化や成長に
つながる可能性に加え、優秀な人材や専門職の確
保というより積極的な理由や期待も挙げられた。
その他の理由としては、「外国籍の利用者との会
話」への期待が挙げられた。
一方で、外国人介護職員を受け入れる上での不
安（図 2）については、「日本語の読み書きが不

十分なので情報共有が難しい」や「職場での職員
間のコミュニケーション（会話）が取りにく
い」、「利用者とのコミュニケーションや意思疎通
が難しい」のような言語能力による課題や、「生
活習慣が異なる」や「宗教や文化の違いに戸惑い
がある」といった文化的背景の違いに基づく不安
が多く見られた。また、「雇用の費用がかかる」、
「雇用管理が大変」、「研修が大変」等、外国人職
員の受け入れに特有の課題として、受け入れ費用
の高さや研修費用や機会の確保、出勤や欠勤等の
雇用管理に関する負担の大きさが不安要素として
挙げられた。その他にも、「利用者の方言の理解
が難しい」「職場の人間関係が難しい」「権利意識
が強い」「住居の確保が難しい」、「長期勤務が望
めない」、「ルールを守らない」、「日常生活やメン
タル面のサポートが必要」、「日本人からのイジメ
がある」等があった。

表 3 今後 5年間の外国人介護職員の受入れ意向（複数回答） （N＝423）

在留資格
予定なし 未定 減らす 現状維持 増やす 無回答 全体

n n n n n n n
％ ％ ％ ％ ％ ％ ％

EPA 介護福祉士（候補生） 167
39.5

149
35.2

2
0.5

11
2.6

21
5.0

73
17.3

423
100

「介護」（留学生含む） 137
32.4

161
38.1

0
0.0

12
2.8

45
10.6

68
16.1

423
100

技能実習生 141
33.3

163
38.5

9
2.1

20
4.7

60
14.2

30
7.1

423
100

特定技能 1号 135
31.9

157
37.1

0
0.0

11
2.6

65
15.4

55
13.0

423
100

図 1 外国人介護職員の受け入れ動機や期待できると思うこと（複数回答）
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6）外国人介護職員の受け入れをしていない理由
介護職員の受け入れをしていない施設のみを対
象に、受け入れていない理由（図 3）を尋ねたと
ころ、最も多かったのは「外国人介護職員を指導
できる職員の確保が難しいから」であり、「人件
費以外に様々な金銭的コストがかかると思うか
ら」、「受け入れのための事務作業量等の負担が大
きすぎると思うから」、「業務以外の日常生活にお
ける支援や相談等の対応が難しいと思うから」、
「受け入れ外国人の住居の確保が難しいと思うか
ら」等、外国人介護職員の受け入れに伴う施設の
職員体制や環境整備、物理的な仕事負担の増加の
懸念が挙げられた。「介護記録の作成に支障があ
ると思うから」、「利用者等との意思疎通に支障が

あると思うから」、「日本人職員との意思疎通に支
障があると思うから」、「生活習慣の違いにより業
務に支障があると思うから」という外国人介護職
員の受け入れをめぐる不安材料と見なされてきた
言語能力や文化的背景の違いによる課題について
は、回答がそれほど多くはなかった。
その他の理由としては、「新型コロナウイルス
のため」、「日本人で充足している」、「受け入れ体
制への不安・余裕がない」「きっかけがなかった」
「（山間部のため）車がないと通勤が困難」等が挙
げられた。また「新型コロナウイルスのため」の
具体的内容としては、採用者が「入国ができな
い」ことや施設側が出国できず「採用活動が止ま
っている」といった理由があった。外国からの入

図 2 外国人介護職員を受け入れる上での不安（複数回答）

図 3 外国人介護職員の受け入れをしていない理由（複数回答）
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国制限が緩和された後に「受け入れ予定」という
回答も含まれた。

7）外国人介護職員の業務内容と全体評価
外国人介護職員が実際に担当している業務内容
については、「食事介助」、「排泄介助」、「衣服の
着脱」、「入浴介助」、「移動移乗や体位交換」等の
基本的な介護についてはほとんどの施設において
実施していた。「認知症等への対応」は 8割程度、
「介護記録」は 7割弱と実施割合がやや低く、日
本語による介護記録の困難さが課題とされている
声を反映した結果となった。その他には、「夜勤」
や「レクリエーション」「洗濯や清掃」「シーツ交
換」等が挙げられた。少数ではあるが、「ご家族
への手紙」や「ケアプランの作成」を担当してい
る施設もあった。
外国人介護職員の全体的な印象として、優れた
人材だと思うかを尋ねた項目では、「ある程度思
う」「とても思う」という評価が全体の 8割以上
を占めており、業務における外国人介護職員の評
価は全体的に高いことが示された。ただし、経験
年数や専門知識、研修受講や資格の有無等によっ
ても評価は大きく異なるという記述も見られた。

8）外国人介護職員に関する困りごとやトラブル
について
外国人介護職員の受け入れを行う施設において
は、様々な組織的な支援を行っているが、実際に
懸念された困りごとやトラブルはどの程度経験し
ているのか。「困りごとやトラブルは特にない」
という回答が最も多いが、「経費（給与＋α）が

予想以上にかかる」という回答が多く、これは外
国人職員個人の適性等の問題ではなく、受け入れ
制度の構造的な問題として、個々の施設の金銭的
負担が課題となっていることが示されている。ま
た、「プライベート全般（恋愛・金銭・宗教等）」
では、プライベートな生活時間における交際や妊
娠、人間関係等のトラブルや不安が挙げられた。
「学習意欲が低い」「介護の適性が低い」「遅刻早
退欠勤が多い」「就業規則が守れない」を挙げた
施設は少なかった。その他の課題としては、「生
活習慣の違い」や「ルールや指示への理解不足」、
「意思疎通が難しい」、「感染症への意識が低い」、
「日常生活や精神面でのサポートが必要」、「コロ
ナ禍でのストレス発散が難しい」、「シフトに関す
る要望が多い」「外出自粛を守らない等の私生活
の指導が困難」等が挙げられた（図 4）。

9）外国人介護職員の受け入れ施設における事前
準備や組織的支援について
外国人介護職員の受け入れ施設では、どのよう
な事前準備をしているか（図 5）については、
「外国人介護職員のための住居・寮の確保」の回
答が最も多く、住居確保が重要な取り組み課題に
なっていることが示された。続いて、「生活必需
品の準備」、「インターネット環境の整備」も高
く、受け入れ準備において外国人介護職員の生活
基盤の整備が施設の重要な役割と意識されている
ことが明らかになった。また、「受け入れた担当
職員によるチームづくり」、「日本人職員による勉
強会の実施」、「利用者や利用者家族への外国人介
護職員についての情報発信」を挙げた施設も多

図 4 外国人介護職員に関する困りごとやトラブル（複数回答）
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く、受け入れ準備として、職員の準備だけでなく
利用者や利用者家族への情報提供を行い、受け入
れによる不安が緩和されるように工夫しているこ
とがわかった。また、割合は少ないものの、「日
本語教師の採用、「宗教上の配慮としての祈りの
スペースの確保」、「1人 1台の PC 等の準備」を
行う施設もあり、日本語学習支援の体制づくりや
文化的多様性や個人負担軽減等、細やかな配慮を
行う状況が伺えた。
外国人介護職員の受け入れ施設における組織的
な支援（図 6）については、「介護技術に関する
研修教育」や「日本語能力向上のための学習支
援」、「国家試験等の資格試験のための学習支援」
等、仕事上に必要となる介護技術や日本語学習を
入職後に継続支援している施設が多数を占めるこ

とがわかった。また、「指導者による定期面談」
や「メンター制度（経験豊富な先輩職員のサポー
ト制度）」による就労を個別にサポートする仕組
みを取り入れる施設も多く、「日本人職員との交
流」、「メンタルヘルスの支援」のように、異国で
働く外国人介護職員の孤独や不安に配慮した職員
間の交流やメンタルヘルスの支援等の配慮を行う
施設も多いことがわかった。さらに、「住宅・寮
の確保支援」や「地域における日常生活の支援」
等、日常の生活基盤の安定や生活上の支援に取り
組む施設が多いことも明らかになった。施設数と
しては多くはないが、「母語による相談支援」や
「長期休暇制度の確保」、「宗教上の食べ物への配
慮」等、日常生活や文化的背景、母国との関係や
精神的不安への配慮に取り組む施設もあり、外国

図 5 外国人介護職員の受け入れのための事前準備（複数回答）

図 6 外国人介護職員の受け入れ施設における組織的な支援（複数回答）
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人介護職員が安心して働くことができる環境をつ
くるために多様な組織的支援を行う状況が明らか
になった。その他にも、「マニュアルの漢字にふ
りがなを振る」、「住居費用の負担・貸付をする」、
「携帯電話を購入する」「買い物の補助をする」や
「毎日の送迎の実施」等も挙げられており、業務
上の支援に限らず、日常の暮らしに至る支援がな
されていることが明らかになった。
日本語学習に向けた支援の具体的内容（複数回
答）については、「日本語学習のための勤務時間
内の学習時間の確保」、「日本語能力試験のための
受験指導」、「日本語のテキストの無償配布」、「日
本語学習のための勤務時間の配慮」、「日本語教師
による個別指導」と続いた。その他には、「ボラ
ンティアによる学習支援」や「事業協同組合によ
る支援」等が挙げられた。
また、介護福祉士国家資格取得のための支援の
具体的内容（複数回答）については、「施設職員
による指導」が多く、「通信教育・インターネッ
トの活用」、「外部講師による個別指導」、「模擬試
験の受験」という支援が挙げられた。国家資格の
取得支援については「特に支援していない」と回
答した施設が最も多く、技能実習生や特定技能 1
号の受け入れ施設においては国家資格の取得は重
視されていないことを示した結果と考えられた。
このような状況を反映して、「現在受け入れて

いる外国人介護職員に、主に何を学んでもらいた
いか」を尋ねた項目（複数回答）では、「日本語
のコミュニケーション」と「介護技術」が過半数

を超えており、「日本社会や文化の理解」、「国家
試験」、「地域生活のルール」と比較して、優先さ
れると考えられていることがわかった。その他に
は、「介護記録」や「日本語での読み書き」、「介
護に向き合う姿勢」なども挙げられた。

10）外国人介護職員の雇用のために国や自治体に
求めたい支援
国や自治体等に求めたい支援（図 7）について
は、「日本語能力向上のための学習支援」が最も
多く、「介護技術の向上のための研修教育支援」、
「国家試験等の資格試験に向けた学習支援」等が
挙げられた。このことから、日本語学習支援のサ
ポートが多くの施設の負担となっていることや、
在留資格による違いはあるが多くの受け入れ施設
や関連団体が個別に担っている介護技術向上のた
めの OJT や資格試験等に向けた学習支援につい
て、国や自治体等の行政が支援制度を設けること
が要望に挙げられた。
そして、次に多い項目は、いずれも半数を超え
た「外国人介護職員に対する住居確保支援」や
「外国人介護職員の住居費用の補助」であり、外
国人介護職員の受け入れに伴う住居確保が施設に
とって大きな課題となっていることが明らかにな
った。
また、「外国人介護職員の一時帰国のための支
援（渡航費補助等）」も多く、「日常生活支援のた
めの情報提供や相談窓口の設置」や「外国人介護
職員のための母語相談支援」、「外国人介護職員同

図 7 外国人介護職員の雇用のために国や自治体に求めたい支援（複数回答）
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士の交流会」等、外国人介護職員の生活面や精神
面での支援につながる制度の充実を求める項目が
挙げられた。さらに、「管理者・担当者向け外国
人介護職員に対する支援や指導に関する研修」や
「外国人介護職員を有する施設・事業所同士のネ
ットワーク」、「外国人雇用に関する各種制度につ
いてのセミナー」等、外国人介護職員の受け入れ
を行う施設や担当者を支援する研修やセミナー、
交流会等のサポートへの期待も見られた。その他
にも、「（施設と外国人介護士の）マッチング機会
の支援」や「留学生の生活費・住居費等の補
助」、「マニュアルの翻訳や外国語による研修」、
「コロナ禍における渡航支援」等が挙げられた。

（2）スピアマンの順位相関分析の結果
1）施設規模と介護人材の充足感や今後の充足の
見通しの関連
次に、調査対象施設の特性や介護人材不足の状
況を把握するために、施設規模を表す介護職員数
と介護人材の充足感、今後 5年間の人材充足の見
通しとの関連について、ノンパラメトリック検定
によるスピアマンの順位相関係数（ρ）を用いて
分析した。その結果、現在の介護人材の充足感は
ρ＝.114（p＜.05），今後 5年間の充足の見通しは
ρ＝.104（p＜.05）と 5％水準で有意な関連が見ら
れた（表 4）。施設規模が大きく、必要な職員数
が多い施設ほど、介護職員の人材確保の課題が深
刻になる可能性があると考えられたが、むしろ職
員数が多く規模の大きな施設ほど、職員は充足し

ており、今後の見通しも充足できるという可能性
が示された。

2）外国人介護職員の受け入れ状況と施設の特徴
との関連
さらに、外国人介護職員の受け入れ施設の特徴
を示すため、外国人介護職員の受け入れ状況と施
設規模を表す介護職員数、介護人材の充足感、5
年間の充足の見通し、開設経過年数との関連につ
いて、スピアマンの順位相関係数（ρ）による分
析を行った。結果、開設経過年数において有意な
関連が見られた。また、外国人介護職員の受け入
れ状況と制度の理解度については、EPA 介護福
祉士（候補者）、介護（留学生を含む）、技能実習
生、特定技能 1号において、いずれも有意な関連
を示した（表 5）。受け入れ状況と施設規模、介
護人材の充足感、5年間の充足の見通しの関連に
ついては有意差が見られなかった。
この結果は、外国人介護職員の受け入れには開
設年数の長い施設よりもむしろ開設年数の短い施
設において取り組まれている可能性があること、
施設規模や人材充足感は関連しないこと、いずれ
かの在留資格によって外国人介護職員の受け入れ
を行っている施設は、その他の在留資格における
受け入れ制度についても理解度が高い可能性を示
す結果となった。

4．考察とまとめ

本研究では、全国調査を通して、外国人介護労
働者の受け入れ状況と受け入れ環境の整備に関わ
る組織支援体制の現状と課題についての実態を把
握し、基礎的な知見を得ることを目的とした。調
査の結果、特別養護老人ホームの約半数が外国人
介護労働者を受け入れており、近年新たに追加さ

表 4 施設規模と人材の充足感および今後 5年間の充
足の見通しの関連（ρ） （n＝423）

現在の充足感 今後 5年間
充足見通し

施設規模（介護職員数） .114* .104*

*p＜.05

表 5 外国人介護職員の受け入れ状況と施設特性および施設管理者の制度理解度の関連（ρ） （n＝423）

施設管理者の制度理解度 介護人材の充足感 施設特性
理解度

EPA
在留資格
「介護」 技能実習生 特定技能 現在の

充足感
今後の

充足見通し
施設規模
介護職員数

開設経過
年数

外国人介護
職員受入れ .185*** .130* .127* .172** −.016 .039 .059 −.107*

***p＜.001, **p＜.01, *p＜.05
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れた技能実習生（介護職種）や特定技能 1号（介
護職種）においてもすでに 348名もの介護人材が
受け入れられている状況がわかった。
外国人介護労働者の受け入れが進められる背景
には、現在の高齢者施設における介護職員の人手
不足を補うことが期待されていることに疑いはな
いが、人材確保への期待と同時に日本語の習得状
況による情報共有とコミュニケーションの課題、
生活や文化的背景の違いによる相互理解の難しさ
等、不安が見られることも明らかになった。
また、外国人介護職員の受け入れ施設の特徴と
しては、施設規模や介護人材の充足感は影響して
いないことがわかり、比較的開設年数の短い施設
がより積極的に外国人介護職員の受け入れという
新しい取り組みを行う可能性が示された。
実際に受け入れを行う施設では、外国人介護職
員は介護業務の全般を担っており、総じてその評
価は高かった。ただし、介護記録や認知症ケア等
の日本語の読み書きや方言を含む言語コミュニ
ケーションのスキルを求められる場面においては
十分な参加ができていない状況が見えてきた。
外国人介護職員に関する困りごとやトラブルに
ついての経験では、雇用のための費用負担に関す
る制度的な課題を除くと、生活や文化、価値観の
相違によって生じる理解不足や避けがたい異文化
間摩擦が起こっていることが明らかになった。価
値観や考え方の違いがもたらすカルチャーショッ
クは受け入れ側だけでなく、外国人介護職員にと
っても同様である。日本社会における文化や価値
観への適応を一方的に求めるのではなく、相手の
文化の相対的価値観を尊重して受け入れていくこ
とがこのようなトラブルやフラストレーションを
軽減するために必要になるだろう。
今後の外国人介護職員の採用意向については、
すでに受け入れを実施している施設だけでなく、
新たに受け入れを増やすことを考えている施設も
多いことが明らかになった。
在留資格別の受け入れ状況を比較すると、新し
い制度にも関わらず、技能実習生の受け入れ施設
が最も多い。技能実習生では技術移転や国際貢献
が名目とされ、日本語レベルは N 4レベル、就
労後 6か月間は配置基準に算定することができ
ず、夜勤勤務ができない等の制約があるが、煩雑

な事務手続きや介護講習等は受け入れ機関である
監理団体が行うため、外国人介護職員の雇用を希
望する施設としては比較的受け入れやすいと見な
されていることがわかった。また、特定技能 1号
については、技能実習の期間終了後に変更して雇
用できることや、施設の直接雇用が可能であるこ
と、就労と同時に配置基準に算定できること等、
不足する介護人材の確保を目的とする受け入れ施
設の雇用メリットが大きいと考えられ、今後の受
け入れ意向が最も高くなっていた。
一方で、インドネシア、フィリピン、ベトナム
の EPA 介護福祉士（候補者）では、来日前の母
国における看護師や介護士の資格保有要件や訪日
前や訪日後の日本語教育が通算 12か月あり、国
際厚生事業団による介護導入研修 6か月が実施さ
れるため、施設は採用前に日本語も介護技術もあ
る程度のレベルを習得した職員を雇用することが
可能になる。しかしながら、EPA は 4年目の介
護福祉士国家試験の受験に向けた日本語研修や教
育機会の確保を保障することが必要条件になり、
受け入れ施設に求められる環境面、費用面での負
担が大きいこと等、容易に選択できない現状があ
る。本調査においても、こうした教育研修に関わ
る支援や費用、指導者確保が難しいことが受け入
れをしていない理由として挙げられており、人材
不足の課題を解決する方法として受け入れ施設が
選択する方法にはなりにくいことが示された。
在留資格「介護」（留学生含む）については、
すでに国家資格取得後の職員については正規雇用
することができるため、日本語能力も介護技術も
高い即戦力が期待される。また、長期滞在が可能
になり、家族帯同も可能になったため、今後の長
期的な就労を見通した採用が可能になる唯一の人
材といえる。しかしながら、留学生についてはア
ルバイトとしての就労になり、将来的な労働力と
しての期待は高いが労働時間数は短く、介護福祉
士養成校や日本語学校への通学機会や費用等の負
担も少なくない。現在、自治体や社会福祉法人が
学費や生活費を助成金や貸付金として拠出する
ケースも増えているが、養成校の卒業後、在留資
格「介護」として最低 5年以上は地域の高齢者施
設や法人内の施設で介護職として勤務すること等
の要件が定められている。留学生には日本の生活
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や文化に憧れを抱いて留学してくる若者も多く、
介護という仕事への興味や熱意をもつ者ばかりと
期待することはできない。留学生が介護職として
働くことについて、果たして長期的にモチベーシ
ョンを維持することができるのか、将来の労働力
を確保するという制度の枠組みに不安を感じる施
設管理者も多い。

4つの在留資格に基づく外国人介護職員の受け
入れについては、制度の違いに関わらず、就労面
や生活面、精神面でのサポートを行うことが必要
という点では共通しており、本調査においても各
施設において様々な組織的支援を実施しているこ
とがわかった。
介護技術や日本語についての教育研修は当然と
して、施設における指導者との個別指導や生活相
談等を通して、一人一人の仕事上の課題に向き合
い、解決のためのサポートを行う施設が多い。ま
た、それぞれの職場に外国人職員が 1～3名しか
いない現状では、日本人職員のなかで異なる言語
や文化的背景のなかで孤独な状況に陥りやすい外
国人職員の状況が想像できる。慣れない日本語の
コミュニケーションでは自分自身の考えや思いを
伝えることができず、ストレスを抱えやすい状況
も想像される。そのため、日本人職員との交流や
メンタルヘルスのサポートを行い、安心できる環
境づくりに努めることが求められていることも明
らかになった。
また、住居確保や費用、送迎等の生活基盤に関
わるサポートが必要とされ、特に住宅の確保の難
しさは最も困難な課題の一つとして指摘された。
「個人での賃貸契約ができず、会社が保証しない
と住居が見つからない」、「田舎では賃貸住宅がな
く、住まいの確保ができない」といった切実な状
況があり、「シェアハウスの無償提供」等の住宅
提供を行う施設も少なくない。また、電車やバス
等の公共交通手段がないという施設の立地条件か
ら移動手段の確保ができず、「毎日職員が送迎す
る」や「買い物は車で近隣の店に連れていく」
等、職員が生活支援を行う状況が見られた。住居
確保の問題は、外国人差別の問題とも関わってお
り、外国人の賃貸住宅の入居拒否の問題に直面す
る機会も少なくない。都市部では家賃の問題も大
きく、農村部では物件そのものが少ないことや職

場となる施設への通勤手段の確保も含めた問題と
して述べられている。
生活面のサポートとしては、寮やマンション、
一軒家における生活で「互いに配慮がなく共同生
活がうまくいかない」「マンションの他住民とト
ラブルになり、その度に職員が謝罪に行く」等、
共同生活のトラブルの対応にも及んでいる。文化
的な背景に配慮したサポートが必要とされる一方
で、地域住民との交流機会を作ることや日本の生
活ルールを伝える等、施設だけではなく受け入れ
地域や自治体にも協力支援を求めたいという意見
も見られた。
これまで日本の介護労働者の職務意識に関する
研究では、介護職員のストレスが長年の課題とさ
れてきたが、新たに受け入れが始まった外国人介
護職員についてもこうした職務ストレスは無関係
とはいえない。むしろ異国の慣れない環境のなか
で働く外国人には、職場環境だけではなく、日常
生活の面でもストレスを抱えやすく、仕事を継続
していく上でさまざまな葛藤を抱えやすい可能性
があり、就労継続意向が低いことが課題とされて
いる（亀山・柳 2019）。
今後は組織的な支援体制の整備を進めるととも
に、外国人介護職員の職場におけるストレスや不
安を緩和するための支援を行うことも課題とされ
るようになる。また、地域の自治体や地域住民の
理解や支援も重要であり、特に外国人介護職員の
受け入れに必要とされる住宅の確保や行政の相談
窓口、日本語学習教室の開催、家族の生活支援等
も必要になっている。外国人介護労働者が生活者
として安心して暮らせる環境をつくることが、結
果的に継続的にモチベーションを保ち働くことの
できる職場や生活環境を作っていくことにつなが
るものと考えられる。どのような組織的社会的支
援が必要とされるのか、外国人介護職員自身の言
葉に耳を傾け、検証していくことが今後の課題で
ある。
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The organizational support system for
accepting foreign care workers in Japan:

Through a questionnaire survey of
nursing care facilities nationwide

Yukiko Sawada*1, Mie Ohwa*2

ABSTRACT

The purpose of this study was to grasp the actual situation of the organizational support
system regarding the acceptance situation of foreign care workers and the improvement of the
acceptance environment through a national survey, and to obtain basic knowledge.

In this survey, a list of all nursing care facilities for the elderly in 47 prefectures in Japan
was created, 2490 facilities were selected from 8097 facilities by the system random sampling
method, and a questionnaire was sent to each facility. The subjects were 2490 managers at
their nursing care facilities and the questionnaires were mailed then returned by mail, result-
ing in 423 responses (17.0% response rate). The study was conducted from September 16th to
October 31 st, 2021.

As a result, foreign care workers are working in 45.9% of the nursing care facilities. As a
whole, 776 foreign care workers are working and the status of them are EPA (117), qualified
care workers including oversea students (120), technical intern trainees (256), care workers
with specific skill No.1 (92), spouses of Japanese, etc (191).

Regardless of the difference in status of residence, receiving facilities commonly provide
systematic support to foreign care workers, such as learning Japanese and care skills for the
elderly, securing housing, interacting with Japanese staff in the workplace, and providing in-
dividual guidance. In particular, support related to employment and living infrastructure, such
as education and training on care skills and Japanese, securing housing and cost burden, and
transportation for shopping, was emphasized. Furthermore, it was suggested that the under-
standing and support of local governments and residents in the areas where foreign care
workers live is important.

Key words：foreign care worker, nursing care facilities, organizational support system for
acceptance
＊1 Associate Professor, School of Human Welfare Studies, Kwansei Gakuin University
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Ⅰ．はじめに

近年高齢化が進み日本は世界に先駆けて超高齢
化社会に突入したと言われるが、知的障がい者も
その例外ではない。知的障がい者は一般の人に比
べると「10年から 20年早く高齢期相当の身体機
能に至っている」（国立のぞみの園 2015 : 7）と
言われている。短命のため今までは親が障がいの
ある子ども（以下「障がいのある人」と記す）を
看取ることも多く、あまり目立たなかったが、障
害のある人の長寿化に伴い親がケア出来なくなっ
た後の期間が長くなってきた。
親が障害のある人のケアをできなくなった後、
行き場のない高齢知的障がい者にはその障がい者
の兄弟姉妹（以下「きょうだい」と記す）が寄り
添うことになる場合が多い。
内閣府の『2020年版 障害者白書』によれば 18
歳以上の知的障がい者の 80％以上は在宅であり、
入所施設が約 15％である（内閣府 2020 : 241）。
また山下によればグループホーム（以下「GH」
と記す）はニーズの 1割しか充当されておらず、

厳しい状況の中で親やきょうだいによる心中事件
や殺害事件が増えていると述べている（山下
2020 : 12）。このような状況の中、2012年に北海
道で知的障がい者の孤立死が起きた。2人姉妹の
姉の方に異変が起き、時間差で知的障がいのある
妹が孤立死した。
相馬らは GH や自宅で高齢になった知的障が

い者は高齢化・重度化により介護保険法優先とさ
れるが、高齢知的障がい者は身体的必要度が低い
ため介護保険の入所サービスが利用できず、知的
障がい者施設は高齢故に利用できず行き場がない
ことを明らかにしている（相馬 2012 : 75）。また
笹尾は地方の都市でも同様に行き場がない状況で
あることを明らかにしている（笹尾 2016 : 127）。
筆者は 2人姉妹であり、2015年に重度知的障
がい者の姉を 68歳で看取った。親にケアが必要
になった後の 11年の経験から知的障がい者とき
ょうだい共に自立することが必要であり、知的障
がい者のノーマライゼーションの重要性と、その
為に必要な居住の場を新しく作る重要性を痛感し
た。そこで持続可能で、「“生きていて本当に良か
った”ときょうだいと障害者がともに言える」

〔論 文〕

障がい者の兄弟姉妹による“ケア”問題
－高齢知的障がい者の居住の場について－

笹 尾 照 美＊

要約：
近年高齢化が進み、高齢知的障がい者もその影響を受けており、親が障害のある人をケア出来なくなった

後の期間が長くなった。しかし高齢知的障がい者の居住の場は整備されておらず、行き場がないために障が
い者の兄弟姉妹が受け皿になることが多い。居住の場が整備されていないために親や兄弟姉妹による心中事
件・殺害事件が増えており、知的障がい者の孤立死も起きている。これらを未然に防ぐための具体的な居住
の場のあり方と支援のあり方を明らかにするために、兄弟姉妹及び親を対象にフォーカスグループインタビ
ューを行い調査した。その結果、兄弟姉妹と親は高齢知的障がい者に対して、知的障がいに対応し且つ医療
的ケアを含む高齢化対応がされる多様で公的な居住の場の確保を望んでいることと、多様な支援者のサポー
トを必要としていることが明らかになった。

キーワード：高齢知的障がい者、居住の場、きょうだい

─────────────────────────────────────────────────────
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（全国障害者とともに歩む兄弟姉妹の会 2019 : 0）
ための高齢知的障がい者の居住の場のあり方を検
討したい。

Ⅱ．先行研究

国立のぞみの園の『高齢知的障害者支援のスタ
ンダードをめざして』では、知的障がい者は配偶
者や子どもがなく、居住の場について障がい者支
援施設や特別養護老人ホームといった社会福祉施
設等で生活している人が 55％を占めているとし
ていて、支援のギアチェンジの必要性を述べてい
る（国立のぞみの園 2015 : 10, 35）。また高齢知
的障がい者は一般の高齢者より 10歳～20歳早く
高齢化することや、認知症に関しても比較的に早
期に発症することを明らかにしている（国立のぞ
みの園 2015 : 7,47）。相馬らは高齢知的障がい者
に関して、介護サービスのみを利用している例、
障害福祉サービスのみを利用している例、双方を
利用している例について調査研究している。65
歳を超えて GH 及び自宅で高齢化した知的障が
い者は、「障害福祉サービス、介護保険の入所
サービス双方を利用することが困難である実態」
と明らかにしている（相馬 2012 : 75）。笹尾は
ケーススタディを中心に地方都市でも同様に行き
場が無い状況であることを明らかにしている（笹
尾 2016 : 127）。岩本は「ホーム入居者が生活困
難になった場合、施設への速やかな再入所」や機
械浴設備の必要性や利用者の 3ヵ月以上の長期入
院に対して、契約書を機械的に適用するのではな
く弾力的対応を求めている（岩本 2012 : 16）。GH
や自宅で高齢化した知的障がい者は行き場が無
く、施設入所の知的障がい者も高齢化・重度化し
て入院などで 3ヵ月以上在場できなくなれば原則
として退所となり、受け皿としてきょうだいが期
待されている。

2012年に知的障がい者の孤立死が相次いだた
めに実態調査が行われ、知的障がい者の孤立死は
同居人に異変が起きると時間差で餓死する場合が
多いことが明らかにされた（社会福祉法人全日本
手をつなぐ育成会 2013 : 72）。田中はこの事件を
研究し、「障害者本人のノーマライゼーションの
実現は、家族ときょうだいのノーマライゼーショ

ンの実現へとつながる」と述べている（田中
2012 : 186-187、193）。広川は、きょうだいの意
識の変化を指摘していて「きょうだいの負担
（感）を減じる社会的施策が必要」（広川 2012 :
164）と述べている。相馬はダブルケアの概念に
ついて、Himmeleweit が示したケア労働は世話を
することと気にかけるという 2つの局面があると
いう言説を援用して、ケア負担の複合化のみなら
ずその背景にある責任の複合化も含む概念として
いる（相馬 2020 : 12）。
以上の先行研究からは高齢知的障がい者の居住
の場が少なすぎることときょうだいによるケアが
過酷であることが明らかにされていたが、解決に
向けて新しく必要な社会資源を作ることやどの様
な支援を求めているかについては言及がなかっ
た。本研究ではそれらについて研究したい。

Ⅲ．研究目的

2012年の北海道の知的障がい者の孤立死のよ
うに、知的障がい者の場合は複数人数同居でも孤
立死を免れない例があり、高齢知的障がい者には
家族に頼らない居住の場の確保が求められてい
る。親やきょうだいによる心中事件や殺害事件を
防ぎ、今後増えることが予測される孤立死を防ぐ
ための高齢知的障がい者の居住の場のあり方を明
らかにすることとどの様な支援を必要としている
かを明らかにすることを目的とする。

Ⅳ．研究方法

1．調査対象
高齢知的障がい者のケアに関わるのは、高齢の
きょうだいが多く、親も関わっている。そこで対
象は、知的障がい者のきょうだいできょうだい会
に所属する主要メンバーと親で親の会に所属する
主要メンバーとしたこれらの対象者に対し「高齢
知的障がい者の居住の場について」に関する 2組
のフォーカスグループインタビューを行った。第
1グループは 7名に対して 2017年 7月 29日に、
第 2グループは 6名に対して 2017年 11月 12日
に行った。フォーカスグループインタビューの対
象者の概要を表 1に示す。
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2．データ収集法
「障がい者の兄弟姉妹による“ケア”問題－高
齢知的障がい者の居住の場について－」のフォー
カスグループインタビューを 2回行った（第 1グ
ループ 7名：2017. 7. 29、第 2グループ 6名：
2017. 11. 12）。「高齢知的障がい者の居場所のあ
り方について」の質問は 8項目とした。内容は①
小規模入所施設（総合支援法）について、②特別
養護老人ホームなど（以下「特養など」と記す）
について（介護保険）、③グループホーム（以下
GH と記す）、④家族と暮らす、⑤入所施設に 3
ヵ月在場していないと退所となることについて、
⑥機械浴について、⑦高齢化して作業ができにく
くなった場合の昼間の居場所について、⑧その
他、高齢知的障がい者との関わりについてであ
る。

3．分析方法
フォーカスグループインタビューの結果は、得
られた 2つのグループの逐語録を所属グループを
明らかにしながら 1つにまとめて分析した。分析
は内容をまとまりのある文脈で切り取り、意味内
容が損なわれない様に文章を整え、吟味して整
理・分類・コード化し、カテゴリー化を行った。
安梅勅江（2001、2003、2010）と佐藤郁哉

（2008）を参考に、重要カテゴリー、サブ重要カ
テゴリー、主なコードを抽出した。また内容を示
すストーリー化を行い図 1を作成した。

Ⅴ．倫理的配慮

フォーカスグループインタビューに関しては関
西学院大学人を対象とする行動学系研究倫理委員
会の許可を得た（許可番号 2017-24）。インタビ
ュー開始後であっても協力を辞退しても不利益に
ならないことを説明した。また対象者に対して
「逐語録」と「表 1 対象者の概要」を送って修
正を依頼し、「結果」、「表 2 分析結果」、「図 1
高齢知的障がい者の居住の場について」に関する
了解を得た。
なお、兵庫県伊丹市の「高齢知的障がい者支援
事例検討報告」事例の引用にあたっては、伊丹市

障害福祉課長及び当事者の許可を得た。また、記
載について社会福祉法人陽気会、社会福祉法人ゆ
かたか会、社会福祉法人明桜会の了解を得た。

Ⅵ．結果

具体的に表 2の作成手順は、逐語録を読み込み
着目すべき文脈を抽出し、説明できる語句や概念
を検討した分析の結果、130の主なコードが抽出
され、15の重要カテゴリー、77のサブカテゴ
リーが抽出された。15の重要カテゴリーは 1）
【グループホーム】、2）【知的障がい者入所施設】、
3）【特別養護老人ホームなど】、4）【サービス付
き高齢者住宅】、5）【一人暮らしの場】、6）【自
宅】、7）【居住の場全体】、8）【医療問題】、9）【3
ヵ月ルール】、10）【きょうだいによるケア問
題】、11）【相談支援】、12）【成年後見】、13）【設
備（機械浴）】、14）【高齢知的障がい者デイサー
ビス】、15）【社会的支援】である。
以下【】は重要カテゴリー、〈〉はサブカテゴ
リー、「」は語りの内容である。フォーカスグ
ループインタビューの分析結果を表 2に示す。
1）【グループホーム】
〈自宅から GH へ〉では「親なきあとに GH に
入居」していた。〈入所施設から GH へ〉では
「地域移行」によって GH に入居していた。しか
しここで〈GH の相性の問題〉が生じたため「日
中も GH に居る」こととなった。相性に関して
は「大規模施設で緩衝作用が期待できる」との指
摘があった。また日中ヘルパーさんが付くことを
想定した〈一人暮らしの場〉の対応があると述べ
られていた。〈GH は作業できる状況が前提〉で
あるため、〈住み慣れた GH でずっと過ごすこと
を希望〉していたが次のステップとしては介護保
険の入所施設でなく知的「障がい者の入所施設」
を希望していた。また、〈GH で自立を〉するこ
とを望んでいた。
2）【知的障がい者入所施設】
大規模入所施設に居住の知的障がい者のきょう
だいは〈家庭的な雰囲気の入所施設を希望〉して
いた。また「べったり家で抱える」ことなく「入
所施設でもなく」〈入所施設から GH を希望〉し
ていた。そして「あちこちさせられるのも本人も
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しんどい」として〈知的障がい者入所施設で高齢
化対応予定〉を待ち望んでいた。また〈既存施設
の一部での高齢化対応必要〉では転換して「既存
の所に出来るのが 1番よい」としていた。「補助
金のこともあるし、人件費のこともあって」〈施
設の運営も難しい〉との意見もあった。
3）【特別養護老人ホームなど】
〈特養での知的障がい者対応必要〉とし「特養
で知的障がいに対する専門知識を持ったスタッフ
が必要」と述べていた。〈介護保険で特定疾病〉
があれば「65歳以前で介護サービスが適用され」
たとの意見があった。
4）【サービス付き高齢者住宅】
「軽度の知的障害があり全盲の兄は 60歳で、役
所や地域支援の人に相談したところ、知的障がい
者施設も GH も無理でサービス付き高齢者賃貸
住宅しか無理と言われた」のでそこに入居した。
月額は 12から 13万円で、事務所もなく見守りが
不充分で重度知的障がい者には無理と思うとのこ
とであった。1年ほどしてそこのやり方に市から
指導があり改善された。ナースコールも付けられ
たが、突然死した。
5）【一人暮らしの場】
一人暮らしの場を支えるために〈多くのヘル
パーさんの対応〉が必要とされるが、「一週間に
8人のヘルパーさん」の場合「30日で 200～300
万円になる」として「社会的折り合いをつける必
要がある」と述べていた。
6）【自宅】
〈自宅から GH か入所施設へ〉では母親も父親
も知的障がいのある子を「30歳頃には家から出
したい」と考えていた。〈自宅から自立への準備
期間〉では「慣れていない人と過ごせるよう」に
ショートステイを始めている例があった。〈地域
移行で自宅は家族が困る〉では「地域で地域でと
言っても自宅なんですよ」、〈地域移行で自宅はき
ょうだいが潰れる〉では「看れるかと言うとその
きょうだいが潰れる」と親もきょうだいも自宅は
困ると述べていた。〈共依存〉のため「やっと空
いた GH 入居をやめた例」より、「若いうちから
準備する必要がある」と述べていた。
7）【居住の場全体】
〈多様なニーズに対応する必要〉では多様な居

住の場が「必要であれば全部あるべき」としてい
た。〈終の棲家を見つけたい〉がどこにも「見つ
からない問題に直面している」と述べていた。
8）【医療問題】
「GH では多少の医療はできるが」〈GH では医
療処置は無理〉と言い渡されていた。〈入所施設
での医療的ケアの限界〉では「施設では大病した
ところ、医療的な設備がなく責任を持ちかねる」
と言われていた。〈医療の問題（入所・特養・
GH）〉「についても医療問題が出てくる」と指摘
していた。「入所であれ地域であれ解決しなけれ
ば」〈医療の問題は丸ごと家族に、介護離職へ〉
とつながると危惧されていた（男性）。入所施設
での〈医者・看護師の必要性〉では「医者が居た
が居なくなり」、看護師に「なかなか居ついても
らえない」と確保が難しい実態があると述べられ
ていた。〈医療ケアの問題（喀痰吸引・胃瘻）〉に
関しては「身内では看れない」として「施設で出
来るように」望んでいた。〈医療同意〉する「親
族がいなかったら倫理委員会みたいな所が病院内
にあって審議する」と述べていた。〈サービス付
き高齢者住宅での医療〉では軽度知的障がい者で
全盲の方は受け入れられて週一回の往診があり、
心臓の手術もしていたが、事務所もなく見守りが
不充分であり重度知的障がい者には向かないと思
うとのことであった。見回りと見回りの間に突然
死した。
9）【3ヵ月ルール】
〈入所施設で今後不安〉では「病気とかで退所
せざるを得ない時の不安はあり、ものすごく考え
ます」と述べていた。〈病院で治癒しても戻れな
い〉では入所施設も GH も「どこに帰るのとい
う問題があるので、それが怖い」と不安が述べら
れていた。〈入院したら退所との一札（GH・入
所・特養）〉では「入院したら退所するという一
札を書かされる」実態が述べられていた。しかし
〈弾力的運用〉では「1年待ってもらって在宅に
切り替えた」例や、「入所希望者が多いので退所
してくれと言われて退所した」例、「運用によっ
て対応した事例をみてきた」という例も見られ
た。〈3ヵ月ルール対応を行政に働きかける〉で
は「保障をとってしていただくようなことを運動
していかなければならない」、「10年 20年後を見
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越して行政に働きかける必要性がある」と述べら
れている。〈終の棲家運用のスウェーデンは高い
税金〉では「スウェーデンで終の棲家なのは税金
をよく払っているから。やっぱり福祉大国と言わ
れる所は税金が物凄いです」との意見があった。
〈撤廃が原則だが施設運営が困難に〉と「ケース
バイケースで考えていかないと」と経営を気にし
ていた。
10）【きょうだいによるケア問題】
〈ダブルケア〉では「知的障がいのある人 2人
とも GH に居住している。母も老人ホームに入
っている」例と、軽度の知的障がい者が「GH は
無理と判断してサービス付き高齢者住宅へ入居し
12～13万円必要」で、「母が認知症を発症で介護
ホームへ」入居し、「合わせたら 30万円位になっ
た」例が見られた。〈介護離職の問題〉では仕事
を辞めて介護をしても「生活保護はなかなか受け
られない」ので、「きょうだいが自分で看るのは
やめていく時代になるべき」と女性が述べてい
た。〈GH では休日対応や掃除はきょうだい頼み〉
では「休日は自宅」や「私が汚い部屋を掃除して
いる」ときょうだい頼みの実態が見られた。〈家
族と暮らすは勘案する必要〉では「家族がどうい
う状態にあるかの条件を勘案する必要がある。も
のすごく難しい」と述べられていた。〈顕在化は
本人が 60代、50代後半〉で「15歳年齢が早いと
言われていますから」とあった。〈きょうだいが
1人で抱え込むと潰れる〉では「潰れてしまう可
能性は十分にある」と述べられていた。〈障がい
者を含む実家と自分の家族との問題〉では「子ど
もが大きくなって自己主張や生活のリズムの違い
がでてきてしんどくなった」とあった。〈きょう
だいの立場と親の立場の違い〉ではきょうだいは
親とは違って、「相談員とかケースワーカーとか
後見人に相談しないと」や「味方は相談支援員や
きょうだい会の仲間であると思う」と述べ「味方
を持っておきたい」と多くの支援を求めていた。
〈親はアンビバレントな思い〉では親は「気持ち
の中では、あいつらにはあいつらの人生があると
思うけど、親がこの子のことを考えないでいいと
言われたってそうはしないと思うんですよ」、「き
ょうだいに任せるのは絶対だめだと分かるが、本
音の部分では助けて貰えたらいいなというところ

がある」とアンビバレントな思いを持っていた。
〈きょうだいもアンビバレントな思い〉ではきょ
うだいもまた「面倒見なくていいから好きなよう
にやりなさいと言われて、何でもやっていいと思
えない」と述べていた。
11）【相談支援】
〈個別支援計画での本人の意思疎通〉では「一
番大事なのは本人の意志なり想いなりをどの様に
把握していくか」とある。〈在宅の相談支援計画〉
では「スウェーデンのパーソナルアシスタンスや
北海道の制度とリンクして考えないと駄目と思
う」と述べていた。〈相談支援員への対応〉では
「相談支援員は車椅子の借り方を教えてくれただ
けだった」と言う意見に対し「相談支援員の所に
行けばいいし、その人が働いてくれそうになけれ
ば障害福祉課という手がある」と述べていた。
〈相談支援員の問題〉では「相談支援員との相性
があるから」、「変えれます」とあった。〈相談支
援員の限界〉では「親が高齢になったらどうしよ
うという気持ちに寄り添うのは難しい」と述べら
れていた。〈ケースワーカー〉「ケースワーカーが
同じ Q に居られるのはすごく良い」が「業務の
方が優先のようでした」と述べている。〈障害福
祉課対応〉では「市役所では相談支援員やケース
ワーカーとかに言いなさいって言われる」とのこ
とであった。〈ケア会議〉を「相談支援員、GH
の人、作業所の人、本人、きょうだいが何か月か
に 1回開いてもらうと良い」、「聞いてもらうだけ
でも楽になる」と指摘された。〈相談支援を多様
な人達から〉では「一人で考えずに」「相談支援
事業所や施設に相談しながら」、また「病院の
ケースワーカーさん、後見人さん、市役所の障害
福祉課のケースワーカーさんとかを巻き込んで皆
で考えていきたい」と述べていた。〈ピアカウン
セリングの重要性〉では「本当に相談できるの
は、こういう先輩方かなと思う」と述べていた。
12）【成年後見】
〈成年後見が入所施設で必要に〉「と言われて母
親が成年後見をしている。次は姉か義兄が候補と
思う」ときょうだいによる後見を考えている。
〈成年後見人の医療行為について〉は「どうしよ
うかの話がでている」と述べられていた。〈成年
後見のあり方、ギャップ〉では「家族、特に親は
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親なき後に安心してサポートや見守りを期待して
いる」、「実際やってみて大きなギャップがある」
との意見があった。〈成年後見のやり方〉では
「通帳を一本化していたし、引き落としも全部そ
こでしたら手間はいらないです」、「ポイントを掴
んでないと親きょうだいがすると大変と思いま
す」と述べていた。〈成年後見、同居の場合〉は
「難しいと聞いている」いう意見と「同居かどう
かは関係ないです」との意見があった。〈成年後
見（第 3者）〉では「親亡き後、きょうだい亡き
後誰が対応してくれるのかについては成年後見に
バトンタッチしたい」と希望していた。「姉の成
年後見を立てているので、後見の方とも相談し
て、ケースワーカーとも情報共有して、姉が少し
でも楽になるようにしていきたい」、「全部 1人で
担わなければならないと考えて、第 3者後見をつ
けた。月に 1～2回面会してもらえて弟がすごく
喜んだ」、「何かあった時には第 3者後見にしよう
と思うから、あなたは監督人になって相談相手に
なってと頼んだ。やっぱりきょうだいがみるのは
大変かなと思ったので」と第 3者後見に期待する
意見があった。〈成年後見のやり方、使い込みの
例〉では「親御さん以外の人が後見人になった時
に使い込んだという事例も沢山あります」と述べ
られていた。
13）【設備（機械浴）】
〈自宅の場合人手の問題〉が機械浴以前に「入
浴介助できる人が家の中にいないと駄目です」と
の指摘があった。また〈施設の場合、利用者の重
度化重症化に追いつかない〉として「機械浴の設
備を作れるのはましな方で殆どない」との見解だ
った。
14）【高齢知的障がい者デイサービス】
〈必要性〉では「何時までも月～金を働き続け
なければならないのは違うんじゃないか。体力的
にも早く落ちる」とか「作業ができなくてもほっ
こりとして」過ごせる「高齢知的障がい者サービ
スがいいと思う」と求めていた。しかし「悲しい
かな、契約は出来るんですけど契約先が無い」と
述べていた。〈距離〉では「1階にサロンの様な
高齢知的障がい者デイサービスと地域交流の場を
設けて、そこで暮らさすのも大事と思う。S 会の
1階の高齢知的障がい者デイサービスはとても良

かったですよ」と述べていた。〈対象を多様に〉
では「仕事が無理になったと判断したら行ける知
的障がい者用のデイサービスを作る必要があ
る」、「GH を休む時など利用出来たら本人も楽し
いのではないかと思う」と多様な対応を求めてい
た。〈生活介護で対応〉について、地域によって
は高齢知的障がい者デイサービス対応を生活介護
で行っているとのことであった。「就労 B と生活
介護をやっている所がある」と紹介された。まだ
の所は「生活介護を保護者からの要望が出てい
る」とし粘り強く訴えたいとのことであった。
〈高齢知的障がい者デイサービスと作業の必要な
所の組み合わせ〉について「最近は 2日間はこの
事業所で、他の日は別の事業所に 1日とか掛け持
ちできるようになった」「あと 2日はデイに行か
すとか、そういう選択肢があればいい」など組み
合わせは可能とのことであった。〈一般の高齢者
デイサービスは馴染まない〉では「一寸違うので
はないか」と述べられていた。
15）【社会福祉施策】
〈措置から契約へ〉では「皆は行き先が契約で
きるし自分で選べると喜んでいるがそれは間違い
と思う。行き場が重度の人の行き先が狭くなって
いる。親なき後行き場がないのはすごく問題であ
る。保障をとっていく必要がある」との指摘があ
った。〈障がい者サービスと介護保険サービスの
連携〉については「1割負担は基本する必要があ
る。しかし障がい者は 0にして実害が無い様にす
るする。障がい者の事業所と介護保険の事業所が
別々で、それをよく使えるようにしようとしてい
る」と述べられていた。〈自宅で同居の場合のヘ
ルパー派遣〉は「自宅で同居の時にヘルパーさん
を使えないと言われた」という意見に対し、「可
能です。外から入れる場合 1人だけこちらという
ことが出来なかったのではないか」と制約もある
とのことであった。〈コミュニケーション支援〉
は地域差があり、「U では入所施設の人が使え
ず、自宅に限る」が「V では、施設は施設職員
が行く」。「家政婦さんは全然知的障がい者のこと
を知らないのであてにできず困った」例もあっ
た。〈放課後デイサービス〉について「好ましく
ない例もある」が「よく利用されていて福祉予算
の 6割近くなっている」、「政府の考え方を聞いて
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いても、学校に行っている人達ばかりを対象にし ている」とし高齢知的障がい者デイサービスも考

表 2 フォーカスグループインタビューの分析結果

重要カテゴリー サブ重要カテゴリー 主なコード

グループ
ホーム（GH）

自宅 か ら GH へ（親
なき後の居場所）

親なき後 10年になる。姉と母が一緒に生活していて私は家族と別に生活していた。急に母が
亡くなって、同居できないので姉の居場所を探した。姉は 50代前半に GH に入居した。

入所施設から GH へ
（地域移行）、その後
GH の相性の問題

10年位入所していた。地域移行になって GH になり日中活動は作業所だったが途中でしんど
くなって、日中も誰も付いていなくて GH に居る。GH では他の利用者さんや世話人さんとの
関係でトラブルになりケガさせたこともあった。自分なりの時間を過ごすことで逆に穏やかに
なった。／GH では数人が同じ所で暮らすので人間関係・相性の問題がある。大規模施設の方
が緩衝作用が期待できる。

GH は作業が出来る状
況が前提

高齢になってきて昔のように作業ができなくなった。今のところは、体調を崩した時はホーム
に居るが、作業ができるという条件でないとホームに居るのは難しい。知的障がい者の場合は
年齢的に、結構普通の人より進んでいる。

