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はじめに 

本成果報告は 2018年度から 3か年で行われた文部科学省「専修学校による地域産業中核

的人材育成事業」における「障害者に関わる方のための障害者のライフステージに寄り添う

地域サポーターの育成事業」の最終年度の成果を示したものである。 

本事業は 2018年度から始まり、福祉の領域で働く方が「再学習」をすることで、地域の

中心的役割を担いながら、超高齢化社会等の生活全般に広がる福祉に精通しながら、地域で

「ライフステージにおける支援ができる人」を育成するイメージでプログラムを開発して

きた。アンケート調査や、視察やインタビューの結果、必要な教養や知識を人文科学系の幅

広い分野が求められることが分かり、その焦点として「福祉学」「教育学」「社会学」を選定

し、講座を実施し本テキストにその講座内容がまとめられた。 

調査では現状の福祉を「タコツボ化」してしまっている状況、と表現しタコツボ化によっ

て結果的に専門領域が深まっていくものの、その広がりという面では非常に乏しくなって

しまうのが現在の福祉と指摘した。ライフステージは一つの定点では見られず、その人がい

ろいろな生活の変化の中で、さまざまな対応をすることを念頭に置いたときに福祉サービ

スの中に置かれた人が可能性を広げて、豊かな人生を過ごすには支援者側も豊かに対応で

きる必要があります。 

人の成長はその人の人生を考えて、それに対しての支援を考える、それはつながっている

線の部分で支援できるようにしていく必要がある、と考えてカリキュラムも作成した。さら

に現在は問題が多様化しており、超高齢化とか重度化という問題、お金の問題・経済問題が

どうしても付きまとう。メンタルヘルスは会社の中での問題ともなり、ニートや引きこもり、

8050 問題もある、これが社会に若者の問題ではなくて高齢化して広がっていく。発達障害

でも様々な対応が求められるが、福祉では対応できない問題もある。就労移行では企業に就

職させましょうという国の政策とは別に、企業が対応できずにトラブルが発生する等、様々

な問題がある、そして今も差別、スティグマという問題も根強い。 

これらの問題に対応するには経験も必要だが、自分が知っている知識だけではなく、特異

な領域だけではなく、幅広い領域の中で社会を見て社会の公正というものがわかり、現在何

が問題で、どのような解決があり、どのように自分が関われるのか、自分がそこでどんな役

割が果たせるのかということを考えなければいけないと考え、本事業がありその結果とし

ての本成果報告があるという理解をしていきたいと考えている。 

成果として示す各講義は各分野から最前線で活躍されている方を講師に招き、分かりや

すい内容で教授をお願いし、充実した内容になっていると自負している。結果的に地域サポ

ーターを育成するための教科書を成果として示せたと考えている。 

 

実施委員長 みんなの大学校 引地達也 
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１ 事業計画 

（１）計画の変更 

初年度の調査研究により、既存の学問領域の成り立ちを整理した上で人のライフステー

ジを支援する行動はこの「人間科学」の領域における学びが有効であり、その中でも「福祉

学」「教育学」「社会学」の項目でカリキュラムを展開することが、「ライフステージ」並び

に「地域の中核的人材」という本事業の重要なキーワードに結び付くと考えた。 

この 3 つの領域の学びを中心として、その手法として PBL を用いることと、ケーススタ

ディを調査し、実践的な内容を盛り込むこと、そしてその評価基準等を 2019年度までに整

理した。実際にアクティブラーニング形式でさいたま市の埼玉福祉保育専門学校、山梨県甲

府市の伊藤学園で集合型で「福祉学」「教育学」を各 5教科行い、この結果をもとに 3か年

の最終年である 2020年度にプログラム完成に向けて集合型の学習を行う予定であった。 

しかしながら新型コロナウイルスの影響により、各専門学校が集合型の学習を中断した

ことや、学校での対応に追われる中で、集合型でカリキュラムを行うことは断念し、さらに

体験型の学習カリキュラムも福祉事業所の対応が難しいことから、こちらも実行する状況

ではないと判断し、オンラインでのカリキュラム開発を中心に行うことにした。 

以下、カリキュラム開発に至るプロセスは 2019年度からの取組も踏まえ、記載し本年度

のオンラインでの取組みを提示する。 

 

