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祉実践・理論総合演習 B

大学院

精神保健福祉研究、精神科ソーシャルワーク研究、社会福祉研究法基
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〔巻頭言〕
藤井達也教授退職記念特集によせて
社会福祉学科長
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藤井達也教授は、2006 年 4 月に本学科に精神保健福祉を専門とする教授として着任され、
2018 年 3 月末に定年退職されるまでの 12 年間、社会福祉学専攻主任などをつとめられ、本
学の教育・研究のために多大な貢献をされました。特に 2012 年度から始まった新しい精神保
健福祉士養成課程では、精神保健福祉士養成課程にかかわる中核の教員として非常に多くの
講義や演習に携わってこられました。日本の精神保健福祉の先進的実践を展開していた「や
どかりの里」で実践経験を積んでこられた先生の講義と演習からは、学生たちは非常に多く
の実践的な学びをすることができたと思います。また大学院教育では、社会福祉学専攻唯一
の必修科目である社会福祉研究法基礎演習で「社会福祉研究法総論」を担当され、文字どお
り研究方法を教育する課程の基礎を担ってこられました。このように教育者として実践的な
教育から大学院での研究方法についての教育まで幅広く担当されていましたが、その一方で、
藤井先生は国際的に活躍された研究者でもありました。イタリアの精神保健福祉の研究を深
められ、2015 年にはイタリア心理社会的リハビリテーション学会名誉会長、ロレンツォ・ブ
ルチ先生を迎えての講演会を上智大学社会福祉学科の主催で行いましたが、これは藤井先生
の深いイタリア研究の蓄積なくしては考えられないことでした。
私事になりますが、私が藤井先生と初めてお会いしたのは、おそらく 30 年以上も前のこ
とであり、そのとき私はまだ学生であったように思います。学会か研究会の集まりで、藤井
先生のほうから声をかけてくださり、すでに論文等でお名前が知られているかたでしたのに、
私のような一学生に対して非常に丁寧な態度で接してくださったことを覚えています。ご縁
があり、上智大学で同じフロアで働く機会をいただきましたが、藤井先生の学生への温かい
愛情ある指導には、いつも感銘を覚えていました。
藤井先生の学生に対するかかわりについて、ひとつ例をあげれば、教員間で個別の学生に
ついて話をするときに、私のような教員はつい「あの学生には問題がある」とか「ダメだ」とか、
否定的な言い方をしてしまいがちなのですが、藤井先生はそのような言い方は決してされな
いのでした。そうではなく「あの学生には課題がある」とおっしゃるわけです。おそらく「問
題」という言い方に含まれる否定的な意味あいを、藤井先生は避けられたのだと思っています。
また「課題」は乗り越えることによって、よりプラスになるという意味があったのだと思い
ます。教員の学科会議でも、いつしか「あの学生には問題がある」という言い方が、「課題が

ある」という言い方に変わったように思います。相手の人格を否定するようなことは決して
おっしゃらない方で、学生だけではなく、教職員もまた何でも安心して相談できる方でした。
藤井達也先生のこれまでの本学科の教育と研究へのご尽力に感謝するとともに、今後のご
活躍とご健勝をお祈りし、これからもご指導、ご鞭撻をお願い申し上げる次第です。
追記
なお今年度より本学科の研究紀要は電子化し、オープンアクセス化をよりいっそう進める
形になりました。これまでも大学の機関レポジトリからアクセスは可能でしたが、紀要その
ものを電子化することによって、たとえば、デジタルオブジェクト識別子を付与された被引
用文献には直接リンクを張るなど、新しい発想で紀要を編集していくことが可能になります。
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日本における精神保健福祉の変化と地域生活支援
藤井

達也（社会福祉学科教授）

要旨：本研究は、日本における精神保健福祉の変化と地域生活支援の関連を明らかにした。
また、精神障害者の地域生活支援の変化を検討し、精神障害者の地域生活支援のこれからの
課題を提示した。広義の地域生活支援は、精神科リハビリテーションの発展を媒介として精
神保健・医療と福祉を包括的に改革することが課題である。狭義の地域生活支援では、生活
モデルに基づくソーシャルワークとケアワークを包括的にして、広義の地域生活支援と連動
させることが課題となる。
キーワード： 精神障害者、精神保健福祉、地域生活支援

Ⅰ

問題意識と研究目的

筆者は、2001 年から「精神保健福祉論」の講義を毎年担当してきた。2010 年の精神保健福
祉士法の改正により、カリキュラムでは「精神保健福祉に関する制度とサービス」という科
目となり、併せて「精神障害者の生活支援システム」という科目も新設された。2012 年度か
ら新カリキュラムでの実施となったが、上智大学では、読み替え科目として認められた「精
神保健福祉論」の名称を継続し、もう一つは「精神障害者福祉論」を名称変更し、「精神障害
者の生活支援システム」として教えることにした。
上智大学に赴任した 2006 年から、
「精神科リハビリテーション学」1) も担当してきた。精神
障害者の生活支援論 ( 藤井 2004a) を研究してきた筆者は、精神科リハビリテーションに対し
て生活訓練をするというイメージが強くて、批判的にみてきた。それに対して、生活を支え
る生活支援の重要性を強調してきた。そのために、精神科リハビリテーションをいかに教え
るかを考え、学び直すことにした。リカバリー志向の精神科リハビリテーションが日本にも
導入されてきていた。2012 年 ( ミラノ ) と 2015 年 ( ソウル ) の心理社会的リハビリテーショ
ン世界会議などにも参加し、精神科リハビリテーションが大きく変化していることを学んだ。
筆者は毎年の講義で、日本の精神保健福祉の歴史を「精神保健福祉論」で講義してきた。
精神障害者の地域における社会福祉は、1987 年の精神保健法から確実に発展してきたが、
2003 年の支援費制度での予算不足から社会復帰施設の建設が停滞し、2006 年からの障害者自
立支援法で、大きく変化してきた。筆者は、この変化の説明を講義でくり返し試みてきたが、
学生には難しい説明となっていた。
また、「精神科リハビリテーション学」の講義では、精神科リハビリテーションの発展を説
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明に加えてきた。しかし、それが精神障害者の地域生活支援にどのような影響を与えている
のかを、意識的に検討していなかった。昨年、日本精神障害者リハビリテーション学会の『精
神障害とリハビリテーション』第 21 巻第 2 号に、論文 ( 藤井 2017c) を執筆した時に、精神科
リハビリテーションを含む精神保健福祉の変化により、地域生活支援が大きく変化してきた
ことを学び直した。
さらに、昨年出版された井上牧子・西澤利朗編『精神医学ソーシャルワークの原点を探る
- 精神保健福祉士の再考』光生館にも少し分担執筆 ( 藤井 2017b) させていただいこともあり、
精神医学ソーシャルワーカーの状況の変化、実践の変容、理論の変節という井上・西澤の問
題意識 (「序章 問題の所在」) 等にも強い影響を受けた ( 井上・西澤 2017)。
地域の精神障害者福祉の現場においても、2006 年 10 月から相談支援事業と地域活動支援セ
ンターⅠ型に移行した元精神障害者地域生活支援センターの見直しが進行し、憩いの場・地
域交流の場の確保が困難になってきた。自治体によっては、憩いの場として機能してきた地
域活動センターも、就労継続支援事業 B 型への移行を進めているところが増えてきた。そして、
居場所機能を一部担ってきた就労継続支援事業 B 型にも、収益をあげる作業の強化という圧
力がかかってきた。
筆者は、世界の最先端の精神障害者福祉関連の実践を知るために 2005 年からイタリア調
査を開始し、その後に日伊比較調査 (2008 年 4 月 -2011 年 3 月 )、伊米比較調査 (2012 年 3 月
-2015 年 3 月 ) と、連続して取り組んだ。その成果の一部を、
「精神障害者の開かれた共生コミュ
ニティ形成 - 伊米事例調査と文献検討を基にした提案」『上智大学社会福祉研究』第 41 号 ( 藤
井 2017a) に暫定的にまとめた。その際に、日本での実践への提案がとても弱いと考えた。こ
れは、日本の精神保健福祉の変化により地域生活支援がどのような影響を受けてきたのか、
また地域生活支援の実践がどのように状況を改革しようとしてきたのかを分析していなかっ
たためであると深く反省した。
そこで本研究では、「精神保健福祉の変化と地域生活支援」をテーマとし、筆者自身の個人
記録や執筆した文献、過去に実施した調査等と諸文献に基づいて、日本で精神保健福祉が成
立して地域生活支援の充実が目指された時からどのように変化してきたか、地域生活支援も
いかに変化してきたかを検討し、最後に精神障害者の地域生活支援のこれからの課題を提示
したい。

Ⅱ

研究の視点と研究方法

筆者は、長兄が発病した 1975 年から精神病について学び出し、次兄が発病した 1976 年か
らは、精神障害者とその家族が危機を生き延び、どのように生活していけるようになるのか
ということを切実に探究してきた ( 藤井 2004b)。筆者は、精神障害者家族の視点から必死で
学び、現実に対応を積み重ねてきた。そして、社会学で学んだジャック・ダグラスの実存社
会学 ( 藤井 1983) の視座から探究的野外調査の方法 ( 藤井 2001) を用いて精神障害者の社会復
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帰過程を研究しようと考えた。参加を認めてくれるフィールドを探して、1983 年に埼玉県で
活動を展開していたやどかりの里で研修生となり、調査を開始した。
当時のやどかりの里は、行政からの補助金が少なくて、社団法人の「会員による会員の活動」
として、精神障害者の社会復帰活動と憩いの家を広げる運動を展開していた。調査で参加し
たが、活動・運動をする場だと言われて、精神障害者のごくあたりまえの生活の実現という
やどかりの里の理念に精神障害者家族として共鳴していたので、調査研究を棚上げにして活
動・運動に飛び込んだ。
精神医学ソーシャルワーカーの谷中輝雄が 1970 年に活動を開始したやどかりの里は、実践
記録を重視し、研修生となった筆者も実践記録を多く書いた。また、探究的野外調査の記録も、
調査を棚上げにした後でも書き方を変えて断続的に書き続けていた。それに加えて、高校 2
年生の時から断続的に書いてきた個人記録や藤井の家族の記録もあった。ダグラスの実存社
会学は、日常生活の理解を重視してきた。この影響も大きかった。その後、野本三吉の個人
誌『生活者』( 野本 2003[ 後にまとめられた本 ]) も読むようになり、なんでも記録して自分の
生活・実践・教育・研究に活用するようになった。これらが筆者の個人記録である。視点と
しては、個人・生活者・実践者・教育者・研究者という複数の視点で書いてきた。2001 年か
ら精神保健福祉士養成教育に取り組むようになり、意図的にソーシャルワーカーの視点で研
究論文を書くようになった。現場で働く精神保健福祉士の実践をよりよいものにしたいとい
う思いが強くて、実践への批判は無意識に押さえられてきたことを、2013 年に病気をして以
降に、強く意識するようになった。私の原点は、精神障害者家族の視点であるが、日常生活
を営む人々の状況における意味づけや感情の理解を重視する実存社会学の視点も常に意識し
てきた。
谷中輝雄は、退院した患者を中間宿舎で支援する過程で、精神障害者を患者として見るこ
とよりも生活者の視点を重視し、精神医学ソーシャルワークにおける生活者の視点の確立に
貢献した。谷中は、早川進の現象学による精神医学ソーシャルワークの哲学的基礎づけとい
う研究からも、大きな影響を受けていた ( 坪上・谷中 1995)。
筆者は、ソーシャルワークの視点というよりも、実践するソーシャルワーカーの視点を重
視してきた。精神医学ソーシャルワーカーが生活者の視点をとるためには、精神障害者とそ
の家族の視点から理解することが不可欠である。筆者は、精神保健福祉士養成という教員の
立場に強く拘束されてきた。日本精神保健福祉士養成校協会の事務局長として精神保健福祉
士法改正に取り組んだことも、立場性を強化したようであった。しかしながら、よく考えて
みると、まさに生活者の視点を重視することを教えるのであるから、精神障害者とその家族
の視点を重視したソーシャルワーカーの視点で、研究を進めるべきであったことが分かる。
そこで、本研究では、意図的にこの 2 つの視点、あるいは 3 つの視点 ( 精神障害者とその家
族では視点が重なる部分もあるが、異なる部分も多い ) から、研究を進めることにしたい。
ソーシャルワーカーの視点も、病院や行政、地域など、そのソーシャルワーカーの位置す
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る場所によって、視点にずれがある。筆者自身は、やどかりの里という地域の現場で学んだ
ことから、地域のソーシャルワーカーの立場から見てしまうことが多い。地域であっても、
就労支援の場と憩いの場では、重視するものが違う。筆者は、やどかりの里が憩いの場や仲
間作りを重視していた時期に学んだということから、大きな影響を受けている。これらの立
場性の歴史を意識しつつ、この研究を読んでいただきたい。
研究方法は、筆者自身が自分の複数の立場性を意識しつつ、最初は筆者自身の個人記録や
執筆した文献、過去に実施した調査等に基づいて検討した。そして、関連する諸文献を読み
直し、最初の検討を見直した。それらの検討結果を資料として、これからの地域生活支援に
貢献できる部分を意識しつつ記述した。
倫理的配慮として、日本社会福祉学会研究倫理指針に基づいて本研究を実施した。筆者の
個人記録等の活用については、匿名性を配慮し、すでに公表されているものを参照した。また、
具体的な記述を抽象化して用いることにした。
長兄が発病してから 43 年が経過し、家族・研究者・実践者の立場から精神障害者福祉に強
い関心を持って研究に取り組んできた。本研究は、この長い歴史の近年部分に焦点をあてて、
精神障害者の地域生活支援の今後の課題を明らかにしたい。

Ⅲ

精神保健福祉の成立と地域生活支援

国連障害者の十年が、1983 年から開始された。長兄の発病は、障害者の権利宣言が国連で
採択された 1975 年であり、筆者は 1983 年にやどかりの里に参加したのであった。そして、
1984 年に宇都宮病院事件が発覚して、大きく報道された。精神障害者の人権侵害を続けてき
た精神衛生法は、世界的に厳しく批判された。人権擁護に取り組む弁護士や精神医療関係者
等の努力により、精神衛生法は改正された。精神障害者の人権擁護と社会復帰促進を柱とす
る精神衛生法改正により、1987 年に精神保健法が成立して、住む場と働く場の社会復帰施設
が創設され、社会福祉の立場からも運営できるようになった。
やどかりの里は従来の活動維持に苦労していたが、以前からの主張が認められたこともあ
り、土地の確保や建設費の自己負担分の課題もあったが、社会復帰施設建設のために、寄付
獲得の運動に取り組んだ。1986 年に出された厚生省 ( 現厚生労働省 ) の「精神障害者の社会
復帰に関する意見」を受けて、すぐに会議を重ねて、臨時総会も開催し、施設建設に取り組
んでいったのであった。当時の谷中輝雄は、静かに燃えて走り出した。
全国精神障害者家族会連合会 ( 以下、全家連と略す ) は、ライシャワー事件の 1964 年に結
成され、家族の立場から精神障害者福祉の必要性を主張し、1970 年には精神障害者福祉法の
制定を訴えた。そして、1980 年には、「精神障害者の社会復帰と社会福祉に関する基本的見
解」と「精神障害者福祉法 ( 試案 )」( 内容については批判を受けた ) をまとめていた ( 岡上
2001:145)。精神保健法への改正にも素早く対応し、毎年「精神障害者の社会復帰と社会参加
を推進する全国会議」を開催し、その報告書を出版してきた。
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「病院から社会復帰施設へ」というテーマで、社会復帰や精神障害者福祉の関係者は社会的
入院者の退院を促進しようとした。やどかりの里が寄付金を集めて社会復帰施設を開設した
のは、1990 年であった。この年に、「精神障害者の社会復帰と社会参加を推進する全国会議」
の取り組み等の流れの中で直面する問題に対応するために全国精神障害者社会復帰施設協会
( 全精社協 ) が発足し、谷中輝雄は初代会長として社会復帰施設運営問題の改善等に全国の仲
間と取り組むようになった。
精神保健法の 5 年後の見直しにより、1993 年の精神保健法改正で、精神障害者地域生活援
助事業 ( グループホーム ) は、法定化された。そして、「社会復帰施設から地域社会へ」とい
う課題が示された。この法改正で、精神障害者社会復帰促進センターが法定化され、1994 年
に全家連はこのセンターを受託し、精神障害者の社会復帰と社会参加の推進に、啓発広報・
研究・研修等により貢献していく。
精神障害者の無認可作業所は、精神障害者家族と専門職やボランティア等の尽力により、
1980 年代になって発展してきた。他障害の作業所と一緒に作業所運動の発展に早くから取り
組んだのは「きょうされん」であったが、精神障害者の作業所活動では全家連が果たした役
割も大きかった。( 今から振り返ると、共同性・民主性・地域性等を主張して活動・運動を展
開した精神障害者の作業所が、アメリカのクラブハウス的活動やイタリアの社会的協同組合
の形態などを取り込んで多様な制度化へと発展できなかったことは、自立支援法以降に作業
所の多くが移行していった現在の地域活動支援センターや就労継続支援事業 B 型の諸課題に
つながっているように思われる。)
国連障害者の十年の取り組みにおいて、精神障害関係者も一緒に運動することになり、全
家連や関連する専門職が重要な役割を果たした。そして、1993 年に心身障害者対策基本法が
障害者基本法へと改正され、精神障害者も「長期にわたり日常生活又は社会生活に相当の制
限を受ける」障害者と法的に認められた。
この障害者基本法により、精神障害者福祉の制度化の課題が大きく取り上げられて、1995
年に精神保健法が「精神保健福祉法 ( 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 )」へと改正
された。しかし、この法律における精神障害者の定義では、「精神疾患を有する者」となって
おり、障害者基本法の「長期にわたり日常生活又は社会生活に相当の制限を受ける」障害者
の定義が活かされていなかった。法律における精神障害者観の改革は、できなった。精神保
健・医療と精神障害者福祉を総合して精神保健福祉として取り組むということもできなかっ
た。生活と病気や障害との複雑な相互作用の重要性を認識した精神保健福祉という内容には
なっていなかったのである。
この年の 12 月に、障害者プラン ( ノーマライゼーション 7 ヶ年戦略 ) が公表され、1996 年
度から取り組むことになった。数値目標の一つとして精神障害者地域生活支援事業を、概ね
人口 30 万人に 2 ヶ所実施することが目標として掲げられた。
谷中輝雄は、精神病院のソーシャルワーカーとして働き、退院に向けての取り組みで医療
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と別枠の福祉的援助として中間宿舎の活動を開始し、その実践から精神障害者の「生活のし
づらさ」を明らかにし、生活者の視点からの福祉的援助の必要性を主張した。補助金がほと
んどなかった時代に、地域生活継続における仲間と憩いの場 ( クライシスでのナイトケアも
含む ) の重要性を明らかにし、住む場と働く場は地域社会の自然な社会資源に求めた。
精神保健法になり、社会復帰施設が不十分な条件で認められた。それにチャレンジし、住
む場 ( 援護寮 ) と働く場 ( 授産施設 ) の活動に取り組んだ。援護寮は、
原則 2 年の利用期限であっ
たので、援護寮から地域社会での生活への移行で、知的障害者のようにグループホームが必
要であり、援護寮からグループホームへの移行を支援する生活支援センターも必要と考えた。
それで、全精社協の仲間とともに、生活支援センターの実践・運動に取り組み、実例を示し
て精神障害者地域生活支援事業の制度化に成功したのであった。
この実践展開のプロセスにおいて、福祉的援助論を生活支援論へと発展させたのであった
( 藤井 2004a,2017b)。精神障害者の作業所等 ( 働く場 ) とグループホーム ( 住む場 ) と生活支援
センター ( 憩いの場と仲間、地域交流 )、というセットによって地域生活を支えていくこと、
危機においては援護寮を活用して支援 ( ショートステイ ) するということであった。そして増
えてきた資源利用をコーディネートするケースマネジメントも、生活支援センターの役割と
していた。
谷中の生活支援は、「その人の自己決定を尊重したその人なりの地域生活の実現という理念
を、多様なサービスを用意して説明と選択による当事者参加の支援活動を繰り返し、自己決
定と相互支援を育てつつ実現していく援助方法であった。その方法は、支援を提供する組織
そのものや地域社会も変えていくものであり、国の政策にまで影響を与えていくものであっ
た ( 藤井 2004a:66)」。
「生活のしづらさ」への福祉的援助から、本人の希望を一緒に実現していく生活支援へとい
う転換を含めて、谷中は「生活支援それは革命的変化」( 谷中 1995) と説明した。精神障害者
福祉における福祉的援助を生活支援へと変化させることが、精神保健福祉法時代の大きな課
題であった。しかし、精神衛生法時代における精神医療の下での福祉的援助、精神衛生法改
正 (1965 年 ) による保健所の福祉的援助、精神保健法時代の社会復帰施設における福祉的援助
という歴史の重力は大変重くて、革命的に変化した生活支援を多くの現場で展開することは
難しかった。
精神保健福祉法となり、1997 年には精神保健福祉士法が成立した。1999 年から精神医学ソー
シャルワーカーは、精神保健福祉士として実践出来ることになった。資格のない中で、精神
医学ソーシャルワーカーとして精神障害者福祉を発展させてきたソーシャルワーカーの実践
は、精神保健福祉士制度の枠内の実践へと矮小化されたと批判される。
やっと精神障害者福祉が公的に認められた精神保健福祉法時代以降に、資格化された精神
保健福祉士が、精神障害者の地域生活支援を大きく発展させられなくなったのは何故か。精
神保健福祉の変化から、検討していきたい。
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精神保健福祉の変化

1．保健・医療・福祉の歴史的変化の中での精神障害者福祉の発展
精神保健福祉の変化を考えるためには、より広い歴史的変化を検討する必要がある。ここ
では詳しく検討できないが、関連することを少し取り上げておきたい。
国際的な健康政策の動向として、1978 年のアルマ・アタ宣言によりプライマリ・ヘルス・
ケア (PHC) が世界的な健康への取り組みとなった。そして、1986 年のオタワ憲章により、ヘ
ルス・プロモーションを推進することになった ( 松田 2010)。
谷中輝雄は、丸地信弘のプライマリ・ヘルス・ケア研究会に参加し、丸地らが日本で広げ
ようとしていた 4 原則 ( ニーズ志向性、住民の主体的参加、資源の有効活用、協調・統合 ) を
精神障害者福祉の活動にも取り入れようとしていた。もともと専門資源がほとんどない途上
国への国際的な健康への援助において発展してきた PHC は、専門資源がほとんど地域になかっ
た日本の精神障害者福祉にも活用できるものであった。
やどかりの里は、補助金がほとんどない中で、グループ活動による仲間づくりを重視し、
精神障害者の相互支援やサポート・グループ活動の推進を意図していた ( 藤井 2010b)。日本
では、1980 年代にソーシャル・サポート研究が紹介されるようになり、筆者もソーシャル・
サポート研究を活用して、やどかりの里の仲間づくりの効果を検討した。そして、精神障害
者のソーシャル・サポート戦略を提案した ( 藤井 2004a)。
ソーシャル・サポート研究は、健康を保護する有効性の研究による証明だけでなく、石油
ショック以降の経済の低成長から新自由主義の政策へという大きな流れの中で、専門的援助
よりも安上がりという理由でも、研究が推進された側面もある 2)。ヘルス・プロモーションに
おけるセルフケアの促進にも、同様のことが言える。
日本では、プライマリ・ヘルス・ケア政策はまず高齢者の領域に取り入れられて、保健所
から市町村の保健センターへと力点が移行していった。保健・医療・福祉を総合的に取り組
むことにより、財政的負担を軽減することが重要な課題になった。
1987 年に精神衛生法が精神保健法に改正されたが、健康政策の大きな変化を反映させるこ
とは出来なかった。現実には、精神障害者への偏見・差別が国民に深く浸透していて、精神
障害者のセルフケアや相互ケアの重要性があまり認識されていなかった。このような中で、
都道府県での精神保健の取り組みを、市町村単位に降ろしていくのは、大変困難なことであっ
た。隔離・収容から社会復帰の出口を作ることが、やっとできたのであった。
社会福祉における地域福祉の発展が、精神障害者福祉に広がってくるのにも、大変時間が
かかった。1990 年の福祉関係八法の改正は、高齢者や身体障害者などの在宅福祉を発展させ
る意図があった。1994 年には、保健所法が地域保健法に改正され、市町村保健センターへの
事業の移行が推進された。精神保健は保健所に残されたが、これ以降の保健所の統廃合など
により、保健所が担う精神保健はメンタルヘルス問題が増加してきたにも関わらず、多くの
課題を抱えていくことになった。
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1995 年に公表された障害者プランでは、三障害がそれぞれに地域生活支援事業に取り組む
ことが目標とされた。1995 年の精神保健福祉法は、三障害の福祉の総合的取り組みへの方向
と地域福祉への流れの中にあったのである。
1997 年に介護保険法が成立し、2000 年から施行されることになった。それに合わせて、社
会福祉基礎構造改革が検討され、進められることになった。1998 年の社会福祉基礎構造改革
の中間まとめは、これ以降の障害者福祉の大きな変化を方向づけた。厚生省の中間まとめには、
「少子・高齢化や国際化の進展、低成長経済への移行をはじめとする構造変化」により、社会・
経済構造の変革、そして、社会福祉基礎構造改革の必要性が書かれた。基本的方向として、
以下の 7 項目が示された。1 対等な関係の確立、2 地域での総合的な支援、3 多様な主体の参
入、4 質と効率性の向上、5 透明性の確保、6 公平かつ公正な負担、7 福祉文化の創造。そして、
2000 年の介護保険法の施行に合わせて、社会福祉事業法が社会福祉法へ改正された。
1999 年の精神保健福祉法改正は、精神障害者の地域生活支援をさらに前進させるものと大
きく期待された。精神障害者地域生活支援センターは、社会復帰施設となった。そして、精
神障害者居宅生活支援事業が市町村を窓口にして、2002 年より実施されることになった。
( すでに実施されていた精神障害者地域生活援助事業に加えて、精神障害者居宅介護等事業
[ ホームヘルプサービス ] と精神障害者短期入所事業 [ ショートステイサービス ] を新設した )
介護保険の導入に向けての準備で、ケアマネジメントの取り入れが検討されてきた。それ
に連動して、1995 年に障害者ケアマネジメント検討会が発足し、1998 年に障害者ケアマネジ
メント体制整備推進事業が開始された。同年、精神障害者ケアガイドラインは完成した。精
神障害者福祉では、ホームヘルプサービス導入と同時にケアマネジメントを実施するための
準備を進めたのであった。
筆者は、バブル経済崩壊後の 1993 年の長兄の大きな再発、翌年の実家売却、そして転職な
ど個人的問題に没入していた。さらに、1997 年の次兄の大きな再発、1998 年の家業廃業と続き、
生活支援センター関連の調査研究や精神科看護と精神医学ソーシャルワーカーの相違につい
ての調査研究などは、途中で投げ出すことになってしまった。これらの体験の中で、危機対
応における家族の限界と専門職のアウトリーチサービスの必要性を痛感していた ( 実家のあ
る地域の保健所への相談では、「保健所ではなにもできない」、「何かあったら警察に連絡して
入院させてもらうように」というアドバイスであった )。その後に、精神保健福祉士法の成立
もあったので、精神保健福祉士養成教育への転職を模索し、2001 年に大阪府立大学に転職し
て養成教育に取り組んだ。同年 6 月、池田小学校事件が起きて、2003 年の医療観察法への動
きとなっていった。この時期に、作業所の小規模授産施設への移行について二つの法人設立
の応援をした。精神保健福祉の変化により、精神障害者の地域生活支援に何が起きているのか、
広い視野で検討することができなかった。
2003 年から身体障害者と知的障害者の支援費制度が開始された。そのサービス利用が予想
を超えて増加し、財政確保のために精神障害者社会復帰施設建設予定が初めて停滞すること
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になった。1987 年から大きく前進してきた地域の精神障害者福祉が足踏みする状態になって
しまった。すでに精神保健福祉は変化してきていたが、この年から関係者すべてがこの変化
を強く認識するようになったのであった。

2．精神保健福祉からの精神障害者福祉の分離
厚生労働省は、財政を確保し持続可能な障害者福祉制度にするために、急いで新制度づく
りに取り組んだ。介護保険施行 5 年後の見直しに連動させて、障害福祉サービスも介護保険
の中で提供することを検討していった。
精神障害者福祉の前進に取り組んだ障害者プラン 7 年の終了を受けて、2002 年 12 月には、
2003 年度から 10 年間の障害者施策の基本的方向を定めた障害者計画と重点施策実施 5 か年計
画が決定された。重点施策 5 か年計画では、精神障害者施策の充実が提起されており、約 7
万 2 千人の退院可能な入院患者を 10 年のうちに退院・社会復帰させることを目指すと明記さ
れた。そして、厚生労働省に大臣を本部長として精神保健福祉対策本部が設置され、2003 年
5 月の中間報告で、1 普及啓発、2 精神医療改革、3 地域生活の支援、4「受け入れ条件が整え
ば退院可能な」7 万 2 千人の対策が提起された。
この精神医療改革の中には、地域ケアの充実についての項目があり、(1) 包括的地域生活支
援プログラム (ACT 事業 ) のモデル事業の実施の検討、(2) 精神科救急医療体制の全国的整備、
(3) 精神科訪問看護の充実が課題とされた。地域生活の支援では、住居・雇用・相談支援の項
目があった。この相談支援では、気軽な相談機関や仲間・生き甲斐づくりについて取り上げ
られており、地域生活支援センターの機能充実の検討や、ピア・サポート、クラブハウス等
の当事者活動や作業所活動等の支援が検討されていた。
この中間報告では、2003 年度から実施された「退院促進支援事業」にも言及されていた。
この事業は、2000 年に大阪府が実施した退院促進支援事業を国の政策に取り入れたものであっ
た。1990 年代の同一法人による大和川病院事件・安田病院事件が大阪府で起きたことが、大
阪府の精神保健福祉行政に大きな影響を与えて、入院患者の人権擁護強化の一環としてこの
事業が実施されてきた。
そして、2004 年 9 月に、厚生労働省は「精神保健医療福祉の改革ビジョン」を各検討会の
まとめとして示した。「入院医療中心から地域生活中心へ」という基本的な方策では、「受入
条件が整えば退院可能な者 ( 約 7 万人 )」を 10 年後には解決を図ると明記された。しかしながら、
この改革ビジョンをよく読めば、障害福祉サービスについては、自立支援法につながること
が多く書き込まれていた。
厚生労働省では、介護保険との統合について総務省や企業等からの強い反対を受けたので、
総合的な障害福祉サービスの持続可能性を模索し、2004 年 10 月に「今後の障害保健福祉施策
について ( 改革のグランドデザイン案 )」を提示し、障害保健福祉施策の総合化、自立支援型
システム、制度の持続可能性の確保を目指した。
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これが 2005 年に障害者自立支援法として議会に提出され、応能負担から応益負担への転換
に対して障害当事者や関係者から大反対を受けた。精神障害者福祉関係者は、三障害が一緒
になることで、他障害との格差解消を期待する人もいて、法案への賛否が分かれた。国会解
散があって一度は廃案となったが、小泉自民党大勝利の総選挙後に再度提案されて、10 月末
に成立した。精神保健福祉法も改正されて、社会復帰施設等の精神障害者福祉の部分は、経
過措置を設けて自立支援法に移行された。
2006 年 4 月から自立支援法は施行されて、精神保健福祉は、精神保健・医療中心の精神保
健福祉法と自立支援法の中の精神障害者福祉へと分離されたのであった。この精神保健福祉
の大きな変化が、疾病と障害を併せもつ精神障害の特性がある精神障害者福祉へ大きな影響
を与えていくことになった。
障害者自立支援法について、その概要で改革のねらいを次のように説明している。1 障害
者の福祉サービスを一元化 ( サービス提供主体を市町村に一元化し、障害者の自立支援を目
的とした共通の福祉サービスは共通の制度により提供 )、2 障害者がもっと「働ける社会」に、
3 地域の限られた社会資源を活用できるよう「規制緩和」、4 公平なサービス利用のための「手
続きや基準の透明化、明確化」、5 増大する福祉サービス等の費用を皆で負担し支え合う仕組
みの強化。
不十分な準備期間で、障害当事者の意見等を詳しく聞くことなく法案を作成し、実施した
ために、強い批判を受けた。当事者の生活や実践現場に大きな影響を与え、当事者から違憲
訴訟を提起されることになった。応益負担が最大の批判を受けたが、知的障害や精神障害に
適用しにくい障害程度区分の問題や障害者ケアマネジメントを導入した相談支援においても
問題があった。株式会社が参入してきた就労移行支援事業等により、一般就労が増加すると
いう面もあったが、収益目的の企業の参入により障害福祉事業が本来の事業のあり方を変質
させていく側面もあった。自立支援における就労支援の偏重が、多様な生活支援を弱めてい
く側面も明らかになってくる。
当事者からの強い批判に対応して、厚生労働省は小さな修正を積み重ねていった。そして、
2009 年秋の総選挙で、自立支援法廃止をアジェンダに入れていた民主党が勝利し、事態は大
きく変化していく。2010 年に違憲訴訟団と基本合意をして訴訟を取り下げてもらい、自立支
援法を廃止して障害者総合福祉法づくりの検討を開始していく。
国際的には、2006 年 12 月に障害者権利条約が採択され、20 ヵ国の批准で 2008 年に発効した。
日本は、条約への批准の動きをしたが、障害当事者等から国内法を整備してからの批准を求
められ、国内法の整備に向かった。
民主党政権は、2009 年 12 月、内閣に障がい者制度改革推進本部を設置し、2010 年 1 月か
ら障害当事者とその家族が多く参加する障がい者制度改革推進会議が開催されていく。
「私たち抜きで、私たちのことを決めるな」という国際的な障害者運動の哲学が取り入れら
れた政策形成の場となっていった。6 月に第一次意見のとりまとめをして、改革推進の基本的
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な方向を示した。そして、「障害者基本法」改正、差別禁止法制定 ( 差別禁止部会 ) と障害者
総合福祉法制定 ( 総合福祉部会 ) に向けて、取り組んでいった。
この時期に、精神障害者とその家族、精神保健・医療・福祉の専門家、研究者が個人とし
て参加して、こころの健康政策を厚生労働大臣に提言した「こころの健康政策構想推進会議」
(2010 年 ) の取り組みがあった。「保健・医療・福祉すべての分野で多職種チームによるアウ
トリーチをサービスの基本とする」として、精神保健医療改革によりこころの健康政策を推
進することを提言した。この取り組みは大きく取り上げられなかったが、精神保健・医療と
精神障害者福祉が分離した取り組みの大きな流れの中で、精神保健福祉が変化してきた問題
を示す取り組みであった。
これらの動きの中で、通称つなぎ法 ( 障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえ
て障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法
律の整備に関する法律 ) が、2010 年 12 月に成立・公布された。この法律には、2012 年から
の障害者自立支援法における相談支援事業の改革も含まれていて、精神障害者の地域生活支
援は大きな影響を受けることになった。精神保健福祉士法も改正され、2012 年から新カリキュ
ラムでの教育となった。今から振り返ると、自立支援法を発展させていこうとした厚生労働
省の強い意志を読み取れるような法改正であった。
2011 年には、東日本大震災があり、民主党政権はその対応に追われ、弱体化していった。
かろうじて障害者基本法の改正は、障がい者制度改革推進会議の提案が取り入れられて障害
の社会モデルが位置づけられた基本法になった。そして、自立支援法を廃案にして新たに障
害者総合福祉法を制定するための骨格提言が、立場を超えて委員の合意としてまとめられた
( 佐藤 2015)。2012 年に障害者自立支援法は、障害者総合支援法 ( 障害者の日常生活及び社会
生活を総合的に支援するための法律 ) へと改正されたが、骨格提言は骨抜きにされてしまった。
そして、12 月の総選挙で自民党が勝利して、第二次安倍政権となる。アベノミクスという
経済最優先の政策で、生活保障よりもワークフェア重視が強化されていく。2013 年には、雇
用促進法改正と差別解消法が成立して、2016 年からの施行となった。また、障がい者制度改
革推進会議で課題とされた精神保健福祉法の医療保護入院等の改正が成立したが、残された
課題は 3 年後の見直しで検討されることになった。これらの国内法の改正を終えて、2013 年
12 月に国会で障害者権利条約の締結が承認され、2014 年に障害者権利条約に批准した。
その後も法改正は続き、2016 年に障害者総合支援法が改正された ( 岩上 2016)。そして、精
神保健福祉法も 3 年後の見直しで改正の検討を開始した後で、相模原事件が起きた。医療保
護入院患者の権利擁護等の課題が、治安維持に向けての措置入院患者退院後の患者管理問題
へと変質していった。精神保健福祉法の改正問題の動向は、日本の精神保健・医療と精神障
害者福祉の連携のあり方に大きな影響を与えるであろう。
現在、日本の社会福祉は、高齢者の地域包括ケアから児童や障害者や地域住民すべてにか
かわる課題へと動き出している。2015 年に厚生労働省より「誰もが支え合う地域の構築に向
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けた福祉サービスの実現̶新たな時代に対応した福祉の提供ビジョン」が公表されてから、
2016 年には「ニッポン一億総活躍プラン」の閣議決定、厚生労働省による「『我が事・丸ごと』
地域共生社会実現本部」の設置等へと急速に動いていった。そして、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が成立し、2018 年 4 月から施
行される。これにより高齢者・障害者・子どもも一緒に利用できる「共生型サービス」が導
入される。これらの取り組みは、専門職養成教育の改革にも連動されており、教育改革も進
められていく予定である。
この動向が、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築という形で 2017 年度から
取り組みが開始されて、2018 年度にはその取り組みがさらに強化される。2018 年 4 月は、改
正された障害者総合支援法や児童福祉法も施行される。医療計画・介護保険事業計画・障害
福祉計画も新たな計画が開始される。診療報酬・介護報酬・障害福祉サービス等報酬も改定
される。まさに地域包括ケア・地域共生社会の実現に向けての新しい取り組みが開始される。
精神保健・医療と精神障害者福祉は、分離から新たな総合へ向けて動きださなければならない。
精神保健福祉の変化について、広い視野を持ちつつ、さらに詳しく検討する必要があるが、
ここでは宗利勝之の以下の文を引用して、この章を終えることにしたい。
「障がい者の中で、勝ち組と負け組が生まれ、格差がどんどん開いている。『働いている障
がい者こそ良い障がい者』という価値観を、無理に支援者に押しつけてくる社会的な圧力が
増すのを、この 10 年感じてきた。この度の精神保健福祉の大転換期は、一方で精神障がい者
にとって、サバイバル時代の幕開けになる予感がする。一日も早く、彼らの生きる営みを尊
重し、支える仕組みを作らないと、時代の転換に押しつぶされる当事者が続出することにな
りそうだ ( 宗利 2016:66)」。

