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はじめに

福祉臨床論の立場からソーシャルワークを検証する作業を進めていくと、幾つか前提として

整理をしなければならない課題に出会う2）。そのひとつで喫緊に対応・位置づけの検討が必要

なものとしては大学教育の中で、ソーシャルワーカーになるかも知れない学生にどのようにソ

ーシャルワークを伝え教えていくのかということに関わっている。

ソーシャルワーク教育の中で、専門職教育としてのソーシャルワーカー教育をどのように取

り入れるのか、文科省指導型の大学教育内容の変容や、読み替えという手続きをとり大学を場

とした厚生労働省による専門職教育の拡大が進む中で、これは差し迫った課題である。もちろ

んこの点はすでにふれた国際的なソーシャルワークの定義をめぐる議論とともに一方で社会福

祉士や精神保健福祉士といった資格教育でのカリキュラム問題や教授法の検証とも繋がりをも

っている。つまり、今日的なソーシャルワーク教育と職業教育でもあるソーシャルワーカー教
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本稿では主として大学における社会福祉教育とそのもとでの社会福祉専門職教育とともにそ

の中核をなすソーシャルワーク教育の相互関係を福祉臨床論の視点から取り上げる。とくにわ

が国の大学教育としての社会福祉教育の歴史的な蓄積は、1987 年及び 1997 年の両国家資格制

度の導入以後、職業教育としての社会福祉専門職教育が「読み替え」を通し、大学教育の中核

に導入されることによって大きな変容を見せている。そこでは国家試験出題基準を強く意識し

た指定テキスト教育の強化によりあたかもテキスト科目の知識の取得がカリキュラムを通して

ソーシャルワーカーになるかも知れない学生の唯一の目標になりかねない危惧を見せている。

そこには歴史的に形成発展してきた社会福祉の社会的機能やそれらの基礎となる社会福祉の哲

学、思想や社会や人への理解を深める学問の軽視がある。

ここではそうした現実を踏まえ、特にわが国での「不幸な出会いともいえる社会福祉教育と

ソーシャルワーカー教育」1）のもと、いかに大学での社会福祉教育の一環としてのソーシャル

ワーク教育を進めていくのか、ソーシャルワークプロセス構造を取り上げ検証する。その際、

「物語の中のソーシャルワーク」という視点、方法をとる。
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育の乖離といった現実への対応である。

例えばこうした点に関連し窪田は佛教大学ソーシャルワーク研究会における講演において歴

史的な大学におけるソーシャルワーク教育の現実を踏まえながら、わが国におけるソーシャル

ワーク教育とソーシャルワーカー教育のいわば不幸な相互の出会いの構造にふれ、次のように

指摘している。

「ソーシャルワークが必ずしもソーシャルワーカーの職務において限定的に用いられるもの

ではないがその中核的部分を構成するものであり、したがってその教育は、ソーシャルワーク

が基盤とする価値体系に則した福祉援助の哲学・思想・歴史と、法律・制度の十分な情報、援

助関係の形成と維持に関わる手順、個人および家族の生活問題を取り扱うにふさわしい職業倫

理を教育するとともに、それらの知識に即した援助行動がとれるよう、必要な訓練を与えるも

のでなければならない。」3）

つまり職業教育それ自身を教育と方法の目的とする職業教育専門校と違い、大学教育は必ず

しも学びと職業が直接的に結びついているわけではない。

周知のように医療、看護系などを除く多くの大学はカリキュラムの構造からも単に特定の専

門職、職業教育を唯一の教育目標や方法にしているわけではなく広くリベラルアーツを基礎に

幅広い選択肢を持っており、いわば多様な可能性を内包する教育課程を基礎に持っているとい

える。

しかし今日の多くの福祉系大学は提供できる専門資格とその難易度によって選択されている

という現実を抱えており、結果、具体的なカリキュラム構成に普遍的大学教育と専門職教育に

おけるとるべき職業教育カリキュラムが対立的に共存していることになる。

このことを主として援助専門職が仕事において使用するソーシャルワークということにひき

つけてみると臨床実習を配置しながら、国家試験の出題項目によって編纂されるテキスト履修

による知識や手続きの取得といったことに特化されているという現実がある。

特にその中でもこれからソーシャルワーカーになるかもしれない学生とともに必ずしも専門

的職業を目指すことなく社会福祉という政策と実践の歴史的、哲学的な、いわば大学における

学問としての学習を目指す学生にこの実学でもある学問を臨床的にもどのように伝えていくか

ということは、明確な伝達手段があるわけではない。その背景には共通した仕事の展開過程、

ソーシャルワークの整理はあるもののその展開がやや曖昧で臨床的な伝達内容の整理ができて

いないということがある。もちろん臨床的な現場での福祉実習という体験的な学習機会はある

ものの大学教育の中では国家試験対策的なカリキュラムの強化により、あたかもテキストの学

習が唯一の教育手段的な位置づけであるかのような強化が進んでいる。

結果、そうした中で、ソーシャルワーク教育における歴史と共に、本来、一体的であるべき

思想、価値、知識といったことと技術、技能といったことの分離が進んでいる。

ここではそうした現実を踏まえ、社会福祉教育と専門職教育のコアともいえる仕事の方法と
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しての社会福祉援助技術を取り上げ、特にソーシャルワークプロセスの構造的整理を教育方法