住み慣れた GH でず
っと過ごすことを希望

知的障害のある人達はずっと GH で過ごしたいと思っている。
GH では障害福祉で出来るだけして、介護保険も必要になった時は相談しましょう。

GH から知的障がい者
入所施設を希望

母親は老人ホームは知的障がい者は無理と言うので、GH から障がい者の施設を希望してい
る。

GH で自立を 姉亡き後までにちゃんと GH で自立してほしい。

知的障がい者
入所施設

家庭的な雰囲気の入所
施設を希望

入所施設の生活が家庭的な雰囲気のものになってほしい。40年前は入所施設は 200人位が入
れる食堂で食べていたが、今は 20人位の食堂で食べれる様になった。施設には週 1回の面会
に行く。88歳の母のサポートをしている。

入所施設から GH 希
望

9歳の時に入所施設が開設されて入所した。身辺自立はできた。入所施設ではなく、いずれは
GH で生活して日中の仕事に行く様にさせたいと考えた。将来べったり家で抱えることではな
く、入所施設でもなく。

知的障がい者入所施設
で高齢化対応予定

障がい者が老人の施設に行かなくても、何パーセントかはそこで過ごせるようにしていくと研
修会で聞いた。介護保険を障がい者の方へも持ってきて、あちこちさせられると本人もしんど
いと思うし、違う雰囲気になったらよけい頑固になると思う。
65歳になって介護保険にかわるけれども入所施設のままでよいのは画期的。障がいが治るわ
けじゃなくて老人になっても障がいは障がいなので。みんなの意見がちょっとずつは取り上げ
られている。

既存施設の一部での高
齢化対応必要

既存施設である N の一部を高齢知的障がい者対応に転換をと前にも言っていたけど、厚労省
の方からそういう命令がないと、各施設からは絶対に動かない。／新しくできる収容施設でそ
ういうのを作ればいいじゃなくて既存でも必要。
特養ではなく既存の所でもできるようになって行くと思うんです。
既存の所に出来るのが 1番よい。

施設の運営も難しい 補助金のこともあるし、人件費のこともあってなかなか、施設の運営も難しいんですよ。

特別養護老人
ホームなど

特養での知的障がい者
対応必要 特養で知的障がい者に対する専門的な知識を持ったスタッフが必要。

介護保険特定疾病 介護保険では特定疾病があれば、65歳以前であっても適用されて、介護サービスが使える。

サービス付き
高齢者住宅

軽度の知的障がい者で
可能であったが重度に
は向かない

軽度の知的障がいがあり全盲になった兄は 60歳で、役所や地域支援の人は知的障がい者施設
も GH も無理でサービス付き高齢者住宅しか無理と言われたのでそこで過ごした。月額 12～
13万円でした。1年後やり方に対して市からの指導があり改善された。ナースコールボタンも
つけられたが見回りの間の突然死であった。

一人暮らし
の場

多くのヘルパーさんの
対応

1人でおいてても大丈夫な人は良いが、誰かが付かないといけない場合は 1週間に 8人のヘル
パーさんがつく例もある。
訪問看護の時間がどれくらい出るかによるが、ヘルパーさんが 8人付くとなると 30日で 200
～300万円になる。社会的に折り合いをつける必要がある。

自宅

自宅から GH か入所
施設へ

最初に考えるのは GH。高齢者になった時はスタッフ・医療など全てが網羅された特養などで
受けてもらいたい。
息子も 23歳なので、目標としては 30歳頃には家から出したい。
娘が 21歳と若いので、将来は入所施設あるいは GH などに行かなければいけないかなと考え
てショートステイを利用しだした。何となく 30歳位を目安に本当に離れさせていかなければ
いけないかなという思いがある。

自宅から自立への準備
期間

親が亡くなって初めて環境を変えて 40歳・50歳になって入所した例ではどれだけ辛い思いを
したのかと思う。
1晩中玄関の所でお母さんと言って泣いていた例がある。娘にはやっぱりそういう思いはさせ
たくない。
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自宅

地域移行で自宅へは家
族が困る

もっと怖いのは自宅と言われていることです。できるだけ地域で地域でと言っても自宅なんで
すよ。看れるわけないんですよ。

地域移行で自宅はきょ
うだいが潰れる

自宅でと言われてもきょうだいは困る。
自宅が怖い。ずっと看れるかと言うとそのきょうだいが潰れる。地域でというのはまやかし、
地域でゆとりがないと、地域で人の子はみれない。

共依存の問題 なかなか空きがないのにやっと GH が空いたら子離れができずにチャンスを逃がした例があ
った。若いうちから準備して行く必要があると思った。

居住の場全体

多様なニーズに対応す
る必要

大きな施設も、小さな施設も、中程度の施設も、GH も、その人が必要であれば全部あるべ
き。

終の棲家を見つけたい
きょうだい会にも入って新しい施設が出来たら見に行ったりしている。O 市の諮問委員会に
出てみたが高齢知的障がい者への取り組みが少ない。若い障がい者対象のケアの対応に重きを
置いている。高齢者の終の棲家をみつけてやりたいと思うが見つからない。

医療問題

GH での医療処置は無
理

GH 側は高齢になっても多少の医療はできるが、医療処置が必要になった場合はできないと言
われてる。

入所施設での医療的ケ
アの限界

突然倒れて緊急手術を受けた。施設としては大病したので医療的な設備がなく責任を持ちかね
ると言われた。その後 2年間通所して、再発して亡くなった。病院に入ったら施設からは付い
てきてくれません。殆どは家族任せでした。

医療の問題（入所・特
養・GH）

①の小規模入所施設、従来の入所施設、②の特養、③のグループホームについても医療の問題
が出てくる。

医療の問題は丸ごと家
族に、介護離職へ

医療の問題は入所であれ、地域であれ解決しなければ、病気になると丸ごと家族にかかってく
る。介護離職につながる（男性）。

医者・看護師の必要性
2人の弟が入所していた施設には医者が居たが居なくなり、病院に頼むようになった。
入所施設で看護師さんが看護するのも難しい状況でなかなか居ついてもらえない。

医療的ケアの問題（痰
吸引・胃瘻）

痰吸引とか胃瘻とかできるだけ従来の施設でということでされている。胃瘻も認められたけど
できないから他で誰かをつけてくれという様なのが現状です。職員が研修を受けたらできるけ
れど研修をうけていないから出来ないと言うことになる。身内はしてもいいんですよと言われ
る。
胃瘻の処置は身内ではみれない、無理と思う。
胃瘻などが施設で出来るように、出来るだけ運動していかなければならないと思う。
別の知的障がい者は胃瘻になったら病院に入院となって、最後はそこでとなるので、医療ケア
をどうするかというのが一番の問題と思う。

医療同意 医療同意する親族がいなかったら倫理委員会みたいな所が病院内にあって審議する。きょうだ
い・いとこまで来る。

サービス付き高齢者住
宅での医療

主治医は 1週間に 1回位見に来ていた。心臓の手術をしたし糖尿病もあった。入所して 1年で
市からやり方を指導されて改善された。ナースコールボタンが取り付けられたが、見回りと見
回りの間に突然死した。

3ヵ月ルール

入所施設で今後不安
入所施設に入っているが、3ヵ月ルールについて、病気とかで退所せざるを得ない時の不安は
ありものすごく考えます。
3ヵ月を超える様な入院はなかったが、今後の見通しはない。

病院で治癒しても戻れ
ない

高齢者の方も入院しても元気になって戻ってくることも無きにしも非ずと思う。その場合も戻
れないんですか？
入所施設を出て入院して 3ヵ月以上たったらそこに席がなくなっちゃうと、表向きは病気が治
ったけどどこに帰るのという問題があるので、それが怖い。やっぱり基本的には駄目ですよ。
席が後ろから埋まっているから。難民になる。
GH もそうだけど、3ヵ月ルールでそこを出されて、親もいないし自分の帰る家も無いのに、
後行く先の保証がない。

入院したら退所との一
札（GH、入所、特養）

医療が決定的に欠けているのは GH であれ、特別養護老人ホームであれ基本的には同じ。入
院したら退所するという一札を書かされる。入所施設の場合も事実上は同じ。

弾力的運用

⑤の入所施設が 3ヵ月以上在場していないと退所となる件は、1年待ってもらったけど在宅に
切り替えた。
施設にしてみたら長く居ると経営上は困るんですよ。しかし 3ヵ月たちましたよといってパー
ンとは切りにくい。
入所施設に居たが、精神的疾患で入院した。1ヶ月に 1回一緒に病院に行ってくれた。経済的
な問題と入所希望者が多いので退所してくれと言われて退所した。
3ヵ月ルールの問題は仕事をしてきた中で運用によって対応した事例をみてきた。
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3ヵ月ルール

3ヵ月ルール対応を行
政に働きかける

3ヵ月ルールというのもあり、保障をとって行くように運動して行かなければならない。／10
年後 20年後を見越して市や行政に対して働きかける必要がある。

終の棲家運用のスウ
ェーデンは高い税金

スウェーデンでは終の棲家なのは税金をよく払っているから。やっぱり福祉大国と言われる所
は税金が物凄いです。

撤廃が原則だが施設経
営が困難に

3ヵ月ルールの撤廃が原則だけど、ケースバイケースで考えていかないと、撤廃してしまうと
その席が空いてしまう。／施設の席が空いたままになると施設運営が難しくなる。

きょうだいに
よるケア問題

ダブルケア

知的障害のある人が 2人とも GH に住居している。母も老人ホームに入っている。
父が亡くなり、母が認知症を発症したので母は介護ホームへ、兄は一人暮らしが無理で、役所
や地域支援の方達に相談して、GH は無理と判断してサービス付き高齢者住宅へ。サービス付
き高齢者住宅だと、12～13万円必要。母の介護ホームと合わせたら 30万円位になった。

介護離職の問題

きょうだいもそうだし、親の介護でもそうだし、仕事を辞めないで下さいと言われている。仕
事を辞めてきょうだいが後見とかしてたら、その人の介護をしてるからと言ってこっちがお金
を使えるわけじゃない（女性）。
仕事を辞めて、きょうだいが後見をしようとしたら、障害のある人のお金はその人の為だけに
しか使えないのできょうだいは潰れてしまう。生活保護はなかなか受けられない。きょうだい
が自分で看るというのはやめていく時代にならないとこれからは大変と思う。H さんが弟さ
んのことを一生懸命やってくれてるけど、やっぱり 1人だったら大変と思う。

GH では休日対応や掃
除はきょうだい頼み

母親が亡くなる直前に本人も納得して GH へ入居した。平日は GH、休日は自宅という形にな
った。
GH の場合は GH の法人がやるから対象外と言われた。しかし対応がないので私が汚い部屋を
掃除している。

家族と暮らすは勘案す
る必要

家族と暮らすについては家族がどういう状態にあるかの条件を勘案する必要がある。ものすご
く難しい。／結局それを支えるのが家族やというのが問題。医療の問題と家族の問題は切り離
せない。

顕在化は本人が 60代、
50代後半

問題が顕在化してくるのは、本人が 60代・50代後半から、15歳加齢が早いと言われています
から。親はその頃 70代、あるいは 60代後半位。うちの場合もそれ位でしたから。

きょうだいが 1人で抱
え込むと潰れる

きょうだいが 1人やったら潰れてしまう可能性は十分にあると思います。きょうだい 1人が全
部悩みを抱え込んで。

障がい者を含む実家と
自分の家族との問題

父が私が 20歳の時に亡くなって 2人姉妹なので、結婚した後もいずれは一緒に住むという条
件だったので子どもが小さいうちに同居した。子どもが大きくなって自己主張や生活のリズム
の違いがでてきてしんどくなった。

きょうだいの立場と親
の立場の違い

私達がいつも暗中模索しながらいっている。だから、やっぱり相談員とか、ケースワーカーと
か、後見さんに相談しないと、K さんに相談しても親だからきょうだいのあれは分からない
ですよ。
きょうだいの立場と親の立場の違いがある。私らきょうだいは自分の家族があって、家内の親
の介護の問題もあって、自分の生活の中心が勿論自分の家族ですからなかなか姉のことを見て
やれなかった。
きょうだいは障害のある人を見なあかんかとゆうたら、それは別に見る必要はないと思うんで
すよ。親が亡くなった時は、きょうだいは親の代わりをせなあかん。やっぱり 1人でも 2人で
も味方を持っておきたい。味方は相談支援員や後見人やきょうだい会の仲間であると思う。

親はアンビバレントな
思い

子どもは 4人いるので、きょうだいの問題は小さい時からずっとあるし、色んな話し合いもし
てきた。お前らはお前らで家庭を作ってもらえたらと思っている反面、お兄ちゃんにも昨日の
夜に P が 1人で留守番してるから意識しとってなと言った。やっぱり言ってることとやって
ることが矛盾してるなという感じはあります。
きょうだいに対して気持ちがあるだけでもいいと思う。
気持ちの中では、あいつらにはあいつらの人生があるしと思うけど、親がこの子のこと考えな
いでいいと言われたってそうはしないと思うんですよ。
きょうだいに任せるのは絶対だめだと分かるが、本音の部分では助けて貰えたらいいなという
ところがある。
きょうだいに看てやというのも珍しい。看なくてもいいよと言う、時々よろしくね位が一番い
いと子どもが小さい時に聞いたのでそれは実践している。やっぱりどうしても負担はかけます
ね。将来迷惑をかけないようにできるだけ頑張るからということは言って、普段はちょって頼
むわでいいと思います。

きょうだいもアンビバ
レントな思い

親の行動をみてて、気を使ってくれてるんやなとわかるから、もう面倒をみなくてもいいから
好きなようにやりなさいよと言われて、何でもやっていいと思えない。
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相談支援

個別支援計画での本人
の意思疎通 個別支援計画で一番大事なのは本人の意志なり想いなりどの様に把握していくかということ。

自宅の相談支援計画 自宅の場合、相談支援計画をスウェーデンのパーソナルアシスタンスや北海道の制度とリンク
して考えないと駄目と思う。

相談支援員への対応

GH で生活していて、風邪や足の捻挫などで急遽引き取った。その時車椅子の借り方もわか
らなかった。相談支援員に妹の足が悪くなった時に相談したら車椅子が A センターで借りれ
ますと教えてくれただけだった。
障がい者にケアマネさんはいないけれど相談支援員がいる。相談支援員にどこまで相談したら
いいか訊ねて、積極的に相談したら良い。相談支援員も問題を把握できる。
相談支援員の所に行けばいいし、その人が働いてくれそうになければ障害福祉課という手があ
る。

相談支援員の問題
障害者部会で相性があるから相談支援員は変えれますかと聞いたら変えれますと答えられた。
同じ事務所では無理だったら障害福祉課に行ってもいいんですかと念押ししたらいいと言われ
た。

相談支援員の限界 相談支援員として働いているので両方の立場がわかる。相談支援員は紹介員かなと思う。相談
支援員は親が高齢になったらどうしようという気持ちに寄り添うのは難しい。

ケースワーカー
ケースワーカーが同じ Q の中に居るのは、すごく良いかなと思う。
ケースワーカーの方は R におられて、1回相談したが積極的に姉を見るというよりも業務の
方が優先のようでした。

障害福祉課対応
障害福祉課に行って、姉が高齢で通所が大変みたいだと相談した。ケースワーカーが必ず一人
ついているので紹介するから訪ねて相談するようにと言われた。
市役所では相談支援員やケースワーカーとかに言いなさいって言われる。

ケア会議の必要性 ケア会議を、I さんの様に相談支援員と GH の人と作業所の人と本人ときょうだいが何か月か
に 1回開いてもらうと良い。聞いてもらうだけでも楽になる。

相談支援を多様な人達
から

相談していけるところを、色んな所で色んな状況を相談できるような人達を作ることが必要。
1人で考えずに支援して下さる方々、作業所の方、グループホームの方などに相談する。
1人で、家族だけで考えるのではなく、相談支援事業所や施設に相談しながらになると思う。
自費でヘルパーさんを週 1回頼んで病院の中庭に連れ出してもらっている。色んな人に支えて
もらうことが、本当に良かった。65歳なので良くなることはないかもしれないが、退院とな
ったら、病院のケースワーカーさん、後見人さん、市役所の障害福祉のケースワーカーさんと
かを巻き込んで皆で考えていきたい。

ピアカウンセリング゛
の重要性 本当に相談が出来るのは、こういう先輩方かなと思う。

成年後見

成年後見が入所施設で
必要に

入所施設の時に成年後見が必要と言われて母が成年後見をしている。次は姉か義兄が候補と思
う。

成年後見人の医療行為
について 成年後見人は医療行為ができるとか、どうしようとかの話がでている。

成年後見のあり方、ギ
ャップ

成年後見を家族、特に親は親なき後に安心してサポートや見守りを期待している。それに今の
成年後見制度はほんの一部分だけ合っている。実際やってみて大きなギャップがある。

成年後見のやり方

成年後見にする時に最初から弟の名義にして、弟の為に使いましたで良かった。私の名義にし
たのは本当は駄目ですと言われた。
その辺の話は全部ちゃんとして後見をした方がいい。通帳一本にしていたし、引き落としも全
部そこでしたら手間はいらないです。帰宅時に使ったら通帳をコピーして出せばそれで済ん
だ。手術した時の領収書を出したらそれで良かった。そして毎月この人にこれくらい要ります
というのを書き出しておけば、その範囲は OK．ポイントを掴んでないと親きょうだいがする
と大変と思います。
成年後見の時に通帳のことを全部出さされるから、過去に何を使って、すごいお金やったら何
に使ったのか聞かれます。

成年後見、同居の場合

成年後見は同居の場合は難しいと聞いている。通帳の管理が全部まとめて生活費を出してしま
うとすごく大変だとよく聞きます。
成年後見に関しては同居かどうかは関係ないです。通帳を一本化しておいて必要経費を落とせ
ばいい。この人にお金をこう使いますと事前に届けておいたら何も言われない。

成年後見（第 3者）

親が生育歴を伝えることも大事だけど、親が成年後見をしておくと後の処理がしやすいと思
う。親が亡くなった時に財産を調べたり大変だったと後見人から聞いた。ある程度歳とった
ら、親から第 3者と一緒に引き継ぐ感じで自分に何かあったら自然に引き継げるようにする準
備も親は大事と思う。かつて成年後見を何人かしたことがある。
その経験から、息子は 36歳だが一つの通帳で施設を含め全部そこから落としているので報告
は難しくない。
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成年後見
成年後見（第 3者）

親亡き後、きょうだい亡き後、誰が対応してくれるのかについては成年後見にバトンタッチし
たい。
姉の成年後見を立てているので、後見の方とも相談して、ケースワーカーとも情報共有して姉
が少しでも楽になるようにしていきたい。姉のフォローをしてくれる人が居て気が楽になっ
た。
厳しいから、今、後見されている方はきっちりとされてますね。細かいものでも全部書き出し
て。親とかきょうだいが後見するのとそういう人が後見するのでは違うと思います。
入所施設を退所し長期入院となったため、全部 1人で担わなければならないと考えて後見人を
たてることにした。弟のことを他にも知ってくれる人が必要と考えて第 3者後見をつけた。月
に 1～2回面会してもらえて弟がすごく喜んだ。
私が成年後見するときに次男坊に長男のことを話して、何かあった時には第 3者後見にしよう
と思うから、あなたは監督人になって相談相手になってと頼んだ。やっぱりきょうだいがみる
のは大変かなと思ったので。

成年後見のやり方、使
い込みの例 実際、親御さん以外の人が後見人になった時に使い込んだという事例も沢山ありますからね。

設備
（機械浴）

自宅の場合人手の問題 ⑥の居住施設の設備の問題は自宅については自宅にも言えるが家は結果的にしなかった。例え
ば入浴介助できる人が家の中にいないと駄目です。

入試施設の場合、利用
者の重度化重症化が追
い付かない

居住施設の設備の問題は入所施設の場合は、利用者が重度化したり重症化してゆくのに設備が
追いつかなくなった。機械浴の設備を作れるのはましな方で殆どない。

高齢知的
障がい者
デイサービス

必要性

高齢知的障がい者は何時までも月～金を働き続けなければならないのは違うんじゃないか。体
力的にも早く落ちる。
今のデイサービスは知的の若い子対象なので一応作業もしています。作業が出来なくてもそこ
でほっこりとして、ご飯食べてみんなの声だけ聞いて、夜は GH なり家に帰れるような高齢
知的障がい者のデイサービスがいいと思う。
高齢になって作業をしなくても過ごせる場所としてデイサービスも必要と思う。
悲しいかな高齢知的障がい者のデイサービスがない。契約は出来るんですけど契約先が無い。

距離

敷地内に高齢知的障がい者デイサービスを作るのはモデルケースがあるので可能と思う。
これから GH も消防法とかに引っかかるから、集約型というのが主流になってくると思う。
人員配置もあるから 1階にサロンの様な高齢知的障がい者デイサービスと地域交流の場を設け
て、そこで暮らさすのも大事と思う。S 会の 1階の高齢知的障がい者デイサービスはとても良
かったですよ。

対象を多様に

高齢化して作業ができにくくなった時の昼間の居場所について、知的障がい者は歳をとった認
識ができにくいので周りが気を付けて仕事が無理になったと判断したら行ける知的障がい者用
のデイサービスを作る必要がある。
入院中や、グループホームを休む時などに利用出来たら本人も楽しいのではないかと思う。

生活介護で対応

高齢障がい者のデイサービスは生活介護で T 市はないのかと思った。生活介護だと別に仕事
をするのではなく入浴をするというものがないのか。地域差がある。
高齢障がい者デイサービスは作業所と一緒の所もある。うちの 2人の通っている就労支援 B
でも困難になってきた人を対象の生活介護を保護者から要望が出ている。するしないは別にし
てかなり言い続ければそのうちに。もう、何年越しで言うているんですけど、まだと聞いてい
ます。色んな所から言い続けていたら。／保護者の声は大切ですね。
就労支援 B と生活介護をやっている所がある。
R に車椅子の 65歳の方が居られるが、日向ぼっことか音楽を聞くとかクッキングはしなくて
も出来たものを一緒に食べることは出来る。

高齢知的障がい者デイ
サービスと作業の必要
な所の組み合わせの選
択肢など

事業所でも、最近は 2日間はこの事業所で、他の日は別の事業所に 1日とか掛け持ちできるよ
うになった。作業ができなくなったらサロンの様な所がいいと言っていましたが、高齢知的障
がい者のデイサービスがあればいいと思う。／3日間だけ作業ができる場合はあと 2日はデイ
に行かすとか、そういう選択肢があればいい。

一般の高齢者デイサー
ビスは馴染まない 高齢者のデイサービスに行くのは一寸違うのではないか。

社会福祉施策 措置から契約へ

日中活動が日割り計算になってから、作業所に 1時間でも顔を出さないとお金が入らなくなっ
た。施設や色んな法律が微妙に変わってきている。／措置から契約に変わったのが一番大きい
ですけど。
行政は居場所を契約できると言い、皆も行き先が契約できるし自分で選べると喜んでいるがそ
れは間違いと思う。行き場が重度の人は狭くなっている。親なき後行き場がないのはすごく問
題である。保障をとっていく運動が必要。
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えてほしいと述べていた。

Ⅶ．考察

フォーカスグループインタビューより、GH へ
入居した人は「ずっと GH で過ごしたい」と思

いながらも、高齢化・医療的ケア対応に限界があ
り退所せざるを得ない実態がみられた。また GH
へ地域移行した人で相性の問題が生じた例がみら
れた。解決策として、「大規模施設の緩衝作用」
が指摘されていたが、根本的解決策として一人暮
らしの場の確保が考えられる。2018年頃から日

社会福祉施策

障害者サービスと介護
保険サービスの連携

支援学校を卒業して、はい治りましたじゃなくて、そこのつなぎが大事だと訴えて、福対審で
取り上げられたから、やっぱり声を出して運動していくことが大事と思う。
障害者サービスは 65歳から使うのは認められなくて、60歳からずーっと使っている場合は 65
歳で打ち切らない。
1割負担は基本はする必要がある。しかし障がい者は 0にして実害がない様にする。障がい者
の事業所と介護保険の事業所が別々で、それをよく使える様にしようとしている。
65歳以上になった時に介護保険法優先と言われるが、2018年度以降重なっていない所は障害
サービスでとの動きがある

自宅で同居の場合のヘ
ルパー派遣

自宅で同居の時はヘルパーさんを使えないと言われた。高齢のお母さんが元気でできるんだっ
たら駄目だと言われた。そこの事業所へ打診したけど駄目で、窓口でも駄目と言われた。
自宅で同居でもホームヘルパー派遣は可能です。外から入れる場合 1人だけこちらということ
ができなかったのではないか。

コミュニケーション支
援

コミニュケーション支援について U と V では地域差があると思う。U では入所施設の人は使
えず、在宅に限るということだった。制度も年々修正されるとは思うが、では限定はないの
か。V では、施設は施設職員が行く、在宅で家族がいないとヘルパーさんがついていく。市
町村事業ですよね。
家政婦さんは全然知的障がいのことを知らないのであてにできず困った。今後の課題と思う。

放課後デイサービス

放課後デイサービスの好ましくない例もある。テレビを見せておくだけ、車に乗せて連れまわ
すだけなど。
見直しにかけてガイドラインを作ろうとしている。よく利用されて福祉予算の 6割近くになっ
ている。
放課後デイサービスへの政府の考えを聞いていても、学校に行っている人達ばかりを対象にし
ている。それも大事ではあるけれど。そして無償化にするとか言ってるけど、東大生ばかりで
きるんかと言いたくなる。

図 1 高齢知的障がい者の居住の場について
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本自立支援センター（JICL）では重度訪問介護の
制度を利用して重度知的障がい者の一人暮らしの
サポートを始めている（佐々木、廣川 2021 :
12）。しかし重度訪問介護は強度行動障害などの
知的障がい者に限られているが、今後対象を拡げ
ていく必要があると考えられる。金額が高いとの
指摘があったので折り合いをつける必要もある。
知的障がい者入所施設では家庭的な対応や GH
への移行を希望していた。そして医療的ケアを含
む高齢者対応が加えられることを望んでいた。既
に高齢者対応が行われている介護保険の入所施設
では知的障がい者対応が加えられることを求めて
いた。自宅から GH へは無理だと判断してサー
ビス付き高齢者住宅に入居した例では軽度知的障
がい者で可能であったが重度の場合は難しいと述
べていた。また見回りの間に突然死していた。自
宅に関しては母親も父親も 30歳位で障がいのあ
る人を家から GH などへ入居させたいと考えて
いたが、きょうだいには自由に生きてもらいたい
との思いと同時にきょうだいに看てもらいたいと
のアンビバレントな思いも持っていた。そしてき
ょうだいもまたアンビバレントな思いを持ってい
た。また共依存の問題も提起されていた。親のア
ンビバレントな思いや共依存の問題が知的障がい
者の自立を遅らせていると思われる。共依存に関
して、植戸はソーシャルワーカーの積極的介入を
推奨している（植戸 2019 : 170-171）がその様な
介入が必要と思われる。しかし自宅で看るのは家
族は困るし、きょうだいが潰れると述べていた。
居住の場全体としては多様な場が必要であること
と共に、どこにも終の棲家がみつからない問題も
提起されていた。どこであっても医療的ケアが必
要になった段階で家族に丸投げとなっている実態
が明らかになり、きょうだい・親とも、家族に頼
らない地域移行を求めていた。また 3ヵ月ルール
に関して弾力的な運用をしている所もあるが、き
ょうだいや親は 3ヵ月ルールにより、知的障がい
者が居住の場を退所せざるを得なくなることをと
ても不安に思っていた。
親にケアが必要になるとダブルケアの問題が起
きていた。家でダブルケアを担うのは過酷である
が、例え GH と老人ホームの組み合わせでも
キーパーソンとしての役割の責任が重く、費用の

合計が月に 30万円程度の経済負担になってしま
う現状があった。また介護離職は避けるべきとの
意見が男性からも女性からもあった。
相談支援を利用してダブルケアに対応した例が
あり、将来的にも相談支援の数を確保する必要性
を述べていた。きょうだいは相談支援員、成年後
見人、ケースワーカー、その他周りの支援者など
たくさんの支援者とのつながりを求めていた。機
械浴などの設備を求めてはいたがまだ殆どない状
態と述べていた。そして QOL の向上をめざして
高齢知的障がい者デイサービスの必要性を述べて
いた。居住の場については、措置から契約へと変
わったことで、却って選べなくなって重度障がい
者の行き場が狭くなっている実態が指摘された。
高齢知的障がい者の居住の場について、きょう
だいと親は知的障がい対応に加え医療的ケアを含
む高齢者対応がなされる多様で公的な居住の場を
望み、多様な支援者によるサポートを求めている
ことが明らかになった。

18歳以上の知的障がい者の約 15％が入所施設
入所者であり、18歳以上の在宅の知的障がい者
は 80％以上であり（内閣府 2020 : 241）、行き場
が無いために家族、親なき後はきょうだいが担わ
ざるを得ない実態がある。
この約 15％に対応する大規模入所施設で高齢

化した知的障がい者に対しては高齢知的障がい者
対応が少しずつ進んでいる。2017年から社会福
祉法人陽気会では高齢知的障がい者入所施設の取
り組みが始められた。2017年から社会福祉法人
ゆたか会では希望者には看取り契約を結んでい
た。ゆたか会で高齢知的障がい者対応の集約型
GH と同じ建物の 1階で高齢知的障がい者デイ
サービスの取り組みが始まった。2018年から社
会福祉法人明桜会で看護師が 24時間 365日常駐
する高齢知的障がい者対応の集約型 GH が開設
された。そして 3ヶ所とも 3ヵ月ルールの弾力的
運用をし、機械浴もしくはリフトによる入浴介助
設備を設置していた。今まで殆どなかった高齢知
的障がい者対応の居住の場が出来たことは喜ばし
いが、約 80％の在宅において高齢化した知的障
がい者に対する居住の場の確保はこれからの課題
である。自宅では「きょうだいは潰れる」と言わ
れていたが、きょうだいが潰れない様にするため

『Human Welfare』第 14巻第 1号 2022

118



に家族に頼らない地域移行が整備される必要があ
る。その為には地域移行の受け皿として期待され
る GH に対して角田は GH の世話人が「普通の
おばさん」にならざるを得なかった経緯を明らか
にし、世話人既定の見直しを提唱している（角田
2014 : 189.206）が世話人既定の見直しも必要で
あろう。更に医療的ケアを含む高齢化対応がなさ
れずっと過ごせる居住の場にする必要があると考
えられる。
「“生きていて本当に良かった”ときょうだいと
障害者がともに言え」（全国障害者とともに歩む
兄弟姉妹の会 2019 : 0）てともに天寿を全うする
には、障がいのある人が無理のない時期に早期の
自立をすることが不可欠である。
フォーカスグループインタビューで「保証をと
ってしていただくようなことを運動していかなけ
ればならない」、「10年後、20年後を見据えて行
政に働きかける必要がある」、「言っていけば何時
かは実現する」などの意見がみられた。高齢知的
障がい者の場合は個別性が高いので、地域々々で
の個別の対応も重要となる。I 市では手をつなぐ
育成会ときょうだい会が連携して在宅の高齢知的
障がい者の孤立死を防ぐべく障害福祉課に要望し
た結果、障害福祉課ケースワーカーとケアマネー
ジャーが連携して特養につないだ先駆例が見られ
た（伊丹市 2019：資料 2-2）。高齢知的障がい者
の居住の場について、きょうだいと親が求めてい
た知的障がい対応に加え医療的ケアを含む高齢者
対応がなされる多様で公的なものにすることと、
多様な支援者によるサポートを実現するために
は、今後、きょうだい・親・支援者が連携して行
政に働きかけて対策を進めていくことが重要であ
る。

Ⅷ．おわりに

高齢知的障がい者の居住の場について、きょう
だいと親は知的障がい対応に加え医療的ケアを含
む高齢者対応がなされる多様で公的な居住の場を
望んでいることが明らかになった。今後の課題は
その実現のために何が必要かを明らかにすること
である。そのために、個別の詳細なニーズを把握
するべく個別の質的調査が必要であると考える。
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Problems Related to Care Provided
by the Siblings of People with Disabilities :

Living Arrangements for Older People with Intellectual Disabilities

Terumi Sasao*

ABSTRACT

In recent years, ongoing population aging has come to affect older people with intellectual
disabilities, leading to longer periods of time after parents become unable to care for their dis-
abled children. However, living arrangements for older people with disabilities are insuffi-
cient ; left with nowhere else to go, many people with disabilities are taken in by their sib-
lings. Due to the lack of suitable living arrangements, there have been an increasing number
of incidents of murder and murder-suicide committed by parents, siblings, and other family
members. Moreover, there have been cases of people with intellectual disabilities dying alone
in their homes. To clarify appropriate methods of support and concrete living arrangements
that may help to prevent these incidents, the present study was conducted based on focus
group interviews with the siblings and parents of people with disabilities. The results revealed
that siblings and parents wish to secure living arrangements for family members with disabili-
ties that meet their needs in terms of both intellectual disabilities and aging-related issues
such as medical care, and that family members require the support of diverse actors.

Key words : Older people with intellectual disabilities, living arrangements, siblings
* Graduate School of Human Welfare Studies, Kwansei Gakuin University
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Ⅰ．問題の所在と研究目的

親を亡くすという死別体験は、子ども、青年に
身体的、精神的、社会的、経済的な全ての面にお
いてその後の人生に多大な影響を与える
（Bowlby, 1981 ; Worden, 1996 ; Wolfelt, 1983 ;
Stroebe, 2014）。同時に周囲からの多様な質のサ
ポートが彼らのグリーフワークに助けとなってい
ることも明らかとなっている（Marwit, 1997 ;
Gray, 1989 ; Dillon, 1999 ; Harris, 1991 ; Hogan,
1994：峰島, 2005；峰島, 2008）。しかしながら、
2020年一般財団法人あしなが育英会で、東日本
大震災の親を亡くした中高生を対象に実施したア
ンケートでは、52.2％が「亡くなった家族につい
て話せる相手がいない」と回答している。「子ど
もだから理解できず、また傷つくだろうから親を
亡くした経験には触れないでおこう」等、周囲か
らの気遣いがグリーフの表現を妨げている実態も
ある（峰島, 2008）。生きること、死ぬこと、悲
しみ、苦しみ等、子どもや青年が自分の言葉で話
し、聴いてもらう環境はあまりに乏しい。「何故

親は死んだのだろうか」「これから私はどう生き
ていけばいいのだろうか」「自分は何者なのだろ
うか」、親を亡くした青年は、このような実存的
な問いを突きつけられる。またユニセフ・イノチ
ェンティ研究所が 2020年に発表した報告書「レ
ポートカード 16－子どもたちに影響する世界：
先進国の子どもの幸福度を形作るものは何か」に
おいて、生活満足度が高い子ども（対象 15歳～
19歳）の割合及び自殺率で測定している精神的
幸福度が、日本は 38か国中、最下位から 2番目
の 37位であったという結果は無視できない。自
分自身の存在意義や希望を感じられず、彼らが実
存的な苦しみを抱えたとき、表現できる環境はあ
るのだろうか。
実存的な苦しみを理解しようとするとき、重要
となるのがスピリチュアルペインという概念であ
る。スピリチュアルペインは、生きることや自己
存在そのものが揺るがされるような根源的痛みで
あり、実存的痛みである（Cohen, 1996）といわ
れ、生きる意味が見いだせず、どのような関係性
からも自己存在を肯定できないという種のもので
あると考えられる（藤井, 2015 : 68）。青年が自己

〔論 文〕

親を亡くした青年のスピリチュアルペインとグリーフワーク

峰 島 里 奈＊

要約：
本研究では親を亡くした青年を全人的に捉え、死別体験に伴うスピリチュアルペイン及びグリーフワーク

を明らかにすることを目的とした。グリーフワークを「死別体験に伴いスピリチュアルペインが生じ、自己
／他者／超越的な力／死／人生／故人との関係性という各領域の関係性への新たな視点に影響を受けながら、
主観的意味づけが生じるプロセス」と捉えた。11名の手記の質的内容分析より、スピリチュアルペインは
【取り戻せないものへの直面】【故人の不在】【孤独】【罪悪感・罪責感】【苦悩の意味への問い】【実存的空虚】
の 6つの構成概念、主観的意味づけは【現在の自己・人生への肯定】【故人からの贈り物】【感謝】【自分の使
命】【新たな価値観の形成】の 5つの構成概念が見出された。自己、他者、故人、人生観や価値観等に対して
様々な視点が生じ、相互に影響し合いながら、死別体験を含む自己や人生に対して意味づけを行っていくプ
ロセスが考察された。

キーワード：親を亡くした青年、スピリチュアルペイン、グリーフワーク

─────────────────────────────────────────────────────
＊関西学院大学大学院人間福祉研究科博士課程後期課程／一般財団法人あしなが育英会
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形成をし、将来を描き、人生を歩んでいく過程に
おいて、スピリチュアルペインの解放はきわめて
重要であると考える。親を亡くした青年のグリー
フを考えるとき、果たして彼らの実存的な苦しみ
は捉えられているのだろうか。

2020年、日本社会福祉士協会の倫理綱領が改
訂され、「ソーシャルワーカーは、すべての人々
を生物的、心理的、社会的、文化的、スピリチュ
アルな側面からなる全人的な存在として認識す
る」と、スピリチュアルな側面が追加された。つ
まり、社会福祉領域においても、スピリチュアル
な領域を加えた人間理解へ移行したのである。親
を亡くした青年を全人的な存在として捉え、スピ
リチュアルな領域も含めグリーフを捉えること
は、親を亡くした青年との関わりに新たな視点を
加え、人を全人的に尊重する視点を社会が醸成し
ていくことに繋がり、きわめて意義があり価値あ
ることだと考える。
以上のような問題背景から、本研究では、親を
亡くした青年を全人的に捉え、彼らのスピリチュ
アルペイン及びスピリチュアリティの視点からグ
リーフワークの新たな枠組みを明らかにすること
を目的とする。目的を明らかにするために、まず
グリーフ、スピリチュアルペイン及びスピリチュ
アリティについて文献研究を行い、次に、文献研
究から明らかになった点が当事者の言葉にどのよ
うに見出されるのか手記分析を行う。

Ⅱ．グリーフ及びスピリチュアリティ、
スピリチュアルペイン

1．悲嘆理論の変遷と人間理解
悲嘆理論は、フロイトがグリーフを病気ではな
く正常な反応であり、「喪の仕事」であると捉え
たことから始まる。その後 Lindeman（1944）は
急性悲嘆や遅発悲嘆等の特性を挙げ悲嘆を医学的
問題であると捉えた。その後 Bowlby（＝1981）
や Parkes（＝1996）は回復へのプロセスとし、位
相・段階モデルを提示した。それに対し、Wor-
den（＝2011）は、遺された人は何かしらの行動
を自ら実行する力があるとする能動的な考え方を
含む 課題モデルを提 唱 し た。Strobe&Schut
（1999）は、「喪失志向」と「回復志向」との間を

「揺らぎ」ながら悲嘆の過程を歩む二重過程モデ
ルを提示した。その後、哲学者である Attig（＝
1998）や Neimeyer（＝2006）は、人を全人的に
捉え、当事者が死別経験にどのように意味づけを
していくのか、新たな理論を展開した。Attig
（1998 : 15）は、「人々はその全体で悲しむ」と、
人を全人的に捉え、自分のそばに愛する人がいな
い状態で、この世界でどう生きていくのか、どう
行動するのか、悲しむ営み（grieving）を「世界
を学びなおす」という概念で捉え、物理的環境、
故人、神を含む他者との関係性、自分自身につい
て学びなおすとした。また Neimeyer（＝2006）
は、ポストモダンの流れを背景に意味再構成モデ
ルを提唱した。そのプロセスは、意味了解、有益
性発見、アイデンティティの変化からなる意味生
成の 3つの活動を通し、喪失後の人生における生
きる意味や目的を探し求めるものである。その意
味構造は「日々の活動や優先順位」「自己知覚」
「対人関係」「世界に対する見方」「未来に対する
見方」「信仰やスピリチュアリティ」の 6領域か
らなる。木原（2012）は、Neimeyer（＝2006）の
理論に対して、当事者を「意味の創造者」とし自
らが解釈し新たに物語を形成するプロセスである
と解釈し、当事者がどう捉えるのか、1人称の視
点が内包されていることに触れている。
上述した通り、悲嘆理論の変遷は、位相・段階
説で捉える 3人称から、主観的にどう捉えるのか
1人称へと移行した流れがある。その背景には時
代が捉える人間理解の変化があるといえる。西洋
医学の発達の中で人間の身体的側面、心理社会的
側面に焦点があてられていたが、同時にその側面
からだけでは解決されない近づけない苦しみがあ
ることがわかった。その苦しみの特性をふまえ、
1998年 WHO は、健康の定義にスピリチュアル
な領域を加えた改正案を提示した（藤井,
2015）。人はスピリチュアルな領域を持つ全人的
な存在であるという認識がされたのである。人間
理解の変化と共に、悲嘆理論では Attig（＝1998）
や Neimeyer（＝2006）の理論が生まれ、Worden
（＝2011）は既存の理論に、スピリチュアルな適
応という概念を加えた。つまり、人間理解の変化
に影響を受け、悲嘆理論が変遷したことが考察さ
れる。次章では、人を全人的な存在として理解す
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る時、重要な概念となるスピリチュアリティ及び
スピリチュアルペインについて触れる。

2．スピリチュアリティ及びスピリチュアルペイン
全人的な存在としての人間理解に触れたが、ス
ピリチュアリティとは何なのか。窪寺（2004 : 8）
は「人生の危機に直面して『人間らしく』、『自分
らしく』生きるための『存在の枠組み』『自己同
一性』が失われたとき、それを自分の外の超越的
なものや自分の内面の究極的なものに求める機
能」と定義する。また、スピリチュアルな領域
は、身体的、心理的、社会的領域と並んで、人間
を全人としてとらえる際の重要な領域であり、ス
ピリチュアリティは、人間の尊厳の確保や QOL
を考えるために必要な、本質的なものである
（World Health Organization, 1990）。人が「人間ら
しく」「自分らしく」生きるために不可欠な領域
であるといえる。そして Canda（＝2014）はスピ
リチュアリティに関する概念モデルとしてホリス
ティックモデルを提示している。その中でスピリ
チュアリティは他の側面と同様、人間の一つの側
面ではあるのだが、人間の全体性（wholeness）
でもあるというスピリチュアリティの特性につい
て触れている。愛する人の死とどう向き合うのか
探求する中で、「スピリチュアリティは、私たち
のすべての側面に浸透し、それらを束ねて、統合
性、つながり、全体性の感覚を生み出すように働
く」（Canda＝2014 : 132）と述べている。その人
自身の存在全体に影響する領域であり、その側面
なくして人を理解することは難しいといえる。
そして、グリーフにはスピリチュアルペインが
含まれる（Attig, 2001）。スピリチュアルペイン
は、「生きる意味や関係性が見出せない苦しみ」
（藤井, 2015）、「『生きる枠組み』となってきたも
のが崩れてしまったとき、存在そのものが揺るが
されるような、私たちの存在の根源にかかわる痛
み」（窪寺, 2005 : 392）と定義される。死によっ
て愛する人と別れた人は、それをどのように理解
すればよいのか、また亡くなった人との関係性を
どのように捉えればよいのか苦しむ（藤井,
2015）。そして、スピリチュアルペインの特性に
は、全ての人がもっている「普遍性」、危機的状
況で顕在化する「潜在性」、苦しむ人が見出す

「主観的意味づけ」があげられる（藤井, 2015）。
なぜ親は亡くなったのか、自分は何者なのかとい
う苦しみは主観的なものであるからこそ、苦しむ
人自身が見出す「主観的意味づけ」が重要となっ
てくるのである。故人との分離を悲哀の過程の目
標と捉えていたフロイト（Freud, 1929）も、愛娘
を 27歳で亡くし一人称の立場となった時、「私は
未だ悲しみに沈んだままで、代わりの人を見つけ
ることなんて到底できないだろう。」と異なる世
界を捉えた。つまり、Freud（1929）に一人称の
立場での問いかけが生まれたと考えられる。既存
の価値体系では答えを見出せない人には、何らか
の価値や意味の再構成によって、新しい意味を獲
得することが必要なのである（藤井, 2015）。そ
れは Neimeyer（＝2006）が提示する意味再構成
であり、Attig（＝1998）が提示する「世界の学
びなおし」という概念と通ずる。
青年期のスピリチュアルペインはどのようなも
のなのだろうか。スピリチュアルペインについて
は、高齢者及び患者を対象とした研究が主要であ
ったが、近年、青年にも対象を拡げてきている。
青年を対象としたスピリチュアルペインについて
は次のような構成概念が見出されている。上田
（2006）は大学生 411名（平均年齢 19.7歳、SD
＝1.88）を対象とし構成概念について、「自己に
対する不信」「価値体系の崩壊」「無条件の愛・受
容の不在」「死の苦しみと孤独」を抽出した。ま
た今村（2013）は大学生 604名（平均年齢 19.6
歳、SD＝1.61）を対象とし、構成概念として
「自己存在への不安」「実存的空虚」「信仰心の不
在」「死の不安」「親密な関係性の不在」「価値基
盤の揺らぎ」「罪責感」を抽出した。両者からは
共通する概念が見出されているが、宗教をもたな
い大半の学生にとっては超越的な態度や視点を欠
いたまま、自己と他者との関係性から、自己存在
の根拠や人生の意味を追求しようとする傾向を見
出している（今村, 2013）。Koblenz（2016）が親
を亡くした青年 19名（19歳～29歳、平均年齢
26.3歳）を対象とし、助けとなったこと、助けと
ならなかったことを尋ねた研究では、「一人で対
処した」と 84％が回答している。「自分で扱うし
かなく、他の誰も理解できない。孤独である」
「他者を頼りたくない」という項目からは主観的
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なものであるからこその苦しみ、スピリチュアル
ペインの特性が示される。また「本当の願いは、
その苦しみがどこかにいってほしいということだ
け」という言葉からはスピリチュアルペインから
の解放への願いが考察される。
上記、グリーフ、スピリチュアリティ、スピリ
チュアルペインの概念について触れた。危機的体
験である死別体験に伴い、スピリチュアリティが
触発されスピリチュアルペインが生じる。つまり
親の死別体験という危機的体験に伴いスピリチュ
アルペインが生じると考えられる。人を全人的に
捉える立場から、本稿では、グリーフを「喪失に
よって生じる身体的、心理的、社会的、スピリチ
ュアルな痛み」と定義する。

3．グリーフワーク
スピリチュアルペインを含むグリーフとして捉
えたとき、グリーフワークとスピリチュアリティ
はどのような関連性にあるのだろうか。WHO が
健康の定義にスピリチュアルな領域を加えた改正
案を提案した 1998の翌年、1999年発刊された
“Death Studies”という Journal では、死別体験と
スピリチュアリティの関連性をテーマとした特集
が組まれている。その中で、Balk（1999）は、死
別体験はスピリチュアルな変容を引き起こすとい
う仮説を、Fowler（1981）の信仰発達理論を基に
検証した。Fowler（1981）の信仰発達理論は、全
ての人間は意味を探求する存在であり、この意味
を探求することを通して宗教という狭義的な意味
だけではない信仰が意識化されるというものであ
る。その結果、人間存在の意味について意識を向
けはじめたときにスピリチュアルな変容に接近す
ると提示した。そして、明らかな不条理に直面
し、意味づけをしていくとき遺族にスピリチュア
ルな変容が起こると述べている。そして、Batten
&Oltjen（1999）は、Balk（1999）が示したスピ
リチュアルな変容、成長について、Neadeau
（1998）の家族を対象とした死への意味づけに関
する理論に拠り、「自己／他者／超越的な力／死
／人生／故人との関係性」という各領域の関係性
への新たな視点（New perspective）が、生きる意
味の探求やスピリチュアルな成長へ影響するとい
う力動を示した枠組みを提示している（図 1）。

図 1が示す各領域は Attig（＝1998）が示す物理
的環境、故人、神を含む他者との関係性、自分自
身という「学び直す」領域とも類似している。ま
た Fisher（2006）は、子どものスピリチュアルウ
ェルビーイングを測定する尺度として、自己、他
者、環境、超越的存在という 4つの領域における
関係性を構成概念としている。「関係性」は重要
な概念であり、「他者との関係性や、自然・宇
宙・神などの人間を超えるものとの関係性によっ
て自己存在を理解し、存在の意味を見いだしてい
くスピリチュアリティの本質」（藤井, 2015 : 54）
を示しているといえる。死別体験に伴うグリーフ
の中にスピリチュアルペインが含まれることにつ
いて前節で考察したが、そのスピリチュアルペイ
ンの解放に繫がる「主観的意味づけ」やスピリチ
ュアルな発達に、各領域の関係性の中で生じる、
当事者が一人称の立場で世界をどう見たのかとい
う新たな視点が影響していくことを図 1は示して
いると捉える。死別体験に伴うスピリチュアルペ
インをどう受け止めていくのか、グリーフワーク
に、図 1のような働きが含まれるのではないだろ
うか。その枠組みを用い、家族との死別体験をし
た青年を対象とした先行研究に触れたい。

図 1の 枠 組 み を 提 示 し た Batten & Oltjen
（1999）は、兄妹を亡くした青年 4名（15歳～18
歳）を対象に、死別体験とスピリチュアリティや
宗教との関係性、兄弟との死別後の自身の変化を
尋ね、内容分析を行っている。自分自身について

図 1 人生の意味の理解への探求及びスピリチュア
ルな成長
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は【希望はしていなかったが成熟し新しい視点を
持ち開放的になった】、他者については【価値を
置くようになり、家族との時間を大切にするよう
になった。友達に関しては疎遠になったパターン
もある】、故人との関係性については【自分のそ
ばにいると感じる（ongoing attachement）】【故人
が遺したものや他の人からの話を通して存在を感
じる（continuation）】、超越的な力については【信
仰が深まる者もいれば、神への怒りをもっている
者もいる】、死は【死後の世界を考えるようにな
った】、人生については【人生は儚く祝福されな
いものと感じ、無敵だと思っている人もいつかは
死ぬ】という内容を見出していた。4名という限
られた対象者であるため一般化の限界はあるが、
このような各領域の関係性への新たな視点が人生
の意味を理解し、スピリチュアルな成長へ繋がる
と述べている。倉西（2012）は、親との死別が引
き起こす家族、他者、喪失対象との関係性の変化
について、20歳未満に親を亡くした 14名（平均
年齢 20歳、SD＝2.0）を対象に半構造化インタ
ビューを行い、グランデッドセオリーを用い分析
している。死別体験の共有が【家族関係の不協和
（遺された片方の親の心身の不調／死別のタブー
化／きくしゃくした関係／家族関係の悪化）】を
【家族の連帯（死別体験の顕在化・家族の連帯）】
へ、【他者との違いの感覚（死別の隠秘／自己疎
外／他者からの配慮／疎外感／家族や死に纏わる
話題の回避／両親健在家庭への羨望と諦め／世界
における孤独／死別という個別的体験を有してい
ることへの自覚）】が【他者とのつながり（死別
体験の共有化・他者との親密化）】へと関係性を
変化させ、その家族や他者との関係性の変化が、
【喪失対象との再統合（導き手／守護的存在）】を
導いているプロセスを明らかにしている。Hassan
（2010）は、シンガポールのマレー人、イスラム
教徒の親を亡くした青年 16人（12歳～23歳）を
対象に、グリーフワークをスピリチュアリティの
視点から捉えることを目的に質的調査を行ってい
る。その中でスピリチュアリティ焦点型対処とし
て【死や超越した存在を反映する機会が増える】
【神（アラー）との繋がりを探す】【お祈りの際な
ど自己のスピリチュアリティを再確認する】【違
う枠組みで捉え直す／親が亡くなった意味を、神