Ⅴ

地域生活支援の変化

1．制度的変化等との関連
谷中輝雄が生活支援論 ( 谷中 1996) を主張し、精神障害者地域生活支援センターの実践を発
展させようとした時点で、すでに精神障害者のケアマネジメントやホームヘルプサービスな
どの検討は開始されていた。この議論は、ソーシャルワークとケアワークの分化を含むもの
であり、谷中輝雄が精神医学ソーシャルワークを地域の現場で生活者の視点による福祉的援
助から生活モデルの生活支援へと発展させてきた内容の再検討も必要であった。
やどかりの里の中間宿舎では、ケアワークを多く含んだ福祉的援助をソーシャルワーカー
がしていた。グループホームでは、世話人として普通の暮らしを支援する人というような議
論もあり、専門性が求められない仕事として位置づけられた。精神障害者のごくあたりまえ
の生活を作るのを支援するために、あたりまえの付き合いにより、生活に付き添い支援する
のがよいという議論もあった。素人性とか「素の人」としての特別でない援助が評価されて
いた。精神保健福祉ボランティア活動推進に貢献した石川到覚 ( 石川 2001) は、福祉実践の
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構造を当事者性と素人性と専門性の三つ輪とそれらを包み込む市民性の輪で図を示し ( 石川
1997:16)、精神障害者の生活支援を地域福祉活動として発展させようとした。
この議論には、対話による相互学習や専門職による心理教育や関係技能の相互促進という
重要な課題も含まれている。筆者自身も、生活支援モデルでの支援におけるソーシャルワー
クの価値に根ざした「人」としてのかかわりの重要性を論じた ( 藤井 2004a:174-184)。
自然なネットワークにおける人々の素人性を活用することや、専門職が意図的に自身の「素
の人」や「人」の部分を活用するということの重要性については、別途検討が必要である。
精神障害者の地域生活支援におけるケアワークとソーシャルワークの内容と関係について、
さらに検討を深めていく必要があった。ケアマネジメントの導入がソーシャルワークに与え
る影響も大きかった。1995 年の障害者ケアガイドライン検討会精神障害者部会発足、1998 年
精神障害者ケアガイドライン完成、1999 年精神保健福祉法による精神障害者ホームヘルプサー
ビスの法定化 (2002 年から全国実施 )、2001 年精神障害者ケアガイドライン改訂版、2002 年
三障害共通ガイドライン、2003 年障害者ケアマネジメント事業開始という流れで、精神障害
者のケアマネジメントとホームヘルプサービスは、進められていった。この動きの中で、ケ
アマネジメントとソーシャルワークの関係についても、深く検討していくべきであった。
介護保険で導入されたケアマネジメントはブローカーモデルであり、このモデルでは精神
障害者に有効な支援が出来ないことは、海外の諸研究で明らかにされていた。精神障害者ケ
アマネジメントの導入で大きな役割を果たした大島巌は、2004 年に『ACT・ケアマネジメン
ト・ホームヘルプサービス - 精神障害者地域生活支援の新デザイン』精神看護出版を編著で
出版していた。その第 6 章で大島は、「新しい『個別対人ケアサービス』の可能性 - 医療と福
祉の協働アプローチをめざして」において、集中型・包括型ケアマネジメントで「生活支援」
に医療的ケアを組み入れる必要性を論じていた ( 大島 2004b:181-202)。
制度の動きと連動して精神障害者の地域生活支援は変化してきていたのであった。三障害
共通のケアガイドラインにしていく過程で、精神障害者にとっては保健・医療を組み入れて
いく必要性が主張されていた。プローカーモデルの問題も指摘されていたのであった。
そして、2006 年から施行された障害者自立支援法により、精神障害者の地域生活支援は相
談支援事業が中心となり、精神障害者地域生活支援センターは、相談支援事業と地域活動支
援センターⅠに移行していった。地方では、精神障害者の生活支援センターが三障害の生活
支援センターに吸収されて姿を消したところもあった。
すでに言及したが、厚生労働省の精神保健福祉対策本部による 2003 年 5 月の中間報告で、
精神医療改革の検討では、地域ケアの充実についての項目があり、「包括的地域生活支援プロ
グラム (ACT 事業 ) のモデル事業の実施の検討」が提起されていた。大島は、ACT (Assertive
Community Treatment) の訳で、この「包括的地域生活支援」や「積極的地域治療」などの訳に
言及していたが、「包括型ケアマネジメント」として議論を進めていた ( 大島 2004a:98-99)。
日本の ACT は、2002 年から研究プロジェクトが始まり、2003 年に国立精神神経センター
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による包括的地域生活支援プログラム (ACT-J) が開始されていった。アメリカの ACT は「積
極的地域治療」のイメージのように医学モデルが強かったが、生活モデルを取り入れていき、
精神障害当事者もチームの一員となり、就労支援も行われていた。それで、包括的地域生活
支援プログラムと言及されたり、「包括型地域生活支援」と訳されるようになっていったよう
に思われる。
また、2003 年に全国的に取り組まれるようになった退院促進支援事業は、2008 年に精神障
害者地域移行特別対策事業となり、2010 年には精神障害者地域移行・地域定着支援事業となっ
た。2010 年 12 月につなぎ法が成立し、2012 年から障害者自立支援法の地域相談支援に、「地
域移行支援」と「地域定着支援」として位置づけられ、個別給付で実施されていく。
2003 年の中間報告で地域生活の支援で言及された住居・雇用・相談支援の項目ということ
を考えると、精神障害者の福祉的な地域生活支援では、この三つが考えられていて、相談支
援の中で、ピア・サポートなども取り上げられていたのであった。そして、生活支援センター
の機能充実も検討されていた。それが障害者自立支援法では、相談支援事業におけるサービ
ス利用計画が位置づけられ、2010 年のつなぎ法で、基幹相談支援センターや計画相談が重視
され、サービス利用計画はサービス等利用計画へ変更された。これにより、介護保険のケア
マネジメントとは異なるソーシャルワークのケアマネジメントになったと主張されるように
なった。そして、ストレングスモデルのケースマネジメントを取り入れたケアマネジメント
であると説明されるようにもなる。このサービス等利用計画が、2012 年から 3 年間をかけて
障害福祉サービス等を利用するすべての障害者に実施されていくことになった。
これらの過程を詳しく検討する必要があるが、筆者がこの変化を真剣に検討するようにな
るのは、横浜市で継続されていた精神障害者地域生活支援センターに大きな影響を与えてい
ることを自覚した 2014 年以降であり、海外調査をほぼ終了した 2015 年から断続的に研究し
ていくことになってからである。現在でも、この制度的変化が精神障害者の地域生活支援に
与えた影響を詳しく検討することができていない。それでも三障害の相談支援事業は、さら
に進化してきている。
大島が 2004 年の編著で、「精神障害者地域生活支援の新デザイン」として、新しい「個別
対人ケアサービス」には、地域生活支援の制度化への多くの提案が含まれていた。大島は、
「『身
近な個別対人ケアサービス』を市町村が直接実施する場合のサービス実施体制」、
「市町村の『身
近な個別対人ケアサービス』を地域精神保健福祉機関に委託して実施する場合のサービス実
施体制」、「市町村の『身近な個別対人ケアサービス』を精神科医療機関に委託して実施する
場合のサービス実施体制」の三つのタイプを提示していた ( 大島 2004b:192-202)。福祉関係者
は、その後の自立支援法関連の嵐のなかで、福祉の地域生活支援を中心にして制度的変化へ
の対応に追われていった。精神障害者の総合的で包括的な地域生活支援の変化を、保健・医療・
福祉を含めて検討し続ける土台としてしての精神保健福祉が精神保健・医療と精神障害者福
祉に分離したことは、その後の福祉における地域生活支援での精神障害者の特性に適合した

日本における精神保健福祉の変化と地域生活支援

15

支援の発展を変化させてしまった。
2004 年の精神保健医療福祉の改革ビジョンを実現するためには、脱施設化の推進と総合的
で包括的な地域生活支援の取り組みが必要であった。地域社会の偏見・差別に対する精神障
害者の正しい理解の普及啓発、精神医療改革と地域生活の支援は、現在においても大きな課
題として残されている。
以下においては、現在の段階から振り返ってこの時期の精神障害者の地域生活支援変化の
問題点を検討していく。

2．精神障害者地域生活支援変化の問題点
精神障害者への福祉的援助が生活支援へと発展してきたプロセスについて、筆者は 4 回取
り上げてきた ( 藤井 1996,1999,2004a,2017b)。その時には、援助から支援への転換を重視して
いた。その後、前節で取り上げたようなケアワークとソーシャルワークの分化とその両者に
おける援助から支援への転換ということを意識するようになった。生活支援では、ケアワー
クが重要な役割を占めている。ソーシャルワーク研究への関心で、ソーシャルワークの変化
を強調しすぎていたのであった。
チャールズ・ラップのストレングスモデルは 1998 年に、日本で『精神障害者のためのケー
スマネジメント』として出版された (Rapp =1998)。サリービーによるストレングス・パース
ペクティブ (Saleebey 1996) は、日本のソーシャルワークではすでに紹介されていたので、ソー
シャルワーク研究者には早くに広まっていた。これと、谷中の生活支援論を重ねて理解する
ことが多かったと考える。そしてストレングス視点は、精神障害者ケアマネジメントにも導
入されるように工夫されてきた。
筆者自身がストレングスモデルを真剣に考えるようになるのは、ラップとゴスチャの 2006
年に出版された第 2 版の翻訳に一部参加し、2008 年に日本語訳で『ストレングスモデル 精神障害 者のためのケースマネジメント』として出版されてからであった (Rapp & Goscha
=2008,=2014)。リカバリー志向のストレングスモデルが強く打ち出されてきて、日本の実践と
のギャップを考えさせられるようになった。
ラップらのリカバリー志向のストレングスモデルは、ACT や精神科訪問看護にも取り入れ
られ、日本でも広がってきている。しかしながら精神障害者福祉の地域生活支援において、
精神保健福祉士の教科書でストレングスモデルが教えられても、実践での活用は部分的で、
なかなか広がらなかった。ラップらは、リカバリーを妨げるベルリンの壁として、保護作業
所やグループホーム等も批判し、自然なサポートを活用できるふつうの生活での支援を重視
していたのであった。精神病院と同様の批判を、日本では地域における福祉事業も受けざる
を得ない側面もあった。このことをいかに理解するかが、筆者にとっての大きな課題となっ
ていた。
日本は、精神障害者への偏見・差別や民間精神病院の利用などによる過剰な隔離収容が長引
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き、政策的に地域生活中心に向けての精神医療改革が困難な中で、地域の精神障害者福祉が草
の根の活動・運動で進められてきた。病院から地域への社会復帰活動と地域での生活を支える
活動の両者が、混在しつつ発展してきた。ここにおいて精神医学ソーシャルワーカーの医療の
枠外の福祉的援助や制度化を求めた社会的運動も、精神障害者福祉の発展に貢献した。
国際障害者年以降の取り組みや国際障害分類の普及は、精神障害者福祉の制度化に大きな
力となった。宇都宮病院事件という大きな事件があって、改革運動が加速し、精神保健法へ
と改正された。ここでの患者の人権擁護と社会復帰促進は、当時として画期的なことであった。
しかしながら、人権擁護と社会復帰のどちらも不十分なものであった。制度化は、異なる利
害関係者の政治力学による妥協の産物である。つねに課題が残されるし、意図せぬ結果も生
み出してしまう。この精神保健法は、5 年後の見直しが組み込まれたので、改革は継続されて
きた。制度化のプラスとマイナスを評価しつつ、改革を継続しなければならないのである。
現場で実践するソーシャルワーカーは、目の前の課題に対応しなければならず、視野が狭
まる。また、ソーシャルワーカーの利害に拘束されていることも自覚する必要がある。当事
者やその家族の視点も、ソーシャルワーカーにとって不可欠である。精神保健法の頃から当
事者の声が大きくなってきた。家族会の政策への発言力も大きくなっていき、家族会の立場
からの研究も急増していった。精神障害者の地域生活支援は、当事者・家族・専門職が協働
して作り上げていくものになっていった。
谷中は、医療モデルと生活モデルを比較し、生活モデルは、[ 主体：生活者、責任性：本人
の自己決定による、かかわり：本人の主体性へのうながし、とらえ方：生活のしづらさとし
て、関係性：共に歩む・支え手として、問題点：環境・生活を整えることに重点、取り組み：
相互援助・補完的 ] として示した。谷中の生活支援論は、地域の社会資源が少し増えてきた
1996 年に、高齢の長期入院者の退院後の支援実践などにより確立されてきた ( 谷中 1996)。そ
の後も、精神障害者数は増加を続け、精神障害者の地域生活支援は多様な精神障害者への取
り組みになっていく。精神障害者地域生活支援論は、拡大し発展させなければならなかった
のである。
精神障害当事者を生活者・市民、生活・人生の主人公として、関係性を作って支援すると
いうのは、総合的で包括的な精神障害者の地域生活支援には、不可欠な基盤である。入院中
心であった精神医療から生活を支える精神医療への転換は大変重要であり、その生活を支え
る精神医療を地域生活支援に組み込むことも、不可欠である。残念ながら日本では、精神医
療と精神障害者福祉の間に大きな溝がある。この溝の架け橋になりうるのが、リカバリー志
向の精神科リハビリテーションなのではないか。
筆者の 2004 年の生活支援研究では、谷中生活支援論の発展の一つの方向性として、田中英
樹の統合的生活モデル ( 田中 2001) に言及した ( 藤井 2004a:214)。精神医学の発展や精神科リ
ハビリテーションの発展を組み込んだ統合的生活モデルによる取り組みが重要であるという
主張を紹介した。また、稲沢公一の支援モデルを前提にした変容モデルという説明も紹介し
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た ( 稲沢 1999)。精神障害者の地域生活支援では、生活モデルを基盤としつつ、複数の実践モ
デルを組み入れていく必要がある。
筆者自身は、生活支援における関係性の意義を検討した ( 藤井 2004a)。谷中の生活支援論
を地域生活支援のソーシャルワークとして発展させるためには、リカバリー志向のストレン
グスモデルを組み込むことが不可欠である。ストレングスモデルの原則の一つである関係性
の原則は、日本の精神医学ソーシャルワークが歴史的に強調してきた「かかわりの重要性」
と重なるものであり、精神障害者の地域生活支援に関与するすべての専門職が重視すべきで
ある。ケアワークにおいても不可欠であり、価値・原則に根ざしたこの関係づくりの知識と
技能を共有していくことが重要である。
一連の障害者関連の法改正が進み、障害者権利条約に批准したことにより、精神障害者の
人権尊重のための精神医療改革は不可避になってきている。精神障害者を地域で総合的・包
括的に支援するために、精神保健・医療・福祉を連動させた改革に進むべき過渡期に入って
きた。病院の世紀が終わり、地域包括ケアへの移行に、生活モデルを基盤にして取り組むべ
き時なのである ( 猪飼 2017)。
ソーシャルワークのライフモデルの議論や谷中の生活モデルの主張、ジェネラリスト・ソー
シャルワーク理論に基づく総合的で包括的な相談援助などを参照しつつ、総合的で包括的な
精神障害者地域生活支援のための生活モデルの再構築、実践原則や実践方法の具体的な提示
と、それらを制度内でどのように実践できるかの実例の提示が必要である。
小澤温は、埼玉県相談支援専門員協会の実践者とともに作業して、『相談支援専門員のため
のストレングスモデルに基づく障害者ケアマネジメントマニュアル : サービス等利用計画の質
を高める』を 2015 年に出版した ( 小澤 2015)。ストレングスモデルを日本で応用して活用す
るための貴重な貢献である。筆者は、これによってサービス等利用計画の実践が改善される
と期待した。しかしながら、総合支援法の枠内での計画相談の改革はそれほど進展していない。
主任相談支援専門員の設置や研修の強化などで改善に取り組もうとしているが、精神障害者
のケアマネジメント実践をストレングスモデルで実施するためには、さらなる制度改革が必
要であり、身近な支援者の方が関係性を形成してストレングスモデルを実践できる側面もあ
る。計画相談がうまく機能している地域には、地域の実践の積み重ねや、ソーシャルワーカー
の力量形成が成功しているということもあるであろう。それらの諸条件を明示しつつ、実践
と制度の改革を進める必要がある。また、この障害者ケアマネジメントを総合的で包括的な
精神障害者の地域生活支援に位置づけて検討する必要もある。精神保健・医療と精神障害者
福祉、精神障害者福祉と障害者福祉の関係づけの見直しも必要なのである。精神保健・医療
のケアマネジメントと障害者ケアマネジメントの調整・総合の仕組みが必要である。
近年、精神障害者へのアウトリーチ支援の重要性が強調されてきた。ストレングスモデル
は、アウトリーチ支援の地域生活支援である。日本の現実には、精神障害者の施設内支援の
課題も多く残されている。この現実を説明し、対応策を提示する研究が求められている。一
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つを変える時に、それと連動させて他のものをどう変えるかも視野に入れておく必要がある。
そうでなければ、一つの改革は、ある場所でプラスであっても他のところではマイナスを生
み出すという意図せぬ結果が生じてくるのである。
論ずべき問題点はさらに多くあるが、ここでは制度改革に大きな影響を受けつつも相談支
援専門員として精神障害者の地域移行や地域生活支援の実践に取り組んできた宗利勝之の文
を再び引用して、この章を終えたい。
「生活支援システムの構築には、その地域で『すべての個別支援の目標をリカバリーとする』
こと、『アウトリーチサービスを当たり前のものにする』こと、関係機関のケースマネジメン
トが実施される『地域包括ケアの支援体制がある』ことの 3 つが必須であり、そのプラット
ホームの上に多様なサービスを提供する社会資源が役割を持って運営される必要がある ( 宗
利 2017:64)」。

Ⅵ

地域生活支援の課題

猪飼周平の『病院の世紀の理論』( 猪飼 2010) は、現在、厚生労働省が推進している「地域
包括ケアの理論的なベース」の一つになっているようであるが、イタリアの精神医療は単科
公立精神病院の閉鎖を 1978 年の通称バザーリア法で宣言し、地域精神保健体制の確立に向け
て各地で実践を進めてきた ( 大熊 2009)。
筆者は、その精神医療改革の推進地であるトリエステで開催された国際セミナーへ、2012
年から 3 年連続で参加した。精神医療を入院中心から地域精神保健へとする改革に取り組む
各国からの参加者や、地域中心の実践をさらに発展させようとする人が参加していた。リー
ダーであるロベルト・メッツィーナは、患者の人権・市民権を尊重する実践の伝統を引き継
ぎつつ、リカバリー志向の新たな実践への取り組みの検討も試みていた (Davidson et al. 2010)。
イギリスやフランスなどの精神医療関係者と IMHCN (International Mental Health Collaborating
Network) を結成して、Whole life-Whole Systems Community Approach を普及させていこうと取
り組んでいる。
トリエステの地域精神保健は医師がリーダーとなり、多職種チームで民主的に地域精神保
健と社会的協同組合の住居や仕事の社会サービスを包括して、総合的で包括的な地域精神保
健を展開しているのである。
イタリアの精神医療改革を人類学の視点から研究した松嶋健は、「精神医学 / 精神医療」か
ら「精神保健」への転換の重要性を指摘する ( 松嶋 2014:167-183)。「精神医学の論理において
は、何が病気であり、そして何が治療であるかを決めるのは精神科医である。それに対して
精神保健においては、『このようにしたら前よりも調子が良くなった』と感じるというような
かたちで、治癒の方向性を決めるのは本人なのである。……< 精神保健 > へのシフトは、単
に医療の場が病院から地域へ移動したというのとは全然違う。そこにあるのは、医学の論理
と権力に対する根本的な異議申し立てであった。そのことを理解しないなら、例えば『話を
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聴く』という行為も、病気と精神医学を括弧に入れることのないまま、
『傾聴』という名の『技
法』に堕するだろう ( 松嶋 2014:169-170)」。
本人を「主人公」として、病気の診断を括弧に入れて本人の苦悩を聴くためには、「精神医
学の論理」とそれを体現した「精神病院」を破棄する必要があると、説明されている。「技法」
以前に、制度の改革が必要であると主張されている。
猪飼は、地域包括ケアにおける生活モデルのコアは、「生活における事実への対応の仕方」
にあるとし、「個人の人生・生活の目的は分からない」と「個人の人生・生活は個別的で複雑
である」の二つであると説明する ( 猪飼 2017:20-22)。近年の日本の障害者福祉では、本人を
自分の障害の専門家として捉えることも含めて、当事者中心のサービス提供と主張するよう
になった。精神医学ソーシャルワークでは自己決定の尊重を主張し、自己決定への支援を重
視してきた。障害者権利条約の影響もあり、障害者福祉では自己決定の前の意思決定支援も
重視されるようになってきた。猪飼の「個人の人生・生活の目的は分からない」に対して、
本人の意思・自己決定を重視して対応することを試みてきたのであった。
世界の精神医療では、フィンランドから発展しつつある急性期の精神病者への介入、「オー
プン・ダイアローグ」( 斎藤 2015,Seikkla & Arnkil =2016) の実践がエビデンスに基づいて主張
されたので注目されている。日本でも、これを導入するために翻訳や紹介、実践が試みられ
てきた。精神病者の社会的ネットワークの重要な他者も含めて、医療チームが自宅などに訪
問して、「オープン・ダイアローグ」を積み重ねて対応を決定するのである。「オープン・ダ
イアローグ」は急性期の介入であり、詳しい説明が必要であるが、
「不確かさ」に耐えつつ「オー
プン・ダイアローグ」によって対応を決定し、実行していく。イタリアの < 精神保健 > への
シフトでは、精神医学の診断と治療を括弧に入れて、本人を主人公にしてチームで「不確か
さの道」を歩み出す。
かつての精神障害者は自己決定できない人とみなされ、自己決定権を取り上げられて、医
師などの指示に従って生きることを強制されていた。周りの世界から遊離して、自分の世界
に入っていった。
「人」と出会い、自分の意思・自己決定を尊重され、対話によって共有された決定をして、
自分の病気の世界から出てきて日常世界を共に歩むようになっていく。ここにおいて、エン
パワメントの支援が重視されてきた。猪飼は、生活モデルによる支援について、次のように
説明している。「そもそも生きることが難しいとか、生きることが大変になっている人が、複
雑なこの世界の中で選択をする力自体がうまく発揮できない状態でいるときに、その人たち
の生きる力を後ろから支えていくのが、エンパワーメントです」。「生活に目的がないという
ことを正面から捉えた上で、どう支援すればいいかを考えたときに出てくる一つのアプロー
チがエンパワーメントやストレングスです ( 猪飼 2017:25)」
。
ストレングスモデルでは、本人の願いや夢をストレングスと捉え、その実現に向けて一緒
にとりくんでいく。リカバリー志向の精神科リハビリテーションでも、本人の希望が不可欠
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であるという原則を重視する。このことにより、本人は自分の生活・人生の再建にむけて動
きだすのである。動機づけ面接や動機づけコーチングも重要である。
日本で、現在の精神医療を精神保健へとシフトさせることは、大変困難なことである。総
合的で包括的な地域生活支援を日本で実現していくためには、精神科リハビリテーションの
発展が大変重要であると、筆者は考えるようになった。精神障害者福祉は大変重要であるが、
それだけでは広義の地域生活支援を前進させる限界がある。
世界の精神科リハビリテーションは、医学的リハビリテーションと心理社会的リハビリテー
ションを統合して、精神科リハビリテーションとして発展しつつある。精神科医、看護師、
心理士、作業療法士、ソーシャルワーカーなどが一緒に発展させる努力をしてきた。患者で
はなく、
「人」として精神病者を捉えて、本人と共に取り組むことを重視するようになってきた。
そこにリカバリー概念が取り入れられて、リカバリー志向の精神科リハビリテーションとし
て発展してきている。患者から「人」への転換が不可欠である。
エビデンスを重視した実践と研究の積み重ねにより、さらに発展しつつある。ここで詳し
く検討しないが、精神科リハビリテーションに取り組む精神科医は、病気だけではなく、生
活における障害を意識するようになり、そして「人」として捉える「生活モデル」を理解し
ていくようになる。経験やエビデンスにより、現実世界におけるリハビリテーションを重視
するようになる精神科医も増えてくる。これは自動的にそうなるのではなく、病院中心の医
療の価値を重視している精神科医は、エビデンスを自分の価値に基づいて解釈し、入院治療
の方が安全だという結論を出す人もいる。
ここでは、精神科リハビリテーションの原則だけを取り上げておきたい。コリガンらは、
2008 年にその原則を次のように示した (Corrigan et al. 2008:54)。
○自己決定、○コンシューマーの個人的目標や好みへの注目、○現実世界 (Real-World)
への焦点づけ、○ストレングスへの焦点づけ、○スキルトレーニング、○環境の修正と
サポート、○リハビリテーションと治療の統合、○多職種チームアプローチ、○サービ
スの連続性、○地域統合、○リカバリー志向。
その後、コリガンは一人で編者となり第 2 版を 2016 年に出版した (Corrigan 20016)。コリガ
ンは原則の図を修正し、原則を二つに分けて示し、戦略、場、役割も別に示し、基底に「エ
ビデンス基盤」を位置づけた図を作成した (Corrigan 2016:49)。例えば、原則にあったスキル
トレーニングは、戦略の中に位置づけられている。その原則を以下に示す。
人 (Person) へのアプローチ
○リカバリー、○希望、○目標への焦点づけ、○生活の質、○ストレングスへの焦点づけ、
○失敗する尊厳。
コミュニティへのアプローチ ( リハビリテーション・サービス・システムを含む )
○自己決定、○地域統合、○

先に位置づけて、それから訓練 、○サポートと修正、

○現実世界 (Real-World) への焦点づけ、○インクルージョン、○サービスの連続性、
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○サービスの統合。
これからの精神障害者の地域生活支援は、総合的・包括的に展開するために、これらの原
則を詳しく検討しつつ、展開していく必要がある。精神障害者福祉の地域生活支援も、これ
らの原則を検討しつつ、狭義の地域生活支援を見直す必要がある。一番大切にしてきたもの
を明確化しつつ、さらに発展させる必要がある。リカバリーを詳しく吟味せずに限られた方
向へ煽りすぎる精神科リハビリテーションに飲み込まれるという危惧もあるが、この作業を
しなければ、精神障害者のニーズ・希望に応える地域生活支援として発展していけないので
はないか。リカバリー志向の内容の吟味と、意図せぬマイナスの結果への対応も検討する必
要がある。
これらの原則に書かれていないが、これからの実践では、ピアの力を活かした実践を創る
工夫が不可欠である。アメリカの事例調査で考えさせられたのは、専門職による治療とリハ
ビリテーションでのリカバリーが困難な場合に、ソーシャルワーカーがクラブハウス的活動
に当事者と取り組み、エンパワメント実践によりリカバリーを目指すということがあった ( 藤
井 2017a:55-56)。
また、ニューヨーク近郊の事例では、当事者運営の組織が、ピア・アドボカシーからピア・
サポート・グループや経済的エンパワメントを重視した活動へと発展していた。クライシスハ
ウスや当事者運営組織の技術支援センターの役割も担っていた ( 藤井 2017a:55-58;Rye 2016)。
現実世界における精神科リハビリテーションでは、アウトリーチ支援が多くなり、その生
活の中の自然なサポートを活用する。ストレングスモデルも、自然なサポートアプローチと
ドイルらは名付けていた (Doyle et al. 2013:137-138)。自然なサポートネットワーク活用を重視
するのである。
これに対して、ドイルらは、ファウンテン・ハウスのクラブハウス活動を相互援助アプロー
チと名付けた。精神障害者が専門職と共にコミュニティを形成し、相互援助でリカバリーを
促進していくのである。ファウンテン・ハウスの活動は、内においてはエンパワメント、外
においてはアドボカシーの活動と説明されていた (Doyle et al. 2013)。
日本の精神障害者福祉における憩いの場や居場所重視の地域生活支援は、この相互援助ア
プローチに位置づけて、発展させていけるのではないか。すべての精神障害者が現実世界で
自然なサポートを活用して生活できるようになるのではなくて、自分たちの開かれた小さな
共生コミュニティを形成して生活し、外の社会へ入ることも、戻ってくることも自由にでき
る場として活用できるのである ( 藤井 2017a)。
就労支援重視の精神障害者福祉は、就労できない精神障害者の価値を貶めて生きにくさを増
大させるリスクもある。制度として、生活支援を基底とし、就労支援、就労継続と生活継続の
両方、本人が希望する生活継続を重視する複数の取り組みが必要である。2018 年からの障害福
祉計画で、地域生活拠点の活動が再び取り上げられるが、精神障害者の地域生活継続には、精
神科救急と連携した地域の危機対応が不可欠である。他の障害者と共通部分もあるが、精神障
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害者に適合する精神保健・医療・福祉の連携による地域生活支援拠点づくりが大切である。
広義の精神障害者の地域生活支援においては、精神科リハビリテーションの発展を媒介に
して、精神保健・医療・福祉の総合的で包括的な地域生活支援の発展に取り組むという課題
を指摘した。これには、生活モデルを基盤にして自然なサポートアプローチで展開するとい
う実践的課題がある。障害福祉サービス等のケアマネジメントだけでなく、広い視野でのケア・
コーディネーションが必要になる。制度の見直しも不可欠である。
狭義の精神障害者の地域生活支援においては、ケアワークとソーシャルワークの分離と総
合を意識した再検討が必要である。障害者福祉では、パーソナル・アシスタンスの検討で、
利用者の主導、個別の関係性の下で、包括性と継続性を備えた生活支援が議論されてきた。
それが、包括性は計画相談で、個別の継続的な生活支援が個別生活支援へとなってきている
と指摘された ( 圓山 2017)。ケアマネジメントとソーシャルワークと個別生活支援の関係の問
い直しが必要であり、ここではケアワークが個別生活支援に含まれている。
精神障害者の地域生活支援では、本人中心で個別の関係性に基づく包括的で継続的なソー
シャルワークとケアワークが必要であり、ケアマネジメントをこれに組み込む必要がある。
猪飼は、深化した地域包括ケアにおいては、従来の社会保障モデルでは不十分であり、個人
に対する伴走を基盤とした生活モデルにしていくことが重要としている ( 猪飼 2017:52-57)。
障害者ケアマネジメントの関係者・研究者は、この伴走できる制度づくりに努力してきてい
るのであるが、この伴走が不十分な制度化にとどまっているようである。精神障害者福祉で
努力してきた人々の社会保障充実の主張と、かかわりを重視してきた精神医学ソーシャルワー
クの伝統の再評価の取り組みは、それらを継続しつつ、個人に対する伴走を基盤にした生活
モデルの実践と制度化の取り組みも発展させていく必要がある。
伴走を基盤にした生活モデルは、自然なサポートアプローチで取り組み、本人の希望に合
わせて一般就労支援の方向や相互援助アプローチのコミュニティ形成による支援の方向を選
んでいけるのである。どちらの方向でも、伴走を基盤にした生活モデルの支援を土台におく
ことが重要である。エビデンスに基づく支援や就労支援では、一つの方向の支援が強調され
やすく、生活・人生の目的の多様性や生活・人生の個別性・複雑性を軽視するリスクがある。
リハビリテーションにも同様のリスクがあるので、注意する必要がある。
また、危機対応を含む総合的な生活継続支援を具体的に再検討する必要がある。就労支援
や小さな開かれた共生コミュニティ形成、個別生活支援などを含む狭義の地域生活支援を広
義の地域生活支援の中で再検討していくことも重要な課題である。具体的な実践で、スティ
グマを減らしつつ、一人ひとりの地域生活を実現・継続していく必要がある。
最後に、筆者が取り組んできた精神保健福祉士養成教育の立場から、これからの精神保健
福祉領域のソーシャルワーカーの課題に短く言及して、本研究を終えたい。
精神医学ソーシャルワーカーの精神保健福祉士への制度化で変化した問題は、精神保健福
祉士の教育・研修で改革していく必要がある。教育制度の改革も不可欠である。広義の精神
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障害者の地域生活支援に取り組むためには、ジェネラリスト・ソーシャルワークを基盤にして、
総合的で包括的な精神障害者の地域生活支援を推進していく必要がある。また、個人に対す
る伴走を基盤とした生活モデルが、精神保健福祉領域のソーシャルワークではどのように具
体化できるかを、教育者・研究者は明らかにしていく必要がある。
現実と理想のギャップは大きいが、理想に向かって現実を変えていくソーシャルワーカー・
教育者・研究者は、過去の伝統を活かし、理想を吟味しつつ新しい現実を精神障害者とその
家族、住民、他の専門職と共に創造していかなければならない。
付記

本研究は、2017 年 9 月 30 日の NPO 法人保土ヶ谷支援ネットワークの会・職員研修に

おける講演と、2018 年 1 月 13 日の NPO 法人全国精神障害者地域生活支援協議会 [ あみ ] フォ
ローアップ研修会の講演を基にして、いままでの研究をまとめたものである。講演の機会を
与えていただいた二団体に深く感謝いたします。
（注）
1）「精神科リハビリテーション学」は、2012 年の新カリキュラムでは、「精神保健福祉の理
論と相談援助の展開」に組み込まれた。上智大学では、読み替え科目として認められた「精
神科リハビリテーション学」の科目名称を継続した。筆者は、精神保健福祉士法改正につ
いて、精神保健福祉士養成校協会の事務局長として努力した。しかし、科目構成などにつ
いては、関与していない。先に改正された社会福祉士新カリキュラムに連動させる形で改
革するという大枠があったので、難しい改革であった。この専門科目の構成については、
再検討が不可欠である。「精神科リハビリテーション学」の新しい位置づけは、問題である。
「精神保健福祉に関する制度とサービス」と「精神障害者の生活支援システム」の構成も
よくない。精神保健福祉領域のソーシャルワークという視点から再編成すべきである。今
後は、社会福祉士カリキュラムと同時に、改革を積み重ねる必要がある。
2） セルフヘルプグループの発展は専門的援助の限界からの発展でもあり、当事者の力を奪う
「不能化する専門家」や「専門家支配」の批判などもあった ( 藤井 1989)。
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Changes in Mental Health and Social Services in Japan and Supports for
Community Living
Tatsuya Fujii
Summary : This research aimed to clarify the relation between the changes in mental
health and social services in Japan and supports for community living. The changes in supports for
community living of persons with psychiatric disabilities were considered and future tasks of supports
for community living were shown. Supports for community living of a broad sense must reform mental
health including psychiatric services and social services comprehensively through the medium of
development of psychiatric rehabilitation. Supports for community living of a narrow sense have to
make social work and care work base on the life model comprehensive and make them connected with
supports for community living of a broad sense.
Key words : Persons with psychiatric disabilities, Mental Health and Social Services, Supports for
Community Living
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上智の社会奉仕の変遷と今日
修道会・教育・社会事業、そして社会福祉教育の意味
栃本