■３つの領域のカリキュラム開発の前提（2019年度事業成果） 

「社会学」「教育学」「福祉学」の各領域のカリキュラム開発に向けては、前年度における

「求められる人物像」を大項目から中項目に細分化し、そこから「基礎学習項目」を導き出

している。さらにその項目から「身に着けるべき教養・知識」を示したのが以下である。 

社会学領域 

求められる人物像 基礎学習項目 身に着けるべき教

養・知識 大項目 中項目 

社会についての知識

が備わっており、世

の中の仕組みや成り

立ちを整理して思考

し、伝え、行動する

力がある 

社会とは何かを体系

づけて理解する力が

あり、自分が社会に

生きていることを客

観的な視点も含めて

明確に説明できる。 

社会学概論 社会学の歴史を代

表的な社会学者の

論考が示す真理と

現代社会の関係

性。社会学を学ぶ

ことの意義 

地域を成り立たせて

いるコミュニティを

理解し、小さなグル

ープから地方自治体

まで、政策及び行動

地域形成と政策決定 地域を成り立たせ

ている関係法令と

社会構成の基礎及

び政策決定プロセ

スの基本 
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プロセスを理解して

いる。 

福祉及び教育と経済

活動の関係性を理解

し、経済の視点から

福祉と教育を考える

力がある。 

福祉・教育と経済 社会保障制度にお

ける福祉経済の成

り立ち、先進国と

途上国の違い、教

育と経済の関係性

と日本の特性及び

課題について 

コミュニケーション

とは何かを理解した

上で、コミュニケー

ション学としての深

い思考回路を示しな

がら、その深さと広

がりを正確に把握す

る。 

コミュニケーション

演習Ⅰ 

コミュニにケーシ

ョンの原義から現

代社会の課題につ

いて、ポリフォニ

ー等の理論を踏ま

えつつ、聞く・話す

を適確にとらえる

ミクロなコミュニ

ケーションの分析 

さまざまなコミュニ

ケーションツールを

理解した上で、社会

で展開するべき健全

なコミュニケーショ

ン活動と個人が身に

着けるべきコミュニ

ケーション行動を理

解している。 

コミュニケーション

演習Ⅱ 

ソーシャルコミュ

ニケーションを中

心としたメディア

を通じての各種コ

ミュニケーション

の特性や現代社会

のメディアコミュ

ニケーションに関

する整理 

実際の行動を通じて

各コミュニティ・組

織の中で何が行われ

ているかを深く考え

た結果に会得する経

験値を基本に社会問

【実習】アウトリーチ

活動 

社会活動と市民の

結びつきに関する

手法や結び方をは

じめつながった後

の交友するための

アプローチ等 
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題に取り組む力が備

わっている。 

【実習】社会運動活動 社会の問題を抽出

し、その問題をも

とにコミュニティ

化する手法、その

集合体が運動する

ための力 

【実習】災害における

社会課題 

災害時における活

動にふれて、有事

に瞬間的に行動す

るべき行動力と思

考力、継続的に行

うための手法 
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教育学領域 

求められる人物像 基礎学習項目 身に着けるべき教

養・知識 大項目 中項目 

教育についての深

い理解があり、人

を教えることの真

理を考え、教える、

教えられるの双方

向から教育につい

ての知識と実践す

る力が備わってい

る。 

教育とは何かを吹く

考えられる知識、教養

が備わっている 

教育原論 教育とは何かとい

う原理に関する知

識やこれまでの教

育学を基軸とした

原理 

世界における教育に

ついての知識により、

現代社会の教育的課

題に想像ができる力

が備わっている 

教育の歴史（世界） 古代から現代まで

の世界の教育の大

まかな流れや知識 

日本における教育に

ついての知識により、

現代社会の教育的課

題に想像ができる力

が備わっている 

教育の歴史（日本） 日本における教育

の大まかな流れや

付随する知識 

特別支援教育の在り

方、発達障害者に対す

る教育についての基

本と実践に向けての

心構えができている 

特別支援教育・発達障

害教育 

特別支援教育学全

般及び発達・学習

障がいに対する教

育の知識 

教育心理学に関する

知識をベースに心理

学に関する基本的素

養が備わっている 

教育心理学 教育心理学の概論

と体系 

「特別な」教育の現場

の体験により、実践の