の思し召しと宗教の枠組みで捉え直すことは彼ら
の精神面の支えとなっている】【亡くなった親の
ために祈ること／故人との繋がりを維持すること
にもなっている】【儀式への参加】という構成概
念を抽出している。超越的な存在が、親が亡くな
った意味づけや故人との関係性へ影響しているこ
とが考察される。上田（2006）はスピリチュアル
ペインの構成概念を抽出する研究の中で、喪失体
験の有無とスピリチュアルペインがどう関連があ
るのか t 検定を行った。その結果、2つのグルー
プに有意差が見られ、喪失体験があるグループの
方が、スピリチュアルペインの構成概念である
「価値体験の崩壊」「無条件の愛・受容の不在」の
因子について、得点が低い結果が考察された。こ
の結果について上田（2006）は、喪失体験に伴い
スピリチュアルペインを有したが、無条件の愛や
受容してくれる存在との出会いにより、新たな価
値を見出したことを示唆しているのではないかと
グリーフワークのプロセスをスピリチュアルペイ
ンの視点から考察している。
以上、図 1の枠組みを基に親を亡くした青年の
グリーフワークについて考察した。その結果、家
族、他者、自己、超越的な存在という各領域の関
係性への新たな視点が、親との死別体験への意味
づけや新たな価値観の形成に繋がっていることが
考察された。つまり、図 1の枠組みが示す、各領
域の関係性への新たな視点が主観的意味づけに影
響するというプロセスが、グリーフワークに考察
されたと捉える。
以上をふまえ、本研究では、グリーフワーク

を、「死別体験に伴いスピリチュアルペインが生
じ、『自己／他者／超越的な力／死／人生／故人
との関係性』という各領域の関係性への新たな視
点に影響を受けながら、主観的意味づけが生じる
プロセス」と捉える。

Ⅲ．調査目的と方法

1．研究デザイン
以上、文献研究よりグリーフワークの新たな枠
組みを提示した。そのグリーフワークの中には
「スピリチュアリティ」「各領域の関係性への新た
な視点」「主観的意味づけ」という 3つの概念が
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含まれるが、どのような下位概念を含むかは不明
である。よって本調査では、3つの構成概念を探
索的に明らかにした上で、グリーフワークのプロ
セスが、当事者の言葉からどのように見出される
のか明らかにすることを目的とする。そのため、
本調査では個人が自分の行為やとりまく環境に与
える主観的な意味に焦点を当てる象徴的相互作用
論の理論的立場にたち（Flick＝2002）、文献研究
より導き出された新たな枠組みに基づき当事者の
語りを分析することから、質的内容分析を用いる
こととする。

2．調査方法
（1）調査対象者
調査対象者は、親を亡くした青年である。青年
期の年齢区分は、国内の親を亡くした青年を対象
とし厚生労働省（2000）が定義する 15歳～25歳
を青年と定義する。そして分析対象については、
本調査の目的を明らかにするために、死別体験や
グリーフワークについて振り返りどう捉えている
のか当事者が執筆した手記を分析対象とする。
手記の選定条件として、①親を亡くした 15歳

～25歳の青年が執筆している、②死別体験から
現在までを振り返り詳細に記述している、③入手
可能である、以上 3点とした。「遺児、グリーフ、
作文集、手記、子ども、青年、自死、災害、病
気、あしなが育英会（親を亡くした子ども、青年
を支援している国内の民間団体）」等、関連する
キーワードを入れ文献検索をした。またインター
ネットでも同キーワードを入力し検索した。その
後、該当した本や作文集から、選定条件が満たさ
れる対象を選んだ。それが以下 4点である。国内
において親を亡くした青年が書いた手記は少な
く、結果的に全て同団体の本や手記となった。サ
ンプルの偏りは限界点としてあげられる。そし
て、当事者の語りから探索的に様々な概念が抽出
できるよう、死別時期、故人の属性、現年齢、死
因等基本属性に関して、極端な偏りが生じないよ
う配慮をし、何度も原文に立ち戻りながら、手記
を選定した。
①あしなが育英会編（2021）「お空から、ちゃ
んと見ててね：作文集・東日本大震災遺児たちの
10年」朝日新聞出版．（東日本大震災で家族を亡

くした子どもたちが書いた震災や喪失の体験をま
とめた作文集）
②あしなが育英会・レインボーハウス編

（2017）こころに虹がかかるまで あしなが育英
会（レインボーハウス開催のプログラムに参加し
た様々な理由で親を亡くした青年がその歩みを振
り返った作文集）
③あしなが育英会（2010）「遺児たちが語る、
いまの思い」あしなが育英会．（阪神淡路大震災
から 15年、その歩みを振り返った作文集）
④あしなが育英会編（2002）「自殺って言えな
かった」自死遺児編集委員会 サンマーク出版．
（親を自死で亡くした大学生及び配偶者が書いた
作文集）
（2）分析方法
本調査の目的を明らかにするために、演繹的ア
プローチにたつ質的内容分析（佐藤, 2008）を行
った。佐藤（2008）は先行研究の結果の妥当性に
ついて検証する場合、あらかじめ実際にデーター
に対して割り当てられそうなコードのリストを仮
につくっておいた上で作業を進める方法の有効性
について示している。よって、本調査では、まず
文献研究より導き出されたグリーフワークの新た
な枠組みに含まれる「スピリチュアルペイン」
「主観的意味づけ」「自己／他者／超越的な力／死
／人生／故人との関係性、各領域の関係性への新
たな視点」という概念がどのようなものなのか、
その下位概念を明らかにする（分析 1）。次に明
らかとなった概念を用いながら、グリーフワーク
のプロセスを考察する（分析 2）。具体的な手順
は次に示す。
1）分析 1

1点目の目的を明らかにするため、演繹的アプ
ローチにたつ質的内容分析（佐藤, 2008）の手順
に従い分析を行った。①「スピリチュアルペイ
ン」「主観的意味づけ」「自己／他者／超越的な力
／死／人生／故人との関係性、各領域の関係性へ
の新たな視点」という概念を分析的コードと設定
した。②次に、文字テキストをコーディングして
いく作業の中で、分析的コードの具体例にあたる
事柄を示す言葉を「記述的コード」のラベルと設
定し、関連性を考察しながら帰納的に類型化を行
い、カテゴリーのラベルを設定した。③次に、そ
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のカテゴリーと分析的コードの概念を比較しなが
ら、分析的コードにぶらさげていった。演繹的ア
プローチは一度構築した分析図式は絶対変更して
はならないということではなく、データーに基づ
き柔軟に変更していく。演繹的コーディングの作
業に帰納的な発想を入れるということである（佐
藤, 2008）。よって、常に文字テキストに立ち戻
り、分析的コードとカテゴリー、記述的コードと
の内容に不一致はないか、作業を行った。カテゴ
リーを【 】、記述的コードを［ ］、文字テキス
トを〈 〉と示すものとする。
2）分析 2
分析 1で明らかとなったカテゴリーや記述的
コードを用い、文献研究より導いたグリーフワー
クの新たな捉え方と照らし合わせながら、そのプ
ロセスについて考察した。

Ⅳ．結果と考察

1．事例概要
11事例の属性は表 1の通りである。手記執筆

時年齢は平均 20.6歳、性別は男性 5名女性 6名、
故人は父親 9名、母親 2名、死別時年齢は学年で
の表記もあるため平均年齢を求められないが、3
歳から中学 3年生までである。死因は東日本大震
災 3名、病気 2名、自死 4名、阪神淡路大震災
2名である。

2．各カテゴリーの構成概念（分析 1）
次に、3つの分析的コードの下位概念について
結果及び考察を示していく。
（1）スピリチュアルペイン
スピリチュアルペインについては【取り戻せな
いものへの直面】【故人の不在】【孤独】【罪悪
感・罪責感】【苦悩の意味への問い】【実存的空
虚】、以上 6つのカテゴリーが導き出された。結
果は表 2の通りである。
日常生活の中での［日常の風景の変化］［当た
り前の日常の喪失］［一つぽっかりと穴が開いた
ような生活］は【取り戻せないものへの直面】を
もたらす。そして、［父親の不在への悲しみ］や、
自分が大学生へ成長した時改めて母親がいないこ
とを感じ［母親がいる事への羨望］があり、【故
人の不在】をつきつけるものであった。親の喪失
は、自己存在を肯定する関係性の喪失とも捉えら
れる。また【孤独】は、［表出してきた孤独感や
悲壮感］［孤独］があり、自分の苦しみは他者に
理解されない［理解者の不在］によって、より一
層強まる孤独も表現されていた。自殺や災害で親
を亡くした青年からは、親を救えたのではないか
という［罪責感］や、現在の自分自身の肯定は父
親の死を肯定してしまうという［現在の肯定への
罪悪感］があり、【罪悪感・罪責感】も見られた。
そして、何故親は死ななければならなかったのか
という［「どうして」という問い］から【苦悩の
意味への問い】も抽出された。あらゆるものに虚

表 1 基本属性

事例 ID 手記執筆時
年齢 性別 家族構成 故人（親のみに

ついて記載） 死因 死別時年齢 文献

1 A 24歳 女性 母親 父親 東日本大震災 14歳 ①
2 B 18歳 女性 母親 父親 東日本大震災 8歳 ①
3 C 19歳 男性 父親 母親 東日本大震災 小学 3年生 ①
4 D 22歳 女性 母親、弟 父親 自死 3歳 ②
5 E 19歳 男性 母親、兄 3人 父親 自死 小学 3年生 ②
6 F 25歳 女性 母親、兄 父親 病気 小学 1年生 ②
7 G 19歳 男性 母親、兄 父親 病気 小学 3年生 ②
8 H 18歳 女性 母親、兄 父親 阪神淡路大震災 3歳 ③
9 I 21歳 女性 父親、妹 母親 阪神淡路大震災 6歳 ③

10 J 19歳 男性 母親、兄 父親 自死 中学 3年生 ④
11 K 23歳 男性 母親、兄、姉 父親 自死 中学 2年生 ④
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しさを感じる［虚無感］や、〈ただ生きているだ
け〉という［生きる意味や目的の欠落］があり、
【実存的空虚】が見出された。
（2）主観的意味づけ
主観的意味づけについては【現在の自己・人生
への肯定】【故人からの贈り物】【感謝】【自分の
使命】【新たな価値観の形成】、以上 5つのカテゴ
リーが導き出された。結果は表 3の通りである。
親を亡くしたからこそ経験した出来事や人との
出会いがあり、［「現在の自分・人生」と死別体験
との繋がり］［現在の自分を形成するもの］［過去
と「現在の自分」との繋がり］［生きる姿勢］か
ら構成される【現在の自己・人生への肯定】が表
現された。親を亡くした体験を内包し、今いる自
分、今の人生、今の自分、今の人格を肯定してい
る。そして、新たに得た価値観や経験、人との出
会いに対して［父からの贈り物］［死別体験があ
ったからこそ得たもの］［父がもたらしてくれた
モノ］［沢山の出会いと多様な価値観］［犠牲と引

き換えに学んだこと］という意味づけをし、【故
人からの贈り物】という認識をしている。同時に
〈こうして生活できていること〉に【感謝】する
気持ちも芽生えている。そして、〈お世話になっ
た人たちのためにも〉今度は支援する側になりた
いという［支援する側への移行］や、自死への偏
見や差別をなくしていくために社会へ訴えたいと
いう［社会への発信］から構成される【自分の使
命】が表現された。また幸せとは何なのか、どう
生きるのかという、死別体験後の中で［幸せの概
念］や［人生において大切にしたいもの］という
自分自身の人生観や幸福観を得ている。【新たな
価値観の形成】が表現された。
（3）各領域の関係性への新たな視点
各領域の関係性への新たな視点について、結果
は表 4の通りである。
1）自分自身
自分自身については、【様々な自己の発見】【将
来の自分への眼差し】【現在の自己への認識】【孤

表 2 分析的コード／スピリチュアルペイン

カテゴリー 記述的コード 文例

取り戻せな
いものへの
直面

日常風景の変化 変わってしまったのは、食卓の黒い椅子に座る人がいなくなったこと。3人家族が 2人家族になった
こと。日曜日が好きじゃなくなったこと（A）

「当たり前の日常」
の喪失

休日には家族みんなでよく出かけました。・・・そんな「当たり前の日常」が、その日を境に、二度
と取り戻せないものになりました（C）

一つぽっかりと穴
が開いたような生
活

親父を亡くしてからの生活は家族に一つぽっかりと穴が開いたような生活でした（E）

故人の不在

父親の不在への悲
しみ

友だち同士が家族や父親のことで会話している時には、とても居づらくて一人涙をこらえていること
もありました（H）

母親がいることへ
の羨望

大学生になって、友だちが母親と姉妹のように仲良くなった話を聞くと、最近の方が、友だちのこと
をうらやましく思います（I）

孤独

理解者の不在 家庭への理解を同級生から得ることができず、学校で傷ついたことも多くあり高校時代は苦しい 3年
間だった（D）

表出してきた孤独
感や悲壮感

（父の死後）母が本格的に働き始めると、今まで気づいていなかった孤独感や悲壮感を感じるように
なった。放課後は一人で居たくなくて、自転車に乗り、校区内の公園を巡り誰か同級生が遊んでいな
いか探したのを思い出す（F）

孤独 誰にも言えず、いつしか孤独になっていました。一人で抱え込み、暗いほうへ暗いほうへと自分を追
いつめていきました（K）

罪悪感・罪
責感

「現在」の肯定へ
の罪悪感

大きな罪悪感。父の死なしに、私は人生をこんなにも愛せていなかったでしょう。現在を肯定するこ
とは、同時に父の死の肯定にもなってしまう（A）

罪責感 「父を自殺に追い込んだのは自分なのではないか」と自分で自分を責めていました（K）

苦悩の意味
への問い

「どうして」という
問い

母の姿を見た私は、心底、父を恨みました。「どうして母さんや兄貴や俺を残して勝手に死んでしま
ったのか」「何で俺たちだけを残して行ってしまったんだ」（J）「どうして父は自死をしたんだろう、
どうして父はそうしなければならなかったんだろう」（J）

実存的空虚
虚無感 父の死に対してだけではなく、何から何まであらゆるものに悲しみや虚しさを感じていた（A）世界

はとても暗かった（A）
生きる意味や目的
の欠落

笑顔も会話もない、ただ生きているだけでした。骨と皮だけになった母に気づいた時、このまま私た
ちも死ぬんだなと思っていました（B）
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独からの解放】【罪責感からの解放】【スピリチュ
アルペインの変化】、以上 5つのカテゴリーが導
き出された。
他者との出会いや経験が、［自分の中の多面性］
への気づき、親から［愛されているという実
感］、泣いていいよという言葉から［泣きたかっ
た自分への気づき］等、【様々な自己の発見】へ
と繋がっている。そして、［自分を見つめ直す］
機会や［ロールモデル］と出会う場は、〈私も誰
かを支えられるようになりたい〉という自分自身
の［役割の移行］を感じ、【将来の自分への眼差
し】も持つようになっている。そして［正直な大
人］［強くなれた「個」］を感じ、【現在の自己へ
の認識】を表現している。Koblenz（2016 : 211）
は「親を喪ったことは自分自身の一部であり、日
常である。アイデンティティを築く上で亡くなっ

た親を知ることが必要」という親を亡くした青年
の言葉を抽出しているが、本調査でも親を喪った
という体験も含めた「自分を学び直す」（Attig＝
1998）というプロセスが考察される。また、親を
亡くした青年との出会いにより［一人ではない自
分］を感じ、［悩みの共有化］があり【孤独から
の解放】が表現された。自死で親を亡くした青年
には、〈あなたのせいではない〉〈しかたがなかっ
た〉という言葉から［自責感からの解放］や［死
因の認識の変化］があり、【罪責感からの解放】
が生じていた。そして〈黒い部分が薄れ〉〈少し
ずつ薄皮をはがすようにして少し生きやすくなっ
た〉という表現は抽象的ではあるが、スピリチュ
アルペインという自己存在に通ずる深い痛みを表
現しているとも捉えられる。［苦しみの質の変化］
が考察され【スピリチュアルペインの変化】が表

表 3 分析的コード／主観的意味づけ

カテゴリー 記述的コード 文例

現 在 の 自
己・人生へ
の肯定

「現在の自分・人
生」と死別体験と
の繋がり

あの日がなければ今いる自分がここにいることはない（A）「父が死んだから」「震災遺児だから」こ
そ、私には今の人生があります（A）

現在の自分を形成
するもの

今までの生活を振り返ると色々な人と出会い、それによって今の人格を形成してきたと感じます
（C）

過去と「現在の自
分」との繋がり

過去があったからこそ、今の自分があり、多くの人に出会うこともでき、自分がやりたいことをでき
ているのではないかと考えるときがあります（E）

生きる姿勢 私は自殺で親を失いました。でも、それでも堂々と生きていきたいと思っています（K）

故人からの
贈り物

父からの贈り物 最近になって、すべては父からの贈り物だと考えるようになりました（A）
死別体験があった
からこそ得たもの

大切な人を亡くしてできた穴は、一生埋まることはありません。でもだからこそ得るものがありま
す。父の死がなければ出会うことのなかった人や過ごすことのなかった時間があります（B）

父がもたらしてく
れたモノ あしながとの出会いは、父がもたらしてくれたモノの中で最も大きく貴重な出会い（D）

沢山の出会いと多
様な価値観

父を早くに亡くしたことで辛い思いや悲しいこと、悔しいことも多くあったが、レインボーハウスで
の沢山の出会いと、多様な価値観は父の死がなければ得られなかったことだ。そう思うと父が亡くな
ってから 19年間、父が常に母とともに私を育ててくれていたのかと思う（F）

犠牲と引き換えに
学んだこと

震災が起こり、私の人生は一気に変わりました。父を含めたたくさんの命を奪い、たくさんの人を傷
つけた地震を、これからも私は絶対に忘れることはありません。しかし、あの地震は犠牲にしたもの
と引き換えに、命の大切さや人の温かさ、助け合うことの大切さなど多くのことを私たちに教えてく
れました（H）

感謝 生活への感謝 私は今も後悔は一切していません。むしろ、こうして生活できている事にとても感謝しています
（G）

自分の使命

支援する側への移
行

お世話になった人たちのためにも、今度は私が、自分と同じような遺児たちを支援する側になりたい
と思います（C）

社会への発信
今自分にできることは、体験をいろいろな人に話すことによって、自殺の苦しみ、遺された家族のつ
らさをわかってもらうことだと思っています。なかでも一番に訴えたいことは、自殺に対して偏見や
先入観、固定観念をもってほしくないということです（J）

新たな価値
観の形成

幸せの概念
在って当たり前のことなんて何一つない。全ての物事を当たり前と思わず感謝できる人や、苦しみを
知っていてそれを他者と共有できる人ほど、幸せをより実感できる。これが父を亡くして最も強く感
じること（D）

人生において大切
にしたいもの

一つとして同じものはこの世にないのだから、物事や人を数ではなく個として見る力を身に着け、一
つ一つの出会いと向き合いたい（D）

131



現されていたと捉える。

2）他者
他者については、【「繋がっている」存在】【「肯
定してくれる」存在や場所】【周囲の自分への眼
差し】【「仲間」という存在】、以上 4つのカテゴ
リーが導き出された。自己と他者との関係性の特
色が考察される。［手を離さないでいてくれる存
在］は、一時的ではなく継続的な関係性を含んだ
【「繋がっている」存在】である。また、［「ありの
まま」の受容］［自分の素を表現する場］［肯定し
てくれる存在］は、どんな自分も表現できる存在
や場であるという【「肯定してくれる」存在や場】
として捉えている。【「仲間」という存在】のカテ
ゴリーは、親を亡くすという同じ体験をした他者
との関係性の質を表している。［自分を認めてく
れる］［精一杯生きている］［話せる］［理解して
もらえる］という関係性を持つ。また、父親を亡
くし、数年経った時に死別直後にもらった手紙を
読み返したことで［気にかけてくれている周りの
人の存在］に気づき【周囲の自分への眼差し】を
捉えるようになった。
3）超越的な力
超越的な力については、〈父との思い出や姿を
思い浮かべるだけであの頃が恋しくなり、あんな
に良い人だった父を早くに連れて行った神様に苛
立っていました〉という 1点のみ（B さん）であ
り表 4には記載していないが、「超越者への怒り」
（窪寺, 2004）が表現されている。文例が少なか
った結果については、今村（2013）が考察した、
超越的な態度や視点を欠いたまま、自己と他者と
の関係性から、自己存在の根拠や人生の意味を追
求しようとする青年のスピリチュアルペインの特
性と一致するとも考えられる。一方で、スピリチ
ュアルペインは「潜在性」という特性を有してい
ること、スピリチュアリティに焦点をあてインタ
ビューを実施した Hassan（2010）の研究では、
超越的な力との関係性から死別体験の意味づけが
見出されていることから、超越的な力との関係性
について明らかにするには更なる検討の余地があ
る領域であるといえる。
4）故人
故人については、【故人の存在への認識】【故人

との繋がり】【故人との関係性の変化】、以上 3つ
のカテゴリーが導き出された。
その時々の［亡くなった父親への認識］があり

【故人の存在への認識】がされている。また、な
ぜ父親は死んだのかと向き合う中で［亡くなった
父親と「繋がりたい」思い］の芽生え、故人は空
から私をどう見ているのだろうという［現在の自
分との繋がり］が表現された【故人との繋がり】
が見出された。【故人との関係性の変化】では、
本当の死因を知ったことで［父の再度の死］があ
り、関係性の変化が起こった。また自死で亡くな
った父親と向き合ったからこそ父親の家族への思
いや姿への視点が変わり、［父親という人間の理
解］の変化が表現された。［「恨み」から「好き」
という感情への変化］も表現されている。そして
故人との関係性の変化に伴い、〈どうして毎年 3
万人もの自殺者が出るような社会になってしまっ
たのだろう〉と、故人から社会へと［問いかける
対象の変化］が起こっている。
5）生と死
生と死については関連性が強い概念のため両者
共に検討した。【「死」の存在】【死から捉えた生】
【世界の拡がり】【幸福観】【人生観】、以上 5つの
カテゴリーが導き出された。
【「死」の 存 在】は、［「死」へ の 曖 昧 性］や
［「死」の受容］という「死」そのものを考えるカ
テゴリーとなっている。そして、親の死を体験し
たからこそ考えた［「生」への姿勢］があり、〈死
を想うからこそ明るく楽しく生きていかなきゃと
いつも思います〉という【死から捉えた生】が表
現されている。また、学校や家庭以外の世界との
出会いからは新たな関係性や視点を得、［広い世
界の存在］との出会いは【世界の拡がり】をもた
らしている。経験から〈幸せは生活の質や環境に
よって変わるものではない〉という［幸せの質］
や〈痛みの共有、他者への思いやり、自己表現の
面白さがもたらしてくれる幸福感〉という［幸福
感］を捉え、自分自身の【幸福観】を表現してい
る。自分が歩んできた人生から捉える、［人生の
分岐点］、苦しみの共有がもたらす［苦しみの共
有の意味］、〈何かを始めるのは自分次第〉という
［自分の人生を生きる姿勢］という【人生観】を
獲得している。
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表 4 分析的コード／各領域における関係性への新たな視点

カテゴリー 記述的コード 文例
分析的コード 自己

様々な自己の発見

自分の中の多面
性

いろんな国でいろんな人を愛し愛され、いろんな自分がいることを知り、本当に多くのことを
実際に自分の目で見て手で触れて学んできました（A）

愛されていると
いう実感

母の勤務先に入った時、机の周りに貼られていた家族旅行で撮った写真を見て、中学生ながら
にすごく愛されていることを感じた。母と兄とのこの 3人家族が一番幸せだと感じる（F）

泣きたかった自
分への気づき

「誰かの前で泣いてもいい。心の痛みを癒してくれる。亡くなったことは変わらないけど、悲
しい気持ちを楽にしてくれる。一人で抱えこまないで。」私はこの言葉を言ってもらいたかっ
たんだとわかりました。弱い自分を受け入れてほしいと思っていた。泣いてもいいと言っても
らいたかった（B）

将来の自分への眼差
し

自分を見つめ直
す

過去だけでなく未来についても語り合ったり考えたりする場でもあるため、自分を見つめ直す
ことができました。つどいで出会った多くの人たちの夢や考えを聞き、自分の視野が広がった
ことは確かです（E）

ロールモデル
不安でいっぱいだった小学生の私には、同じ境遇を生きる先輩たちの存在は大きかったです。
自分と少しでも似ている人の姿を見ることで、「そこまで不安にならなくてもいいのかな」と
思えました（C）

役割の移行 私も誰かを支えられる存在になりたいと思うようになりました（B）

現在の自己への認識
正直な大人 立派な大人になれたかはわかりませんが、少なくとも正直な大人にはなれました（A）

強くなれた「個」 自分らしく自分にしかできないことを自分のできる限りで行い、生きるということ。母のおかげで私は「個」として強くなれたと思っている（D）

孤独からの解放

一人ではない自
分

自分のような人たちと多く出会う中で、自分は一人ではないのだなと強く思いました。・・・
自分も後ろばかりではなく前を向くことができました（C）

悩みの共有化 仲良くなった友達の話だとすんなり頭の中に入ってきた。話を聞いていく内に「自分だけが抱
えていた悩みじゃないんだ」と共感することができた（F）

罪責感からの解放

自責感からの解
放

「お父さんが亡くなったのは、あなたのせいではないよ。誰のせいでもないんだよ」ほんとう
に心から嬉しく思いました（J）

死因の認識の変
化

今まで自分が殺してしまったのではないかと思っていた気持ちに対して「しょうがなかったん
だ」という言葉で、ほっとすることができました（K）

スピリチュアルペイ
ンの変化

苦しみの質の変
化

心の中にあった黒い部分が薄れ、少し生きやすくなりました（B）少しずつ、少しずつ、まる
で薄皮をはがすようにして、私の気持ちは変わっていきました（K）

分析的コード 他者

「繋がっている」存在 手を離さずいて
くれる存在

私は昔からいつも大人たちを疑っていたけれど、そんな私に対しても諦めず、心を開き、手を
離さないでいてくれる人たちに出会えました（A）

「肯定してくれる」
存在や場所

「ありのまま」の
受容 ありのままの自分を認めて許してくれる人たちに出会えました（A）

自分の素を表現
する場

プログラムは、自分の素を出せる場所、気を使う必要のない場所でした。・・・学校は気を使
って、使われる場所でした（C）

肯定してくれる
存在

職員さんにはいつも寄り添っていただきました。親のような存在でした・・・。みんな私のこ
とを決して否定せず、常に肯定してくれました（C）

「仲間」という存在

自分を認めてく
れる仲間

（親を亡くした高校生を対象としたプログラムに参加して）「自分に自信を持って自分の進みた
い道に進めばいい。ここにはそんな自分を認めてもらえる仲間がいる」と将来について大きな
後押しをしてもらった（G）

精一杯生きてい
る仲間

親を亡くして辛い思いをしているのは自分だけではない、同じ思いを持った仲間が精一杯生き
ていることを知ることができた（H）

話せる仲間

亡くしたお父さんとの思い出について語れる、それは僕にとって本当にうれしいことでした
（G）同じ理由で親を亡くした人や、つどいで出会った海外遺児と、亡くなった親の話をした
り、一緒に遊んだりできたことが良かったと思っています（I）なんでも話せる人ができたこ
とで、学校生活の毒抜きができ、抱え込むということが少し減ったように思う（F）

理解してくれる
仲間

（どうせ自分の事を理解してくれる人はいないだろうと思っていたが）「お父さんは頭を打って
いたのだからしょうかないよ」と言ってくれた一言で、初めて人に受け入れられたような、理
解してもらえたような気がした（K）

周囲の自分への眼差
し

気にかけてくれ
ている周りの人
の存在

もらった手紙を入れている箱の中に、父が亡くなった時小学校の同級生や習い事の先生からも
らった手紙があった。読み返し「いろんな人に気にかけてもらっていたんだな」「みんなが私
を支えてくれたり、味方してくれているんだな」と感じた（F）
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3．グリーフワークのプロセスやカテゴリーの関
係性について（分析 2）
以上、分析的コードを構成するカテゴリーを抽
出した。次に、グリーフワークの「死別体験に伴

いスピリチュアルペインが生じ、『自己／他者／
超越的な力／死／人生／故人との関係性』という
各領域の関係性への新たな視点に影響を受けなが
ら、主観的意味づけが生じるプロセス」という捉

カテゴリー 記述的コード 文例
分析的コード 故人

故人の存在への認識 亡くなった父親
への認識

父は 43歳で、もうそれ以上、年を取らなくなりました（A）父となら、ただの買い物ですら
遊園地に行ったみたいに楽しかった。そのくらい父の存在は大きかったです（B）私には親父
との記憶がほとんどありません。写真を見てこんな顔だったのか、ほんとうに私の親父だった
のかと、ふと思う時があります（E）

故人との繋がり

亡くなった父親
と「繋 が り た
い」思い

父は音楽がとても好きな人でした。そして父の聴いていた音楽が私は好きです。もしも今父に
会えたら、好きな音楽について永遠に語り合いたいです（A）すごく父のことが知りたい。父
がどういうことを考えていたのかを理解したいと思えたのです（J）

現在の自分との
繋がり （父が亡くなって 10年）私の人生を空の上から楽しんでくれているのでしょうか（A）

故人との関係性の変
化

父の再度の死 （大学 1年の夏）初めて母から父の本当の死因を聞いたとき、“交通事故で死んだ父”が再び私
の頭の中で死んだ（D）

父親という人間
の理解

父親の死と向き合っている今だからこそ言えることなのですが、私の父はけっして「弱い人」
ではなかったと思います。私たち家族を裏切ったわけではなく、私たち家族を愛していたのだ
と思います（K）

「恨 み」か ら
「好き」という
感情への変化

（親を亡くした高校生を対象としたプログラムに参加して）今までは恨みの気持ちがありまし
たが、それが消えてきてやっぱり父が好きなんだと気づいたのです（J）

問いかける対象
の変化

いろいろな活動に参加するうちに、思いに変化が出てきました。「どうして自分の父が自殺を
しなきゃいけなかったのだろう」と思っていましたが、「どうして父が自殺をせずにチャンレ
ジしていけないような社会になったんだろう」「どうして毎年三万人もの自殺者が出るような
世の中になってしまったんだろう」と。そうやって、父の自死を受け入れることができるよう
になっていきました（K）

分析的コード 生と死

「死」の存在

「死」への曖昧
性

中学 3年間で親戚が立て続けに亡くなり、「死」というものに触れることが多く自分の心の中
でのモヤモヤが増すばかりだった（F）

「死」の受容 死という存在を受け入れることができていたから、（本当の死因を聞いた時）立ち直ることが
できた（D）

死から捉えた生 「生」への姿勢

私はいつも死を想います。だから毎日をもっと大事に、大事な人たちをもっと大切に、そして
明るく楽しく生きていかなきゃといつも思います。・・・できるだけたくさん生きたいといつ
も思う（A）人生 100年時代といいながら、100年なんてあっという間なんだろうなと思いま
す（A）10年前、死についてばかり考えていた自分がいたけれど、今は生きることについてば
かり考えています（A）

世界の拡がり 広い世界の存在

自分の世界や視野を広げる経験が、自分の中のモラルや価値観、人生観を作り上げてくれまし
た（A）学校に居場所がなくても、それよりも広い世界には私の味方がたくさんいるから大丈
夫だと思わせてくれました（B）あしながは単に心のケアをするだけの場所ではなく、人間性
をはぐむための学校だったと今では思っている（D）

幸福観
幸せの質 フィリピンで出会った人たちの前向きで元気に溢れる姿とボランティアの方の言葉から、幸せ

とは生活の質や環境によって変わるものではないことを学びました（C）

幸福感 他者と痛みを共有することの意味と、他者を思いやる気持ち、そして自己表現の面白さ、それ
ら全てがもたらしてくれる幸福感（D）

人生観

人生の分岐点 私たちの人生は普通の子と違いました。人生の分岐点になるのは何かに絶望し、辛い経験をし
た時だということを知ってもらいたいです（B）

苦しみの共有の
意味

母が私に行ったのは苦しみの共有。共有することをやめずいろんなことを話し続けてくれてい
た。そのおかげで私は自分に与えられた物事を当たり前とは思わず、大切に思うことができた
（D）

自分の人生を生
きる姿勢

（高校で出会った K 先生の）「行動しなければこの失敗にすら行きつかなかった。何かを始め
るときは、できるかできないかではなく、やるかやらないかのどちらかだよ。そして、すぐ行
動に移すこと」という言葉はいつも私の背中を押してくれる（E）人は誰かに支えられなけれ
ば生きていけません。しかし、自分の人生です。何かを始めるのも、やめるのも自分次第で、
自分の行動力が必要です。そうでなければ、何も始まりません（E）
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え方と照らし合わせながら、「スピリチュアルペ
イン」の概念を起点とし、そのプロセスやカテゴ
リー間の関係性を考察する。
【故人の不在】という不変的な現実や、日常生
活の様々な場面での【取り戻せないものへの直
面】は、自己のルーツでもある親の不在に直面す
ることであり、「自己存在への不安」（今村,
2013）にも通ずると考えられる。しかし、その苦
しみは他者には理解してもらえないという【孤
独】が生じている。その後、同じ死別体験をした
【「仲間」という存在】との出会いにより〈一人で
はない〉という【孤独からの解放】があった。
【「仲間」という存在】は［自分を認め］、［話すこ
と］ができ、［理解してもらえる］、また［精一杯
生きる姿を見せてくれる］多様な繋がり方をして
いる仲間である。また、【「繋がっている」存在】
や【「肯定してくれる」存在や場所】があること
で、〈自己の多面性〉、〈愛されている〉、〈泣きた
かった〉等、その時々の【様々な自己の発見】が
ある。そして、〈同じ境遇を生きる先輩の存在〉
は、過去・現在から未来の世界を見せてくれる存
在であり、【将来の自分への眼差し】へと繋がっ
ている。同じ死別体験をしていないが気にかけ味
方でいてくれる【周囲の自分への眼差し】がある
という他者の存在への気づきもあった。様々な経
験や人との出会いは【世界の拡がり】をもたら
し、個々の【人生観】【幸福観】に影響を与えて
いる。そして、そのようなプロセスの中で、〈故
人の死〉と向き合うことが【故人との関係性の変
化】へとも繋がっていた。〈正直な大人〉〈「個」
として強くなれた〉自分という【現在の自己への
認識】は、現在有する【人生観】【幸福感】とい
う価値観と影響し合う関係にあると考察される。
また、自死で親を亡くした青年からは【罪悪

感・罪責感】や【苦悩の意味への問い】がスピリ
チュアルペインとして見出されていた。〈どうし
て勝手に死んでしまったのか〉という苦しみは、
【「仲間」という存在】の出会いから、〈自分のせ
いではなかった〉と視点が変化し、【罪責感から
の解放】があった。そして、〈父が好きだった〉
〈私たち家族を愛していた〉〈父のことが知りた
い〉と【故人との関係性の変化】が生じている。
手記を書いた時点で、彼らは【現在の自己・人

生への肯定】【故人からの贈り物】【感謝】【自分
の使命】【新たな価値観の形成】という主観的意
味づけをしていた。自己や人生観、幸福観等のカ
テゴリーは、自己や人生への肯定や価値観の形成
へと繋がっている。それは、生きる意味や目的を
見失う【実存的空虚】が変化したことも意味す
る。また故人との繋がりへの新たな視点は、【自
分の使命】や【感謝】、【故人からの贈り物】とい
う意味づけに繋がっていた。
以上より、死別体験に伴いスピリチュアルペイ
ンを抱いた後、「関係性への新たな視点」を構成
する各カテゴリーが相互に影響を与えながら、自
己や故人等への新たな視点が生じていることが考
察された。そして、それらが影響し、主観的意味
づけに至っているというプロセスが考察された。

Ⅴ．結論

親を亡くした青年を全人的に捉える立場にたつ
ことで、スピリチュアルな視点を包含したグリー
フワークを捉える新たな枠組みが文献研究より提
示された。そして、当事者の言葉からは彼らが有
するスピリチュアルペインが浮かび上がった。そ
の特性は、自己存在を支える関係性の喪失への苦
しみや、孤独や罪責感、実存的な苦しみであっ
た。また「各領域への新たな視点」のカテゴリー
は相互に影響、自己、他者、故人、人生観や価値
観等に対して様々な視点が生じていた。そして、
死別体験や故人との繋がりが捉え直され、自己や
人生に対して意味づけを行っているプロセスが考
察された。実存的な領域は人間が人間らしく生き
るために重要な領域であるが、その視点が欠けた
パラダイムでは、彼らのスピリチュアペインを捉
えることはできない。自分らしく生きるために不
可欠な領域であるスピリチュアリティに眼差しを
向け、人を全人的な存在として捉えることは、親
を亡くした青年を、かけがえのない存在として尊
重することに繫がるのではないだろうか。
本研究の限界としては、サンプルの偏りがあげ
られ、結果を一般化できるものではない。本研究
は探索的研究という位置づけであるが、今後、サ
ンプル数を増やし、研究方法の妥当性や信頼性を
より高め、彼らを全人的に理解する立場にたった
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グリーフモデルの開発へと繋げていきたい。
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Spiritual Pain and Grief Work of bereaved adolescents

Rina Minejima*

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the spiritual pain and grief work of bereaved ado-
lescents in a holistic way. Grief work is recognized as “The process in which one experiences
spiritual pain with bereavement and gives meaning to one’s life through developing new per-
spectives on self, others, transcendental forces, death, life, and one’s relationship with the de-
ceased”.

By applying qualitative content analysis to the writings of 11 bereaved adolescents, we
have found that spiritual pain consists of 6 categories : “facing the reality which cannot be
returned,” “the absence of the deceased,” “isolation,” “feelings of guilt,” “questioning the
meaning of suffering,” “existential emptiness” and that “giving meaning to one’s life” consists
of 5 categories : “affirming one’s present self and life,” “the gift from the deceased,” “appre-
ciation,” “one’s sense of purpose,” “creating new values.”

We have studied the process of giving meaning to one’s life with bereavement through de-
veloping new perspectives on self, others, death, life, and one’s relationship with the deceased
and stimulating influence among diverse categories.

Key words : bereaved adolescents, Spiritual Pain, Grief Work
* Graduate school of Human Welfare Studies, Kwansei Gakuin University, Ashinaga Fouda-

tion
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1．はじめに

近年の急速な高齢化と高度医療の発展は、「死
の迎え方」の議論を活性化させた。「人生会議」
とも訳されるアドバンス・ケア・プランニング
（ACP）は、医療者と患者あるいはその家族との
間で死の向き合い方を決めるプロトコルを明らか
にしようとする。延命治療のみが患者と家族の最
善の利益にはなり得ないという前提は社会に容認
され、終末期における支援のあり方が問われる時
代となった。
厚生労働省（以下、厚労省）は 2018年 3月、

「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロ
セスに関するガイドライン」（以下、ガイドライ
ン）を改訂した。ガイドラインは、ACP の必要
性に言及しながら、医療・ケアチームによる患者
本人との持続的な話し合い、そして本人の意思が
確認できない場合の対応指針を示した（厚生労働
省，2018）。ガイドラインは「終末期」の代わり
に「人生の最終段階」と表記し、患者本人の「意

思の尊重」をより鮮明に打ち出した。さらに身体
的な緩和ケアのみならず、精神的、社会的な援助
を可能にする医療チームの必要性を示唆した。医
療チームには医師、看護師のみならずソーシャル
ワーカーも明記されている。
トータル・ペイン（全人的苦痛）の視点に立脚
し、患者やその家族に寄り添う価値を有するソー
シャルワークは、本ガイドラインに通底する患者
中心の終末期医療の価値と親和性が高い。しか
し、終末期あるいは緩和ケアにおける医療ソーシ
ャルワークの役割は明確に定まっておらず、医師
や看護師の補助にとどまるとの指摘もある（本
家，2002；佐藤 2010 a；山田ら，2011）。特に、
急性期病院の医療ソーシャルワーカー（以下、
MSW）は入退院支援のケースに追われ、終末期
にかかわる医療スタッフとして認識されていない
現状もある（片岡，2007）。MSW による終末期
の実践ガイドラインを構築しようとする動きはあ
るものの（正司，2005）、終末期ケアに十分な役
割を果たせていると感じている MSW は限定的
である（佐藤，2010 b）。

〔論 文〕

終末期、緩和ケアにおける医療ソーシャルワークの新展開
－マインドフルネスによる「死」への寄り添いを果たした事例研究－

井 上 祥 明＊1、玉 野 緋呂子＊1、池 埜 聡＊2

要約：
本稿の目的は、急性期病院の医療ソーシャルワーカー（以下、MSW）によるがん患者への支援事例を通じ

て死に向き合う MSW の態度と援助関係の変容過程を省察し、終末期、緩和ケアにおける MSW の存在意義
を明確化することにある。終末期医療における MSW の役割は、未だ曖昧な状態にとどまっている。一方、
医療ソーシャルワークの全人的視点に立ったトータルペインへの寄り添いとその土台となる価値は、今後議
論が活性化していくと考えられるアドバンス・ケア・プランニング（ACP）のあり方に一石を投じると考え
る。本稿は、マインドフルネスに根ざした看取りから死後の支援に至った事例の詳細な読み解きをもとに、
クライエントと「共に在る」関係性をソーシャルワークの方法論的価値として位置づけ、その価値の体現に
終末期、緩和ケアにおける医療ソーシャルワーク実践の固有性を見出していく重要性について考察した。

キーワード：終末期、ACP、医療ソーシャルワーク、マインドフルネス、がんサロン

─────────────────────────────────────────────────────
＊1国立病院機構別府医療センター地域医療連携室・医療ソーシャルワーカー
＊2関西学院大学人間福祉学部教授
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今後、ACP の推進とともに患者、家族の意思
の重要性が増し、終末期における緩和ケアが多様
化していくことが考えられる。トータル・ペイン
への寄り添いを価値基盤に据えるソーシャルワー
クは、患者の生活上の問題、社会的な痛み、さら
にはスピリチュアルな痛みに向き合うための視座
と方法を提供する。70％以上の患者が終末期に
意思決定を示すことが困難になる状況下（厚生労
働省，2018）、たとえ急性期病院においても
MSW による持続的な終末期支援は、人生の最終
段階における医療の質を向上させ、患者中心の価
値の体現につながると確信する。

2．研究目的

上記の問題意識にもとづき、本稿の目的は、急
性期病院の MSW によるがん患者への支援事例
を通じて死に向き合う MSW の態度と援助関係
の変容過程を省察し、終末期、緩和ケアにおける
MSW の存在意義を明確化することにある。一般
的に急性期病院の MSW にとって、治療の初期
段階から看取り、そして死後の支援までの長期的
な寄り添いを果たしたケースはそう多くはない。
今回、マインドフルネスを介して終末期における
患者の精神的苦痛の緩和とソーシャルワーク援助
関係の深化を果たしたケースに光を当て、たとえ
回復が望めなくとも、患者を見捨てない、置き去
りにしない医療ソーシャルワーク実践を浮き彫り
にしていく。
なお、本稿における「終末期」とは、日本老年
医学会による定義「病状が不可逆的かつ進行性
で、その時代に可能な最善の治療により病状の好
転や進行の阻止が期待できなくなり、近い将来の
死が不可避となった状態」に依拠しながら、がん
特有の生命予後が予想される「亜急性型終末期」
を念頭に論述する（日本学術会議，2008）。
「緩和ケア」は、2002年に示された世界保健機
構（WHO）による定義に依拠し、「生命を脅かす
疾患に起因した問題に直面している患者と家族に
対して、痛みやその他の身体的、心理社会的、ス
ピリチュアルな問題を早期に発見し、的確なアセ
スメントと治療を行うことによって、苦しみを予
防し、和らげることで、クオリティ・オブ・ライ

フを改善するアプローチ」として用いている
（WHO, 2021）。
「マインドフルネス」は、日本マインドフルネ
ス学会による定義、すなわち「今、この瞬間の体
験に意図的に意識を向け、評価をせずに、とらわ
れのない状態で、ただ観ること」に準じ（日本マ
インドフルネス学会，2021）、呼吸瞑想やボデ
ィ・スキャンといったマインドフルネスストレス
低 減 法（Mindfulness-Based Stress Reduction :
MBSR）（Kabat-Zinn, 1990；伊藤，2017）に由来
する心身技法を包含した概念として取り上げる。

3．先行研究

3.1．終末期・緩和ケアにおける医療ソーシャル
ワークの重要性

医療ソーシャルワークは、患者を全人的存在と
してとらえ、心理的、社会的、そしてスピリチュ
アルな課題に向き合い、解決していく専門的支援
である。終末期の緩和ケアにおける患者の苦悩の
基本前提、すなわち身体的痛みの緩和のみなら
ず、精神的、社会的、スピリチュアルな痛みを含
むトータル・ペインに向き合う理念の上に MSW
は存在する。患者の個別性と意思決定を尊重し、
その実存と「共に在り続けようとする価値」は
MSW の拠り所となる。このようなソーシャル
ワークの価値について第 1執筆者は、「医療ソー
シャルワーカーがクライエントに寄り添い、関わ
り合う関係こそ人間の尊厳を尊重するという方法
論価値」（井上，2013 : 76）として位置付けてい
る。

2002年改訂の厚労省局長通知「医療ソーシャ
ルワーカーの業務指針」では、「療養中の心理
的・社会的問題の解決、調整援助」が掲げられる
（厚生労働省，2004）。終末期、緩和ケアの文脈に
おける医療ソーシャルワークの機能として、患者
とその家族の精神的支援、意思決定をめぐる家族
調整、医療スタッフ間の調整、社会制度の調整を
通じた経済的支援、地域の社会資源との連携によ
る在宅支援、退院や転院のサポート、看取りおよ
び死別後の支援、そして遺族ケアなどが挙げられ
てきた（片岡，2007；正司，2005；田村，2016）。
緩和ケアの文脈では、身体的な痛みのコント
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ロールと治療法をめぐる意思決定支援に注目が集
まりがちである。一方、医療ソーシャルワークは
生活者としての患者の立場を置き去りにしない。
収入の減少や医療費負担による経済的不安に応答
しながら、家族や仕事への思い、すなわち社会的
な痛みに寄り添う価値と方法を保持する。患者を
取り巻く関係性の喪失に寄り添い、スピリチュア
ルな痛みと実存的な意味の探求を支えていくとこ
ろに緩和ケアにおける医療ソーシャルワークの特
質を見いだすことができる（岩本，2012；佐藤，
2014）。
その意味で、終末期医療における MSW は、
制度運用にとどまる専門職ではない。むしろ
MSW は制度運用の枠組みにさまざまなジレンマ
を覚え、「制度の限界点をいかに補うかに心を砕
いている」のが現状である（佐藤，2010 a : 95）。
他職種からみれば緩和ケアとは関係ないと思われ
るような患者のニーズに沿った家族関係、仕事、
そして生活上の些細な支え、それを実現させるた
めにいつでも声かけをしてもらえるような関係づ
くりに MSW のユニークな立ち位置がある。そ
の意味で、MSW は制度から患者をとらえるので
はなく、患者をあるがままのホールパーソンとし
て迎え入れる専門家といえる。

3.2．終末期・緩和ケアにおける医療ソーシャル
ワークの不透明さ

終末期、緩和ケアにおける MSW 特有の視点
と立ち位置とは裏腹に、終末期医療における
MSW は、未だ周辺的な役割にとどまる。特に急
性期病院の MSW は、数多くの入退院支援ケー
スに追われ、長期的に患者の終末期に寄り添うこ
と が 難 し い（上 山 崎，2016, 2019；山 田 ら，
2011）。緩和ケア病棟を併設する急性期病院は限
定的で、終末期の患者に対する転院あるいは退院
調整が MSW に期待される。患者とその家族が
転院や退院に同意せず、MSW は病院と患者の狭
間でジレンマを抱えることも少なくない（片岡，
2007）。
佐藤（2010 b）による緩和ケア設置病院（996
施設、回収率 42％）の MSW を対象にした質問
紙調査において、終末期の患者支援を実践できて
いるかという問いに、62％の MSW が「どちら

ともいえない」と回答した。この研究では、終末
期の患者ケアにおける MSW 自身に内在する役
割の曖昧さ、そして終末期のケアは医師や看護師
が中心で、MSW は周辺的な存在という認識が支
配的であることが指摘されている。
緩和ケアにおける MSW と看護師との関係は、
複数の質的研究から探索されている。例えば山田
ら（2011）は、8名の緩和ケア病棟にかかわる
MSW へのインタビュー調査から、緩和ケアの文
脈では MSW と看護師間で役割の重複が見られ、
葛藤も生じかねない状況が示唆された。「自分た
ちがしたいことは看護師もしたい」（p.47）とい
った発言もあり、MSW は医師や看護師から一歩
引いた補助的な立場を選択していた。その結果、
MSW は緩和ケアにおいて「介入への消極性」が
生まれ、実践への「もの足りなさ」を感じる状況
が描かれている。
終末期、緩和ケアにおける MSW の存在感の
なさは、アメリカでも同様の指摘がなされてい
る。Reese（2013）は、医療保険システムの影響
から、医学モデルにもとづく緩和ケアの構築を優
先し、MSW による心理社会的支援を後回しにせ
ざるを得ない病院やホスピスの運営実態を明らか
にした。さらに彼女は、分厚い文献レビューか
ら、アメリカでも緩和ケアあるいはホスピスにお
ける看護師と MSW の役割葛藤は存在すること、
そして多くの看護師は MSW が担うとされてい
る心理社会的支援を「自分でも実践できる」と考
えていることを明らかにしている。