一三郎（社会福祉学科教授）

2017 年 11 月 30 日『日本の社会奉仕に求められるもの〜アウシュヴィッツの聖者コルベ神
父の来日から現在、未来まで〜』という講演・シンポジュウムが行われた。i
当日の会を紹介する文書には「いのちを投げ出してまで一人の強制収容者を救ったコルベ
神父は、日本とポーランドを結ぶ聖者でもあった」、「神父が種を蒔いた社会事業や教育活動
はゼノ修道士など様々な人々に刺激を与え、戦争直後の東京で物質的な貧しさに苦しむ人々
に手をさしのべた」と記されている。ii
続いて「その中に上智の学生、教職員もいて、伝統ある社会福祉の学科、専門学校、関連
の社会福祉施設へと発展している」と説明が続く。
「上智の精神とポーランド人コルベ神父は響きあい、私たちに語りかける」とするなら
ば、「上智の精神」とは何であろうか。特に、戦後の東京でほぼ国民の多くが貧困ラインに
いるなかで、より困窮を極めた地域があり、人々がいた。日々の自分の暮らしを成り立たせ
ることで精いっぱいであったなかにあっても、そのような方々に目を向ける人々がいた。iii
東京大学をはじめいくつかの大学の有志達、教員たちのなかにあって上智の学生や教職員も
そのような苦しむ人たちのそばに寄り添い、社会事業を行った。その中心となったのはもち
ろんイエズス会士である。
その「精神」は、この実存の世界に広がるさまざまな課題に取り組む実践があって初めて
その「精神」は成就する。「想うこと」も大切ではあるが、実践や行為によって現実にかかわる、
現実を変えるということであり、「精神」は題目を唱えることではない。
わが国において修道会イエズス会はいかにして宣教し、教育と社会事業に取り組んだので
あろうか。この稿では、1549 年からの歩みを素描し、修道会と社会事業 iv そして今日の上智
学院における社会福祉教育の意味と継承しているものについて考えるきっかけとしたい。
このようなテーマの設定には伏線ともいうべき研究視点が二つある。
一つは、極めて現代的課題と考えられるものである。わが国における修道会の長い歴史に
おける教育と社会事業の両者の関係はどのようなものであり、どのように変遷していったの
であろうか。今日、社会的には伝統的なカトリックの福祉事業に対する姿勢は日本国内では
強いようには見受けられない。しかし、それは積極的に活動を社会に示すよりも、本来行う
べきこととして黙々と取り組んできたという伝統ゆえのことでもあろう。この点についてプ
ロテスタントの社会福祉事業との比較でのカトリック社会事業の特質についての指摘は興味
深いものがある。ドイツにおいても、2017 年にカトリックの宗教理念とプロテスタントの宗
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教理念との対比を論じ、労働や家族、経済、正義、連帯といったことについての意味付けや
概念の違いからどのようにドイツの福祉国家のその時々での評価を下すのか、福祉国家の形
成についてその歴史解釈と福祉国家性についての考え方の違いを明らかにしている。これは
すなわち福祉国家についての両者の見解が異なっているということなのである。注 5 で記載
した文献はその子細な学術的分析である。これはもちろん、近代福祉国家の歴史、現在の理念・
考え方に宗教が影響を与えているということが前提となっている。ヨーロッパの社会事業や
社会保険の前史について歴史研究を行うと、イギリス的な救貧法の世界とヨーロッパ大陸で
カトリックの影響がつよいところでは契約概念一つとっても背景となる原理が異なっている
ことが理解される。「社会連帯」や「アソシエーション」という観念、インクルージョンや父
性性、互酬性などはカトリック的と言える。v
西洋の社会事業史を振り返れば、宗教改革を進めた指導者たちは当時の貧民救済について
も新しい方法や考えを打ち出し、個人に着目し、貧民をどのようにしてなくすかということ
について、またその矯正について貧民自身の今日の表現でいえば「自己責任」や「自立」の
ための矯正と善導を説いた。いわば個人主義的な解決の色彩が強い。これはある意味、現代
における新自由主義的自己責任論に連なるものである。今日、社会福祉や社会保障に関する
新自由主義的な主張に対して、ヨーロッパ大陸のカトリックが優勢な国々ではそれに対して
距離を置き、連帯やインクルージョン、そして集団や協同組合的な解決を説く。
筆者からすると、過度な「自立」のみの強調や過度な個人主義的な二項関係における対の
契約概念だけで社会福祉を論じることは「扁平」的な福祉を論じることになっているのでは
ないかとの思いを持つ。その観点から、2000 年の基礎構造改革については距離を置くととも
に、わが国の社会福祉界や社会福祉学者がこの基礎構造改改革を礼賛していることにはいさ
さか疑問を感じた。そもそも社会福祉史といった観点、歴史観をもって議論しているか疑問
である。世界を俯瞰してみるならば、実は自覚されていない「新自由主義的」な前提を置いた、
福祉についての考え方、観点からの「契約概念」による福祉改革ともいえるわけである。「自立」
や「自己責任」を過度に強調し、相対の契約関係のみを中心に考えることで良いのであろうか。
しかも、実際も、実態も「援助する側」と「援助される側」、
「供給側」と「当事者側」は形式上、
そして「援助の原則」として対等であるといっても、それは実現しているわけではない。所詮、
援助する側から見てであり、対等ではない。また、仮に対等であればそれで良いのかと言っ
たらはたしてそうであろうか。社会福祉というものはその関係性だけに解消されるものなの
かということになる。あまりにも一軸的な見方といえる。
現代日本社会において、あまり見えにくくなっている、ないしは忘れてしまったかのよう
な「社会に対する」、また「慈悲の所作」とも言うべき社会への働きかけや社会事業について
振り返ることは今日重要であると考える。vi
また修道会という強固な組織における社会事業について、今日ささやかとなりつつあるこ
と、そして源流から見ると枯渇しつつある水量と、一方で多くの修道会が経営する学校法人
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における高等教育の盛隆とを比較することも活動修道会について理解する、考えるというこ
とから言えば大切である（もちろん時代の趨勢とその社会の成熟度や社会保障の充実によっ
てその役割や機能は変化する）。一方で、教育事業はどうであろうか。10 年以上も前から見ら
れたことであるが、いよいよ、人口減少社会となり、地域地域で激減する学齢人口に対して
学校経営の問題がのしかかる。限られた 18 歳人口のみを考えて高等教育を行うことはほとん
ど不可能になりつつあるし、教育水準や学力水準の低下を招いている。もちろん、これは私立・
公立・国立を問わないことであるが、そのなかでミッションを持つキリスト教系の学校の今
後は、極めて深刻な状況を迎える。そのときに修道会はどう判断するかということである。
もう一つの伏線はつぎのようなことである。社会政策はそもそもいわゆるわが国の社会保
障の範囲（社会保険、公的扶助、社会福祉、公衆衛生、保健）に限定されるものではない。
社会事業も同様である。社会政策学は雇用や教育までも対象範囲とするし、学問的範囲は広く、
経済や労働、教育というものと社会保障の個々の政策とその歴史を研究するものである。ま
たドイツ社会政策学ではアングロサクソン系の社会政策と異なり、公が取り組む政策だけで
なく、民間が取り組む政策、私企業が取りくむ企業事業者社会政策も社会政策（学）の枠組
みの中に入ってくる（もう一点、最近ドイツの単行本でみられるのが「地域社会政策」とい
う概念や政策主体についての考え方である）。
いわゆる R. ティトマスのいう職域福祉（社会福祉、財政福祉、職域福祉を福祉の社会的分
業とティトマスが言う）にあたるものをドイツでは企業・事業体社会政策としての主体とし
て考え、社会政策を構成するものと考えるのである。
そのような観点からすると、民間のおこなう社会事業と教育について、これは現行の社会
福祉法人制度と学校法人制度という規制があるなかで、それでも一定の主体的な取り組みと
伝統を踏まえた処し方があるはずである。いわば教育や社会事業ということでは本来自律的
な一定のステイクホールダ―であることから、この分析は社会政策の観点から見ても重要な
テーマとなるということである。
本論は、もとより、最初に記したように、1549 年からの歩みを素描し、修道会と社会事業
と教育事業、そして上智学院における社会福祉教育の意味と継承しているものについて考え
るきっかけとするものである。ただし、単なる歴史記述にとどめるのではなく、このように
問題の所在を措定し、より広がりを持った形でいずれ稿を改めさらに考えたい。

1．直ちに行われた社会事業
日本におけるイエズス会の宣教は 1549 年 8 月 15 日のフランシスコ・ザビエルの鹿児島上
陸から始まる。ザビエルとともにパードレ（ポルトガル語でイエズス会の修道者の司祭職。
神父）やイルマン（パードレの前の段階の助修士・パードレを補佐する）など、のちにザビ
エル帰国後に指導者となるトルレスを含め 8 名が鹿児島に一年滞在することになる。
日本における布教の始まりである。
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ここでヨーロッパに目を転じてみると、1534 年に聖イグナチオ・デ・ロヨラによって創設
されたイエズス会は、16 世紀以降の「活動修道会」として、それまでと違って、宣教・布教
活動とともに、今でいうところの慈善事業、感化事業、教育事業を行う修道会としての新た
な特質を当時有していた。従来の観想修道会とは異なる新種の修道会がこの時期誕生するが、
その先鞭をつけたのがイエズス会であり、それ以降、修道会はそれぞれ修道会の創立の目的
に合わせてさまざまな事業に取り組むという活動修道会の性格を有していく。その先鞭をつ
けたのがイエズス会であってみれば、日本で宣教することを目的としていたとしても、実際
に日本の地を訪れるとその現実に対してどう取り組むかということも大切なこととなる。 vii
またヨーロッパでもそうであるが（つまり日本でもそうであるが）、女子修道会は特にフラン
ス革命後、宗教教育や社会的混乱のなかで、貧困者の救済や児童の教育などを目的として多
く設立される。特に 19 世紀にはこのような女子修道会が続出したといわれる。日本において
も後に見るように明治以降社会事業をおこなう女子修道会には目を見張るものがある。
ザビエルはその翌年にはミヤコ（京都）に向かい、途中山口での領主大内義孝への謁見や
布教の許可を得るとともに京都に到着後わずか 11 日目に引き返し、平戸に戻るが、その後は
山口を拠点とする。
領主島津貴久より布教の許可を受け居所も構えたが、翌年ミヤコ（京都）に向かい 11 日間
滞在したものの、期待するものは得られず平戸に戻り、その後山口に移り 4 か月布教を続け、
1551 年 11 月に日本を去る。2 年 3 か月の短い滞在ではあったが、また洗礼を受けた者は千人
にも満たなかったと言われるがその軌跡が日本に残したものはもちろん大きい。そもそもが、
ザビエルは周知のようにイエズス会創設者聖イグナチウス・ロヨラ宛ののちに有名となる手
紙（1549 年 1 月 12 日付）を日本への布教前に送っている。そのなかで、「ミヤコへ行き、天
皇に拝謁し全国的な布教の許可を得ること」、そしてのちに「ミヤコに大学！」と説明される
が「ミヤコの学問がおこなわれている諸大学へ行く決意です viii」という願いを述べたうえで、
実際にその後、日本の地を踏み、経験を踏まえてその後のイエズス会の日本布教の重要性と
そのための人材の投入がおこなわれる最も大きな働きをなすことになった。
この日本での布教が 1549 年に始まった数年後の 1555 年にはルイス・デ・アルメイダ（ポ
ルトガルリスボン生まれの医師・貿易商、イエズス会員の言動に感動し自身イエズス会士と
なる。マカオに持っていた私財を社会事業と教会のために捧げる）が現在の大分市となって
いる豊後府内で、日本で最初の育児院を、その後、病院を 1557 年に開設し、翌年には臨床教
授として日本で初めての看護夫を育て、その 12 名を組織化したと言われる。「ミゼリコルジャ
の組」と言われるものである。「ミゼリコルジャ」とは慈悲と訳す。本稿にも関係する長崎純
心大学（現学長）の片岡瑠美子氏は「カトリック児童福祉活動の原点―ご大切の心―」でア
ルメイダについて詳しく論じるなかで次のように引用している。それは片岡弥吉の『日本キ
リシタン殉教史』（智書房 2010 年再版）を引き「ここに間引きされている赤ん坊がいたから
育児院を設け、放置された病人を見かねて病院を建て、医師の不足を補うために医学教授を
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始めた。このやむにやまれぬ人間愛の心がアルメイダの活動を促す力となった」という文章
である。ix
そもそも、ザビエルは、信徒に説教をする際に、必ず叱責する 3 つのうちの一つが「嬰児
殺しと堕胎は人道に反する重罪」であるとした。そのようなことから新生児のための育児院
は最も早急に作らねばならないものであった。
また、「ミゼリコルジャの組」を信徒が組織し、病院の事務やいわゆる雑務を引き受けたと
いう。後に述べる山口で行われていた取り組みを、特化してミゼリコルジャとして組織化し
たと評価されている（ただし、このミゼリコルジャは一般信徒によって構成されているもの
ではない）。
いずれにせよ、1549 年から数年後にはイエズス会の社会事業が始まったということである。
これらは布教の方便として行われたものではない。「やむにやまれぬ」という言葉は、社会福
祉の実践と取り組みの主体性として極めて重要であり、傍観することは許されないともいえ
る。種々、社会事業が布教の方便という言われ方をしたこともあったが、後述するように、当時、
修道会の性質が大きく変わっている。また、イエズス会の宣教師が作ったキリシタンに求め
た文書によって、そのことは明らかである。宣教師は人々に、のちに述べる Doctrina『どち
りいな

キリシタン』という当時の教理問答書のなかの「慈悲の所作」をもとめたのであり、

わかりやすく聖書に書かれた教理を示したこの内容においても明らかである。x

2．その時

信者は

イエズス会は 1593 年まで唯一わが国で布教を行う修道会であった（同年にフランシスコ会
が布教活動を開始する）。
1596 年のサン・フェリッペ号事件以降、キリシタンの追放と迫害は日本 26 聖殉教者の処刑
を生み、秀吉が 1587 年に出した禁教令（これにより長崎は没収され、パードレ（神父）は国
外に追放された）の後も、キリシタンは黙認されていた。しかし、17 世紀にはいると迫害は
徹底することになり、1639 年の鎖国令（そもそも鎖国令そのものが島原の乱によるものを契
機としている）によってキリシタン禁教は完全なものとなり、その後、2 百数十年の長きにわ
たって激しい迫害と布教の途絶を経験することとなる。しかしその中にあって、信仰を堅持
した長崎の人々がいた。潜伏キリシタンは神父不在の中で、ひたすら、それまでに教えられ
たことを堅持したが、よりどころとしたのが『どちりいな

キリシタン』である。

なお、田代菊雄氏によれば、
「信徒が自発的、積極的な慈善事業へ参加していたという点で、
明治以降のカトリックの社会事業と大きく異なっているのではなかろうか」と論じている。xi
また、1630 年代までキリシタンの救済事業は継続していたと言い、精神のみならず、物質的、
肉体的な救いを与えていたと海老沢有道氏の文章を引用しつつその意義を述べている。キリ
シタン慈善事業の担い手がなぜに一般の信徒であったのかは教義問答書『どちりいな

キリ

シタン』をやはり読めば理解できるが、そのなかで、1．「うえたるものにしょくをあたふる
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こと」2．「かつ（渇）したるひとにのみものをあたふること」3．「はだへをかくしぬるもの
にいるいをあたふること」4．「びやうにんと、ろうしゃ（牢者）をいたはりみまふこと」5．
「あんぎゃ（行脚）のものにやどをかすこと」6．「とらはれ人の身をう（請）くること」7．「人
のしがいをおさむること」これなりと 7 挙げている。これらは「じひ（慈悲）のしょさ（所
作）」のうち色身にあたるとしている。色身という言葉自体が本来仏教語で物質的なものから
できている、からだ、肉体に関することである。ついで、スピリツ（霊）にあたるものとし
て 7 つ挙げている。1．「人によきいけんをくはふること」、2．「むちなるものにみちををしふ
ること」、3．「かなしひある人の心をなだむること」、4．「とがのある人をいさむること」、5．
「ちじょくをゆるすこと」、6．「ポロシモ（隣人）のあやまり、ふそくをかんにんすること」、7．
「いきたる人、死たる人と、われらにあたをなすものゝためにデウスをたのみ奉ること」これ
なりとしている。
ここでイエズス会宣教師の社会事業を理解するうえで、3 点つけくわえなければならない。
第一に、もともと大村領に出入りしていたポルトガル船が良港長崎を発見し、その後、1580
年大村領主大村純忠が長崎 ( 正確に記すると長崎町内の 6 か町と茂木である xii) をイエズス会
に寄付し、キリシタン活動の拠点とできたこと（したがってそこに住むほとんどの人々が信
徒となった）。第二に島原半島の領主有馬氏がパートレの派遣を求め、自らも受洗、領内 6 万
すべてキリシタンとなったと言われる。また五島、天草にも広がり領主以下多くの領民が洗
礼を受けたということ。そして、第三にヨーロッパにおいて信者組織であり各地に存在した
ブルーダーシャフトのような信者をつなぐ組織でもあったミゼリコルディア（ジャ）の組な
どに高名なキリシタン大名から庶民にいたるまで、慈善事業に寄進し、自発的に救済活動の
ための組を作ったことである。xiii

3．明治・昭和の修道会の社会事業を経て
鹿児島で、山口で、豊後（大分）で、そして長崎、五島、天草でキリシタン慈善事業はお
こなわれていく。山口はそもそも布教の根拠地であったが、1553 年には信徒たちが自発的に
喜捨箱を置き献金を集め、さらには貧民のための建物建設のための募金も行っている。西洋
社会事業史の中でとりあげられるイギリス救貧法の制定は 1572 年（再編されたのが有名な
1601 年旧救貧法）であり、チャリティ法は 1601 年である。一方、プロイセン地域ではすでに
1522 年に救貧条例が出され、第一に、ゲマインデ（コミュニティ）に貧民救済を命じ、貧困
化したものを共済援助するように求めている。ヨーロッパはポルトガルやイタリア、プロイ
セン、イスパニア、さらに地域地域によって性格はさまざまであるが、互助組織やいわゆる
教区や都市内住民の貧民救済について行政とともに住民が宗教的な基盤、そして団体主義の
もとで共助をおこなっている。xiv このように共時的に見ていくことも重要である（もちろん
わが国の伝統的な貧民に対する歴史でとりあげられる互助やさまざまな治世者の事業も忘れ
てならないが）。その意味で、特殊日本的、ないしは特殊長崎的な取り組みというわけではない。
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長崎においてもミゼリコルジャの組は領主大村純忠の庇護のもと会員を拡大している。
豊後府内についてはすでにアルメイダの事業で述べたが、病院建設は現在のハンセン氏病
患者に対する救済という意味も大きかったと言われる。ミヤコではイエズス会のミゼルコル
デアが行われていたが、アシジの聖フランシスコが創設したフランシスコ会が日本伝道を行
うようになってみやこ（京都）はもとより各地にハンセン氏病の病院を付設したという。そ
れ以外にも、ドミニコ会の管区長バードレ・ナワレトは「飯の慈悲の組」を組織し、棄児の
救済にあたるとともに困難ななかで布教を行ったという。xv
その後の禁制下のなかでの信徒に課せられ、自ら行ってきたものは慈悲の所作であり、7 つ
（心身にあたる 7 つのこと）がいわゆる社会事業に通じ、7 つ（スピリッツにあたる 7 つのこと）
が教育に通ずると言える。2 百数十年の長きにわたって、潜伏キリシタンが信仰を守り、「オ
ラショ（お祈り）」を静かに続け得たのは、この教えを堅信し、また、信者の結びつきと自ら担っ
た様々な事業による。
潜伏キリシタンはまさに、この教えを守り大変な迫害の中で信仰を守り続けたのである。
江戸幕府の末期、幕末となるに及んで鎖国の維持は難しくなり、1854 年の日米親和条約以
降、1858 年の日米修好条約（下田）、日仏、日英、日蘭、日露の修好通商条約等などにより一
部開港（場）、開市（場）されることになり居留地にあっては外国人の居留と外国人の信仰の
自由も認められた。この間、日本の開国にそなえてヨーロッパから続々とカトリック宣教師
（プ
ロテスタント派については宣教師が派遣されてくるのは 1859 年の開国によってである。江戸
末期に琉球等への上陸や宣教の試みはそれまでにもあった（上陸してみたものの信者の獲得
はできず、翻訳などに取り組んだものの撤退している）が居留地や上陸地で宣教の機会に備
える体制を取っていた。
いよいよ、開国となり各宗派が宣教師を派遣することとなる。プロテスタント系の米国聖
公会内伝道協会が長崎を伝統拠点とし、また有名なヘボンやアメリカのオランダ改革派教会
なども宣教師を派遣したが、行動制限があり、思うようには進まなかった。カトリックにつ
いては開国後の日本宣教はパリ外国宣教会が担った。ここで、世界のキリスト教史上画期的
といわれる出来事が起きる。1865 年の 3 月 17 の事である。フランス人宣教師がいる長崎の日
本 26 聖人教会（大浦天主堂：1864 年 12 月に建てられ、1865 年 2 月 19 日献堂式が行われ日
本 26 聖殉教者に捧げられた）に浦上村の潜伏キリシタン 14 〜 5 名がフランス寺を見学に行
き、その長き信仰をひたすら仲間たちと守り続けた隠れキリシタンが、プチジャン神父に会い、
その 3 名の女性信者のひとり「杉村ゆり」が少しの「試し」をおこないそこにおいて、この
かたこそパードレと認識した。
そしてパードレの再来として、信者たちが長く信じていた「バスチャン（聖バスチャン。
日本人伝道師であるが名前は分からない）xvi の予言」通りと歓喜したという。
これが、「神父の発見」である。逆から見れば、そして、キリスト教史からすれば「信者の
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発見」ということになる。200 数十年の長きにわたって信仰を守り続けた潜伏キリシタンから
すればまさに「神父」の発見なのである。
しかしながら、慶応 3 年（1867 年 4 月以降）の「浦上四番崩れ」xvii に見るようにより一層
過酷かつ残酷な仕打ちをうける。そして明治になってもそれは続き、むしろ処刑ではなく、
生きながらにしての過酷さを強いられたのであった。それは、処刑ではなく『説諭によって
改宗させる』ことであったからである。
岩倉具視が 1870 年（明治 4 年）に不平等条約を変えようと使節団の団長として米、欧に赴き、
逆に信仰の自由と宗教弾圧を指摘されたことにより海外から打電し、キリスタン禁制の高札
は撤去されることになる。もともと住んでいた家郷を奪われ、「旅」を強いられた信者は、元
の住処にもどるにせよ、五島をはじめ移住を余儀なくされたところで暮らすにせよ、最も厳
しい生活を強いられた人々となっていた。信仰ゆえの差別と極貧となった人々であった。そ
の人たちに、まさに信仰とともに、生活への手をさしのべたのがフランス人神父たちであった。
信者がむしろ社会事業の対象となったのであり、そしてともに社会事業に加わるようになる。
そこに、今日に通ずる「支えて、支えられる」関係が見て取れる。ド・ロ神父の生涯につい
ては『ある明治の福祉像

ド・ロ神父の生涯』によって仔細に知ることが出来る。 xviii 日本初

の石版術の導入という印刷技術による出版や教育をはじめ、貧しさから間引きや不義の子、
障害を有する子が生を全うすることが出来ないことに対して「子部屋」や準修道会ともいう
べき「女部屋」といった孤児養育、農業や漁業、医療救護、建築・土木、（国の重要文化財と
なっている大浦天主堂に隣接する「旧ラテン神学校（明治 8 年）」の設計施工も）、そして移住・
開拓をはじめ授産事業もおこしていくその取り組みは広範である。なお、著者片岡弥吉氏は
本稿「修道会・社会事業・教育」のきっかけとなった 2017 年の会で語られたポーランドのゼ
ノ修道士を長崎で世話された方で、さまざまなエピソードを家族に話され、家族ぐるみの交
際があったと言われる。現長崎純心大学学長・理事長の片岡シスターの父が片岡氏である。xix
日本に赴く前に、聖ジュリアン教会の助任司祭として、もともと社会事業に従事していた
ことが上記の本に記されている。つまりはそのような素地があったということである。医者
ではないとはいえ、豊富な医学的知識や衛生知識から、地元の信者とともに疫病患者の救済
や療養そして予防に努めたことが記されているが、授産事業では、今も残り名産品となって
いるド・ロ素麺、五島麺が有名である。
キリシタンへの激しい迫害が海外で報じられ、各国政府からの圧力によって、高札が撤去
され、にもかかわらずその後も激しい迫害があり、ようやく収まった後、宣教師プチジャン
司教は移動を強制された信者や、一番自然環境等が厳しい地域に暮らす辺地の信者、隠れ住
んでいる信者を発見することが極めて重要な任務となる。それは広く各地に及んだ。またプ
チジャン司教の派遣元であるフランスの「パリ外国宣教会」はプチジャン司教もそうである
が、日本の各地に宣教師を派遣し、信者を一人でも発見するために過疎地にまで足を運んだ。
そしてそこに潜伏キリシタンを発見するとともに信者以外でも多くの貧困と子供たちの悲惨
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さを見たのであった。はやくからそのような子供をプチジャンらは引き取っている。そして、
そのような潜伏キリシタンをカトリックに「帰正」させるためにプチジャン司教は取り組む
ことになる。この作業は大変で、200 年以上前のキリシタンの教えを守り続けてきて、しかも
土着化し、しみついているわけであるから 16 世紀、17 世紀にさかのぼった違和感ない教理書
や祈祷書等を作る必要が生じた。まさに土着化したからこそであり、その信仰をできる限り
違和感なく「帰正」するためには書物が必要となる。プチジャンはそのために印刷技術を持っ
た神父の派遣を求めた。それにこたえるために技術を習得したうえで着任したの宣教師がド・
ロ神父であった。それにより、後に謂われるプチジャン版宗教書が発刊されたのである。当然、
ド・ロ神父も著作を行うようになり、「慈悲の所作」もド・ロ神父が書き改め、わかりやすく
韻を踏んだものとなっている。xx

4．明治以降の社会事業と修道会の事業
ド・ロ神父は長崎を拠点としたが、明治初頭の過酷なキリシタン弾圧（1867 年慶応 3 年の
浦上四番崩れ xxi や大村崩れ、翌年の五島崩れ、そしてその後の浦上一村総流配（流罪）が止
み、住み慣れた土地を奪われ他所に強制的に、ないしは逃れるように移り住んだ極貧の信者
（そもそもが、長崎にしろ、五島においてもそこに住む住民はキリシタンとなっていたが、ま
たキリシタンであるがゆえにその地に着いたが、そのあと長い鎖国の中で廃れ、ないし転ん
だ人たちと固く信仰を守った住民がいた）たちに対する社会事業、そして地域への社会事業が、
長崎の地域では行われたが、長崎でも対象者は当然そればかりではなく、児童の養育・保護
や施設はカトリックの行う社会事業としては当初からのものであったし、生活困窮者や障害
者、そしてハンセン氏病などの病者に対する社会事業、救護や医療事業が全国で修道会が取
り組んでいく。そのなかには被差別地域への教会の設立など仏教系の宗教組織が取り組んで
いなかった事業もあった。明治初期以前とそのあとでは、プロテスタント系の社会事業も新
たに加わるが、プロテスタント系の社会事業とカトリックの社会事業では強固な修道会の組
織の存在がカトリック社会事業の固有性と両派の展開の違いとなってあらわれる。本稿はそ
れ等については触れないが、明治以前のカトリックの布教と社会事業の取り組みについては、
信者自身が組を作るなどして、信者組織が社会事業に取り組み、また信者もキリシタン慈善
事業の担い手であったことはすでに田代氏の指摘として紹介したとおりである。
プロテスタントの社会事業については阿部志郎・岡本栄一監修の『日本キリスト教社会福
祉の歴史』によって特に網羅的に女子教育や高等教育への取り組みについて道筋を知ること
が出来る。
明治、大正、昭和、そして昭和も戦前、戦中、戦後と区分けするとその時々でわが国のキ
リスト教系の教会や牧師、学校、修道会、神父による社会事業は当時の政治体制や公的福祉
との関係でプロテスタント系やカトリック系でも違いがみられ、主たる関心も異なっている
場合もある。一方、全体の民間社会事業界のなかでの時代の空気や雰囲気のなかでどう主体
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的に取り組もうとしたのかは社会福祉思想との関係や主導した人物による個性や問題意識の
違いから一つ一つが厳密に見ていく必要がある。社会事業史の領域であり歴史研究によらね
ばならないが、上記の『日本キリスト教社会福祉の歴史』と『日本カトリック社会事業史研究』
を対照して読み進めるとその違いが明瞭である。
なお、私立大学が創立される中で、高等教育機関としての大学での社会事業専門教育が行
われ始めるが、東洋大学や龍谷大学等の仏教系が先鞭をつける。その後、同志社（1931 年）
や明治学院（1925 年）が神学部や神学科の中で教育を始め、神学部出身者が社会事業に取り
組む。また神学部や神学科から分科するかたちでないし学部内に社会事業専攻や社会事業科
が作られていく。女子教育では、神戸女子神学校が 1931 年に社会事業科を創設する（その後
廃止）、同様に関東学院も 1928 年に社会事業科を開設するがその後廃止された。このように
キリスト教系の大学では神学部の中に社会事業についてのコースが当初設置されていたこと
は民間社会事業のあり方として重要な出発点といえるし、私学におけるカトリック系大学に
おける社会福祉学科のあり様ということから、社会福祉や社会福祉教育の現代化はもちろん
重要であるが、再び認識しておくべき事柄である。
なお、当時の日本女子大学校について、キリスト教系学校ではないものの触れておく。そ
の後の日本女子大となる日本女子大学校では、生江孝之が教授を務めたことから多くのキリ
スト者が社会事業教育に協力し、その後の社会事業学部を開設することになった。そもそも
ヨーロッパの女子高等教育の歴史をたどれば、ベルリンのザラモンなどの社会事業学校が必
ず取り上げられる。ソーシャルワーク教育について、志ある女性が専門性を確保するための
専修課程として設置され、それが女性に対する教育史のなかで出て来ることは職業につく女
性子女教育として考えるとこれはまた一つ重要な視点ともいえる。最近改めて、女子大学で
職業をもつ女性への教育という観点から社会福祉教育を行うところが新規や改組の設置申請
を行っている。一方、既存の学校にこのような認識が時に薄れていることも指摘しておきたい。
わが国における女子修道会はまずは何に取り組んだかといえば社会事業であった。もちろ
ん東北や北海道、そして九州や岡山を含めて潜伏キリシタンの発見につとめたことはフラン
ス宣教師会の神父の方々と同様である。あわせて子女に対する教育、宣教という意味での教
育事業に取り組む。
堕胎に関してザビエルが信徒に戒めたことにあるように、また宗教倫理からして、生命と
尊厳ということを考えるならば生まれてきた幼児に対する様々な取り組みは、ある意味、有
無を言わさず取り組むべきことであった。したがって一つはそのような乳幼児、そして遺棄
された子供たちへの修道会の取り組みは当初からあった。これは社会事業である。そしてそ
のような子供たちへどのように援助を行うのか、支える人材として幼児教育や保母教育とい
うのは修道会の取り組む教育事業であった。

5．女子修道会の果たしたこと
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女子修道会が 16 世紀、それまでの外の社会や地域とは隔たった閉鎖した世界ともいえる黙
想修道会から活動修道会として人々に積極的にかかわるようになることはすでに述べた。開
国が間もないことをプチジャン司教はシンガポールのサンモール会修道院長メール・セン・
マルチドに連絡し、そこからさらにパリのフォドアス総長にマルチドが打電し、それにより
フランス人修道女 4 名を伴い来日する。まずは横浜で、外国人子女教育を行う「サンモール
スクール」を開校するとともに貧困児童への教育にもあたることになる。到着後出会う人々
を見て取り組んだのが、孤児、捨て子、困窮した子供の保護であったから「仁慈堂」と呼ば
れた。これを出発点として 1874 年に「菫（すみれ）女学院」が設立される、後に 1899 年か
らは「紅蘭女学校として認可を受け一般家庭の子女を教育する事業となった。
収容児童はその後 482 名を数えたという（1897 年（明治 30 年））。興味深いのは、学齢以下
の子供は里親に預け、学齢期に達すると寄宿舎制の学院に入れ、18 歳を過ぎると嫁がせたと
いうことである。横浜では日本人の修道女も加わる。スール・マルグリッド（山上カク）は
18 歳に修道会に入り，修練ののち、76 歳で亡くなるまでに人々への奉仕を行い、戸籍の無い
子どもやハンセン氏病にかかった人々を庭の小屋に住まわせ献身した。生涯で孤児だけでも
3600 人以上を世話したと言われる。このようにサンモール会は当初から日本人修道女も養成
し、活動修道会として組織的に社会事業に取り組む。
サンモール会は当初断念したが数年後には東京での活動として 1875 年に築地居留地に修道
院を開設するとともに外国人子女の教育と富裕層の日本人も入学する寄宿制の学校を開設す
るが、重要なのはむしろ、困窮者の子供や捨て子・孤児を収容する孤児院をつくったという
ことである。また、当時は日本人富裕層の子女はあまり集まらなかった。そしてむしろ貧困
地域において貧困者への事業を行っていると地域では認識されていたとのことである。築地
の孤児院と学校という社会事業と教育事業の両方を行ったが、実際にはむしろ、孤児や貧児
の救済、病人の学校が中心であり教育事業はそのあとに知られる。したがって、サンモール
会は「貧しい者たちの会」として知られていたという。築地の社会事業としての貧児への取
り組み、すなわち孤児院と、布教の意味もある富裕な子女教育では、学校の入り口が一緒で
は誤解を生むために正反対にするなどの工夫をした。なお、築地から麹町区に移転して高等
女学校令に基づく女学校としたのが四谷の雙葉（したがって、孤児院と孤児は横浜の学校に
ひきとられることとなる）である。また関東大震災によって築地から移転したのが田園調布
雙葉である。サンモール会はその後、私立女子語学校や私立（財団法人）新栄女子尋常・高
等小学校の設立し認可を得ている。中学校課程にあたる私立女子語学校以外はその生徒のほ
とんど孤児院の子供たちであったという。そのため一般子女（中・上流の子女）の入学者は
集まらなかったという。同じ机に並んでともに学ぶことを親は避けたのである。したがって、
私立女子語学校は先に述べたように築地から麹町に土地を得て、雙葉となるのである。これ
は貧困者のための施設という定着したイメージを取り払うためには、孤児院を廃止し、場所
を変えることが必要であったのである。ここに当時の慈善事業と教育事業の両立の難しさが
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存する。
サンモール会以外にも、幼きイエズス修道会、シャルトル聖パウロ修道女会やマリアの宣
教者フランシスコ修道女会、聖霊泰侍布教修道女会をはじめ明治期に修道会修道女がわが国
に訪れ子供への様々な事業やハンセン氏患者への治療を志し志願した修道女が病院や医療施
設を設置している。女子修道会はこのような社会事業および医療事業などとともに教育事業
も行ない、たとえば、シャルトル聖パウロ修道会は函館に到着し、孤児院をスタートさせて
いる。xxii 授産施設などにも取り組むとともに、東京でも修道院を設置し、麻布で事業を行っ
ている。東京の白百合学園もそうであるが、全国の白百合学園はこの修道会が出発点であるが、
その地、すなわち東京や新潟、仙台・、盛岡、八代（熊本）などで孤児院、授産所、施療事業（病
院）などを開設している。幼きイエズス修道会はプチジャン司教からの禁制下時代から重ね
て依頼していたものであり 1877 年にフランスのシェファイユを出発し途中ナポリでプチジャ
ン司教と合流し、長崎にまず到着し、その後神戸に上陸した。ただちに 4 名のフランスから
の修道女が孤児たちの世話を始めた。これが「センタンフェンス」とプチジャン司教より命
名された「神戸女子教育院」となる。神戸で初めての児童保護施設である。もちろん修道院
も建設する。さらに大阪、長崎、岡山、京都、熊本と各地に後に社会福祉の歴史のなかで名
を残している事業や施設を始める。大阪と岡山だけをここでは取り上げる。大阪では当初の
場所から居留地に居を移し、修道院と児童保護施設を開く。「信愛女学院」により組織的な教
育事業に取り組むが当時の上流人士が修道女から西欧の様々なことを学ぶ場ともなっていっ
た。居留地というのはいわば日本が西欧の空気や文化そのほか新しく、知らない世界や西欧
の上流な文化を興味深く知る場所でもある。いわゆる「ハイカラ」文化で、そのような都市
や街の雰囲気というのは今日も各地で歴史の古層からその上に新たなものが層を作られるが
それでも残されている。表層的な現代の地層だけを見ていてはその本質やなぜ現地点ではこ
うなのかという判断や基準が生まれない。その後、信愛幼稚園や信愛女子小学校を設置した
がこれらは当初はこの施設の孤児たちの教育が中心であったと記されている。xxiii もちろん修
道院も建設している。長崎では修道院、授産所、児童養護施設（その後の「マリア園」）など
を設立している。岡山のノートルダム清心女子大（女子中・高等学校併）はこのフランス修
道女が岡山で作った岡山女学校（1886 年）がマイカイ女学校となり、1911 年に清心高等女学
校と名称を変えたのち、1924 年にアメリカ合衆国のマサチューセッツ州内のナミュール・ノー
トルダム修道女会が継承し今日に至っているものである。
このように別の修道会が事業継承を行うということがしばしばその後も行われている。
マリアの宣教者フランシスコ修道女会は熊本、札幌にフランス人修道女が志願しその地に
赴いている。先に触れたハンセン氏病患者への支援である。救ライ事業により、母親が亡く
なった孤児を育てるということが出発点になって孤児院も開設した。札幌では 7 名のフラン
ス人修道女が派遣されたが、札幌での女子修道院の設立を目的に（その前に男子のフランシ
ス都会宣教師が来日している）としていたが、
1911 年には「天使病院」を開設している。また、
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教皇ピオ 11 世（クアドラモジェジモ・アンノ = 補充性原理を社会回勅で示した）が高等看護
教育にシスターがかかわることの重要性を説いたことから東京と札幌でそれぞれ看護の専門
学校（厚生学院）を設置し看護教育を始める。札幌の専門学校が後の現天使短大その後の大
学であり、東京の専門学校が旧聖母看護看護短大そしてその後の大学である。xxiv
なお、女子修道会が病院や施療事業にも取り組むが、看護が中心としても医師の存在が欠
かせない。一方、看護が医療類似行為を行うことで地元の医師会とのトラブルが発生するな
どした事例も見受けられるが、カトリックの洗礼を受けた、ないしは神父となった医師がカ
トリック医療では重要な存在となった。また司祭が病院の院長となり医師を雇用するという
形を取ったものが見受けられその後名だたる病院となっている。また大正・昭和期には医師
でカトリックの神父となるものが現れる。東大で恩賜銀時計組と呼ばれる東京帝国大学の俊
才の戸塚文卿は医学部を卒業し、北大医学部助教授の後、はやり銀時計組で司祭となってい
た岩下壮一の強い勧めで司祭となった。この両神父によりカトリック医療事業は大きく広が
りと専門性、そして全国のカトリック系病院等の基礎を作ったと言われている。ともに暁星
出身である。
戸塚文卿司祭は、聖ヨハネ汎愛病院やすでに触れた xxv 国際聖母病院、聖ヨハネ分院・聖心
病院、桜町病院などのちに高名となる医療機関の創設に尽力した。
後に述べるように上智学院もかつては病院を有していた。
聖霊奉侍布教修道女会については、もともと男子修道会の「神言会」が 1907 年（明治 40
年）に来日し、宣教・司牧活動を秋田で始める。それは「神言会」の創立者のヤンセン神父
に 1896 年にウィーンで会い、日本において布教活動を行うためには教育事業が布教手段とし
て有効であることを、プロテスタント系が早くから教育事業を進めたことに遅れを取ってい
る事情があり、カトリックも教育事業を行うことを要請したことによるという。そのような
ことから秋田で女子のための学校を開設するために聖霊会を呼んだという事情があるとのこ
とであった。したがって男子修道会の「神言会」の宣教・司牧活動に協力するために来日した。
明治期の来日ではあるが、活動が活発化するのは大正になってからで各地で教育事業その
他に取り組むが、1914 年（大正 3 年）金沢に聖霊病院（俗称ドイツ病院）も開設しているが、
第一次世界大戦の勃発により「敵性」となり、第一次世界大戦後はマルク暴落で、その後病
院としては閉院している。ただし養護施設や乳児院は聖霊愛児園や聖霊乳児院として事業を
継続した。xxvi
大正・昭和期にはさらに多くの女子修道会が教育事業や社会事業に取り組む。本来公平を
期すためにそれらについて記せねばならない。そして各地にいかに修道会による学校教育事
業への取り組みや社会事業の実践がなされたか小さい取り組みのなかに大切なものが多くみ
られ、取り上げるべきであるが紙面の関係で省くことをご容赦いただきたい。筆者は今回改
めて修道会の果たした役割について多くの学びを得た。
ベタニア、サレジオ学園、カリタス、御園、小林聖心などを含めて全国で当初は社会事業
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を行っている。その後、ないし社会事業とあわせて教育事業も展開しており、今日に至る教
育事業の根幹の部分には社会事業があったこと、一方当初プロテスタント系の学校教育（中等・
高等教育）に出遅れたと言われるカトリック界が教育事業に全国で積極的に取り組んでいく
姿を見ることが出来る。今日、上智大学では一般入試以外に、カトリック推薦という特別入
試の制度が公募、海外就学生等の入試制度とともにあるが、カトリック推薦の高校名を見る時、
仮に名称は変わっていても源流をたどるとここで取り上げられた修道会以外でも多くの修道
会が母体となっておこなっている教育事業として今日に引き継がれていることを改めて認識
することが出来る。