最適化を考えられる

見識が備わっている

こと 

【実習】知的障害者施

設 

知的障害の教育に

関する教育的課題 

【実習】特別支援専攻

科教育 

専攻科の今日的課

題と今後の展開に

ついての知識・実

践する力 
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【実習】地域教育 地域における教育

の課題を考え最適

化に向けた実践 

福祉学領域 

求められる人物像 基礎学習項目 身に着けるべき教

養・知識 大項目 中項目 

福祉を正しく理解

した上で、社会に

おける福祉の位置

づけ、個人の役割、

その課題を常に考

え、解決に向けて

行動できること 

福祉全般に関する深

い理解があり、常に福

祉への視点を兼ね備

えている 

福祉概論 西欧からはじまっ

た福祉の原義、哲

学等歴史。日本で

の発展について 

福祉が制度化するプ

ロセスを理解してお

り、各政策が存在する

意味や成り立ちが説

明できる 

福祉政策 東西の福祉政策の

歴史と政策成立プ

ロセスとそれらの

背景にある社会情

勢と思想について 

具体例を基にした知

的障がい者への支援

についての深い理解

が備わっていること 

事例研究１ 特別支

援教育 

知的障がい者への

支援及び教育につ

いての具体的事例 

具体例を基にした精

神障がい者への支援

についての深い理解

が備わっていること 

事例研究２ 精神科

系デイケアの取組等 

精神疾患者への支

援についての具体

的事例 

具体例を基にした身

体障がい者への支援

についての深い理解

が備わっていること 

事例研究３ 身体障

がい者へのケア・医療

ケアの必要な方への

支援 

身体障がい者への

支援についての具

体的事例 

自らが従事する福祉

領域とは違う分野の

福祉現場を基本に体

験することで、福祉の

現場の多様性や課題

を近いし現状を正し

く理解していること 

【実習】高齢者施設 高齢者施設におけ

る現場に関する深

い理解を基にした

実践論 

【実習】社会参加と障

害者団体 

障害者団体や社会

参加をめぐる課題 

【実習】企業の障がい

者就労 

企業が障がい者就

労を受け入れる

際、継続させる際
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の課題等 

【実習】地域の障がい

者支援 

地域移行の課題や

地域で障がい者を

支えるための具体

的事例 

 

（２）各領域におけるコマシラバス素案（2019 年度事業） 

2018 年度には各領域で、本プログラムで獲得・向上を目指す知識やスキルのレベルを検

討した結果として、以下の項目に沿ってコマシラバスの形にまとめたが、その前提となる記

載基準は以下にまとめている。 

記載項目 説  明 

科目名 その科目の内容を端的に表す名称 

学習目標 その科目を学習することで達成すべき目標 

履修前提 その科目を受講する上で必要となる前提知識等。 

学習内容 コマごとの学習項目 

学習時間 その科目の標準学習時間。集合学習だけでなく、自己学習も含める 

使用教材 その科目で使用する教材。本事業で開発するものだけでなく、既存の教

材で参考になるものがあればそれも記載する 

成績評価 成績評価の方法。テストやレポート、ディスカッションでの発言状況等

が想定される 

 

社会学領域概要 

科目 時間 

社会学概論 2時間（集合学習）＋予習（2時間）＋レポート 1時間 

地域形成と政策決定 2時間（集合学習）＋予習（2時間）＋レポート 1時間 

福祉・教育と経済 2時間（集合学習）＋予習（2時間）＋レポート 1時間 

コミュニケーション演習Ⅰ 2時間（集合学習）＋予習（2時間）＋レポート 1時間 

コミュニケーション演習Ⅱ 2時間（集合学習）＋予習（2時間）＋レポート 1時間 

実習（選択制）10時間 「アウトリーチ活動」「社会運動活動」「災害における社会課題」 

→自分が活動する領域とは別の場所で行うことが望ましい。実習後は実習レポート及び実

習を受けての発表をゼミ方式で行うことで共有化する 

 

各詳細 

科目名 社会学概論 

学習目標 福祉から広く社会に目を向けて、社会の成り立ちを認識できること 

履修前提 基本的な社会常識と社会性 
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学習内容 講義及びディスカッション 

学習時間 2時間の集合学習、2時間の予習とレポート時間（1時間） 

使用教材 参考教材：『社会学』長谷川公一・浜日出夫・藤村正之・町村敬志、有

斐閣・2007年 

成績評価 講義への参加意欲、まとめのレポート 

 