3.3．死に寄り添う支え：マインドフルネス
上白木（2018）は、がん診療にかかわる医療機
関の MSW（n＝1,134）を対象に終末期医療、緩
和ケアにおける MSW の役割遂行の構造と主要
な影響要因を量的調査から明らかにした。役割遂
行を規定するモデルとして、因子分析及び標準化
尺度から MSW のコンピテンシー（実践能力）、
職務上のストレス要因へのコーピング、MSW の
死に対する態度、職場・職業への適応感といった
構成概念を設定し、それらの相互関連性を評価し
ている。その結果の一つとして、「死に対する態
度」が MSW の役割遂行に与える影響の大きさ
が指摘されている（r＝.27, p＜.001）。また「死に
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対する態度」は、死にゆく患者との関係性や患者
の要求の受けとめ方が関連しており、患者の受
容、共感、尊厳の尊重などソーシャルワークの価
値・倫理への認識が役割遂行の重要な要因になる
との結論を導いている。
佐藤（2014）は、死を前にした患者へのソーシ

ャルワークにおいて、「対話する力」を重視する。
回復が見込まれない患者を目の前にしたとき、無
力感や抵抗感がソーシャルワーカーに生じてしま
う。それでも見捨てない姿勢を維持することは簡
単ではない。佐藤は、死にゆく患者と向き合い続
ける対話力について十分なトレーニングがなされ
ていないことを「緩和ケアにおけるソーシャル
ワークの最大の課題」（p.18）と指摘する。
欧米では、緩和ケアやエンド・オブ・ライフ・
ケア（EOL ケア）における支援者の「死への態
度」や「患者との対話力」を涵養する方法とし
て、マインドフルネスに注目が集まる（Watts et
al., 2021）。呼吸への気づきや身体ムーブメント
による各種瞑想法から構成されるマインドフルネ
スのプラクティスは、終末期を迎えた患者、そし
て EOL ケアに従事する専門職のストレスを緩和
し、今、この瞬間を共有する援助関係の構築にと
っ て 支 え と な る（Halifax, 2009, 2018；井 上，
2015；村川，2018）。マインドフルネスによるス
トレス低減は、思考、感情、記憶、身体感覚を俯
瞰的にとらえるメタ認知力を高め、コーピング・
メソッドの選択と導入をいち早く可能にするとこ
ろにその効果機序が存在する（越川，2013 ; Se-
gal et al., 2018）。
ストレス緩和のみならず、マインドフルネスは
患者、そしてソーシャルワーカーを含む専門家に
対して死生観に触れるスピリチュアルな洞察への
入り口を提供する。マインドフルネスのプラクテ
ィスがもたらす今、この瞬間、刻一刻と移り変わ
る心身の状態やまわりの事象への気づきは、患者
の死への恐怖、そして援助者の「完璧であらねば
ならぬ」という頑なさを共に緩めていく（池埜，
2019）。

「マインドフルネスは、私たちが死にゆく
プロセスと共にあるときにおこなうあらゆる
ことの核心にあるものです」（Halifax, 2009 :

31）。

マインドフルネスをベースにした終末期、緩和
ケアの医療従事者のための支援プログラムを開
発・展開する Joan Halifax はこう言い切る。Hali-
fax（2009）は、マインドフルネス実践によって
患者、医療従事者双方が自己への執着、独断的な
価値判断、そして結果への固執が緩み、言葉や概
念では表すことのできないまわりとの融合感や慈
しみの心性を得ることができると述べる。

Canda & Furman（2010）は、スピリチュアリ
ティに配慮したソーシャルワークを提唱する中
で、マインドフルネスを次のように説明する：

「私たちは、マインドフルネスや瞑想を治
療へ適用することは共感というスピリチュア
ルな徳に合致するものだと思っている。治療
の目標を、より深い霊的発達と結びつけたい
と願うクライエントにとって、瞑想は、狭い
意味での成果とともに、悟り（他の霊的な道
で理解されているような）霊的覚醒へ向けて
の探求を支えることができる。」（p. 496）

「なぜ自分なのか」「自分の人生に意味はあった
のか」「死んだらどうなるのか」。終末期の患者が
抱くスピリチュアルな痛みに応答できる言葉や概
念は限られている。何もかもが裸にさらされるよ
うな死の恐怖は、患者のみならず寄り添う側にも
苦悩を生じさせる。マインドフルネスは両者にと
って死を否認せず、自己と他者、患者と MSW
といった境界で閉ざされずに「今ここ」に共に存
在し、「共に在る」という純粋で透明度の高い援
助関係の構築を支えていくと考えられる。

4．研究方法

4.1．研究デザインと方法
研究方法は、ソーシャルワーク分野で検討され
てきた事例研究法にもとづく（岩間，2004）。ま
ず個別の実践事例の援助プロセスを追跡し、患者
の病状あるいはニーズの変化にもとづいてフェー
ズを設定した。次に各フェーズでの MSW によ
る全人的な視点からの見立て、判断、介入方法、
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そしてそれらの理論的背景と価値基盤を描写し
た。最後に、すべての情報をチームで共有及び省
察を繰り返し、患者の終末期から死、そして死後
に至る MSW の実践的な取り組みを抽出してい
った。
現在、終末期、緩和ケアにおける医療ソーシャ
ルワークの役割の明確化が求められている。特に
MSW の死に向き合う態度や臨床的なかかわり
は、十分に議論されていない。この状況におい
て、帰納的なパラダイムにもとづき、個別事例で
繰り広げられた実践の生々しい描写から患者の人
生の最終段階における MSW の立ち位置と今後
の実践的課題を浮き彫りにすることが重要である
と考えた。
具体的な手続きとして、最初に筆者ら（第 1、
第 2執筆者）の所属する急性期病院において、
MSW が終末期の緩和ケアにかかわり、医療ソー
シャルワークが患者の終末期を支える理論的視座
と実践的示唆に富んだ事例を選択した。第 2に、
選択した事例の MSW によるケース記録、訪問
看護記録、カルテ、複数回実施された心理アセス
メントのデータなどを熟読し、それらを時系列で
整理した。第 3として、この事例に直接かかわり
を持たない第 3執筆者（ソーシャルワーク実践の
研究者）が客観的な立場を保持しながら第 1、第
2執筆者と事例の省察を目的としたミーティング
を計 4回開催した（計 380分、1回平均 95分）。
ミーティングは録音及び逐語録化され、本事例
における MSW の動き、そして判断の根拠とな
る価値、理論、そして実践知に焦点を当て、終末
期、緩和ケアにおける MSW の実像を記録にと
どめていった。最終的に、上記の複合的な情報を
執筆者全員で精査し、本研究目的に資する患者の
死に寄り添う医療ソーシャルワークのあり方をま
とめた。

4.2．倫理的配慮
事例で取り上げた患者による生前の情報開示へ
の同意が明確であったため、当該医療機関の倫理
審査委員会によって「倫理審査の対象外」と判断
された。事例の患者は、終末期になって「自分の
ことで研究や社会に役立つことがあれば、個人情
報も含めてすべて開示し、使用してもらって構わ

ない」との意思を MSW 及び複数の医療スタッ
フに口頭で何度も伝え、文書でもその意思が遺さ
れている。
論文執筆上の倫理的配慮として、まず研究目的
から逸脱しない範囲で事例の一部を改編し、プラ
イバシーの保護に努めた。ケース記録等の文書
データは電子カルテの記録を用い、ミーティング
の録音データなどのデジタル・ファイルはすべて
暗号化によって守秘を徹底した。第 3執筆者は所
属が異なるため、筆者間のミーティングでは仮名
や仮称を用い、患者や家族が特定化されない配慮
がなされた。

5．結果①：支援プロセスの全体像

5.1．基本情報
第 1、第 2執筆者のこれまでの担当事例を精査
した結果、直腸がんに罹患後、肺転移から間質性
肺炎で亡くなった山田梅地氏（仮名）の事例が本
研究目的に照らし合わせて最も深い示唆が得られ
ると判断した。支援開始当時、山田氏は 50歳代
男性で配偶者との 2人家族であった。

V 年 4月、山田氏は、建設業の仕事中にはし
ごから転落し、右踵骨、第 4・第 5頚椎、第 1・
第 2胸椎の骨折で入院。右踵骨折への骨折観血的
手術が施行された。入院中の翌月（5月）に下血
が繰り返し確認され、下部消化管検査によって直
腸がんの診断（ステージⅡ）を受けた。
一旦退院後、山田氏は消化器外科に転科し、術
前の放射線療法、抗がん剤化学療法を経て同年 9
月に腹腔鏡下マイルズ手術に臨んだ。同年 10月
に退院後、左水腎症に伴う左尿管ステント留置な
どの治療が継続され、痛みを訴える日々が続く状
況にあった。

V 年 7月、山田氏は医療費の問題を主訴に地
域医療連携室を訪れ、第 1執筆者の担当ケースと
して受理した。初回面接の段階では山田氏はス
テージⅡで回復の可能性はあり、医療費をめぐる
ニーズ・ベースの対応が中心になると思われた。

5.2．支援プロセス
山田氏のがんの治療期から終末期、死後の支援
に至るソーシャルワーク実践は 4年にわたって展
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開された。支援プロセスの全容は表 1に集約され
ている（表 1参照）。筆者らの本事例の振り返り
から、6つのフェーズに支援を区分することによ
って、山田氏の容態の変化に沿ったソーシャル
ワーク実践を示すことが可能になると判断した。
それらは 1）生活支援、2）心理的支援－マイン
ドフルネスの導入、3）マインドフルネスの進展
とがんサロンへの参加、4）終末期における心理
社会的支援、5）看取り支援、そして 6）死後の
支援として表される。
以下、各フェーズにおける MSW の支援の実
際を描写する。

5.2.1．第 1期 生活支援（V 年 7月～W 年 11月）
V 年 7月の初回面接では、怪我による仕事の

喪失で経済的な不安があり、今後予定されている
放射線治療の受診方法（入院か外来）に迷いがあ
ると山田氏は切り出した。MSW は労災保険（以
下、労災）の適用範囲、高額療養費や医療費の分
割払いなどの情報提供を行った。その後、山田氏
が姿を見せることはなかった。
同年 11月、他の医療機関より、山田氏は離婚
し、親族を頼って地元に移住したが痛みがひど
く、筆者らの病院に入院希望を示している旨、連
絡が入った。山田氏は 11月末に地元から戻り、
12月に再来院した。直腸がんの治療中に妻の不
行状をきっかけに離婚、その後親族を頼るも関係
が悪く、引き返してきたとのこと。痛みが強く、
オピオイド系鎮痛剤も眩暈などの副作用でつらい
と訴えた。また、労働基準監督署から症状固定に

表 1 支援プロセスの全容

フェーズ 年月 医療支援 MSW による支援 山田氏の様子
第 1期 V 年 7月～

W 年 11月
・術前放射線化学療法
・腹腔鏡下 Miles 術
・尿管ステント留置
・眠剤、疼痛治療剤、非ステロ
イド性消炎鎮痛薬
・術後補助化学療法

生活支援：
•労災の適用範囲、高額療養費や医療費の
分割払いなどの情報提供
•リハビリによる労災維持の情報提供、身
体障害者手帳、障害年金、傷病手当金、
そして生活保護等の社会制度の調整およ
び情報提供

•怒り、好戦的態度
•セクハラなど不適切な行動

•MSW に対するがん再発への不安
など内面の辛さの開示

マインドフルネスの継続第 2期 W年12月～
X 年 5月

・ストーマ外来
・精神科受診
・外来リハビリ（他院）
・癌疼痛治療用散剤（頓用）

マインドフルネスの導入：
•メンタルヘルス状態のアセスメント（評
価尺度）
•マインドフルネスの指導
•訪問看護時のマインドフルネス実施体制
の構築

がんサロンへの参加第 3期 X 年 1月～
同年 4月

・呼吸器外科受診（肺転移疑） マインドフルネスの進展とがんサロンへの
参加：
•マインドフルネスの継続支援と疼痛対処
の共有
•がんサロンの紹介と参加継続への支援

感謝、優しさ、
思いやりの発露

第 4期 X 年 5月～
Z 年 2月

・労働災害症状固定
・肺転移の確定診断
・化学療法
・CV ポート増設
・持続性疼痛治療剤

終末期における心理社会的支援：
•予後の宣告への寄り添い
•地域医療連携室スタッフの協働によるフ
ォーマル、インフォーマルな受け入れ・
継続的な「聴き入る」支援 生い立ち、人生

経験の語り第 5期 Z 年 3月～
同年 8月

・胸膜癒着術
・化学療法の中止（本人都合）
・外来、訪問看護での補液点滴

看取り支援：
•マインドフルネスの継続支援
•死後支援の準備、関係者との協力関係の
構築
•看取りのための寄り添い

死への準備

第 6期 Z 年 8月～ ・救急外来受診
・睡眠鎮静剤投与
・病理解剖

死後の支援：
•病理解剖実施にかかわる意思決定へのア
ドボカシー支援
•倫理カンファへの参加
•遺骨の意思決定にかかわる支援
•家族との連絡調整（病理解剖・遺骨）
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よる労災の打ち切りが示唆され、山田氏は生活が
立ち行かなくなる不安を吐露した。
身体的痛み、離婚に伴う心的な傷つきと孤独
感、経済的困窮、そしてがん再発への不安など複
合的な問題が確認された。そのため、MSW は山
田氏への危機介入を念頭に生活基盤の構築に向け
た支援を再開した。
山田氏は常に苛立ちを隠せず、怒りとともに好
戦的な態度が顕著であった。些細なことで看護師
や事務スタッフに怒鳴り、セクハラともいえる不
適切行為も散見された。徐々に、山田氏の来院の
際には病院全体が緊張感に包まれるような状態に
陥った。

MSW との面接も緊迫した雰囲気に覆われた。
しかし、MSW は一人になった寂しさと将来への
不安が怒りに満ちた問題行動の背後に存在すると
見立て、山田氏を尊厳ある存在としてソーシャル
ワーク・アセスメントを継続した。その後、リハ
ビリテーションの継続に伴う労災の維持によって
当面の経済的不安を払拭し、身体障害者手帳、障
害年金、傷病手当金、そして生活保護等の社会制
度の調整・説明など、1年にわたる山田氏の生活
基盤の構築を支えていった。

5.2.2．第 2期 心理的支援－マインドフルネスの
導入（W 年 12月～X 年 5月）

W 年 10月に労災の後遺症診断による障害特別
支給金が交付され、山田氏は生活保護を受給せ
ず、傷病手当金とともに当面の経済的安定を得る
ことができた。この時期に至っても、山田氏は相
変わらず手続きで待たされると声を荒げ、女性ス
タッフへのからかいや不適切行為が続いていた。
一方、MSW との関係には変化が生じ始めた。
第 1期で見られた山田氏の好戦的な態度は影を潜
め、面接に漂う張り詰めた緊張感は徐々に和らい
でいった。MSW の前では怒りがトーンダウン
し、がん再発への不安、痛みのつらさ、将来への
悲観など自己の内面を吐露する姿が目立つように
なった。
山田氏の「怒り」の背景にあった不安と孤独を
読み取り、目に見える生活支援を展開した結果、
山田氏は少しずつ安心感を抱き、MSW に信頼を
寄せるようになったと考えられる。山田氏から痛

みと不安が相乗的に押し寄せることへの対処法を
求められたため、MSW は心理的支援に援助の焦
点を移行していった。
マインドフルネスの導入は W 年 12月となる。
質問紙調査によるメンタルヘルスの評価、そして
主治医との協議による精神科受診の結果から、マ
インドフルネスを山田氏に提供するメリットがあ
ると判断された。痛みと不安の対処法としてマイ
ンドフルネスの概要と手続きを紹介したところ、
山田氏は「やってみたい」と興味を示した。その
ため、院内の会議室に場所を移して山田氏、
MSW（第 1執筆者）、そして、導入予定であった
訪問看護師に来院してもらい、3人でボディ・ス
キャンの簡易版を試行した。初回のプラクティス
では下半身の痛みで 30秒もじっとしていられな
い状態であった。それでも、山田氏は「続けてみ
たい」と意欲を見せた。
山田氏の自宅は病院からほど近い。今後、訪問
看護終了後に来院してもらい、訪問看護師と
MSW あるいはそのときに参加できる地域医療連
携室スタッフと一緒に音声ガイドを用いてマイン
ドフルネスのプラクティスを続けていくことにな
った。結局、山田氏は週 2～3回のペースで来院
し、マインドフルネス実践を軸に長期にわたる
MSW との援助関係が維持されることになった。

5.2.3．第 3期 マインドフルネスの進展とがんサ
ロンへの参加（X 年 1月～同年 4月）

5.2.3.1．マインドフルネスの進展
当初は、院内で行っていたマインドフルネス・
プラクティスも訪問看護内で行うようになった。
集中度に波はあるものの、山田氏は呼吸瞑想（15
分）あるいはボディスキャン（10分）に取り組
む姿勢を見せた。自宅でもマインドフルネスを経
験できるようになり、「過去のフラッシュバック
（妻の不行状）や身体への不安がちょっと和らい
できた」といった感想も聞かれた。
マインドフルネス導入から 3ヶ月ほど経つと、
山田氏は「不安から精神的な怖さが出てくるが、
マインドフルネスを訪問看護師さんと一緒にやっ
ているときは忘れられる」「マインドフルネスを
する前は前向きになれなかった。でも、今はどう
やって生きていこうかと考えるようになった」な
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どの効果が語られるようになった。
同時期、山田氏はマインドフルネスによる疼痛
感覚の変化を報告している。「お尻の痛みに耐え
難かったが、今は痛みがお尻全体ではなく肛門の
あたりに集まってきた感じ。こっちの痛みのほう
が対応しやすい」とのことであった。
マインドフルネスは、痛みへの受容的な注意に
よって自動的な不安や怒りなどの感情反応を抑制
する効果が期待される（Smalley & Winston,
2010；山本・中井，2021）。山田氏は、痛みをき
っかけに不安や怒りの感情に支配されるパターン
が続いていた。しかし、マインドフルネスの経験
から痛みに落ち着いて対応し、自然に想起される
思いや感情に圧倒されないようになったことがわ
かる。その結果、自己効力感を再獲得し、未来志
向の心情が生起してきたと推測される。
その後、山田氏はマインドフルネスを通じて冷
静さを維持し、「マインドフルネスで楽になるし、
落ち着く」「マインドフルネスは最後の望み」「マ
インドフルネスは俺の拠り所」といった言葉が頻
繁に発せられるようになった。山田氏は、この頃
から一人で近くの浜辺や神社に行き、マインドフ
ルネス瞑想を実践するようになっている。海の波
音に心を込めて耳を澄ませ、瞑想に勤しむ機会が
増えていった。

5.2.3.2．がんサロンへの参加
W 年 3月、山田氏は MSW（第 2執筆者）がフ

ァシリテーターを務める地域型「がんサロン」へ
の参加も果たした。MSW との間で情緒的な落ち
着きが見られたこの時期、がんの再発不安や孤独
感の緩和を目的としてがんサロンを山田氏に紹介
したところ、山田氏は何の前触れもなくがんサロ
ンに姿を現した。
がんサロンは月 1回 2時間、病院からほど近い

ショッピングモールの一室で行われていた。地域
に開かれたサロンで、毎回 15名から 30名ほどの
がんサバイバー（以下、サバイバー）が参加す
る。サロンの目的は、医療情報の提供というより
も、地域のケアマネジャー、薬局の薬剤師、訪問
看護師、そしてボランティアスタッフなども参加
してサバイバー同士のつながりを支え、サバイ
バーの「安心の場」となるコミュニティ形成にあ

った。
初めてサロンを訪れた山田氏は、斜に構えるよ
うな態度を見せた一方、自己紹介の際にはがんに
罹患したことや予後を怒りに任せて話し、参加者
を驚かせた。連なる喪失体験から、がんサロンの
参加者はどこまで心許せる人々なのかを試そうと
いう意図がうかがえた。
それでもがんサロン終了後、山田氏は感慨深げ
に、真顔で「ここにいる人は本当にみんながんな
んや…」と MSW につぶやいた。その表情から、
がんになったのは自分だけではなく、「身近にこ
れだけ多くのサバイバーがいるのだ」という事実
に「目からうろこ」の心情を抱いたことを読み取
ることができた。この時に、NPO 法人のがん患
者団体（以下、患者団体）の支援者との出会いも
果たした。

5.2.4．第 4期 終末期における心理社会的支援
（X 年 5月～Z 年 2月）

X 年 4月に CT 検査によって肺転移が確認さ
れ、山田氏は再び抗がん剤治療の選択を迫られ
た。翌 5月の MSW との面接では、山田氏は
「抗がん剤を使用して、最大 30ヶ月と言われた」
と語った。「最後は井上さん（第 1執筆者）に任
せます。今月は 2回入院しないといけない。つら
いな」と暗い表情で話し、死を間近に感じとった
様子であった。
余命宣告に直面したにもかかわらず、第 1期に
見られた怒りに満ちた山田氏の姿はなかった。気
分にムラはあったものの、総じて落ち着きと穏や
かさが目立ち、この頃から「感謝」という発言が
聞かれるようになった。同月の面接で、「今、み
んなに支援してもらっていることにとても感謝し
ている」と話す山田氏の穏やかな表情は印象的で
あった。
この頃、山田氏はマインドフルネスの効果をし
きりに伝えた。「昨日は怒り狂うことがあったけ
ど、自分の気持を抑えることができた。マインド
フルネスの効果かな」「自分自身が穏やかになっ
ているのがわかる。以前は誰もサポートしてくれ
なかったけど、今はマインドフルネスがあるし、
がんサロンもある」「最近怒ることが少なくなっ
た。これも効果かな。不安はあるけどやっていこ
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うと思う」といった発言が、この時期の面接記録
に記されている。

X 年10月、がんサロン初回参加から半年ほど経
った頃から、山田氏はがんサロンで他の参加者へ
の思いやりの姿勢を見せるようになった。不慣れ
な参加者にお茶やお菓子を勧める。涙がとまらな
い参加者の横で話を聞き続ける。1回しか来なか
った参加者を思い浮かべて「あの人どうしている
かな」と気遣う。怒りから優しさ、利己的から利
他的行為への変容は、山田氏の最期まで続いた。
「こんなにも信頼できる人に出会ったことがな
かった。状況は悪いけど、悪いことばかりじゃな
い」。山田氏は感慨深げに感謝の気持ちをがんサ
ロンで話すようにもなった。虚勢を張らず、怒り
の鎧を脱ぐことで本来の自分とつながり、自分の
「仕舞い方」に向き合えるような場をがんサロン
に見出していったと考えられる。

X 年から Y 年全般にわたって、山田氏は週 2
回ほどの訪問看護とマインドフルネスのプラクテ
ィス後に必ず来院し、通常診察と併せると週 3回
ほどはアポもなく、MSW を訪ねて来ることが常
態化した。第 1、2執筆者が対応できない場合は、
地域医療連携室内の他の MSW や事務スタッフ
と雑談して帰っていくこともあった。話す時間は
数分から 1時間近くになることもあり、内容は日
常のことから生い立ちや人生経験に及ぶこともあ
った。
地域医療連携室は、業務に支障がでない範囲で
山田氏を受容していく方針をとった。時間を区切
りながらも、できるかぎり山田氏の語りに耳を傾
ける姿勢をスタッフ全員で維持するように心がけ
た。この方針は、告知後の山田氏の様子から、い
かなる話であっても「聴くこと」で不安と孤独感
を緩和し、人生の統合を支えるという見立てから
導き出されていたものであった。

5.2.5．第 5期 看取り支援（Z 年 3月～同年 8月）
Z 年 1月、山田氏の意思で抗がん剤治療を中止
した。日常生活が送れないほど副作用が強く、体
力の消耗が激しいためであった。その 2ヶ月後の
3月、血痰及び喀血が確認され、胸膜癒着手術を
実施。3月末から約 10日間の入院となった。
その後、山田氏は入院せず、訪問看護を受けな

がら自宅で過ごすことを選択した。マインドフル
ネスは訪問看護時に継続。プラクティス中、集中
できずにスマホを見てしまうことも増えた。しか
し、「マインドフルネスがなければここまで来る
ことはできなかった」と言って、車の運転を止め
ず、浜辺での瞑想を続けていた。がんサロンへの
参加は Z 年 4月が最後となった。
遡って Z 年 2月ごろから山田氏は死への準備

を自ら重ねていった。自宅（借家アパート）、携
帯電話、家財道具、車の処理の根回しを行い、
MSW にその情報を伝えた。また、過去に葛藤が
あって長年会っていない妹には死後に連絡してほ
しくないこと、海への散骨、さらに病理解剖の受
諾などの意思が MSW に示された。
同年 7月、MSW は連携関係にあった弁護士、
がんサロンで関わりを持った患者団体の役割を山
田氏に紹介・説明した。弁護士は紹介した患者団
体の顧問弁護士でもあった。そのため、無償で対
応してもらうことができ、遺言書と死後事務委任
契約書の作成の提案を受けた。このとき、山田氏
は「色々話ができてよかった。肩の荷が降りたよ
うな気がする」と安堵の表情を見せた。
その後、8月に入って胸痛、呼吸困難、倦怠
感、吐き気、食欲不振が続く中、それでも山田氏
は入院を拒否し、自宅での投薬及び点滴を希望し
た。同月 22日午前、訪問看護師が山田氏の傾眠
傾向を確認し、入院を強く進めた結果、一度は拒
否したが、同日夜間帯に山田氏は自力で車を運転
して来院。即入院となった。同日、病棟ベッド上
で、訪問看護師、MSW、患者団体の支援者が見
守る中、弁護士が作成した死後事務委任契約書、
生前寄付書、散骨同意書、緩和ケア計画書に山田
氏は自力で署名した。
「約束通りに頼む。色々ありがとう」。これが山
田氏の最期の言葉となった。同日 21時、山田氏
は MSW や看護師らに看取られ、息を引きとっ
た。

5.2.6．第 6期 死後の支援（Z 年 8月～）
山田氏の遺志となった病理解剖と散骨にあたっ
て、倫理的なジレンマに直面した。病理解剖は死
体解剖法第七条に遺族の承諾を定めており、山田
氏の遺志に反して妹への連絡が病理解剖を行うた
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めには必須となった。この件で病院内の臨床倫理
カンファレンス（以下、倫理カンファ）を開催し
た1）。倫理カンファにはがんサロンで病理解剖の
講演を行い、山田氏から病理解剖を口頭で依頼さ
れた病理解剖医にも出席を求めた。この医師は、
山田氏の病理解剖への意思を直接聞いており、解
剖の実施を推奨した。倫理カンファではその後検
討を重ね、最終的に妹に連絡をとる方向で意見が
まとまった。
結局、妹の連絡先の特定に手間取り、間に入っ
た伯父の了承によって病理解剖の実施が決まっ
た2）。解剖後、ようやく伯父から連絡を受けた妹
から MSW に電話が入り、「遺骨の一部を送って
ほしい。父母の墓に入れたい。写真もあればあり
がたい」との希望が示された。
散骨への山田氏の遺志と分骨を望む妹と思いと
の交錯は、新たな倫理的葛藤を生んだ。分骨の可
否は、結局、面接中やアポなしで立ち寄った際の
山田氏の語りを紡ぐことで結論が導かれた。
終末期に入り、山田氏は子ども時代のこと、両
親との関係について、断片的ながら時折 MSW
に話していた。数ある話の中で、山田氏は「唯一
おやじだけには頭が上がらない」と父親への尊敬
の念を表していたことがあった。その他の語られ
たエピソードを丹念に振り返った結果、葛藤状況
にあると思われた原家族との関係は破綻しておら
ず、終末期に見せた山田氏の思いやりや感謝の念
は原家族にも向けられていたとの結論に至った。
死後支援を担当した患者団体、弁護士とも協議の
上、最終的に患者団体は遺骨の一部と MSW か
ら預かったがんサロン時の山田氏の写真を妹に送
付した。

6．結果②：事例分析

以上、MSW、地域医療連携室スタッフ、訪問
看護師、患者団体、そしてがんサロンとのつなが
りによって、山田氏はあるがままの姿が受けとめ
られ、終末期には穏やかで人を気遣う姿に変容し
ていった。そして、MSW、患者団体にすべてを
委ねる意思決定を示すことになった。
事例分析は、標準化尺度の評価結果に加え、筆
者らの本事例に対する省察の結果、3つの観点か

ら終末期、緩和ケアにおける医療ソーシャルワー
クへの実践的示唆が得られると判断した。それぞ
れ、「ソーシャルワークの価値を念頭に置いた初
動」、「マインドフルネスによる『共に在る』援助
関係の構築」、そして「本来の自分の発露を促し
た安心のがんサロン」として表され、以下詳述す
る。

図 1 日本語版 McGill Pain Questionnaire

図 2 日本語版 HADS

図 3 日本語版 EORTC QLQ-C 30
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6.1．標準化尺度の結果
山田氏の疼痛及びメンタルヘルスの状態を把握
するため、標準化尺度による評価を計 3回実施し
た。それぞれ W 年 12月 19日（マインドフルネ
ス導入直前）、X 年 2月 27日（マインドフルネ
ス導入後 2ヶ月）、そして X 年 5月 23日（肺転
移に伴う余命告知直後）に実施している。結果
は、図 1～3として示される（図 1～3参照）。
尺度は、院内の精神科医のアドバイスに従い、
がん患者の疼痛及び精神状態の把握によく用いら
れるものを選択した。それらは、1）主観的な身
体的痛み：日本語版 McGill Pain Questionnaire
（長谷川ら，1996）、2）抑うつ及び不安：日本語
版 HADS（Hospital Anxiety and Depression）（入
田ら，1997）、そして 3）がん患者の QOL：日本
語 版 EORTC QLQ C-30（European Organization
for Research and Treatment of Cancer Quality of
Life Questionnaire 30）（下妻，2001）の 3種類と
なる。
結果として、マインドフルネス開始後 2ヶ月を
経て疼痛は全般的に若干低下し、不安レベルは変
化がなかったものの、抑うつの改善が見られた。
また、QOL における身体的活動性の上昇が見ら
れ、活動の幅の広がりがうかがえた。また、がん
の肺転移と告知による余命宣告にもかかわらず、
3回目の評価では疼痛及び不安、抑うつレベルで
さらなる改善が見られた。症状の進行に伴う身体
的活動性や不眠における悪化は見られるものの、
総括的 QOL の値は過去の 2回の結果を凌ぐ改善
を示した。

6.2．ソーシャルワークの価値に根ざす初動
山田氏の場合、支援第 1期ではいらいら感や怒
りが表出し、好戦的態度が明白な患者であった。
山田氏の来院によって病院全体が緊張に包まれ、
いわゆる「困難ケース」「大変な患者」というイ
メージが院内で作られようとしていた。

MSW も山田氏との面接では緊張を強いられ
た。しかし、当初から念頭に置いたのは山田氏の
尊厳の尊重であり、非協力的な患者であっても
「置き去りにしない」というソーシャルワークの
価値であった（林，2011）。この価値を胸に、全
人的視点にもとづく統合的アセスメントを進める

中で、山田氏の怒りの意味に着目していった。
山田氏は、仕事、配偶者、健康を一時期に喪失
し、原家族や親族とのつながりも再生することは
できなかった。そして、孤独と死への不安が錯綜
する中で、いかなるものにも関係性を見いだせな
いスピリチュアルな痛みが山田氏の怒りの根底に
あると推測された。時折ぶっきらぼうに「天涯孤
独や！」と話す山田氏。この発言や怒りの態度に
は、「誰にも必要とされていない」「生きていても
仕方がない」という思い、関係性が絶たれていく
ことへの不安とやるせなさが存在すると判断し
た。
「関係性の喪失による孤独」「実存にかかわる苦
悩」という見立てを軸に、MSW は山田氏の怒り
や好戦的な態度に翻弄されず、山田氏の本来の姿
を共に探索できるように受容的な態度を維持し
た。この点は、初動において MSW が最も重視
した点である。結果として、MSW は緊張しなが
らも山田氏のニーズを丹念に聴き入り、第 1期の
生活支援を展開できたと振り返る。傷病手当金や
労災の障害特別支給金など目に見える支援が得ら
れたことに加え、受容的で「見捨てない」態度か
ら、山田氏にとって MSW は少なくとも「裏切
らない人」として映ったのではないだろうか。山
田氏は、その基本的な信頼感から徐々に安心感を
抱き、本来もっていた穏やかで人懐っこい姿に戻
ることができたと考えられる。
尊厳の尊重という価値、そして山田氏の怒りの
背後にある孤独と悲しみという見立ては、MSW
から地域医療連携室のスタッフ、訪問看護師、が
んサロンのスタッフである薬剤師、ケアマネジ
ャーや患者団体へと伝達、共有された。そして、
アポなしで訪問してくる山田氏を受けとめようと
する地域医療連携室スタッフの対応は、他の医療
スタッフにしばしば目撃されるようになった。
「難しい患者ではあるが、いざとなれば MSW に
対応してもらえる」という安心感が院内に浸透し
始め、肩の力を抜いて山田氏に対応する医師や看
護師が増えていった。
終末期の緩和ケアの段階では、MSW 及び地域

医療連携室は「安心の居場所」となり、病院が治
療のみならず、山田氏にとって「人とのつながり
の場」と変容した。少なくとも週 2回、まるで
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「商店街」を歩くように山田氏は院内の医療スタ
ッフに語りかけ、「スナック」にふらっと立ち寄
るように地域医療連携室に顔を出した。
たわいもない話に散りばめられた山田氏の人生
の断片は、その折々に出会ったスタッフに受けと
められていった。その結果、孤独に苛まれず、少
しずつこれまでの人生を振り返り、山田氏の中で
統合されていく機会になったと思われる。実際、
アポなしの何気ない会話の中に山田氏の生い立ち
や原家族との関係を垣間見るエピソードが多数含
まれ、後々の病理解剖や遺骨の扱いを判断するた
めの貴重な示唆にもつながっていった。

6.3．マインドフルネスによる「共に在る」援助
関係の構築

筆者らはマインドフルネスを指導する国際資格
を保有している3）。今回、山田氏との信頼関係が
芽生え始め、心理支援の必要性が高まってきた段
階（第 2期）で、マインドフルネスを不安とスト
レスの対処法として導入した。山田氏は疼痛コン
トロールと不安抑制に効果を実感し、その後亡く
なる直前までマインドフルネスを実践し続けた。
マインドフルネスを導入できたのは、MSW の

1年以上にわたる生活支援を通じて培われた山田
氏との信頼関係の賜物であったと振り返る。傷病
手当金の申請など山田氏の社会的、経済的苦痛へ
の支援を積み重ねた結果、山田氏はわずかでも防
衛を緩めて MSW を迎え入れるようになった。
他職種では踏み込みにくいアクション、すなわち
医療ソーシャルワーク固有の資源調整や生活支援
における機動力が山田氏の終末期、緩和ケアの土
台となる援助関係を形作ったと思われる。
呼吸や身体感覚に意図的な気づきを向ける習慣
は、過去のネガティブな記憶や死への不安に圧倒
されない心の状態、いわゆる脱中心化による認知
変容を促したと見られる。その結果、疼痛をきっ
かけにネガティブ思考が渦巻くパターンに変化が
生じ、山田氏に多少なりとも心理的な安定が生ま
れたと考えられる。山田氏は最期まで「自分にと
っての拠り所」と述べ、マインドフルネスを手放
そうとはしなかった。
マインドフルネスは、認知レベルの介入法にと
どまらない。プラクティス後、MSW や訪問看護

師のマインドフルネス体験も山田氏と共有され、
プラクティス中に生じた自動的な考えや思い、さ
らには身体感覚の変化を互いに分かち合う時間も
もたれた。マインドフルネスでは、すべての体験
が許され、「いい・悪い」で判断されず、ありの
ままの姿が受容される機会となる。何があっても
肯定的に受け入れられる経験が積み重なることで
許しの気持ちや人への思いやりが回帰し、山田氏
は徐々に怒りの鎧を脱ぐことができるようになっ
たと思われる。
藤井（2019 a）は、死に伴う悲嘆に寄り添うた
めには、支援者の人間性や価値観を含む態度、す
なわち「あなたはその人の在りのままを受け入れ
ることができるか」（p.215）という問いへの応答
が必要であり、「私は何もできないけれども、あ
なたの傍におらせてほしいという態度」（p.215）
が欠かせないという。筆者らは、マインドフルネ
スの経験を重ねることで、専門家であると同時に
一人の「人」として「今、この瞬間」に在り、あ
るがままの自他を迎え入れるような身体感覚が生
じるようになったことに気づく。
マインドフルネスが涵養する「今ここ」に心を
寄せる姿勢は、一瞬一瞬にその人の豊かな実存が
備わっているという智慧の創出につながる。刻々
とあらゆるものが移り変わり、すべては自分でコ
ントロールできるとは限らないこと、そしてまわ
りとつながりによって「生かされている」という
体現化された共生感を MSW は抱くようになっ
た。死が徐々に近づく中、山田氏との援助関係に
は、何かを提供しようという気負いは薄れ、山田
氏と「共に在る」瞬間の豊潤さに自然と引き寄せ
られていく感覚が生じていた。
この感覚は、アポ無しの呼び出しを受けても本
質的には変わることはなかった。終末期の緩和ケ
アの段階では、山田氏との関係性そのものが「今
ここ」に気づく基点となり、山田氏、MSW 双方
の思いが共鳴していく時間になっていたと振り返
る。
マインドフルネスを通じて生まれた「生かされ
ている」「共に在る」という体現化された感覚は、
「何かを与えねば」という支援者としての焦燥感
を拭い落とす。そして、「何もできないけれども
ここにいていい」という MSW の肌感覚は、
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Canda & Furman（2010）のいうマインドフルネ
スが育てる「死を否認しない態度」の創出につな
がったと思われる。その結果、死期が迫り、変わ
りゆく山田氏の姿を目の前にして、「大丈夫、安
心して後は任せてください」という言葉が偽りも
苦しみもなく、自然と我々 MSW の口から発せ
られたのではないかと推察する。

6.4．本来の自分の発露を促したがんサロン
筆者ら（第 1、2執筆者）の所属する病院は

2008年より地域がん診療連携拠点病院となり、
2010年より MSW が中心となってがんサロンを
開催している。当初は院内で行われていたがんサ
ロンを地域密着型に移行すべく、2015年より場
所を地域のショッピング・モール内に変更した。
また、地域との繋がりの強化、マンパワー不足の
解消の為に地域医療機関や訪問看護ステーショ
ン、調剤薬局などにも声かけを行い、地域協働型
での開催とした。その結果、院内のときよりも多
くのサバイバーに参加してもらえるようになっ
た。
支援プロセスで述べたように、このがんサロン
は、治療やケア方法の情報提供を主目的とはしな
い。「題目のつけられない時間」、すなわちサバイ
バーと多職種の支援者が共に在ること、一緒に生
きる時間を目指す。あえて「枠のなさ」を許容
し、サバイバーの自由な語りや寄り添いを大切に
してきた。MSW のがんサロン運営経験とマイン
ドフルネスの耕しから、今、この瞬間を大切にし
ながら、互いのつらさの共有と絆の発露がサバイ
バーの不安の緩和と人生の統合に不可欠であると
確信し、このスタイルを継続している。
構造化されない分、グループ内では予想外のこ
とが起こることも少なくない。強い悲嘆感情の吐
露や感情の高ぶりがもたらすメンバー間の葛藤も
生じ、ファシリテーターとしては常に緊張がつき
まとう。その意味で、この運営スタイルをとるに
は信念とスキル、そして勇気が必要となる。
しかし、サバイバーからの声かけや反応は、い
つも我々支援者の不安を払拭してくれるに余りあ
るものとなった。サバイバーの語る人生観や死生
観は、一人ひとりの生きてきた軌跡と出会いの奇
跡としてグループ内で反響されていく。メンバー

との相互交流によって、発話者は個々のエピソー
ドに潜む感情や思いに気づき、自分に取り込み、
やがて自分の「人生の仕舞い方」を固めていく。
山田氏は、最初は怒りの殻で自分を守り、自分
のポジショニングを模索しながらもサバイバーの
輪にとどまり続けた。MSW は、山田氏の怒りや
挑発に対抗せず、対処してきた努力やその成果を
尋ねながら、常に山田氏の対処力を称賛するよう
に心がけた。
山田氏は、徐々にメンバーとのつながりを築
き、怒りの矛を収めるようになった。山田氏が予
後を話し、「俺はもうすぐ死ぬんや」と投げやり
になっても、他のサバイバーは「そうね、いつか
は来ることやね」と静かに、優しく、あるがまま
に受けとめていく。山田氏は、自分をまるごと受
け入れてくれるサバイバーの姿に最初は虚をつか
れたような様子であった。しかし、やがて終末期
には自分の殻を取り去り、山田氏の根底にあった
本来の姿である穏やかさと思いやりのある利他的
な行動が現れるようになった。2年以上にわたっ
て、ほぼ皆勤でがんサロンの参加を果たしたこと
を思うと、このがんサロンは山田氏にとって安心
の拠り所になっていたと考えられる。

7．おわりに：「一人称の支え」を体現す
る医療ソーシャルワークへ

Halifax（2009）は、死にゆくプロセスに寄り添
うとき、往々にして支援者は「良い死」や「尊厳
ある死」を目標にしてしまうことを危惧する。こ
の目標は、支援者にプレッシャーを与え、患者や
家族にも微妙な強制力を生じさせてしまうとい
う。何よりも「良い死」や「尊厳死」は支援者側
の作る物語であり、死の真実から目を背ける支援
者自身の防衛でもあると述べている。

「ホスピスで働いていたある年配の人が、
あるとき私にこう言いました。『死を前にし
た人の家に入る前に、自分の知っていること
を全部、車に置いて行くようにしています』
と。『知っている』ふりをすることは、ただ
自分の恐れを覆い隠しているだけなのです」
（Halifax, 2009 : 45）。
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「何も知らない」という初心で患者に向き合う
態度こそが、死にゆく人々と共に在るために必要
であると Halifax は強調する。
さらに藤井（2018, 2019 b）は、死に直面し、
実存にかかわるスピリチュアルな痛みを抱く患者
は、自分自身に向けられた答えの出ない問い、す
なわち「私の死」であり「なぜ私なのか」という
一人称の視点で苦悩しているという。その主観的
痛みは、二人称や三人称の立場からアドバイスを
して救えるような苦悩ではないと主張する。一人
称の視点で患者と共に在る態度の表出、それは自
分の限界を認識し、自分の中にある「寄り添いた
い」という思いを心にとどめながら、知識や技術
で覆った鎧を手放すことに通じる。そして、一人
の人間として「今ここ」に心をとどめ、患者の話
を「聴く」ことに他ならない。
「何も知らない」という初心、そして一人称の
支えはいかに涵養され、死にゆく患者の寄り添い
に織り込まれていくのか。この点が終末期、緩和
ケアにおける医療ソーシャルワークの構築におい
て欠かすことのできない側面となる。これは、上
白木（2018）が量的にとらえた「死への態度」の
質的描写に通じると思われる。病院内にとどまら
ず、本稿で取り上げたような「がんサロン」の持
続的な運営と安心の場作り、あるいは他職種との
連携において、一人称の支えを体現しようとする
MSW のプレゼンスは、患者のトータル・ペイン
に寄り添う医療ソーシャルワークの発展に不可欠
となるだろう。
筆者らは、社会関係の調整によって山田氏の社
会的、経済的な痛みに向き合った。そこで培われ
た信頼は、マインドフルネスによってさらに醸成
されていった。「今、この瞬間」に「共に在る」
大切さを身体で感受しながら、MSW として援助
関係を山田氏と共に織り成していくことができ
た。山田氏の終末期に至り、援助関係はやがて人
と人とのつながりとなり、互いに支え、支えられ
る関係になっていたと振り返る。
このプロセスは、藤井氏のいう「一人称の支

援」に該当するかどうかはわからない。しかし、
少なくとも 4年にわたるかかわりの中で、山田氏
が本来持っていた優しさや思いやりが発露し、死
後の支援も含めた人生をそっくりそのまま彼から

委ねてもらえるような援助関係に成熟したと振り
返る。
山田氏に向けて、「私たちのところに来てくれ

てありがとう」「いつも一緒にいてくれてありが
とう」という身体から湧き起こる思いを今も抱き
続けている。このような「尊厳を認め合うことの
相互性（心の相互性）」（葛生，2011 : 138-40）
は、MSW としての倫理を逸脱した心情や行為で
は決してない。この体現化された「共に在る」実
践に、終末期、緩和ケアにおける医療ソーシャル
ワークの可能性の一端を見出すことができると考
える。
先行研究でも述べたように、第 1筆者はこのよ
うな「クライエントに寄り添い、関わり合う関係
性」をソーシャルワークの方法論的価値として位
置づける。この価値を具象化する方法としてマイ
ンドフルネスが有効であったと振り返る。
当然のことながら、マインドフルネスのみが終
末期、緩和ケアにおける「一人称の支援」や、
ソーシャルワークの方法論的価値を体現するわけ
ではない。マインドフルネスは決して万能ではな
く、その方法や適用については有害事象も含めて
慎重に検討されなければならない（Van Dam et
al., 2013）。今回、精神科医との連携のもと、筆
者らのマインドフルネス指導経験も踏まえて、山
田氏への導入を判断した。スピリチュアリティに
配慮したソーシャルワークのあり方が議論される
中（藤 井，2018 ; Canda & Furman, 2010；安 井，
2018）、今後一人称の支援がいかに医療ソーシャ
ルワークにおいて具現化していくことができるの
かを考えていく必要がある。
社会的、経済的支援、転院や退院調整など、伝
統に裏打ちされた医療ソーシャルワークの独自性
は、終末期、緩和ケアにある患者や家族の希望と
安心につながる貴重な支えになる。この独自性を
早期の介入基盤としながら、本研究が、ACP の
プロトコルや終末期ケアのガイドラインには反映
されない死にゆく人に向き合う MSW の態度、
そして援助関係を軸にした終末期における医療
ソーシャルワーク実践を深化させるための端緒に
なることを願う。何も道具を持たない、藤井
（2019 b）の言葉を借りれば「丸腰」の MSW で
あるからこそ、患者のトータルペインとは何か、
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死に寄り添う態度とはどのようなものか、「聴く」
ことの意味とは何か──これら価値の体現に資す
る支援のあり方を発信していく固有性と責務を
MSW は有していると考える。

追記
遺骨の一部と写真を山田氏の妹に送付した後、妹か

ら MSW に電話が入った。「兄がこんな顔をして笑って
いたなんて思いませんでした。私たちには見せなかっ
た顔です」とのことだった。
その後しばらくして、妹から地元特産の「お芋」が

送られてきた。「兄がそうしていたみたいなので」。同
封の手紙にはそう記されていた。MSW が患者団体に託
し、送付した写真には、「お芋」を差し入れる山田氏の
笑顔が収まっていた。

注
１）第 1、第 2筆者が所属する医療機関は、2016年よ
り「臨床倫理コンサルティングチーム（以下、倫
理チーム）」が活動している。倫理チームの活動目
的は、1）患者の最大限の利益の追求、そして 2）
医療ケアチームの負担の軽減であり、年間約 30件
の倫理カンファが開催されている。

２）死体解剖保存法第七条には「死体の解剖をしよう
とする者は、その遺族の承諾を受けなければなら
ない」とされているが、その遺族の範囲は明確に
定められていない。

３）筆者らは、国際マインドフルネス認定指導者協会
（ International Mindfulness Teachers Association :
IMTA）の資格を有するマインドフルネス指導者で
ある。
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New developments of medical social work
in the stage of end-of-life or palliative care :

A case study of a mindfulness-based approach
to work with a client’s death

Yasuaki Inoue*1, Hiroko Tamano*1, Satoshi Ikeno*2

ABSTRACT

Based on a case study method, this paper sheded a light on the role of medical social
workers (MSW) in an acute care hospital at the phase of end-of-life or palliative care by ex-
amining their attitudes toward patients’ death and the transformational process of their thera-
peutic relationship with a cancer patient. The role of MSW in end-of-life care remains am-
biguous. On the other hand, the social work value system that aims to work with total pain
from whole person perspective should be considered for the establishment of the advance care
planning procedure. This case study thoroughly described the social work practice that led by
a mindfulness-based end-of-life care. The result of the study delineated the importance of the
fully being with clients as a practical value that should be embodied in the medical social
work to work in the end of life or palliative care settings.