6．上智大学の創設と社会事業
明治期に高等教育機関の開設を目的として日本に再来日した、ないし初めて来日した修道
会が二つあるという。xxvii
1908 年（明治 41 年）の「イエズスの聖心会」と 1909 年（明治 42 年）のイエズス会である。
聖心会は 1915 年に聖心女子学院高等専門学校を、イエズス会は 1913 年 3 月 28 日文部省から
専門学校令による文学部と商学部からなる大学設立の許可を得る。しかし、大学の広告自身
が 3 月 31 日に掲載されたことから、4 月 21 日に入学してきたのは 15 名に過ぎなかった。xxviii
イエズス会に限って述べれば、この総合大学としての大学をイエズス会が開くことについて
は、もともとは 16 世紀にさかのぼるわけであるが、1903 年、ドイツからインド経由で来日し
たヨゼフ・ダールマン師が信者よりイエズス会士の派遣を要請され、それをバチカンに伝えた
ことが発端といわれる。教皇より、アメリカで展開する単科大学（コレギウム）ではなく総合
大学（ユニベルシテート）として作るようにということでその後、バチカン特別大使のオコン
ネル司教（のちの枢機卿）が明治天皇に謁見するとともに、文部省の意向を確認し、可能性あ
りとして

法王聖座（法王庁）に報告した。ピオ 10 世は、1906 年 9 月イエズス会総会の開

催にあたって正式にイエズス会が日本でカトリック大学を設立するように要請した。それに伴
い 3 名の神父と後に学長となる哲学者ヘルマン・ホフマン師と俊才のソルボンヌ大学卒業の土
橋八千太師の両名を連れて 1908 年が横浜に上陸する。それらについては注に記したものによ
り、また上智 100 周年記念に出された書物・ビデオ等で仔細を知ることが出来る。xxix
その後、1918 年に他大学（早稲田大学・慶応義塾大学）は専門学校令から大学令による大学
に昇格できることとなり大学となったが、ドイツに多くを依存した資金確保が第一次大戦やマ
ルクの下落による困難を極めたこと、そして関東大震災の勃発等で 10 年遅れることとなった。
上智大学が昭和 4 年（1929 年）大学令による大学に昇格する件が、文部省より認可された。
もちろん、その時代的「雰囲気」というのはあったであろうが、イエズス会が 1549 年にザビ
エルが鹿児島に上陸以降、そして「ミヤコに大学を」というミッションを実現したその翌々年
の昭和 6 年（1931 年）には社会事業に着手するのである（（昭和 4 年以前に教育機関としての
上智はすでに設立されていたことはすでに述べた）。なお、その頃、コルベ神父は、昭和 4 年
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（1929 年）にローマに赴き、宣教計画を相談し許しを得たのち、ピオ 11 世の祝福を受けた。xxx
そして昭和 5 年 3 月マルセーユを 5 名で出発した。途中 2 名を上海にとどめ、昭和 5 年 (1930 年 )
の 4 月 24 日にゼノ修道士とヒラリオ修道士を伴い長崎に到着し、
出版物「無原罪の聖母の騎士」
誌を刊行するとともに、翌年の昭和 6 年には聖母の騎士修道院を設立している。1 なお、聖母
の騎士修道会は長崎で聖母の騎士聖フランシスコ修道女会 ( 中山和子シスター ) の設立を考え、
支援している。女子修道会はその後当地における様々な社会事業の担い手となっている。また、
コルベ神父が日本への宣教を考えたときにローマに研学中の神学生であった里脇浅次郎神学
生 ( 後の枢機卿 ) から長崎司教の早坂久之介神父宛てに紹介状を送付してもらい、その後長崎
での生活の支えとなった。江角ヤスシスターの場合も同様であるが早坂師は大きな役割を果
たされていることが理解される。xxxi
大学昇格に伴い教授陣は強化され、そうそうたる人物が就任している。また多くのイエズ
ス会士で碩学の諸先生がドイツを中心にベルギーからも参じた。その中の一人がフーゴ―・
ラッサル師である。ドイツ生まれの師はイエズス会管区長、そして寄宿舎の舎監もされた。ラッ
サル師は管区長となると四谷の SJ に移らなければならないことから、引き続き社会事業の拠
点に居りたいこともあり、広島に本部を移すなどもした。多くの SJ の神父の方々が岡山や広
島からという方が多いのも広島学院があるということだけでは無いようである。
フーゴ・ラッサル神父は上智大学学生の協力のもとに翌年には生活困窮家庭への救済事業
を開始する。三河島の貧民街に 4 戸のバラックを借りて、上智セツルメントを開設したので
ある。上智大学の 2 名の男子学生（ただし、『50 年史』による年史（57 頁）によれば、7 名の
学生の名が記されている。そのなかには後に経済学部教授となる品田豊治氏の名前を発見で
きる。また『50 年史』には品田教授が「50 周年に想う」（7 頁）を寄稿している。なお、筆
者は上智大学の学部時代（文学部社会学科）に品田教授の授業を履修したことを覚えている。
このたびの執筆で品田先生が若きころセツルメント運動をされていたことを初めて知った）
と、さらには聖心女子学院や雙葉女学校の生徒が助けたと記されている。xxxii その後、三河島
から町屋へ移転し xxxiii、さらには診療所も開設することになる。その年の昭和 8 年（1933 年）
にはイエズス会が町屋に上智厚生館町屋セツルメントとして開設し、翌年の昭和 9 年（1934 年）
に財団法人上智社会事業団の設立許可がなされる（ちなみに当時は上智学院も財団法人立で
ある。現在の学校法人制度は注に記しているように憲法 89 条の規定により、本来自由に行う
べき教育や慈善、宗教について公の支配に属しないわけであるから公金や公の財産を供する
ことが出来ないという規定ゆえに、公の支配のもとでの法人制度ができれば公金を支出する
ことが出来るという解釈から、学校法人制度と社会福祉法人制度が戦後生まれた。したがって、
この時点では私立の学校は学校法人という法人「種」は存在せず、財団法人が私学を経営し
ていたわけである）。財団法人上智学院の経営下の上智社会事業団を別個の財団法人上智社会
事業団に改組独立したのはその後の 1936 年となる（ラッサル師理事長に就任）。これにより
経営分離を行う。歴史記述で財団法人となったことについて二つの年（1934 年と 1936 年）が
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記されているのはこのような事情からである。
1940 年（昭和 15 年）に、第二代館長としてミヘル師が就任した。また、同年、
「上智カトリッ
クセットルメント」を上智厚生館に名称変更した。
上智の町屋をはじめ社会事業の取り組みを考えると 3 人、そして前後の二人を含めると 5
人のイエズス会ドイツ人神父の果たした役割が大きい。それぞれが個性と固有性を有し、発
揮するものが異なる。このことが逆に広がりと教育へとつながる。活動修道会にあっては社
会事業と教育事業の両輪があり、また「どちりいな

キリシタン」の慈悲の所作にかかわる

前半の 7 つは社会事業に結び付くものである（それに比べて後者の 7 つはある意味「教育」，
知を知る、学び教えるというところに特質がある）。イエズス会神父は社会事業に取り組み、
ミヘル師は荒川を拠点としてセツルメントに従事していたし、フランシスコ・マイエル xxxiv
は神学生と住み込み社会事業に取り取り組む事業家としての側面が強い。マイエル師とのち
に上智大学に社会福祉コースが設けられた時の創設時からのメンバーとなる当時の篭山京北
海道大学教授との関係については篭山氏自身が、『篭山京著作集』で詳しく論じている。この
書において、「マイヤー神父とその弟子たち」として、セツルメントや自動車工場について細
かく触れ、また「マイヤー神父との xxxv 出会い」についても詳しく記している。渋沢氏など財
閥につらなるカトリック信者の方の支援も受け、・ヴィレッジ（愛児館）xxxvi をはじめ、青少
年福祉、自動車整備などの職業教育、さらには豊島に老人ホームを設置している。それらの
事業資金等についてはやはりイエズス会のドイツ神父ルーメル神父の果たした役割が大きい。
ドイツでの寄付の獲得や財源のための様々なことに誠心誠意尽くされたと言われる。マイエ
ル師が取り組んだそれらの社会事業はその後それぞれが別個の、民間社会福祉法人となり宗
教色は消えており、沿革にもあまり触れられていない、ないしは多少不正確な記述が見受け
られる。
ミヘル師が第二代館長に 1940 年に就任したことはすでに述べたが、「上智カトリックセッ
ツルメント」と上では表記したが、社会福祉法人上智社会事業団

の『創立 50 周年記念誌（昭

和 6 〜 56 年（1931 〜 1981）では「セットルメント」となっている。この記念誌については、
白柳誠一東京大司教（当時）、イエズス会日本管区長ヨゼフ・ピタウ師が祝詞を、ラッセル師
や品田豊治上智大学教授（当時）が文章を寄せている。その文中においてもいずれもセット
ルメントとしており、年譜（57 頁以降）においても同様であり、全体を統一して用いている
（なお、上智社専の『上智社会福祉専門学校創立 25 周年記念誌」ではこれを踏襲し「セット
ルメント」としている。（9 頁）。一方、NPO 法人ミゼ福祉基金が 2015 年 5 月に上智大学 100
周年の記念の年に「上智カトリックセッツルメントの足跡」と題する文集を配布し、その後、
『上智セッツルメント写真集

1931~1967』を発刊している。ミヘル師を慕う当時のセットラー

の方々が町屋の子供会や尾久子供会などを含めて昭和 30 年当時の写真を多く掲載し文章を寄
せている。古谷毅氏が元セットラーとして「写真集に寄せて」のなかで上智大学・OB・今後
の現役学生に対しても期待を語っている。また、この写真集では、すでに出た社会福祉法人
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上智社会事業団の『50 周年記念誌年史』では、戦後の学生活動が欠落していることから、元
セトラーによる記録や文章が無く、学生活動のパートナーであった上智厚生館の保母、職員、
聖心女子大学生の活躍、カトリック町屋教会信徒等の記録が無く無念であること、多少なり
ともこれらを補うために、学生活動に絞って写真集を出版したと「おことわり」（83 頁）で書
かれている。なお、膨大な資料が残されたままになっていることも記されている。84 頁の上
智カトリックセッツルメント活動年表を含め文集・写真集ともに「セッツルメント」で統一
されている。なお、写真集では三河島の建物で現在の表記と逆並びではあるが「上智カトリッ
クセツルメント」
「ソフィア子供會」の看板が活動拠点として写真で掲載されている（なお、
写真集ではラッサル師についてラサール師としている）。『記念誌

からしだね』では「セッ

ツルメント」であり、上智大学の 2013 年、上智大学創立 100 周年（上智短大創立 40 周年、
上智社会福祉専門学校 50 周年）の公式サイトでは上智社会福祉専門学校のついての記述では
「セッツルメント」としている。なお、『写真で振り返るソフィア
50 年のあゆみ

上智社会福祉専門学校

The 50-Year History of Sophia School of Social Welfare』では現代的用語で、
「上

智カトリック・セツルメント」として説明している（ここでもラサール神父と表記している）。
出典としている資料によりこのような表記の違いが残っており、どちらにも表記については
妥当性があることから本論では、上智カトリックセットルメント、上智カトリックセッツル
メントの両方の言葉を用いている、それはこのような事情によりあえて統一表記を避けた。
なお、現代的な説明部分ではセツルメントと記した。
戦後、上智厚生館は再建され、上智厚生病院、上智厚生館保育所となる。戦後は 1950 年（昭
和 25 年）成立の社会福祉事業法、また社会福祉法人制度が創設されたことから、1952 年（昭
和 27 年）に社会福祉法人上智社会事業団（法人理事長ミヘル師）となる。社会福祉事業とし
て保育を行うことになった。戦後まもなく、1947 年（昭和 22 年）に保育所を開所したが、前年、
45 年空襲で全焼したにもかかわらず、長屋で子供会や託児所を再開している。そして 1946 年
（昭和 21 年）には焼け跡に平屋の事業館の再建しようと建築に着手している。そして、翌年
開設したわけである (1948 年に児童福祉法による保育所認可を受け、1952 年 ( 昭和 27 年 ) の
社会福祉事業法施行により 5 月、先の社会福祉法人に移行するとともに、翌年 (1954 年 )、保
育所認可を受けている。1967 年（昭和 42 年）10 月、上智厚生病院の開設の許可が出ている（53
床）。なお、1985 年 4 月ルーメル師が第二代理事長に就任したが、翌 1986 年、一年数か月足
らずで退任している。
焦土と化したわが国で、教育機関としての上智大学は再建されていく。敗戦により国民自
身が困窮する中で昭和 22 年 (1947 年 ) 共同募金制度なども生まれたが、多くの浮浪者が目に
見える形で多数おり、戦災孤児だけで数十万といわれ、住む場所無き人々が蝟集するバタヤ
部落が各地にあった。そのなかで浅草墨田川沿いのバタヤ部落が「蟻の町」として有名となる。
そこに、ゼノ修道士が訪れたのは 1950 年 ( 昭和 25 年 ) である。すでに各地でゼノ修道士は活
動しており、長崎にも長期間逗留している。このときに片岡弥吉氏が親しくお世話をしてい
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る。「蟻の町」はのちに映画化もされ、北原玲子氏の短い生涯と蟻の町での献身的な取り組み
が有名であるが、そのきっかけを作ったのがゼノ修道士と、それを伝えた当時の朝日新聞夕
刊の記事だと言われている。xxxvii このような時代のなかで上智厚生館も社会事業を行っていた
のである。ただし、すでに述べたように、当初はセツルメントであったが、戦時中、そして
敗戦後取り組むのは児童福祉、具体的には保育であった。この厚生館の事業の転換に寄与し
たのが長崎純心を創設した、またその母体の女子修道院長崎純心聖母会を創設した江角ヤス
である。セツラーではなく、専門性を持った保母が担う児童福祉としての社会事業にする以上、
人材を得ることが大切であった。昭和 45 年（1960 年）、厚生館館長から修道女派遣の要請を
受けた。すでに長崎において教育事業（幼児教育事業）をおこなっていたからである。13 名
の修道女が通常の「従順の命」ではなく、志願として 13 名の修道女が厚生館で幼児教育に当
たることになる。その後 20 年間派遣は継続したという。文献によれば相当な劣悪な周辺の空
気やゴミ汚染などの環境のなかで 13 名は仕事をしたと記され、汚染と過労から病に倒れたと
いう。江角ヤスは心を痛め常に上京の折は、この地を訪れ、また花の苗を持参し、植え続け
たという。「町屋の庭に花を育てて、花の美しさが感じられる子どもを育てること」(131 頁 )
を夢としていたとのことである。xxxviii
なお、長崎純心大学、長崎純心聖母会は教育事業と社会事業を行うが、教育事業と社会事
業が結びついたところで地域の関係者や教育機関とつながりを持っていく。たぶんに各地に
おける修道会や修道会系の教育事業や社会事業は地域で様々な形で関係者とのつながりを、
長い地域における関係性のなかで育んでおり、それは貴重な資産であるとともに継承し発展
させていくべきものとも考えられる。長崎純聖母会は原爆投下の後の被ばく学生たちに対す
る支援や看護とともに医療機関と協力して原爆被爆者や後遺症を抱える方々に対する施設等
の社会事業に取り組む。その際現在の国立大学法人長崎大学医学部との関係が生まれており、
長崎という蘭学や西欧医学の窓口であるとともに宗教との関係において、その関係性があっ
たことが今日、私立である長崎純心大学と国立大学法人である長崎大学医学部との協働や共
修の基礎となっている。医療と福祉の連携ということが言われて久しいが、国立大学の医学
部は同一県内の地域においける福祉領域の教育機関のカウンターを見出すことが難しいと言
われているが、長崎の例は珍しいものといえる。xxxix また、2011 年から上智大学と長崎純心大
学とは国内留学型の学生交流の連携協定を結んでいる（同年、藤女子大学とも協定を締結し
ている）。これらは国内カトリック学校との連携の推進としておこなわれている）。

7．社会事業から社会事業のための教育事業～学問性を重視したが故の教育とそ
の実践～
ハイドリッヒ神父は 1922 年イエズス会に入会し、1933 年にイエズス会士として来日し、岡
山で日本語を習得したのち、荻教会や岡山教会、宇部教会などで主任司祭を務めたのちに、
1953 年に上智大学に赴任された。岡山教会は広島教区の中心であった。最初の任地が広島教
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からしだね』にテオドール・ヘルブリュッゲが「ハイドリッヒ神父

を偲ぶ」を寄せておりそこでの記述（20 頁）が広島教区となっている。）それには事情がある
ことはすでに少しふれた。マイエル神父とはご性格もそうであろうが、指向性が違うことが
上智の社会福祉教育の大きな転回点となったことは幸いであった。xl
1953 年に東京に着任して、社会倫理と宗教、神学講座を担当する。ハイドリッヒ神父は多
くの関係者が語るように「常に社会問題に対して、深い関心を持っていた」という。xli
そのうえで、神学講座を 1954 年から引き継いだことから、それを充実させ宗教科教育職員
免許の取得ができるようにしたことにより修道女も多く履修した。そのかかわりを通じて「日
本の各地で修道会などの経営する社会福祉施設の専従職員の現状を知り、神学教育と社会福
祉の教育を結ぶ必要を感じ始めた」という。xlii
このような現任職員に対する教育の為昭和 39 年（1964 年）に社会福祉主事養成機関として
上智大学社会福祉専修科が生まれる。xliii 社会福祉主事と保育士の教育はここに始まる。保育
の重要性はすでに述べたようにイエズス会の乳幼児に対する社会事業の長い伝統ということ
もある。女子修道会の果たした役割については既に述べた。上智厚生館における社会事業と
してのセツルメント事業を転ずるということから、長崎純心大学創設の女子修道会、江角ヤ
スの協力により幼児教育に着手した背景があり、きわめて重要な教育事業と社会事業をつな
ぐものでもあった。
このような実務者やプロフェッショナル教育を行う場合、実習の真の重要性に気づいてい
た関係者は少なかったし、医学のような臨床教育の比較において、その実施体制や考え方、
またその厳しさについて、現場も教育の世界でもその違いについて認識しておくべきである
「knowledge
が、今日でも不十分である。また当然のことであるが臨床教育はその前提として、
domain( ナリッジ・ドメイン )」を多く獲得していなければ、そもそも成り立たない。不十分
な知識や知識なしの実践などあり得ないし、臨床教育の体をなさない。高等教育機関におけ
る「knowledge domain( ナリッジドメイン )」については 3 つに分かれる。事実（fact）のナリッ
ジドメインと理論（theory）のナリッジドメイン、そして臨床のプラクティカルナリッジド
メインがあり、その多くを学術として学問として獲得することが前提で、のちに述べるよう
に上智大学の社会福祉のコースや社会福祉学科の創設にあっての考え方はこの考え方である。
そのうえで、そうであるから、一定のスキルの獲得とともに、別途実習するということなの
である。スキルが生かされるか、何に使うかはナリッジドメイン無しにはその意味付けさえ
も見いだされない。単純なまた我が国における底の浅い認識の実践や実習の重要性とは異な
るのである。ナリッジドメインの獲得なしの、実践と理論の統合などあり得ないわけである。
ハイドリヒ神父は、母国ドイツを基本型として考えていく。
社会福祉の専門学校をつくる際に、ドイツを母国とするハイドリヒ神父は、ドイツにおけ
る社会事業教育の常識からひとつは大学において学問として研究することとともに、社会福
祉における実習の重要性にかんがみ、実習施設を作る必要を考え、それでできたのが上智大
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学付属保育所（保育園）であった。実習施設として位置付けたわけである。これが先の「う
めだ子供の家」である。
なおハイドリヒ神父はイエズス会の神父の当時のスタイル・志向では教育系であって、ド
イツ人神父で社会事業に取り組んだ方々とは違った志向であった。既に述べたように、この
ような個性や個別性、神父自身の固有性が上智大学の経営のなかでなかなか見えにくいとは
いえ、厚みを増すとともに重要な決定時に大きな役割、変革の主導者であったことが今回の
極めて限定的な歴史的経緯をトレースする作業の中で初めて理解できるものであった。これ
はわが国の一般の私立大学等の歴史を見ているなかで特異な、カトリック系教育機関の特色
とも言える。
日本教育学の歴史の中でモンテッソーリ教育の導入や実践がどのように行われたかという
ことについてここで触れておかなければならない。それは、社会福祉や社会事業についての
取り組み、実践と教育とが結びついている事例を見るからである。
日本モンテッソーリ協会は 1968 年（昭和 43 年）に発足しているが、1970 年（昭和 45 年）
には上智大学に上智モンテッソーリ教員養成コースが発足している。このような経緯は何に
よるのであろうか。
ハイドリッヒ神父は、昭和 40 年（1965 年）8 月 15 日に日本で初めて、障害児のために「モ
ンテッソーリ子供の家」（認可は同年 10 月 1 日）を設立している。そして、先のテオドール・
ヘルブリュッゲ氏の「ハイドリッヒ神父を偲ぶ」によれば「その計画（ドイツ語の原語では
プログラム）をよりよいものとするために、世界中に、適当な教育方法がないかを探し続けた」
（20 頁）という、そこで、このテオドール・ヘルブリュッゲの施設（当時はギュル通り（原語
はシュトラッセ）を 1968 年に訪れるのである。これが出会いであり、上智の神父ならではの
行動力の原型を示すものといえよう。xliv なお、ヘルブリュッゲ氏はその後 2 度うめだを訪問
している。
この「ミュンヘン子どもセンター」では「早期診断」と「早期治療」そして「社会統合 xlv」
の 3 つのプログラムがおこなわれており、これはまさにハイドリッヒ神父ご自身がその必要
性を強く認識されていたことであった。このようにしてプログラムは梅田において実践され
ることになる。「モンテッソーリ子供の家」は、正式名は上智大学付属うめだ「子供の家」で
あり、その年に、同所に上智社会福祉女子学生寮「ソフィア塾」（社会専修学校（専門学校）
に通うカトリック女子学生のための人間形成の場とするとともに寄宿舎とした。上智社会福
祉カトリック女子学生寮とも言った）も開設されている。後者は学生の人間形成の場として
開設されたものである。xlvi 同年 10 月 1 日東京都に認可されたが、初代園長には上智学院理事
長ジノ・ピオヴェザーナ神父が就任している（第二代園長としてやはり上智学院理事長ヨゼフ・
ピタウ神父が 1968 年就任）。
このような梅田での実践はモンテッソーリ教育法として知られるところとなり、組織的に
学びたいという要望が寄せられる。そこで 1970 年に上智モンテッソーリ教員養成コースがク
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ラウス・ルーメル神父を委員長として設立されることになるが、ここで興味深いのは、翌年
の 1971 年から、理論科目は上智大学、実践科目はうめだ「子供の家」でおこなうことになっ
たということである。もともと、将来、教会を建てるために用意した土地を使って実践の場
とした（後に、ハイドリッヒ神父の願いは実現し、1987 年春、その地に梅田教会が完成し献
堂式がおこなわれた）。上智大学モンテッソーリ教員養成コースはその後、幾多の組織変更に
よる移管おこなわれ、上智大学学務部から学事部へ、そして最後は公開学習センターに移行
しその後平成 19 年に閉講となる。
1972 年に、それまで上智大学付属という形でのうめだ「子供の家」の経営が学校法人上智
学院の経営であったものを社会福祉法人「からしだね」に事業経営移管される。1971 年 12 月
社会福祉法人「からしだね」が設立されるが、理事長は白柳誠一東京大司が就任され、理事
にはハイドリッヒ師やブルノ・ビッター師、塚本伊和男師、春見静子氏、モンテッソーリ教
員養成コースなどを担当するの赤羽恵子氏、小坂礼子氏、また幹事にはフランシスコ・マイ
エル師と本間タカ氏が就任する。この法人設立については重要な歴史的に残しておかなけれ
ばならない部分あるので、改めて資料 xlvii に基づき記しておく。
学校法人として保育所を設置することについては、ハイドリッヒ神父の強靭で確固とした
考え方により実現したが、そもそも当時は学校法人が福祉施設を経営する例は自治体のおい
て見受けられなかった（ただし、当時の社会福祉事業法においても第一種社会福祉事業につ
いては設置法人は、公立と社会福祉法人のみに厳しく限定されているが、第二種社会福祉事
業についてその他という形で法律上は余地があるようには書かれていたが規定だけで該当す
るものは無かったし、そもそも措置施設であるから有り様がなかった）。赤羽恵子氏（元うめ
だ「子供の家」園長）の回顧によれば、いろいろな役所を廻り、「カウンターを叩いて、大声
で、局長を呼びなさい」（43 頁）と、おっしゃったとのエピソードが記されている（特別区、
場合によっては都の担当と思われる）。なお、その後平成 21 年 2 月 26 日の文科省高等教育局
私学部長河村潤子名で、文科大臣所轄各学校法人理事長宛てに、「文科大臣所轄学校法人が行
う付随事業と収益事業の扱いについて（通知）」が出され、大学設置・学校法人審議会法人分
科会において、付随事業や収益事業の扱いが取りまとまったことを踏まえて、実施に留意す
るようとし、実施に当たっては、医療及び社会福祉事業について、その扱いを検討中である
こととともに、当面、医療又は社会福祉事業を実施することを検討している場合（設置基準
等で設置が義務付けられている付属施設を運営する場合を除く）には、文科省にご相談いた
だくようお願いしたいとの通知を出している。このなかで、保育事業の実施決定に当たって、
文科省に対する事前相談は要しないとしており、幼保一元化の観点から、保育事業を学校法
人が行うことについて付随事業として位置付けている。また、学校法人がこのような事業を
実施するのは、教育研究活動上の必要性による場合に限られるべきであることから、、これら
の扱いについては検討中であるが、これの場合には文科省に相談すること（保育事業を除く）
としている。 xlviii 担当者からすれば、「学校法人の保育所などない」のだから、当然のことで
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はある。しかしながら、ハイドリッヒ神父の信念は強く、学校法人としての設置が認められた。
極めて重要なことはそのような経緯、強い信念の重要さということでの神父の果たした役
割ということである。
その後、やはり社会福祉法人が行うのが適切であるとの関係者からの指摘も含め諸事情が
あり、社会福祉法人を別途新たに設立することとなった（これは、すでに述べた上智厚生館
を経営していた社会福祉法人上智社会事業団とは全く別である）。
その際、重要な確認事項が行われている。それは社会福祉法人に設置主体を移すことにつ
いて「イエズス会のルーメル現上智学院理事長や故ブルノー・ビッテル神父の助言と口添え
により、カトリック教会の社会福祉事業として位置付けるという了解のもと、上智学院は土
地と建物を寄付し、白柳誠一大司教を理事長とする新しい社会福祉法人からしだね、がつく
られました」（17 頁）ということである。
このような経緯で、別途、学校法人ではなく、新たな社会福祉法人が作られ、その法人に
ついてはカトリック教会の社会福祉事業として位置付けるという意義づけが行われ、新法人
としての新しい取り組みが始まる。すでにハイドリッヒ神父がミュンヘンを訪れ、うめだ子
供の家で、障害児に対しても、知的障害や視覚障害、聴覚障害を持つ幼児を色々な機関から
の紹介で受け入れていた。モンテッソーリ教育のプログラムの導入を決めていたことはすで
に述べた。このうめだの地で行い始めた障害児の療養教育と実践の場として従来のうめだあ
けぼの子供の家とは別途設置されたのがうめだ・
「あけぼの学園」である。うめだ「子供の家」
が出来てから 12 年目のことである。
実際に、うめだ・あけぼの学園の構想は東京都に相談を行うのが 1970 年であるので、社会
福祉法人「からしだね」の法人認可よりも前ということになる。それから、1977 年の開設ま
では大変な苦労があり、ハイドリッヒ神父の強い意志で実現したのであるが、「記念誌」のな
かで当時の春見静子教授（現名誉教授）が法人理事として「社会福祉法人の 20 年を顧みて」
との一文なかで、当時を回想されている。それによれば、ハイドリッヒ神父は大蔵省への指
定寄付の数次にわたる申請、会社周りの寄付の依頼をされ、また園の職員一人一人、さらに
は社専の卒業生などもハイドリッヒ神父とともに一軒一軒、
「経団連が割り当ててくれた寄付
依頼のリストを片手に」（17 頁）、施設の必要性を説いて回ったという。また毎週、銀座でも
「上智大学の学生や地元の子供たちと一緒に」（17 頁）、3 年間、街頭募金を行ったという。資
金のない中での取り組みに加えて、肝心のうめだ子供の家の所在地以外の用地取得について
は春見静子名誉教授からの筆者の聞き取りによると、すでに東京電力が職員住宅として建設
を始めようとしていた土地を東京電力の木川田氏がこの構想に理解を示され、その土地を取
得することになった。こうして、足立の土地取得、またお金についてはやはり神父の尽力で
ケルン司教区からの援助を得ることが出来た。もちろんルーメル神父の財政面での尽力は言
うまでもない。
クラウス・ルーメル師が、上智学院理事長として在任中に、
「上智の建学精神と社会福祉―
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創立 25 周年記念に寄せてー」という文章を「上智社会福祉専門学校創立 25 周年記念誌」
（1988
年 10 月 30 日発行）に寄せている。この内容は社会福祉専門学校についてももちろん触れてい
るが、上智の建学精神と社会福祉について考えを述べており、上智の建学精神、上智学院、上
智社専、そして上智大学における社会福祉教育について振り返る時に欠かせない文章である。
すでにカトリックの社会福祉施設でのシスターをはじめ職員に対する教育の重要性につい
てハイドリッヒ神父の果たした役割のところで述べているが、ルーメル理事長（当時）はし
かるべき資格を持っている職員が少ないことを厚生省からも指摘を受けていたと記している。
そこで、キリスト教の建学精神を掲げる上智大学こそ、社会福祉のために働く人材を養成す
るべきではないかという議論を踏まえて、すぐに昼間の大学の学部という組織で、新しい学
科を開設することは困難であり、また現に仕事をする現任者に対する教育は昼間では難しい
ことから、資格を必要とする方々にはさしあたり夜間で開講すべきであるとの結論に達した
と記している（同記念誌 5 頁）。ここで言う議論とは、
「昭和 38 年春頃、ハイドリッヒ神父が、
故神藤克彦上智大学教授と故小林純一神父（上智大学教授）、山口善久氏（現武蔵野女子大学
教授）等とともに可能性を探り始めていた」
（同記念誌所収「上智社会福祉専門学校小史」9 ペー
ジによる）を指している
このように、すでにハイドリヒ神父は当時から大学での社会福祉教育を考えていた。すでに
述べたように上智はリベラルアーツを標榜していることから耳を傾ける方は学内では少なく、
その意味で孤軍奮闘であったが、理念として、神父として立場からすれば、カトリックと社会
事業は切り離すことはできず使命でもあり、また、プロテスタント系の大学はすでに社会福祉
専攻の学科があるにもかかわらずカトリックでは皆無であること、したがって、カトリックの
大学においても設置すべきであると上智大学に対して強く訴えたのである。それがその後結実
するわけであるが、経営の観点からするならば、現実的に当時の社会的要請の程度や志願者が
どの程度いるのかについて未知数が多く認められことは難しかった。難産といってよい。
ハイドリッヒ神父は社会福祉専門学校による現任教育とともに、社会福祉学科設立のため
に尽力し、神父のモットー「意志あるところに道あり」で数々の困難を克服していった。ま
た神父の母国ドイツではカリタス社会事業とそれを実施するための教育や施設、フライブル
グ大学のカリタス研究所などのイメージがあったと思われる。xlix 昭和 41 年（1966 年）、文学
部社会学科の中に社会福祉コースが設置されたが、当初から社会学科とは入試も異なり、教
育は分離し、ある意味では水と油の関係で全く社会学科とは無関係であった。それは上智が、
そもそもリベラルアーツを標榜し、そのような専門特化した職業教育的な学科の創設につい
ては全学的には首肯されなかったことにもよる。
昭和 43 年（1968 年）から着任されたのが春見静子現名誉教授である。スイスチューリッヒ
で障害領域の博士論文に取り組んでいた春見静子氏は帰国を促され、上智大学のうめだ子供
の家にかかわるとともに、上智における社会福祉教育の創成期前から、そして創成期から社
会福祉教育の出発点の諸事情を知る方である。2014 年 3 月 5 日におこなわれた座談会において、
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「上智大学というのは国際的に、どちらかというと文科系、哲学系に強い大学でした。社会福
祉が実学的であって、特に専門学校では保育士を養成するのでピアノのレッスンなどもあり、
大学には馴染まないということで、最初は上智の上層部では社会福祉学科を作ることにあま
り、賛成ではなかったようです」と回顧している。そのような事情であるから最初から両者
は没交渉であり、また「大学は当初社会学の方を大変重視しました」と述べている。l
「そこで社会学科であればいいだろうということで、1966 年 4 月に社会学科の中の社会福祉
学専攻として誕生しました」と述べるとともに、その後の専攻が出来ていく経緯を子細な事
情や当時の様子とともに述べられ貴重な証言となっている。
なお、大学において社会学科から社会福祉コースが独立し、社会福祉学科として新たに成
立するのであるからということでも、社会福祉実習施設としての施設（社会福祉法人からし
だね）として、従来の長い伝統がある保育園に加えて障害児施設としての梅田あけぼの学園
の開設の意義付けがハイドリッヒ神父よりなされている。学科の創設に対するプレゼントに
もなったのである。
ハイドリッヒ神父は、高度成長の時期にあって、取り残された人々の存在に対して、
「こうした問題を学問的に研究し、同時に支援する専門職の養成こそが、カトリック大学で
ある上智大学の使命であると確信していた」という。しかしすでに述べたように当時はだれ
からも見向きもされなかったという。社専を創設した後、もう一つの神父の使命が、上智大
学の中に、社会福祉学科を開設することであった。
昭和 41 年、神父は「そのために神父は優れた教授陣を集めた。日本の生活保護研究の第一
人者である籠山京氏、ソーシャルワーカー養成に卓越した才能と情熱を持つ松本栄二氏など
を招集し」
、別表にあるように、神父自身は、社会倫理や、哲学、カトリック神学を基礎とし
た社会福祉の理論と実践を学生に当初数年講義したのである。
今日、上智の社会福祉教育にあって、福祉政策・運営管理と福祉臨床は、学科の 2 つの柱
となっている。社会政策を教育・研究の一つの柱とするとともに、社会科学であること、学
術であること、そして政策研究をおこなうことは最初の出発点であった。それは、上智大学が、
上智の「社会事業から社会事業のための教育事業への取り組み」を考えたとき当然のことで
もあった。まさに学問性を重視したが故の教育とその実践を常に考えなければいけないとい
うことが伝統を継承することなのである。