科目名 地域形成と政策決定 

学習目標 地域コミュニティの成り立ちや政策決定のプロセスの習得 

履修前提 福祉は地域社会で生かし、生かされる、という事実認識 

学習内容 講義及びディスカッション 

学習時間 2時間の集合学習、2時間の予習とレポート時間（1時間） 

使用教材 『家と村の社会学』鳥越皓之、世界思想社、1993 年及び『地元学をは

じめよう』吉本哲郎 、岩波書店、2008年   

成績評価 講義への参加意欲、まとめレポート 

 

科目名 福祉・教育と経済 

学習目標 資本主義経済の中での福祉と教育を正確にとらえる 

履修前提 福祉に関する基本的な学習がされていること 

学習内容 講義及びディスカッション 

学習時間 2時間の集合学習、2時間の予習とレポート時間（1時間） 

使用教材 『福祉サービスの組織と経営／新・社会福祉士養成講座』武居敏・藤井

賢一郎、中央法規、２０１７年 

成績評価 講義への参加意欲、まとめレポート 

 

科目名 コミュニケーション演習Ⅰ 

学習目標 混在化しがちなコミュニケーションの機能と役割を多角的にとらえ、

その深さを認識したうえで正しく使うことを習得する 

履修前提 基本的なコミュニケーションスキル 

学習内容 講義とディスカッションでコミュニケーションメディアの概念を理解

する 

学習時間 2時間の集合学習、2時間の予習とレポート時間（1時間） 

使用教材 適時プリント配布 

成績評価 講義への参加意欲、まとめレポート 

 

科目名 コミュニケーション演習Ⅱ 
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学習目標 ソーシャルメディアの現状と今後をはじめとしたさまざまなツールに

よるコミュニケーション世界を理解したうえで、メディアなどの情報

ツールについても深い認識に立てる素地を養う 

履修前提 ソーシャルメディア、マスメディア全般に関する基礎知識 

学習内容 講義とディスカッション 

学習時間 2時間の集合学習、2時間の予習とレポート時間（1時間） 

使用教材 『哲学の歴史 ― 哲学は何を問題にしてきたか ―』新田義弘、講談社 

現代新書、1989年 

成績評価 講義への参加意欲、まとめレポート 

 

教育学領域概要 

科目 時間 

教育原論 2時間の集合学習、2 時間の予習とレポート時間（1時間） 

教育の歴史（世界） 2時間の集合学習、2 時間の予習とレポート時間（1時間） 

教育の歴史（日本） 2時間の集合学習、2 時間の予習とレポート時間（1時間） 

特別支援教育・発達障害教育 2時間の集合学習、2 時間の予習とレポート時間（1時間） 

教育心理学 2時間の集合学習、2 時間の予習とレポート時間（1時間） 

実習（選択制）10時間 「知的障がい者施設」「特別支援専攻科教育」「地域教育」 

→自分が活動する領域とは別の場所で行うことが望ましい。実習後は実習レポート及び実

習を受けての発表をゼミ方式で行うことで共有化する 

 

各詳細 

科目名 教育原論 

学習目標 教育の原理はじめ教育が大切にするべきことの基本を習得する 

履修前提 一般常識 

学習内容 講義とディスカッション 

学習時間 2時間の集合学習、2時間の予習とレポート時間（1時間） 

使用教材 『よくわかる教育原理』、汐見稔幸編、ミネルヴァ書房、2011 年 

成績評価 講義への参加意欲、まとめレポート 

 

科目名 教育の歴史（世界） 

学習目標 教育を世界の歴史から見ることで巨視的な視点を養う 

履修前提 教育に関する基本知識 

学習内容 講義とディスカッション 

学習時間 2時間の集合学習、2時間の予習とレポート時間（1時間） 
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使用教材 『教育思想史』今井康夫、有斐閣・2009年 

成績評価 講義への参加意欲、まとめレポート 

 

科目名 教育の歴史（日本） 

学習目標 教育が日本でどのように発展し、今の形になったのかを知る 

履修前提 教育に関する基本知識と日本の歴史に関する基礎知識 

学習内容 講義とディスカッション 

学習時間 2時間の集合学習、2時間の予習とレポート時間（1時間） 

使用教材 日本の教育の歴史に関するダイジェスト版プリント 

成績評価 講義への参加意欲、まとめレポート 

 