とともに検証する。その際、ソーシャルワークの検証に当たって「物語（ナラティブ）の中の

ソーシャルワーク」という臨床方法を取る。

1．ソーシャルワーク教育の歩みとソーシャルワークプロセス

社会福祉教育は歴史的にみれば近代社会における市場経済の成立のもと、経済成長を背景と

した工業と都市の発展による予定された富の平等的分配の制度的欠陥に対する前期近代の修正

としての社会福祉の成立という歴史的事実をまず踏まえなければならない。

しかもそうした前期近代における雇用を中心とした市場への介入と、所得移転としての社会

保障という一義的修正としての福祉国家の成立はその運用に援助専門職を必要とし、その仕事

の手続きとしてソーシャルワークという方法を作り出すことになった。そこには社会福祉に対

する歴史的な社会的機能の位置づけがある。

もちろん、今日に至る社会福祉の歩みを踏まえれば、社会福祉教育の周辺を巡る環境的な変

容は急速に進んでおり、福祉国家という方法を基底とした前期近代の行き詰まりとともに後期

近代における福祉システムにおける供給主体と供給方法の多元化を背景とした、特に需要と供

給のボーダレス化といったことは、2014 年、「ソーシャルワークのグローバル定義」の制定に

みいるように、本来、社会福祉援助専門職の独占的道具でもあったソーシャルワークに社会的

機能として大きな変容を作り出しているのも事実である4）。

では資格制度成立以前も含め、これまで社会福祉教育においてソーシャルワークをどのよう

に伝えてきたのか。この点では援助の手段としてのソーシャルワークがほぼ構造として確立す

る 1920 年代から 1960 年代の前期ソーシャルワーク発展期においては問題解決型アプローチと

して医学モデルのもと援助専門職における診断の力の習得と人への介入の技法が重要視されて

いた。しかしその後における社会的なソーシャルワーカーへの批判的問い直しのもとにおいて

は、ジェネリックなソーシャルワークとしての整理を通して社会福祉援助がもつ共同的援助関

係をもとに共通した援助展開として整理され、診断に変わるアセスメントの確立と共にプロセ

スにおける援助課題の整理とそれぞれの時期に必要な技法が重要視されるようになっていく。

それは今日の大学教育におけるソーシャルワーク教育が、ほぼソーシャルワークプロセスの

整理で始まり、それぞれの段階でのソーシャルワーカーの判断と態度、技法といったことの解

説、取得を基本にしていることは国家試験出題基準を踏まえたさまざまなテキストをみても明

らかである。

それではこうした社会福祉教育で重視されるソーシャルワークのプロセスはどのような構造

をもっているのか。これまでの議論の中から整理をしてみたい。

アメリカのソーシャルワークの歴史において、1890 年代以後、若いアメリカ資本主義の豊

富な資源や人材と飛躍的な経済発展を背景に市場アクセスの拡大を前提とした「人の可能性」
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へのやや楽観的な思想を背景に発展したソーシャルワークは自立論の実体的な拡大の中、徐々

に社会的要因への関心を忘れ、周知のように精神医学、精神分析の影響によって個の原因追及

とその改善へと踏み込んでいく。これらは初期のソーシャルワークとして整理され、M・リッ

チモンド以後、診断主義や機能主義の論争を経て、1950 年代まで問題解決モデルとして発展

をしていく。

しかし戦後、新たな貧困の発見と共にアメリカ社会の市場マイノリティー（人種・健康・宗

教・性別・言語等）の存在と顕在化、特に黒人の公民権運動の盛り上がりや主張、また著しい

人間行動学の発展や、それまでのソーシャルワーカーを支えた思想や哲学、実践規範でのソー

シャルな視点と実践の欠落との批判の中、発見される新たな問題に対応するため活動領域を拡

大させつつより確かな仕事への探求として 1960 年代以後、多様な実践モデルの提起がおこな

われていく。しかしこうした実践モデルの提起はより高度な専門技法や実践の分化を拡大する

ことになるが、それは多様で複雑なしかし共通する課題理解を包括的に対処できないという専

門職化の行き過ぎによる弊害をつくり出すことになった5）。

そうした現状に対し、1970 年代に入り H・M・バートレットはより分化、専門職化したソ

ーシャルワーク機能の再検討を通し共通する基盤の整理と提起をおこなった。バートレットは

今日に繋がる、ソーシャルワークをゼネリックなものとし、多様な違いを持ちつつも「専門職

としてのソーシャル・ワークのメンバーすべてが、同一の基盤に立脚して、共有し合える価値

と知識、同じ範囲の調整活動方策を用いるソーシャル・ワーカーであると認め合えるならば、

ソーシャル・ワークが社会変革へ及ぼす影響は著しく増大するであろう。」6）とし、その実践に

は受理からアセスメント、計画、介入、評価、フィードバックと流れる共通する 6つのプロセ

スがあるとした。

その後この点は生態学やシステム科学の発展と影響のもと、今日に繋がる生活モデルの基本

的な構造に繋がっていく。

例えばこの点に関してはピンカス、ミナハンは生活モデルによりつつ次のように援助の展開

を「時間とともに経過していくワーカーの活動を見通していける過程としてとらえていく概念

が必要だ」とし、その変革の過程には共通して次の 7つの局面があるという7）。

1．変革へのニードを発達させる。

2．変革関係を確立する。

3．クライエント・システムの問題を明確化もしくは診断する。

4．代わりのルートと目標を検討する。目標と活動の意図を確立する。

5．意図を実際の変革努力へ転換させていく。

6．変革を一般化し、安定化させる。

7．終結関係を達成する。

こうした展開過程の分析とそれぞれの時期の意味づけはまさに今日のソーシャルワーク教育
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の始まりになるものである。