* 本稿の執筆および 2017 年 11 月 30 日の講演にあたって、資料等について甚大なる協力を
いただいたイエズス会聖三木図書館司書 Jonsson. 裕子氏に記して感謝する。また長崎純心大
学教授潮谷有二教授にも長崎純心関係の関係文書を紹介いただいた。さらには上智大学名誉
教授春見静子先生からは上智社会福祉学科創設および上智社専門学校について貴重なお話を
伺った。いわばオーラスヒストリーとなったがこれは本文にあるように、
『社会福祉研究』「上
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第 38 号（2013 年度年報）所収の座談会『上智大学・社会福祉

学科の将来を見据えて』という座談会ととともにこれからも重要な歴史的記述になるもので
あるので改めて整理しておきたい。
あらためて聖三木図書館 Jonsson. 裕子氏、潮谷教授、春見名誉教授に本稿の執筆について
多くの示唆を得たこと、また特に聖三木図書館にご協力いただいたことを感謝し、2017 年 11
月 30 日の講演の機会をいただき、考えるきっかけを与えてくださった佐久間神父、そして亡
き江草先生に深く感謝する。
（注）
i

2017 年 11 月 30 日。「日本の社会奉仕に求められるもの〜アウシュヴィッツの聖者コ
ルベ神父の来日から現在、未来まで〜」 プログラムは、杉村美紀教授

上智大学グ

ローバル化推進担当副学長、ヤツェク・イズィドルチク駐日ポーランド共和国特命全
権大使、ジョセフ・チェノットゥ大司教

駐日ローマ法王庁大使のあいさつの後、基

調講演①「コルベ神父の来日から日本における社会奉仕の形について」を谷崎新一郎
神父コンベンツアル聖フランシスコ修道会責任役員、写真セッションを「ゼノ修道士
と蟻の街」として記録作家の石飛仁氏、基調講演②「上智の社会奉仕の変遷と今日ー
修道会・教育・社会事業」を上智大学総合人間科学部栃本一三郎が行った。その後、
パネルディスカッションを佐久間勤神父

学校法人上智学院総務担当理事の司会のも

と「日本の社会奉仕の現状とその未来」というテーマで行い、谷崎新一郎氏、光延一
郎神父

上智大学神学部教授、総合人間科学部社会福祉学科栃本一三郎のパネラーと

ともに行った。閉会の辞はミロスワフ・ブワシチャックポーランド広報文化センター
所長が行った。主催は、ポーランド広報文化センター、上智大学、後援は駐日ポーラ
ンド共和国大使館、コンベンツアル聖フランシスコ修道会、イエズス会社会司牧セン
ターであった。なお、肩書は当時のものである。
ii

コルベ神父は「コンベルツアル・フランシスコ会」、日本名で、「聖母の騎士修道会」
の宣教師であり、ゼノ修道士とヒラリオ修道士とともに 1930 年に来日した。長崎の
神学校の教授でもあったが、1936 年ローマに管区会議のため呼ばれ、ポーランドの修
道院長に選ばれたため再来日することはなく、その後、アウシュヴィッツに収監され
囚人番号 16670 と呼ばれた。餓死刑と名指しされた囚人の身代わりを申し出て、餓死
監房にうつり聖母マリアの被昇天の祭日の前日に亡くなった。コルベ神父については
多くの本が出版されているが、パクロ・アロイジウス・グリンの『蟻の町の微笑

the

Smile of a Ragpicker』
（登美が丘カトリック教会発行 .1995 年）の「球根が干からびる
ように」（275 〜 279 頁）の記述が感動的である。
iii

にもかかわらず、昭和 22 年（1947 年）には国民助け合い運動として共同募金が始まっ
たが、当時 6 億円の寄付があったという。現在の貨幣価格に換算すると 1200 億円が集
まり、一般国民自身がともに貧しい中にあって、それでも戦禍の後、特に厳しい状況
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に置かれていた方々、戦争孤児などの子供たちや母子家庭、引揚者や障害者などへの
民間の社会事業のために拠出したのである。なお、現代にあって共同募金の年間の募
金額は 177 億程度に過ぎない。
iv

ここでは、現在の日本で用いられている「社会福祉事業」ではなく、
「社会事業」とい
う言葉を用いる。「社会福祉事業」という言葉は戦前から存在した「社会事業法」に対
して新たに生まれた言葉である。GHQ の指導の下、3 原則に則って、わが国の社会福
祉法制が新法として、ないしは旧法を変える形で整備されていくが、その際に、敗戦
後の GHQ の指導のもとで様々な制度や考え方が導入される。そして、従来の社会事
業は社会福祉事業と名称を変えることになる（これは日本側の日本語の文脈に沿って
行われたものである）。新生活保護法（戦後の旧生活保護法は 3 原則に合致しないと
してすぐさま改正され新生活保護法とした）や有給の専門吏員の確保を定めた社会福
祉主事法などすでに戦後まもなく生まれた法や社会福祉関係のいくつかある対象ごと
に定めらえた個別法にたいして共通的基本事項を定める法として誕生したのが 1950 年
の社会福祉事業法である。この法律改正にかかわった黒木利克氏は、社会事業に対し
て、戦後の新しい息吹の中で、
「ウェルフェア」という言葉を間に挟み、社会福祉事業
という名称に変えたと述べている。当時は西洋的で新しい斬新な意味合いをわが国の
社会福祉事業界に取り入れようとしたのである。なお、黒木利克著『日本社会事業現
代化』1958 年（全国社会福祉協議会）はソーシャルワークや社会福祉協議会、共同募
金等についても論じ、1958 年の時点の刊行物でかつ厚生省の行政官であるにもかかわ
らず本文中に「市民」という言葉を用いている（これについては拙稿「市民参加と社
会福祉行政」社会保障研究所編『社会福祉における市民参加』東京大学出版会 1996 年
のなかで、黒木氏が 1950 年代に「ボランティア活動を通じて、市民と社会事業家とが
手を結びあい（黒木前掲書 557 頁）」であるとか、
「市民参加による社会福祉計画（563
頁）」といった表現で「市民」という言葉を用いていることに注目すべきであると論じ
た。なお筆者が厚労省時代担当した審議会において「ボランティアの振興方策」に関
する審議会（地域福祉専門分科会）、および人材確保法（人材確保専門分科会）や「人
材確保指針」「国民参加指針」を定める際、局内で、当時アメリカで成立した「ナショ
ナル・アンド・コミュニティ・サービスアクト（1990 年）」にならって「市民の参加
指針」という名称を当初筆者は提起したが局内の検討で、「国民」という表現となり、
「市民」という言葉は通らなかった。これらのことから拙稿「市民参加と社会福祉行
政」を書くこととした。なお、ウェルフェアという言葉は日本国憲法でも初めてもち
いられる。日本国憲法草案後、25 条の米側原案は生かされ、現在の第二項で英文では
次のように書かれている「social welfare and security」
。（なお、現行の日本国憲法日本
文ではこの部分が「社会福祉と社会保障」と訳され日本憲法として書かれているがこ
れは日本語になって言葉を当てはめた故に日本のいわゆる法的な社会福祉概念ではな
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く、誤解を与える不正確な訳といえる。社会保障審議会 25 年勧告で示されているよ
うに、わが国の社会保障の体系の整理のなかで社会福祉は社会保障の中に含まれ、か
つ憲法 25 条の第一項のいわゆる国民の権利としての最低生活の維持という部分が国
家扶助であり、法律的には生活保護法であることから、やはり社会福祉とは別のもの
として社会保障を構成するものの一つとして位置付けられている。このように憲法の
訳が社会福祉、社会保障という言葉と制度審の整理とは矛盾することとなっている）
。
社会事業から社会福祉事業という名称の変更はかくの如くであるが、社会福祉事業が、
戦後の社会福祉事業法（2000 年以降は社会福祉法）における第二条における制限列挙す
る形で第一種社会福祉事業と第二種社会福祉事業として羅列し、かつ憲法 89 条により、
民間の社会福祉をおこなうものに対しては，公の支配に属しない性格のものであるから
公金を支出できないという規定が設けられたことにより公の支配に属するために特別な
民間法人が学校法人ついで社会福祉法人という形で作られる。したがって、それにより、
社会福祉法人という制度の下での社会福祉事業は個別に法律上規定され、今までの自由
な社会事業ではなくなった。そこに民間のイニシアティブと創意工夫がそがれざるを得
ない福祉の構造が生まれたのである。このようなことから、本来の民間の社会事業とい
う意味で、あえて現代においても有効な概念として、単に戦前・戦中の呼称が社会事業
という言い方であるという歴史概念ではなくここでは用語を用いている。また、社会事
業であるから社会福祉法第二条で規定されている一種、二種社会事業よりも広い、雇用
や就労、地域事業など幅広いものとしてとらえるべきものである。わが国の民間社会福
祉事業の変畸的なあり方は、ひとえに社会事業ではなく、社会福祉事業法の中での社会
福祉事業としてしか自分たちの事業を確定せず、依存的な体質にあることによると考え
る。もちろん、それに対して様々な法人経営者のイニシアティブの主張はあるが、いか
んせん法的な構造は民間の優先性を認めているとはいいがたい。拙稿「市民参加と社会
福祉行政」100 項でドイツの S. ライプフリード教授に言及し、わが国の福祉が民間優先
性や市民性を有しておらず、真の意味での市民社会における社会政策にはなっていない
こと。要するに市民法ではなく規制法であることを論じている。
v

Hrsg. v.Karl Gebriel und Hans-Richard Reuter(2017): Religion und Wohlfartsstaatlichikkeit in
Deutschland Konfessionen-Semantiken-Diskurse
本書は、カトリックの観点とプロテスタントの観点という二つの異なる観点からヨー
ロッパの福祉国家性について論じたドイツ文献である。このような文献は英語圏の文
献では皆無であり、ドイツ的ともいえる視点からの共著である。カトリックとプロテ
スタントの双方の神学や「現代」解釈の違いを明らかにしている。「国家」、
「経済」
「労
、
働」「貧困」、
「家族」という社会制度に対するカトリック（教会）的解釈、プロテスタ
ント的解釈、その意味づけ、次に、価値にかんすることとしては「正義」
、
「連帯」、
「補
充性」、「責任」、「保障・安全」の各項目についてどのような立場、見解を持っている
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のか、そして最後に、宗教が深いところでドイツ福祉国家にいかなる影響を与えてい
るのかとった論考が並ぶ。我々は、カトリックについては教皇庁

正義と平和評議会

著の『教会の社会教説綱要』（カトリック中央協議会出版部 .2009 年）によって、「教
会が社会に対してどのような姿勢をとり、どう行動し、いかなるメッセージを発して
いくべきなのか」（本書の解説より）を知ることが出来るが、その両者がどのように見
解が異なるのか、そして福祉国家そのものについてどう考え、向き合うのかについて
は知ることは難しかった。本書はそれを明らかにしている。
vi

通常、日本の社会福祉ではそのようには論じられないが、ヨーロッパの福祉の源流
として 3 つの要素が指摘される（栃本一三郎編『新しい視点で学ぶ社会福祉』光生
館。2004 年初版。柴田善守『社会福祉の史的発展―その思想を中心として―』光生
館。1985 年。34 〜 44 頁参照）。いわば、今日の社会福祉の三つの原型ともいえるも
のであり、当然歴史上源流をたどれるということともに、その考え方や方法は今日
でも社会福祉の構成要素であり、今日の社会福祉を考える際に分析的に吟味してお
くべきフレームワークともいえる。第一がギリシャ時代からのポリスにおける「ア
ルムス」である。もちろん、当時の市民という概念は今日とは全く違い奴隷を前提
とした都市市民であるが、自由市民同士の「相互扶助」である。第二がローマ帝国
にローマから見れば辺境でかつ重要な地点であるナザレのイエスからエルサレムの
イエスとなっていったころ、つまりイエスキリストの活動が行われたころ、そして、
その後ローマ帝国は人心不安のなかにあり、ペテロとパウロが宣教をおこなった時
期である。混乱する帝国のなかで，ローマ社会の体制維持を目的とした政策、これ
が当時の「アリメンタ」である。そして、「原始キリスト教徒の行った救済行為は
神の愛を実践する個人の行為」（柴田前掲書。42 頁）としての「カリタス」である。
現代福祉国家にあって、福祉政策、社会政策のほとんどは民主主義制の下で、政策の
正統性が求められ、実施されている。ただし具体的な政策手段は多様であり、合意形
成は大変難しい。いわゆる福祉国家における広義の福祉といわれるもののほとんどは
『アリメンタ』の要素が大きい。保育や介護は、気の毒だからや、可哀そうだから行う
のではなく、民意の反映と国民の抱える社会課題を社会保障政策のなかで解消・改善
していくことで政府や為政者の「正統性」を確保して行く。また費用の問題から理想
と現実、目標と財源という相克の中で調整がおこなわれ、技術的に高度化し専門化し
ており、解釈者・解説者が必要となっている。専門家や審議会、ジャーナリスト、政
治家などがそれらの形成を担っている。したがって、その意味で、「社会政策」は「社
会政治」ともいえる。しかし、それだけが社会保障や社会福祉の構成要素かといえば、
実践や地域での政策の実現、そして、市民の主体性やイニシアティブということを考
えたときに、
「アルムス」も「カリタス」もかりに「希釈化」し「世俗化」したものと
しても理念や実践を支えるもの、
「政策心情」「実践心情」として重要性である。
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著者もふくめて一般には、修道会の歴史についてはほとんど知るところがない。した
がってその専門家によらなければならないが、『日本カトリック社会事業史研究』に
よれば、序章において、「観想修道会」（8 頁）と「活動修道会」について触れている。
16 世紀以降現れる活動修道会の最初の修道会が 1534 年の聖イグナチオ・デ・ロヨラ
によるイエズス会と記述している。もちろん、中世にも聖フランシスコ会やドミニコ
会が従来の修道会とは異なり托鉢修道会として「民衆の中に」入っていった。聖フラ
ンシスコ会は清貧といまでいう都市のスラムで見捨てられた人への奉仕をおこない、
ドミニコ会は人々に教育を行う「説教者修道会」として分類されている。

viii

この部分は、注 10 の田代菊雄氏の 15 頁の記述である。これについては、上智大学・
学院の 100 周年を記念した映像でも紹介されているが、ウェブで知る SOPHIA のなか
でも「ザビエルと上智大学」
（No.37）で説明がなされている。ミヤコ（当時は京都）
にある「ヨーロッパでいう大学にあたる教育機関へ赴き、
議論をする」ということであっ
た。なお、東京大学名誉教授の五野井隆史氏によれば、ザビエルは日本到着後の 1549
年 11 月 4 日に日本の教育機関について説明をしており、ミヤコ以外にも主要な大学が
あるみやこと、この大学以外に高野や比叡山等を挙げているという。鹿児島到着後 3
か月足らずの時期で、みやこに出発するのは翌年である。ミヤコの大学とは南禅寺で、
そこに 5 つの主要な学院があると報告している。五野井氏によれば 5 つの学院とは京
都五山のことであるとしている（
『ゆるし 総集』2017 年 2 月 28 日発行。22 ページ）
。

ix

片岡瑠美子「カトリック児童福祉活動の原点―ご大切の心―」カトリック社会福祉研
究所『カトリック社会福祉研究』第 11 号２０１１

x

186 頁。

田代菊雄著『日本カトリック社会事業史研究』法律文化社 .1989 年 .21 〜 23 頁。『どち
りな

キリシタン』では慈悲の所作として 14 項目あげている。14 項目全部か書かれ

ているのは田代氏のこの著書と同じ著者による「キリシタンの慈善事業」（『日本キリ
スト教社会福祉の歴史』ミネルヴァ書房 2014 年）においてである。解説としては、片
岡瑠美子前掲書、186 〜 191 頁が分かりやすい。その後、「帰正」後、ド・ロ神父が単
に印刷技術を心得てそれに取り組んだだけでなく従来の文章を校正して出版するとと
もに次第に著作も行うようになり、多くの「ド・ロ版」といわれる従来伝承されてい
たものの改定版、わかりやすい記述への書き直し等を行っている。なお、プチジャン
版はすでにのべたように土着と隠れキリシタンが信仰していたもろもろを尊重したも
のであったが、ド・ロ版も伝承のオラショや教義の訛等を直すことでプチジャン神父
の考えを継承した。その後、新しい信者に対してということから明治 17 年のプチジャ
ンの没後、後任クーザン司教が廃絶した。（片岡弥吉前掲書。69 頁）
xi

田代菊雄前掲書。30 頁

xii

中園成生「〈研究ノート〉かくれキリシタン信仰組織の分類とその起源について」『現
代民俗学研究』2 号 2010 年。3 月 .93 頁。この文献のなかでもミゼリコルディアが地
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域によってはその後隠れキリシタンの組織としても機能したことが記されている。
xiii

ミゼリコルディア（ジャ）。原語は misoricodia であり、一般にイタリア、スペイン、
ポルトガルの都市における兄弟団の救貧活動であり、ミゼルコルディア兄弟団をはじ
め、そのような名称で存続していた。イタリアのフィレンツェが発祥といわれる。ブ
ルーダーシャフトの持つ生活維持機構については拙稿「プロイセン近代化と社会行政」
小山路男編著『福祉国家の生成と変容』光生館 1983 年。友愛組合はもちろん宗教的背
景がある。これについての社会保険との関係については、『新カトリック大辞典

Ⅲ』

「社会保険」（栃本一三郎）の項目参照（27 頁）。中世・近世ヨーロッパの兄弟団につ
いては、河原温・池上俊一編『ヨーロッパ中近世の兄弟会』東京大学出版会

2014 年

本書において総説「信心・慈愛・社会的絆」を河原温氏が書いている。また、第７章
では「地中海から日本へ」というテーマで、川村信三氏が創設期のイエズス会とヨー
ロッパの「兄弟会」、日本のコンフライヤの概説、日本の既存宗教門徒組織とキリシタ
ン・コンフライヤの交差という興味深い論考が示されている。
xiv

栃本前掲書。105 頁。

xv

田代菊雄前掲書。31 〜 32 頁

xvi

田代菊雄前掲書。36 頁。

xvii

最終的には浦上の全村民 3,394 名全員が、西日本の 22 か所に分かれて諸藩に配流され
ることとなった。当初は、中心人物 114 名が荻・津和野・福山の 3 藩に流刑となった。
「4 番崩れ」では極めて過酷な拷問がおこなわれ、当初の浦上キリシタン 68 名が投獄
され、その後 15 名が追加されたが、総員８3 名のキリシタンのうち、最後まで信仰堅
持したものは一名であった。いかに過酷であったかが想像される。その唯一の信仰堅
持した信者が高木仙右衛門であり、修道会の高木慶子シスター（上智大学グリーフケ
ア研究所）の曽祖父にあたる（『ゆるし

総集』2017 年 2 月 28 日発行。発行所はイエ

ズス会聖三木図書館。東京大学名誉教授五野井隆史『キリシタン史ことはじめⅢ

潜

伏キリシタンと「信徒発見浦上四番崩れを経ての信仰の自由」
（29 頁）。上智大学グリー
フケア研究所高木慶子「「四番崩れ」にも耐えた曽祖父・高木仙右衛門」（31 頁）。個々
の記述は、それによる。
xviii

片岡弥吉『ある明治の福祉像

ド・ロ神父の生涯』日本放送協会出版会。1977 年

xix

著者片岡弥吉氏の 2 子の姉妹が長崎純心大学の前学長理事長の片岡千鶴子シスター現
理事長・学長の片岡瑠美子シスターである。長崎純心の母体である、長崎純心聖母会
を設立したのは江角ヤスである。女子に門戸を開く帝大が少なかったなか東北帝国大
学数学科に東京高女から進み、在籍時代に信仰を持った。その後、フランスの修道会
に入ることになるが、京都府立第一高女教員として過ごしていた際、29 歳、昭和 3 年
に長崎教区長早坂久之助司教から協力要請を受けていた。昭和 4 年に一年四谷の雙葉
で教員などをしたのちフランス・ツール市の女子修道会に入り、昭和 9 年帰国し日本
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人のシスターによって初めて女子修道会を創設し、年齢は 35 歳にして院長となる。そ
れが長崎純心聖母会である（ローマ布教聖省より認可されたのは昭和 13 年）。その年、
純心女学院を申請し、翌年 4 月、28 名が一期生として入学する。長崎純心聖母会では
「当
初から教育事業と社会事業をおこなう修道会としての使命を教会から与えられてい
た」（山田幸子著『シリーズ

福祉を生きる

江角ヤス』大空社 .2008 年 .127 頁）。す

でに昭和 14 年の会憲では、「各種の社会事業ニモ携ワルコトアルベシ」と規定してい
たが、当初は、教育事業（幼稚園を含む）を長崎のほかにも各地で展開するが、昭和
35 年（１960 年）、江角ヤスは回章で、今後、社会事業をおこなうと述べている。具体
的にはそれが上智の厚生館での仕事であった。
xx

両者の対照については、各書で触れられている。片岡弥吉前掲書では 61 〜 62 頁。片
岡瑠美子前掲書。190 頁。ここでは「外海の人が使っていた『オラショ並びにヲシエ』
という明治 11 年 1878 年版の祈祷書に載っている。」(190 頁 ) として、具体的である。

xxi

四番崩れではすでに述べたように、高木氏にゆかりのある方である曽祖父がキリシタ
ンであったわけであるが、その信仰の強さはもちろんのこと、人としてのやさしさと
極限を経験したが故の方の奥深さを感じさせるのは次の事柄である。その後、流刑者
は故郷、浦上等の戻ることになる。その際、高木氏によれば高木家に残されている「覚
え書き」に、第一殉教者を出した家族、棄教された方を含めて、仙右衛門氏は、流刑
地でのことはタブーにすることを呼びかけたという。その結果「浦上のキリシタンは
平和のうちに相互に支えながら、信仰を強めて行ったのではないかと考える」（33 頁）
と高木氏は述べている。「長崎での拷問にも一人耐え、また津和野で残酷な仕打ちに対
しても信仰を守り通したことは誰もが知るところであったからである」（33 頁）とも
記している。

xxii

カトリック社会事業史研究の困難さとして、修道会内において行われたものであるこ
と、外部に対して様々な取り組みを公表することについて、プロテスタント系と異な
り積極的に行う必要性を看取できないことなどがあげられる。修道女がどのような取
り組みを行ってきたかドキュメントは外にあまり出ないものであるが、近年になり修
道会のシスターによる研究がある。研究室に所属した大橋久子シスターによる『児童
養護施設強羅暁の星園（旧白百合園）設立の歴史

シャトル聖パウロ修道女会のミッ

ションとしての社会福祉事業に関する一考察―』2009 年 3 月 31 日 （上智大学社会福
祉専攻修士論文）である。大橋氏は児童養護施設の責任者の経験があり、本学の大学
院に進学したが、当初はマネジメントについての研究を考えたが、修道会の社会事業
の重要性について議論を行いこのテーマに取り組んだ。大変厳しい環境のなかで論文
を仕上げ、その後函館そのほかで教育事業に取り組んでいる。なお、本稿で引用した
文献では「シャルトル聖パウロ会」であったため、歴史記述として、これを用いてい
るが、現在では修道会名は「シャトル聖パウロ会」である。
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xxiii

田代菊雄前掲書。57 頁。

xxiv

その後聖母大学は、上智と法人合併し、上智学院に吸収され、看護大学は上智大学総
合人間科学部（教育学科・心理学科・社会学科・社会福祉学科）の中で新たな上智大
学看護学科として編成された。なお、総合人間科学部（当時は名称は未定であった）
を文学部から分離することの最初の検討（上智側は岡本教授、荻野教授、栃本）の際
に当時短大であった聖母短大から和田シスターが参加し、将来の構想を想定し、その
後の総合人間科学部の 3 つの柱建て（科学の知、政策運営管理の知、臨床の知）の方
向性を定めた。

xxv

岩下壮一司祭、戸塚文卿司祭、そして海軍中将や山本信二郎はともに暁星中学の卒業
生であり（田代菊雄前掲書、115 頁、120 頁）、「日本の知識階層にカトリックの市民権
を得させなければならない」
（120 頁）とのことで、それを主導したのがこの 3 名であっ
たという。「大正後半から昭和初期のカトリックにおける指導的人物」（120 頁）とカ
トリック社会事業の中では位置付けられている。今日に至るまで、多くの碩学や俊才
といわれる方々が後に修道会に入られ、カトリック教会やイエズス会などにおける大
きな役割と貢献をされていることを我々は知ることが出来る。

xxvi

聖霊病院およびその後についての記述は、田代菊雄前掲書、69 〜 70 頁による。

xxvii

田代菊雄前掲著。79 頁。

xxviii 『上智大学 50 年史』編集代表 J. ロゲンドルフ。昭和 38 年、11 月 1 日によれば、当時の「上
智数え歌で「一つとせ、一人の学生に 8 人の哲学博士は上智だネ」というものがあっ
たという（76 頁）
xxix

上智大学史学科

故クラウス・ルーメル神父「上智の精神（沿革）」および「上智大学

１００年の歩み」
福祉に生きる１５ ゼノ神父』大空社 1998 年。45 〜 47 頁。

xxx

枝見静樹著『シリーズ

xxxi

枝見静樹著前掲書。51 頁。

xxxii

前掲『上智大学 50 年史』79 〜 80 頁。田代菊雄前掲書。129 頁。阿部志郎 / 岡本榮一監修・
日本キリスト教社会福祉学会編前掲書。190 頁、

xxxiii フ ー ゴ ―・ ラ ッ サ ル 師 ご 自 身 が、『 創 立 50 周 年 記 念 誌

昭 和 6 年 〜 56 年（1931

年 〜 1981 年 ）』（ 社 会 福 祉 法 人、 上 智 社 会 事 業 団 ） 昭 和 56 年。 の な か に、「 創
立 50 周 年 に 際 し て（ 上 智 社 会 事 業 団

前 理 事 長 ）」 の 一 文 を 寄 せ て い る。 当

時、 上 智 社 会 事 業 団 前 理 事 長 と し て の 肩 書 で の 寄 稿 で あ っ た。 そ の な か で 事 業
の出発点を記されている。「困窮地域を訪れるのではなく、その地に住み地域住
民 の 宿 命 と い う も の を 出 来 う る か ぎ り 頒 か ち あ う こ と で あ り、 次 に、 ど こ で こ
の活動を行うかということでした」（6 項）と記し、「東京の最大の困窮地域を見
出 す た め に、 当 時 の 社 会 局 に 照 会 し た 」（ 同 ） と あ る。 そ し て 三 河 島 を 選 ん だ。
ラッサル師は日本に 1929 年来日前に賀川豊彦の本を欧米で読んでいたと記しており、
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神戸での取り組みに感銘を受け、
「日本における活動方向を決定づけた」（同）と述べ
ている。また「「民生委員」の方々と連絡を密にし、いわゆるエバーフェルト方式で活
動した」（同）としている。このようにドイツ発祥とはいえ、学識であり、それを実践
する師であったことが分かる。なお、エバーフェルト（日本では一般的にエルバ―フェ
ルト制度という）について、当時の規定集と活動について仔細に論じた文献はわが国
では次の文献のみである。小山路男編著前掲書、「プロイセン近代化と社会行政」の
182 〜 190 頁。なお、ラッサル師は、診療所開設について慶応大学医学部の栄誦会の
小川三郎博士等の支援を得たと感謝の意を示している。栄誦会とは慶応義塾カトリッ
ク栄誦会という信者団体。上智カトリックセツルメントを 1931 年（昭和 6 年）に開設
されたが、その翌年には慶応大学医学部栄誦会代表の小川氏の援助を受け、無料診察、
無料健康相談を始めている。奇しくも、上智大学の社会学科内に全く試験制度も異な
る別途の社会福祉専攻コース ( 当時、教員も学生も一切交流は無く、別の存在と考え
ていた。筆者自身社会学科の学生であり、別の存在と考えていた ) が設置され、その
後社会福祉学科として独立するわけであるが当初からの教授として着任した篭山京教
授はまさにこの慶応義塾大学医学部の公衆衛生教室出身の俊才であったが、その後、
満鉄に転じ、戦後、北大に赴任した。
xxxiv

カトリック福山教会のホームページを見ると沿革が示されている。その中にマイエル
神父についての記載がある。福山教会の設立はパリミッション会ファゼエ神父による
（1886 年（明治 19 年）。その出発点の時期をパリミッション会時代とホームページの
沿革では示している。1941 年（昭和 16 年）イエズス会マイエル神父が着任する。こ
の時期がイエズス会時代である。1966 年（昭和 41 年）イエズス会より法人司祭にひ
きつがれ今日に至っている。マイエル神父は東京に移り、本文にあるような取り組み
をその後行う。事業家としての色彩が強い。

xxxv

本稿ではマイエル神父としたが、篭山氏の記述ではマイヤー神父としているので、引
用ではマイヤー神父とした。『篭山京著作集
バタヤの開放

第一巻

−ボランタリー・アクションー

解題阿部志郎』 ドメス出版。1981 年。当時のドイツ人神父について

の記述については興味深いものがあるとともに、いかに経済界からの協力をマイエル
神父が尽力したかが記されている。ただし、イエズス会との関係については解釈論で
あり、一面的な記述もあろうかと思われる。85 〜 86 頁参照。
xxxvi

虚 弱 児 児 童 施 設 と し て ク リ ス マ ス・ ヴ ィ レ ッ ジ の 設 立 認 可 が 1961 年 9 月 に さ れ
る。この時点では上智社会事業団（社会福祉法人）が経営。その後、クリスマス・
ヴィレッジについては 1965 年 5 月社会福祉法人友興会が法人申請をおこない認可さ
れ、事業継承された。一般の民間社会

福祉法人となり宗教的背景は全くない施設

となる。ただし、当初は、マイエル師が友興会の会長として募金趣意書を書いてい
る（篭山京前掲書 101 ページ）が、現在のホームページなどでも沿革についてはほ
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とんど記述がなく、法人の基本理念にもキリスト教的なものは一切ない。現法人の
クリスマス・ヴィレッジの沿革については不正確な記述である。後日精査したい。
なお、社会事業家として栃木県足利市に 1973 年（昭和 48 年）10 月、フランシスコ・
マイエル師はイエズス会のカトリック浦和教区（同法人のホームページ依る）の賛同
を得て、本文の女子修道会についての記述でも触れている聖フランシスコ修道会の運
営参加を得て、虚弱児施設の発起人となる。これがイースターヴィレッジの出発点で
ある。なお、現在の法人の示す記述については不明の部分もあり、後日、精査したい。
xxxvii 田代菊雄前掲書。163 〜 166 頁。
xxxviii 山田幸子前掲書。129 〜 132 頁
xxxix

平成 25 年から文科省未来医療研究人材養成拠点形成事業として全国の国立大学ととも
に長崎大学医学部が採択され、二つのプログラムは始まった。一つがここで述べるも
ので、「つなぐ医療を育む先導的教育研究の拠点〜人と人、場と場ケアとリサーチを
つなぐ総合診療医の養成」というものである。この採択によって、長崎大学は地域包
括ケア教育センター（永田康浩センター長・教授）を、長崎純心大学側は、長崎純心
大学医療・福祉連携センター（潮谷有二センター長・教授）が設立された。長崎大学
は長らく離島医療教育や地域病院実習による地域基盤型の医療教育を先行して行って
おり、医療・福祉連携、教育連携が、過疎や離島におけるその在り方という意味でも
意義深い。近年、県立等の公立大学では私立との教育連携は多少見受けられるものの、
国立大学医学部と私立大学福祉系との連携は珍しく、他大学医学部での採択されたプ
ログラムと比べても興味深い。

xl

先の篭山京の前掲書によれば、次のように両者の性格を記述している。「後になって、
同じイエズス会に所属する、ドイツ人であるハイドリッヒ神父が、本木のバタヤ街に
近い梅田町に、子供の家という保育施設、ついて精薄児 ( 当時の文章のまま ) 通園施
設を作って、大都市のダウンタウンの不幸な子供のための活動を始めた。しかし、こ
の二人の神父は、それぞれ別々の個人で活動し、お互いに連絡し協働することはなかっ
た。」(86 頁 )。前頁の 85 頁では、マイエル神父の渋沢敬三氏、石坂泰三氏、植村甲五
郎氏などの財界人の協力を得て事業を行う姿を記述しているのと好対照である。著作
集第一巻は、バタヤ部落に関する著書であるから、そこで事業活躍するマイエル神父
が生き生きと描写されている一方、ハイドリッヒ神父については、86 頁の数行のみで
ある。

xli

『 記 念 誌 か ら し だ ね 』 は、 う め だ「 子 供 の 家 」25 周 年、 社 会 福 祉 法 人 20 周
年、 う め だ・ あ け ぼ の 学 園 15 周 年 を 記 念 し て 1991 年 8 月 31 日 に 発 行 さ
れ た。「 か ら し だ ね 」 は 有 名 な マ タ イ に よ る 福 音 書 か ら 採 ら れ た 言 葉 で あ
る。「 天 の 国 は か ら し 種 に 似 て い る。 人 が こ れ を 取 っ て 畑 を 蒔 け ば、 ど ん な
種 よ り も 小 さ い の に、 成 長 す る と ど の 野 菜 よ り も 大 き く な り、 空 の 鳥 が 来 て
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枝 に 巣 を つ く る ほ ど の 木 に な る 」( マ タ イ に よ る 福 音 書

13 章 31 〜 32 節 )。

「記念誌」ではクラウス・ルーメル師 ( 発刊時。上智学院理事長・からしだね理事 ) が「や
さしく、きびしい人」としてその人となりを記している。「ギムナジウムはカール・マ
ルクスが 100 年以上も前に卒業したと同じ中学で教育を受けました。その影響かどう
かは分かりませんが師は虐げられた人、貧しい人のために救いの手を差し伸べたいと
決意し、その心を生涯にわたって貫いたのです。マルクスのような暴力的な革命では
なく、イエス・キリストの愛の力に頼って、神の国の建設に身を捧げることを 1921 年、
イエズス会に入会することで実現させたのです。司祭となった師は社会正義について
鋭い感覚を持っていました。」（22 頁）。
xlii