Key words : end-of-life care, Advance Care Planning (ACP), medical social work, mindful-
ness, cancer caring salon

＊1 Social Worker, Regional Medical Liaison Office, Nursing Department, National Hospital
Organization Beppu Medical Center

＊2 Professor, School of Human Welfare Studies, Kwansei Gakuin University
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1．序章

国内におけるマインドフルネスの普及ととも
に、学校教育にもマインドフルネスの導入が試み
られるようになった。そのねらいは、主にストレ
ス低減、集中力向上、そして情動調整といった生
徒の心理・行動的な側面の安定にあり、医療や心
理臨床領域で用いられるマインドフルネスの技法
を子ども向けに改良して実践に移されようとして
いる（芦谷ら，2017；飯島ら，2018）。欧米でも
学校教育にマインドフルネスが浸透し始め、マイ
ンドフルネスの指導者養成や学校への指導者派遣
を行う団体が設立されている（Mindful Schools,
2021 ; MiSP, 2021）。
アメリカを拠点とする NPO 法人“Inward

Bound Mindfulness Education（iBme）”は、十 代
の青少年（ティーン）や大学生を対象にしたマイ
ンドフルネス・リトリート・プログラム1）を展開

する。iBme は、2010年にワシントン DC の非営
利団体として登録された。iBme の主眼は、指導
者らの体現化された慈しみ（コンパッション）の
心性をベースにした「器（container）」にティー
ンを迎え入れ、ティーンたちが心身の共鳴関係を
通じて人とのつながりを感受しながら公平性、多
様性、そして社会正義といった価値を内在化する
ことのできる場の創造にある（iBme, 2021）。
マインドフルネスの展開が期待される教育の文
脈において、iBme の取り組みは異彩を放つ。
iBme は、マインドフルネスを心理ケアあるいは
学校への適応を促す道具とは見なさない。iBme
が発信するプログラムは、安心感に満ちた輪の中
で自己を深く見つめ直し、社会正義に資する自己
の存在価値を獲得できるようにティーンたちを支
えていく。iBme にとって、マインドフルネスと
は教育の本質を見つめ、この社会で生きていく意
味を見いだすために欠かせないティーンにとって
の「安心のベースメント」を構築することに他な

〔論 文〕

マインドフルネス・リトリートによる青少年のための教育実践
－“Inward Bound Mindfulness Education（iBme）”による
コンパッションに根ざした多様性包摂の試み－

内 田 範 子＊1、池 埜 聡＊2

要約：
本稿の目的は、NPO 法人“Inward Bound Mindfulness Education（iBme）による青少年のためのマインドフ

ルネス・リトリート・プログラム（ティーン・リトリート）に焦点を当て、その実践的特徴を浮き彫りにす
ることにある。方法は、文献レビューおよび筆者の iBme における実践経験の省察を用いた。結果として、ま
ず iBme の組織運営、ティーン・リトリートの基本構造、そして実証研究にもとづく効果検証が整理された。
実践の特質として、1）大人が提供するティーンを包摂するための器（container）の形成、2）アダルティズム
への洞察と実践への反映、そして 3）ティーンを包摂するファシリテーション方法として表わされる 3つの側
面を抽出した。本研究によって明らかにされた iBme の取り組みは、国内における今後の教育分野でのマイン
ドフルネス実践を考案していくための一助になることが期待される。

キーワード：マインドフルネス、教育、青少年、iBme、社会正義、アダルティズム

─────────────────────────────────────────────────────
＊1群馬県スクールソーシャルワーカー
＊2関西学院大学人間福祉学部教授
１）ここで言うリトリートとは、住み慣れた場所を離れ、数日から数ヶ月にわたってマインドフルネス瞑想を集中的
に経験する宿泊型のプログラムを表す。
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らない。
iBme は、Ergas（2019）の分類にもとづくなら
ば、現行の教育体制の中でうまく適応できるよう
に子どもや青少年を支えようとする「教育におけ
るマインドフルネス（mindfulness in education）」
ではなく、教育の本質を問い直し、その価値の体
現を担うマインドフルネス、すなわち「教育とし
てのマインドフルネス（mindfulness as educa-
tion）」あるいは「マインドフルネスによる教育
（mindfulness of education）」を体現しようとする
希少な団体といえる2）。iBme の取り組みを深く
掘り下げることは、教育分野でのマインドフルネ
スの価値と役割を再考し、今後の国内における青
少年のためのマインドフルネス・ベースト・プロ
グラムの開発と展開に貢献できると確信する。

2．目的と方法

2.1．目的
本稿の目的は、教育の価値そのものに示唆を与
えると思われる iBme の具体的な活動とその独自
性を浮き彫りにすることで、国内で萌芽しつつあ
る青少年へのマインドフルネス実践のあり方にか
かわる議論を活性化することにある。当然なが
ら、本稿には iBme の試みに「正しさ」を付与す
る、あるいは国内外で展開される多様な青少年対
象のマインドフルネス実践の固有性や価値を損な
う意図は存在しない。
今、多くの青少年たちは、学歴偏重やソーシャ
ル・ネットワーク（SNS）対応による過剰な負担
感、さらに新型コロナウイルス感染症（COVID-
19）やグローバル化がもたらす社会不安にさらさ
れ、孤独感や生きづらさ抱えている。彼らの痛み
に寄り添う中で、若者一人ひとりの存在価値や使
命感の獲得を支えるマインドフルネスとはどのよ
うなものか。iBme の読み解きは、この問いに応
答することにつながり、今後の青少年のためのマ

インドフルネスを検討するための一助になると考
える。

2.2．方法
方法として、2つの手順を設定した。一つは

iBme に関連する文献レビューである。もう一つ
は、筆者（第 1執筆者）の 2018年及び 2019年の
二度にわたってメンター3）として参加した iBme
主催のリトリート・プログラムでの実践経験に対
する省察である。省察は、計 5回約 8時間にわた
る第 2執筆者との振り返りを目的とした体験の分
かち合いによって深められた。二人の話し合いの
内容は、録音及び逐語録化が施された。逐語録及
び文献・資料の内容はカテゴリー別に分類され、
iBme によるティーン・リトリートの基本的枠組
みと実践的特徴の描写を可能にした。尚、カテゴ
リーの分類化は、質的データ分析ソフトの MAX-
QDA を活用した。
筆者らは、共に UCLA Mindful Awareness Re-

search Center（MARC）における 1年間のマイン
ドフルネス指導者養成課程（Training for Mindful-
ness Facilitation : TMF）を修了している（池埜・
内田，2019）。マインドフルネスのとらえ方や指
導上の配慮など筆者らが共有する枠組みを通じ
て、iBme の価値と方法、そして iBme のプログ
ラムに通底する実践上の智慧の抽出を試みた。

2.3．倫理的配慮
第 1執筆者がティーン・リトリートの経験で得
られた参加者のプライバシーにかかわる情報は、
第 2執筆者との分かち合いにおいて開示されず、
あらゆるエピソードは参加者が特定されないよう
に配慮された。録音及び逐語録の電子ファイルは
専用の暗証化された外付けハードディスクに保存
され、施錠可能な場所に保管した。また、ホーム
ページ上で公開されていないメンター・マニュア
ル等の資料の引用は、iBme の協同運営者（Col-

─────────────────────────────────────────────────────
２）Ergas（2019）は、ストレス低減や集中力向上といった個人の能力を高めるためにマインドフルネスが教育分野で
応用されると、結局は子どもたちに競争を煽り、学歴偏向の社会的風潮をさらに助長してしまうことになりかね
ないと主張する。そしてマインドフルネスに潜在する倫理を踏まえ、社会正義の価値に根ざしたマインドフルネ
ス・プログラムを教育として展開する重要性を示唆している。

３）メンターとは、ティーン・リトリートにおいて青少年に直接かかわるボランティア・ベースのスタッフである。
詳細は、「7．実践上の特質」に記載されている。
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laboration Leadership Team）より文面での了承を
得た。

以下、上記方法によって整理されたデータにも
とづき、iBme の発展経緯、iBme による青少年の
ためのマインドフルネス・リトリートのプログラ
ム内容、iBme が標榜するマインドフルネス実践
上の特質、そして今後の国内における青少年のた
めのマインドフルネスを展開していくための示唆
といった項目を設定し、本目的を達成していく。

3．iBme の発展経緯

iBme は 2010年、マインドフルネス・リトリー
トを中心に青少年の教育を推進する団体としてワ
シントン DC を拠点とする NPO 法人資格を取得
した。現在、iBme はアメリカのみならずカナダ、
イギリスに活動の場を広げている。

iBme の基本理念は、以下のように示される：

「深いマインドフルネスの経験によって構成
されるプログラムによって、ティーンや青年
期にある若者の自己洞察、コンパッション、
倫理的な判断を醸成させるとともに、日常生
活やコミュニティを改善するためのスキルと
してマインドフルネスを応用することで若者
たちをエンパワーしていく」（iBme, 2019 a :
3）。

また、iBme の活動におけるビジョンとして以
下を明示している：

「将来ある若者が思いやりをもって多様性を
尊重するリーダーとなり、自分自身のみなら
ずコミュニティやグローバルな環境における
課題に目を向け、レジリエンスとコンパッシ
ョンを備えた応答ができるようにサポートす
る」（iBme, 2019 a : 3）。

iBme の起源は 1989年にさかのぼる。当時 14
歳であった iBme 設立者の一人、Jessica Morey
は、マサチューセッツ州バレ（Barre）に位置す
るインサイト・メディテーション・ソサイエティ

（Insight Meditation Society : IMS）主 催 の「テ
ィーンのためのリトリート・プログラム」に参加
した。Morey は 18歳になるまでマインドフルネ
スのプラクティスを続けた後、大学進学を延期し
てミャンマーに渡った。そして、テーラワーダ
（上座部）仏教の寺院を拠点に 2年ほどの出家生
活を送った後、還俗している（Ten Percent Hap-
pier, 2020）。ミャンマーからアメリカに戻った
Morey は、ティーンのためのマインドフルネスを
推進すべく試行錯誤の末、同志とともに iBme の
設立を果たした。
離婚、DV、虐待といった逆境的な家庭環境、

SNS による複雑な交流による負担、そして厳し
さを増す能力主義と自己責任論は、2008年の
リーマンショックによって追い打ちされ、多くの
アメリカの青年たちは自己の存在感や将来の展望
を持てないでいる。このような状況下で、Morey
らのグループは iBme の NPO 法人化によるプロ
グラム開発と実践を加速化させる必要性を感じ取
っていたと推測される。

2013年以降、iBme はティーンのみならず、大
学生、ティーンの親、学校教師、子ども支援の専
門家といったグループへとマインドフルネス・プ
ログラムを展開するようになった。また、2019
年 5月にフォード財団の支援を受けて、青少年に
かかわる 40機関のリーダーや教育者を対象にし
たマインドフルネス研修、同年 8月には最初の人
種的マイノリティ（people of color : POC）のテ
ィーンを対象にしたリトリートを実施している
（iBme, 2019 a）。

2020年は iBme にとって転換の年となった。
COVID-19蔓延によって予定されていたすべての
プログラムはキャンセルとなった一方、学校の閉
鎖などで不安と孤独の淵にあるティーンへの支援
をいち早く企画し、実行に移した。年間約 100に
及ぶ多様なオンラインによるマインドフルネス・
プログラムを提供し、2,000名を超えるティーン
の参加が果たされた（iBme, 2020 a）。

4．iBme の組織体制と運営の実態

4.1．組織体制
iBme のオフィスは、ボストンから 40キロほど
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西北、コンコード（Concord）に位置する。現在、
iBme は専任職員 6名、常任委員 7名、委員 30
名、指 導 者（teacher）90名 か ら 構 成 さ れ る
（iBme, 2020 a）（図 1参照）。COVID-19蔓延以前
の 2019年では、ボランティア・ベースのメン
ター（mentor）288名が加わり、ティーンのため
のプログラムを推進した（iBme, 2019 a）。
専任職員以外は非常勤扱いで、アメリカ、カナ
ダ、イギリスの各地でそれぞれの仕事をもつ。指
導者の多くはソーシャルワーク、臨床心理、教育
などの分野で対人援助職に従事している。また、
マインドフルネス実践やリトリートを推進する瞑
想センターなどで指導的立場にある人も少なくな
い。指導者たちは iBme のティーン・リトリート
のスケジュールに合わせて仕事を調整し、参加す
る。
メンターは、ティーン・リトリートにおいて小
グループのファシリテーターや多様なワークショ
ップの企画や実践に携わる。リトリートでティー
ンに直接かかわるのはメンターであり、指導者の
スーパービジョンを随時受けながらプログラムを
遂行していく。

4.2．支援実績
COVID-19の影響を受けた 2020年とそれ以前
で、iBme の活動内容や方法は大きく異なる。
COVID-19前の 3年間（2017-2019年）の各年報
によると、3カ国で計 45のティーン・リトリー
ト（6日間）が開催されている（iBme, 2017,
2019 a）。これらリトリートに参加したティーン
は大学生を併せて計 1,382名であった。指導者は

のべ 100名、メンターはのべ 400名を超える。
参加したティーンのうち、POC は全体の約 30
％、LGBTQIA＋も約 30％を占めていた。また、
2019年では POC の指導者が全体の 55％となり、
より多様な背景をもつ指導者構成を目指している
（iBme, 2019 a）。

2000年に入って、様相は一変する。同年 5月
以降、パンデミックの衝撃を受け、iBme はオン
ラインによるサービスの提供を開始した。2020
年の年報によると、その後 5つの対面によるリト
リート、5つのオンラインによるティーン・リト
リート、7つのすべての年齢を対象にしたオンラ
イン・リトリート、そして週 1回ないし 2回のオ
ンラインによるマインドフルネス・コースを提供
している（iBme, 2020 a）。これらプログラムの参
加者の総計は 2,123名であった。Zoom による
ミーティングは年間 1,000を超え、オンライン中
心のサービス提供が展開された。
同年、iBme は COVID-19によるプログラムの
実施形態の変更とともに、理念を含む運営体制の
抜本的な見直しを行った。iBme の変容プロセス
の詳細は、iBme（2020 b）に集約されている。36
ページに及ぶ本報告書には、iBme に支配的であ
った高学歴の白人系文化を認め、組織全体の盲点
や偏見を直視しようとする iBme 幹部の長期にわ
たる取り組みが描かれている。それは 2016年以
降、外部専門家の助けを借り、そこに生じる怒り
や恥辱感、罪悪感などの先にある公正（equity）
と共生（interdependence）の理念を体現するため
の組織作りへの模索であった。
この組織改革は、「なぜマインドフルネスの指
導は社会正義に資する行為と見なすことができる
のか？」（p.8）という問いから始まった（iBme,
2020 b）。そして、正義と公正さはマインドフル
ネスとコンパッションの核となる信念であり切り
離せないもの、という iBme の見解を新たにす
る。これまで一定数の POC や LGBTQIA＋のテ
ィーンがプログラムに参加はしていた。しかし、
iBme 運営者らは正義、公正、共生という理念の
体現が真に果たされていたかどうかを省察し続け
た。その結果、彼らは iBme の運営にかかわるす
べての人々がオープンに議論ができる透明性の確
保、そして議論の中身は「多様性の尊重から正義

図 1 iBme の組織構成（iBme, 2019 a, 2020 a を参照
して作成）
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のあり方にシフトしていく重要性」（p.12）への
確信に到達した。
実際には、2016年に設立された「公正と共生
のための委員会（Equity and Interdependence Com-
mittee : EIC）」を起点に変革プランが模索され、
本報告書によってその方針が明らかにされた。具
体的には、1）公正さと反人種差別にかかわる啓
発活動の定着、2）正義と公正の観点にもとづく
雇用、3）指導者及びスタッフの多様性の確保、
4）マイノリティのティーン参加の構造化、5）正
義の価値に根ざしたプログラム開発、6）協調的
リーダーシップ（collaborative leadership）の構
築、7）スタッフのアダルティズム（adultism）に
対する自己覚知の深化、そして 8）マインドフル
ネスをベースにした差別や偏見など痛みを伴う会
話の維持、という 8つのアクション・プランから
構成される（p.15-20）4）。
このプランにもとづき、2020年、iBme は人種
やセクシュアリティなどアイデンティティにかか
わる部分で親和性のある者同士のつながりを深め
るプログラムに力を注いだ。POC 指導者による
POC ティーンに向けた週 1回の 1年プログラム、
白人系指導者同士による反人種差別集会、さらに
LGBTQIA＋のティーンとその保護者が思いを分
かち合えるようなプログラムが展開された
（iBme, 2020 a）。

4.3．収支報告
iBme の収支報告は各年の年報に記載されてい
る（iBme, 2017, 2019 a, 2020 a）。2017か ら 2019
年の収入は、それぞれ 1,388,724ドル、992,404ド
ル、1,089,103ドルであった。平均で約 116万ド
ル（約 1億 2,600万円，1ドル≒110円）となり、
約 50％はプログラム参加費、残りの 50％は寄付
やグラントによって賄われていた。支出もほぼ収
入と同額となり、80％はプログラム運営費で、
残りは事務運営費と資金調達費に充てられた

（iBme, 2017, 2019 a）。年間のプログラム運営費
のうち、35万から 40万ドル（約 3,850万円から
4,400万円）は、世帯収入に応じた参加費の一部
または全額免除の奨学金に充てられており、奨学
金を受けたティーンは参加者全体の約 75％に及
ぶ。

2020年の収入は 1,370,270ドル（約 1億 5,000
万円）であった（iBme, 2020 a）。例年と異なり、
プログラム参加費は収入全体の約 25％にとどま
った。残りの収入は、寄付とグラントから得られ
た。支出内容とその比率は、例年の傾向と大きな
差はなかった。奨学金も 35万ドル（約 3,850万
円）を越える提供を行っており、プログラム参加
費による収入の総計とほぼ相殺される額に及んで
いる。

4.4．指導者養成課程及びメンター募集
iBme のプログラム指導者になるためには、

iBme 主催による 1年間の指導者養成課程の受講
が求められる。この養成課程は、国際マインドフ
ル ネ ス 指 導 者 協 会（International Mindfulness
Teachers Association : IMTA）の認定機関の中で、
唯一青少年へのマインドフルネスを基調にしたも
のである（iBme, 2021）。
養成課程への申請条件は、最低 3年以上の継続
的なマインドフルネス瞑想のプラクティス経験、
最低 10日以上リトリート経験（そのうち 1回は
5日以上連続のリトリート）、3年以上の青少年へ
の支援経験、そしてクラスあるいはグループでの
指導経験などが課せられる。
養成課程は、週 1回の小グループによるマイン
ドフルネス・プラクティス、月 1回の小グループ
のミーティングや個人指導、そして年間 15日の
実習などから構成される。実習では、マインドフ
ルネスの基本から対人関係へのマインドフルネス
の応用、青少年のアイデンティティ形成、トラウ
マや依存症への理解、権威や支配への向き合い

─────────────────────────────────────────────────────
４） 2019年、それまで事務局長として iBme の代表を務めていた Morey は役職を退き、それまでの数年にわたるス
タッフ同志の話し合いを経て協調的リーダーシップ体制を構築した（iBme, 2020 a）。3カ国、メンターを含めると
500名以上のスタッフへの対応で疲弊を極めた Morey は、iBme のミッションとは真逆のビジネス仕様のリーダー
シップしか取れなくなっていた自分自身に気づく（Domet, 2020）。Morey は、学歴の高い中産階級以上の白人系女
性スタッフが作り出す偏った文化や価値観が組織に根強く反映されている現実に直面し、代表を退任することで
より多様性のあるスタッフ構成を実現できると考えた。それは iBme の理念の体現に資する変革であり、試行錯誤
の末に現行の体制が構築されることになった（Domet, 2020 ; iBme, 2020 b）。
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方、そして自己洞察などのテーマが設定され、マ
インドフルネス指導上のコンピテンスを養う集中
的な研修となっている。

iBme は、メンターになるための明確な募集基
準は示していない。ただし、上記の指導者養成課
程の受講者あるいは修了者を優先することを明示
している（iBme, 2021）。この養成課程の受講経
験がなくてもメンターに申請することは可能で、
申請者のマインドフルネス瞑想の取り組み、個人
的なリトリート参加、青少年との交流、そして対
人援助などの経験によって評価され、参加の可否
が判断される。現在は COVID-19によってオン
ライン中心となっているが、それまでは毎年全米
9ヶ所、イギリス、カナダそれぞれ 1ヶ所でテ
ィーン・リトリートが開催されており、メンター
申請者は開催場所と時期を選んで申し込むことが
できる。

5．ティーン・リトリートの概要

ここでは先述した iBme の基本理念を体現する
プログラムとして、iBme 設立当初から実施して
きた十代の若者を対象にしたマインドフルネス・
リトリート（ティーン・リトリート）の基本的枠
組みについて詳述する。2020年以降、オンライ
ン形式に変更されているが、その根本的な理念や
方法は継続されている。以下、参加要件、ティー
ンのリクルート方法、指導体制と 1日の流れ、倫
理規定と基本ルール、プログラム構成といった項
目に分けて説明する。

5.1．参加要件
COVID-19以前のティーン・リトリートは、全
米 9ヶ所、カナダ、イギリスそれぞれ 1ヶ所、14
歳から 18歳までの中高生を対象にした 5日間の
宿泊形式で実施されていた。2020年以降はほと
んどのプログラムがオンライン方式に切り替わ
り、対象年齢も 15歳から 25歳に引き上げられた
（iBme, 2020 a）。2021年は夏期期間中、ティーン
とヤングアダルトを対象にした 4つのオンライ
ン・リトリートと 1つの対面によるリトリートが
開催された（iBme, 2021）。
これら 5つのリトリートは、POC の若者を対

象にしたものが 1つ、LGBTQIA＋を対象にした
ものが 1つ、そして対象を絞らない若者のための
リトリートが 3つというラインアップとなってい
る。参加費は、5日間のリトリートで上限を
2,500ドル（約 275,000円）とし、世帯年収の 1/
100を基準としている（例えば世帯年収 25,000ド
ル［約 275万円］の場合、参加費は 250ドル［約
27,500円］）。先述のように 75％ほどの参加者が
奨学金を得ており、より多くのティーンらが参加
しやすい体制を維持している（iBme, 2021）。
リトリートのタイプによって、POC の立場や
セクシュアリティなどにかかわる募集規定が設け
られている以外、年齢を除く厳密な参加資格は設
けられていない。一方、iBme によるリトリート
はいかなる治療的な目的も有せず、そのような介
入も取り入れないことを前提とする（iBme, 2019
b）。そのため、参加申請にあたって精神疾患の治
療中、または明らかな情緒不安の傾向、さらに深
刻なトラウマ反応が予測されるティーンをスク
リーニングする体制をとっている。

5.2．ティーンのリクルート方法
ティーン・リトリートの参加者募集に際し、ウ
ェブサイトやソーシャル・ネットワーク・サービ
ス（SNS）による情報発信に加え、各地のリト
リート推進者による学校、NPO 団体、あるいは
地域コミュニティの団体などへのアウトリーチに
よってリクルート活動が行われる。アウトリーチ
は、低所得家庭の POC ティーンの募集を念頭に
展開されることが多い。低所得者の居住地域にあ
る学校のカウンセラー、地域のソーシャルワー
カーなどのつながりを通じて参加ティーンをリク
ルートし、可能な限り奨学金による参加費の抑制
を果たしている。

5.3．指導体制と 1日の流れ
ティーン・リトリートならびに 2020年から始
まったオンラインによる若者対象のリトリートで
は、30-45名の参加者、10-15名のメンター、そ
して 3-4名の指導者という構成となる。指導者あ
るいはメンターの中から専門資格をもつ保健及び
精神保健のコーディネーター 2名が選出され、参
加者の健康にかかわる問題に対応できる体制をと
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っている。
指導者とメンターは、綿密な連携体制が求めら
れる。夕食時にはスタッフ・ミーティングが設け
られ、メンター自身によるマインドフルネス瞑想
と内省、そしてメンター同士による小グループで
の経験の分かち合いなどが行われる。このプロセ
スを経て参加ティーンの状況の共有、各メンター
の心身の状態や負担度のチェック、そして今後の
進め方について共通認識を深めていく。指導者
は、メンターに対する個人及びグループ単位での
スーパービジョンを通じてメンターの心理的な支
えとなる一方、リトリートの運営にかかわる意思
決定を行う。

COVID-19以前は、都市部から離れた自然豊か

な宿泊施設が選ばれ、5日間のリトリートが展開
されてきた。オンライン・リトリートでは、細や
かなスケジューリング、丁寧なマインドフルネス
の実践指導、さらに小グループによる支え合いの
強化をもとに、対面でのリトリートの環境を再現
できるような工夫が施されている。
リトリートにおける 1日の基本スケジュールは
表 1として示される（表 1参照）。

5.4．倫理規定と基本ルール
教育プログラムの一環であるため、ティーン・
リトリートでは宗教性は排除される。そのため、
マインドフルネスの起源であるテーラワーダ仏教
の儀式や用語は、できる限りリトリートで使わな
い。一方、マインドフルネスに備わる倫理やコン
パッション、包摂、インタービーイング（共生）
といった価値の側面は、ティーンに理解できるよ
うな言葉に置き換えられ、文化的に受容可能な方
法で伝達される。
ティーン・リトリートでは、いかなる暴力、窃
盗、性的行為、相手を傷つける発言、そしてアル
コール類を含む違法薬物を禁止している。仏教の
五戒5）にあたるルールをティーンに理解可能な言
葉に置き換えて伝達し、最低限のルールとして遵
守を求める（池埜・内田，2020）。もしこれらの
行為が生じた場合、メンター及び指導者による協
議の上、該当するティーンのプログラム参加を一
次的に中断、あるいは停止して保護者に迎えにき
てもらう判断をすることもある。一時的な中断の
際も、そのティーンを一人にすることはなく、指
導者らによる個別対応が維持される。
メンター及び指導者は、上記の倫理規定に加
え、守秘義務の遵守が徹底される。一方、ティー
ンから虐待や犯罪にかかわる情報を得た場合、法
律にもとづき守秘義務の限界と通報義務が生じる
ことをティーンらと事前に共有しておく。さらに
メンターは、ティーンから自傷行為、自殺念慮、
あるいは他害にまつわるエピソードが話された場

─────────────────────────────────────────────────────
５）五戒とは、仏教で守るべきものとして定められている 5つの戒律であり、それらは不殺生（生き物を故意に殺さ
ない）、不偸盗戒（他人の物を盗まない）、不邪淫戒（不道徳な性行為を行わない）、不妄語戒（嘘をつかない）、
不飲酒戒（酒を飲まない）として表される（井上，2012 : 62）。ティーン・リトリートでは、5つのマインドフル
ネス・トレーニング（The Five Mindfulness Training）と呼び、ティーンに受け入れられやすい表現で倫理的な約束
として示される。

表 1 ティーン・リトリート 1日の流れ（iBme, 2020
b : 8）

時間 活動
7 : 00 AM 起床

7 : 30 呼吸瞑想／マインドフル・ムーブメント
8 : 00 朝食
8 : 30 マインドフルな清掃活動／自由時間
9 : 15 午前の瞑想プログラム

11 : 30 小グループ活動
12 : 30 PM 昼食

1 : 00 マインドフルな清掃活動／自由時間
2 : 15 ワークショップ

3 : 45 マインドフル・ムーブメント
（ヨガまたは太極拳）

4 : 30 呼吸瞑想
5 : 00 夕食
5 : 30 マインドフルな清掃活動／自由時間
6 : 45 慈しみの瞑想
7 : 15 歩く瞑想
7 : 30 ウイズダム・トーク
8 : 15 軽食
8 : 30 小グループ活動
9 : 30 呼吸瞑想

10 : 00 就寝準備
10 : 30 消灯
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合、指導者へ相談し、一人で抱え込まないことが
求められる（iBme, 2019 b）。

5.5．プログラム構成
リトリートは大きく 1）「マインドフルネス瞑
想」、2）「小グループ」による活動、3）「ワーク
ショップ」、4）「ウイズダム・トーク（Wisdom
Talk）」と呼ばれる講話、そして 5）「コミュニテ
ィ・シェア（Community Share）」と呼ばれる最後
の夜に開催されるイベントという 5つのプログラ
ムを軸として構成される。
原則としてティーンには全てのプログラム参加
が期待されるが、抵抗を示す者には指導者やメン
ターによる個別対応が取られ、抵抗感や反応の背
景にある事情やニーズが丁寧に汲み取られる。場
合によっては、ティーンの同意のもと指導者が参
加方法をカスタマイズしたり、個別プログラムが
用意される。
「マインドフルネス瞑想」は、1日の中で呼吸
瞑想と慈悲瞑想を定時に実践しながら、状況に応
じて歩行瞑想やムーブメント瞑想をティーンたち
にガイドしていく。瞑想のタイプによって参加が
難しいと感じるティーンには、場所、姿勢、方法
を変えるなど、柔軟な対応がとられる。
「小グループ」は 6から 7名のティーンと 2か
ら 3名のメンターから構成され、基本的にはメン
ターがファシリテーションの役割を担う。小グ
ループではマインドフルネス瞑想を共有しなが
ら、多彩なグループ活動を通じて互いの信頼関係
を構築していく。そして、リトリートにおける経
験の振り返りや内省によって生じた気づきをあり
のままに分かち合うことが可能な「安心の場」と
なっていく。
「ワークショップ」は 90分を基本として、指導
者あるいはメンターがリーダーを担当する。参加
者は、アート系（クラフト、描画、音楽、フォト
グラフなど）、身体系（ヨーガ、ダンス、ジャグ
リングなど）、自然系（ハイキングなど）、そして
教育系（多様性、依存症、女性性・男性性につい
てなど）から参加したいものを選ぶことができる
（iBme, 2019 b）。また全員で行うワークショップ
がリトリート後半の 3日目あるいは 4日目に設定
されることもあり、そこでは人権と社会正義、グ

ローバル化、環境問題などがテーマとなる。これ
らは講義による知識構築ではなく、あくまでもマ
インドフルネスを基調にした内省と受容にもとづ
く体験を通じたワークショップとなる。
「ウイズダム・トーク」では、マインドフルネ
ス瞑想の役割や効果、生きづらさの分かち合い、
そしてインタービーイングの意味などをテーマに
しながら、指導者がティーンたちに語りかけてい
く。講義の類ではなく、指導者自身の過去に直面
した苦悩も開示され、その体験から得た気づきが
ティーンたちと共有される。そこには「あなたが
悪いのではない“It is not your fault”」というメ
ッセージ、すなわち自己否定感をあるがままに迎
え入れ、スペースを保ち、その苦しみの源泉をと
もに探求しようとする包摂の価値が通底してい
る。
「コミュニティ・シェア」は、リトリート最後
の夜に繰り広げられるティーン、メンター、指導
者それぞれによるタレント・ショーである。参加
者全員によるリトリートの打ち上げの意味合いが
強く、このときばかりは若者たちの笑いと歓喜が
満ち溢れた時間となる。内容や開催手順はティー
ンらによって企画され、進行もティーンに委ねら
れる。内容の優劣は関係なく、自分が発表したい
ことや共有したいことをありのままの自分の姿で
発表していく（池埜・内田，2020）。筆者が参加
した 2回のリトリートでは、いずれもティーンの
見事なタレントと進行で、常に歓声が絶えなかっ
た。

6．ティーン・リトリートの効果検証

iBme によるティーン・リトリートがティーン
たちに及ぼすインパクトについて、2つの実証研
究が報告されている。第 1に、Galla（2016）は、
2013年夏に実施された 5日間のティーン・リト
リート参加者（n＝132；平均年齢 16.76歳；SD
＝1.48）を対象に参加直前、参加直後、そして参
加後 3ヶ月の時系列で参加したティーンの変容を
探索した。方法は質問紙によるアンケート形式を
とり、参加後 3ヶ月までデータ収集を完了できた
109名（83％）を分析対象とした。
結果として、リトリート参加直後及び 3ヶ月後
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の評価時点で、注意制御、自動的に反応しないこ
と、セルフ・コンパッション、ストレス度、思考
の反芻傾向、抑うつ症状、肯定的な感情、生活満
足度といった評価項目すべてにおいて改善傾向が
確認された。また、3つの評価ポイントにおける
多次元成長曲線分析（multilevel growth curve
analysis）は、セルフ・コンパッションのレベル
がマインドフルネス状態よりも情緒的な健康度や
生活満足度を高め、ストレス度、抑うつ症状、否
定的感情、思考の反芻傾向を低減させる要因とし
て抽出された。
第 2に、Galla（2017）は、2016年 夏 の iBme

による 5日間のティーン・リトリート参加者グ
ループ（n＝40）と参加待機グループ（n＝39）間
を比較した実験デザインによって、リトリートの
効果を pre/post の差をもとに検証した（2グルー
プ×2データの比較デザイン）。両グループの平
均年齢は 17.02歳（SD＝1.36）であった。データ
は標準化尺度を含む質問紙と作業記憶（ワーキン
グ・メモリ）のテストがリトリート前後、それぞ
れ 10日間のインターバル中に収集された。待機
グループも同じタイミングで 2回同じ質問紙に回
答している。この研究ではティーンたちと同じタ
イミングで、両グループの親にも質問紙調査を実
施し、親からみた子どもの変化も追跡している。
結果は、ティーンによる回答からリトリート参
加グループは、待機グループと比較して抑うつ症
状の低減、セルフ・コンパッション、感謝の念、
肯定的感情それぞれの向上が有意に確認された
（効果量平均 Cohen’s d＝0.38）。親の評価として、
子どもの自己制御力、感謝の念が向上と否定的な
感情の低減が両グループ間で有意に示された。作
業記憶については、グループ間の統計的有意差は
確認されなかったものの、中程度の効果量（Co-
hen’s d＝0.40）が得られ、リトリート参加による
改善傾向が確認された。
両研究ともにランダム化治験（RCT）のデザイ
ンにもとづく統制群を設定しておらず、介在変数
による影響は統制されていない。また、リトリー

ト参加前のマインドフルネス経験がベースライン
の設定において統制されておらず、また参加した
ティーンには家族関係やメンタルヘルスの問題を
もつ人が比較的多いことから、研究結果の一般化
には限界がある（Galla, 2016）。
さらに、これら研究は iBme のティーン・リト

リートに込められた包摂、正義、公正、共生とい
った理念や価値、そしてプログラム内容を反映し
た評価項目が設定されているとはいえず、今後の
効果検証における課題となる。リトリート型の青
少年を対象にしたマインドフルネス・プログラム
の効果検証は、これら以外にはほとんど報告され
ておらず、iBme リトリートのさらなる評価研究
の推進が待たれる。

7．実践における理論と特質

筆者らによる省察過程から、iBme によるテ
ィーン・リトリートの実践上の特質について以下
の 4点が抽出された。それらは、1）器作り、2）
アダルティズムへの洞察と実践への反映、3）テ
ィーンの包摂を体現するファシリテーション、そ
して 4）日常生活への橋渡しとフォローアップ、
として表される。これら特質を含むプログラム全
体像は、図 2として描写される（図 2参照）。以
下、それぞれの特質について詳述する。

7.1．器作り
ティーン・リトリートの開催前日、丸 1日をか
けて指導者とメンターのみでティーンたちを迎え
入れる準備を行う。これは「器（container）作
り」とも呼ばれ、ティーンたちに安心感に満ちた
環境でマインドフルネスの経験を深めてもらう土
台作りを意味する。
この器作りは、マインドフルネス瞑想の共有、
メンターに対するトレーニング、そして「関係性
におけるマインドフルネス（relational mindful-
ness）6）」を通じた信頼関係とチームワークの構築
が主なねらいとなる。呼吸瞑想や歩行瞑想などを

─────────────────────────────────────────────────────
６）「関係性におけるマインドフルネス」とは、「対人関係における自他の言語的、非言語的側面に意図的な気づきを
向け、注意が他に逸れても、逸れたことに気づき、また相手のメッセージあるいは自分の身体感覚などコミュニ
ケーションの構成要素に注意を戻していく瞑想法」である（池埜，2019 : 117）。
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共有し、コミュニケーションそのものを今、この
瞬間の気づきを深めるアンカー（錨）にしながら
互いの理解を深める関係性マインドフルネスによ
って大人側の安心感が醸成されていく。
メンターに対するトレーニングは、指導者が中
心となって行われる。トレーニングは、ティーン
に対する指導方法にかかわるスキルや方法という
よりも、メンター自身の内省と自己洞察に重点が
置かれる。自己に誠実に向き合うメンター自身の
姿は、マインドフルネスのプラクティスによって
ティーンたちと響き合い、ティーン自身による自
己の探求や自己への許しが可能になると iBme は
考える。自己への気づきを深める方法として「ア
イデンティティ・ワーク」、「インナー・ティーン
（inner-teen）のワーク」、そして「意図（inten-
tion）と影響（impact）」と呼ばれるトレーニング
が用意されている。
「アイデンティティ・ワーク」は、外面的な自
己（narrative self）と内面的な自己（experiential
self）の双方から自分を客観的に見つめ、描写し
たものをメンターや指導者と共有しながら自己覚
知を深めていく7）。マインドフルネスによって
人々をあるがままに受容していく安心の空間が醸

成される。その空間において、民族、ジェン
ダー、所属といった外面的な要素から過去に受け
たいじめや差別、あるいは疾患など実際の経験に
もとづく内面的な自己の姿に気づき、オープンに
していくことが可能となる。
「インナー・ティーンのワーク」は、アイデン
ティティ・ワークからさらに深い自己洞察にメン
ターたちを導く。リトリートでは、マインドフル
ネスのプラクティスによるティーンとの深い共鳴
関係を通じて信頼関係が形成されていく。そのた
め、メンター自身の十代だったころの自己像（イ
ンナー・ティーン“inner-teen”）が無意識のうち
に表出し、場合によってはそのときに経験した恥
辱感やトラウマを思い出してつらくなったり、テ
ィーンとの関係性に投影されたりすることも起こ
り得る（池埜・内田，2020）。過去を振り返るビ
ジュアライゼーション（視覚化）を取り入れた瞑
想、そしてメンター同士の助け合いなどを通じて
インナー・ティーンに触れる大切さに気づいてい
く。
「意図と影響」とは、自分の言動に込められた
意図は必ずしも相手に伝わるとは限らず、相手の
受け取り方との間にギャップが生じることもあり

─────────────────────────────────────────────────────
７）自分を見つめる 2つの視点は、「比較にもとづく真実（relative truth）」と「究極の真実（ultimate truth）」という概
念もトレーニングで用いられていた。他者との比較によって生まれる自己概念と体現化された存在そのものとし
ての自己概念を分けて自己を探求していく大切さが強調された。

図 2 iBme ティーン・リトリートの全体像：イメージ
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得る点に気づきを向けていくような基本的姿勢を
表す。トレーニングでは、このギャップは「酸素
マスクに繋がれている患者の酸素チューブを足で
踏み続けるようなもの」という喩えで表された。
患者が「苦しい」と主張しているにもかかわら
ず、酸素チューブを踏みながら患者に「がんばっ
て」と言いながら励ましている状況と同じこと、
という意味を表す比喩である。
これは差別やマイクロアグレッションに該当す
る行為を行っていても、「差別の意図はなかった」
と言い続けることで、かえって相手を傷つけ続け
る状況と相通じる。意図と影響への澄みわたる気
づきは、良かれと思って行ったことが相手を傷つ
け、人権問題に発展することへの理解や謝罪も含
めた適切な対処にもつながる。この気づきを備え
た大人側の誠実な姿勢は、自己の存在価値やアイ
デンティティにゆらぎを感じているティーンにと
って、「自分が受け入れられた」と感受できる経
験となっていく。

7.2．アダルティズムへの洞察と実践への反映
ティーン・リトリートへの参加申し込みの際、
リトリートの目的や内容はティーンたちに丁寧に
説明される。それにもかかわらず、リトリート初
日に「このキャンプは治療のためか？」「自分が
悪いことをしたからここに送られたのか？」「自
分は何か変わらなければならないのか？」といっ
た質問を投げかけるティーンは少なくない。不安
に満ちたこれらの声は、ティーンらが大人側のラ
ベリング（変わる必要がある、悪い子など）にさ
らされている現実を物語っている。「大人とは自
分を変えようとする存在」と認識し、最初から大
人への不信と抵抗を示すティーンは一定数リト
リートに参加してくる。
ティーン・リトリートにおける実践の核は、

「指導者及びメンターによる自分自身の内なるア
ダルティズムへの気づき」にある。アダルティズ
ムとは、大人は若者よりも優れており、若者に対
してパワーを行使してもかまわないという大人に
潜在する偏見を表す（Bell, 1995）。「若者を変え
たい」という大人の内なる「盲点」とも言い換え
ることができる。
指導者及びメンター自身のマインドフルネスに

もとづく自己省察、受け入れ、そして許しの波長
がティーンたちに伝わり、共鳴していく。このプ
ロセスを通じてティーンの内に透明感のある自己
の存在感が涵養され、「受け入れられた」という
身体の芯から湧き出る安心感をもたらしていく。
このインタービーイングの感性を体現していくた
めには、大人側のアダルティズムに対する徹底的
な省察が不可欠となる。
「大人」という立場が無意識のうちにティーン
への権力にすり替わっていないかどうか、ティー
ンに対して一方的なかかわりになっていないかど
うか、「大人の力」をもって「子どもの力」を奪
っていないかどうか、それは本当にティーンにと
って望ましいことかどうか。これらを自らに問い
続けながら、ティーンをコントロールしようとい
う無意識の欲求、そこに横たわる自分自身の不完
全なインナー・ティーンの投影、あるいは自分の
中の脆弱さや暴力性、これらへのマインドフルな
気づきがアダルティズムへの省察を深めていく。
実際のリトリートにおいて、ルール違反や差別
発言などの問題行動を示すティーンに出会う場合
がある。「なぜこのティーンが参加したのか？」
という自然に生じる失望や怒りに気づき、受け入
れ、アダルティズムの存在への洞察が深まるよう
に指導者はメンターたちを導いていく。そして、
ティーンをコントロールしたいというとらわれや
権威への執着からスペースをとるマインドフルな
空間において、メンターと指導者による徹底的な
対応方法の議論が導かれていく。
同様に、ティーンが望ましい行動をとったり、
何らかの改善が確認されたりした際にも大人側の
アダルティズムが試される。それは、自分の価値
観がティーンの行動に反映されたことで生じる喜
びに気づき、とらわれない態度を涵養していくこ
とにつながる。この喜びは、ティーンへの支配性
や権威の欲求が満たされたことによって生じたも
のなのか、あるいはティーンたちの理解が深まっ
たことによるものなのか、といった問いかけもメ
ンター同士、そして指導者とのミーティングで共
有される。
ティーンたちが自分の中に抑圧し、内在化して
いる「生きづらさ」やトラウマが大人によるアダ
ルティズムによってさらに抑圧され、出口の見え
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ない混迷の中にティーンを追いやることもあり得
る。「ノー・シェイミング“no shaming”（ティー
ンに恥辱感を与えないこと）」は、リトリート中
のファシリテーションにおけるキーワードとな
る。
「あなたのせいではない“it’s not your fault”」
という信念の下、問題行動の背景にあるティーン
にとって満たされないもの、彼らのベースにある
願いや苦悩、それら声なき声に関心を寄せ、深く
聴き入ろうとする。この存在そのものに聴き入ろ
うとする「器」にティーンを迎え入れるために、
アダルティズムへの問いかけはメンターと指導者
の協働作業によってリトリート全般を通じて継続
される。

7.3．包摂を体現するファシリテーション
ティーン・リトリートにおけるメンターや指導
者によるファシリテーションのすべては「関係性
マインドフルネス」の実践を反映し、ティーンの
「言葉」のみならず「存在のすべて」に聴き入ろ
うとする態度が求められる。そして、「どのテ
ィーンも一人にしない」「見捨てない」というコ
ンパッションと自分の弱さをもオープンにしよう
とする大人側の誠実さがあって、初めてティーン
との信頼関係が育まれる、という信念を持ち続け
ていく。
ティーンの視点に立てば、メンターや指導者か
ら表出される温かさはどこから来るのか、権威や
支配とは程遠い受容的な姿勢はどうやって生まれ
てきたのか、といった好奇心を抱くかもしれな
い。その好奇心と大人側のマインドフルネス瞑想
に向き合う真摯な態度が折り重なるとき、ティー
ンたちは優しさの起源にマインドフルネスの存在
を発見していく。
メンターによる「意識化された自己開示

（skillful self-disclosure）」もティーンに安心感を与
え、自分に内省の目を向けていくためのロールモ
デルを得るきっかけとなる。ティーンの自己開示
の機会を奪うことにならないように配慮するとと
もに、ティーンの利益に資するかどうかを冷静に

判断しながら、メンターは自分の強みのみなら
ず、内なる脆弱性、暴力性、苦しみ、痛みをオー
プンにしていく。そして今、ここ、この瞬間に自
分を見つめ、痛みをも受け入れようとするメン
ターの態度は、マインドフルネスによって導かれ
ていることがメンターの誠実な態度を通じて体現
されていく。このメンターの全身を通じたプレゼ
ンスは、マインドフルネスのプラクティスにテ
ィーンたちを招き入れ、「マインドフルネスをや
ってみよう」というモティベーションの喚起につ
ながることが期待される。
これらリトリートにおけるファシリテーション
のエッセンスは、「クロス・ザ・ライン（Cross
the Line）」と「ホット・シート（Hot Seat）」と呼
ばれる 2つのアクティビティに象徴される8）。以
下、それぞれについて説明する。

7.3.1．「クロス・ザ・ライン」
この参加者全員によるアクティビティは、互い
にグループメンバーのことを知り、それぞれの経
験を共有していくことを目指す。ここでの経験と
は、偏見、差別、いじめ、排除といった痛みも含
まれる。苦しみの渦中にいるのは自分だけではな
いことの発見、その痛みをオープンにして分かち
合う意味、その瞬間に生まれる包摂の感覚をそれ
ぞれ深化していくことに「クロス・ザ・ライン」
の本質的なねらいがある。
ティーン・リトリートでは最後日の前日に、テ
ィーンのみならず、メンター、そして指導者全員
が参加してこのアクティビティが繰り広げられ
る。手順として、まずフロアにテープで引かれた
ラインに沿って、全員ができるかぎり一列に並
ぶ。そして指導者の一人が興味・関心、将来への
展望、アイデンティティにかかわることなどにつ
いて「はい・いいえ」形式の閉ざされた質問を参
加者に投げかけていく。そして「はい」と答えた
人は、フロアのラインを越えて数歩歩き、振り返
る。自分をオープンにして一歩前にステップを踏
んだメンバーに対して、「勇気を讃えます“I love
you keep going!”」と全員で声を上げて称賛して

─────────────────────────────────────────────────────
８）これらアクティビティは、ティーン・リトリートで必ず実践されるとは限らない。参加ティーンの特性やグルー
プ・ダイナミックス、メンターや指導者との関係性を考慮し、アクティビティの取捨選択が随時行われる。
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いく。
質問は、住んでいる地域や好きな食べ物といっ
た一般的な質問からマイクロアグレッションや差
別を受けた経験、さらに人種やセクシュアリティ
などアイデンティティにかかわるセンシティブな
ものに移行していく。徐々に質問を侵襲性の浅い
ものから深いものにしていくことで、参加者同士
の絆が深まり、それぞれの抵抗感が緩和されてい
く。
すべての質問に対する自分自身の今、この瞬間
に生じる心身の変化に意図的な気づきを向け、そ
の問いに対してマインドフルな動きによって応答
していく。また応答した後の心身の状態、そして
まわりとの関係性に注意を向け、自己の存在感と
人とのつながりを確かめていくことで、マインド
フルネスのプラクティスを深めていくことにな
る。
メンターと指導者もティーンとまったく同じ立
場でこのアクティビティに参加する。メンター、
指導者がマインドフルに自分をオープンにしてラ
インを越えていく姿は、ティーンに安心感と勇気
を与える。「クロス・ザ・ライン」はリトリート
の最終局面で行われるため、ティーン同士、そし
てティーンとメンター間で信頼関係が醸成されて
いる。そのため、泣き崩れたり、弱い自分をさら
け出したりするメンターに対して、ティーンの方
が思いやりの言葉を投げかけ、支えていく場面も
珍しくない。その意味で、このアクティビティ
は、アダルティズムの影響が払拭されたティーン
と大人との共生感を体現する関係性マインドフル
ネスのプラクティスとなっていく。

7.3.2．「ホット・シート」
「ホット・シート」とは、リトリート中に小グ
ループで定期的に行われる関係性マインドフルネ
スのプラクティスである（Tull, 2018）。「ホッ
ト・シート」のプラクティスでは、メンターがフ
ァシリテーターとなる。全員と守秘の約束を取り
交わした後、グループの中から一人のメンバーが
選ばれ、その人は輪の中に一席設けられた「ホッ
ト・シート」に座る。他のメンバーはホット・
シートに座った人に質問し、ホット・シートの人
は可能な範囲で応答する。この相互作用を繰り返

しながら、互いのことを深く知り、グループをよ
り温かく、安心感に満ちた「器」に成長させてい
く。
ホット・シートに座るメンバーはあくまでも任
意で選ばれる。決して強要されることはない。た
だし、リトリート全般を通じてできるかぎり全員
が 1回はホット・シートを体験できるように配慮
される。
短い呼吸瞑想、マインドフルな質問、ホット・
シートに座った人による応答、そして質問したメ
ンバーから「ありがとうございます」という感謝
の言葉、という相互作用をグループ内で繰り返し
ていく。質問の内容は、何か意図を持って考え出
されるものではなく、その瞬間に聞き手の内面か
ら自然に浮かび上がる相手への好奇心に委ねられ
る。
重要なのは、質問する側はホット・シートのメ
ンバーに優しくまなざしを向け、その人との相互
交流をアンカーにして今、この瞬間を感受するこ
とにある。そのプロセスの中で、相手のありのま
まの存在にただ好奇心を向けることと、情報によ
って相手を分析することとの違いを体感してい
く。同様に、ホット・シートに座ったメンバーは
質問に対して自動的に反応せず、質問者に注意を
向け、自分の心身の変化に気づきを向けながら、
真摯に答えていく。メンターは、頃合いをみて最
後の質問をメンバーに促し、ホット・シートに座
ったメンバーにグループ全体で感謝と称賛の思い
を伝達してプラクティスを終えていく。
リトリート全般に行きわたる多様なマインドフ
ルネス瞑想の経験があって、初めて「ホット・
シート」による関係性マインドフルネスの実践が
可能になる。「個人によるマインドフルネス瞑想」
と「グループでの関係性マインドフルネス」は、
いわば両輪となってティーン自身による自己存在
感の確認と孤立感からの脱却を体現させ、信頼を
築いていくと思われる。
また、この両輪によって小グループがティーン
にとっての安心の避難所になることで、先述した
多様なワークショップ、ウイズダム・トーク、そ
して「クロス・ザ・ライン」のアクティビティに
よる自己洞察を深めることが可能になっていく。
小グループに芽生えた信頼やコンパッションは、
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自分を見つめることで思い出される過去の痛みや
トラウマの受け皿となる。その意味で、指導者と
メンターによって創り上げられたリトリート全体
を包摂するマインドフルネスとコンパッションの
「器」の中に、小グループによるもう一つの温か
な「器」が形成されていく（図 2参照）。この二
重の器の中で、ティーン一人ひとりを決して見捨
てないという iBme のミッションの体現化が図ら
れている。

7.4．日常生活への橋渡しとフォローアップ
リトリート終了後、日常生活に戻るためのアド
バイスは、リトリート最終日に参加ティーンおよ
び迎えに来た保護者や家族に伝達される。リト
リートは、ある意味日常から切り離された空間で
繰り広げられ、徹底的な包摂の器の中でティーン
自身への気づきや深い人間関係が涵養される。テ
ィーンによっては、リトリートで得られた経験と
日常生活とのギャップから戸惑いや落胆を感じる
こともあり得る。
リトリート最終日には、日常に戻った際に生じ
る生活上の違和感や対人関係の質の違いについて
分かち合い、帰宅への準備を整えていく。またリ
トリート後のフォローアップ体制について情報伝
達し、iBme とのつながりとマインドフルネスの
プラクティスの継続を促すようにする。保護者や
家族に対しては、リトリートでの活動内容、テ
ィーンたちが成し遂げたこと、個々の様子や経験
などが伝達される。そして、日常に戻った際にテ
ィーンへの性急な変化を期待せず、成長を見守っ
てほしい点を強調し、帰宅後の相談窓口について
情報提供される。

8．今後に向けて

心身の急激な変化を伴う多感な青年期のティー
ンにとって、マインドフルネス瞑想は退屈でフラ
ストレーションが溜まるものになりかねない。中
には「思っていたものとは違う」と言って、
iBme のリトリート初日に参加を拒むティーンも
いる（2020 b）。またリトリート中にルール違反
を犯し、参加の中断や停止を言いわたさなければ
ならないティーンも存在する。

このようなとき、メンター及び指導者にも落胆
や怒りの感情が生まれ、やるせなさや自責の念に
苛まれる。それでも自分自身に内在されたアダル
ティズムに目を向け、ティーンらの苦悩から目を
逸らさずにかかわり続ける原動力は、「マインド
フルネス・プラクティスへの信頼」に他ならな
い。
マインドフルネスの耕しによって生まれる体現
化された信念、それはあらゆる苦しみが目の前に
現れたとき、そこには必ずスペースがあるという
こと、そしてそのスペースはあらゆる可能性への
扉に通じていることへの確信である。この信念が
メンターと指導者の器の中で響き合い、ティーン
らの揺れ動く心情に対して自動操縦にならず、イ
ンタービーイングの感性の中でティーンの苦しみ
に向き合い続けることができると考えられる。
若年層を取り巻く国内事情は深刻さを増してい
る。増加の一途をたどる若年層の自殺、子ども虐
待、ひきこもり、不登校、いじめ、そして貧困問
題は、人生全般に波及する傷つきを子どもや若者
に突きつける。COVID-19によってアンダーグラ
ウンド化した家族葛藤は、安心の居場所を子ども
から奪い去る（Bottan et al., 2020；斎藤，2021；
山田，2021）。
「子ども家庭福祉士」なる新たな国家資格の創
設も取り沙汰される中、残念ながら子どもや若者
の孤独や痛みに効く処方箋は存在しない。マイン
ドフルネスも同様である。マインドフルネスが
「個人に対する癒しのメソッド」としてのみ若者
に処方されるならば、彼らの生きづらさは個人の
問題にラベル化され、自己責任論の助長につなが
りかねない。結果として、マインドフルネスは学
歴主義や能力主義の一翼を担う道具と化してしま
うリスクが潜在する。
家族や教師、そして友人たちとの間で生じた傷
つきや排除された痛みは、長いスパンにわたる人
間関係によってしか癒やすことはできない（Her-
man, 2015）。マインドフルネスによる体現化され
た受容と信頼に彩られた器は、その癒しの場にな
り得る可能性がある。詳述してきた iBme のテ
ィーン・リトリートは、その試みの一つに位置づ
けられるだろう。
多面的な iBme のプログラム評価はこれからの
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課題であり、内容の改訂が今後も継続していくこ
とが求められる。また、iBme によるリトリート
のような青少年を対象にした集中的な宿泊タイプ
のマインドフルネス・プログラムを国内で展開す
るには、指導者養成など克服すべき課題は少なく
ない。
一方、「器」のメタファーに象徴される大人側
のマインドフルネスによって醸成された「絆の
輪」に若者たちを包摂していく関係性マインドフ
ルネスの重要性、そこから互いに生まれる身体の
芯から感じられる安心感と存在価値は、今後の子
どもや青少年へのマインドフルネス・プログラム
を構築していくための羅針盤になることが期待さ
れる。
一人のメンターとして参加した iBme ティー

ン・リトリートからの帰路、全身から生まれ出た
のは、「全力で生きた」という身体の声であった。
これは、生身の自分がティーンら、そして参加者
全員によって支えられ、一人の存在として受け入
れられた経験によって表出される「生」の実感と
いえるかもしれない。この全身に残る「生き切っ
た」感覚は、確実に自他への信頼の源として今も
筆者の身体に残る。
この体現された安心感とつながりが、やがては
生き抜くためのレジリエンスとして子どもや青少
年たちの力になっていくようなマインドフルネス
を教育に活かしていきたい。この志向性こそが教
育としてのマインドフルネス（mindfulness as
education）、あるいはマインドフルネスによる教
育（mindfulness of education）の実現につながっ
ていくと確信する。本稿が今後の子ども・青少年
へのマインドフルネスを発展させていくための議
論の一助になることを期待してやまない。

参考文献
芦谷道子，伊藤靖，村田吉美，＆中川栄太（2017）「マ
インドフルネス・プログラムによる小学生に対す
る心理教育アプローチ」『滋賀大学教育学部紀要』
67, 109-122.