同様にこうした援助過程における共同的作業過程の重要性について Z・ブトリュームはソー

シャルワークの目標が大切であるとし次のようなより特定化した五つの目標が形成されるとす

る8）。

1）クライエントあるいはその環境のなかの重要な人（あるいは人びと）の側での態度変容

2）特定の状況における個人あるいは集団の社会的機能を助長させる社会化

3）同じ目的でもより特定化した種類の行動変容

4）住宅改良、所得の倍増、職業保障、あるいは医師のサービスといった、いろいろなタイプ

の環境変容

5）死別、慢性疾患、障害児や老人の介護など、変えることはできなくとも耐えて生きぬいて

いかなければならない永続的あるいは一時的な状況におけるサポート

こうした経緯を踏まえ、かつて私はこの展開、作業過程について次のような五つの指標を取

り上げた。

（1）立ち上がりの時期－エントリー・トライ過程（2）はじまりの時期（3）展開・作業過程

（①共同作業としての克服 ②変化の獲得 ③柔軟な介入及び危機介入 ④肯定的支持と働き

かけ ⑤継続的フィードバック）（4）終わりの時期（①生活の変化と終わりの獲得 ②本人の

中での整理 ③当面の課題と長期的予測の確認 ④私の反省と社会的義務）（5）反省期

また、それらを援助者はクライエントの物語に登場しやがて退場していくものであり、した

がって消私的過程としてのソーシャルワークプロセスとして次のように提案した。（図 1）

（拙稿：はじめての相談理論．かもがわ出版）
図 1 消私的過程としてのソーシャルワークプロセス
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ソーシャルワークはこうした共同的な一連の作業であり、ごく普通のどこにでもある普遍的

な人間関係を通した出来事ではない。多様な生きるの中の「生の営みの困難」の改善に関わる

意図的な非日常を前提としたプロセスであり、したがって必ず、「始まり」があって「終わり」

がなければならない。それは決して困難への寄り添いではない。

またそれを「物語（ものがたり）」として捉えようとする試みは、そのことをよく教えてく

れる。つまりソーシャルワーカーは決して修繕屋ではない。生きることは紆余曲折するものだ

が、だからといって「生命」は、何かが壊れて修理に出すというものではない。どのような生

きるもその人のものであり、大切なその人としての尊厳のある Life である。

従ってここではまず、ソーシャルワーク教育を前提にプロセス（援助過程）として解説され

るソーシャルワークの重要な展開を構成する時期を取りあげ、それぞれの構造について整理を

してみたい。それはまず、①始まりの時期のとらえ方であり、次に②介入の時期において、解

決すべき課題とはなにか、またクライエントとはだれかということであり、さらに③共同作業

における援助関係とはということ、また④終わりの時期の課題とはなにかということである。

2．プロセスにおける時期と検討すべき課題

①ソーシャルワークにおける始まりの構造

ここでは始まりから終わりに至る 4つのそれぞれの時期におけるやや曖昧な概念や援助関係

を踏まえた課題を検証していくためにまず、一つの事例を取り上げる。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

【事例：A さん】

身近な経験から書く。相談に来所したその人は 60 歳を数年超えた母親であり、相談は A さ

んの言葉を借りれば「どうしても息子と一緒に暮らすのが難しくなったこと」したがって、万

策尽きた彼女にとっては緊急時を含め、日常的に身近な相談相手であった近くの交番の警察官

に言われた「保健所ならもしかしたら入院させてくれるかも知れないよ」という言葉に対する

期待であった。A さんは重い障害のある長男と長年同居をしており、当然、当時の制度・サ

ービス環境からいえば、地域で普通に暮らしていくという事は経験的にも想定になく、学校教

育での就学猶予、免除とともにほぼ、その 30 数年の時間を濃密に共有してきている。父親は

早くに亡くなって妹がいるもすでに結婚をして遠くに別居。この間、何とかやりくりしてきた

ものの、年々、彼の言動を自分の力で対応、処理することが難しくなってきており今では、時

に近くの交番の警察官に駆けつけてもらうことが唯一といっていい方法となっていた。

相談としては今後、幾つかの選択の結果、おこりうるかも知れないことの相互的な検討を踏

まえながら、A さんは「本当は入院などさせたくないのです。でももう無理です。とにかく、

数ヶ月でいいから休ませて下さい。落ち着いたら必ず引き受けに行きますから」と何度も頭を

下げ懇願し続ける。結局、当時、利用すべきサービスや資源を見いだせないまま、精神科病院
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への入院となった。入院のあと、A さんが俯いて帰って行く姿があった。

当時の私に出来たのは何度かの訪問による本人との対話の中で話を聴くことを通し彼の今を

受け止め入院した場合に起こりうることの検証とともに、A さんのいまを整理することと、

不十分であるとしても資源としての出来るだけいい病院を探すことでしかなかった。

初めて来所してから僅か、数週間ほどのことである。ここで相談は私の職場の記録の上にお

いては取りあえず終結となる。相談に来所した来所者の主訴から出発し当面の要求（ニーズ）

はとりあえず解消されたからである。

しかし、A さんの生活の中で相談するというこの体験は、これまでの生活の延長線上のつ

ながりのある新しい生活経験でありどのように内在化するかは別としても A さんの対処能力

に蓄積されることになるし、またその生活は入院させたという事実と、結果としての「気持

ち」を持ちながら続いていく。記録から消えただけで、決して終わった訳ではない。

そうした意味で相談するという行為は、A さんの生きるある時期に、解決すべく抱え込ん

だ生の困難の改善のために登場する新たな資源という意味での援助者、つまり登場人物であ

り、やがて何時かは A さんの物語からから消えていく存在ということになる。つまり消私的

過程である9）。

（事例は、私の経験をもとにおこりえた事実の範囲を守りながら特定にいたらない改変をし

た。）

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

こうして援助の始まりはそれを必要と判断した、もしくはインボランタリークライエントの

ようにそうせざるを得なかった、本人の生きる物語の中において本人の判断と経験としてまず

は表れてくるものである。決して援助者が始めるものではない。

この始まりについて物語（ナラティブ）の視点からシーラ・マクナミーは「人々は何か解決

すべき問題に直面したとき、それをただありのままに見ているわけではない。」・・・どうする

のか「目の前の状態よりも、その病気についての知識に左右される。つまりわれわれは、それ

までの人生にて得てきた体験を通して物事を見ている。」と指摘する10）。

かつて私は始まりの時期について、それは他の試行や迷いの前時間をもつ出会いであり、面

接としてはじまることが多いとし、そこでワーカーは「相手をつかむ」「問題をつかむ」そし

て「始まりをつかむ」とし、そのためのウォーミングアップの重要性とともに作業として「命

名化」と「文節化」がおこなわれるとした11）。

課題を抱える側（当事者）からみればこのことは明快である。近代社会の成立とその基本形

態である市場経済がもたらした自由と競争の原理からみれば誰しもが「生の営みの困難」を抱

える可能性は両義的にありそのための生活の私事化のもとでの対処行動が形成されていく。で

はどの段階で自己解決の範囲を超えて自発的にであろうと強制的にであろうと「相談する」と
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いう決心をするのか。