科目名 特別支援教育・発達障害教育 

学習目標 特別支援教育の歴史的変遷と考え方の基本、発達障害に関する昨今の

トレンドを理解する 

履修前提 特別支援教育と発達障害に関する基礎知識 

学習内容 講義とディスカッション 

学習時間 2時間の集合学習、2時間の予習とレポート時間（1時間） 

使用教材 特別支援教育に関するガイドライン、発達障害に関するテキスト 

成績評価 講義への参加意欲、まとめレポート 

 

科目名 教育心理学 

学習目標 教育の基本となる「教育心理学」の概要を理解する 

履修前提 教育に関する基本的知識 

学習内容 講義とディスカッション 

学習時間 2時間の集合学習、2時間の予習とレポート時間（1時間） 

使用教材 『教育心理学Ⅰ』大村彰道ほか、東京大学出版会、1996年 

成績評価 講義への参加意欲、まとめレポート 

 

福祉学領域概要 

科目 時間 

福祉概論 2時間の集合学習、2 時間の予習とレポート時間（1時間） 

福祉政策 2時間の集合学習、2 時間の予習とレポート時間（1時間） 

事例研究１ 特別支援教育 2時間の集合学習、2 時間の予習とレポート時間（1時間） 

事例研究２ 精神科系デイケ

アの取組等 

2時間の集合学習、2 時間の予習とレポート時間（1時間） 
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事例研究３ 身体障がい者へ

のケア 

2時間の集合学習、2 時間の予習とレポート時間（1時間） 

実習（選択制）10時間 「高齢者施設」「社会参加と障がい者団体」「企業の障がい者就労」

「地域の障がい者支援」 

→自分が活動する領域とは別の場所で行うことが望ましい。実習後は実習レポート及び実

習を受けての発表をゼミ方式で行うことで共有化する 

 

各詳細 

科目名 福祉概論 

学習目標 福祉の基本を再確認し福祉の「深さ」を追究するきっかけとする 

履修前提 福祉に関する深い関心と知識 

学習内容 講義とディスカッション 

学習時間 2時間の集合学習 

使用教材 『新しい視点で学ぶ社会福祉』栃本一三郎編著、光生館・２００４年   

成績評価 講義への参加意欲、まとめレポート 

 

科目名 福祉政策 

学習目標 福祉を成り立たせている政策決定のプロセスを理解する 

履修前提 福祉制度の基本的な枠組みや仕組 

学習内容 講義とディスカッション 

学習時間 2時間の集合学習 

使用教材 『しっかり学べる社会福祉③「地域福祉論」  』川島ゆり子・永田祐・

榊原美樹・川本健太郎、ミネルヴァ書房、2017年 

成績評価 講義への参加意欲、まとめレポート 

 

科目名 事例研究１ 特別支援教育 

学習目標 特別支援教育を考え、その在り方を話し合える素地を養う 

履修前提 特別支援教育の位置づけに関する基本知識 

学習内容 講義とディスカッション 

学習時間 2時間の集合学習 

使用教材 特別支援教育に関する法的枠組みに関するテキスト 

成績評価 講義への参加意欲、まとめレポート 

 

科目名 事例研究２ 精神科系デイケアの取組等 

学習目標 精神科デイケアで何をやっているのか、どんな考え方でどのようなプ
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ログラムがあるのかを知る 

履修前提 精神科系の疾患に関する基本的知識 

学習内容 講義とディスカッション 

学習時間 2時間の集合学習 

使用教材 『精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅰ第 2 版』日本精神保健福祉

士養成校協会編、中央法規出版、2014年を適宜プリント 

成績評価 講義への参加意欲、まとめレポート 

 

科目名 事例研究３ 身体障がい者へのケア 

学習目標 身体障がい者への深い理解に向けての素地を養う 

履修前提 身体障がいに関する基礎知識 

学習内容 講義とディスカッション 

学習時間 2時間の集合学習 

使用教材 『ウェルビーイング・タウン 社会福祉入門 改訂版』岩田正美・上野

谷加代子・藤村正之 、有斐閣アルマ・2013年   

成績評価 講義への参加意欲、まとめレポート 

 