かつて、喜田勲神父が第八代上智社会福祉専門学校校長として在任中、筆者は喜田教
授のもとで運営委員として、上智社専の事務・教学組織をそのままにしたうえで、看
板を上智社会福祉高等教育研究センターとする構想をまとめた。そのなかで研究と教
育・研修機関という機能を果たすために専任教員を国立の研究所等（国立公衆衛生院
や病院管理研究所、国立医療科学院等）のように研究員であるとともに職務として授
業や講義を担当するという形とするとともに、博士後期課程やその修了者を慶応藤沢
キャンパスの様に流動研究員として外部資金の研究工程の進行管理とともに業績を蓄
積させるといった効果を上げさせるとともに、引き続き指定養成施設としての社専を
維持しつつ、研究と指定養成施設としての資格取得のために課程以外の現任研修とし
てキリスト教系社会福祉法人の中堅幹部、施設長向けの研修、アジア人材の育成のた
めの研修部門を研究部門とともに位置付けたことがあった。これは本文にあるような
経緯を踏まえてである。

xliii

上智大学社会福祉専修科についてその指定は、昭和 38 年 12 月 12 日におこなわれ
ている（厚生省収社第 698 号）。それによれば、昭和 38 年 11 月 25 日第４２４８で
申請がなされた上智大学社会福祉専修科を社会福祉事業法第 18 条第二号の規定に
よる養成施設として指定するとした。夜間 2 年の社会福祉主事主格養成機関であっ
て、上智大学の教育綱領に基づき、「従って、単なるソーシャルワーカーの養成を
志すものではなく」「キリスト教的、使徒的使命を達成するソーシャルワーカーを
教育するのである」としている。配置されている科目も、教養科目では哲学や宗教
学、倫理学、そして英語またはドイツ語を上智大学教授が担当し、そして神学科目
を設け、神学部教授が担当した（なお、神学科目については多くの内容を含み、カ
トリック信者には必修科目とした（必修科目と選択科目が、それぞれの科目群にお
いて設定されており、神学は原則主事・保母ともに選択科目として位置づけられ
た）。基礎専門科目は厚生省事務官を含む外部の専門家で名だたる研究者の名前が
見受けられるし、応用専門科目についても同様で、これには神学部、文学部の心理
学科教授等が加わった（上智大学史資料集編纂委員会編集代表・発行責任者クラ
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ウス・ルーメル理事長『上智大学史資料集第４集（1948 〜１９６９）. 平成元年』。
昭和 39 年 4 月にスタート切ったが、その数年後の昭和 41 年から東京都から
「各種学校」
としての認可を受けたことから、名称を上智大学社会福祉専修科から学校名を上智社
会福祉専修学校とし、また上智大学から独立した。その作業として東京都に提出した
学則は当時上智大学講師で教務課長であった土田将雄神父（のちの学長理事長）が第
二代主任に就任したことから土田神父が作成したが、当時、破傷風にかかっておりそ
の中でまとめたという記録が残っている（同記念誌 .10 頁）上智社会福祉専修学校は
その後、昭和 51 年の学校教育法改正により、専門課程を置く専修学校は専門学校と称
することが出来る事とされたため、学校名を上智社会福祉専門学校に変更して現在に
至っている。
xliv

近年の例では、聖母看護大学の学校法人を上智学院へ合併するとともに、看護の単科
大学を上智大学総合人間科学部の一学科として再編し上智大学の看護学科としたこ
と、グリーフケア研究所（2011 年）を設立し、そのうえでグリーフケアに関する大学
院修士課程（2016 年 4 月開設）、および 2018 年 4 月からは博士課程を設置したこと、
復旦大学看護学院と綜合人間科学部社会福祉学科との提携による、看護学院卒業生の
社会福祉学科編入制度（新聞学研究科と復旦大学新聞学院（大学院）の連携）などが
あげられる。その時々で女子修道会からの申し出やシスターの協力もあったであろう
が、当時のイエズス会神父（高祖理事長）のイニシアティブにより実現したものである。

xlv

原語が sozial Eingliederung であるから、そのニュアンスからいうと単なる社会統合と
いうよりも、は社会的編入・社会的包摂ともいえる。（栃本）

xlvi

かつて、上智大学内に女子学生のための施設がつくられたことがある。上智大学内に
はあるが、敷地としてはイエズス会の所有する敷地（現在、JS ハウスとクルトルハ
イム館がある）のお屋敷に女子学生のための休憩所を設けるとともに女子学生相談を
行った。初代は当時、米国から帰国した社会学科野尻（目黒）助教授が着任した。

xlvii 『記念誌
xlviii

からしだね

A Memorial Issue of KARASHIDANE』 １９９１年

平成 21 年 2 月 26 日付け、局長通知。『文部科学大臣所轄学校法人がおこなう付随事業
と収益事業の扱いについて（通知）』 ２０文科高第 855 号

xlix

上智の社会福祉教育の歩みとそれぞれの時代に各人が果たした役割について
は、 先 の「 上 智 社 会 福 祉 専 門 学 校 創 立 20 年 周 年 記 念 誌 」 と と も に、 本 稿 で 引 用
し た、「 記 念 誌

か ら し だ ね 」 な ど と と も に、 上 智 大 学 創 立 100 周 年 記 念 誌 企

（2013 年 11 月 1 日 発 行 ） が、 ま た 違 っ
画・ 編 纂 委 員 会 編 集 の『 上 智 の 100 年 』
た角度や表現で、ハイドリッヒ神父の考え方を伝えている。「写真で振り返るソ
フィア

上智社会福祉専門学校

50 年 の 歩 み 』 は そ の「 前 史 」 と し て「 １． ハ

イ ド リ ッ ヒ 神 父 の 築 い た 土 台 」 を 記 述 し（144 〜 147 頁 ）、 そ れ 以 降、 と い う
1931 年 か ら 1962 年 の 上 智 ハ イ ド リ ッ ヒ 神 父 を 起 点 と し て、 そ れ 以 降、2013 年
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までを 4 区分し日常の様子などを含めて貴重なドキュメント資料となっている。
また、100 周年記念のウェブで知る SOPHIA の社専に関するデータのうち、「創設者
ペトロ・ハイドリッヒ SJ

No.5」によってもハイドリッヒ神父の考え方を知ることが

出来る。
筆者は文学部社会学科の学生で宗像巌教授のもとで学び社会学であったため社会福

l

祉コースについては知るところがなかったし、両者は没交渉であったといってよい。
それはこのような事情による。
その後大学院博士課程社会学専攻に進んで、篭山京教授や小山路男教授をはじめとす
る碩学と出会った。また実践や社会踏査に情熱を傾ける諸先生の姿を見た。
あとがき
菅原裕二師（法王庁立グレゴリアン大学教会法学部長）は「説得力のある教皇の実践」の
部分で「歴史的な視点を忘れないこと、抽象的な理論に流れないで、同時に大学として現実
的に社会への貢献があるようにという教皇の招きは分かりやすいと同時に、日々の現場で表
現するには大きな課題であると」記されている（「ゆるし総集」イエズス会聖三木図書館）。
95 頁。
上智大学の教育諮問会議においても各界で活躍し指導的役割を果たされている方々や世界
的な視点で現実の社会に立ち向かっていられる方々が、そしてイエズス会の指導者が求めて
いることについて言及されている。自ら考えられる人を輩出することであり、リベラルアー
ツを重視するということ、またアドルフ・ニコラス、イエズス会総長がかつて来日された際に、
学生・卒業生に求めた点は「現実を知り、体験すること」「徹底的に分析し研究すること」「上
智で学んだことを実践すること」の 3 点を挙げていることを再度確認すべきである。
また、上智大学は 4 つのチャレンジを行うとされている。それは、世界は 4 つの問題に対
して新たな挑戦をしなければいけない、全人類の問題として、①貧困や飢餓の問題の解決に
立ち向かうこと、②自然、環境の問題として持続可能な社会構築、温暖化など世界が危機と
感じている問題に対応すること、③文化・教育の問題として、すべての人間が成長できる可
能性があり、その可能性を広げるための教育の場を提供すること、④倫理の問題として、倫
理的な活動によってこそ、人間は生きる意味を知ることができ、したがって人間をモノとし
てではなく、人間として見つめ、「人間の尊厳」とは何かを一人ひとりが考えること、として
いる。
最後に、住田省悟元イエズス会日本管区長は、真に上智らしさを出すとしたら「人類の希
望と苦悩を分かち合い、世界の福祉と創造的進歩に奉仕する（上智の教育理念）」ことの出来
る人材を育成することであると教育諮問会議で述べられている。
そのような社会事業教育でなければならない。

余語毅男

山崎泰彦

社会保障制度論（年金）

※祉祉倫理学は栃本へ

８１年〜２００３年３月

福祉倫理学、援助論

イエズス会士

（文学部に社会福祉学科増設）

2010

小山路男、保坂哲哉後継

社会保障、思想、歴史、社会福祉政策、社会福祉原論

老人福祉論を導入・調査論も

公的扶助論・社会調査論

2000

９５年〜２００９年３月

栃本一三郎 ９６年〜

原論

冷水豊

1990

８６年〜９６年３月

金沢大学教授・元社会保障研究所部長

保坂哲哉

社会保障研究・歴史研究、医療政策

７６年〜８６年３月

（文学部に社会福祉学科増設）

ベークハウス神父 ７６年〜８４年３月

小山路男

母子保健

死亡（助教授時） 公的扶助論・社会調査論

７９年１０月〜９８年３月

６９年１月〜８１年３月 生活構造論・貧困論

松崎久米太郎 ７２年１０月〜９４年

篭山京

久保秀史

専任ではなかった

1980

社会福祉学科増設

（1976 年）

７２年１０月〜７８年３月

1970

６６年〜７１年３月

ハイドッヒ神父 ６６年〜７２年

山下栄一

1960

➡

社会福祉学科教員・主領域履歴 経緯表
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松本栄二

1960

1980

７１年〜２００３年３月 援助技術論 実習

岡知史

司法福祉

➡

網野武博

藤井達也

藤井賢一郎 ２０１３年〜

実習

川地千代：1990 年 4 月〜 1993 年 3 月、石綿二三代：1993 年 4 月〜現在（2005 年 4 月より2 号館 15 階）

精神保健福祉・イタリア研究

２００６年〜２０１８年３月

精神保健福祉分野

研究休職命令により厚労省から

２００７年〜２０１０年３月

２０１０年４月〜２０１３年３月
２００５年〜２００６年１２月１日 社会保障論

福祉経営

精神保健福祉士コース創設に対応

９８年〜２００６年３月

山名敦子：1979 年 6 月〜 1987 年 3 月、宮島陽子：1987 年 4 月〜 1990 年 3 月、

社会福祉実習室（正式名称：社会福祉実習事務室）

松永宏子

障害者福祉論を新たに設定

２００８〜２０１９年３月

２００５年〜２０１２年３月

増田雅暢

髙原亮治

島津望

大塚晃

後任を児童福祉で当初設定し、障害者福祉に転換

９８年〜２００７年３月 児童福祉（心理）の専任

看護学科創設に向けて着任 ➡

科目専任教員として、又福祉心理学を新たに設定。家庭福祉論も予定した。

医療ソーシャルワーク保健

医療領域のソーシャルワークを設定

髙山惠理子 ２００５年〜

９１年以前に実習担当助手として採用される

実習

2010

援助技術論：春見先生後継

伊藤冨士江 ２００３年〜

2000

９１年 当事者福祉論・コミュニティソーシャルワーク論 実習

1990

余語先生が児童福祉が担当できなかったので母子保健ではなしに児童福祉の

６７年〜９８年３月 援助技術論 実習

春見静子

1970

➡
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文】

介護保険料の所得段階別設定の相違をもたらす背景要因に関する研究
藤井

賢一郎（社会福祉学科准教授）

要旨：介護保険制度では，保険料の所得段階別設定方式に関して保険者の裁量が認められて
いる．本研究では，保険者ごとの保険料の設定方式に影響を与える背景要因を探ることを目
的として，インターネットから保険料設定情報を入手できた 1507 保険者を対象として，重
回帰分析を行った．その結果，保険料の設定方式に影響を与えているのは，低所得者の比率，
高所得者の比率，介護保険料水準，サービス利用者数の割合，人口規模等の変数であること
が分かった．この結果に関する考察を行うとともに，政策的含意について議論を行った．
キーワード： 介護保険制度，所得段階別保険料，市町村格差，政策的含意

Ⅰ

緒言

社会保障財源を確保するという観点のみから社会保険料と税を比較すると，社会保険料は
対給付との関係上負担上限額が設定されるなど所得に対して逆進的であることが特徴である．
中でも介護保険の第一号被保険者（65 歳以上）の保険料率の設定方式は，所得による保険料
段階数が限定され所得による負担格差が小さい制度であり，医療保険と比較しても逆進性が
高い（藤井 2014）
．
介護保険制度設立当初，所得段階別保険料（介護保険料の所得段階数及び各段階と各段階の
保険料の設定をいう，以下同じ）は政令（介護保険法施行令第 89 条）により，5 段階とされ，
各段階の対基準比（基準となる介護保険料に対する比率をいう，以下同じ）が市町村共通のも
のとして定められた．その際，保険者の裁量によって可能なのは，市町村民税課税層を 2 区分
から 3 区分とし，標準 5 段階を 6 段階にすることができることに限定されていた．しかし，そ
の後施行令の改正により，市町村民税世帯非課税層を 2 段階に分け 5 段階を 6 段階と変更され
るとともに，保険者裁量の幅は大きく広げられた．すなわち，①各段階で対基準比の変更を可
能とする，②第 3 段階と第 4 段階についてそれぞれ対基準比を下げる段階（特例第 3 段階、特
例第 4 段階）の設定を可能とする、②住民税課税層については段階の増加や対基準比の変更を
可能とする，と 2006 年度以降制度変更された．また，更に政令改正が行われ，2015 年以降保
険料段階の標準（保険者が設定する最低段階数）は 9 段階と大きく引き上げ等が行われた．
以上のように，9 段階以上という前提を含め政令で定める賦課方式の前提があるものの，必
要な財源が確保される限り，保険料段階を何段階に設定するのか，そして各段階の保険料をい
くらに設定するのかについては，各保険者に自由度が与えられている．逆にいえば，第一号被
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保険者一人あたりから徴収すべき保険料が同じであっても，保険者によって保険料段階と各段
階の所得区分や保険料の設定は多様であり，それらは保険者裁量に委ねられているのである．
保険者は，保険料をより多段階に設定したり，高所得により多くの保険料を設定することに
より，介護保険料の逆進性を緩やかにする効果を期待できる．また，介護保険料水準が高くな
ると，所得段階の前後で保険料の増減が大きくなり，住民の納得感に配慮して所得段階を細か
く設定する誘因が保険者に働くだろう．
さらにいえば，保険者は，高所得者に高い保険料を設定することで，基準額として示される
保険料を見た目上低く抑えようとするかもしれない．
だたし，そもそも被保険者の高所得者比率が低い市町村の場合は，そうした効果は得られ
にくい．またそもそも，高所得者の理解を得られなければ，保険料の多段階化や所得に応じ
た保険料の設定は困難かもしれない．どのような場合に高所得者の理解を得やすいかは一概
には言えないが，例えばサービスが利用できる状況や，住民全体の平均的な所得水準が，影
響を与えるかもしれない．さらに，多段階の保険料を独自に算定しこれを住民・議会に説明
し徴収を遂行するためには，一定程度の事務体制が必要である．その結果，人口や市町村の
種類，財政力指数が，所得段階別保険料の設定に間接的に影響を与えるかもしれない．
介護保険制度は制度設立当初より，保険料の水準そのものについての市町村格差が，メディ
ア等において注目されてきた．しかし，賦課方式すなわち所得段階別保険料設定に関する実
態については，言及されることは少ない．比較的基礎的な分析（藤井 2015）以外には，各都
道府県レベルで保険者別の段階数や集計値が発表される程度で，筆者が知る限り実証的な研
究は存在しない．
以上のような背景を踏まえ，本研究では，介護保険の各保険者が，所得段階別保険料を設
定する上での背景を探ることを目的とする．またこれらを通じ，介護保険料の賦課方式の在
り方に関する政策的課題についても若干の考察を行いたい．

Ⅱ

方法と対象

1．所得段階別保険料に関する情報の収集
各保険者の所得段階別保険料の設定に関する情報については，国等による全国統計は存在し
ていない．そこで本研究にあたって，それぞれの市町村や広域連合のホームページより一つ一
つ情報を収集した．具体的には，市町村・広域連合のホームページ内から，①住民向けの介護
保険料の広報・説明，②介護保険料に関する条例，③介護保険事業計画のページを参照として，
第 6 期（2015 〜 7）の保険料段階数，各段階の所得区分と介護保険料の値を入手した．
2016 年 2 月 ~3 月の期間データの収集を行い，結果として得られた 1,507 保険者のデータを
分析することとした．これによって得られた情報を，以下「ウエブ入手データ」と呼ぶ．

２．分析手法
所得段階別保険料に関する変数として，保険料段階数，最高段階の保険料と最高段階の所
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得の 3 変数を設定した．この 3 変数については，ウエブ入手データを用いた．
またこれら 3 変数に影響を与える独立変数として，A 保険料水準と被保険者所得構成の所
得段階設定に直接影響を与えることが考えられる変数群，B サービス利用状況，高齢化率等
の住民・被保険者意識を通じて間接的に影響を与えることが考えられる変数群，C 保険者の
規模・体制等を通じて間接的に影響を与えることが考えられる変数群の 3 つの変数群を設定
した．以下に具体的変数とデータの出所を示す．
A 保険料水準と被保険者所得構成の段階設定に直接影響を与えることが考えられる変数群
は，以下の 4 つである．
① 保険料基準額
② 第 1 段階所得者比率＝所得段階第 1 段階第一号被保険者数÷第一号被保険者数
③ 第 2 段階所得者比率＝所得段階第 2 段階第一号被保険者数÷第一号被保険者数
④ 基準段階超所得者比率＝基準段階を超える第一号被保険者数÷第一号被保険者数
なお，①についてはウエブ入手データを用い，②〜④については厚生労働省（2014）によ
り 2014 年度末データを用いた（したがって②③は 2014 年以前の旧段階の値であり，④の「基
準段階を超える」とは第 5 段階以上を指す）．
B 住民・被保険者意識を通じて間接的に段階設定に影響を与えることを想定して設定した
変数は，以下の 5 つである．
⑤ 在宅系サービス利用者比率＝在宅系サービス（介護予防を含む）利用者数÷第一号被保
険者数（ただし，在宅系サービス利用者数＝介護予防支援利用者数＋居宅介護支援利用
者数＋小規模多機能型居宅介護利用者数＋複合型サービス（看護小規模多機能型居宅介
護）利用者数とした）
⑥ 入居系サービス利用者比率＝入居系サービス（介護予防を含む）利用者数÷第一号被保
険者数（ただし，入居系サービス利用者数＝特定施設入居者生活介護（短期利用を除く）
利用者数＋認知症対応型共同生活介護（短期利用を除く）利用者数＋地域密着型特定施
設入居者生活介護（短期利用を除く）利用者数＋地域密着型介護老人福祉施設入居者生
活介護利用者数＋介護保険施設サービス利用者数とした）
⑦ 包括型サービス利用者比率＝在宅系包括型サービス（介護予防を含む）利用者数÷第一
号被保険者数（ただし，在宅系包括型サービス利用者数＝定期巡回・随時対応型介護看
護利用者数＋小規模多機能型居宅介護利用者数＋複合型サービス（看護小規模多機能型
居宅介護）利用者数とした）
⑧ 高齢化率＝ 65 歳以上人口÷全人口
⑨ 課税所得者一人当たり課税所得＝課税対象所得総額÷所得割の納税義務者数
⑤⑥⑦については厚生労働省（2015b）より，2015 年 10 月提供分のサービスのデータを用
いた．また，⑧，⑨については，それぞれ総務省統計局（2016）より 2015 年 10 月 1 日，総
務省（2016b）より 2015 年度のデータを用いた．
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C 保険者の規模・体制等を通じて間接的に段階設定に影響を与えることを想定して設定し
た変数は，以下の 3 つである．
⑩ 人口
⑪ 財政力指数
⑫ 保険者の種類（政令市，中核市，県庁所在地，市，村，特別区，広域連合についてダミー
変数化）
⑩，⑪については，それぞれ総務省（2016b）より 2015 年 10 月 1 日，総務省（2016a）よ
り 2015 年度のデータを用いた．なお，広域連合の⑪の値については，構成市町村の人口によ
る重みづけ平均値を用いた．
以上の①〜⑫を独立変数として，3 つの従属変数（保険料段階数，最高段階の保険料と所得）
それぞれについて階層的重回帰分析（強制投入法）を行った．

Ⅲ

結果

表 1 に，第 6 期に各保険者が設定した保険料段階別に保険者数を示し，参考のため第 5 期
の段階数別保険者数も示した（厚生労働省 2012）．第 5 期では，国基準の 5 段階と設定する保
険者は全体の 17％にとどまり 6 〜 12 段階で全体の 93％を占めていたが，第 6 期は国基準の 9
段階にほぼ半数（49％）が集中し第 9 〜 12 段階で全体の 87％占めている．第 5 期，第 6 期と
もに 18 段階が最高段階である．これらから，2015 年の政令改正により最低段階数の引上げが
行われ約半数の保険者が第 9 段階に集中したが，もともと多段階に設定していて保険者につ
いてはあまり変化がなかったものと想定される．
表1

市町村の介護保険料の段階設定の状況

6 段階（第 5 期基準）
7 段階
8 段階
9 段階（第 6 期基準）
10 段階
11 段階
12 段階
13 段階
14 段階
15 段階
16 段階
17 段階
18 段階

第6期
2015 〜 17
733
49%
215
14%
228
15%
134
9%
82
5%
55
4%
28
2%
20
1%
8
1%
4
0%
1,507
100%

※厚生労働省（2012）による調査結果（平成 24 年 4 月 1 日現在）

第 5 期※
2012 〜 2014
275
17%
250
16%
237
15%
220
14%
230
15%
150
9%
115
7%
44
3%
30
2%
17
1%
5
0%
5
0%
2
0%
1,580
100%
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表 2 に，全保険者の中で保険料段階数の多い順に 3 段階（すなわち第 18，17，16 段階）に
設定した全保険者を示し，それぞれ，保険料基準額（年額），所得段階の最高段階所得金額，
最高段階の保険料の対基準額比，最高段階の保険料年額を，各段階それぞれ最高段階の保険
料年額の高い順に示した．表の 32 保険者のうち，特別区が 3 つ，町が 1 つある以外は全て市
であり，広域連合や村はなかった．また市のうち政令市はなく，中核市は 3 つ（柏市，豊中市，
船橋市）存在していた．最高段階 18 段階の保険者は，首都圏・京阪神圏・中京圏にほぼ限定
されるものの規模や所得の面で特別な保険者でないことが分かる．
表2
都道府県

市町村

保険料段階数を多く設定する市町村（上位 3 段階）
保険料
段階

保険料

保険料最高段階の設定

基準額

所得金額

（年額）

（万円）

対基準額比

保険料
年額（円）

東京都

清瀬市

68,200

1,000

2.70

184,200

千葉県

野田市

60,000

500

2.50

150,000

千葉県

流山市

59,700

500

2.50

149,200

千葉県

柏市

58,800

500

2.50

147,000

東京都

大田区

67,200

2,500

3.20

215,040

東京都

武蔵野市

64,400

3,000

3.33

214,600

千葉県

松戸市

64,800

1,500

2.50

162,000

大阪府

箕面市

64,656

1,500

2.50

161,640

東京都

西東京市

68,200

2,000

2.30

157,000

大阪府

吹田市

64,680

1,500

2.40

155,232

埼玉県

川口市

59,400

800

2.30

136,620

埼玉県

白岡市

53,900

600

2.15

116,000

東京都

新宿区

70,800

3,500

3.70

261,960

東京都

豊島区

69,480

1,200

3.30

229,320

東京都

東村山市

69,000

1,000

2.44

168,400

東京都

武蔵村山市

69,000

1,000

2.44

168,400

神奈川県

鎌倉市

62,040

2,500

2.70

167,508

鳥取県

倉吉市

66,400

1,500

2.50

166,100

大阪府

豊中市

67,932

1,000

2.40

163,036

三重県

明和町

67,932

1,000

2.40

163,036

京都府

八幡市

63,340

1,000

2.45

155,180

千葉県

市川市

63,720

1,000

2.40

152,880

大阪府

泉南市

65,880

1,000

2.30

151,524

千葉県

船橋市

59,520

1,500

2.50

148,800

千葉県

習志野市

56,480

1,500

2.50

141,200

京都府

城陽市

61,180

1,000

2.30

140,720

大阪府

池田市

67,800

1,000

2.05

138,990

岐阜県

美濃加茂市

62,400

1,000

2.20

137,280

神奈川県

座間市

59,160

1,000

2.30

136,060

愛知県

高浜市

65,760

850

2.00

131,520

岐阜県

可児市

62,400

1,000

2.00

124,800

神奈川県

綾瀬市

46,700

1,000

2.05

95,800

18

17

16
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表 3 に，保険料段階設定の変数とこれを従属変数とする重回帰分析で用いた独立変数（以
下，「重回帰分析で用いる変数」と呼ぶ）の基礎統計量を示した．介護保険施行令では段階数
を 9，最高段階対基準比を十分の十七（1.7），としているのに対して，全国の平均値はそれぞ
れ 10.4，1.9 であり，平均値で見る限り標準値と若干の差にとどまっている．
表3

基礎統計量（分析 1）
n=1,507

A 保険料水準と被保険者所得構成
介護保険料年額（円）

64,748

（± 7,450）

旧第 1 段階所得者比率

0.019

（± 0.015）

旧第 2 段階所得者比率

0.162

（± 0.058）

基準段階超所得者比率

0.358

（± 0.074）

在宅サービス利用者比率

0.103

（± 0.020）

入居サービス利用者比率

0.047

（± 0.013）

包括型サービス利用者比率

0.003

（± 0.004）

高齢化率

0.317

（± 0.075）

課税所得者一人当たり課税所得

2,829

（± 543）

B 住民意識関連変数

C 保険者体制変数
人口

83,301 （± 200,824）

財政力指数
保険者の種類

0.518
市

（± 0.075）

731

(49%)

うち政令市

20

(1%)

うち中核市

47

(3%)

うち道府県庁所在都市

46

(3%)

町

609

(40%)

村

108

(7%)

特別区

23

(2%)

広域連合

35

(2%)

保険料段階設定の変数（従属変数）
最高段階の所得金額（万円）

542

（± 376）

最高段階保険料の対基準額比

1.9

（± 0.3）

10.4

（± 1.8）

保険料段階数
※表中の数値は，平均（± S.D.) 又は件数（%）を表す．

表 4 に重回帰分析で用いる変数の相関係数行列を示し，表 5 に階層的重回帰分析（強制投
入法）の結果を示した．重回帰分析については VIF 値をチェックし，多重共線性の問題はな
いと判断した．表をみる限り，3 つの重回帰分析の大まかな傾向は，類似している．3 つの分
析で一致して標準化係数βが比較的大きいのは，A では第 1 号被保険者市町村民税本人課税

*** p<.001, ** p<.01, * p<.05

ⅩⅪ

ⅩⅩ

ⅩⅨ

ⅩⅧ

ⅩⅦ

ⅩⅥ

ⅩⅤ

ⅩⅣ

ⅩⅢ

Ⅻ

Ⅺ

Ⅹ

Ⅸ

Ⅷ

Ⅶ

Ⅵ

介護保険料

Ⅳ

段階所得者比率

Ⅴ

段階所得者比率

Ⅲ

−

基準段階超所得者比率

.47 ***

−

-.66 ***

-.13 ***

在宅サービス利用者率

−

−

-.21 ***

.13 ***

.06 *

入居サービス利用者率

Ⅱ

−

.09 ***

-.41 ***

.30 ***

.04

包括型サービス利用者比率
−

.02

.19 ***

-.09 ***

.00

-.04

.14 ***

−

.04

.36 ***

.09 ***

-.64 ***

.41 ***

-.15 ***

.11 ***

（Ⅷ）

高齢化率

（Ⅶ）

−

-.56 ***

-.10 ***

-.27 ***

-.13 ***

.65 ***

-.26 ***

.15 ***

-.16 ***

（Ⅸ）

課税所得者一人当たり課税所得

.20 ***

−

.33 ***

-.30 ***

-.01

-.14 ***

.06 *

.23 ***

-.07 *

.32 ***

.07 **

（Ⅹ）

人口

（Ⅵ）

−

.21 ***

.33 ***

-.33 ***

-.09 ***

-.31 ***

-.12 ***

.45 ***

-.31 ***

-.03

-.12 ***

（Ⅺ）

財政力指数

.35 ***

−

.10 ***

.75 ***

.12 ***

-.12 ***

.01

-.02

.05

.07 **

-.01

.18 ***

.06 *

（Ⅻ）

政令市ダミー

（Ⅴ）

−

-.02

.09 ***

.28 ***

.11 ***

-.13 ***

-.01

-.02

.06 *

.09 ***

.00

.17 ***

.05 *

（ⅩⅢ）

中核市ダミー

（Ⅳ）

−

.41 **

.49 **

.02

.55 **

.11 **

-.14 ***

.01

.06 *

.04

.08 **

.00

.19 ***

.12 ***

（ⅩⅣ）

県庁所在地ダミー

-.25 ***

−

.18 ***

.18 ***

.12 ***

.22 ***

.28 ***

.18 ***

-.34 ***

.06 *

-.32 ***

.10 ***

.30 ***

-.13 ***

.12 ***

-.01

（ⅩⅤ）

市ダミー

.15 ***

−

-.27 ***

-.05

-.05

-.03

-.05 *

-.11 ***

-.08 **

.16 ***

-.03

.15 ***

-.02

-.16 ***

.06 *

-.14 ***

-.01

（ⅩⅥ）

村ダミー

（Ⅲ）

−

-.04

-.13 ***

-.02

-.02

-.02

.08 **

.19 ***

.44 ***

-.16 ***

-.05

-.03

.03

.15 ***

-.02

.26 ***

.06 *

（ⅩⅦ）

特別区ダミー

.10 ***

−

.05

-.04

-.15 ***

.00

-.03

-.02

-.03

.02

-.04

.03

.02

.10 ***

.02

-.01

-.03

-.02

.05 *

（ⅩⅧ）

広域連合ダミー

（Ⅱ）

（ⅩⅨ）

−

-.03

.27 ***

-.15 ***

.30 ***

.12 ***

.13 ***

.10 ***

.35 ***

.34 ***

.64 ***

-.44 ***

-.05

-.28 ***

-.02

.51 ***

-.22 ***

.23 ***

.01

n=1,507

−

.86 ***

-.02

.35 ***

-.12 ***

.23 ***

.15 ***

.11 ***

.14 ***

.36 ***

.26 ***

.61 ***

-.39 ***

-.03

-.22 ***

.04

.42 ***

-.15 ***

.25 ***

.05

（ⅩⅩ）

−

.76 ***

.85 ***

-.03

.14 ***

-.17 ***

.37 ***

.14 ***

.16 ***

.12 ***

.35 ***

.34 ***

.54 ***

-.46 ***

-.04

-.32 ***

-.01

.52 ***

-.23 ***

.21 ***

.00

（ⅩⅪ）

保険料段階設定の変数

最高段階の所得金額

−

C 保険者体制変数
最高段階保険料の対基準額比

（Ⅰ）

旧第

2

旧第

1

B 住民意識関連変数

相関係数行列

保険料段階数

Ⅰ

A 保険料水準と被保険者所得構成

表4
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*** p<.001, ** p<.01, * p<.05

2

*

-.01
.10
-.02
.08
.00

県庁所在地ダミー

市ダミー

村ダミー

特別区ダミー

広域連合ダミー
.51

-.19
-.05

政令市ダミー

中核市ダミー

.09

財政力指数

.40
.23

***

人口

.48

.04

.04
.46

高齢化率

課税所得者一人当たり課税所得

-.04
.00

***

.00

.04

.16

-.05

-.10

**

***

.10
.16

入居系サービス利用者比率

.22

-.07

***
***

包括型サービス利用者比率

***

.11
.22

β

***

***

*

***

***

***

***

*

***

***

***

p

Step3

.05

.36

***
***

β
p

Step2

在宅系サービス利用者比率

.02
.59

旧第 2 段階比率

旧第 5 段階以上比率

.12
.29

介護保険料

旧第 1 段階比率

β
p

Step1

最高段階の所得金額

.29

.51

.02

.30

.14

β

***

***

***

p

Step1

.43

.52

.04

.01

-.07

.09

.12

-.08

.22

.12

β

***

**

***

**

*

***

***

p

Step2

.47

.01

.16

-.01

.08

.02

-.05

-.11

.05

.18

.42

.04

.01

-.03

.07

.09

-.05

.16

.10

β

***

**

**

***

*

***

***

***

*

***

***

p

Step3

最高段階保険料の対基準額比

保険者の状況が保険料段階設定にもたらす影響の重回帰分析（強制投入法）

.36

.59

.02

.27

.12

β

***

***

***

p

Step1

.42

.26

-.03

.01

-.14

.06

.34

-.01

.21

.11

β

***

***

**

***

***

***

p

Step2

保険料段階数

.45

.01

-.01

-.01

.15

-.02

-.01

-.12

.08

.18

.26

.01

.00

-.08

.04

.25

-.01

.16

.10

β

***

***

***

***

***

***

***

***

***

p

Step3

n=1,507

上智大学社会福祉研究

調整済み R

C 保険者体制変数

B 住民意識関連変数

A 保険料水準と被保険者所得構成
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者比率，第 1 段階比率，介護保険料であり，B では課税所得者一人当たり課税所得，C では人口，
政令市ダミー（ただしマイナス値），市ダミー，財政力指数ダミーとなっている．また，3 つ
の分析でβの統計学的有意性については必ずしも一致していないものの，入居サービスの利
用者率はマイナス，
在宅サービスの利用者率はプラスの影響を与えている．また，特別区ダミー
のβは，保険料段階には影響を与えていないが，最高段階の所得金額・対基準比に対してプ
ラスの影響を与えている．

Ⅳ

考察

1．今回の結果に関する考察
今回の結果から，介護保険料が高く，第一号被保険者の中でも高所得者（基準段階を超え
る所得者，すなわち本人が市町村住民税課税者）の比率や第一段階の者の比率が高い保険者
ほど，多段階でより高所得の被保険者により多くの負担を課す所得段階別保険料（以下，「多
段階高所得高保険料型」と呼ぶ）を設定することが示唆された．保険者は低所得者比率が高
い状況においてその負担を下げるために「多段階高所得高保険料型」を選択しようとする一
方で，高所得者比率が高くないと「多段階高所得高保険料型」を選択できないということで
もある．また，上述したように，介護保険料水準が高くなると，所得段階の前後で保険料の
増減が大きくなり，住民の納得感に配慮して所得段階を細かく設定する誘因が保険者に働い
ているとも考えられる．さらに，保険料が高い状況では，低所得者負担も高くなるため「多
段階高所得高保険料型」を選択する誘因が働くことが考えられるが，「多段階高所得高保険料
型」の適用により基準保険料を低く見せることができる（住民・議会等では基準保険料が関
心を寄せられやすい）という点も，「多段階高所得高保険料型」への誘因となっていると考え
られる．
次に，入居サービスの利用者率が多いと「多段階高所得高保険料型」が採用されない傾向
にあり，在宅サービスの利用者率が多いと「多段階高所得高保険料型」が採用される傾向に
あるという結果は，きわめて興味深い．ただ，この傾向を説明することは容易ではない．例
えば「入所系サービスは定額であり給付が定額であることが明確であるがゆえに，高い保険
料負担が直感的に保険に対する疑問を生じさせやすくなる（ため，保険者が多段階高所得高
保険料型を設定しにくくなる）」あるいは「入所系サービスでは家族（この場合家族が第一号
被保険者であることを想定）が利用者本人と接する機会が減り，介護状態や介護サービスの
重要性に対する関心が薄まり，高い保険料負担が受け入れられにくくなる（ため，保険者が
多段階高所得高保険料型を設定しにくくなる）」といった理由を想定することは可能かもしれ
ない．しかし，いずれにせよ今回の分析からだけで十分な説明を行うことは困難であろう．
さらに，人口が多く，財政力指数が高く，「市」であることで，「多段階高所得高保険料型」
が採用される傾向にある点であるが，これらは，「一定の保険者体制を持たないと多段階高所
得高保険料型」は導入しにくいという仮説が支持されたことになる．
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一方，政令市であることで「多段階高所得高保険料型」を採用されない傾向にある点につ
いては，これと整合性がない．また，特別区であることで，多段階の傾向は高まらない傾向
にある点も説明が難しい．筆者はこれらの結果について，一般に地方公共団体は「横並び意識」
が高いことに原因が求められるのではないかと考えている．特に，政令市や特別区は，それ
ぞれ他の政令市や他の特別区の動向に注意を払う傾向にある．保険料段階を設定する段階か
らしばしば相互の情報を交換しており，また担当者や責任者レベルで情報を共有する場も設
けられている．すなわち政令市や特別区の場合，政令市や特別区であることによって特定の
傾向が生まれてきているというよりは，相互に情報を共有しあう結果として一定の類似した
傾向が生まれた（つまり，その傾向には特に意味がない）ということは十分考えられる．
筆者は特別区のうち 2 区の介護保険事業計画立案の委員会に所属しているが，担当者や委
員会の場で，しばしば他区の状況との比較が説明されたり議論になることを経験している．
保険料段階について細かく比較されることこそないが，保険料水準について他区との比較資
料が提示されることもある（そもそも，保険料に直接関わる議論・決議は議会で行われるこ
とであって，介護保険事業計画の策定委員会で議論が行われる必要はない）．また，介護保険
事業計画に限らず，筆者が，様々な機会で，特別区や政令市の担当者レベルと意見交換する
際に，そうした意識を感じ取ることがある．地方公共団体がその行政の在り方を考える上で，
他の自治体，特に制度上同じ体制を持つ自治体（政令市や特別区）をベンチマークとして比
較する観点は重要である．その是非はともかく，結果として相互に似た制度・政策を採用す
る可能性は高くなるということではなかろうか．ただ，この説明により政令市や特別区が似
た傾向を持つことは理解できたとしても，それぞれになぜ今回の結果のような特徴的な傾向
が表れるかは説明することは困難である．