例えば、こうした始まりの時期についてジャーメインやギッターマンらは援助の始まりを、

兆しという言葉を用いながら次の様にいう。「専門的援助関係を開始するときには、熱意を持

ち、創造性を発揮し、技能を磨く等の準備をする必要がある。すべての援助は、生活上のスト

レッサー、援助の目標、計画、方法などに関しての合意の上に成立する」ものだとする。同様

に生態学的ソーシャルワークと生活モデルの立場からで実践の援助過程を「兆し、援助様式、

方法及び技能」として整理し、はじまりを受容的、支持的援助環境の創出として次のように整

理する。先を予測した共感への努力として「ワーカーは、共感をもって、受容的で支持的な援

助環境作りをする。それは、個人の生活内部に慎重に入り込み、その人がどのように感じ、思

考しているかを経験することができる能力を意味する。共感を示すために、ワーカーは可能な

限りデータを入手する。」12）

そして、リードの 4段階を紹介する。それは

1）クライエントの感情や思考を経験し、把握する。

2）その経験を自己の内部に取り込む。

3）クライエントの生活経験を理解するために自己の中に投影してみる。

4）客観的、論理的な分析を通して距離を置く。

これは例えば次のような本人自らの病の語りの中においても、病をかかえ生きる側からのか

かわる社会や世界のさまざまな経験がどのような意味をもつのかについて表現されている事に

も表れている。

クラインマンはその著「病の語り」の日本語版で次のように語り始める。「病は経験である。

痛みや、その特定の症状や、患うことの経験である。病の経験は、われわれの時代や生活を構

成しているあらゆる特徴と分かちがたく結びついている。われわれのもっている観念、感情、

家庭や職場での対人関係を形作る密接な結びつき、さらに広く共有されているイメージ、経済

的な力、ケアや福祉の社会的機構と結びついている。」そして「われわれはどのようにして病

の経験について知ることが出来るのであろうか？外来診療室においてだけではなく、家族や友

人のネットワークのなかや、さらには苦しんでいる人の自己の内面にまで入っていき、われわ

れは物語を通じて、病の語りを通じて、病の経験にかかわる。・・・」と病状としての意味の

理解を超えて、その人の「生きる」社会との交流のなかで理解しようとするし、援助とはこう

した文脈のなかで意味を持ち始めていく13）。

主として非日常である援助関係の形成と社会資源利用によって進行が構成されるソーシャル

ワークが実はどのようにして始まるのかについてはかなり曖昧さをもっており明確な構成基準

があるとは言い難い。それは例えば資格テキストでよく引用される事例が医療機関を舞台とす

ることにも現れている。福祉分野の整理としてよく引用される第 1次分野と第 2次分野という
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分類でみると医療福祉分野は教育、司法、企業等と同じく第 2次分野とされる。ところが第 2

次分野は福祉活動のために形成、整理されたと言うより領域本来の活動の補足的なものとし

て、より豊かな結果を作り出すものとしての福祉援助の参加を前提としたものであり、したが

って仕事の始まりについてはオーダー権を持っているとはいいがたい。「領域より依頼される」

という仕事の出発を取ることが多い。

したがって、ソーシャルワークが向き合う、改善されるべき課題が多くの場合明確である。

その点に比較して福祉活動本来の分野である第 1次分野、例えば高齢者福祉や児童、障害者、

公的扶助といった領域においては始まりは法的に背景を持つ場合であっても、事務的な手続き

である開始をべつにすれば、非日常的である援助関係の形成によって始まるソーシャルワーク

は、始まりまでの準備期間の多様さからもつかみにくいものといえる。加えてインボランタリ

ーな事例の増加もいっそうこのことを際だたさせている。

この点では窪田のいう、エントリー・トライ過程という始まりの整理はその実態にかなり迫

れる提案と考えられる。援助の始まりはこうして、多様な迷いの時間を含み本人の対処行動を

ふまえた、やや曖昧な時間としての試行錯誤の連続の中で、本人に自身の生きる物語の中での

新しい経験の始まりとしての意味をもってとらえなければならないものである。

②ソーシャルワークにおける解決すべき課題とは、また対象者とは誰か

A さんの事例に戻る。A さんはすでに触れたように、一緒に暮らす長男との同居の継続が

少なくとも今は出来ないことを主訴として来所している。もちろんそれまでにもフォーマルな

またインフォーマルな幾つかの改善のための自身、対処行動をとりながらも、だんだんと気持

ちは追い詰められ、いつも相談に乗ってくれる近所の駐在所の警察管の「もしかしたら・・

・」という言葉にすがるように決心をして保健所に来所した。しかし、A さんの抱える問題

は家族と共に、当然、当時の制度、サービス状況や地域環境等による重層的でかつ時間と時期

によってさまざまな様相をみせてもいる。では生の営みの困難がみられるとしてもまず解決さ

れるべき問題とは何か。当然、主訴からの出発ということになるとしてもこの場合、長男の気

持ちはどう聞き取られ、対応が作られていくのか。また、彼の生きるは入院をしながらも続い

ていく。しかも困難は決して彼自身によって作り出しているものといえないものを含んでいる

ことは間違いのないことであり、彼の入院が A さんにとっての解決のすべてではないことも

明白である。

A さんと長男が家族としてかかえる「生の営みの困難」は時間と社会によって作られてき

たものであり、当時のまちが障害のある人の暮らしに関連してかかえこんでいた一般的な課題

でもある。例えば今日的な「障害があっても働きながらごく普通の市民として一緒に暮らせる

まち」といったことが現実的な実践上の課題になっている環境とは違うことは明らかである。

彼が入院しても入院させたという思いをもって A さんと彼の生きる物語は続いていく。
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例えば、窪田は誰がクライエントかと問いかけ次のように指摘する。