 上記の枠組みは 2020年度のカリキュラム実施の上での基礎となり、基本的にこの科目に

沿って行われたが、各領域で必須としていた実習は実施せず、2時間の学習の内訳は 1時間

半が講義で 30分がレポート作成の時間とした。 

 

そのほか選択科目 

 そのほかの自分の能力向上に向けての選択科目として以下も付記している。 

プロ意識の醸成 仕事をする上での意識のコントロールに

ついての学び 

2時間程度 

障害者就労の法的措置 障害者の就労についての基本的な行動と

これからについて 

2時間程度 

地域での成功事例 福祉が地域の中核的人材を担うことの事

例 

2時間程度 

実習の作り方 障害者とともに時間を有効に使う職員に

おいては、コンテンツの作り方を含む 

2時間程度 

 この選択科目も地域サポーターとなるには重要な学びであることは再度確認するものの、

講師の確保はできるものの、時間的な制約により本事業では実施することができなかった。 

 

（３）評価基準について 

本カリキュラムの評価基準の開発は、働きがいから生きがいまでをカバーできる支援者
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が身に付けておくべき知識やスキルを整理し、その人材像を検討した。そのうえで「地域の

中核的人材」になるために必要なスキルを以下 3点の力が必要と考え、実習を新しい体験と

ともに、新しい環境においてこの力を養うための視点を設定し、その気づきを促し、場合に

よっては実施にその「力」を試す機会とすることも奨励したい。３つの力は以下であった。 

・対話力 困難な中にある人の悩みやオーダーに対して、適切な対話を行える力。その対話

はどのような視点で、どのような目標設定のもとに行われているか等を自分の行為を客観

的にみられる力も伴う 

・調整力 困難な中にある人の悩みに対し、状況やさまざまなリソースを考慮したうえで調

整することで改善に向かわせる力。必要なものに心と体をどう導くか、その導く際の説明責

任を果たせるか、その説明は適切か等が求められる 

・受容力 困難な中にある人の悩みや、つじつまが合わない話、理不尽な申し出に、どのよ

うに受容し対応していくか、その対応はどのような言葉で導き、そして安心を与えていくか

等の力 

この能力はアクティブラーニングの中でこそ、講師との対話の中で醸成されるものであ

り、オンラインでこれら能力を確実に付けたり、確認できる保証はなく、今回は考え方の提

示に留まることになった。 

それでも、今後に向けて「自分で〇ができる」とのイメージで評価するのが妥当であると

考え、以下のガイドラインを方向性として提示している。 

評価基準の試案（すべての教科共通） 

 100－90 89－70 69－50 49－30 29 以下 

社会学講義 A B C D なし 

社会学実習 A B C なし なし 

教育学講義 A B C D なし 

教育学実習 A B C なし なし 

福祉学講義 A B C D E 

福祉学実習 A B C なし なし 

総合評価 A B C なし なし 

評価者・講義は担当講師がシラバスの基準に基づき、講師が評価。実習は、３つの力を自己

採点し、それをもとに担当講師が実習の発表とレポートを評価し決定する。 

【評価】評価基準の表に対して、A＝よくできている B＝おおむねできている C＝できる

場面もあるがすべてはできない C=あまりできていない D=できていない 

 さらにプログラム開発をする中で、講義者、評価者の設定も課題である。専修学校を使っ

て地域の中核的人材を育成するプロセスの中で、基本的に専修学校の教員などが想定され

るものの、実際には通常業務に追われている状況で、新しい枠組みに対応できるかは不明で

ある。また大学教員の活用についても地域によって人材の有無のばらつきが出てきてしま

う。大学教員がこの枠組みの中で講義に従事する保証もない。 
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 そのため、実施委員会では昨年、有資格者で現場経験のある人等が、ファシリテーターと

なりディスカッション形式で講座を展開することを、提供する場として専修学校が担うと

いうスキームが持続可能なモデルとして示された。コロナ禍の中で運用は先になるものの、

本カリキュラムの来年度の運用は専門学校で学び福祉資格を保持し現場で活躍する OB・OG

がさらなる学びのカリキュラムとして位置づけており、今回のカリキュラムを受講した者

がファシリテーターとして講義が出来るようなガイドラインを作成することも念頭に置く

プログラムとして考えており、オンラインでのカリキュラムは学習には有効だと考えられ

る。 

 