2．政策的含意
第一号保険者の介護保険料の賦課方式が現行のような所得段階別保険料になっているのは，
制度創設時の議論や状況によるところが大きい（厚生労働省 2007b）．すなわち、①保険原則
に従い「自立した高齢者が、共通の介護リスクに対応するために（応能的ではなく）応益的・
相互扶助的に保険料を拠出すべき」という考え方が基本とされるとともに，高齢者介護保険
の特性から，②医療のような著しい高額給付は発生せず保険料負担も著しい高額が設定され
るのは適当でない，③稼得年齢層ではない高齢者間で所得移転の政策的必要性は高くないと
考えられた．また，制度創設当時の状況として，④保険料が低額のため負担能力格差の調整
は当面不要，⑤高齢者の所得捕捉が厳密ではないため所得定率負担は水平的公平性に疑問，
⑥住民税課税層は高齢者全体の 4 分の 1 程度（制度創設時）に過ぎず一部の層に高負担にな
るのは不適切，といった理由も重視された．さらに，⑦制度導入時の市町村の事務負担軽減（税
当局から所得情報を得るのが条例によっては困難）への配慮も行われた．これらの結果，現
在のような逆進性の高い賦課方式が生まれた．
ところが，2004 年以降の所得税法と地方税法の改正により、高齢者の住民税課税層が 37％
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と一気に増え、同時に（住民税負担を介護保険料算定の基礎に置いていることから）一気に
介護保険料負担が増加する層が生まれることになり、介護保険料の設定のあり方が国会（第
166 回国会衆議院予算委員会平成 19 年 2 月 7 日）でも問題視された（厚生労働省 2007a）． そ
こで、厚労省に「介護保険料の在り方等に関する検討会」が設置され、2007 〜 8 年にわたっ
て検討が行われることとなった．研究会では，保険料定額制の意義・メリットをあげつつ負
担能力の低い者の負担感の問題を指摘した上で，現行の所得段階別定額制の保険料の問題点
として，所得が微増でも保険料段階が変わると保険料が急増すること，地域（生活保護級地）
によって保険料段階が変わること，保険料段階が（基本的に個人所得をベースとしながら）
世帯概念が混在しているため「逆転現象」（世帯収入が少ない方が，保険料段階が高いケース
が起きること）が起きること等が指摘されている（厚生労働省 2007b）．また保険者のアンケー
ト結果から，介護保険料の賦課方式について「住民の理解を得にくい点も多く，問題がある
と思う」44％，「現時点ではとくに問題はないが，将来保険料負担が大きくなれば問題が生じ
てくると思う」46％，「住民の間に定着しており，とくに問題はないと思う」10％という結果
を示したうえで（厚生労働省 2008a），定額制に移行した場合のシミュレーション等も示して
議論が行われた．これらのほか，所得比例にした場合 3 年を 1 期とする現行の制度が所得の
変化の捕捉に適さない、あるいは、所得の再分配は介護保険料単独で考えるべきでないとい
う議論もあった（厚生労働省 2008b）．このような議論の結果として実際には制度変更は行わ
れなかった．
その後 10 年が経過しているが，上述④〜⑦については，時代の進展とともにますますその
意義が問い直されることになっている．すなわち，④は介護保険料が徐々に高額化する中で，
負担が困難な層が増加する問題がさらに深刻化する．また⑤⑥については第一号被保険者に
厚生年金所得層が増えてくると前提条件が変わってくる．そして，⑦については，市町村の
電算化が進み，所得負担が事務上の大きな負担でなくなってきている（後期高齢者医療制度
では「旧ただし書き方式」で所得捕捉が行われ定率負担となっている）．さらにいえば，介護
保険の利用者負担の 2 割，3 割負担が導入される中で，①③のような介護保険制度の在り方自
体が，社会保障制度全体の中で見直される必要がある．
もちろん現行制度でも，保険者が自主的に保険料を多段階設定すれば，低所得者への配慮
や所得変化による保険料急増を避けることができる．しかし，本研究で明らかになったように，
保険者は，介護保険とは直接関係のない要因から，段階設定の影響を受けている可能性がある．
特に，保険者の規模・体制から影響を受けていることが示唆されており，小規模町村である
ことで体制上多段階設定が困難という状況があるとすれば，「保険者裁量」という観点から現
状を肯定することは適切といえようか．
厚生労働省（2016）は，2016 年度より市町村の介護保険事業等の実態を比較できるシステ
ムをインターネット上で運用し，介護保険法法改正によって，2018 年度より保険者機能の発揮・
向上の実績に応じて，財政的インセンティブ付与を行うこととなっている．こうした中，朝
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日新聞（2016）は 2016 年度より「比べてみようわがまちの介護保険料」として，介護保険料
の保険者別格差をインターンネット上で容易に比較できるシステムを運用している．しかし，
保険者ごとの所得段階別保険料については知ることができない．少なくとも，住民の立場か
らは，同じ給付水準の保険者で同じ所得でであっても，保険者によって保険料が異なる現状
において，賦課の相違について注目することも重要ではなかろうか．
本研究は，介護保険の第一号保険者の所得段階別保険料に関わる数値をもとに，その傾向
を分析したものである．各保険者が所得段階別保険料を設定するにあたって置かれている状
況は様々であり保険者としての意思決定の在り方も様々である．今回用いた数値だけではそ
の状況を十分理解することはできない．ただし，今後，保険者機能に注目が改めて高まって
いく中で，保険料賦課の在り方とそれに影響を与える背景にも着目するとともに，保険者努
力の及ばない要因（保険者の規模・体制等）をどのように考えるかといった点にも着目する
必要があるのではなかろうか．以上のような観点から，本研究が，介護保険の保険者機能を
考える上での一助ともなれば幸いである．
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A study on background factors causing differences in a long-term care
insurance premium setting in accordance with income level.
Kenichiro Fujii, Ph.D.
Summary : In the long-term care insurance system, the insurer's discretion is approved for the speciﬁc
method of insurance premium setting in accordance with income level. In the present study, I conducted
multiple regression analysis for 1,507 insurers with the information of insurance premium setting
obtained via the Internet as aiming to identify background factors that inﬂuence the method of insurance
premium setting by insurer. As a result, it was found that inﬂuential items for the method of insurance
premium setting were ratio of low-income people, ratio of high-income people, insurance premium
level, ratio of the number of service users, and variables such as population size. Thus, I carried out
examination for the results while discussing policy implications.
Key words : the long-term care insurance system, insurance premium setting in accordance with
income level, disparities among municipalities, policy implications
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高齢、認知・精神障害領域における言説手法の援助関係論への展開
―認知症とナラティヴに関する文献検討を通して―
道念

由紀（社会福祉学科助教）

要旨：本論文は、本邦における認知症とナラティヴに関する研究動向の把握と今後の課題の
明確化を目的として、国内論文及び著書を対象とした系統的文献レビューを行ったものであ
る。電子データベースを用いた文献検索とスクリーニングによる文献の選定を経て、最終的
に 38 件の文献を対象とした。対象文献の内容はマトリックス方式による分析を行い、研究領
域ごとの研究内容の概括と、認知症の特性や認知症に対するナラティヴの適用性・意義・留
意点がどのように捉えられているかの整理と統合を行った。その結果、社会学や看護学を始
めとする 7 領域においてナラティヴ・セラピーの援助技法や思想の援用を中心とした多様な
研究が行われていることが明らかになった。また、認知症の特性、ナラティヴの適用性・意義・
留意点に関する指摘は、「1. 認知症者の言語表出における特徴」「2. 認知症者に言語的手法を
用いる事の困難さと補助的手段」
「3. 人生の再著述と再解釈」
「4. 支援者にもたらす影響」
「5. 認
知症に対する偏見と物語の書き換え」「6.BPSD の軽減と出現要因」「7. ナラティヴとエビデン
スの関わり」「8. インタビューデータとしてのナラティヴ」の 8 つのカテゴリーに分類し、カ
テゴリー間の関係性を図示化した。それらの結果に基づき、高齢、認知・精神障害領域にお
ける言説手法の援助関係論への展開に向けた今後の課題として、各研究成果の質の評価と批
判的考察、認知症の原因疾患と重症度に応じた言語表出方法の把握、認知症者におけるナラ
ティヴ概念の検討、多職種協働による予防型地域生活支援におけるナラティヴの活用方法の
検討の四点を提起した。本論文で行った先行研究の成果の統合と課題の提示、及び認知症に
対するナラティヴの意義や留意点の明確化は、認知症有病率の急増が見込まれる日本のみな
らず、高齢化が進展し新たな社会体制の構築や高齢者支援のあり方が問われるヨーロッパ諸
国においても示唆を与えるものとなると考える。
キーワード： 認知症、高齢、ナラティヴ、系統的文献レビュー、日本

Ⅰ．研究の背景と目的
我が国は世界で最たる長寿国である一方、人口減少と高齢化に伴う様々な課題を抱えてい
る。そのひとつが認知症者の増加であり、2017 年 11 月に経済協力開発機構（OECD）が発行
した

Health at a glance 2017

では、日本は OECD 加盟国のうち出生時平均余命が最長である

と共に、認知症有病率が最も高く、OECD 平均値の人口比 1.48％を大きく上回る 2.33％とされ、
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更に 20 年後には 3.8％にまで上昇するとの推計が示された（OECD2017：20-22）。また、それ
より以前に我が国においても、認知症高齢者数の急増が指摘されており、所謂団塊の世代が
後期高齢者となる 2025 年には、65 歳以上高齢者の約 5 人に 1 人である約 700 万人が認知症と
なると予測されている（厚生労働科学研究費補助金研究報告書 2013：7-9；厚生労働省 2017：
1）。このような状況下で、認知症高齢者への支援体制の構築は、我が国において急務の課題
であると共に、OECD 加盟国を始め高齢化の進展する諸外国においても看過し得ない重要な
問題であると言える。
認知症者に対する支援方法の一つとして、当事者である認知症者や家族のナラティヴ（物
語／語り）に着目する手法がある。我が国では 2003 年頃から認知症者本人の語りに注目が集
まったと言われ（井口 2015：63）、そのおよそ 10 年後である 2014 年 10 月には国内初の認知
症者本人による当事者団体「日本認知症ワーキンググループ」が発足した。こうした当事者
の主体性の重視は、臨床場面のみならず認知症高齢者に対する施策にも見出され、2015 年 1
月に厚生労働省が関係府省庁と共同で策定した「認知症施策総合戦略〜認知症高齢者等にや
さしい地域作りに向けて〜（新オレンジプラン）」では、「認知症の人の意思が尊重され、で
きる限り住み慣れた地域のよい環境で自分らしく暮らし続けることができる社会の実現」が
目指すべき基本理念として謳われ（厚生労働省 2015：1）、2017 年 7 月の改訂においては、
「7. 認
知症の人やその家族の視点の重視」として従来の実態調査の他に、新たに「認知症の人の視
点を重視した支援体制の構築手法等の検討」が明文化され、その具体的な手法として「地域
で認知症の人が集い、発信する取組である本人ミーティング」が打ち出されるまでに至った（厚
生労働省 2017：16）。
更に、支援者の側を見ても、認知症者や家族の療養場所の相談や生活支援、医療・介護と
の連携を担う社会福祉の領域では、ソーシャルワークの根本概念として、2014 年に国際ソー
シャルワーカー連盟（IFSW）と国際ソーシャルワーク学校連盟（IASSW）が従来に代わる
定義として「ソーシャルワークのグローバル定義」を採択し、ソーシャルワークを「実践に
基づいた専門職であり学問である」とした上で、その注釈において「当事者の力」や「当事
者関与」を重視点のひとつとした改訂を行っており、こうした定義や注釈は各国のソーシャ
ルワーク実践及び研究に大きな影響を与えている（IFSW&IASSW 2014；日本社会福祉士会
2014：2-4）。我が国の社会福祉領域におけるナラティヴ研究は、その思想的源流をポストモ
ダニズムや社会構成主義に持つものが主流であると考えられるが（道念 2016：31,34-37）、こ
うした対象者の「小さな物語」に焦点を当てる試みも、ソーシャルワークにおける当事者性
の重視と類似した方向性を持つものと捉えられる。このような様々な社会的背景に基づき、
我が国における認知症者や家族を対象とした実践や研究においては、社会福祉領域を始めと
して当事者のナラティヴに着目した取り組みが近年徐々に見られる様になり、政策、臨床、
研究という三つの側面において、認知症者本人に目を向け、その語りをどのように取り上げ、
位置付けて行くのかが重要な検討課題になってきていると言えよう。
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しかし、一方で、認知症者のナラティヴに焦点付ける研究や実践は、その重要性が認めら
れながらも、言語障害や記憶障害などの認知症特有の症状や障害の態様から、適用の困難さ
も指摘されている 1）。認知症者を対象とした、語られた言葉やストーリー構成を基盤とする
手法の適否、実践で用いる場合の臨床技法としての具体化、学術研究における理論的枠組み
や分析手法の詳細等、いずれの側面においても未だ確立した見解は見られず、様々な学問領
域において多様な議論が展開されているのが現状である。
そのため、本論文では、こうした多様な議論の成果を統合し、今後、認知症者や家族を対
象としたナラティヴ研究が追究すべき課題を明確にする為に、特に日本国内における認知症
とナラティヴに関連した先行研究がどのように行われて来たのかを、文献調査を通じて明ら
かにすることを目的とする。先行研究の動向と現状を概観し、特に、認知症という疾患の特
性とナラティヴの適合性がどのように捉えられているのか、認知症ケアやその研究における
ナラティヴの意義や留意点に関してどのような言及がなされているのかを明らかにすること
は、超高齢社会における認知症有病率の急増が見込まれる日本のみならず、高齢化が進展し
新たな社会体制の構築や、高齢者への支援の在り方が問われるヨーロッパ諸国においても示
唆を与えるものとなると考えている。

Ⅱ．研究方法
日本国内で発行された学術論文と書籍を対象として、大木（2013）、ガラード（2010=2012）
の手法を参考に、系統的文献レビューと収集した文献のマトリックス分析を行った。文献の収
集では、国立情報学研究所の電子データベース CiNii Articles と CiNii Books、及び、国立国会図
書館の電子データベース NDL-OPAC を用いて、「（認知症 or 痴呆 or 呆け）AND（ナラティヴ or
ナラティブ）」を検索式として論文、図書・雑誌検索を行った（最終検索日：2017 年 10 月 23 日）。
検索式に用いるキーワードとしては、現在の「認知症」という呼称に加えて、2004 年に厚
生労働省の『「痴呆」に替わる用語に関する検討会報告書』により名称変更がされる以前の論
文や書籍も対象とする為、「痴呆」及び主に口語表現として用いられる「呆け」という用語の
何れかを含むこととした。また、「ナラティヴ」という用語に関しては、国内論文、書籍にお
いては「ナラティヴ」と「ナラティブ」の両方の表記が見られる 2）ため、何れかの用語を含
むものとして検索式を作成した。
文献抽出の期間は限定せず、検索日時点で検索し得る全ての文献を対象とした。また、幅
広い分野からより多くの知見を得る為、査読の有無や資料の種類に条件は設けない事とした。
対象文献の内容分析ではマトリックス方式を用い、論題、著者名、掲載雑誌、発行年月、
資料分類、該当キーワード、研究領域、背景、研究目的、研究方法、調査を行った場合の対象者、
結果、考察もしくは研究から得られた知見、限界、今後の課題、といった基本項目の他、認
知症の特性への言及、認知症に対するナラティヴの適用性・意義・留意点への言及を項目立て、
それぞれ縦列的に内容を比較検討した上で、結果の分析と統合を行った。
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Ⅲ．研究結果
Ⅲ－ⅰ．検索結果
「（認知症 or 痴呆 or 呆け）AND（ナラティヴ or ナラティブ）」の検索式を用いて電子デー
タベースで論文検索、図書・雑誌検索を行った結果、CiNii Articles33 件、CiNii Books4 件、
NDL-OPAC35 件の合計 71 件の先行文献が抽出された。その内、重複文献 31 件（CiNii Articles
／ Books と NDL-OPAC での重複 30 件、NDL-OPAC 内 1 件）と、書籍に複数の論文が収載さ
れており、「認知症 or 痴呆 or 呆け」のキーワードと「ナラティヴ or ナラティブ」のキーワー
ドがそれぞれ別の論文に記載されている文献 1 件、統合失調症の旧称である早発性痴呆によ
り「痴呆」のキーワードに該当した文献 1 件を除外し、最終的に 38 件の文献をレビュー対象
とした。対象文献の一覧を記した表 1 は論文末尾に掲載する。
対象文献の出版年は、最も古いものが 2003 年（大島 2003）であり、最も新しいものは
2017 年 3 月（村山 2017）であった。5 年ごとに期間を区切り文献数の推移を見ると、2003 年
〜 2007 年は 20 件、2008 年〜 2012 年は 8 件、2013 年〜 2017 年は 10 件であった。2003 年〜
2007 年の間に他の期間のおよそ倍の文献数が見られるが、20 件中 7 件は 2006 年に発行され
た雑誌の特集論文（主として実践報告や事例報告）であり、4 件は 2007 年に発行された同一
著者による連載論文であることに留意する必要がある。こうした影響を考えると、2003 年以
降の文献数は年により増減があるものの、研究動向としての顕著な高まりや低まりは見られ
ないと捉えられる。

Ⅲ－ⅱ．研究領域と検索キーワードの該当数
対象文献の研究が行われた領域を分析した。文献本文に研究領域の記載が見られない場合
は、その文献が発表された学術誌の種類もしくは著者の専攻領域から分類を行った。また、
例えば文献の内容から「社会福祉における教育」等複数の専攻領域が想定される場合、論文
の主旨を吟味し当該文献において最も重視されると考え得る領域に分類した。
結果として、7 つの研究領域が見出された。該当数の多いものから順に、社会学 11 件、看護
学 10 件、社会・介護福祉学 6 件、作業・理学療法学 5 件、心理学 4 件、医学 1 件、言語学 1 件
であった。それぞれ該当する文献の内訳は表 1 の対象文献一覧表に併記する。また、Ⅲ−ⅰ . 検
索結果で述べた 5 年毎に区分した期間に各研究領域の文献数を整理したものが表 2 である。
対象文献の内、同一著者により書かれた文献は 13 件あり、社会学 9 件（出口 5 件、坂下正
幸 2 件、荒井 2 件）、作業療法学 2 件（小川・竹田）、社会福祉学 2 件（安達）であった。研
究領域の分類としては社会学が 11 件で最多だが、うち 9 件は 3 名の著者によるもので、さら
にそのうちの 4 件は同一著者による連載論文（文献番号 17 〜 20）だった。また、看護学領域
における文献 10 件の内 7 件は、同一雑誌の特集としての主に実践や事例の報告であった。
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検索式の内どの検索キーワードが該当したかの内訳分類を見ると、
「認知症」「痴呆」「呆け」
というキーワードに関しては、厚生労働省「『痴呆』に替わる用語に関する検討会報告書」
（2004）
が発表された翌年である 2005 年を境として、文献番号 3（中川 2005）以前は「痴呆」という
用語であったのに対して、文献番号 4（MENN 2005）以降は全て「認知症」という用語を用
いていた。「ナラティヴ」「ナラティブ」のキーワードに関しては、全 38 件中「ナラティヴ」
が 18 件、「ナラティブ」が 20 件であった。文献ごとの結果は表 1 にて記す。
研究領域と照らし合わせると、
「ナラティヴ」という用語を用いていた文献は、社会学 7 件、
社会福祉学 5 件、心理学 4 件、看護学 2 件であった。一方、
「ナラティブ」を用いていた文献は、
看護学 8 件、作業・理学療法学 5 件、社会学 4 件、医学 1 件、社会福祉学 1 件、言語学 1 件であった。
これは斎藤（2010：5）において、「ナラティヴ」という日本語表記は人類学、社会学、心理
学などの領域で多く用いられ、「ナラティブ」は医療領域で多く用いられてきたという説明と
完全には一致しないものの、基本的には類似した傾向が認められる。今回の文献調査の結果で、
社会学領域で「ナラティブ」という用語を用いた 4 件（文献番号 17 〜 20）は同一著者による
ものであり、同著者は後に別の文献で、掲載誌の編集方針を尊重した上で「ナラティヴ」と
いう表記に変更している（文献番号 33）。また、看護学領域で「ナラティヴ」を用いた 2 件の
文献（文献番号 1,30）では、文献番号 1 では野口（2002）が、文献番号 30 では Gergen.K（2009）
や McLeod.J（1997）といった社会学や心理学における先行研究が参考文献として示されており、
他領域における研究からの影響が推測される結果となった。

Ⅲ－ⅲ．研究内容
研究領域ごとの研究内容を概観する。研究内容としては、マトリックス分析から特に、論題、
研究目的、研究方法、調査を行った場合の対象者や結果、考察や得られた知見に注目して内
容をまとめた。
社会学領域における文献の研究内容には、二つの特徴がみられた。まず、11 件全ての文献
において、心理療法であるナラティヴ・セラピーもしくはナラティヴ・アプローチの思想や
技法に触れており、うち 8 件（文献番号 2,18,19,20,21,23,27,34）ではナラティヴ・セラピーの
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主要な三つの潮流とされる、ホワイト & エプストンの「書き換え療法」、アンダーソン＆グー
リシャンの「無知の姿勢」、アンデルセンの「リフレクティング・チーム」等の技法が認知症
者や家族の支援にどのように援用できるかという点を追究していた。次に、複数の論文にお
いて、認知症者や家族、支援する専門職のみならず、それらを取り巻く地域や社会について、
特に社会構成主義や書き換え療法の視点からの言及が見られた（文献番号 21,27,34）。以下、
各文献の概要を簡潔に述べる。田中優子・野村（2004）では痴呆を「経験の病い」ととらえ、
痴呆性高齢者の女性の事例を元に、ナラティヴ・セラピーの方法が痴呆に対してどのような
臨床的展開を見せるのかを説明した。出口（2007a；2007b；2007c；2007d）は連載論文であ
り、各回で別々の認知症高齢者の事例を取り上げ、「アイデンティティ」等の社会構成主義に
関連する主要な概念や、ナラティブ・セラピーの技法を適用し、認知症者への支援にそれら
が有効であることを説明した。又、社会における認知症に関する「物語」が「認知症になる
と何もできない」というドミナント・ストーリーから「認知症を持ちながらも安心して暮らす」
というオルタナティブ・ストーリーへ書き換えられているのが現在の状況だと述べた。荒井
（2008）は、インボランタリーな認知症介護家族の事例を元に、ホワイトとエプストンのモデ
ルを基礎理論としてナラティヴ・アプローチを用いたソーシャルワーク支援の有効性を検討
しており、さらに、荒井（2010）ではそれに加えて、ナラティヴ・アプローチを用いたソーシャ
ルワークにおける回復のポリティクスがどのように働いているのかを考察した。出口（2015）
は、本人による認知症体験の語りの重要性と、どのように語り合うかという点をナラティヴ・
アプローチの思想や技法を元に説明した。この出口論文と同じ雑誌『ナラティヴとケア（6）』
に掲載されているのが井口（2015）であり、認知症デイサービスでのフィールドワークを行っ
た事例を通じて、ナラティヴによる実践分析が認知症支援や臨床社会学的研究にもたらす示
唆を検討している。他に、坂下正幸（2006；2008）はナラティヴ・アプローチと音楽療法を
組み合わせ、認知症高齢者が音楽を介して回想した思い出を語る事の意味や価値を考察する。
看護学領域における文献は、10 件中 8 件が実践報告の中での事例検討であり、1 件が回想
法を用いた個別面接とアンケート調査、1 件が会話分析を行っていた。また、雑誌の特集論文
としてのタイトルに「ナラティブによる認知症看護」「ナラティブ紹介」と書かれながらも、
個別の論文においてはナラティブの定義や説明がないものも多く見受けられた（文献番号 8
〜 14，16）
。以下、各文献の内容を簡略に述べる。大島（2003）は今回の検索結果で最古の文
献であり、高齢者専門病院で痴呆性高齢者を対象に回想法個人面談を行い、回想法をナラティ
ヴ・セラピーとして捉え、回想ボードを作成し生活の場に置く事で、新しいセルフ・ナラティ
ヴや、ナラティヴ・コミュニティが生まれると述べた。畠山（2006）、森泉（2006）、山口（2006）、
高林（2006）、堀内園子（2006）、堀内静子（2006）、白取（2006）の 7 件は雑誌『看護実践の
科学 31（9）』における特集論文「特集

事例中心！ナラティブによる認知症看護」であり、

病院（一般病棟、デイケア、高齢者専門病院）、老人保健施設、グループホームにおける事例
や実践報告の他、夫の認知症発覚からの経過を家族の視点で報告したもの（山口 2006）、認
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知症の基礎知識（原因疾患、中核症状、周辺症状）と今後の認知症看護に求められるものの
考察（堀内園子 2006）があった。坂下尚之（2007）も同様に、雑誌『看護部マネジメント 12
（144）』における特集「体験を物語として語り継ぐ『ナラティブ・アプローチ』看護部での実
践」の中の「ナラティブ紹介」で認知症のある高齢女性への看護実践を報告している。金山
（2015）は末期の重度認知症者への人工的水分・栄養補給の導入の可否に関して、家族間の会
話やノンバーバルな交流を会話分析で記録し、ナラティヴ・アプローチによって心理的・社
会的要因の分析・解釈を行い、代理意志決定に影響を与える要因を考察した。看護学領域に
おける文献は 10 件と、今回の調査では社会学領域に次いで多数を占めたものの、大島（2003）、
金山（2015）の 2 件を除くと、論文本文中でナラティヴと認知症の関連については触れられ
ておらず、事例そのものを「ナラティブ」として取り上げていることが推測される形式となっ
ており、研究内容の質的蓄積という点では未だ端緒に着いたばかりと言えるだろう。
社会・介護福祉学領域における文献は、社会学領域における研究がナラティヴ・セラピー
に関連する一定の方向性を見せたのに対して、研究目的、研究対象、研究方法など何れも多
様であった。以下、6 件の文献の研究内容を簡潔に見ていく。山名・松本（2005）は認知症高
齢者のグループホームに対するアンケート調査と入所者の事例考察を行い、ユニークな会話
を重ねることで入所者にとって心地好い居住空間が作られること、ストーリーを支える感性
としての地域性が必要であることなどを説いた。溝田（2006）は理論研究を行い、認知症高
齢者のケアにおけるその人らしさに関する概念について、個別性を追究したナラティヴ・ア
プローチや回想法を中心に整理した。鈴木（2009）は介護福祉学科の学生を対象に認知症ケ
ア標準テキスト掲載の事例を用いた課題を行わせ、ナラティヴ・モデルを認知症の周辺症状
に対するアセスメント視点として活用する方法を検討した。安達（2010）は介護老人保健施
設でナラティヴ・アプローチの視点に立って展開されたソーシャルワーク事例を提示し、問
題の外在化やアウトサイダーウィットネス等のナラティヴ・セラピーの技法を家族ソーシャ
ルワークに活用することの有効性を検討した。また、同著者である安達（2017）では、別の
事例を提示し、デンボロウとヌクベにより開発されたナラティヴ・アプローチの具体化手法
である「人生の木」を用いて認知症高齢者・家族支援を行うことの有効性や多職種連携の促
進への影響を考察した。村山（2017）は文献研究を行い、認知症高齢者の社会的認知に関す
る有効なケアの方法論を検討し、問題志向型の記録方法である SOAP 形式で評価・記録する
ことの可能性をまとめた。
作業・理学療法学の研究領域における文献は 5 件あり、内 2 件は同著者らによる書籍の旧
版と新版の為ほぼ同様の内容であったが、その他の 3 件は研究テーマや研究方法、ナラティ
ヴに関する理論や技法等はそれぞれ異なるものを取り上げている。小川・竹田（2009；2016）
は認知症者への作業療法では医学面に加えて包括的な視点が求められ、認知症特有の周辺症
状（evidence）
、個人が積み上げて来た「その人らしさ」
（narrative）
、周囲との関係性（environment）
を考慮することが必要であると述べる。中島・片山・菅沼（2011）は、認知症高齢者が作り
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出す物語の登場人物（誤認対象）を支援者が演じて作業療法を行うことにより、BPSD が改善
したと報告した。永井（2012）はキールホフナーの提唱するナラティブ・スロープを用いて
外来作業療法を行った事例を提示し、認知症者に対するこの手法の有効性を説いた。古井透・
古井正代（2017）はナラティブな体験としてのアシスティブ・テクノロジーとして、認知症
高齢者の事例において電動スクーターを用いたことで世界観が変わったことを伝えた。
心理学の研究領域における文献は 4 件あり、それぞれ研究内容は異なっており、関連性や
類似性は認め難い。原（2006）は老人ホーム入所者である中重度の認知症のある高齢者にコラー
ジュを含むセラピーを実施し、ナラティヴ・アプローチに基づく解釈を行った。無藤（2013）
は介護家族を支援する心理アセスメントの諸要素を統合する要として、志向的状態理解の為
の協働的会話について論考を記した。田中元基（2015）はディスコース心理学の立場から、
認知症高齢者の質問や話の繰り返しを個人内要因に帰するのではなく、前後のやり取りか
ら検討し、会話相手からの要請への対応等としてそうした症状が現れる事を説明した。吉川
（2015）は沖縄県内の高齢者福祉施設にアンケート調査を行い、沖縄戦体験の語りへの施設従
事者の対応や想いを調べ、認知症高齢者の自発的なナラティブを活かした心理的援助技法の
開発が必要だと主張した。
医学領域、言語学領域はそれぞれ 1 件ずつの文献が見られた。医学領域では、中川（2005）
が物語の異化作用という視点からナラティヴ・アプローチを認知症高齢者介護家族に対して
施行し、介護家族に接する医療スタッフの物語が与える影響の大きさを説いた。言語学の領
域では、MENN（2005）が言語障害を持つ人の言語産生能力を評価するナラティブ能力の測
定法を開発するため、認知症者等様々な言語障害を持つ人々がどのような受け答えの特徴を
持つのかをまとめた。
各研究領域を横断的に概観すると、動向として最も多かったのはナラティヴ・セラピーや
ナラティヴ・アプローチの思想や技法を認知症者や認知症ケアに援用し、事例分析や理論考
察を行ったものであった。これは言語学領域を除き、他の全ての研究領域において該当する
文献が見られた。また、ナラティヴ・セラピーやナラティヴ・アプローチの思想や技法にお
いても、論拠する研究者は様々であり、思想面においては一定の類似性が認められながらも、
取り上げられる技法には異なりが見られた。更に、ナラティヴ・セラピー等とは別に、言語
能力をナラティヴとして説明、追究する文献や、事例そのものや事例に対する著者の考察を
ナラティヴと称する文献もあり、多様な研究内容が見られる結果となった。