「相談に訪れた人を第一のクライエントとすることに何の疑問を持たないのでは、専門援助者

とはいえない」とし、幾つかの事例を検証しながら「生の営みの困難」の多元的構造を指摘す

る。したがって基本的には家族、地域、職場など、本人をめぐるネットワークの抱える問題性

や、それらへの対応も視野に入れているソーシャルワーカーとしては「複数のクライエント」

というかたちでとらえることがより適切な場合がある。言い換えれば、援助を求めてきた人

と、そこで想定されている「援助の必要な人」の双方をクライエントとする立場であるとし、

次のふたつの視点が必要だとする。それは①通報者、紹介者を除外しないこと－彼らもクライ

エントである。また②関係者、特に本人と家族がこれまでとってきた「失敗のシナリオ」に安

易に乗らないことである。

したがって、主訴をまず、受容的（アクセプト）に聞き取りながら援助がどう組めるのかに

よっても違ってくる。「福祉援助臨床活動は、原則としてクライエントの主訴、すなわち相談

のテーマとして本人が何を、どのように訴えるか、という点から援助面接が始められる」とし

そこには二つの要素を指摘している。その一つは「主訴から出発するということでありもう一

つは、それを受けてクライエントの生活のなかで現在何がどのように問題になっているかを明

らかにするための、いわば課題明確化の仕事である。」とする14）。

こうした中で大切なのは「生の営みの困難」を一義的にとらえるのではなく、主訴から出発

するにしてなおその構造には複合的な要素を抱え込んでるものとしてとらえること。さらに、

対処行動に焦点を合わせながら、クライエント、それが誰であるかという問いをもちつつ生の

営みの困難を抱える人の生きる物語のなかで、援助者がどういう登場人物とし、新たな生活経

験として援助が展開され、やがて援助者は物語から退場するという事実についての確認であ

る。

その上で、この間の作業は援助関係の形成と社会資源の利用というものを軸に、共同的な過

程として進められていく。

ソーシャルワークが対象とする A さんとその長男における解決すべき課題とは今の生の営

みの困難としての A さんの主訴でもあり、また長男の生きる物語をいまの社会の中でどう作

り出していくかというものでもあり、そうした A さんと長男の生の営みの困難を作りだして

いる社会的構造そのものでもある。

③ソーシャルワークプロセスでの共同的作業における援助関係について

ソーシャルワークにおける援助関係の形成は社会資源とともにそれを構成する重要な概念で

ありそれなくしては成立しないものである。しかし周知のようにソーシャルワークの成立期に

おいては医学モデルとしてそれは問題解決アプローチとともに、援助者による専門的配慮のも
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とに形成され解決を委託される中で、診断という方法を援助者がもち、解決がいわば援助者か

ら利用者に向けられて指導という言葉にあるように「指さし導かれる」関係として捉えられて

いた。

しかし、本来、この過程は共同的なものとしてあり、事実、この過程については援助者の人

格を含む参加とクライエント自身の主体としての共同的参加がなくては成立しないものであ

る。

たとえば、援助において当事者の物語としての自身での歴史の確認と援助過程への参加がい

かに重要であるかはイタリア、トリエステの精神科医療改革における当事者との参加的対話の

重要性がそれを教えてくれる15）。

イタリア、トリエステにおける精神科医療改革でのそれぞれの「生きるの再歴史化」の試み

は援助の質としてみればイタリアの制度的精神医療改革でもある脱施設化のシステム軸移行の

中核をなす実践だと言うことができる。このサン・ジョバンニ病院のカメリーノ病棟で取り組

まれた改革はここで取り上げる「物語の中のソーシャルワーク」という視点から見ても援助論

にとって大きな意味を持っていると考えられる。

カメリーノ病棟は「もっとも絶望的な病棟であり・・・開放病棟から追放されもはや受け入

れ不能なものとして無理やり移された患者を入れておく」病棟であった。そこには病状の「了

解不能」とされた 45 名の女性患者たちが平均 27 年もの間、入院をしていた。ここでの開放化

改革の始まりは彼女らの 27 年が、カルテにおいてはわずか数行の「精神科病院での症状」の

列挙に対し、まず、もっともむずかしいと思われる患者から彼女らの生活歴を、彼女らの居場

所に尋ね粘り強い対話によって掘り起こし、彼女らの生きるを「再歴史化」することから始ま

った。彼女らの個人史を再現することによって彼女らの生きるを彼女自身の中に位置づけなお

すことであった。そうした自身の参加があって初めて彼女らがまちで暮らす市民として主人公

として自らの物語を作り出すための一歩が初まることになる。

こうしたことは例えば、北海道浦河町のべてるの家における精神障害者のある人たちの「当

事者研究」にもみられる。それはシステムとして一番大切にしているものとして、問題を探し

て改善をしようとするのではなく、「人を信じるシステム」「人を活かすシステム」「他者の評

価からの自立のシステム」からなるシステムだとする。つまり援助される課題をかかえている

人ではなく自ら課題を捕まえ意味を考え、そのために逃げず、自らが課題と対話し、自らの生

きるを自分に取り戻すというものである。援助の対象であり、援助されることによる反面的気

楽さ、それはあたえられたのではなく、「自分たちの大切な経験と知恵を専門家の手から取り

戻す」ことであるとする16）。これは社会福祉援助とは一見関係のないことのようであるが、青

森の木村秋則さんの「奇跡のリンゴ」と呼ばれるリンゴ作りでの哲学、リンゴは栽培するので

はなくリンゴは「リンゴになりたがっている」のだからその環境を作り、励まし、まつという

姿勢との共通した実践思想だということも出来る17）。
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――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