Bell, J.（2011）. Understanding adultism : A key develop-
ing positive youth-adult relationships. National Youth
Rights Association.（https : //www.youthrights.org/blog
/understanding-adultism）.

Bottan, N., Hoffmann, B., & Vera-Cossio, D.（2020）. The

unequal impact of the coronavirus pandemic : Evi-
dence from seventeen developing countries. PloS One,
15（10）, e 0239797.

Domet, S.（2020）. Turning toward collaborative leadership.
Mindful, November 19, 2020.（https : //www.mindful.
org/ibme-turns-toward-collaborative-leadership）.

Ergas, O.（2019）. Mindfulness in, as and of education :
Three roles of mindfulness in education.  Journal of
Philosophy of Education, 53（2）, 340-358.

Galla, B. M.（2016）. Within-person changes in mindfulness
and self-compassion predict enhanced emotional well-
being in healthy, but stressed adolescents.  Journal of
Adolescence, 49, 204-217.

Galla, B. M.（2017）.“Safe in My Own Mind :”Support-
ing Healthy Adolescent Development Through Medita-
tion Retreats. Journal of Applied Developmental Psy-
chology, 53, 96-107.

Herman, J. L.（2015）. Trauma and recovery : The after-
math of violence from domestic abuse to political ter-

ror. Basic Books.
iBme.（2017）. 2017 annual report. Inward Bound Mindful-

ness Education.（https : //ibme.com/wp-content/uploads
/2018/07/iBme-Annual-Report-2017.final_.pdf）.

iBme.（2019 a）. Stand proud with us : Annual report 2018-
2019. Inward Bound Mindfulness Education.（https : //
ibme.com/blog/stand-proud-with-us-ibme-annual-report-
2018-2019）.

iBme.（ 2019 b）. Teen retreat mentor manual. Inward
Bound Mindfulness Education.

iBme.（2020 a）. Holding trust in our hands : 2020 annual
report. Inward Bound Mindfulness Education.（https : /
/ ibme. com / wp-content / uploads / 2021 / 04 / iBme-2020-
Annual-Report_Web-Version.pdf）.

iBme.（2020 b）. From intention to action : Mindfulness,
youth, and justice at iBme : A history and a future. In-
ward Bound Mindfulness Education.（https : / / ibme.
com / wp-content / uploads / 2020 / 10 / iBme-Equity-and-
Interdependence-Report-2020.pdf）.

iBme.（2021, November 30）. Inward Bound Mindfulness
Education.（https : //ibme.com）.

飯島有哉・松野航大・宮崎球一・根建金男・桂川泰典
（2018）「中学生の学校ストレスにおける認知的評
価・コーピングに対するマインドフルネスの調整
効果」『認知療法研究』11（1），53-63.

池埜聡（2019）「ソーシャルワークの価値の体現に資す
るマインドフルネス：“Bare Attention”からの脱却
と社会正義の発露に向けて」『人間福祉学研究』12

171



（1），103-127.
池埜聡・内田範子（2019）「マインドフルネスの多様性
に呼応する指導者養成の課題：UCLA Training in
Mindfulness Facilitation（TMF）の経験を踏まえて」
『Human welfare』11（1）, 55-69.

池埜聡・内田範子（2020）「『第 2世代マインドフルネ
ス』の出現と今後の展望：社会正義の価値に資す
る『関係性』への視座を踏まえて」『Human Wel-
fare』12（1），87-102.

井上ウィマラ（2012）「29. 三学（戒・定・慧）」井上ウ
ィマラ・葛西賢太・加藤博臣（編）」『仏教心理学
キーワード辞典（p. 62）』春秋社．

Mindful Schools.（ 2021, June 20）. Mindful Schools.

（https : //www.mindfulschools.org）.
MiSP.（2021, June 20）. Mindfulness in Schools Project.
（ https : //mindfulnessinschools.org）.

斎藤環（2021）「コロナ禍における『ひきこもり生活』
がもたらす心理的影響」『日本労働研究雑誌』729,
84-89.

Ten Percent Happier.（2020）. #13 Jessica Morey : How
joy strengthens compassion. Ten Percent Happier.

（https : //www.tenpercent.com/tph-live/13-jess-morey）.
Tull, E. D.（2018）. Relational mindfulness : A handbook

for deepening our connections with ourselves, each

other, and the planet. Wisdom Publications.
山田昌弘（2021）『新型格差社会』朝日新聞出版．

『Human Welfare』第 14巻第 1号 2022

172



Mindfulness retreat program for youth as an educational practice :
The challenge of the NPO

“Inward Bound Mindfulness Education (iBme)”

Noriko Uchida*1, Satoshi Ikeno*2

ABSTRACT

The purpose of this paper is to highlight the practical features of the mindfulness retreat
program for youth (teen retreat) implemented by the Inward Bound Mindfulness Education
(iBme), a non-profit organization in Washington DC. As a study method, a literature review
and in-depth reflection on the author’s practical experience at the retreat were employed. The
results consisted of twofold. First, iBme’s organizational management system, the basic struc-
ture of teen retreat, and the research on the effectiveness of the retreat were reviewed. Next,
three aspects of practical implications were extracted. These were : 1) formation of a con-
tainer that fully accept and respect teen participants, 2) insight into the adultism prevailed
among teachers and mentors and its reflection in practice, and 3) facilitation methods that
honestly respect teens and include them in the circle of mindfulness and compassion. This
study is expected to utilize as practical implication for future mindfulness programs in educa-
tional settings in Japan.

Key words : mindfulness, education, youth, iBme, social justice
＊1 School Social Worker, Gunma Prefecture, Japan
＊2 Professor, School of Human Welfare Studies, Kwansei Gakuin University, Japan
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■社会福祉学科
今年度も新型コロナの影響で、春学期は学期開
始早々にオンラインへ、また秋学期は途中から急
遽、対面へと授業形式の方針が変わり、教員は戸
惑いつつも学生たちの教育や実践活動に向きあっ
ていくことになりました。月に 1度の学科連絡会
議は、コンビーナ林眞帆先生のもとで、zoom に
よって開催され、様々な問題を共に考え、解決し
てきました。
このような、新型コロナの暗雲がたちこめた今
年度の明るいニュースとしては、学科に高橋味央
先生を新たにお迎えしたことです。学科の学びを
ご経験から深く理解下さっている高橋先生の存在
は、私たちにとっても、大変心強いことでした。
また大和三重先生が、やはりコロナの関係で実施
が危ぶまれた韓国への留学を無事に果たされて、
ご帰国後のご報告を教員一同、楽しみにお待ちし
ているところです。
末尾になりましたが、佐藤洋先生には学科の教
育に加え、保健館の医師として、この難局にご尽
力いただいたことにも学科教員一同、深く感謝し
ております。今年もそれぞれの先生方より頂いた
報告をまとめさせて頂きました。なお、報告は氏
名（あいうえお順）順に、敬称略で掲載させて頂
いております。

池埜聡
研究演習（学部・大学院）を対面で実施できた
ことが励みとなった 2021年度でした。分厚い専
門書と実習に向き合い、プロ意識を高めてくれた
院生、自ら問いを立て、卒論作成で成長を果たし
た 4年生、US のソーシャルワーク・クラスを彷
彿とさせる積極的な学びを継続した 3年生。対面
で過ごした一瞬一瞬の豊かさに圧倒されました。
一方、現場の医療ソーシャルワーカーとの共同研
究、社会福祉士会とのワークショップ共同開催な
どはオンラインの賜物。対面とオンラインに疲れ
が出てきたとき、カナダ・カールトン大学からの
招聘准教授、朝倉健太先生に北米のトラウマ・イ

ンフォームド研究の風を送り込んでいただき、目
を覚ました年でもありました。
今井小の実
今年度も、研究演習Ⅰの学生の顔と名前が一致
する前にオンライン授業になったのは、残念でし
たが、毎回すばらしいプレゼンとディスカッショ
ンテーマを準備するので、非常に充実した時間で
した。4年生も卒業研究に真摯に取り組み、本格
的な執筆を始めました。11月には『空の翼』の
撮影に参加し、興味深いプレゼンとディスカッシ
ョンを展開して、撮影スタッフの方にも「楽しか
った！」とほめて頂いたのは良い思い出になりま
した。
大和三重

2021年度は学院留学で、韓国にて在外研究を
する機会をいただきました。コロナ禍の折、留学
をするのは無謀とも思われましたが、お陰で貴重
な体験をすることができました。ソウル大学日本
研究所では専門領域を超えて様々な分野の先生方
と共同研究をする機会をいただき、学術大会等に
も参加させていただきました。韓国の日常生活に
おけるデジタル化の発展を実際に経験した驚きと
戸惑いは、超高齢社会の課題に示唆を与えるもの
となりました。
風間朋子
今年度のゼミは研究演習Ⅰのみの開講でした。
ゼミでは、労働者保護に関する制度の基礎を学習
した上で、ひとりひとりがテーマを見つけて、そ
れを深めていく作業を行いました。報告を重ねる
ごとにプレゼンテーション能力が向上し、分って
もらうための表現の工夫も見られるようになりま
した。また、社会問題を自分に引きつけて考える
力も付いてきたように感じます。これからは、文
章化の作業に取りかかります。
川島惠美

3回生 16名、4回生 14名の川島ゼミでは、春
学期はオンラインで、秋学期から対面でゼミを実
施しました。春学期は体験型の授業ができず苦労
しましたが、その分、秋学期は学生同士のかかわ
りも活発になり、やっとゼミらしい雰囲気が戻っ
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てきました。3回生ゼミでは、基本的なコミュニ
ケーション、グループプロセスについて学び、4
回生は卒業研究作成と同時並行でアサーショント
レーニングを行いました。いずれの内容も就活
や、卒業後の社会人生活に活かしてもらえればと
思います。
佐藤洋
遠隔講義が 2年連続となり、学生さんの反応が

分かりづらい状況です。研究面では心筋梗塞デー
タベースを用いた論文発表が順調に進んでいま
す。学校保健の仕事では、感染者や濃厚接触者の
積極的疫学調査に加え大学拠点接種を学内各部署
のご協力より何とか実施できました。感染者や接
触疑い者の事後調査では、想像以上に身体的後遺
症、精神面での悪影響が認められ、感染に関わら
ない予防が大事と、認識を一層新たにいたしまし
た。
高橋味央
緊急事態宣言下のソーシャルワーク実習では、
延期や変更を余儀なくされるケースも散見されま
したが、学生たちの頑張りと実習先のご厚意によ
り、何とか全員無事に実習を終えることができま
した。研究においては、この 10月にコロナで延
期となっていた学校や地域でのフィールドワーク
を再開しました。
こうした状況下で現場の声を聴くことができる
環境に感謝し、感染防止に細心の注意を払いなが
ら研究活動に邁進していきたいと思います。
林眞帆
今年は、国家試験の編集・作成などの仕事に追
われた一年でしたが出版予定の共著の校正を無事
に終えることができました。対面とオンラインの
併用で準備に時間を要しましたが 3年生は授業で
のディベートに積極的に参加していました。4年
生はコロナ禍で思うように卒業研究が進まないよ
うでしたが最後まで粘り強く頑張ってくれまし
た。
コロナ禍での大学生活でしたができるだけ良い
思い出として残ってくれたらと思っています。
馬場幸子
関学に着任して 3年目。馬場ゼミでのオレンジ
リボン運動も 3年目となり、3年ゼミ生のプロジ
ェクトとして定着しつつあります。今年の 3年生

は、児童虐待、ヤングケアラー、コロナ禍での子
ども家庭支援（子ども食堂など）の 3グループに
分かれて学習しています。自治体担当者や NPO
の理事にインタビューを行ったり、ZOOM での
研修会に参加するなど、昨年よりも活動の幅が広
がりました。私自身も少しずつ研究活動を再開し
ています。
平尾昌也
今年度も昨年度に引き続き、新型コロナウィル
スの影響を大きく受けた形となりました。演習授
業をオンラインで実施する難しさに悩まされなが
ら、学生とも協力して行うことができました。研
究活動については、第 23回日本 NPO 学会で口
頭発表を行い、ソーシャル・ファーム研究につい
て様々な示唆を得ることができました。また、
ソーシャル・ファームを地域福祉の中でどのよう
に位置付けるのかについて研究を進めています。
藤井博志
ゼミはこのコロナ渦で地域のフィールドワーク
が思うようにいかず、ゼミメンバーの関心に基づ
く共同研究や個人研究報告をオーソドックスに行
っています。地域福祉研究の面では、来年度に制
度施行される重層的支援体制整備事業の評価研究
を 3人の共同研究者と NPO と協働して国の社会
福祉事業補助金を受けて着手しました。また、同
時に、この関係の普及研修事業を広島県の自治体
と社協を対象に地域福祉支援計画プログラムとし
て試行実験を行なうなど、新たなチャレンジの年
になりました。
松岡克尚

4年生は 7月に「コロナ禍における障害者就労
支援の現状と課題」をテーマに Zoom ウェビ
ナーによる講演会とシンポジウムを実施しまし
た。多くのご協力を得ることができ、障害者就労
の意義を考える契機になりました。3年生はコロ
ナで夏 OC 企画を実施できず、代わりに 11月に
「チョコレートドーナツ」上映会と講演会を
Zoom ウェビナーで実施し、啓発することの意義
と課題を学びました。今は障害者週間企画に邁進
中です。
安田美予子
コロナ禍でしたが、3・4年のゼミはすべて対

面で、留学生など入国できない学生は Zoom で
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参加して、ゼミを行いました。
また 3年ゼミ生は、2年次の昨年度、コロナ禍
のため学生間の相互作用による学びをほとんど経
験していなかったため、3年ゼミではそうした学
びを重視し、グループ研究、グループ発表、ディ
ベートを積極的に行いました。
また、3年ゼミ生と 4年ゼミ生間の交流のた
め、合同ゼミを 2回、就職活動に関する懇談会を
12月から 1月に開催する予定です。
李善惠
昨年より ZOOM の使い方には慣れているもの

の、毎週行われたオンラインと対面のハイブリッ
ド授業には大変苦労した一年でした。このような
状況でも第 1期生となる李ゼミの 3年生は、十人
十色の性格をお互いに認め合いながら、春学期は
ケアという思想とともに様々な社会問題について
考える時間を、秋学期は自分の関心のある文献を
調べて来たものに基づいてプレゼンテーションを
行う時間をもちました。頭の中にあることを言葉
にすることへの難しさや大切さを学べた時間でし
た。

（今井小の実）
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■社会起業学科
人間福祉学部社会起業学科が開設され 14年目
を迎えました。2021年度は 78名の 1年生が加わ
り、2年生 80名、3年生 74名、4年生 87名、総
勢 319名でスタートしました。教員では、白波瀬
達也先生、柴田学先生が我々の仲間に加わりまし
た。白波瀬先生は、社会学及び社会福祉学の立場
からホームレス支援、生活困窮者支援、多文化共
生、地域再生・都市再生、まちづくりなどの研究
に取り組まれています（参考：人間福祉学部 HP
https : //www.kwansei.ac.jp/s_hws/s_hws_kyouin6.
html）。柴田先生は、社会起業研究のなかでも、
「社会的連帯経済」の理論と実践について、社会
福祉学の立場から研究されています（参考：人間
福祉学部 HP https : //www.kwansei.ac.jp/s_hws/s_
hws_kyouin5.html）。
新型コロナウイルス感染症の影響により、様々
な制限がある中ではありましたが、本年度実施し
ました社会起業学科の特徴を示す活動について報
告いたします。

①社会起業学科新入生歓迎プログラム「これが社
起や DAY !2021」
社会起業学科では、新入生歓迎プログラムとし
て、「これが社起や DAY！」（社会起業に関する
学びと学生間交流、学科への求心力の向上を目
的）を開催しています。昨年度は新型コロナの影
響により、4月開催を断念しましたが、今年度は
これまで通り、4月に開催することができまし
た。活動時間の短縮、マスクの着用、換気、手指
消毒の徹底など、対策を講じた上で実施しまし
た。1年生たちの充実した笑顔、グループワーク
へ積極的に取り組む姿が印象的でした。
•日 程：2021年 4月 10日（土）
•会 場：関西学院大学 G 号館 201、202
•参加者：1年生約 70名、学生スタッフ 12名

（2年生）
•内 容：アイスブレイク、貿易ゲーム、ボッチ

ャなど

②社会起業英語中期留学
残念ながら、今年度も昨年度に続き中止となり

ました。オンラインでの実施では本来の学習効果
が得られないと判断しました。

③社会起業インターンシップ
1）インターンシップ（国内）
今年度の履修生は 8名。インターンシップ先は
以下の通りです。
•認定 NPO 法人 Homedoor（ホームドア）
•特定非営利活動法人クロスベイス（Cross

Base）
•NGO 神戸外国人救援ネット
•特定非営利活動法人ここ（フリースクールこ
こ）
•特定非営利活動法人山科醍醐こどものひろば
•神戸三田ブレイバーズ（一般社団法人兵庫ブ
ルーサンダーズ）

2）インターンシップ（海外）
今年度の履修者は 3名。国内でのインターンシ
ップに切り替え、活動を行いました。インターン
シップ先は以下の通りです。
•特定非営利活動法人クロスベイス
•RAFIQ（在日難民との共生ネットワーク）
•公益財団法人とよなか国際交流協会

④社会起業フィールドワーク
1）フィールドワーク（国内）
昨年度は全クラスがオンラインでの実施となり
ましたが、本年度は入国することができない留学
生を含むグループと、受け入れ先の新型コロナ対
策によりオンライン対応となったグループを除
き、対面で実施することができました。やはり対
面でのフィールドワークは刺激が大きく、自発的
に現地訪問するなどの行動につながっています。
なお、7月 6日、13日に報告会を実施しました。
実習先は以下の通りです。
•NPO 法人 暮らしづくりネットワーク北芝
•BazaarCafe（バザールカフェ）
•一般社団法人 タウンスペース WAKWAK
•NGO 神戸外国人救援ネット／神戸アジアン食
堂バル SALA（会場）
•NPO 法人富岡町 3・11を語る会
•NPO 法人釜ヶ崎支援機構
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•NPO 法人サポーティブハウス連絡協議会
•NPO 法人こどもの里
•大阪府簡易宿所生活衛生同業組合
•西成区役所
2）フィールドワーク（海外）

2022年 2月にオンラインでの集中講義を行い
ました。ルワンダの現地学生とともにスラム街に
あるコミュニティ幼稚園のプログラムを作成しま
した。

⑤社会起業講演会
例年社会起業インターンシップ（国内）では、

受講生が中心となり社会起業にまつわるゲストを
お招きした講演会を企画実施しています。今年度
も 5回の講演会を実施しました。以下、全 5回の
日時、講師です。
第 1回：『10代の孤立とひとりひとりの可能性』
日時：11月 16日（火） 13 : 20～15 : 00
会場：G 号館多機能演習室
講師：今井 紀明 氏 （認定 NPO 法人 D×P

理事長）
第 2回：『旅を通した地方創生～おてつたびの

夢～』
日時：11月 30日（火） 13 : 20～15 : 00
会場：Zoom
講師：永岡 里菜 氏（株式会社おてつたび代

表取締役 CEO）
第 3回：『社会変革という意味でのアートの可

能性』
日時：12月 7日（火） 13 : 20～15 : 00
会場：第 5別館第 6教室
講師：松田 崇弥 氏（株式会社ヘラルボニー

代表取締役社長 CEO）
第 4回：『沖縄の若者の現状から考える日本の

若者支援』
日時：12月 14日（火） 13 : 20～15 : 00
会場：Zoom
講師：金城 隆一 氏（特定非営利活動法人沖

縄青少年自立援助センターちゅらゆい代
表理事）

第 5回：『ファッションからみたエシカル消費
とこれからの日本』

日時：1月 18日（火）13 : 20～15 : 00

会場：Zoom
講師：白木 夏子 氏（株式会社HASUNA代表）

⑥ 2021年度人間福祉学部社会起業学科実践活動
奨励金
本奨励金は、社会起業学科における実践教育、
とりわけ学生の主体的活動の活性化を図り、実践
教育環境をより充実させることを目的として設立
されました。社会起業学科生にこの 1年間に取り
組んだ社会貢献活動（2020年 11月 1日以降に実
行したものあるいは継続中のもの）の成果を発表
してもらい、優秀な活動に対して奨励金を支給す
る取り組みです。以下のスケジュールで、応募、
プレゼンテーション、選考などを行いました。
•応募期間：2021年 10月 11日（月）～2021年 12

月 3日（金）
•プレゼンテーション：2022年 1月 18日（火）

17 : 00～ G 号館 301号教室にて
•結果発表：2022年 1月 20日（木）13 : 00

学内掲示
•授与式：2022年 1月 26日（水）13 : 00

G 号館 111号教室

⑦オープンキャンパスでの社会起業学科イベント
8月 7日（土）～8日（日）の日程で上ケ原キャ
ンパスのオープンキャンパスが開催されました。
以下、本学科の模擬講義（Zoom）担当者および
テーマです。
8月 7日：『貧困地域の課題を解決するための取
り組み』
講師：白波瀬 達也 先生
近年、日本では貧困の広がりが社会問題化して
いる。SDGs の 1番目の目標に「貧困をなくそ
う」とあるように、貧困の解決は最重要課題であ
る。その取り組み事例を紹介。
8月 8日：『社会貢献を仕事にする～社会起業と
は何か～』
講師：柴田 学 先生
社会貢献のアプローチは、ボランティア活動だ
けではない。社会貢献を仕事にする働き方や方法
に触れ、社会起業を学ぶことの意義や可能性につ
いて解説。

（林 直也）
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■人間科学科
人間科学科が開設されて 14年目となりました。
今年度は、106名が新入生として加わり、2年生
103名、3年生 91名、4年生 107名の総勢 407名
でスタートしました。前年度の卒業生（10期生）
は 105名で、卒業後の進路は、一般企業（金融・
保険、製造、卸売など）、公務員、教員、医療・
福祉など、多岐に渡っています。就職を希望する
学生における就職決定者の割合、いわゆる就職率
は人間福祉学部全体で 100％と、昨年度に引き続
き高水準で推移しています。
人間科学科では、ディプロマ・ポリシー（学位
授与の方針）として「人間科学に関する専門的知
識を身につけ、質の高い生活と社会の実現に貢献
できる」ことを掲げており、具体的には死生学・
スピリチュアリティを中心とした学問分野、身体
運動科学・身体パフォーマンスを中心とした学問
分野の両領域、すなわち「こころ」と「身体」の
両面から人間を深く理解することを学生の学修成
果の目標としています。この方針に基づき、カリ
キュラムが編成されており、「人間科学入門」「人
間科学実習入門」「人間科学フィールドワーク入
門」「人間科学フィールドワーク」といった人間
科学科独自の科目も開講されています。昨年度に
引き続き、今年度も世界的なコロナ禍のため、原
則 Web による授業、一部ハイブリッド型、対面
型などでの授業となりました。
概要を以下に紹介します。

「人間科学入門」
1年次春学期の必修科目であり、人間は、その
誕生から死に至る様々な局面において、どのよう
なことを経験し、こころと身体がどのように変化
していくのかという点について、学科の全教員が
オムニバス形式で授業を担当しています。今年度
も、各教員の専門分野に応じて、「子ども」から

「死－いのちを生きる－」まで、各回のテーマを
設定し、授業が行われました。
「人間科学実習入門」

2012年度に新設された 1年次秋学期の必修科
目であり、学科教員による授業に加え、全員参加
による合宿を例年行っています。今年度の合宿
は、コロナ禍のため実施できませんでしたが、10
月 9日（土）に甲山を登り、10日（日）は学内
を探索するというかたちで、実施いたしました。
また、各クラスの担当教員による授業も行われま
した。
「人間科学フィールドワーク」
人間科学科での学びの集大成ともいえる科目で
あり、実際のフィールドでの実習を通して、ここ
ろと身体の両面からの人間への深い理解と支援の
あり方を体得するとともに、自己への洞察を深め
ることを目的としています。毎年、各学生が自ら
のこれまでの学びやバックグラウンドを踏まえて
実習計画書を作成し、担当の教員の指導のもと、
座学では学ぶことの難しい貴重な学びを得ていま
す。昨年度に引き続き、今年度もコロナ禍での実
施となりましたが、配慮と工夫をしながら実習を
行いました。
昨年来のコロナ禍の混乱のなか、長年、人間学
科に貢献された井出浩先生が 2020年 3月末に定
年退職され、2020年 4月から橋本直子先生が赴
任されました。また、2021年 3月末には、笹塲
育子先生が他大学に移籍されるなど、教員の顔ぶ
れも変化しております。
人間科学においては、「こころ」と「身体」の
両面から人間を理解するという学科の理念を大切
にしつつ、人間科学科の特色を活かした教育・研
究活動の充実に向けて一丸となってコロナ禍を乗
り越えていきたいと思います。

（山 泰幸）
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■言語教育
•必修英語科目
人間福祉学部では、必修外国語科目として英語
講読と英語表現を設けています。学生の習熟度と
第 2外国語の選択科目に対応するため、クラス数
は 15となっています。流暢さの向上と素早く的
確に情報を読み取る能力を養うために、英語講読
ではすべてのクラスで多読を授業外の課題として
います。学部資料室の副読本の拡充と管理の適正
化をはかり、図書館蔵置のものと共に使用してい
ます。専門教育への橋渡しとなるべく、人間福祉
学部の社会福祉・社会起業・人間科学 3学科と英
語科の教員が分担執筆したテキストを使用してい
ます。現在はその 2冊目（『English for Human
Welfare Studies』2016年 1月、朝日出版）を使用
しています。また本学部の英語教育方針を反映し
たシラバスに沿う授業進行をはかるため、本学部
英語教員が作成した教科書を、1年次の英語表現
A/B（『English Beams』2016年 1月、金星堂）と
2年次の英語表現 C/D（『Real Writing－大学生の
ためのエッセイライティング入門』2019年 4月、
南雲堂）を使用しています。
より英語力を高めたい学生には、必修英語科目
に替えて受講できるプログラムや科目が別途用意
されています。一定の要件を満たせば、1年生春
学期、または 1年生秋学期から履修することがで
きるようになっています。なおこれらのコースを
受講する場合、後述の人間福祉学部が提供する英
語コミュニケーションを第 2言語として選択する
ことはできません。外国人留学生には日本語Ⅰを
必修科目として開講しています。

•第 2言語科目
選択必修の第 2言語としては、人間福祉学部が
用意する英語コミュニケーション、日本手話、お
よび言語教育センターが用意するスペイン語、フ
ランス語、ドイツ語、中国語、朝鮮語のうちの 1
言語を 1・2年次 4学期間履修することを義務付
けています。原則として途中で言語を変更するこ
とは認めていません。なお外国人留学生用選択科
目として基礎英語を用意しています。以下に①英
語コミュニケーション、②日本手話、③スペイン

語についての概略を紹介します。

①英語コミュニケーションの授業では、英語によ
る異文化間コミュニケーション能力育成と多文化
共生意識の涵養をはかるため、例年ゲストスピー
カーを招いた授業や交換留学生との交流を取り入
れた授業を行っています。ゲストスピーカーの選
定にあたっては、英米出身であっても英語圏にお
ける文化がもつ多様性を伝えられる方を講師とす
るよう心掛けており、非英語圏出身者で国際共通
語として英語を用いた活動をしている方には、そ
の活動フィールドや内容などについて語っていた
だいています。昨年度に続き、今年度もコロナ感
染防止対策のため授業がオンラインで開講される
ことになり、残念ながらゲストスピーカーや交換
留学生との交流はできませんでした。授業は、オ
ンラインコミュニケーションツールを活用し、ペ
アやグループでの活動を大いに取り入れ、インタ
ラクションを重視しつつ異文化の理解を深めるこ
とを目指しました。

②本学部の設置趣旨に沿い実施されている日本手
話では、学年の約 1/3にあたる約 80名の学生が
受講しています。
手話実技の練習には学生 1人当たり一定の空間
が必要となるため、1クラス 15名に限っていま
す。週 2コマのうち 1コマをネイティブ・サイ
ナーの講師による実技学習に充て、もう 1コマを
「聴者」講師による「ろう文化概論」「日本手話概
論」「文法」「読解」に充てています。
実技学習は、手話で手話を教えるダイレクトメ
ソッドを採用し、また幼児の言語習得原理に基づ
くナチュラルアプローチを中心に進めています。
実技学習（もしくは実技の授業）では音声は禁止
され、音声日本語の干渉を受けない環境の下で手
話習得を促進し、同時にろう者の基本的会話マ
ナーを学んでいきます。また、ろう者のゲストス
ピーカーを招いていますが、その様子を録画し、
資料室で閲覧可能にしています。授業で学んだ日
本手話を授業外でも活用できる機会として、ろう
者を招いての交流会なども実施しています。

2年次の秋には、学生一人一人がろう者や手話
に関するテーマを自由に設定し、プレゼンテーシ

181



ョンのコンテストを行い、手話への理解を深める
機会を設けています。

③スペイン語は言語教育研究センターが提供して
いる科目であり、全学共通カリキュラムにより運
営されています。スペイン語圏でも特に中南米
は、貧困などの多くの社会問題を抱えている点、
また社会問題解決のための革新的な取り組みが行
われている地域が増加している点など、人間福祉
学部における学びを大いに活かせるフィールドで
あると言えます。また、日本国内にも中南米出身
者が多く在住し、スペイン語や近縁のブラジル・
ポルトガル語文化への理解が地域社会の福祉を考
える上で必須となっています。そのためスペイン
語科目を履修する本学部生には 2年間の履修期間
が終了するときには、自分自身や自分自身を取り
巻く事柄を簡単なスペイン語で表現でき、辞書を
使えば、自分に必要な情報を本やインターネット
などから得ることができるようになることを学習
目標としています。授業は週 2回開講されてい
て、1クラスは日本人教員が主に文法を教え、も
う 1クラスはネイティブ教員が会話や言語運用の
授業を行っています。

人間福祉学部では、例年 30名前後の学生がス
ペイン語を履修しています。大学に入学して初め
てスペイン語を学ぶ学生が多く、スペイン語特有
の語形変化や動詞活用などの学習を困難に感じる
学生もいますが、1年目の秋に入ると慣れてきて
「面白くなってきた」と熱心に勉強し始める学生
も少なくありません。授業ではスペイン語で意思
伝達や情報収集ができる学生の育成に重点を置
き、スペイン語圏の文化や社会、日本に暮らすス
ペイン語圏出身者に関する教材や資料などをでき
るだけ使用して、異文化理解を深め、多文化と共
生していくための下地を学生の中に作ることがで
きるよう努めています。履修者数が大学の定める
対面授業実施可能クラスの条件に当てはまってい
たため、今年度は新型コロナウィルス感染状況に
応じてオンライン授業と対面授業の両方を実施し
ました。オンラインならではの学習活動と、フィ
ジカルディスタンスを保持しながらクラスメイト
と場を共有して行う対面の学習活動を通じて、教
員・学生の双方が外国語を学ぶ意味や学習方法の
あり方を考える機会を多く持てた 1年となりまし
た。

（村上陽子）
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■チャペル
今年度の人間福祉学部チャペルは、昨年度と同様、新型コロナウイルスの感染拡大の影響のため、人数
制限を設ける等、感染対策を講じながら、通常とは異なる形で実施した。春学期は週 3回（月、水、木
［計 37回］）、秋学期は週 2回（月、木［計 24回］）実施し、奨励は宗教主事、宣教師、チャペル委員他、
主に学部教員が担当した。加えて春季／秋季の大学合同チャペル（オンライン）及び 12月の大学合同ア
ドベントチャペル（対面）に合流した。なお、月、木曜日一時限のキリスト教学の授業をクラスを分割し
て対面／オンライン併用で実施したことに伴い、出席者数の激減が予想されたが、結果的には例年と同様
の出席者を得ることができた。また、昨年と同様、日本に入国できない留学生他、様々な事情のために対
面でのチャペルアワーに出席できない学生のために、随時チャペルアワーの模様を録画し、学部ホーム
ページで公開した。なお、例年実施していた会食を伴うクリスマス祝会については、昨年度に引き続き今
年度も、感染予防の観点から実施することはできなかった。次年度については、例年通りの形でチャペル
アワーが実施できるかどうかは現時点ではなお明らかでないが、より充実したプログラムを実施できるよ
うに努力していきたい。今年度のチャペルアワーの実施内容は以下の通りである。

【春学期】

月 日 奨励（担当）者 主題（内容）

4月 8日（木） 嶺重 淑（宗教主事） チャペル・オリエンテーション①
12日（月） 嶺重 淑（宗教主事） チャペル・オリエンテーション②
14日（水） 嶺重 淑（宗教主事） チャペル・オリエンテーション③
15日（木） 広瀬康夫（吉岡記念館職員） 讃美歌を歌おう①
19日（月） 広瀬康夫（吉岡記念館職員） 讃美歌を歌おう②
21日（水） 嶺重 淑（宗教主事） 「地の塩として生きる」
22日（木） 李 善惠（宣教師） 「ミッション」
26日（月） 小西砂千夫（社会起業学科教員） 「善人がその善のゆえに滅びる」
28日（水） 嶺重 淑（宗教主事） イースターを覚えて

5月 6日（木） 安田美予子（社会福祉学科教員） 「やすらかに生きる」
10日（月） 中野陽子（英語科教員） 「雑談のすすめ」
13日（木） 桜井智恵子（人間科学科教員） 「分配するものは何か」
17日（月） 嶺重 淑（宗教主事） 「タラントを活かして」
19日（水） 林 直也（社会起業学科教員） 「欲を持つことの大切さ」
20日（木） 市瀬晶子（人間科学科教員） 「いつまでも残るもの」
24日（月） 松岡克尚（社会福祉学科教員） 「祈ること」
25日（火） 大学合同チャペル第 1日 於）中央講堂
26日（水） 大学合同チャペル第 2日 於）中央講堂
27日（木） 橋本直子（人間科学科教員） 「大学での学び」
31日（月） 川島惠美（社会福祉学科教員） 「四つの校歌」

6月 2日（水） 村上陽子（スペイン語科教員） 「失敗から気づくこと」
3日（木） 溝畑 潤（人間科学科教員） 「ラグビーから学んだこと」
7日（月） 坂口幸弘（人間科学科教員） 「親を超える」
9日（水） 山 泰幸（人間科学科教員） 「大切な時間」

10日（木） 藤井博志（社会福祉学科教員） 「共に生きる」
14日（月） 嶺重 淑（宗教主事） 「隠された宝」
16日（水） 白波瀬達也（社会起業学科教員） 「レコード楽しいぞ！」
17日（木） 李 善惠（宣教師） 「君は愛されるため生まれた」
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月 日 奨励（担当）者 主題（内容）

21日（月） 馬場幸子（社会福祉学科教員） 「いろいろな人に出会っていますか？」
23日（水） 井上 智（宗教センター宗教主事） 「血縁重視？ 関係重視？」
24日（木） 嶺重 淑（宗教主事） 「時を知る」
28日（月） 木原桂二（商学部宗教主事） 「見ても見ぬふりはできない」
30日（水） 柴田 学（社会起業学科教員） 「「偽善」の正体」

7月 5日（月） 池埜 聡（社会福祉学科教員） 「ヤングケアラーに寄り添う」
7日（水） 三ツ本武仁（香里教会牧師） 「何事にも時がある」
8日（木） 加納和寛（神学部教授） 「ここに愛がある」

12日（月） 木村 愛（吉岡記念館職員） 「Calling」
14日（水） 大石健一（茨木春日丘教会牧師） 「必要な分だけ取りさえすれば」
21日（水） 武田 丈（学部長） 春学期最終チャペル

※5/12はオンラインによる基礎演習実施のため中止、7/1は電車遅延のため中止

【秋学期】

月 日 奨励（担当）者 主題（内容）

9月 27日（月） 嶺重 淑（宗教主事） 新学期を迎えて
30日（木） 嶺重 淑（宗教主事） 創立記念日を覚えて①

10月 4日（月） 嶺重 淑（宗教主事） 創立記念日を覚えて②
7日（木） 李 善惠（宣教師） 「喜び」

11日（月） 小西砂千夫（社会起業学科教員） 「イエスは何に怒っているのか」
14日（木） 安田美予子（社会福祉学科教員） 「安らかに生きる」
18日（月） 嶺重 淑（宗教主事） 「「学ぶ」とはどういうことか」
21日（木） 大学合同チャペル（第 1日）に合流 於）中央講堂
22日（金） 大学合同チャペル（第 2日）に合流 於）中央講堂
25日（月） 広瀬康夫＆New Directions 音楽チャペル
28日（木） 広瀬康夫＆New Directions 音楽チャペル

11月 1日（月） 福留洋平（人間福祉学部卒業生） 「つながりを信じること」
4日（木） 桜井智恵子（人間科学科教員） 「いろいろ話をして」
8日（月） 中野陽子（英語科教員） 「対話の重要性について」

11日（木） 舟木 讓（院長） 「自らに向き合う生き方」
15日（月） 嶺重 淑（宗教主事） 「自分を愛するように」
18日（木） 李 善惠（宣教師） 「この時期だからこそ」
22日（月） 宗教総部献血実行委員会 冬の献血週間を覚えて
25日（木） 教務補佐 クランツ作り
29日（月） ウィメンス・グリークラブ 音楽チャペル

12月 2日（木） 嶺重 淑（宗教主事） アドベントを覚えて
6日（月） 大学合同アドベントチャペルに合流 於）中央講堂
9日（木） 澤田有希子（社会起業学科教員） 「思いやりは想像する力から」

13日（月） 生田正幸（社会起業学科教員） 最終奨励
16日（木） チャペルオルガニスト 音楽チャペル
20日（月） 李 善惠（宣教師） クリスマス音楽礼拝
23日（木） 武田 丈（学部長） 秋学期最終チャペル
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■外国人留学生懇談会
2021年度「外国人留学生懇談会」を開催

ZOOM というツールを用いて、外国人留学生
と教職員による「外国人留学生懇談会」を秋学期
が始まる 9月 21日（火）と 22日（水）と冬休み
に入る前の 12月 21日（火）と 22日（水）の昼
休みの時間に開催し、9月には 21名の学生と 7
名の教職員が、12月には 19名の学生と 7名の教
職員が参加しました。

2019年度までは、昼食を食べながら、教職員
を含め留学生同士が話し合う場（ランチミーティ
ング）を設けていましたが、2020年度は新型コ
ロナウイルス感染症の拡大により、春学期は緊急
事態宣言の発令とともに大学の閉鎖、それに伴い
すべての授業がオンラインとなる未曾有の出来事

が生じました。また、秋学期も日本だけではなく
世界の感染者数の急増により母国に帰る留学生が
増え、結局「外国人留学生懇談会」は一度も開催
できませんでした。

しかし、今年度は対面ではなくても、留学生同
士や教職員とのつながりが感じられる場を設ける
必要があると考え、オンラインで開催することと
しました。短い時間ではありましたが、学生一人
ひとりがどのように生活しているのか、悩んでい
ることは何か、対面授業やオンライン授業におい
て困ることは何かなど、素直に話しあうことで、
有意義な時間をもつことができました。来年度に
は、留学生の皆さんと元気な姿で会えることを切
に願っております。

（李 善惠）
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人間福祉学部では、故 浅野仁 名誉教授の寄
付により、優秀な卒業研究を執筆した学部学生の
努力を称えるため、優秀卒業研究賞（通称「あじ
さい賞」）を設けています。
名前の由来は、あじさいを同氏が好まれたこと
によります。
最優秀賞・優秀賞には表彰状と副賞（図書カー
ド 10,000円）が贈られます。

2020年度の受賞者は次のとおりです。

・最優秀賞
久山 優果
精神障害者ピアサポーターのピアサポート
活動における影響

・優秀賞
家久 いづみ
「大学生の Life（生活・人生）の主観的満
足感に影響を与える要因」

小林 智佳
大学生における遺族に対する態度と印象の
評定
－自死遺族・病死遺族・コロナ死遺族の比
較－

人間福祉学部優秀卒業研究賞規程

（目的）
第 1条 学校法人関西学院は、浅野仁氏（本学名
誉教授）よりの寄付金をもって、人間福祉学部
優秀卒業研究賞を設定する。

2 この賞は、人間福祉学部学生の学習・研究意
欲を高め、勉学の向上をはかることを目的とす
る。

（資格及び交付）
第 2条 この賞は、毎年人間福祉学部において優
秀な卒業論文等を執筆した学生に授与する。受
賞者を毎年若干名とし、受賞者には賞状と副賞
を授与する。

（所管及び運営）
第 3条 人間福祉学部に優秀卒業研究賞（浅野
賞）選考委員会を設け、受賞者の選考に当た
る。

2 選考委員会の構成及び選考方法については別
に定める。

（規程の改廃）
第 4条 この規程の改廃は、選考委員会の議を経
て、人間福祉学部教授会で決定し、理事会の承
認を得るものとする。

附 則
この規程は、2011年（平成 23年）4月 1日か
ら施行する。

■人間福祉学部優秀卒業研究賞「あじさい賞」
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1．研究目的
本研究は、社会福祉法人尼崎あすなろ福祉会地
域生活支援センターポルタに所属するピアサポー
ターへのフォーカス・グループ・インタビューを
通して、精神障害者のピアサポート活動を始める
きっかけ、活動のやりがいや苦労を明らかにする
ことを目的とした。同時に、精神障害の症状によ
る身体的な体調や気分の変化にも着目し、必ずし
も順調にピアサポート活動が継続できているとは
限らないことに留意した。また、実際に活動する
ピアサポーターを支援する支援者とピアサポー
ターとのかかわりにも着目し、それらがピアサ
ポート活動による変容にどのようなつながりを持
つのかを明らかにすることを第二の目的とした。
そして、ピアサポーターの育成や活動の場の拡
大、そしてピアサポート活動が精神障害者の地域
生活が推進されている流れにおいてどのような機
能を持つのかを考察していった。

2．研究方法
本研究は、帰納的パラダイムに準じた探索的研
究として、社会福祉法人尼崎あすなろ福祉会地域
生活支援センターポルタにおける尼崎市からの委
託事業である精神障害者地域移行支援・地域定着
支援を行うピアサポーター 4名を対象にフォーカ
ス・グループ・インタビューを実施した。現時点
では、精神障害者ピアサポーター自身に対する研
究は数少ない。そのため、ピアサポーターの語る
言葉から、精神保健福祉分野におけるピアサポー
ト事業の拡大やピアサポーター育成、活動の場の
拡大に必要なピアサポーター自身の主観的な変容
に着目し、ピアサポーターに寄り添う方法を考え
るために探索的研究を可能にする質的研究法とし
てフォーカス・グループ・インタビューを採用し
た。
サンプリングは、筆者の実習担当であった社会

福祉法人あすなろ福祉会地域生活支援センターポ
ルタの管理者である精神保健福祉士より、同事業
所の精神障害者地域移行・地域定着支援事業を行
う相談支援専門員を紹介いただき、対象者 4名と
アポイントメントをとり、フォーカス・グルー
プ・インタビューを実施した。
質的データ分析は、佐藤（2008）による質的
データ分析法（カテゴリー分析法）を参照した。
まず、4名の語りであるインタビューの逐語録を
作成した。その逐語録を何度も読み返し、一つの
内容ごとに区切り（ユニットづくり）、本研究目
的を念頭において関連付けられるように概念を抽
出していった。次に、それぞれの概念の関係性を
見出し、カテゴリーを作っていった。具体的に
は、オープンコーディング、軸足コーディング、
選択コーディングという手法を用いて、段階的に
コード化していき、質的データを整理していっ
た。

3．結果
質的データの分析の結果、生成された概念は以
下の表のとおりである。
概念カテゴリーとして 3つが生成された（表 1
参照）。『当時者性への洞察の増幅』とは、ピアサ
ポート活動をすることによってピアサポーターは
自分自身の経験や、患者やピアサポーターの支援
者など他者とのかかわりの中で自分自身への気づ
きが大きい状況を表す。第 2に、『二重の役割へ
の苦悩』は、ピアサポートにおける同じ精神障害
を有する仲間という役割と、ピアサポーターとい
う役割の二層性によってピアサポーターが感じる
立ち位置の不安定さを意味する。第 3として、
『役割取得による新しい可能性の変化』は、ピア
サポーターという役割を担いピアサポート活動を
行う中で、自らの日常生活リズムの変化やピアサ
ポートをする中で生まれてくる目標の発見として

〔2020年度 人間福祉学部優秀卒業研究賞・最優秀賞 要旨〕

精神障害者ピアサポーターのピアサポート活動における影響

久 山 優 果
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表される。
これらの概念カテゴリーと下位概念をもう一度
語りのデータと付き合わせながら最終的に得られ
たストーリーラインは、次のように示される。そ
れは：
同じ精神障害者であるという仲間意識と役割を
得ることで起きるピアサポーターという立場の
『役割の二重性への苦悩』を感じながらも、ピア
サポーターは支援者からの励ましや当事者である
ことへの誇りを自覚し、『当事者性への洞察を増
幅』させる。これらの二側面は、ピアサポーター
の内省的な側面への変化であると言える。そし
て、自分自身がピアサポート活動を開始し継続す
る中で、自分自身の変化や興味・関心の広がりを
既存のものだけでなく、『役割取得による新しい
可能性への変化』、すなわち新しいものに向け、
自分自身の症状との付き合い方を得たり、精神障
害への新しい視点の気づきや未来志向の行動変容
につながっていく。また、やりがいの実感や苦
悩、それらの内省的な側面への変化は、順を追っ
て起こり自覚するものではなく流動的に行き来し
ている。他者からの承認が自身への承認につなが
り、自信の回復や体調の安定、仲間がいるという
安心感等を獲得して行くことがピアサポート活動
を行う根源の一部分となっていた。

4．今後の課題
4名のピアサポーターはピアサポート活動を行
う上で、本人のストレングスを活かした活動が行

われていること、またヘルパーセラピー理論で唱
えられているように支援者であるピアサポーター
が患者の言葉に支援されるという経験があること
が明らかになった。仲間同士の助け合いという枠
を超え、精神保健福祉を学ぶ学生や精神障害者の
家族会など地域や社会へ向けた講義や講演会によ
って自分自身のピアサポーターとしての自己変容
が生じていた。障害に伴う苦悩とやりがいの間を
行き来するピアサポーターは、ときに自分自身の
悩みや葛藤を相談できる支援者とのかかわりが必
要不可欠である。支援者からの意図的な、または
自然なフィードバックは、ピアサポーターの自己
覚知のきっかけを生み出すと考える。
また、地域移行支援・地域定着支援事業を発展
していくためには、ピアサポーターの養成も必要
不可欠である。そのためには、ピアサポーター自
身がピアサポートを行うことによる効果を実感
し、継続するため動機づけの維持が必要となる。
役割の有責感ばかりに囚われない自分自身への気
づきを振り返るために、同じピアサポーター同士
の交流や情報交換は、活動を継続する上で今後の
目標設定につながると考える。
今後の研究課題としては、4名の年齢も近く、
女性の語りは得られなかった。また、疾患や治療
経験、治療年数、就労経験など、さまざまな項目
を整理・分析することが必要となる。さらに、量
的調査による横断研究によって、活動を継続する
中でピアサポーターにもたらす影響をより客観的
な指標から探索することも考えたい。

表 1 生成された概念カテゴリーと下位概念

分析ポイント 概念カテゴリー 下位概念
精神障害者ピアサポーターの
ピアサポート活動による影響

当事者性への洞察の増幅 ・活動への有責感とやりがいの実感
・支援者からの励まし
・当時者であることへの誇り

二重の役割への苦悩 ・ピアサポーターとしての役割
・“ピアって特別じゃない”