Ⅲ－ⅳ．認知症の特性とナラティヴの適用性・意義・留意点
対象文献において、ナラティヴに関連する認知症の特性がどのように把握されているのか、
また、認知症に関する臨床実践や研究におけるナラティヴの適用性や意義、留意点がどのよ
うに述べられているかを調べた。認知症ケアには既にパーソン・センタード・ケア、バリデー
ション、エマニチュード、回想法等の著名な非薬物療法があるが、それらと比較して、ナラ
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ティヴを用いた支援や研究方法がどのような特徴や有効性を持ち得るのかを追究するために
は、まず前提として認知症の、特に言語表出に関わる特性がどのように捉えられており、そ
の上で認知症ケアにおいてナラティヴを用いた手法の適用性があるのか、適用性があるので
あれば意義や留意点はどのようなものかを明らかにする必要がある。本節では、マトリック
ス分析を用いて、認知症の特性と、ナラティヴの適用性・意義・留意点に関する言及を抽出し、
類似性が認められる物ごとにカテゴリー分類を行い、内容を整理、統合した。
結果として、以下の 8 つのカテゴリーに分けられた。「1. 認知症者の言語表出における特徴」
「2. 認知症者に言語的手法を用いる事の困難さと補助的手段」
「3. 人生の再著述と再解釈」
「4. 支
援者にもたらす影響」
「5. 認知症に対する偏見と物語の書き換え」
「6.BPSD の軽減と出現要因」
「7. ナラティヴとエビデンスの関わり」「8. インタビューデータとしてのナラティヴ」である。
このうち、2 〜 7 のカテゴリーは更に複数のサブカテゴリーに細分化した。表 3 は、カテゴリー
とサブカテゴリー、該当するテキストの例、及び、それらが認知症の特性、ナラティヴの適
用性・意義・留意点のいずれに該当するかを整理したものである。以下、それぞれのカテゴリー
の内容を見ていく。
「1. 認知症者の言語表出における特徴」は、2 つの文献で言及されていた 3）。MENN（2005：
135-136）はナラティブ能力の測定において、認知症者のほか失語症者や自閉症児等の言語障
害のある話者に共通する特性として 3 点（句・節・文の単純化、言語能力の限界に近い課題
では成績が一定しないこと、成績は語や構造の使用頻度の影響を受けること）を挙げた上で、
その他認知症者の言語の産生に関する特徴として、「提示された絵の重要な情報を省略する、
前に出て来た内容の保続、他の物語の混入とその正当化」を挙げた。村山（2017：27）は、
認知症高齢者の社会的認知の定義付けに向けた文献研究をもとに、「言葉や文脈や状況に配慮
して適切な解釈の基に選択して扱う語用論的能力」について、比喩表現を含む諺を字義どお
りに解釈したり、言い訳や作話が認められたりすること、また、自分が持つ認知フレームに
他者を当てはめて理解しようとする、一度形成した他者の印象が固着し易く、他者の感情の
理解に影響を与える傾向がある、脱抑制的な行動が出現する前に現れる不同意メッセージ（不
安・混乱・落ち着きの無さ・あきらめを示す兆候）は会話における語りと同様、ことばとし
ての意味を持つ等の特徴や解釈を説明した。
「2. 認知症者に言語的手法を用いる事の困難さと補助的手段」は 2 つのサブカテゴリー、
「2-1.
言語的手法を用いる困難さの指摘」、「2-2. 言語的手法の困難さを補う手段」に分類した。「2-1.
言語的手法を用いる困難さの指摘」は 3 件の文献で述べられており、田中優子・野村（2004：
38-39）はナラティヴ・セラピーは「言語的能力が充分でない重度痴呆の人に対しては不向き
という印象を与えがち」であると指摘した上で、Moore ら（2002）の報告から「ナラティヴの
姿勢を理解することで、たとえ、言語的に限界があっても、重度痴呆の人と専門家の協働作業
は可能になると述べている」と伝える。原（2006：134）は「本来的には語りを中心に進めら
れるべきナラティヴ・アプローチは、言語表現が低下した重度の認知症高齢者にとって、必ず
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しも有効な手段とは言えない。対象者には話すきっかけが必要である。またセラピストにとっ
ては断片的な語りだけから彼らの心を理解することは困難である」と述べる。更に、吉川（2015：
82）も認知症高齢者の語りは「非常に断片的にな」り「前後の脈絡なく語られ」るために聞き
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取りが難しいと指摘している。その上で、「2-2. 言語的手法の困難さを補う手段」が 5 件の文
献で用いられている。大島（2003：81-82）では回想法による回想ボードを生活の場に置くこ
とでセルフ・ナラティヴが生まれたとし、原（2006：146-147）はコラージュを用いることで、
認知症高齢者の断片的な語りを補完することができると述べた。永井（2012：51-53）はキー
ルホフナーが考案した「ナラティブ・スロープ」という人生の叙述を図に示す方法を活用し、
更にそれに写真を付与して意味付けを高め、安達（2017：192-193）はデンボロウとヌクベが
開発した「人生の木」をナラティブ・アプローチを具体化する手法として用いている。また、
吉川（2017：82）は「重度の認知症を患い、話（言語）だけでは記憶の想起が難しい方でも、
映像や写真が補助的にあれば生き生きとした表情で話しが出来る方は多い」と補助ツールを
用いた技法の開発の必要性を主張している。
「3. 人生の再著述と再解釈」は、認知症者本人に対するサブカテゴリー「3-1. 自己肯定感や
意欲の向上」と、家族に対するサブカテゴリー「3-2. 尊厳の基盤の具現化」及び「3-3. 家族の
リ・メンバリング」に分類した。「3-1. 自己肯定感や意欲の向上」では、永井（2012：53）が
認知症により「物忘れをとがめられる経験」が続き以前の「社会的地位や役割が崩れ落ちる
かのような想いを繰り返し味わい、その結果、行動が消極的に」なった認知症者がナラティヴ・
スロープを活用したことで自己を客観視し生活への意欲を生んだと説明する。特に「過去に
有能感を持っているであろう対象者」にはナラティヴ・スロープは有効な介入手段になると
言う。「3-2. 尊厳の基盤の具現化」では、安達（2017：195-196）が「認知症高齢者の支援にお
いて、尊厳保持への感受性は不可欠な要素」であるが、「認知能力低下に伴う行動変容は、し
ばしば高齢者を減価し無力化する方向で作用し、周囲の人々はそこに尊厳を託すものを見失
いがち」になるため、尊厳を見据えることのできるストーリーが必要であると指摘し、「人生
の木」が本人の価値や強み、貢献を呼び戻し、尊厳の基盤を感知・具現化したと述べる。
「3-3.
家族のリ・メンバリング」は 3 件の文献が言及しており、安達（2010：52）は認知症介護を
行う家族は「あいまいな喪失」（Boss1999=2005）の中で家族メンバーのみならず自己像の揺
らぎも経験していると言い、認知症発症により家族のつながりを疑うエピソードに焦点化さ
れたドミナント・ストーリーが、ナラティヴ・セラピーの手法を用い認知症者の過去の人生
像を掘り起こすことで、家族の親密性を保証するオルタナティヴ・ストーリーに生まれ替わっ
たと事例分析をしている。また、安達（2017：196）では別の事例において「人生の木」が認
知症高齢者と家族のつながりを確認し、リ・メンバリングの過程となったと報告している。
無藤（2013：674-675）はホワイト（2007）の内的状態理解と志向的状態理解の概念を用いて、
介護家族が人生体験を志向的状態理解に沿って意味付け直すことで「介護状況への取り組み
や全体の再構築の要になる」ことを試論として述べている。
「4. 支援者にもたらす影響」は、支援者に関連する項目として 4 つのサブカテゴリー、「4-1.
情報収集」「4-2. 当事者、介護者への敬意と関心」「4-3. 多職種連携」「4-4. 専門職教育」に分
類した。「4-1. 情報収集」では、安達（2017：196）が「人生の木」はストレングスに着目し
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た包括的当事者理解に繋がるとともに貴重な情報収集ツールであると述べる。「4-2. 当事者、
介護者への敬意と関心」では、安達（2017：197）が当事者の生き方の軌跡に触れることで敬
意と関心を呼び起こすとし、無藤（2013：675）はナラティヴな会話により介護者の体験への
想像の余地が開かれ、関心と尊敬の念が強まると言う。「4-3. 多職種連携」では、安達（2017：
196）が「人生の木」をツールとして支援計画作成に当事者・家族が参画し、それを結節点と
して支援者側のチームワークが生まれると言い、無藤（2013：675）もナラティヴな協働的会
話を用いた実践は多職種のアセスメントの統合や対話を活性化するきっかけとなると述べる。
「4-4. 専門職教育」では、鈴木（2009：65-66）がナラティヴ・モデルの教育効果として、認知
症者の主観的世界に近づく受容的・共感的姿勢の養成が期待できるとした。
「5. 認知症に対する偏見と物語の書き換え」は、「5-1. 本人の偏見と物語の書き換え」「5-2.
家族の偏見と物語の書き換え」「5-3. 支援者の偏見と物語の書き換え」「5-4. 地域や社会の偏見
と物語の書き換え」の四つのサブカテゴリーに分類した。「5-1. 本人の偏見と物語の書き換え」
では、出口（2015：52-53）が認知症当事者である佐藤雅彦の「私は認知症と生きる中で二つ
の偏見を知りました。一つは自分の中にありました」との書き込みを引用し、
「偏見に苦しめ
られ生きる力を奪われてきた当事者たち」が自ら認知症体験を語ることは、支援者や周囲を
巻き込んだ物語の書き換えであると述べる。「5-2. 家族における偏見と物語の書き換え」では、
田中元基（2015：177）がサバットの指摘を元に「介護者が相手を認知症と認識することで認
知症症状ではない行為を症状として解釈してしまう危険性や、かかわり方を変化させること
によって新たに認知症症状を生み出してしまう危険性」に触れている。また、物語の書き換
えとして、田中優子・野村（2004：36）は介護家族は痴呆を良く理解し受け止めることが必
要になるが、痴呆症状に翻弄され疲弊することがしばしばある中で、「ケアをする側のドミナ
ントストーリー（その人を苦しめ、支配するストーリー）をオルタナティヴストーリー（苦
しみから解放される新しいストーリー）に書き換えることで、痴呆の治療も変わる可能性」
があると述べる。安達（2010）では事例を通じて具体的にこの過程を説明しており、認知症
高齢者に対する家族ソーシャルワークにおけるナラティヴ・アプローチを活用する有効性を
主張している。「5-3. 支援者の偏見と物語の書き換え」では、上述した田中元基（2015）のサバッ
トに準拠する指摘が支援者にも当て嵌まるとともに、出口（2007b：23-24）が「専門家は『そ
れは徘徊だ』
『それは見当識障害だ』といった専門的知識に頼って、
その人の生きる現実を『わ
かったような気になる』傾向があ」るが、認知症者の語りこそが「その人の生きる現実」だ
として「無知の姿勢」で受け止めることが重要だと述べている。「5-4. 地域や社会における偏
見と物語の書き換え」では、出口（2007d：41；2015：53）が「認知症になると『何もできな
くなる、何もわからなくなる』という偏見に満ちた『支配的な物語』」が社会に広がっていたが、
今は「認知症と『ともに生きる』ための『もう一つの生きやすい物語』へと書き換えられよ
うとしている」として、物語という概念を認知症を取り巻く社会に対する分析軸としている。
また、荒井（2010：28）は、認知症高齢者に対するナラティヴ・ソーシャルワークは個人の
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ミクロな物語の権力構造だけでなく、「社会的、文化的に制度化されているマクロな物語の権
力構造」に目を向ける必要があり、「機関や組織の方針」や「その時代に特徴的な福祉のパラ
ダイム」を相対化しなければならないと、社会的視点を持つことの重要性を強調している。
更に、荒井（2008：125-134；2010：22-26）では事例を通じて、認知症介護家族の「地域の中
で厄介者にされている」、つまり「この地域では認知症に対する無理解があり、偏見が根強く
のこっている」というストーリーから「地域住民の認知症への理解が促進することを望む内容」
の発言を受けて、「少しでも住みやすい地域に変える」ために当時地域包括支援センターの社
会福祉士であった筆者自身が民生委員の協議会に働きかける、即ち個人のストーリーを起点
として地域社会の偏見と物語の書き換えを行おうとする過程を示している。
「6.BPSD の軽減と出現要因」は、「6-1.BPSD の軽減」と「6-2.BPSD の出現要因」の 2 つの
サブカテゴリーに分類した。「6-1.BPSD の軽減」では、中島（2011：3-4）が認知症高齢者が
作り出す物語の登場人物を演じる試みを実践し、焦燥感における BPSD の改善が見られたと
報告した。「6-2.BPSD の出現要因」では、鈴木（2009：55-56）が「認知症者の日常的行動は
介護者の関わり方が大きく関与し、周辺症状はある種の社会的構成によって生まれた現象で
ある」と述べ、田中元基（2015：191-193）は更に具体的にディスコース心理学の立場から会
話を分析し、認知症高齢者の同じ質問や話の繰り返しは認知症の中核症状や行動・心理症状
といった個人内要因ではなく他者とのやり取りから現れると分析した。
「7. ナラティヴとエビデンスの関わり」は、
「7-1. その人らしさとしてのナラティヴ」と「7-2.
言語化の手段としてのナラティヴ」の 2 つのサブカテゴリーに分類した。「7-1. その人らしさ
としてのナラティヴ」では、小川・竹田（2009：131-132；2016：160-161）が「認知症の症状
は脳の機能障害に起因する部分に、個人のそれまでの生き方が強く関連しながら出現し、また
環境によりそれは変化していく」とした上で、認知症特有の周辺症状を知る（evidence）、個人
が長い歳月の中で積み上げて来た「その人らしさ」を考慮する（narrative）、周囲との関係性
を考える（environment）というトータルな視点が求められると主張する。中島（2011：3）は、
物語の登場人物に「なりきることで、その人らしさに焦点をあて、本人の気持ちに寄り添」う
という試みを報告している。また、溝田（2006：15-17）は認知症症状を持つ高齢者の「語り
をつなぎ合わせながら、その人らしさを理解すること、全人的に捉えること」がナラティブ視
点でケアをすることであり、認知症高齢者のケアの理念でもあると説く。「7-2. 言語化の手段
としてのナラティヴ」では、村山（2017：30）が「認知症高齢者と高齢者ケア専門職双方の社
会的認知を言語化（ナラティヴの概念）して、他の高齢者ケア専門職とこれらの概念を共有・
蓄積（エビデンスの概念）する」ことが高齢者ケアの有益なツールとなると述べている。
「8. インタビューデータとしてのナラティヴ」では、井口（2015：68）が認知症の本人から
の聞き取りは「同じトピックの繰り返しや、端的に『事実ではない』と思われることが語られ」
たため、「データとして扱うことが思いのほか難しかった」と吐露している。その上で、認知
症研究においては「相手をインフォーマントとして捉えるだけでは」「その人の語りの尊重に
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ならない場合もある」ため、「その語りが持つ機能や現実への影響を見ていく観点をとる」こ
とが必要であると述べる。
これらのカテゴリーとサブカテゴリー間の関係を、対象文献の研究内容に基づき検討した結
果が図 1 である。まず、カテゴリーは「データとしてのナラティヴ」と物語概念を用いた「解
釈枠組みとしてのナラティヴ」に大別される。データとしてのナラティヴは、認知症の言語表
出における特徴から、臨床と研究の両側面において聞き取りの困難さが指摘されており、特に
臨床面では困難さを補う方法として補助的ツールが用いられる。解釈枠組みとしてのナラティ
ヴでは、個人・家族といったミクロレベルと、近隣住民や支援者の属する組織といったメゾレ
ベル、認知症施策を行う地域社会や国家といったマクロレベルが相互影響関係にあり、連環的
発展の可能性を持つことが認められた。例えば、人生の再著述と再解釈が認知症症状により弱
体化された本人の自己肯定感や意欲を高めると共に、家族に対しては本人への解釈の書き換え
とリ・メンバリングの促進を、支援者に対しては支援計画作成の為の情報収集に留まらず、当
事者や介護者への敬意と関心を生み BPSD の構築を妨げることへと発展し得る。また、地域や
社会の認知症観が本人や家族の生き辛さ、住み辛さを左右する一方、当事者の声が地域の姿勢
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やより広い社会でのパラダイム転換を導き、実際的な認知症施策として具現化する場合があ
る 4）。これらのカテゴリーはまだ断片的であり、理論上想定される視点の欠落も見られるが、
今後より多くの論稿や調査結果を統合し、ナラティヴ研究の有効性を検討する際の土台とし
たい。

Ⅳ．考察
以上の我が国における認知症とナラティヴに関する文献研究の結果から、高齢、認知・精
神障害領域における言説手法の援助関係論への展開に向けた今後の課題として四点を提起す
る。四点とは、各研究成果の質の評価と批判的考察、認知症の原因疾患と重症度に応じた言
語表出方法の把握、認知症者におけるナラティヴ概念の検討、多職種協働による予防型地域
生活支援におけるナラティヴの活用方法の検討である。
第一に、各研究成果の質の評価と批判的考察である。我が国における認知症に関するナラ
ティヴ研究は 2003 年より始まり、現在に至るまでの約 15 年間潰える事なく研究実績が積み
重ねられている。ナラティヴ研究自体が学際性の高さと多義性をその特徴として持つことに
加えて、認知症者を対象とした臨床実践では医師、看護師、社会・介護福祉士、作業・理学
療法士、心理士等の多職種が関わるため、それぞれの専攻分野において臨床技法や思想の追
究が行われており、今回のレビュー結果では、研究方法と臨床実践からの要請という二側面
から 7 領域という多様な研究領域での文献が見られた。しかしながら、社会学領域において
ナラティヴの概念や技法に類似性が認められるほかは、それぞれの研究領域における研究内
容の関連性や統合性はほぼ見出されず、ナラティヴをどのように用いるかに関しては、認知
症ケアにおける理念や臨床技法としての援用、或いは質的調査法やデータ分析法として等様々
であり、中にはナラティヴという用語の意味内容が明示されていなかったり、評価方法が不
明確であったりした文献も複数見受けられた。系統的文献レビューは関連する文献を網羅的
に収集できるという利点を持つが、一方で、妥当性と信頼性の高い研究成果を統合するため
には、各文献の質的評価が必要となる。また、上述の通り各文献においては先行研究への言
及そのものが乏しく、研究成果の吟味や再調査、再検討が見られていない為、成果の信頼性
や適用範囲などが不明確であり、試論や可能性の提示に留まるものも少なくない。今後は、
各先行研究の質の評価と、理論と実証それぞれの側面からの批判的考察を重ねることにより、
妥当な研究成果を蓄積、統合していくことが課題として求められる。
第二に、認知症の原因疾患と重症度 5）に応じた言語表出方法の把握である。今回の認知症
の特性に関する記述の整理結果では、認知症者の言語表出における幾つかの特性が抽出され
たが、認知症を引き起こす原因疾患や重症度別の言語表出の違いに言及した文献はなかった。
しかしながら、認知症の原因疾患や、特に重症度によっては、記銘記憶能力や論理的思考能力、
判断力、言語機能等に大きな違いが出ることが想定されるため、「認知症」という名称で一括
りにした言語表出特性の把握では、ナラティヴの適用性や適用し得る対象者像、即ち適用範
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囲を把握する上で不充分であると言える。今回の文献調査結果においても、中等度から重度
の認知症者を対象とした調査や実践報告を行った研究では、言語的なコミュニケーションだ
けではなく、補助的なツールを言語表出を促す手段として用いたり、語りを補完する分析対
象としたりするものが見られた（大島 2003；原 2006）。認知機能や言語表出能力の違いにより、
臨床技法或いは研究方法としてのナラティヴの適用の仕方も異なって来るため、認知症の原
因疾患や重症度に応じた言語表出の傾向や特性を把握することで、より現実的な認知症者の
態様に応じた効果的なナラティヴ手法のあり方を検討することが出来るものと考える。
第三に、認知症者におけるナラティヴ概念の検討である。今回のレビュー対象文献では、
ナラティヴ・セラピーを始めとしてナラティヴを用いた思想や技法の説明は見られたが、ナ
ラティヴの定義や概念そのものを取り上げ、詳細に論じている文献は見られなかった。しか
しながら、従来のナラティヴの定義は認知機能障害を前提としておらず、認知症者にナラティ
ヴを用いた手法を適用する場合は、まずそもそものナラティヴの定義や概念が、認知症者に
とってどの程度活用し得るのかを検討しなければならない。ナラティヴの定義や特徴として
は、我が国でナラティヴ・セラピーを導入、普及させた第一人者のひとりである野口裕二は、
その著書『ナラティヴ・アプローチ』（2009：2-5）において、「複数の出来事を時間軸上に並
べてその順序関係を示すことがナラティヴの基本的な特徴」だと説明しており、チャニオウ
スカ（Czarniawska 1998）の説に倣い、「ナラティヴ」にプロット、即ち複数の出来事の関係
を示す筋立てを加えた「ストーリー」と「ナラティヴ」を区別して用いている。また、特に
医療領域では、心理療法であるナラティヴ・セラピー以上に NBM（Narrative Based Medicine）
が注目を集めるが、リタ・シャロンは著書『ナラティヴ・メディスン―物語能力が医療を変える』
（2006=2011：53-89）において、医療の物語的特徴には時間性（temporality）
、個別性（singularity）
、
因果性／偶有性（causality/contingency）
、間主観性（intersubjectivity）
、倫理性（ethicality）の
5 つがあり、これらが物語的実践（narrative practice）の礎石となると記している。野口が因
果性を持つものをストーリーとして区別するのに対して、シャロンは「定義上、ナラティブ
はプロット（plot：筋書き）を持つ」（2011：67）として因果性をナラティブの特徴のひとつ
とするなどの違いも見られるため、まずはナラティヴの定義そのものを比較検討する必要が
あるが、その上で、様々な認知機能障害 6）が重症度に応じて表れる認知症者に対して、それ
らのナラティヴの定義や概念がどの程度当て嵌まり、活用し得るのかを検討する必要がある。
例えば、今回の文献レビューで抽出された認知症者の言語表出の特性である「前に出て来た
内容の保続、他の物語の混入」が見られた場合に、その物語において因果性は成立しない可
能性が考えられるためである。
最後に、多職種協働による予防型地域生活支援におけるナラティヴの活用方法の検討であ
る。今回の文献研究で行った認知症に関するナラティヴの意義の分析結果では、本人や家族、
そしてそれに関わる支援者個人といったミクロなレベルのみならず、支援者が属する組織や
地域、社会といったメゾ、マクロなレベルについても、それぞれを分断的に捉えるのではな
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く連関性を考慮しながら、物語や言説という概念を軸に分析や介入の眼差しを向けることが
解った。こうした社会性への視点は、回想法などの他の非薬物療法と比較して、社会構成主
義を理論的基盤とのひとつとするナラティヴの持つ大きな特徴であると言えるだろう。平成
27 年度から試案として開始され、平成 29 年 7 月に改訂された「認知症施策推進総合戦略〜認
知症高齢者等にやさしい地域づくりに向けて〜（新オレンジプラン）平成 29（2017）年 7 月
改訂版」に認知症施策として位置づけられた「本人ミーティング」は、「地域で認知症の人が
集い、発信する取組」（厚生労働省 2017：16）であり「認知症の人の視点を重視したやさしい
地域づくりを具体的に進めていくための方法」（一般財団法人長寿社会開発センター 2017：2）
として、普及と推進が期待されている。本人ミーティングは認知症当事者のミクロレベルで
の物語を、近隣住民や各種組織・団体等のメゾレベルへと展開させ、更にその成果が地域社
会や国家といったマクロレベルにおける新たな動きを生み出す可能性を持つ仕組みであり 7）、
そこにおいてナラティヴの特徴とする、物語や言説を軸にミクロ―メゾ―マクロを連環的に
捉え、分析や介入を目指す手法は大きな有効性を持っているものと考えられる。しかし、こ
こで二点、課題として捉えておくべきことがある。ひとつは、ナラティヴ研究が、地域性や
社会性をその射程範囲に置きながらも、理論上での言及に留まり、具体的な分析方法や介入
方法の提示が見られないことである。もうひとつは、本人ミーティングがその対象者を「初
期段階の認知症の人」（厚生労働省 2017：16）に限っていることである。「認知症の人の視点
の重視」には初期段階のみならず、中重度者の視点も含まれると考えるべきであり、中重度
者の視点重視や意向尊重に繋がる方法論の追究が求められよう。また、本人ミーティングや
認知症カフェ等の認知症施策は、当事者を主体とした、地域における予防型協働体制の構築
として捉えられる。我が国における認知症ケアは、問題発生を契機として地域の社会資源と
認知症者が繋がる問題対処を重点とした支援体制から、問題が起こる前に予防的に関わり、
地域の中で多職種、多機関が継続して支えていく体制へと移り変わろうとしている。認知症
当事者は認知症初期あるいは認知症になる前から地域と繋がり、医療、介護、福祉等の様々
な機関や専門職者、或いは地域住民等と連携して、症状の段階に応じた関わりを持つ。永田
（2006：9-17）はこうした認知症者への継続的で段階的な支援方法を「ステージ・アプローチ」
と呼ぶが、このステージ・アプローチを展開する上で、認知症初期、或いは認知症になる前
のより早いステージにおいて本人のナラティヴを聞き取り、継続的、長期的な関わりの中で
それを活かしていくことは、症状が重度化した際に「拡張された自律の原理」8）に基づき本
人の意思を尊重した支援を行うこと、即ち前述した中重度の認知症者の意向尊重を臨床実践
において実現することへと繋がっていくだろう。現在、そして今後の我が国において、多職
種が協働して予防的、継続的に認知症者やその家族の地域生活を支援する中で、当事者のナ
ラティヴをどのように活用し得るのか、その具体的手法の開発が必要とされる。
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Ⅴ．本研究の意義と限界、今後の研究課題
最後に、本研究の意義、限界、今後の研究課題についてまとめる。
まず、本研究の意義を二点挙げる。第一に、認知症とナラティヴに関する系統的文献レ
ビューを行った研究論文は、本邦ではこれが初めてのものとなる。これまで認知症とナラティ
ヴを取り扱った研究では、当該研究と同じか或いは隣接した研究領域における先行研究の幾
つかに触れているものはあったが、研究内容の部分的報告に留まり、全体的な概観や統合化、
内容の批判的検討が図られることはなかった。また、本邦で認知症とナラティヴを主たる対
象とした、所謂「伝統的なレビュー（traditional review）
」や「物語風のレビュー（narrative
review）
」としての先行文献研究も存在しなかった。しかしながら、2003 年より 15 年という
歳月を経て、認知症に関するナラティヴ研究は徐々にその数を蓄積しており、また社会的背
景としても認知症高齢者対策が大きな課題となり、当事者の声が重視されるようになった中
で、これまでの研究成果を統合し、新たに、思想と理論に裏付けられた体系的で実用的な方
法論への展開が求められる時期に至っていた。
第二に、ナラティヴに関連する認知症の特性や、認知症へのナラティヴの適用性・意義・
留意点について現状指摘されている事項を抜き出し、カテゴリーとして統合した上で相互の
関連性を示した。これにより、認知症に対してナラティヴ理論や技法が持ち得る適用性や意
義等の可能性の構造を総体的に提示した。従来の研究では、認知症に関してナラティヴ手法
を用いることの意義は、その論文の中で行われた調査や理論検討の中で導かれた、いわば部
分的なものの提示に留まったが、今回網羅的に文献を収集する系統的文献レビューの手法を
用いることで、現状本領域において指摘されている特性、適用性・意義・留意点の全体像を
示すことが可能となった。また、各カテゴリーの関係図を示すことで、特に解釈枠組みとし
てのナラティヴの特徴が物語や言説を軸としたミクロ−メゾ−マクロの連関性の分析と介入
にあることを指摘し、本人ミーティング等の認知症施策への研究、臨床技法としての援用の
可能性を見出した。
次に、本研究の限界として二点を挙げる。一点目は、対象文献の選択をキーワード検索を
用いて行ったことによる限界である。本研究ではキーワードを検索条件として電子データベー
スからの文献検索を行った為、当該キーワードを検索領域に含まない文献は対象として抽出
されなかった。「ナラティヴ」に類似した用語として「物語」や「語り」があるが、それらは
ライフストーリー論や夢分析等他の研究方法や心理療法においても用いられることがあり、
多様な使用方法と概念の曖昧さが見られるため、今回は一定の線引きとして「ナラティヴ」
という用語を用いることにした。Ⅳ．考察で述べたように、「ナラティヴ」という用語の定義
は研究者や研究領域によって異なり、また、心理療法としてのナラティヴ・セラピー、医療
領域等で用いられるナラティブ・ベイスト・メディスン、質的調査・研究法としてのナラティ
ヴ分析等、その用いられ方も多岐に渡るため、「認知症」と「物語」に関する研究成果と今回
の調査結果の統合を検討する際には、まずは「ナラティヴ」の定義や基盤となる思想や理論
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を明確にした上で、両者の相違性を測る必要がある。本研究の限界の二点目は、対象文献の
品質評価を行っていない点である。近年 ICT の発展により研究成果の蓄積と入手が行い易く
なる一方、入手した情報の品質評価をどのように行うかが課題となっている。例えば、品質
評価或いは品質保証の方法としては、査読付き論文を選択条件とする場合や、英国で開発さ
れた CASP（Critical Appraisal Skills Programme）の開発したチェックリストを用いる場合など
がある。今回は、臨床領域だからこそ得られた知見や可能性の提示も含めて、より多くの情
報を得ることを優先し、品質評価の過程を経なかったが、今後は今回得た研究成果をより堅
固なものとする為、根拠の評価や再検討が必要になると考える。
今後の研究課題としては、以下の二点を挙げる。第一に、上述した限界の二点目から、質
の評価基準の作成が課題となる。その際、学術研究としての体裁は整っていなくとも、有益
と思われる実践報告等をどのように捉えるべきかを考えなければならない。認知症ケアにお
ける有益な方法論の提示は急務の課題である一方、認知機能障害を持つ認知症者のナラティ
ヴをどう扱うかという問題は非常に複雑で、倫理的側面の考慮 9）や、多学問領域に跨った研
究が必要であり、現状の研究状況としては質量ともに時代の要請に応え得るものとなっては
いない。臨床に資する研究成果に繋がるよう、一定の基準を経ないからと臨床実践報告を除
外するのではなく、臨床実践の中でも良質な視点や可能性は取り上げ、学術基盤での根拠付
けを図っていくという前提での、評価基準の作成が求められる。第二に、今回は本邦の文献
をレビュー対象としたが、諸外国においても認知症とナラティヴに関する研究は行われてお
り、数々の研究成果の蓄積があるため、海外文献の系統的レビューを行うことが次なる研究
課題となる。特にナラティヴは元々豪州や欧州から輸入された概念であり、海外ではその後
日本とは異なった発展を遂げている可能性があるため、ナラティヴの定義や活用方法等にも
着目して文献レビューを行い、今回得られた我が国の研究状況やその成果と比較検討する必
要がある。

Ⅵ．付記
本論文は、国際学会 European Social Work Research Association の Seventh European Conference
for Social Work Research で の 発 表（The effectiveness of preventive cooperation systems for
community support of elderly dementia patients in Japan : How does one utilize the narrative of elderly
dementia patients in social work?）をもとに、加筆修正を行い作成したものである。
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（注）
1） 認知症を始めとして記憶障害や言語障害のある対象者に対してナラティヴを用いることの
困難さは、本研究で対象とした文献以外でも指摘されている。例えば、平岡は高次脳機能
障害患者へのリハビリとソーシャルワークに関する論稿で、ナラティヴ・アプローチは
「サービスユーザー自身の言語表現によるストーリーの再構成という意味では、高次脳機
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能障害のようなケースには問題があると言わざるを得ない」（平岡 2006：152-153）と述べ
ており、また、熊谷は当事者基盤に立ったソーシャルワーク援助を試論として検討し、そ
の適用対象をナラティヴ・アプローチ他複数のアプローチと重なるとしたうえで、「本試
論は、非言語的表現も含むがコミュニケーションが前提であり、全く専門援助者とのコン
タクトがとれない場合は適用には困難が伴う」
（熊谷 2011：24-25）と指摘している。
2） 本稿では、原則として「認知症」「ナラティヴ」と表記する。但し、引用をする際には、
直接引用、間接引用等引用の行い方に関わらず、引用元の表記に倣うものとする。
3） 文献番号 15 の原（2006：134）では石崎（2000；2001）の研究を引用する形で、コラージュ
分析を内容分析と形式分析に分けて、認知症高齢者の特徴を挙げている。内容分析では、
継時的テーマの繰り返し、単純化傾向、侵襲性の低いツールが多い、物体の多様性が少な
い、人間の出現率が低い等、形式分析では、形態の弁別はでき形にそって切れるが、作業
開始に戸惑い、全体的な配置、空間利用のしかたが拙劣化している等を挙げ、その根拠と
して視空間性（表象・知覚・構成）能力や認知的構成能力の不足等を述べている。これら
は認知症高齢者の表現方法として興味深いものであるが、言語を主とした特徴ではないた
め、本論文におけるカテゴリー分類には包含しなかった。
4） 現代では、Ⅳ．考察において述べたように本人ミーティングが当事者の物語／言説をメゾ、
マクロへ拡張する可能性を持った仕組みのひとつと考えられるが、過去に当事者そのもの
の声とは異なるものの、ひとつの言説がメゾ、マクロレベルの具体的な行動を引き起こし
た例として、有吉佐和子の小説『恍惚の人』（1972）が挙げられる。元厚生労働省社会援
護局長であり長らく認知症施策に携わってきた中村秀一は「あの小説で国民は『痴呆』は
大変な問題と認識したし、厚生労働省でもそういう認識」となり「認知症の人も含めた老
人対策を立てなければならないと認識した」（宮崎 2011：165）と述べ、『痴呆老人の歴史』
を著した新村拓は「『恍惚の人』の出版がひとつの契機となって、個々の家庭における介
護地獄が次第に語られ始めるようになり、一九八〇年一月には『ぼけ老人を抱える家族の
会』が結成されている」（新村 2002：9）と伝える。小説を媒体としたひとつの言説が社
会に広がり、マクロレベルで施策を形成する機動力となり、メゾレベルで家族会の結成の
引き金となり、ミクロレベルでは個々人の認知症観に影響を与えて行った一例と言えよう。
5） 日本神経学会監修の『認知症疾患診療ガイドライン 2017』（2017）では、代表的な認知症
の診断基準として、世界保健機関による国際疾病分類第 10 版（ICD-10）、米国国立老化研
究所／ Alzheimer 病協会ワークグループ（NIA-AA）基準、米国精神医学会による精神疾
患の診断・統計マニュアル第 5 版（DSM-5）による診断基準を示している。また、各論と
してアルツハイマー型認知症やレビー小体型認知症ほか 11 の原因疾患ごとに症状の特徴
や治療方針等を説明しており、重症度に関しては、軽度・中等度・重度に分類した上で重
症度別対応を記している。同書の中にナラティヴの記載はないが、回想法やバリデーショ
ン、音楽療法等の非薬物療法についてはエビデンスの質に問題があり積極的な推奨は困難
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としながらも、軽度・中等度認知症者への指導・支援の項目にて紹介されている。
6） 認知機能障害としてどのような機能や能力の低下や障害が挙げられているかを各診断基
準で見ると、ICD-10 では「記憶力の低下」「認知能力の低下」が、NIA-AA では以下の二
領域以上の認知機能や行動の障害として「記銘、記憶障害」「論理的思考、実行機能、判
断力の低下」「視空間認知障害」「言語機能障害」「人格、行動、態度の変化」が、DSM-5
では以下の一つ以上の認知領域での優位な認知の低下として「複雑性注意」「実行機能」
「学習および記憶」「言語」「知覚―運動」「社会的認知」が挙げられており、NIA-AA と
DSM-5 は言語機能を認知症に特徴的な認知機能障害のひとつとして含んでいる。（日本神
経学会 2017：2-3）
7）『認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）〜認知症高齢者等にやさしい地域づくり
に向けて〜』の 2017 年 7 月改訂版では、
「7. 認知症の人やその家族の視点の重視」の「(2)
初期段階の認知症の人のニーズ把握や生きがい支援」で本人ミーティングや認知症カフェ
を具体的な取り組みの例として挙げた後、続く「(3) 認知症施策の企画・立案や評価への
認知症の人やその家族の参画」において認知症当事者の視点を施策の企画・立案・評価に
おいて尊重する事や、そのための好事例の収集や方法論の研究促進と発信、それによる全
国的な取り組みの推進を謳っている。（厚生労働省 2017：16）
8） ヴィーチは判断能力のない患者の代理決定における原理を、患者の類型などに応じて分類
しており、中でも「かつて判断能力があった患者」が判断能力があった時点で下した決
定は、本人が判断能力を失った場合、失った期間にも拡張されるのが普通であると述べ、
（ヴィーチ
その形式の根拠をなす道徳的原理を「拡張された自律の原理」と呼んでいる。
2000=2004：152-155）
9） 認知症に関する歴史を鑑みるに、認知症者への臨床実践や研究活動、専門職者の教育等何
れの側面においても倫理や尊厳に対する意志や知識の涵養が重要となる。認知症問題に適
用し得る倫理学理論のうち物語概念を用いたものとしては、浜野がトゥーリーの唱えた
パーソン論（1972=1988）に対して、人生の全体性と社会での関係性を捉えた人間観とし
て「物語を紡ぐ存在としての人間」（浜野 1998）という考え方を打ち出している。また、
栃本は「社会福祉と人間の尊厳」（2007）において、尊厳を生命倫理における最も重要な
概念とした上で、カントの「理性的存在者＝人格性（Persönlichkeit）
」の理論によれば「尊
厳は個々人だけではなく『類としての人（人類）』にあるもの」とされ「したがって、こ
の人には尊厳があり、この人には尊厳がない……ということではないのである」と述べ、
物語論とは別の視座、即ち哲学や宗教学の観点から認知症者に尊厳を認める根拠を示して
いる。更に、栃本は同論稿において、『半』専門家による介入は人間に対する恐るべきマ
ニピュレート《操作》となり、「真の意味で尊厳を踏みにじるもの」であるとして強く警
鐘を鳴らす。栃本のこの論述は、認知症者への臨床実践において非常に重要な指摘である
と言える。
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―認知症とナラティヴに関する文献検討を通して―

The development of discourse method according to social work theory
for elderly people/patients with cognitive or mental disorders.
̶Through systematic literature review for dementia and narrative in Japan.̶
Yuki Donen
Abstract : This article is a systematic literature review for domestic articles and books for the purpose
of grasping research trends and clarifying future tasks on dementia and narrative in Japan. After
literature search by electronic database and selection by screening, 38 documents were targeted.By
matrix analysis, I summarized the research contents of each major and organized and integrated the
characteristics of dementia and the applicability, significance and points of attention of narrative to
dementia. As a result, it became clear that diverse research centered on the attribution of narrative
therapy's technique and ideas was carried out in seven areas including sociology and nursing science. In
addition, the descriptions of the characteristics of dementia and the applicability, signiﬁcance and points
of attention of narrative to dementia are categorized into the following 8 categories, "1.Characteristics
in linguistic expression of dementia" "2.Difﬁculty and assistance of using linguistic methods for people
with dementia", "3.Rewriting and reinterpretation of life", "4.Influence on supporters", "5.Prejudice
against dementia and rewriting of stories" "6. Reduction and emergence of BPSD", "7. Narrative and
Evidence", "8. Narrative as interview data". And the relationship between this eight categories was
illustrated. As the further subject for the development of discourse method according to social work
theory for elderly people/patients with cognitive or mental disorders, I raised the following four points,
evaluating the quality and critical consideration of each research outcome, understanding how to do
linguistic expressions according to the cause disease and severity of dementia, examining the concept of
narrative in dementia people, and study on how to utilize narrative in preventive collaboration systems
based on inter-professional work for continuous community life. This article is signiﬁcant not only in
Japan where the prevalence of dementia rapidly increases, but also in European countries where the
aging of the population is progressing.
Key words : dementia, elderly, narrative, systematic literature review, Japan.
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2017 年度上智大学社会福祉研究・藤井達也教授退職記念号をお届けします。本号より WEB
版（電子化）となりました。より多くの方に活用していただける内容を目指していきたいと
思います。
藤井先生とは 12 年間本学でご一緒することができました。本学科の精神保健福祉分野を
引っ張り、社会福祉学専攻主任として大学院教育の発展にもご尽力いただきました。いつも
穏やかなトーンで学科内のまとめ役に徹していただいたこと、深く感謝いたします。
なお来年度より栃本一三郎先生、大塚晃先生は特別契約教授になられ、新たに障害福祉分
野の准教授をお迎えする予定です。
今年度、学部卒業生は 63 名、大学院博士前期課程修了者は 5 名でした。心に残る出来事と
してはつぎの 2 点があります。8 月に卒業生とともに『福祉が世界を変えてゆく―社会の課題
に取り組む現場の声―』（SUP 上智大学出版）と題する本を刊行したこと。昨年は本学科設立
40 周年（社会学科社会福祉学専攻創設 50 周年）という節目の年で、それを記念してさまざま
な現場で活躍する卒業生 20 名の声を集めました。卒業生からの発信は面白く力強いものがあ
り、社会福祉の学びや実践の魅力が詰まった本に仕上がっています。
また、12 月 18 日には「教皇フランシスコと話そう」という、日本で初の企画が催されま
した。バチカンと四谷キャンパスを映像回線でつなぎ、本学や上智学院が運営する学校の学
生・生徒が教皇様と直接対話をする機会でした。会場の 6 号館 101 教室は来場者で満席となり、
教皇様の謙虚で温かなお人柄と現代社会の課題に向かう熱い思いが伝わり、実に感動的な空
間となりました。なかでも、
「出世や成功だけを追い求める教育は、人を成長させるどころか、
小さくしてしまう。知性、感情、労働を調和させることが必要。教育には他者に奉仕すると
いう視点がなければならない」と語られたことが印象的でした。イエズス会の大学で働ける
恵みを大事にしたいと思います。
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