身近な事から書く 事例 B さん

B さんは登校していない 16 歳の高校生である。母は病院で看護補助をしながら 3人の子ど

もを育てている。ここ数か月、B さんが学校に行かず、自宅の押し入れの上段に自分の部屋

を作り、カーテンで仕切り閉じこもってしまった。理由は自分には思いつかないという。しか

し弟妹が学校に行き、母が仕事に行くと降りてきて食事はしているようだとのこと。多分、一

日、どこにも出て行かない日が続いているという。いろいろと本人と話をしてみたり、母とし

ては知人に説得してもらったりするも、時に声を荒げることもあり、事態はいっこうに変わら

ず、困りはて、学校の先生に言われて、保健所に相談に来た。先生は「ひきこもりで病気だろ

うから医療機関を紹介してもらったらどうか」と言われたという。

母は本人の目を見ていて、決して高校の先生のいうように病気だという意識はないという

が、どう長男を理解したらいいのか、わからないと悩みながら訴える。

私は出来るだけ、困難の事実をつかむため、母の話を何度か聴くとともに、訪問し直接、B

さんと対話する事を試みた。最初はカーテンの向こうで出てくることはなかったし言葉も発し

なかったが、聴いてるという感じはずっとしていた。母の話から考えられる B さんの物語か

らは、いまが決して理解不能ということでもなく、また緊急な受診などの必要性を考えさせら

れる出来事もなく、その後訪問を重ねながら本人との対話を試みた。話しかけながら待つとい

う当面の方針を母とともに考えた。

やがて、少しずつ話が出来るようになり、学校には行かないが、数ヶ月後には保健所に直接

訪ねてくれるようになった。時に一緒にキャッチボールなど身体を使いながら、彼のこれまで

と、いまを彼の言葉で聴くことを心がけた。

20 代後半になったいま、彼は上京してずっと思っていた演劇をするため劇団員として忙し

く過ごしている。

ここでは母が困ったそのときの困難、主訴を出発としながらも主訴とニーズの全体像を出来

るだけ丹念に診断でなく共同的にアセスメントすることを第一のワークとした。病気としてで

はなく B さん自身がこの家族の抱えた「生の営みの困難」をどのようにとらえているかが、

どうしても事態の改善に必要だと考えたことにある。彼は家族の金銭的な困難に強い不安を抱

え込んでいたし、その原因や改善を家族や社会との関係で見通すことは出来なかった。

（事例は、私の経験をもとにおこりえた事実の範囲を守りながら特定にいたらない改変をし

た。）

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ソーシャルワークプロセスにおける共同的援助関係の形成は相談としてのソーシャルワーク

の特性からも極めて重要な今日的な課題である。かつて私はそうしたことに関連し相談活動の
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5 つの特性を取り上げ、プロセスの構造を検証した18）。

1）働きかけ（労働）の対象が人間であること

2）人格の参加を含む共同労働であること

3）多くは人間関係とコミュニケーションを通して行われること

4）相手の心身の力に依拠して行われる共同・協力の過程であること

5）そこでは生存権や人権への意識を含む人間性と対象者観が極めて大きな意味をもつことに

なること

そうしたことに関連し、ジャーメインとギッターマンは物語という方法を通して「クライエ

ントが語り、ワーカーが共感を持って聴く（訳としては聞くではなく聴く：筆者）。語りと傾

聴によって、人生の語りが個人特有の文化的意味を持ち始め、人それぞれの、またクライエン

ト独自の人生への新しい受容を見いだせる。」19）と大切な指摘をしている。

そして「自分の人生の出来事を語る時、再構成し、自己と他の新しい関係を再構築してい

く。（Stern. 1985）」20）言い換えれば、語りと傾聴を通してパートナーたちは、新しい価値ある

物語を再構築することになる。

④ソーシャルワークにおける終わり、解決するとはなにか

実はソーシャルワークにおける終了（おわり）をどのようにとらえるのかについては必ずし

も定まったものがあるわけではないし、A さんのように主訴としての長男の入院ができたこ

とで記録（カルテ）上の終わりが物語の終わりになるものでもない。終わりは始まりでもある

し、もちろんソーシャルワーカーが終わりを決める権限をもつものでもないし、また単に相談

者がどのように思うのかにゆだねるものでもない。それは多分回復の語りの中で検証されるべ

きものである。前述したようにかつて、私は終わりの時期について 4つの指標をとりあげた。

こうしたことについてピンカス、ミナハンは終結をつぎのようにいっている。「終結は、計

画的な変革努力の最後になってようやく到達する、どこかにある地点ではなく、ワーカーが注

意深く準備をし、もたらそうと助力する過程全体の統合部分なのである。計画的な変革努力を

終結にし、関係を解いていく場合の技能は、変革努力を始め、そして人びとをそれらにかかわ

らせていく場合の技能と同じように、不可欠である。過程を終わらせていく仕方は、変革努力

全体の成功に、またワーカーとクライエント・システム、アクション・システム、ターゲット

・システムのメンバーたちとの間に将来の関係に影響を及ぼせるのである。」21）

すでに触れたようにソーシャルワーク関係が非日常であることを前提とすれば課題への寄り

添いではなく、必ずそのプロセスは始まりがあり終わりがなければならないと言う意味におい

て、終結はアセスメントによって想定された改善（生の営みの困難）であり、終わりの獲得で

あり、新たな自身の物語の始まりでもある。

例えば物語として見れば次の様な風景が広がることになる。先に取り上げた A さんの場合、
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彼女の生きてきた歴史の中で彼女は彼女なりの生活経験と生活条件、またそれらが営まれた時