役割取得による新しい可
能性の変化

・未来志向による目標
・自分自身の症状とのつきあい方の体得
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■博士学位論文・修士学位論文

◆2020 年度
〔博士学位論文〕
金 慧英 日本と韓国における介護職員のバーンアウトとその関連要因に関する実証研究

－介護施設の組織的管理体制を中心に－
三宅 由佳 日英の貧困予防政策研究

－ローカル・ガバナンスの視点から－

〔修士学位論文〕
申 南京 韓国人大学生のスピリチュアルペインの構成概念と自殺念慮との関連
尾﨑 碧 高度経済成長期以降の日本における子どもの「居場所」の系譜

～ミシェル・フーコーの議論を手がかりに～
蒋 馨雨 両親と死別後の ASD 者きょうだいのニーズについて

－きょうだいのアンビバレンス理論に基づいて－
廣田 音奏 高齢者を模した大学生による転倒の衝撃負荷に関する研究

－高齢者施設における実態調査を踏まえて－
森 美月 With 介護 ニューノーマルで共に生きる

－「注文をまちがえる料理店」が認知症介護にもたらす光－
余 林玲 中国都市部におけるひとり暮らし高齢者の「社会参加」の実態とその関連要因

－「Chinese Longitudinal Healthy Longevity Survey、2018」の二次分析から－
（学位授与日・五十音順）

人間福祉研究科報
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人間福祉研究科では、故 髙田眞治 名誉教授
（2006年 12月 14日ご逝去）のご遺族から受納し
た寄付により、優秀な修士論文を執筆した博士課
程前期課程の学生の努力と業績を称えるため、優
秀修士論文賞「駒草賞」を設けています。
名前の由来は、駒草（ケマンソウ科の多年草、
高山植物の一つ）を故人が好まれたことによりま
す。
最優秀賞には表彰状と副賞 5万円、優秀賞には

表彰状と副賞 3万円が贈られます。

2020年度の受賞者は次のとおりです。

・最優秀賞
該当者はありません

・優秀賞
該当者はありません

人間福祉研究科優秀修士論文賞規程

（目的）
第 1条 学校法人関西学院は、髙田睦子氏（故髙
田眞治社会学部名誉教授夫人）よりの寄付金を
もって、人間福祉研究科優秀修士論文賞（駒草
賞）を設定する。

2 この賞は、人間福祉研究科学生の研究意欲を
刺激し、その向上をはかることを目的とする。

（資格及び交付）
第 2条 この賞は、毎年人間福祉研究科において
優秀な修士論文を執筆した学生に授与する。受
賞者を毎年若干名とし、受賞者には賞状と副賞
を授与する。

（所管及び運営）
第 3条 人間福祉研究科に優秀修士論文賞（駒草
賞）選考委員会を設け、受賞者の選考に当た
る。

2 選考委員会の構成及び選考方法については別
に定める。

（規程の改廃）
第 4条 この規程の改廃は、選考委員会の議を経
て、人間福祉研究科委員会で決定し、理事会の
承認を得るものとする。

附 則
この規程は、2008年（平成 20年）11月 1日から
施行する。

■人間福祉研究科優秀修士論文賞「駒草賞」
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2021年度は、次のとおり研究会と行事を開催
した。なお、研究会は新型コロナウイルス感染症
の感染状況を鑑み、オンライン（Zoom）開催と
した。

■研究会
第 1回 2021年 6月 23日（水）
•テーマ：賀川豊彦と関西学院
発表者：李 善惠 人間福祉学部教授
•テーマ：大阪・釜ヶ崎のまちづくりの展開

－困窮者の生活保障と地域再生の
両立をめぐる課題を中心に－

発表者：白波瀬達也 人間福祉学部准教授
第 2回 2021年 10月 20日（水）
•テーマ：障害程度に依拠する金銭給付の系

譜－恩給、労災補償、障害年金－
発表者：風間朋子 人間福祉学部准教授
•テーマ：社会的連帯経済と地域づくり
発表者：柴田 学 人間福祉学部専任講師

各教員の発表内容は次のとおりである。

賀川豊彦と関西学院

李 善惠

本報告では、韓国人の発表者が、なぜ賀川豊彦
研究に取り組んでいるのか、また賀川と関西学院
の関わりについて調べたものを紹介した。
まず、賀川に出会ったのは、博士前期課程のと
き、韓国に社会福祉学科を初めて設立した金徳俊
（きむ ドクじゅん）の論文の中に引用された賀
川の文章であった。これは、賀川（1928）の「社
会事業と宗教運動」（『社会事業研究』第 16巻 5
月号）という論稿を引用したもので、「生命の表
現を考える者は愛の行動によってのみ生命の本質
を知り得ることを学ぶ（中略）生のすべての行動
は、宗教運動であり、瞑想や祈祷のみを宗教運動
とは考えない。これは本質から表現への化身
（The incarnation）の運動である」という文章であ
る。「生命の本質」と「生命の表現」という言葉

が、ヤコブの手紙 2章 17節の「信仰もこれと同
じです。行いが伴わないなら、信仰はそれだけで
は死んだものです」という御言葉を自然と連想さ
せるところが素敵で、牧師でありながら社会運動
家であった賀川について興味をもつことになっ
た。その後、賀川がスラム街に入ってから 100周
年になった 2009年に行われた講演会に参加した
のをきっかけに賀川研究に取り組むことになっ
た。
スラム街の人々のための社会事業や農民・労
働・生活協同組合運動に一生を献げた賀川は、
ノーベル文学賞候補（1947、48年）やノーベル
平和賞候補（1954、55、56、60年）に推薦され
るほどに、世界的知名度の高かった人物でもあ
る。その賀川が 1955年から 58年までの約 3年
間、学校法人関西学院の理事を務めた事実は注目
すべきである。賀川と関学の関わりの中で明らか
になった点は、まず、神学部から派遣された学生
によりイエス団の初期活動に関わりがあったとい
うことである。例えば、イエス団教会の日曜学校
を始め、様々な行事（野外活動、後に林間学校）
に参加したことである。とりわけ、賀川も神戸神
学校の学生（1911年卒業）であったため、関西
学院神学部から派遣された学生との交流はお互い
に刺激を与えたと考えられる。2つ目は、文学部
社会学科の学生によりスラム街の地域調査の対象
になったことである。さらにその後、ボランティ
ア活動を通してイエス団との関わりがあったこと
も示された。3つ目は、教員であった河上丈太郎
と学生であった杉山健一郎との関わりについて、
前者は理事として、後者は幹事としてイエス団と
の密接な関わりがあったことである。これら以外
にも、春秋季宗教運動や農村問題講習会にゲスト
スピーカーとして招かれた日程を通して賀川と学
生会の関わりも明らかになった。『関西学院事典』
を含め、賀川と関西学院との関わりについて資料
を検証し、人物研究の大切さに改めて気づいた時
間であった。

――――――――――――――――――――――

人間福祉学部研究会
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大阪・釜ヶ崎のまちづくりの展開
－困窮者の生活保障と地域再生の
両立をめぐる課題を中心に－

白波瀬達也

大阪市西成区北東部に位置する釜ヶ崎は高度成
長期からバブル期に建設業に従事する単身男性が
急増した労働者のまちである。貧困と社会的排除
が釜ヶ崎に集中するなか 1960年代には暴動が頻
発した。これを受けて 1966年に行政は釜ヶ崎と
呼ばれていたエリアを線引きして「あいりん地
区」と命名した。その後、福祉対策・労働対策を
基軸とする「あいりん対策」を実施することで日
雇労働者のまちへと変貌した。バブル崩壊以降は
ホームレス問題が深刻化したが、その後、脱ホー
ムレスの取り組みが本格化し、生活保護を受けて
アパートで一人暮らしをする単身男性が急増し
た。2000年代になると日雇労働者向けの簡易宿
所が外国人や国内旅行者向けに宿泊事業を展開す
るようになり、2010年代以降はインバウンドの
急増に伴いその動きが加速している。

2013年度以降は、様々な領域で課題が山積す
る釜ヶ崎のあり方を見直すプロジェクト「西成特
区構想」がスタートした。特区構想の第 1期
（2013年度～2017年度）では集中的な取り組みを
展開した結果、不法投棄や違法賭博が目に見えて
減少するなど、環境面や治安面で進展が見られ
た。第 2期（2018年度～2022年度）は就業機会
の開拓、居場所の再構築、子育て世帯の流入を可
能にする住宅対策や防災対策などを重要課題に設
定している。特に重視してきたのが 1970年に設
立された複合施設「あいりん総合センター」の跡
地利用計画である。
センターの建て替えをめぐっては懸念もある。
比較的安い地価のエリアを開発し、価値を高める
ことで従来よりも所得階層が高い人々が流入する
過程をジェントリフィケーションという。西成特
区構想ではその弊害も考慮しながら安心して暮ら
し続けられるまちづくりを模索している。セン
ター跡地南側には労働施設を設置する方針が
2019年度に決まったが、そこでは多様な就労課

題に対応する新しい仕組みが検討されている。跡
地北側では賑わい創出に関する取り組みと、住民
の福利に関する取り組みが検討されている。筆者
は地の利を生かした賑わいを生活困窮者の雇用創
出につなげるなど、多様な人々が共存できる持続
可能な仕組みが不可欠だと考えている。

――――――――――――――――――――――

障害程度に依拠する金銭給付の系譜
－恩給、労災補償、障害年金－

風間 朋子

障害年金制度は障害者の所得保障制度の根幹で
あるにも関わらず、2014年に発覚した障害認定
の地域差問題や相次ぐ障害年金支給打ち切り訴訟
が端的に示すように、障害認定基準に関連した多
くの問題を発生させてきた。また、所得保障制度
でありながら、国民年金法施行令別表、厚生年金
保険法施行令別表第 1及び第 2に掲げられる障害
の程度（等級）と障害の状態においては、外部障
害では身体の器質的・機能的障害の程度、それ以
外の障害では日常生活能力の程度（1級・2級）、
労働能力の程度（3級、障害手当金）が示される
のみであり、稼得能力は除外されている。つま
り、障害年金の支給目的と支給対象の決定方法に
齟齬が生じているのである。
上記のような問題の発生点を特定するため、明
治初期から 1941年の労働者年金保険法（現行の
厚生年金保険法）公布によって障害年金制度が創
設されるまでの期間について、障害の程度に応じ
て金銭を給付する社会保障制度を対象とした調査
をおこなった。
上記の条件に合致する社会保障制度を①恩給制
度、②労災補償制度、③障害年金制度の 3系統に
整理したうえで、以下の結論を得た。①恩給制度
では、傷痍軍人への恩給支給に用いられた身体部
位の損傷程度（器質的・機能的障害の程度）を指
標とした等級が、文官の恩給にも伝播し、これが
他職種の公務員を対象とした恩給にも広がり、結
果として、職種を問わない障害等級表として整備
されるに至った。②労働者に対する労災補償制度
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では、工場法等で当初とられていた稼得能力を指
標とした等級が、労働争議の抑制と行政による事
務処理の簡略化を目的とする①の指標の導入によ
り、身体の器質的・機能的障害の程度を中心とし
た等級表が作成されるに至った。③障害年金制度
では、支給目的を稼得能力の保障であるとしなが
らも、器質的・機能的障害の程度による②の等級
表を規範として支給対象を設定したため、支給目
的と支給対象の設定に齟齬が発生した。
上述のように、支給目的が異なる社会保障制度
においても類似の基準を流用したことが、齟齬の
原点であることが明らかになった。

――――――――――――――――――――――

社会的連帯経済と地域づくり

柴田 学

本報告では、過去 10年間において報告者が実
施してきた社会起業／社会的企業研究について振
り返った上で、現在取り組んでいる地域福祉実践
としての経済活動研究、特に社会的連帯経済とい
う概念に着目した地域づくりの展開について、事
例も踏まえながら提示した。
まず、日本の社会福祉学における社会起業／社
会的企業研究については、概ね①労働統合型、②
地域づくり型、③サービス創出型、④政策・自治
型の研究志向軸に分類できる。その中でも、報告
者のスタンスは、地域づくり型の研究志向軸であ
り、とりわけコミュニティワークの視点から研究
を進めている。地域づくり型の研究志向軸では、
コミュニティ・ビジネス論における研究蓄積があ
るが、その延長線上で発展的に論議されているの
が社会的連帯経済である。社会的連帯経済という
用語は、ヨーロッパ生まれの社会的経済と連帯経
済という 2つの言葉から構成された合成語であ
る。社会的経済とは、協同組合や共済、NPO や
社会的企業といった組織の民主主義的ガバナンス
の次元に着目する経済活動を指す。一方で、連帯
経済とは、市民同士による支え合い（互酬性の原
理）を基盤とした地域レベルでの実践を想定する
経済活動である。社会的連帯経済は、こうした 2

つの経済活動を包括的に捉えた概念である。
日本における動向を踏まえて整理すると、社会
的連帯経済とは、「地域における、様々な人（地
域住民）や組織（NPO、協同組合、社会的企業、
地域商社や一般中小大企業等）がつながり合って
形成される、支え合いによる経済活動」と定義す
ることができる。その特徴は、貨幣による交換価
値（市場資源）だけではなく、非市場資源（税金
など）、非貨幣資源（ボランティアなど）を組み
合わせた資源のハイブリッド化（複合的な活用）
にある。日本における地域づくりの事例を分析し
た結果、多様な非貨幣資源の蓄積が、地域におけ
る市場資源の創出や可能性を引き出す原動力とな
るとともに、公的な資金で運営されている組織の
協働事業を通して、社会的連帯経済における非市
場資源が、その実践を支える財源の基盤となって
いることが示唆されている。今後の展望として
は、近年注目されているフェアトレードタウンな
どの市町村レベルを視野に入れた社会的連帯経済
研究を進めていければと考えている。

■諸行事
�アンチスティグマ企画「依存症について教え
てもらう前と後」
日時：2021年 2月 27日（土）13 : 30～16 : 45
場所：Zoom ウェビナーおよび Zoom ミーテ

ィング
�講演会・シンポジウム「コロナ禍における障
害者就労の現状と課題」
日時：2021年 7月 10日（土）13 : 00～16 : 00
場所：Zoom ウェビナー（手話通訳あり）
�映画上映会・講演会「超多様性社会を見据え
て－『チョコレート・ドーナッツ』上映会」
日時：2021年 11月 20日（土）13 : 00～16 : 00
場所：Zoom ウェビナー（手話通訳あり）

行事の概要は次のとおりである。
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●アンチスティグマ企画（2020年度）
「依存症について教えてもらう前と後」
講演会・シンポジウム 報告

1．はじめに
2021年 2月 27日（土）に、Zoon ウェビナー
と Zoom ミーティングを使用し、「依存症につい
て教えてもらう前と後」（以下、本企画）と題し
て、依存症の支援に携わる講演者 2名による講演
会（13 : 30～15 : 10）、講演者も含めたゲスト 4
名によるシンポジウム（15 : 20～16 : 00）、そし
て参加学生も含めたグループワーク（16 : 10～
16 : 45）が開催された（主催：関西学院大学人間
福祉研究会）。以下に、講演会、シンポジウム、
及びグループワークの概要と、参加者を対象に参
加前後に行ったアンケート調査の集計・分析結果
について報告する。
本企画は、2020年度の精神保健福祉援助実習
履修生（以下、実習生）を中心に企画立案・準
備・実施運営されたものであり、学生主体の取り
組みになっている点が特徴である。以下の報告内
容も学生がまとめたものであり、報告者はそれに
ついて校閲、および部分的な修正を加えたに過ぎ
ない。ゆえにこの報告も以降では、実習生たちが
主語となっての記述になる。
さて、これまで、人間福祉学部研究会主催によ
り行われた精神障害に対するアンチスティグマ企
画は、1回目が 2011年度、2～5回目は 2014年度
から 2017年度にそれぞれ連続して開催されてき
た。今回が 6回目ということになるが、いずれも
当該年度の実習生の主導により企画を実施してき
た点では一貫している。
今年度の参加者数は、講演会、シンポジウムで
は、講演者 2名、シンポジウムにおいてコメン
テーター、ファシリテーターとしてゲスト 2名、
参加学生（実習生を含む）14名、手話通訳士 2
名、教職員 3名の計 23名であった。

2．講演会の概要
精神障害は、その障害（インペアメント）が見
えづらく、周囲から障害への理解を得られにくい
という実情がある。そのこともあり、精神障害者
は社会からスティグマを付与されやすく、困難を

強いられている。その中でも依存症の人々は「だ
らしがない」「意思が弱い」等々、その人格から
否定的に捉えられてしまうことが多々あり、ステ
ィグマの問題は根強いと言える。また昨今では、
新型コロナウイルスの蔓延が、精神障害者をはじ
め人々の生活に大きな影響を与えた。
以上のような状況を踏まえ、本年度のアンチス
ティグマ企画では「依存症について教えてもらう
前と後」と題し、精神障害の中でも取り分け「依
存症」に焦点を当てて本企画を実施した。
講演会では、関西学院大学の卒業生の中から、
依存症に関する支援に携わった経験のある方を 2
名お招きし、お話しいただいた。1人目は、新生
会病院で働かれていた経験のある田口弓紗氏、2
人目は東大阪市にある有限会社オラシオン代表取
締役で、日本精神保健福祉士会認定スーパーバイ
ザーであり、「精神障害のある親の子育てを考え
る会」の事務局を運営されている辻本直子氏であ
る。またコメンテーターとして、東大阪市にある
一般社団法人みーる リカバリースペースみーる
代表理事の山﨑明子氏をお招きし、講演に対する
コメントをしていただいた。
まず初めに、田口氏の講演では依存症の中でも

「アルコール依存症」にフォーカスし、アルコー
ル依存症の概要や治療に関する内容、および自助
グループなどについてご講演いただいた。特に、
アルコール依存症の患者さんに言及したお話の中
で、「アルコール依存症になるかどうかに、性格
や人格は関係ない」と仰っていたことが印象的で
あり、性格や人格の問題として捉えがちな私たち
の認識に改めて気づかされた。また、精神科デイ
ケアで働かれていた際の、新型コロナウイルスに
よる業務や患者の方への影響にも触れられ、コロ
ナ禍での精神障害者や、かれらを取り巻く環境の
現状について知ることができた。
次に、辻本氏の講演では、田口氏と同様にアル
コール依存症について言及され、アルコールの危
険性や、ご自身の豊富な支援経験の中で考えたこ
と等をお話しくださった。辻本氏も「飲酒による
問題行動等は本人のせいなのか？」という世間一
般にある自己責任論に問題提起をされており、改
めて依存症を社会の問題として捉えなければなら
ないことを認識させられた。
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田口氏、辻本氏の講演を受け、山﨑氏からコメ
ントをいただいた。山﨑氏は、精神保健福祉士と
して勤める中で依存症の方々と接する機会もあ
り、依存症の方とお話しすればするほど「依存症
ってなんだろう？」、「目の前にいるこの方が地域
で納得いく生活をするには、どうすれば良いだろ
う？」と考えるようになったとコメントされてい
た。そして、いまだに世間で言われる「本人の責
任」という考え方に警鐘を鳴らす必要性について
も触れられ、社会へのアプローチのためにも医療
と地域の連携がますます重要になることを実感す
ることができた。

3．シンポジウムの概要
講演会後のシンポジウムでは、講演会に出席い
ただいた 3名の登壇者に加え、ファシリテーター
として國宗美里氏をお招きした。國宗氏も関西学
院大学の卒業生であり、現在は堺市役所で精神保
健福祉行政等に関する業務に従事されている。
シンポジウムは、講演会に対する参加学生から
の質問を中心にゲストに進めていただいた。質問
には、ゲストの豊富な経験の中から印象に残って
いるエピソードを聞きたいというものや、より良
い支援を行う方法、自助グループの活動につい
て、依存症に対し偏見や差別意識を持つ医療関係
者・福祉関係者にどのように対応しているか等が
あった。また、新型コロナウイルスによる現場へ
の影響に関する質問も複数見られた。
シンポジウムの中で印象的だったことは、「依

存症」という一つのテーマを語る際、4名のゲス
トそれぞれの切り口があったことである。地域の
視点や行政の視点等、異なる立場のゲスト同士の
話は非常に興味深く、精神障害者の生活の現状や
支援の在り方について考えさせられた。

4．グループワークの概要
本企画では、講演会・シンポジウムにおいて

Zoom ウェビナーを使用しており、発言を行うの
はゲストや司会に限られていた。しかし、シンポ
ジウムの後に行われたグループワークは Zoom
ミーティングで実施し、全体を 3つのグループに
分けて行った。グループワークでは学生が主体と
なる形式に切り替え、進行や発言等は学生が主に

行った。また、ゲストの方々にもグループに入っ
ていただき、適宜コメントをいただいた。なお、
参加学生 14名のうち、実習生 9名を除く 5名は、
関西学院大学人間福祉学部の 1, 2, 3年生である。
グループワークではそれぞれ自己紹介をしたの
ち、講演やシンポジウムで印象に残ったことや、
自分の考えが変化したことについて話し合った。
また、グループワーク終了後に、全体で出た意見
等を共有した。
多く出た意見は、「依存症について初めて深く
考えた」というものだった。これまで依存症に関
してあまり触れる機会のなかった学生にとって、
本企画は良いきっかけになったのではないかと思
う。また、講演やシンポジウムでなされた「医療
関係者や福祉関係者も依存症に対して偏見があ
る」という話に対して、驚きや支援の難しさを感
じたという意見も多かった。実習で精神保健福祉
の現場に触れてきた実習生にとっても、新たな学
びや刺激があったといえる。
本企画では、スケジュールの関係上限られた時
間ではあったが、グループワークを通じ学生同士
が学年を超えて交流できたことは、非常に有意義
であったと考える。

5．アンケート調査
次に、本企画に参加した学生（精神保健福祉援
助実習生を除く）を対象とした Web アンケート
（以下、本調査）の集計結果について述べる。

（1）事前・事後アンケートについて
本調査は Google フォームを使用して、本企画
に参加する前と後の 2回にわたって匿名で回答を
お願いした。企画参加前に実施した事前アンケー
トは、参加申込をした対象者に直接回答フォーム
をメール送信した。また事後アンケートは、本企
画終了後に対象者へ回答フォームを一斉にメール
送信した。事前と事後で比較を行うため、質問の
一部は同一のものを使用した。結果は事前アン
ケート、事後アンケートともに本企画終了後に集
計し、事前事後の区別なくグラフにまとめた上で
分析を行った。
なお回答数は、事前アンケートは 5、事後アン

ケートは 4である。
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（2）選択式回答の分析
〈企画内容について〉
① 企画をどこで知ったか（表 1、図 1）
この企画が行われることを知った手段は、「支
援室からの連絡」が最も多く挙げられていた。こ
こでの支援室とは、人間福祉学部実践教育支援室
のことを指す。アンケート結果から、支援室から
の連絡が広報として最も有効な手段だったと推察
できるが、その背景にあるオンライン化（特に、
新型コロナウイルス感染拡大によって授業のほと
んどがオンライン対応となったこと）によって、
KG メールを通じた連絡が有効的だったと考えら

れる。同時に、大学側からの連絡もオンライン化
したことにより、学生側の注目を引きやすくなっ
ていたことも背景にあると考えられる。
なお、「チラシ」は「支援室からの連絡」に含
まれており、また「ポスター」は本企画では作
成・配布等を行なわなかった。
② 参加理由について（図 2）
参加した理由で多いのは、「企画に関心があっ
た」「精神障害に関心があった」であった。依存
症への関心もひいては精神障害への関心であり、
テーマを絞ったことによってより専門的になり、
企画への関心をより強く引くことができたのでは
ないかと考える。
対して、今回初のオンライン開催であったがオ
ンラインを理由とした参加はなく、形式の変更に
よる影響はなかったと考えられる。
しかし、図 1, 2と過去のデータを比較してみ
ると、2017年度以前は「友人から」「誘われたか
ら」等、口伝えによる企画の共有や参加が多くみ
られたが、それが今年度の結果からは見受けられ
なかった。背景にある要因として、対面での広報
活動がなかったことや大学で会う機会が減ったこ
とによる影響があったと考えられる。
③「依存症」「精神障害」という言葉のイメージ
（表 2, 3）
本企画の趣旨にも関連する依存症・精神障害に
対するイメージについて、事前アンケート、事後
アンケートそれぞれで調査し、比較検証した。な
お回答は 5件法を用いた。表 2は「依存症」に対
するイメージ、表 3は「精神障害」に対するイ
メージの結果の集計である。

表 1

選択肢 回答数
支援室からの連絡 4

その他 1

チラシ 0

ポスター 0

友人から 0

図 1

図 2 企画に参加した理由
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表 2, 3を見ると「話し易そう－話し難そう」
の項目では、企画参加前よりも参加後のほうが
「話し易そう」の側に近くなっている。この要因
として、ゲストの講演やシンポジウムを通じ「支
援者から見た当時者像」を聴くことで、イメージ
が柔和化したのではないかと考察する。
また表 2について「真面目な－怠けた」の項目
では、参加後に「真面目な」と答える割合が増加
している。参加前は③に回答が集まっており、も
ともとの精神障害者のイメージとして、「怠けた」
とも言えないが真面目とも言い切れない、漠然と
したものだったと推測できる。しかし参加後の結
果では、表 2だけでなく表 3においても回答範囲
にばらつきが見られることから、漠然としていた
イメージが、ゲストの知識や経験談によって参加
学生それぞれの中で具体化されたと考えられる。
一方で、依存症のある人、または精神障害者に
対するイメージは、参加前、参加後ともに「真面
目な」の方に偏っており、特に表 3での回答比率
1 : 2 : 1（①：②：③）に変化は見られなかった。
これを表 2の傾向と比較すると、あらかじめ参加
学生に、「精神障害」に関するイメージおよびそ
れを形成する情報がある、すなわち参加学生はも

ともと精神保健福祉分野に高い関心を持っていた
と推測できる。
次に、表 2, 3の「安定－不安定」の項目にお
いても、事後アンケートに回答のばらつきがみら
れた。しかし、「真面目な－怠けた」での傾向と
は対照的に、③の回答が増えている。これは企画
を通して、依存症が必ずしも「不安定」なものと
は限らず、個人差があることへの理解が深まり、
イメージとのギャップが縮小していることを、分
析する上で留意しなければならない。
そして表 2、3ともに、「明るい－暗い」、「激し
い－穏やか」の項目では、参加前と比べて参加後
のほうが③の回答が増加している。このことか
ら、参加学生の「障害」や「当事者」に関するイ
メージが抽象的なものから具体的なものへと変化
し、当事者一人ひとりに個人差があることへの理
解が生まれたと考えられる。対して「複雑な－単
純な」の項目では、特に表 3は「複雑な」の回答
が増加している。これは、講演の中で「文化的背
景の影響」や「複合的課題を抱える存在」に関す
る話に触れられ、参加学生の「精神障害」のイ
メージ形成に影響したためと考察する。
以上のことから、本企画に参加した学生はもと

表 2 「依存症」と聞いてどのようなイメージを思い浮かべるか

イメージ 回答 ① ② ③ ④ ⑤ イメージ

明るい
参加前 40％ 40％ 20％

暗い
参加後 50％ 50％

話し易そうな
参加前 40％ 60％

話し難そうな
参加後 50％ 50％

あたたかい
参加前 80％ 20％

冷たい
参加後 100％

真面目な
参加前 20％ 80％

怠けた
参加後 25％ 50％ 25％

激しい
参加前 80％ 20％

穏やか
参加後 100％

安定
参加前 80％ 20％

不安定
参加後 50％ 25％ 25％

張り詰めた
参加前 80％ 20％

ゆったりした
参加後 25％ 75％

だらしない
参加前 20％ 80％

しっかり
参加後 100％

複雑な
参加前 60％ 40％

単純な
参加後 50％ 50％
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もと精神保健福祉分野に関心を持っており、参加
前と比較して「依存症」、「精神障害」に関するイ
メージがさらに具体化されたことが読み取れた。
一方、今後の活動における課題として、精神保
健福祉分野への関心が低い層に対するアプローチ
の検討が挙げられる。特に、本企画においては
メール等による間接的広報のみを行っており、学
生への直接の呼びかけが不可能な状況だった。こ
うした場合に、参加学生の層を広げるための創意
工夫を引き続き検討していく必要があると考え
る。 〈企画形態について〉

図 3, 4を見ると、オンラインでの参加につい

表 3 「精神障害」と聞いてどのようなイメージを思い浮かべるか

イメージ 回答 ① ② ③ ④ ⑤ イメージ

明るい
参加前 60％ 20％ 20％

暗い
参加後 100％

話し易そうな
参加前 60％ 40％

話し難そうな
参加後 25％ 75％

あたたかい
参加前 20％ 80％

冷たい
参加後 100％

真面目な
参加前 20％ 60％ 20％

怠けた
参加後 25％ 50％ 25％

激しい
参加前 20％ 20％ 60％

穏やか
参加後 25％ 75％

安定
参加前 80％ 20％

不安定
参加後 25％ 75％

張り詰めた
参加前 20％ 40％ 40％

ゆったりした
参加後 25％ 75％

だらしない
参加前 100％

しっかり
参加後 75％ 25％

複雑な
参加前 60％ 40％

単純な
参加後 50％ 50％

図 3 オンラインでの参加について

図 4 オンラインでの企画にまた参加したいか
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ては肯定的なデータが示され、概ね好評であった
と考えられる。
なお当日、企画側の機器トラブルで開始時間が
変更となったが、今回の経験を今後において活か
していくことができることを踏まえると、オンラ
インでのイベント開催は、今後も手段の一つとし
て有用と考えられる。

（3）自由回答の分析
「依存症と聞いてどのようなイメージを思い浮
かべるか」という項目において、事前アンケート
では、「自分の意志と関係がなく制御できないも
の」と「症状」に関する回答があった。事後アン
ケートでは「依存症の他にも何らかの障害や疾患
を抱えておられる方が多い」と、「当事者」に関
する回答が見られた。また「精神障害と聞いてど
のようなイメージを思い浮かべるか」では、事後
アンケートに「地域住民とのつながりもとても重
要だと分かった」との回答があり、企画を通して
依存症、当事者そして支援について参加者の理解
が深まった様子をとらえることができた。

6．おわりに
2020年度は、これまで述べてきたとおり精神
障害に対するアンチスティグマ企画の中でも、依
存症をテーマに講演会並びにシンポジウム、グ
ループワークを企画した。精神障害の「周囲から
障害への理解を得られにくい」という実情に加
え、依存症は「本人の責任」とされてしまうこと
が多く、必要な支援が受けられないといった「ス
ティグマによる不利益」が大きい面を持つといえ
る。また、アルコール依存症は「否認の病」とも
言われ、当事者自身の中にあるスティグマが更に
障害を受け入れ難くさせている実情があると言わ
れている。加えて、昨年から新型コロナウイルス
が急速に蔓延し、精神障害者をはじめ人々の生活
に多大な影響を与えた。これらの背景を理由とし
て、本企画では「依存症」というテーマが選択さ
れた次第である。
今回の企画に参加した学生の感想の一部を紹介
すると、「依存症に関する具体的なイメージがな
かったが、依存症そのものは勿論、支援の実情と
いったことまで知ることができとても勉強になっ

た」、「文化的背景が影響していることを知ること
ができた」、「グループワークで自分の言葉にする
ことで、より考えを深めるきっかけとなった」と
の言葉が見られた。これらから、参加学生の中
に、参加する前と後で少なくとも価値観の変化が
あったことが推測できる。参加学生の人数そのも
のは、例年と比べ少なかったといえるが、本企画
の趣旨であり目的である「アンチスティグマ」と
しての活動意義は十分に果たすことができたので
はないだろうか。
本企画を学生たちが立て始めた 2020年 4月、
新型コロナウイルスの感染拡大によって授業はオ
ンラインでのスタートを切った。実習の授業も対
面で行えるのか、オンラインでの開催を視野に入
れ活動していくのか、そもそも実習に行くことが
できるのかなど、先が見えない中で Zoom の画
面越しに、2020年度実習生は立案段階から企画
について話し合うことを強いられた。このような
状況下でも、誰一人欠けることなく最後までやり
遂げられたのは、この 9人であったからであると
心から感じている。コロナに翻弄され絶えず状況
が変化した一年であったが、共に乗り越えられた
ことをとても誇りに思う。

（謝辞）
私たち実習生だけでは、今回のシンポジウムそして

グループワークを企画・実施することはできなかった
と思います。企画の方向性についてご指導くださった
松岡先生、光田先生、加納先生、連絡調整等に加え私
たちを日々近くで支えてくださった熊谷先生、PC 等電
子機器の設置・調整に加え撮影に協力してくださった
原先生、手話通訳を引き受けてくださった平先生、下
谷先生、そして本企画の趣旨をご理解くださり講演並
びにシンポジウム、グループワークを通して貴重なお
話をしてくださった田口弓紗様、辻本直子様、山﨑明
子様、國宗美里様、最後に、企画に参加してくださっ
た皆さまに心より感謝申し上げます。そして、この企
画実施を認めていただき、かつさまざまな支援をして
くださった人間福祉学部研究会と事務室の皆さまにも
厚く御礼申し上げます。
皆さま、本当にありがとうございました。
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2020年度 関西学院大学人間福祉学部社会福祉学科
精神保健福祉援助実習履修生
阿部 睦、池内 純、臼井 里奈、岡井 真子、
北 千遼、久山 優香、渕原 萌、 三木 慈生、
由良 直之

（松岡 克尚）

――――――――――――――――――――――

●講演会・シンポジウム
「コロナ禍における障害者就労の現状と
課題」報告

1．目的
就労とは、障害者にとって自己実現や自尊心獲
得の一手段であると同時に、社会参加の重要な一
形態になり得るものであろう。それゆえに、障害
者は就労・雇用関係を介して社会参加を果たし、
社会との関わりを深める契機になり得る。それ
は、それまでの、家族・学校を介しての関わりと
は異なるつながりが生まれ、次第にそれが増加し
ていくことに比例して、社会の側にとっても障害
者との接点がいっそう増えていくことを意味す
る。こうした双方の関係が社会の「共生」の一翼
を担えるようになるかどうかは、多様性が尊重さ
れる社会を実現していくためにも非常に重要な試
金石になると考えられる。
しかし、昨年度からの新型コロナウイルスの感
染症拡大は、「ニューノーマル」の掛け声の下で、
障害者の日常生活に大きな否定的な影響を及ぼし
てきた。そのことは、障害者の就労・雇用の場面
においても同様ではないかと推測される。実際
に、障害者が解雇されるケースが急増しているこ
とが報道されていた。
そこで、これから就職を目指す障害者を支援す
る就労支援の現場では、具体的にコロナ禍からど
のような影響を受けているのか、コロナ禍の前後
で何が変わったのか、あるいは変わっていないの
か、そしてウィズコロナ、あるいはポストコロナ
を見据えて障害者雇用にとっての課題は何なのか
について、現場や当事者の証言を基にして、シン
ポジウムを開催することにした。そして、コロナ
禍の障害者雇用の現状と課題が、多様性が尊重さ

れた共生社会の実現にとっていかなる課題を提示
しているのか、それを乗り越えるすべは何かにつ
いて議論を深める契機にすることを今回の目的に
した。

2．実施方法
本企画は、人間福祉学部社会福祉学科松岡ゼミ

3年生が、ゼミ活動をとおして生成した問題意識
のもとで自主的にテーマ設定と企画立案、準備を
行い、人間福祉学部研究会の助成を得て、同研究
会主催で実施されたものである。当日の運営も学
生たちが主体的に行っており、本報告も学生（記
録担当 :安藤聖奈・池田小優希・吉山伊織）がま
とめたものがベースになっている（報告者は、そ
れを一部修正し、全体をアレンジしなおしたに過
ぎない）。
なお、以下において「障害」は、人間福祉学部
におけるポリシーに基づいてそのままの漢字表記
で統一している。
具体的な方法としては、Zoom ウェビナーを用
いての基調講演とシンポジウムを行った。日時な
どの概要、および基調講演講師、シンポジストは
以下の通りになる。
○日時 2021年 7月 10日 （土）13 : 00～16 : 00
○参加者 23名
○運営・司会進行 人間福祉学部社会福祉学科
松岡ゼミ 4年生一同
○記録 同上
○基調講演講師（敬称略）
秦 政（はた まこと）
一般社団法人ひとつぶの種代表、元リクルート
オフィスサポート専務取締役、NPO 法人障害者
就業、雇用支援センター理事長
○シンポジストの紹介（敬称略）
・関西学院大学キャンパス自立支援室
塚田 吉登（つかだ よしと）
・社会福祉法人 すいせい
高木 陽平（たかぎ ようへい）
・株式会社ニッセイ・ニュークリエーション
谷口 光次（たにぐち みつじ）
廣道 万梨恵（ひろみち まりえ）
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3．基調講演の内容（主旨）
自分自身が 30年間障害者雇用と関わる中で見

えてきたことや変化、課題について触れてみた
い。まず、障害者雇用を取り巻く環境変化の中で
は法律の変遷・国情の変化・障害者自身の意識の
変化とそれに伴う行動など変わったこともある反
面で変わっていないこともある。
次に障害者雇用での立場による考え方の相違に
ついて、立場によって考えることはそれぞれでど
れも間違っていないが、その中での共通した普遍
的価値を共有していくことが大切になる。また、
障害者雇用の普遍的価値とは、障害者は守られる
人ではなく、障害者は国の貴重な担い手であると
いうことではないかと考えている。だからこそ、
働きたいけどどうアプローチしたらよいのか分か
らない人、最初の一歩が踏み出せない人、そうし
た人たちに将来の担い手になってもらえるように
安心できる居場所づくりをすることが必要になっ
てくる。
障害者に担い手になってもらうために必要なポ
イントとして 4つ挙げられる。1つが適材適所の
職場配置、2つ目は早い時期からの職業体験と訓
練、3つ目は育成組織の質・量ともの拡充、そし
て最後に適切な評価と評価結果のフィードバック
及び公正な処遇、になる。
本講演のテーマにもなっているコロナ禍での障
害者雇用は、ピンチをチャンスに変える可能性を
秘めている。例えば、リモートワークの出現など
によって働き方が多様になってきたことによって
どこにいても就労可能になってきている。しか
し、それには従来の業務の仕組みを根本的に見直
す必要性を突き付けている。やってきたことしか
できないという経験主義からの脱却と、新しい取
り組みへのチャレンジ次第で色んな可能性が生ま
れるだろう。つまり「チェンジをチャンスに変え
る」ことが大事になってくる。

4．シンポジウムの内容
（1）シンポジストの報告
シンポジウムを聞いた学生の立場から 4名の内

容を各々まとめてみたい。
① 谷口氏（ニッセイ・ニュークリエーション）
所属するニッセイ・ニュークリエーションの仕

事は、親会社である日本生命からの事務の委託を
受けたものであるが、保険手続きは今現在も仕事
の多くがペーパー上のものであり、リモートワー
クでは出来ない。また保険契約者の個人情報を取
り扱う仕事であるため、自宅に持ち帰って仕事を
することも難しい。その中で、様々な障害を抱え
る社員が在籍しているニッセイ・ニュークリエー
ションは、通勤時間の変更、昼食時間の二部制、
それに加えて社員それぞれの障害に合わせた勤務
体系を取るなどの対応をしてきた。その中で、大
きな課題を突き付けられたと痛感した次第であ
る。
「障害者との共生」について、従来の日本型雇
用システムでは、均質的な組織作りが重要視され
ていたため、それに慣れている社員は障害者を受
け入れることが難しかった。その背景もあって、
多様性、つまりダイバーシティを補完し発展させ
るため、包括を意味するインクルージョンの必要
性が考えられるようになった。障害者を含む多様
な人材が積極的に事業に参加する機会を創出する
ことによって、個々の能力を最大限に発揮できる
体制が整うと考えている。
ビジネスのグローバル化や労働人口の減少によ
る競争力の低下、女性の社会進出が進み、企業は
多様な労働者を受け入れ始めているが、その結果
相乗効果が生まれることもわかっている。その中
で障害のある社員はどのような役割を果たすの
か。
一例として、ユニバーサルデザインを施した商
品を開発するにあたって、実際に障害のある社員
にプロジェクト・メンバーとして参加してもらう
ことがある。当事者としての視点や意見は、新製
品や新たなサービスの開発において重要になって
くる。その中でも特に、近年は「e スポーツ」な
どの事業に関わる障害者が増えている。発達障害
の特性からくる集中力というものは、「e スポー
ツ」においても欠かせない。
障害者との共生を図る中で、事業主、上司、同
僚など周囲の障害への理解や「合理的配慮」の提
供が必要不可欠である。「障害者差別解消法」や
「雇用分野における合理的配慮の提供義務」など
法や制度は整備されてきたが、それらを活用でき
る職場環境が多くの企業で整っていない。また障
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害者への仕事は難しい、対応が分からないなどの
理由から、障害者雇用をしていない企業が多くあ
るのも事実である。これらは社会障壁と呼ばれる
ものであり、その中でも障害者への偏見はまだま
だ無くなっていない。社会的障壁を取り除き、障
害者がダイバーシティの中でインクルージョン
（融合）し、みんなでイノベーションを興してい
くことが真の共生だと考えており、共生社会の実
現には、障害者の仕事・働き方が多様化し、周囲
がそれを認め受け入れることが必要になる。
② 高木氏（社会福祉法人すいせい）
社会福祉法人すいせいでは、一日に約 140名の

方が利用している。障害者種別で見ると、半数が
精神障害、3割が発達障害、残り 2割が知的障害
となっており、そういった方々が地域の居場所と
して、すいせいの事業所で生活訓練、就労訓練を
行っている。
法人の理念は「生きづらい・働きづらい方たち
の力になる」ということである。福祉の相談窓口
は各所に存在するが、そこに入っていく様子を他
者に見られるのが嫌だ、あるいはそもそもコミュ
ニケーションを取ることが苦手であるため相談し
たくてもできないという人は多い。引きこもりの
方やグレーゾーンの方が、家や職場、学校とは違
った心地の良い 3番目の場所（サードプレイス）
として事業所を安心して使ってもらえるように、
あえてカフェのような心理的ハードルを下げた雰
囲気をもつ場を作った。
カフェのような形態の一方で就労継続支援 B
型事業所としての側面も持っており、そこではカ
フェの中での接客・調理、クッキー袋へのシール
貼りといったさまざまな仕事が行われている。ま
た古民家のペンキ塗りやドライフラワーのスワッ
グ作りなどを、引きこもりやグレーゾーンの方、
ひとり親世帯を対象に地域の人たちの力を借りて
行っており、そこでは「地域や社会・情報」と繋
がることが出来る。「相談しに来てください」と
発信するのではなく、「一緒に楽しみましょう」
「一緒に作りましょう」といったきっかけを提案
することを意識している。
コロナ禍前後におけるマイナスとプラスの視点
についてだが、まずマイナス面では、障害者求人
数が 3～4割減っているように感じている。その

理由として、採用する企業の業績悪化や従業員の
方のメンタルヘルスダウンにより、新たな障害者
雇用を行うのが難しく、優先順位的に後回しにな
ってしまったことが挙げられる。こうした状況の
中で、すいせいでも、働き先が見つからず、自分
の将来への不安から体調を崩す人も増えた。
次にプラス面では、利用者の方が自分の人生の
あるべき姿を考えるきっかけになったことが指摘
できる。利用者の方の中には、就労に向けて真っ
すぐに進んでしまい、自分は何のために事業所に
通っているのか、働いてどういう人生を歩みたい
のかという部分を忘れがちになってしまう人も多
くいるという。加えてリモートワークが一般的に
なったことにより、企業の接点を作りやすくなっ
たことで、障害に対する理解などを推進しやすい
環境になったというプラスの面もあった。
自分の考える障害者雇用の意義とは、「わかり
やすく」自信に繋がるということである。働くこ
とは自己肯定感を上げることに一番効果的で、
「自分は働いている」ということを一言言えるだ
けで、堂々になれるというのは大きい。少子高齢
化が進んでいる社会の中で、障害のある人が「得
意」を生かし、戦力として働くという考えは、今
後必ず必要になってくる。
そして障害者就労で大切なのは、働く方と企業
が「win-win」の関係性になること、それは「自
分が役に立つ」「頼られる」ということを感じら
れる働き方でもある。そして同時に就労支援の事
業所、そして利用者には「企業感」というものを
持つことも欠かせない。企業は当然利益を求めて
おり、給料を払う限りは給料に見合った仕事の成
果を出してもらわないといけないと考えるもので
ある。当事者側の視点に加え、こうした企業側の
視点を持つことで、障害者就労が双方にとって良
いものになると考えている。
③ 塚田氏（関西学院大学 キャンパス自立支援
室）
関西学院大学のキャンパス自立支援室で働いて
いるが、所属は社会福祉法人すいせいである。社
会福祉法人すいせいと関西学院大学は、障害のあ
る学生を支援することに関して古くから連携して
いる。その中で自分は就労支援を中心に、当事者
の相談支援、定着支援、企業の方々とのやりと
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り、企業の開拓などを行っている。
キャンパス自立支援室には現在 180名強の学生
が登録されているが、今、精神・発達障害学生の
支援申請登録が増えてきている。その学生の方た
ちがコロナ禍の中で直面させられたと考える課題
は大きく 2つある。1つ目は、大学へのアクセス
の困難。アクセスにも 2つ意味があり、まずは物
理的なアクセス。コロナ禍によって対面授業から
オンライン授業に移行したことで、学生が大学に
通う回数は大幅に減った。アクセスのもう 1つの
意味は心理的な意味。感染することに対する不安
や他の人に移してしまったらどうしようといった
不安から、外に出られなくなっているという声が
届いている。
課題の 2つ目は、情報取得に関する格差が生じ
てしまったことである。大学に来て、友人と話を
したりするとき、それは色々な情報を仕入れるタ
イミングとなる。例えば、キャンパス内を歩いて
いるだけでも、スーツを着ている人が増えてきて
いることから就職活動が始まってきているという
ことを、たとえ会話がなくても感じ取ることがで
きる。それは自分が何をすべきなのかを考える契
機になるものであるが、今のこの状況下ではそう
いった人との会話や「雰囲気」から感じ取られる
こと、得られる情報というものがなく、コロナ禍
前後で情報収集に関する格差が生じてしまった。
課題に直面したのは学生側だけではない。学生
と同様にキャンパス自立支援室の方も課題に直面
した。その 1つには、出勤体系の変化がある。オ
ンラインで勤務するという形もあり、職員同士の
情報交換やコミュニケーションの取り方に変化が
現れた。その中で、キャンパス自立支援室は学校
に来ることが出来ない学生に対して、何を届けれ
ばいいのかを考え、就学支援や就労支援をテーマ
にした動画を撮り、YouTube に限定公開する
（Study Skill up Webcast）という取り組みを始め
た。
それに加えて新たに始めた取り組みの中に、在
学中からの「フルオンライン障害者雇用」という
ものがある。これは企業から業務切り出しをして
もらい、その切り出した業務ができる学生とマッ
チするといったものである。企業としても生産性
が高い、新たな障害者雇用の形だと考えている。

学生と業務をマッチさせていく過程のやりとりも
オンラインで行い、オンラインで自宅から業務を
行う取り組みを在学中から始め、卒業後もその仕
事を続けているという例もある。
コロナ禍は障害学生、そして支援に困難さ、障
害のある学生の新たな社会参加の方法、新たな支
援の構築を促した。そして新たな困難・課題を克
服するために何ができるのか、何が活用できるの
かということを、考えるきっかけになった。
最後に、今後目指していきたいことについて話
したい。コロナ禍で学生が新たに抱えた困難に対
するアプローチを考えたとき、以前に比べて大学
だけで解決するという部分が少なくなってきてい
ると感じる。各分野が培ってきた「知識」「技術」
「ノウハウ」「ネットワーク」を集結させ、課題に
対して立ち向かうために連携することが重要な時
代になってきていることは間違いない。新しい価
値が地域の中で作られていく中で、それが障害の
ある学生・障害のある方たちに有効に使っていた
だけるものとして調整されていく地域作りを目指
していきたい。
④ 廣道氏（ニッセイ・ニュークリエーション）
現在、株式会社ニッセイ・ニュークリエーショ
ンの人材開発部で働いているが、関西学院大学文
学部の卒業生で、注意欠如多動性障害（ADHD）
を抱えている。大学 4年生の頃に 1度留年してお
り、障害のことがわかったのは 1回目の 4年生の
時である。単位の取得・卒論・就活の全てを同時
にこなすことができなかったが、それは自分のな
まけ癖に原因があると感じていた。しかし、その
なまけ癖を直そうとインターネットで調べたとこ
ろ、たどり着いたのは発達障害のページであっ
た。2回目の 4年生の頃に障害者雇用で就活を始
めるが、精神・発達障害者の求人は少なく、また
発達障害の特性にフォローがないことを知り、障
害者雇用で働くことに不安を感じた。
それから少し経った後、キャンパス自立支援室
から発達障害の学生のために就活セミナーが開か
れるとの情報が届き、参加することに決めた。そ
こで今働いているニッセイ・ニュークリエーショ
ンのことを知り、会社の見学会に参加した結果、
会社の雰囲気を知ることができた。「この会社で
働きたい」ということを両親に伝えると、「バイ

203



トもできているから、一般雇用でいい」と言われ
てしまう。今まで両親に対して本音を話すことは
あまりなかったが、思い切って話すことにした。
自分の決断を聞いて両親は驚いていたが、最終的
には「そこまで行きたいと思える会社があるな
ら、行きなさい」と背中を押してくれた。
残すは会社にエントリーするだけとなったが、
実際のエントリー方法は予想していたものと異な
っていた。自分には予想外のことが起こったと
き、思考が止まってしまうという発達障害からく
る特性がある。そのせいで何も行動に移せなくな
ってしまった。それから 2カ月ほど経った頃に、
キャンパス自立支援室から「セミナーから 2カ月
経ったが、調子はどうか」という内容のメールが
届いた。これをチャンスと捉え、予定が狂ってか
ら何も行動できていないことを相談した。する
と、キャンパス自立支援室のスタッフの方が、自
分の代わりに直接人事担当の方にエントリー方法
の詳細などを聞いてくれた。その後、職場体験、
面接を経て入社することになったのだが、困って
いたときにメールを送ってくれたキャンパス自立
支援室にはとても感謝している。今は人材開発部
に移り、上司が採用を進めやすくするための準備
業務をしている。
企業で働く中で自分が難しいと感じていること
は、予定や時間の管理だ。事務の仕事をしていた
時には予定の管理をする必要がなかったが、人材
開発部に異動してからは常に予定・時間に気を使
わなければならなくなった。今は先輩の支えがあ
るが、もし先輩がいなくなったらと考えると不安
になってしまう。そのため、最近は予定の管理方
法について様々な方法を試しているところであ
る。
当事者としての視点から言えば、障害者雇用の
意義は「障害者が長く働き続けられること」にあ
ると考えている。両親を説得してまで障害者雇用
を選択したのだが、障害を理解してくれる職場で
働くことは、自信を持って長く働くことに繋が
る。そのうえ社会に貢献できている実感が持てる
ということに喜びを感じる。