代や地域関係に裏打ちされた対処行動を持っており、それらは日々変容しつつ自らの課題に自

らの考えと方法をもって時間を重ねていることになる。A さんが抱える当面の課題としての

「子どもとの生活の破綻」をいかに回避するかは、当面、入院という方法によって回避できた

としてそれが A さんの物語にとって新しい経験を蓄積した対処行動に新しいなにがしかの力

を作り出すことになる。そしてソーシャルワークプロセスは A さんの物語の中から一端、消

えていく。

ジャーメインとギッターマンはこうした終わりについてワーカーとクライエントの特別な配

慮が要求されるとし、次のようなものが含まれるとする22）。

1）終結によって引き起こされる感情のコントロール。

2）達成された目標と残された課題について振り返る。

3）他のワーカーへの委託や他機関への送致を含めた今後の計画など。

4）提供されたサービスについての評価。初期、そして、進行期の実践と同じように、終結期

においてもワーカーは感受性、知識、周到な計画、さらには、幅広い技術が必要とされる。

他にもこうした点で幾つか有益な知見がある。例えばエプストンやホワイトは「書き換え療

法」の意味するものとして次のようにいう。「人の人生や社会での営みというものは、その人

が自分の経験に意味を持たせてまとめ上げたまさに知識やストーリーによって構成され、それ

に沿った事項や人間関係を演ずることによって形作れる。」したがって書き換え療法が意図す

るものは

1）その人の人生や人間関係を貧しいものにしている知識や物語から、その人自身が離れられ

るように手助けをする。

2）その人が服従を余儀なくされている自己や人間関係に対抗できるよう援助する。

3）その人にとって望ましい結果をもたらすオルタナティブな知見またはストーリーに沿った

方向で、自分の人生を書き換えれるように励ます23）。

いまひとつ終わりと共に考えられなければいけないことがある。援助専門職の義務とでもい

えるもので、こうした援助関係の終了後、つまり私がいうところの消私過程の終了と共に「生

の営みの困難」の背景となる構造的不備への社会的アクションである。ソーシャルワークが援

助関係と社会資源の活用によって基本援助構造が形成されることは自明のことであるが、その

場合の社会資源は活用しつつ、作り出し、またさらに改変していくという動態的資源ととらえ

ることが重要である。

これらは例えばピンカス、ミナハンが主張するソーシャルワークの機能でいうところの①関

連する機能としての社会的諸施設の開発や修正に寄与すること②伝統的機能として、人びとの

生存に必要不可欠な物質資源を配分していく③法規制から逸脱行為をしている人びとに対し、

また他者の行動により被害を受けている人びとを保護するために社会的統制機関、エージェン
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トとして働くこと。といったことにくくられるものでもある。

従来、ソーシャルワークの上においては M・リッチモンドの社会改良にはじまり、ソーシ

ャルワークアクションもしくはムーブメントと表現されるものである。ソーシャルワークは単

に個人の「生の営みの困難」を援助関係の中に閉じ込め改善を図るものではない。

おわりに・・・補論

ここでは「物語の中のソーシャルワーク」という方法、立場をとりながらいかに臨床的に有

効なソーシャルワーク教育を作り出していくか、ソーシャルワークプロセスを構造的に整理し

それぞれの時期の課題を検証することを通して大学における社会福祉教育への提言とした。そ

のために一人、C さんの物語を取り上げる。

1987 年の C さんの物語から・・・物語の中のソーシャルワーク

私は C さんが 40 代の頃、通院をしていた病院のソーシャルワーカーの紹介で逢うことにな

る。ワーカーは「少し、時間の使い方を考えたら。」と保健所のグループワークに参加するこ

とを勧めた。アパートで一人暮らしを始め 10 年ほどたっていた。はじめは来てグループの隅

っこで座っているだけだった C さんも徐々に話す人も増え、やがて共同作業所に行くように

なった。

この間、幾度かあった彼の暮らしを揺るがす困難には相談という形でかかわることになっ

た。その間、心がけたのは彼のいままでの暮らしを物語としていまとこれからにつないでいく

こと。その中で困難の意味を考えることだった。特にその時代の社会との繋ぎをひもどきなが

ら、彼が自分の歴史として自身で考え、語ることを対話を通して待つことが多かった。

これはその中で、お互いに対話した彼の物語である。

私の勤務する保健所の近くには日本でも最も集積度や人口密度の高いといわれる集合住宅地

域が広がっている。何度行っても迷ってしまう袋小路。昼間でも陽の差し込まない文化住宅の

谷間で遊ぶ子どもたち。無造作に差し込まれたチラシが風邪に揺れる空き部屋。割れたままの

ガラス。昨日までいた人がどこかへ去り、またどこからか新しく入ってくる。

C さんは何度かの転居ののちそうした街の片隅にある 6畳にわずかばかりの台所のあるアパ

ートに 5年前から独りで暮らしている。41 歳になった。

この街が今日のような状況をていするのは日本経済の高度成長と深い関連がある。資本の集

積集中が必要とした膨大な労働人口を都市は準備もなく吸収し続けた。農地が多く残っていた

この街は 1950 年代に急激な変貌を見せ始め、ビルが建ち並び高速道路が走る都心の近代化の

一方で、こうして多くの縞状の不良住宅群をつくり出すことになった。

九州の B 県の農家の次男に産まれた C さんは中学を卒業すると同時に集団就職で大阪の電
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気関係工場に勤務しこの街にきた。同じ県から 7人が一緒に出てきたという。「高校にいきた

かったけど家は金もなかったし」。本人が 29 歳の時、同じ職場の女性と結婚し、以後病気のた

め辞めるまで 18 年間この会社に勤務した。このとき 7人の中で残っていたのは 2人だけにな

っていたが辞めた彼らがどうしているか C さんはわからないという。当時 C さんは 32 歳に

なっていた。

この時期、日本経済は低成長の時代にはいり、スタグフレーションの波は容赦なく労働者の

上に押し寄せて企業の合理化はさまざまな問題を生活の中にもつくり出していく。

彼の発病は些細な出来事からだった。会社で大きな組織替えがありそれまで長く続けてきた

部署を交替した彼は新しい職場になかなか馴染めなかった。残った同僚が昇格した。C さん

の奇妙な言動が目立ち始めたのはこの頃からである。仲間に対して攻撃的になったり急にふさ

ぎ込んだりするようになりそのうち無断欠勤が目立つようになった。心配した妻や同僚がやっ

と連れて行った病院で統合失調症（当時は精神分裂病）といわれ入院になる。4ヶ月後復職す

るもうまくいかず、三度の入退院ののち「辞めざるをえなくなって」退職。2年後には離婚し

た。

彼にしてみると思いの外あっけない家族の崩壊であった。「いろいろありましたから」。

こうして企業と都市は大量の労働者を吸収し精神や身体の傷ついた者を積み残していった。

資本主義経済をとるわが国において労働力としての障害を持つことは職場を奪い職場をなく

し、それは生活費を奪い、生活の内容と存在すら大きな打撃を与える。現在多くの労働者と家

族がこうした不安定さの中にある。一見華やかで効率的な都市的生活様式・・・最も資本主義

的な生活のうしろに今にも崩れそうで脆弱な生活の実相がある。

こうして彼は会社を辞めて一人になり、それまで貯めていたお金を一日、一日計算しながら

の生活が始まった。しかしすでに 40 歳近くになり精神疾患のある彼を受け入れてくれる仕事

はこの時期なかなか見つからない。何度か働いてみたけど長続きはしなかった。知らないまち

だけれども思い切って賃貸の安い現在のアパートに移り住む事にした。

この頃病院の紹介で C さんは保健所を訪れグループに参加するようになる。最近は共同作

業所にも行くようになった。グループの卒業生がいて思いの外、早く慣れることができた。何

度かの再入院の危機も相談したり、友人に支えられたりして何とか乗り越えてきた。

保健所・病院・グループ・作業所・知り合いになった喫茶店・・・それでも彼の生活の拡が

りはまだ驚くほど狭い。家族との連絡も随分とない。すでに両親も亡くなり田舎の家も兄夫婦

が継いでいる。もう長いこと帰っていない。帰れないといった方がいいのかもしれない。

実はこの時期を含めわが国の精神科病院は日本経済の成長と歩みを同じくして病床数を飛躍

的に増大させてきた。精神科医療とその中心である精神科病院は彼らのデッドエンドホームと

しての役割を担わされてきたかの様でもある。多くの場合精神疾患が職業生活の形成期の労働

者と家族を襲うことから考えても沢山の C さんが入院生活を余儀なくされ下位層への引き下
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げの力を受け、転落していく。

彼が入院していた病院にも多くの長期入院者がいた。同じ県の出身者もいた。彼等の多くは

ほとんど面会もなく退院の予定もなかった。C さんはいまでも通算すれば 500 日を超えた入

院生活の中で知り合った人の何人がいつ退院できるのか考えるという。

しかし、精神科医療もこの時期にその姿を変えつつある。これまでよくも悪くも精神病医者

に対する医療福祉サービス生産供給体制は入院医療を中心に展開されてきたが、取り組みの内

部発展からも、今日の政策的環境からも対応不能に陥りつつある。1988 年 7 月の精神保健法

改正はそれの表れでもある。C さん達の生活を規定しつつも支えてきたこの体制は新しい姿

を必要としている。

と同時に C さんが住むこの街も再開発の波にさらされている。虫食いのようなミニ開発が

またしても総合的なまち作りの視点を置き去りに民間主導で進められつつある。しかも定住層

といいがたい彼等は再び建てられたアパートの家賃を払えない。ひとたび作り替えられたまち

は長くその姿に規制される。

やっと病院に全面的に依存することなく生活を始めた C さん・・・こうして都市における

一人暮らしの精神病者は多様な生の営みの困難を抱えつつ今日の社会流動化の中で不安定で貧

しい労働と生活を余儀なくされている。

（拙稿 戦後精神保健行政と精神病者の生活：1999 より改変）

ここではソーシャルワークのプロセス構造を踏まえ、時間的な経緯にそって整理されるべき

課題の検証することを通し今日の社会福祉教育とソーシャルワーカー教育について検証してき

た。社会福祉における福祉援助は、「生の営みの困難」を決して援助者と利用者の間における

援助関係の間に閉じ込め解決が求められるものでもないし、また後期近代における福祉政策、

援助の見直しの中、生産と供給における多元化のものと、イギリスのニューレイバーが福祉国

家批判の方法として取り入れた、マネジメント理論ややりくり的なマニュアルの重視で改善で

きるものではない。こうしたことは、2014 年、IASSW や IFSW によるソーシャルワークの

グローバル定義採択の背景ともいえる社会福祉の社会的機能への注目とも共通するものであ

る。

C さんの生きるがそうであるように福祉援助者が時に参加するとしても対処能力を基盤に

社会とのさまざまな経験としての交流の中で、彼の生きるは彼を主人公とする物語として積み

上げられていくものである。
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２０）Stern（1985）The Interpersonal World of Human Infants New York ; Basic Books

２１）A. ピンカス，A. ミナハン（1985）同上

２２）ジャーメイン，ギッターマン（2008）ソシャルワーク実践と生活モデル ふくろう出版

２３）デービット・エプストン他（1997）野口雄二他訳 ナラティブセラピー 金剛出版
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『ロジャース選集（下）』H. カーシェンバウム他編 伊藤博他監訳 誠信書房（2001）

『社会福祉職発達史研究』伊藤淑子 ドメス出版（1996）

『イギリス近代社会事業の形成過程』高野史郎 勁草書房（1985）

Writing Your History in D. Epston, Collected press. Adelaid : Dulwich Center Publication（1989）
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『福祉援助の臨床』窪田暁子 誠信書房（2013）
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付 記

本研究は、トヨタ財団 2015 年度研究助成プログラム（A）共同研究助成「多元的循環型社

会における精神保健福祉システムの再構築－政策類型化を通して」の研究成果の一部である。

（おかむら まさゆき 社会福祉学部）

福祉教育開発センター紀要 第 14 号（2017 年 3 月）

― ３１ ―