（2）ディスカッション
討論では、2つの議題に沿ってお話をしていた

だいた。1つ目は、障害者雇用・就労がコロナ禍
の中で今後どうなっていくのか、そして 2つ目は
「ピンチをチャンスに変える」には何が必要であ
るというものである。
○塚田氏
オンラインと対面をどう組み合わせるかという
今までになかったやり方が求められている。オン
ラインで就労支援を行うという選択肢を増やすこ
とができたことが利点ではないだろうか。どんな
分野においてもテクノロジーを利用した方法が多
様になっていく。実際に、今回のシンポジウムで
も利用した Zoom によって、学生が企業とコン
タクトをとるハードルが下がった。今後はコロナ
禍の中で Zoom のような新たなツールを使いな
がら、どう支援が変わっていくのかが期待されて
いる。そのことは、イコール様々な選択肢が増え
たことであり、チャンスとも言えるだろう。
○秦氏
コロナ禍を長期的に深く、広く考えるという視
点が重要になり、コロナ禍を乗り越えるために先
を見ながらどうしていくのかということを考える
ことによって可能性が見えてくる。
○高木氏
カフェで働いている重度障害者の方は、カメラ
付きの機械によって接客をすることができる。そ
こにも新しい就業の可能性があるのではないか。
通勤に難がある精神障害者の方はリモートによっ
て通勤のハードルがなくなっているという利点が
生まれた。このように選択が増えることがチャン
スになっているが、一方で直接人と接する機会を
失うということにも繋がってしまう。人との関わ
りが苦手な人によって挑戦する機会が奪われるの
ではないかという心配もある。
○谷口氏
実際に会社に出向く必要もあることが課題にな
っていた。勤務については、フルタイムではなく
短時間があってもいいと考えるし、多くの社員が
いる中で少人数の形式で作業であってもできるこ
ともあり、働き方の多様性が求められてくる。パ
ラリンピックの e スポーツバージョンなども実
現できればと期待しており、そうした技術の発展
に伴ってますます働くということのバリエーショ
ンが増えていくことに期待を寄せたい。ただ社会
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の理解の醸成は大きく変わっても、最後には企業
の努力が必要になる。
○廣道氏
コロナ禍で働き方の見直しが様々な企業で行わ
れているが、自分自身はそれをどのように感じて
いるかといえば、まず思いつくのはコロナ禍によ
って宴会の頻度が減ったということが気持ち的に
楽になったことである。プライベートでの関わり
も減少する中で楽しみが減る人もいる反面で、障
害特性によって人に気を遣うなどのしんどさが減
って楽に感じる人もいる。

以上のような討論から、コロナ禍は世間の認識
ではマイナスイメージを多く含んでいるが、就労
支援の現場の声では、新しい技術や機械の導入も
あって新たな働き方が始まり、選択肢が増えてい
るという利点もあることが伺えた。

（3）質疑応答
学生や教員から 10件ほどの質問がきていた。

時間の都合上、回答数は限られていたが、以下に
主なものを紹介したい。
○秦氏への質問と回答
企業・組織には同調圧力が多いと思うがそれに
抗っていくにはどうすべきか、という質問であっ
た。それに対して、オリンピックの問題を取り上
げ、現在も進行形で起こっている問題であるこ
と、しかし「おかしいことはおかしい」「間違っ
ていることは間違っている」からこそ自分と同じ
意見の人を集めて、同調圧力も偏った意見だとい
うことを伝えることが必要になる。周りに合わせ
て自分の言いたいことを飲み込んでしまうことも
あるが、今の若者にはそうあって欲しくない、と
回答があった。
○谷口氏への質問と回答
所属の企業での委員会活動はどのような効果を
もたらしているか、という質問であった。谷口氏
は仕事以外でも自分の障害特性の得意な部分を生
かすことを目的とした委員会活動があると話す。
例えば、機械に強い社員に社内のインターネット
環境を整備してもらうことや社内報委員でも文章
能力などを生かして活躍しているとの回答であっ
た。

○高木氏への質問と回答
企業の価値と福祉の価値では相容れない場合な
どがあるが、就労支援の場ではどのように対処し
ているのか、割り切ることもあるのか、という質
問があった。それに対して高木氏は、雇い手を働
き手の関係において相容れない部分があることも
あるが、割り切るのではなく支援者が見極めてマ
ッチングすることを大切にしていること、諦める
や割り切るという視点を持たないようにしている
と、回答した。
○塚田氏への質問と回答
キャリアセンターとの役割分担はどのようにな
っているのか、キャリアセンターの協力関係を築
いているのか、という質問があった。それに対し
て、キャリアセンターとはお互いを補完し合える
関係であること、企業の求人情報はキャリアセン
ターのほうに集まることも多いため情報共有をし
ていること、またキャンパス自立支援室を訪れる
学生は障害者雇用と一般雇用との間で揺れている
学生も多いため、色んな選択肢を提示するために
双方の情報を活用した支援を行っている、と回答
した。
○廣道氏への質問と回答
企業での ADHD の方への配慮にはどのような

ものがあるか、コロナ禍前後で仕事内容に変化は
あったか、という質問であった。それに対して、
自身に対して配慮してもらっていることに関して
業務が積み重なったときにパニックにならないよ
うに声掛けや優先順位の提示をしてもらっている
ことや、過集中を防ぐために個室でこまめに休憩
をとれるというような配慮があることが挙げられ
た。また、他の社員でも仕事中にリラックスのた
めに社内を歩きまわることが許可されているとい
うことであった。加えて、コロナ禍前後では在宅
ワークもあったが、普段の仕事内容は在宅では取
り扱えないものだったため、いつもとは異なる業
務をしていたとの回答であった。
○秦氏、谷口氏、廣道氏の 3人への質問と回答
特例子会社のメリット・デメリットをどう考え
るかという質問であった。それに対して秦氏は、
現在 500社を超える特例子会社があり、厚生労働
省も雇用促進において貴重な受け皿と考えている
し、それぞれの子会社が努力しているのは事実で
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あると話す。しかし、自身の意見では特例子会社
はないほうがいい、その理由として特例子会社が
あることで親会社の責任が転嫁されていることが
ある、と回答した。また、本来であれば、法律は
親会社に課されているものであるのに子会社があ
ることで雇用率は上がっていくという仕組みが出
来上がってしまっていることが危険であるともい
う。だがしかし、親会社の経営が高度になるとそ
れに対応できない障害者がいることも事実である
ため、親会社の周りで受け皿を作るしかないとい
う現状もあるとのことであった。
次に谷口氏は、特例子会社はないほうがよいと
秦氏の意見に同意を示した。しかし、子会社のメ
リットについて世間での障害者への目を気にせず
に働けるという意味では非常によい受け皿ではな
いかと答えた。谷口氏の答えに対して秦氏も障害
者への配慮が普通の会社でもされているのなら特
例子会社がある必要はないと同感の言葉を返し
た。最後に廣道氏は特例子会社で働いたことによ
って自信が持てるようになったことがメリットで
あると述べ、デメリットは給与面では一般雇用に
は劣るという回答であった。

（4）基調講演者（秦氏）コメント
障害者雇用の現場の声を聴くことによって、自
分も現場に戻りたいと感じさせられた。障害者は
単に経験がないからできないだけであって、経験
すればできるようになる。ICIDH から ICF への
転換が図られる中で、多くの人に障害者の可能性
を知ってもらいたいという意味では、今日は意義
のある企画であった。
障害者雇用に関わらず経営とはジグソーパズル
なところがある。それは一人ひとりに個性があ
り、とがっていたり（得意）、凹んでいたり（苦
手）するがそれをうまく繋ぎ合わせることで大き
な絵ができる。障害者雇用をそのように考える
と、一人ひとりは同じ価値で、経験を積むことに
よって何枚ものピースを作ることができる。そし
て、家庭の事情などからフルタイムで働けない人
がいるが、働き方をパッチワークのように変える
ことも必要になるだろう。さらにジグソーパズル
やパッチワークを実現するためには仕事の標準化
をしっかりとすることが求められている。

最後に本日の講演会に参加した方々に対して、
これからの在り様を考えるときに何のためにする
のかを考えて行動してほしい。日本は変えなけれ
ばいけないし、変われると思う。

5．アンケート結果
講演会後に、参加者に Google フォームで回答
してもらった。回答者は計 7名で、結果は以下の
通りである。
「今回のシンポジウムに対して総合的にどのく
らい満足しています」という問いに対しては、
「大変満足」と回答した人が 57.2％、「やや満足」
と回答した人が 42.8％であった。また「基調講
演に対してどのくらい満足していますか」という
問いに対しては、「大変満足」と回答した人が
57.2％、「やや満足」と回答した人が 42.8％であ
った。いずれともに、満足群が 9割を超えてい
た。
回答にご協力いただけました皆様には厚くお礼
を申し上げたい。

6．最後に
今回、Zoom ウェビナーを採用することにな
り、実際にオペレーションを行うにしても初体験
で慣れないことが多く、不安を抱えての実施にな
った。リハーサルを行い、準備を進めてみたが、
案の定、本番では様々なトラブルに見舞われてし
まった。それでも何とか乗り切れたことには感慨
深いものがある。何より、障害者雇用の意義を改
めて実感できたし、コロナ禍をどう乗り越えてい
くかについて真剣に考える契機になった。またそ
れは、いずれは就労に直面する自分たち（学生）
にとっても示唆に富むものだった。

謝辞
今回の企画実施にあたって、助成をいただけた人間

福祉学部研究会、実務をサポートとしてくださった人
間福祉学部事務室とキャンパス自立支援室の皆さま、
手話通訳者の方々また基調講演、シンポジウムでご登
壇いただきましたみなさまにはこころよりお礼を申し
上げます。

人間福祉学部社会福祉学科 3年松岡ゼミ一同
（松岡 克尚）

『Human Welfare』第 14巻第 1号 2022

206



●映画上映会・講演会

「超多様性社会を見据えて－『チョコレ
ート・ドーナッツ』上映会」報告

1．目的
2013年 12月の障害者権利条約批准、2016年 4
月の障害者差別解消法の施行、各自治体での差別
解消条例の制定などの動きを通して、日本でも障
害者差別の解消は着実に進んできている感があ
る。しかし、2016年 6月の相模原市障害者施設
殺傷事件や 2021年に発覚した神出病院事件に見
られるように、優生思想が依然として根強い状況
のあること、あるいは閉鎖的な環境の下で陰湿な
虐待や差別が依然として横行していることは否定
できない。「身体」を巡る多様性についてのイン
クルーシブ社会の到来にはまだ途上にあると言わ
ざるを得ないだろう。
一方、セクシュアリティの多様性については社
会的認知が高まってきているが、それでも昨年に
見られた「LGBT 理解増進法」制定をめぐる政権
与党の迷走ぶりをみても、これまた依然として多
様性の理解には程遠い現状があるように思えてな
らない。そして、例えば「女性の障害者」に典型
的に見られるように、「障害」と「セクシュアリ
ティ」が重なること（インターセクショナリテ
ィ）で「複合差別」が生じやすいことも変わって
ないであろう。
しかし、これだけインターネットが普及し、グ
ローバルな範囲での人の移動が活発化する中で
は、民族、人種、宗教、文化の多様性のみなら
ず、SOGI や「身体」における多様性が地域社会
にとどまらず、一つの家族の中でも、あるいは一
人の人間の中においても複合化することは最早、
当たり前になっていることに気づかされるだろ
う。そういう意味で私たちはスティーブン・ヴァ
ートロベックの言う「超多様性」の時代に突入し
つつあると言える。日本社会がこうした潮流にど
う向きあうべきなのかについては、もしかしたら
国民レベルでの真摯な議論が必要になってくるか
もしれない。そして、いずれは社会の一員として
社会づくりに携わることになる大学生も是非とも
この議論に参加し、なにがしかの意見形成がそれ
によって果たされていくことが求められると考え

る。
こうした問題意識の下、人間福祉学部社会起業
学科の武田ゼミと社会福祉学科の松岡ゼミ（3年
生）が連携し、現在の日本における、セクシュア
リティの多様性、障害を介しての「身体の多様
性」を考え、これからの社会の在り方をどのよう
に描いていくかを本学部の学生各自が考える契機
になる場を提供することを意図し、障害児、そし
て LGBTQ＋を扱ったアメリカ映画「チョコレー
トドーナツ」（2012年）の上映会、その後に座談
会を開催することを学生主導で企画した。
以下、今回の企画について報告するが、記録を
担当した松岡ゼミ 3年の学生（桝井凛、松井安
奈）が報告原案を作成し、報告者（松岡）が部分
的に加筆修正を加えたものである。
なお、この報告において「障害」は、人間福祉
学部におけるポリシーに基づいてそのままの漢字
表記で統一している。

2．企画内容について
映画「チョコレートドーナツ」（原題：Any

Day Now）は、2012年に公開されたアメリカ映
画で、監督はトラヴィス・ファイン、主演にトミ
ー賞俳優であるアラン・カミングが務めている。
この映画は、1970年代のアメリカを舞台にゲイ
カップルとダウン症の男の子の、いわば疑似家族
全体が主人公となっている。この疑似家族には、
「障害」と「セクシュアリティ」によるインター
セクショナリティが生じていると見なせる。
当時のアメリカ社会の性的マイノリティや障害
児に対する厳しい目の中で、映画は悲劇的なラス
トを迎えることになるが、その中で主人公たちが
模索した「当たり前の幸福」というものを通し
て、社会の多様性、ダイバーシティの重要性を学
び、来たるべき日本の「超多様性」の下で社会づ
くりに関わる大学生たちに、自分たちが作ってい
く社会の在り方を模索する契機にすることが意図
された。
なおこの映画では、ダウン症の少年マルコを、
自身がダウン症であるアイザック・レイヴァが演
じている。その役柄を誰が演じるのが最善かにつ
いてはさまざまな考え方があるだろう。障害のな
い役者が障害者を演じるのも、その役者の演技力
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として評価できるものかもしれない。ただ、「障
害者を障害者が演じる」ということは至って「当
り前の配役」として選択肢に含まれていくことが
望まれるだろう。
今回の企画では、映画の後に講演会を組み込
み、映画の余韻を活かしながら学びの中身を一層
深化してもらえることを図った。講師には、
LGBT 支援グループ「にじいろらいと」代表の柳
淳也氏をお招きし、映画の感想を共有した後、
LGBTQ＋についての社会の変化を歴史的に振り
返りながら、学生たちからの質問に応じていただ
いた。こうした機会を経て、社会の中で「普通で
はない」とされた人々が抱えている生きづらさを
追体験し、誰もがそうした苦しみに直面すること
のない社会の在り方について、学生自身が考える
ための材料が提供できることができたと考えた
い。

3．実施方法
本企画は、社会起業学科の武田ゼミと社会福祉
学科松岡ゼミ 3年生が連携しながら、ゼミ活動を
とおしての問題意識のもとで自主的にテーマ設定
と企画立案、準備を行い、人間福祉学部研究会の
助成を得て、同研究会主催で実施されたものであ
る。当日の運営も学生たちが主体的に行ってお
り、先述した通り、本報告も学生がまとめたもの
がベースになっている（報告者は、それを一部修
正し、全体をアレンジしなおしたに過ぎない）。
具体的な方法としては、Zoom ウェビナーを用
いての映画上映会と講演会を実施した。日時など
の概要は以下の通りになる。
○日時 2021年 11月 20日（土）13 : 00～16 : 00
○参加者 30名
○主催 人間福祉学部研究会
○企画運営 人間福祉学部社会起業学科

武田ゼミ
人間福祉学部社会福祉学科
松岡ゼミ 3年

○運営・司会進行 人間福祉学部社会福祉学科
松岡ゼミ 3年（司会：宇野ひ
かり、山崎有莉、操作：山口
ゆう）

○記録 同上

4．講演について
（1）講演内容
以下、柳淳也氏の講演内容を、記録担当の松岡
ゼミ生（桝井、松井、大西拳史）がまとめたもの
をベースに紹介しみたい。
まず歴史的な変遷への言及から講演が始まっ
た。同性愛については、長らく宗教的道徳的に罪
であり病気であるとみなされていたが今こそ同性
愛者は当たり前の存在になっている。その中で
も、アメリカでは LGBTQ＋や同性婚などについ
ての考えが進んでいるように思われがちである
が、実はアメリカで同性婚が認められたのは
2015年と最近のことである。

LGBTQ＋に関する映画は多くあり、それらは
社会的認知の向上に一役買っている。しかしそれ
でも LGBTQ＋のコミュニティに批判され、炎上
した作品もある。なぜ、批判され、あるいは炎上
したのかについて、その理由はプロットの問題が
ある。例えば、LGBTQ＋の人を悪役にしている
こと、事実を捻じ曲げていること、配役で当事者
を起用していないことなどがある。
一方、日本ではどうかと言えば、以前より改善
された印象があるかもしれないが、実際は今なお
当事者は厳しい状況に置かれていることに変わり
はない。もちろん先駆的な取り組みもあり、例え
ば大阪市では男性カップルが里親に認定される出
来事があった。それでも、同性カップルが直面す
る課題は沢山ある。特に法的に同性婚ができない
ため、形式的には一人親として子どもを育てなけ
ればならず、子どもを産んだ側に何かあると、医
療も含めて何かと困った状況に陥る。日本の現状
はまだ途上にあることは間違いない。
映画「チョコレートドーナツ」を観て感動した
等の様々な感想があると思うが、ただそれだけで
終わらせず、政治家やメディアが同性愛について
差別的な言葉やメッセージを残すようなことがあ
れば、是非とも一緒に声をあげてほしい。日々の
皆の行動から当事者の生き方は変わっていく。ま
た、多様な性に関する書籍や映画などを見るこ
と、性についての相談をされたら秘密は漏らさな
いことなどは継続してほしい。
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（2）質疑応答
以下、主な質問と柳氏の回答を示す。

Q．テレビで LGBTQ＋をコメディとして取り上
げることは、同性愛であっても良いという意
識が当たり前になっていることにつながって
いるのか、あるいはそこに批判はあるのか。

A．コメディとして取り上げること自体は悪いこ
とではない。同性愛差別的なものや他害のあ
る笑いではないか、どのように取り上げるか
がポイントである。

Q．カミングアウトする怖さがある中、自らカミ
ングアウトするきっかけは何か。またどうす
ればカミングアウトしやすくなるか。

A．家族やこの友達なら言っても大丈夫だろうと
いう、言えるような環境にいたことが大き
い。カミングアウトした時に相手を肯定する
ことを続けることで、日本においても多くの
人がジェンダーやセクシュアリティを開示で
きるようになると思う。

Q．障害者差別や優生思想が根強い中で、それら
を解消するために、LGBTQ＋が日本社会に
おいて認知されていく過程から学べることは
あるか。

A．LGBTQ＋が認知されていく中で多くの問題
が出てきた。アメリカでは、最初は抑圧的な
ポジションに置かれていた人々が運動してき
たところを、途中から白人の有産階級の人が
引っ張っていったという流れに対しての批判
があり、日本でもゲイのエリート層が引っ張
るようなムーブメントになっている側面もあ
る。そのため、必ずしも社会に認知されてい
く中で取りこぼされている人がいないわけで
はない。そうした課題はあるが、それでも欧
米で行われているパレードといったポジティ
ブな印象のものを使っていたり、社会的に
様々な階層や仕事をする人がいる中で、リソ
ースやネットワークを上手く使用していたり
していると感じる。しかし、日本社会では
LGBTQ＋ムーブメントが上手くいっている
と思われないために、障害者差別や優生思想
に関する運動と一緒に色々な側面から取り組
めたらいいと思う。

Q．今の日本の LGBTQ＋の取り組みについてど

う思うか。
A．日本の企業は表層的な取り組みしかしていな
いため、企業が引っ張っているわけではない
が、かといって市民が引っ張っているわけで
もない状況である。また LGBTQ＋の当事者
が運動しているかというと、運動してほしく
ない人や目立ちたくない人もいるため一緒に
取り組みが出来ている状況ではない。
LGBTQ＋の認知が上がってきてはいるが、
メディアや表層的な部分で消費されているだ
けで実際の利益には繋がっていない。海外で
は同性婚が認められるなど進んでいる中、日
本は就職差別的なども多く上手く進んでいな
いと感じる。

5．最後に
今回、映画上映会も講演会のいずれ共に Zoom
ウェビナーを採用することになり、本番のオペレ
ーションをスムースに遂行するためにリハーサル
を何度も実施した。そのお陰もあって本番では極
めてスムースに進行することができた。
映画の内容は、決してハッピーエンドではない
が、役者の熱演もあり、非常に心に響くものがあ
った。主人公を演じた三人、特にルディ役のアラ
ン・カミング、そしてマルコ役のアイザック・レ
イヴァは素晴らしかった。この映画の感動を、社
会の現実に向き合うためのエネルギーに転換して
いく上で、上映会後の柳淳也氏の講演会が大きな
力になったと考える。パワーポイントを使った講
演内容はわかりやすく、日本、そして世界の現状
がまだまだであること、それを変革していくため
に私たちがまず身近にできることから始めていか
なければならないことを痛感させられた。

謝辞
今回の企画実施にあたって、助成をいただけた人間

福祉学部研究会、実務をサポートとしてくださった人
間福祉学部事務室の皆さま、また講演会でご登壇いた
だきました柳淳也さん、手話通訳者のみなさまにはこ
ころよりお礼を申し上げます。

人間福祉学部社会起業学科武田ゼミ一同
社会福祉学科松岡ゼミ（3年）一同

（松岡 克尚）
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【馬場 幸子】
�「軽度知的障害のある思春期女子の性的ハイリスク行
動－特別支援学校高等部・定時制高校の教員へのイン
タビューをもとに」（論文・共）／『学校保健研究』62
巻 2号 pp.351361、日本学校保健学会 2021.02

�「「SSW スタンダード学習会」継続参加者による「ス
タンダード」活用の方法，意義と効果 －スクール
ソーシャルワーカーへのインタビューより－」（論
文・共）／『社会福祉学』61巻 4号 pp.113、日本社
会福祉学会 2021.02

【藤井 博志】
�『地域福祉と包括的支援体制』（編著・共）／中央法規
出版 2021.03

�『地域福祉と包括的支援体制』（著書・共）／全国社会
福祉協議会 2021.03

�『地域づくり人材養成テキスト』（編著・単）／CLC
2021.03

�『ケアマジメント事典』（著書・共）／日本ケアマネジ
メント学会 2021.11

【林 直也】
�「コロナ禍におけるプロスポーツの現状とニューノー
マルに向けて」（オピニオン・単）／『COVID19コン
セプト・ペーパー（関西学院大学人間福祉学部
HP）』関西学院大学人間福祉学部 2021.03

【茨木 正志郎】
�「属格標識’s の発達と（脱）文法化」（論文・単）／
『日本英文学会 第 93回大会 Proceedings』日本英文
学会 2021.06

【池埜 聡】
�「“トラウマ・インフォームド・ソーシャルワーク”構
築への序章：「共に在る」価値に根ざして」（論文・
単）／『人間福祉学研究』第 13巻第 1号 pp.6586、
関西学院大学人間福祉学部研究会 2020.12

�「医療ソーシャルワークによるがん患者のエンパワメ
ントに資する両立支援の展開：マインドフルネスを含
むホリスティック・アプローチを試みた事例研究」
（論文・共）／『Human Welfare』第 13 巻第 1 号
pp.119138、関西学院大学人間福祉学部研究会
2021.03

�「新型コロナウィルス感染症（COVID19）に伴う
ソーシャルワーク実習への対応策：北米スクール・オ
ブ・ソーシャルワークの挑戦から見えてくるもの」
（論文・単）／『Human Welfare』第 13巻第 1号 pp.67
80、関西学院大学人間福祉学部研究会 2021.03

【生田 正幸】
�『社会福祉士・精神保健福祉士養成講座 「第 11巻
福祉サービスの組織と経営」』（著書・共）／中央法規
出版 2021.03

【今井 小の実】
�『吉田久一とその時代－仏教史と社会事業史の探求－』
（著書・共）／法蔵館 2021.03
�「愛国婦人会の定款改正と軍事救護法の成立」（論文・
単）／『社会事業史研究』Vol.59 pp.6175、社会事業史
学会 2021.03

【小西 砂千夫】
�『テキストブック地方自治 第 3版』（著書・共）／東
洋経済新報社 2021.09

�『2040年 生き残る自治体！』（著書・単）／学陽書房
2021.10

�「地方財政法の 70年（33）都道府県と市町村の関係等
（第 27～第 30条の 3）①」（論文・単）／『地方財務』

2020.12
�「奈良モデルは提案する－県と市町村のいまどきの関
係⑨ 社会保障分野における市町村との連携・協働－
奈良モデルの成果（5）」（論文・単）／『住民行政の窓』
2020.12

�「令和 3年度の仮試算と地方財政の展望」（論文・単）
／『地方財務』2020.12

�「コロナ禍での令和 3年度地方財政対策」（評論・単）
／『ijamp（オピニオン）』2020.12

�「奈良モデルは提案する－県と市町村のいまどきの関
係⑩ 広域消防など「共同」の取り組み－奈良モデル
の成果（6）」（論文・単）／『住民行政の窓』2021.01

�「地方財政法の 70年（34）都道府県と市町村の関係等
（第 27～第 30条の 3）②」（論文・単）／『地方財務』
2021.01

�「地方財政制度の基本となる考え方－事務配分に対す
る財源保障」（論文・単）／『アカデミア（市町村アカ
デミー）』136号 2021.01

�「地方財政法の 70年（35）附則（第 31条～第 38条）」
（論文・単）／『地方財務』2021.02
�「奈良モデルは提案する－県と市町村のいまどきの関
係⑪ 奈良モデルの歴代担当者に聞く－奈良モデルの
展開（1）」（論文・共）／『住民行政の窓』2021.02

�「令和 3年度地方財政対策についてー国の令和 2年度
第 3次補正予算との合わせ技で」（論文・単）／『地方
財務』2021.02

�「地方交付税の年度間調整」（評論・単）／『自治日報』
2021.02

�「地方財政法の 70年（36）地方財政運営の中長期的課
題」（論文・単）／『地方財務』2021.03

教員の著書・論文（ABC 順）
（2020. 12～2021. 11）
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�「奈良モデルは提案する－県と市町村のいまどきの関
係⑫ 市町村長へのインタビュー（奈良市・天理市・
御所市）－奈良モデルの展開（2）」（論文・共）／『住民
行政の窓』2021.03

�「令和 3年度の地方財政対策と普通交付税の算定方法
の改正等に関する想定問答」（論文・単）／『地方財務』
2021.03

�「新型コロナウイルス対策と国と地方の財政運営」（評
論・単）／『地方議会人』2021.03

�「奈良モデルは提案する－県と市町村のいまどきの関
係⑬ 市町村長へのインタビュー（田原本町・川上
村・天川村・十津川村）－奈良モデルの展開（3）」（論
文・共）／『住民行政の窓』2021.04

�「上司は思いつきでものを言う」（論文・単）／『地方財
務』2021.04

�「下水道財政のあり方に関する研究会報告書と地方財
政措置」（論文・単）／『地方財務』2021.04

�「君よ、知るや、奈良モデル－人口減少時代の県と市
町村の総力戦の闘い方－」（論文・単）／『地方財政』
2021.04

�「地方公営企業法への財政措置についての考察」（論
文・単）／『公営企業』2021.04

�「奈良モデルは提案する－県と市町村のいまどきの関
係⑭ 荒井正吾奈良県知事インタビュー」（論文・共）
／『住民行政の窓』2021.05

�「官から民へのレトリック」（論文・単）／『地方財務』
2021.05

�「被災自治体での生活保護打ち切り問題」（論文・単）
／『地方財務』2021.06

�「自分たちの税金が何に使われているのかわからない」
（論文・単）／『自分たちの税金が何に使われているの
かわからない』2021.07

�「奈良モデルと第 32次地方制度調査会答申」（論文・
単）／『地方自治』2021.07

�「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金
の運用と課題について」（論文・単）／『地方財務』
2021.07

�「行政評価のブームを振り返って」（論文・単）／『地方
財務』2021.08

�「コロナ禍での基本方針 2021と地方財政への影響」
（論文・単）／『地方財務』2021.08
�「公会計改革の始まりと到達点、その後」（論文・単）
／『地方財務』2021.09

�「企業版ふるさと納税の制度とその運営について」（論
文・単）／『地域づくり（地域活性化センター）』
2021.09

�「自治体財政が悪化するシナリオ」（論文・単）／『地方
財務』2021.11

�「3度目の緊急事態宣言に伴う財源措置」（評論・単）
／『i-jamp（オピニオン）』2021.05

�「今後 3年間の地方財政の動向を示す骨太方針 2021」
（評論・単）／『i-jamp（オピニオン）』2021.06
�「2022年度の地方財源の確保に向けて」（評論・単）／

『i-jamp（オピニオン）』2021.09
�「基礎的財政収支と地方財政」（評論・単）／『自治日
報』2021.11

【李 善惠】
�「キリスト教社会福祉実践の現状と課題に関する一考
察－イエス団傘下の職員を対象としたアンケート調査
より－」（論文・単）／『キリスト教社会福祉学研究』
第 53号 pp.98-109、日本キリスト教社会福祉学会
2021.01

【松岡 克尚】
�『最新社会福祉士・精神保健福祉士養成講座『障害者
福祉』第 2章「障害者福祉の理念」』（著書・共）／中
央法規 2021.02

�『最新社会福祉士・精神保健福祉士養成講座『福祉
サービスの組織と経営』第 1章第 3節「組織間連携と
促進」』（著書・共）／中央法規 2021.02

�『ソーシャルワーカー教育シリーズ③新版ソーシャル
ワークの理論と方法Ⅱ【専門編】第 6章「ソーシャル
ワークにおけるネットワーキング」』（著書・共）／株
式会社みらい 2021.07

�「障害者ソーシャルワークと「身体」：「物質」と「言
説」の融合アプローチに向けて」（論文・単）／『ソー
シャルワーク研究』47巻第 2号 pp.120-129、相川書
房 2021.07

【嶺重 淑】
�「ファリサイ派と律法学者への禍いの言葉－ルカ 11 :

37-54の釈義的考察」（論文・単）／『関西学院大学キ
リスト教と文化研究』第 22号 pp.35-55、関西学院
大学キリスト教と文化研究センター 2021.03

�「恐れなき信仰告白の要求ールカ12:1-12の釈義的研
究」（論文・単）／『ヴィア・メディア』第 16号
pp.19-32、ウイリアムス神学館 2021.08

【溝畑 潤】
�「小学校 4年生の静止立位姿勢の足圧中心動揺におけ
る試行間および日内間信頼性の検討」（論文・共）／
『大阪体育学研究』第 59巻 pp.9-17、大阪体育学会
2021.03

【村上 陽子】
�「アクティブラーニング実践と言語教師のビリーフ」
（論文・共）／『関西学院大学高等教育研究』第 11号
pp.39-49、関西学院大学高等教育推進センター
2021.03

【中野 陽子】
�「日本語の尊敬表現の文理解と Cue-based retrieval

model」（論文・共）／『ことばの科学研究』第 22号
pp.57-74、ことばの科学会 2021.05

�「日本語の尊敬表現の文処理における素性の呼び出し
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について」（論文・共）／『KLS Selected Papres』第 3
巻 pp.109-122、関西言語学会 2021.06

【西村 浩子】
�「Assessing oral reading accuracy and speed in English as

a foreign language : An empirical investigation of high-
school students in Japan」（論文・単）／『Human Wel-
fare』第 13巻第 1号 pp.105-118、関西学院大学人間
福祉学部研究会 2021.03

【大和 三重】
�『「第 3章 高齢者福祉とその歴史的変遷」pp.51-70、
「終章 高齢者福祉の課題」pp.225-231 大和三重・
岡田進一・斉藤雅茂編『高齢者福祉』』（著書・共編）
／ミネルヴァ書房 2020.12

�『新版 ソーシャルワークの理論と方法Ⅱ（専門編）』
（著書・共編）／みらい 2021.07
�「新型コロナウィルスと高齢者～グローカル・ソーシ
ャルワークの視点から～」（研究ノート・単）／『Hu-
man Welfare』第 13巻第 1号 pp.139-149、関西学院
大学人間福祉学部研究会 2021.03

�「国際共同研究及び国際シンポジウム：COVID-19と
世界の高齢者介護」（報告書・共監訳）／『Glocal Social
Work 実践・教育研究～多文化地域共生社会の構築～
HP』glocalsw.jp/archives/381、Glocal Social Work 実
践・教育研究事務局 2021.10

【坂口 幸弘】
�『患者と死別した後の家族ケア 木澤義之（編）「救
急・集中治療領域における緩和ケア」』（著書・分担執
筆）／医学書院 2021.02

�『喪失学 日本終末期ケア協会編「終末期ケア上級専
門士 公式テキスト」』（著書・分担執筆）／アステッ
キ 2021.06

�『葬儀とグリーフケア 長谷川正浩・石川美明・村千
鶴子（編）「葬儀・墓地のトラブル相談 Q&A」』（著
書・分担執筆）／民事法研究会 2021.08

�「Exploring the components of quality of death in Japa-
nese emergency departments : A qualitative study」（論
文・共）／『Applied Nursing Research』Vol.56 151371、
Elsevier 2020.12

�「The current status of bereavement follow-up in Japanese
emergency departments : A cross-sectional nationwide
survey」（論文・共）／『International Emergency Nurs-
ing』Vol.52 100872、Elsevier 2020.12

�「新型コロナウイルス感染症パンデミック下における
死別の支援」（論文・共）／『グリーフ＆ビリーブメン
ト研究』創刊号 pp.3-11、日本グリーフ＆ビリーブ
メント学会 2020.12

�「青年期における故人観尺度の開発－信頼性・妥当性
の検討－」（論文・共）／『臨床死生学』Vol.25 No.1
pp.108-116、日本臨床死生学会 2020.12

�「超高齢社会における死別とグリーフケア」（論文・

単）／『老年看護学』25巻 2号 pp.16-20、日本老年看
護学会 2021.01

�「Comparison of two measures for Complicated Grief :
Brief Grief Questionnaire （BGQ） and Inventory of
Complicated Grief （ICG）」（論文・共）／『Japanese
Journal of Clinical Oncology』Vol.51 pp.252-257、Ox-
ford Academic 2021.02

�「納骨という営みによる心理的変容－配偶者を亡くし
た人への聞き取り調査から－」（論文・共）／『四天王
寺大学紀要』第 69号 pp.353-373、四天王寺大学
2021.03

�「遺族による死者の生きた証を伝承する活動の意義－
NPO 法人いのちのミュージアムが少年院で取り組む
「いのちの授業」が在院者へ及ぼす効果－」（論文・
共）／『Human Welfare』第 13 巻第 1 号 pp.97-104、
関西学院大学人間福祉学部研究会 2021.03

�「事故・災害等で大切な家族を突然に亡くした遺族が
死者の生きた証を伝承する活動に関する調査－NPO
法人いのちのミュージアムが中学校で取り組む「いの
ちの授業」が及ぼす効果の測定－」（論文・共）／『関
西学院大学先端社会研究所紀要』18号 pp.77-84、関
西学院大学先端社会研究所 2021.03

�「Effects of financial status on major depressive disorder
and complicated grief among bereaved family members of
patients with cancer」（論文・共）／『Psycho-Oncology』
Vol.30 pp.844-852、WILEY 2021.06

【桜井 智恵子】
�『教育は社会をどう変えたのか－個人化をもたらすリ
ベラリズムの暴力』（著書・単）／明石書店 2021.09

�「「自立」を強いる資本制社会に対抗する協同組合運
動」（論文・単）／『社会運動』442号 pp.107-121、一
般社団法人 市民セクター政策機構 2021.04

�「個別最適化」という「質の高い学び」－能力を最大限
に発揮させるリベラリズムでいくのか」（論文・単）／
『「産業と教育」研究委員会報告書』pp.3-13、教育文
化総合研究所 2021.06

【佐藤 洋】
�「Clinical impact of estimated plasma volume status and

its additive effect with the GRACE risk score on in-
hospital and long-term mortality for acute myocardial in-
farction」（論文・共）／『Int J Cardiol Heart Vasc．』
Vol. 33 doi. org / 10.1016 / j. ijcha. 2021.100748、Elsevier
2021.03

�「Prevalence of the Japanese high bleeding risk criteria
and its prognostic significance for fatal bleeding in pa-
tients with acute myocardial infarction」（論文・共）／
『Heart Vessels．』36 pp.1484-1495、Springer 2021.03
�「The Effect of a Cancer History on Patients with Acute

Myocardial Infarction After Percutaneous Coronary Inter-
vention」（論文・共）／『Int Heart J.』Vol.62 No.2
pp.238-245、the International Heart Journal Association
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2021.03
�「新型コロナウイルス感染症における登校停止申請・
寮・課外活動での対策」（論文・共）／『Campus
Health』58（2）pp.84-90、全国保健管理協会 2021.07

�「Practical Assessment of the Tradeoff between Fatal
Bleeding and Coronary Thrombotic Risks using the Aca-
demic Research Consortium for High Bleeding Risk Crite-
ria」（論文・共）／『J Atheroscler Thromb』28 doi.org/
10.555/jat.62999、The Japanese Athrosclerosis Society
2021.09

【柴田 学】
�『「社会福祉法人の公益的活動によるソーシャル・イノ
ベーション創出の展開可能性」pp 62-92、関川芳孝編
『社会福祉法人はどこへ向かうのか』』（著書・共）／大
阪公立大学合同出版会 2021.03

�「地域福祉実践としての経済活動に関する一考察：A
市 B 地区と社会福祉法人 C との協働の事例に着目し
て」（論文・単）／『ソーシャルワーク研究』Vol.46
No.4 pp.331-338、相川書房 2021.01

�「協働でつくる新たな地域（第 17回）Open Innovation
Biotope“Cue”（株式会社オカムラ中部支社）－「共創
空間」によるプロトタイピングと協働事業の創出」
（論文・単）／『月刊福祉 2021年 11月号』第 104巻第

12号 pp.82-85、全国社会福祉協議会 2021.11

【高橋 味央】
�「スクールソーシャルワーク制度の普及過程とその動
態－先駆的自治体の事例を対象とした探索的研究－」
（論文・単）／『学校ソーシャルワーク研究』第 16巻
pp.44-58、日本学校ソーシャルワーク学会 2021.10

【武田 丈】
�『社会福祉調査の基礎』（著書・共）／中央法規出版

2021.02
�「関西学院における 2020年度の多様性尊重に関する取
り組み：第 8回関学レインボーウィークを中心に」
（報告・単）／『関西学院大学人権研究』第 25号
pp.13-20、関西学院大学人権教育研究室 2021.03

【山 泰幸】
�『民俗学の思考法〈いま・ここ〉の日常と文化を捉え
る』（著書・共）／慶応義塾大学出版会 2021.03

�「Sociology of ritual and narrative as post-Western sociol-
ogy : from the perspective of Confucianism and Nativism
in the Edo period of Japan」（論文・単）／『The Journal
of Chinese Sociology』8 : 9 pp.1-15、Springer 2021.03
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第 1章 総 則

第 1条 本会は関西学院大学人間福祉学部研究会
と称する。
第 2条 本会は本学部における人間福祉と関連諸
科学の教育・研究の推進を図ることを、目的と
する。
第 3条 本会は事務局を西宮市上ケ原一番町 1−

155関西学院大学人間福祉学部におく。

第 2章 事 業

第 4条
1．本会は第 2条の目的を達成するために次の
事業を行う。

2．研究会・セミナーなどの開催
3．機関誌「人間福祉学研究」「Human Welfare」
などの刊行

4．会員相互の研究・教育に関する連絡及び協
力

5．本学部の教育・研究に対する協力
6．国内外関係諸学会との協力
7．その他本会の目的を達成するために必要な
事業

第 3章 会 員

第 5条 本会の会員は次のとおりとする。
1．名誉会員 本会に功労のあったもので、本
会の推薦するもの

2．普通会員 本学人間福祉学部の教授、准教
授、専任講師及び助教

3．賛助会員 本会の主旨に賛同するもの

第 4章 運営組織

第 6条 第 2章記載の事業を行うため、本会には
以下の委員、委員会等をおく。
1．会長は当該年度の人間福祉学部長とし、本
会には以下の委員、委員会等をおく。

2．運営委員（6名）：運営委員は普通会員の
中から互選し、運営委員会を構成する。

3．運営委員長（1名）と会計（1名）：運営委
員長と会計は運営委員の中から互選する。

4．運営委員会は第 4条に記された事業の企画
・運営にあたる。なお、機関誌「人間福祉学
研究」の編集については複数の委員をもって
構成される編集委員会をおく。編集委員長
は、編集委員の中から互選する。

5．会計監査（2名）：会計監査は普通会員の
中から互選する。

6．書記は人間福祉学部事務長に委嘱する。
第 7条 本研究会運営委員の任期は 2年とし、重
任を妨げない。

第 5章 総 会

第 8条 総会は毎年一回会長が主宰して開催され
る。なお、普通会員の 1/2以上の要求があった
場合、あるいは会長が必要と認めたときは臨時
総会を開催する。議決は出席者の過半数をもっ
て行う。
第 9条 総会の承認を必要とするものは第 6条第

1項のほか、次の事項とする。
1．事業計画及び収支予算
2．事業報告及び収支決算
3．その他運営委員会において必要と認めた事
項

関西学院大学人間福祉学部研究会会則
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第 6章 会 計

第10条 本会の会計年度は毎年4月1日に始ま
り、翌年 3月 31日に終わる。
第11条 本会の経費は次の収入をもってあてる。

1．会費
普通会員年額 20,000円
賛助会員年額 10,000円

2．寄付及び補助助成金による金品
3．その他の収入

第12条 本会員及び本学人間福祉研究科学生、
研究員並びに人間福祉学部学生は機関誌の配布
を受ける。学生の購読費は年間 2,000円とす
る。

附 則
第 1条 本会の事業運営に必要な諸規程は、運営
委員会の議を経て別に定めることができる。
第 2条 本会の会則変更及び本会の解散、並びに
これに伴う財産の処分等については、総会にお
いて、出席者の 2/3以上の同意を得ることを要
する。
第 3条

1．本会則は、2008年 4月 9日より施行する。
2．本会則は、2009年 5月13日より改正施行
する。

3．本会則は、2011年 4月 1日より改正施行
する。

了解事項
1．附則第 3条の 3にかかわらず、第 12条に
定める購読費の改定は、2012年 4月 1日か
ら適用する。

第 1条（目的）関西学院大学人間福祉学部研究会
会則第 5条に基づき、人間福祉学部研究会に多
大な貢献をしたものに敬意を表すため、名誉会
員制度を設ける。名誉会員制度に関する事項は
本規則によるものとする。
第 2条（名誉会員に推挙する要件）人間福祉学部
研究会は、次の各号のいずれかに該当するもの
に名誉会員の称号を贈呈できる。
1．本研究会の会員であったもので関西学院大
学から名誉教授の称号を授かったもの

2．本研究会の会員であったもので本研究会の
社会的評価を高める功績及び研究会の運営の
発展に特段の功績をあげたもの

第 3条（名誉会員手続き）名誉会員の称号贈呈は、
つぎの手続きを踏まえて行われるものとする。
1．人間福祉学部研究会運営委員会は、第 2条
の要件に該当するものがいた場合、速やかに
審議を行い、名誉会員称号を贈呈することが
妥当と判断したときには、本人の承諾を得た
うえで、総会に名誉会員の推挙を行う。

2．人間福祉学部研究会は、総会において承認
されたものに対して名誉会員としての称号を

贈呈する。
第 4条（名誉会員の会員適用事項）人間福祉学部
研究会の名誉会員は次の各号の事項が適用され
るものとする。
1．名誉会員の称号を使用することを認める。
2．本研究会会員としての会費が免除される。
3．人間福祉学研究の学外査読者として、投稿
原稿の査読を行う。なお学外査読者の任期は
定めない。ただし人間福祉学部研究会に辞退
を申し出た時点で任期は終了とする。

4．上記以外の事項については、一般会員と同
じ扱いとする。

附 則
1．この規則は、2008年 5月 28日より施行す
る。

2．この規則は、2017年 6月 14日より改正施
行する。

3．この規則は、2020年 5月 13日より改正施
行する。

4．この規則は、2021年 5月 12日より改正施
行する。

関西学院大学人間福祉学部研究会名誉会員制度規則
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1．「Human Welfare」（以下、「本紀要」という）
は原則として、当該年度中に 1回発行する。11
月末日を締切日とし、3月末日の配布を目標と
する。

2．本紀要の企画、編集、発行は人間福祉学部研
究会運営委員会（以下「運営委員会」という）
が行う。

3．本紀要に掲載される原稿の種類は以下に掲げ
るものとする。
①原著論文
②研究ノート
③学部および人間福祉学部研究会主催、共催の
講演会の講演原稿
④資料、報告
⑤人間福祉研究科最優秀修士論文（駒草賞）要
旨及び人間福祉学部最優秀卒業研究（あじさ
い賞）要旨
⑥その他運営委員会が必要と認めた原稿・記事

4．本紀要への投稿有資格者は次のとおりとする。
①人間福祉学部研究会名誉会員ならびに普通会
員
②共同執筆者は、名誉会員あるいは普通会員の
推薦を受けた者（要推薦状；書式不問）、ま
たは名誉会員あるいは普通会員と共同研究を
行った者とする。
③ファーストオーサーが①以外の場合、普通会
員による推薦（要推薦状；書式不問）と運営
委員会の審査を経て掲載することができる。
なお、投稿料 5,000円を徴収する。ただし、
会則に定める購読費納入者は除く。

5．原稿の執筆に際しては、以下の様式に従うも
のとする。
①原著論文については、原則として図表・写真・
注・引用文献を含めて 20,000字を目安とする。
研究ノートについては、原則として図表・写
真・注・引用文献を含めて 12,000字を目安
とする。
②図表・写真は 1点につき 600字換算とする。
ただし、1頁全体を使用する図表については
1,600字換算とする。

③図表・写真等は題字、説明つきですべて本文
とは別紙とし、本文中に挿入する箇所を本文
欄外に指示すること。図表・写真等の費用は
50,000円を限度として人間福祉学部研究会が
負担するが、それを超える分は執筆者の負担
とする。
④原稿には和文および英文の表題、さらに和文
および英文の要約をつける。また執筆者名、
所属機関名についても同様とする。
⑤原稿に 3語のキーワードをつける（和文・英
文とも）。

6．本紀要に発表する原著論文、研究ノートは他
に未発表のものに限られる。

7．外国語による原稿については運営委員会にお
いて審議のうえ、許可することがある。分量は
日本語原稿の場合に準ずるものとする。

8．運営委員会が依頼した外国語原稿を翻訳して
掲載する場合には、その翻訳者に対し翻訳料を
支払うものとする。その金額については運営委
員会で審議のうえ決定する。

9．本紀要に掲載された論文等の著作権は学校法
人関西学院に帰属する。論文等は、電子化並び
に関西学院大学・同大学外のデータベースなど
のサイト上での公開を行うものとする。また、
執筆者がすでに外国語または日本語で発表した
論文等を日本語または外国語に翻訳して掲載を
希望する場合には、運営委員会において審議の
うえ、それを許可することがある。ただし、こ
の場合、版権処理に関する責任は全て執筆者が
負うものとする。その場合の翻訳料は支払わな
い。

10．本紀要の執筆者に対して、研究会費または購
読費納入者の場合は、本誌 1部と抜刷 50部を
無料で配付する。ただし、それ以上の抜刷を希
望する場合、その実費は本人の負担とする。非
納入者の場合は、本誌 1部を無料で配付すると
ともに、希望部数の抜刷を実費で配付する。

11．発行された紀要は名誉会員、普通会員、大学
院学生、研究員および学部学生に配布する。そ
の年度の非常勤講師にも配布する。また、本紀
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要は上記以外の者に頒布することができる。
12．この編集内規は運営委員会の議を経て変更す
ることがある。ただし、その変更はその年度の
人間福祉学部研究会総会で報告されなければな
らない。

附則
1．この編集内規は、2008年 7月 9日から施行
する。

2．この編集内規は、2009年 5月13日から改正

施行する。
3．この編集内規は、2012年 5月 9日から改正
施行する。

4．この編集内規は、2013年 2月14日から改正
施行する。

5．この編集内規は、2014年 2月14日から改正
施行する。

6．この編集内規は、2021年 7月12日から改正
施行する。
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───────────��� 編集後記（第14巻第1号）���──────────

人間福祉学部研究会会員

皆様のご支援、ご協力のもと、人間福祉学部・人間福祉研究科は、今年度で創設 14年目
を迎えることになりました。本誌 Human Welfare 第 14巻第 1号を、皆様に無事にお届けす
ることができますことを、心より感謝申し上げます。
本号には、9本の論文と、学部研究会や様々な学部行事の報告要旨、各学科、言語教育、
チャペルなどの活動報告、優秀卒業研究賞、優秀修士論文賞、各教員の著書・論文などが掲
載されています。また、本号は、人間福祉学部・人間福祉研究科創設以来、長年に渡り研
究・教育にご尽力いただいいた生田正幸先生の退職記念号として、ご略歴・ご業績一覧とと
もに、ゆかり方々からご寄稿いただいております。
最後になりましたが、会員・関係者のみなさま方からの原著論文・研究ノート等の積極的
なご投稿や、本誌に対するご意見をお待ちしております。引き続き、ご支援、ご協力を賜り
ますよう、よろしくお願いいたします。

（研究会運営委員会コンビーナ 山 泰幸）

会長 武 田 丈
運営委員（ABC 順） 林 直 也

今 井 小の実
河 鰭 一 彦
山 泰 幸

会計監査 溝 畑 潤
佐 藤 博 信

書記 高 島 祐 子
名誉会員 福 居 誠 二

井 出 浩
小 西 加保留
前 橋 信 和
牧 里 毎 治
室 田 保 夫
中 塘 二三生
才 村 純
芝 野 松次郎
山 本 隆

普通会員（ABC 順）
馬 場 幸 子
藤 井 博 志
藤 井 美 和
橋 本 直 子
林 眞 帆
林 直 也
茨 木 正志郎
市 瀬 晶 子
池 埜 聡
生 田 正 幸
今 井 小の実
甲 斐 知 彦
河 鰭 一 彦
川 島 惠 美
風 間 朋 子
小 西 砂千夫
善 善 惠

松 岡 克 尚
嶺 重 淑
溝 畑 潤
村 上 陽 子
中 野 陽 子
大 和 三 重
坂 口 幸 弘
桜 井 智恵子
佐 藤 博 信
佐 藤 洋
澤 田 有希子
柴 田 学
白波瀬 達 也
孫 良
武 田 丈
山 泰 幸
安 田 美予子
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