２ 講義の前提（2018年度及び 2019年度事業） 

 本年度実施のオンラインでの実証講座「福祉学」「教育学」「社会学」は前年度までの議論

や調査を踏まえ、さらにコロナ禍においての社会変化に対応する中で、以下の点を留意して

講座の内容を整理することとし、担当する各講師の選定においても、整理した内容を伝えた

上で「地域の中核的存在」になるための手法を強く意識した上で協議を行った。 

 昨年までは、以下の点を強調して講義を行うこととしたが、本年度は集合型の開催は難し

く、各講師にはこれまでの議論として確認していただき、そしてあるべき形として提示した。 

・PBL手法によるアクティブ・ラーニングにすることで、より生きた学びとする 

・フラットなコミュニケーション関係によるディスカッションを通じて「気づき」を促せる

カリキュラムとする 

・受けたカリキュラムを「自分もファシリテート」するこが出来るような作り方とする 

・講師の話が多くを占めるのではなく、受講者の話を引き出すカリキュラムとする 

 これらを提示した上で、各講師に了承を得た上で実施したが。これら集合型前提の事項は

オンライン学習においては、重要性を認識しながら、画面越しでそれをどのように表現し効

果を上げていけるかは、各講師が苦慮することになった。 

 【2018年度】実施済み分 

●調査 

 ・障害者の就労や学習に関する意識調査 

精神保健福祉士、社会福祉士、福祉関係従事者、社会労務士、企業人事従事者の各 100名程

度を対象に、障害者の就労や学習に関する意識や対応、ニーズ等について、アンケート調査を行

う。 

 ・障害者の学習や訓練の状況に関する実態調査 

精神保健福祉士等、障害者の生活を支援している福祉関係従事者、家族等へのアンケートやヒ

アリング、文献調査によって、障害者の学習や訓練の状況に関する実態調査を行う。 

●開発 

 ・評価基準の開発 

障害者のライフステージを見据え、働きがいから生きがいまでをカバーできる障害者就労支援者
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が身に付けておくべき知識・スキルを整理し、そのレベルを評価する基準を開発する。 

 ・コマシラバス開発 

本教育プログラムで実施する各科目の学習目標や学習内容を整理したコマシラバスを開発する。 

 

【2019年度】実施済み分 

●開発 

 ・講義用教材開発 

講義の際にスクリーンに投影して用いるスライド形式の教材。2019年度は、福祉、教育の領域を

開発する。 

 ・ケーススタディ教材開発 

障害者の就労や学習を支援する場面を題材とし、状況を説明する部分と、それについて考える課

題から成る教材。2019年度は福祉、教育の領域を開発する。 

 ・PBL教材開発 

2019年度は全体の設計と課題の設定を行い、抽出された課題に対して必要な資料等を用意して

教材化した。 

 ・e ラーニング教材開発 

講義やケーススタディ、PBLの前提知識を確認・修得するための自己学習用教材。2019年度は

福祉、教育の領域について映像収録しコンテンツ化した。 

 

【2020年度】本年度実施 

●開発 

 ・講義用教材開発 

2019年度に未開発である社会領域を開発する。 

  

●実証講座 

 ・オンラインでの実施 

開発した教育プログラムを、福祉系専門学校生や福祉や医療領域で働く方々に講座を実施し、教

材の基本テキスト及び資料を開発する。また受講者にはレポートを提出してもらい、その評価をす

るとともに、今後の参考にする。 

 

３ 講座の全体像 

 

福祉学 

福祉概論 金子毅司 埼玉福祉・保育専門学校 

精神系デイケアと社会移行支援 金子毅司 埼玉福祉・保育専門学校 

特別支援教育 青木猛正 埼玉福祉・保育専門学校 
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福祉政策 渋谷宏明 埼玉福祉・保育専門学校 

重度障がい者への支援 渡邊陽介 埼玉福祉・保育専門学校 

 

教育学 

教育原論 渡辺忠温 発達支援研究所主任研究員 

教育の歴史（世界） 渡辺忠温 発達支援研究所主任研究員 

教育の歴史（日本） 渡辺忠温 発達支援研究所主任研究員 

特別支援教育・発達障害教育 下川和洋 地域ケアさぽーと研究所 

発達心理学 山本登志哉 発達支援研究所所長 

 

社会学 

社会学概論 田中瑛 東京大学大学院 

地域形成と政策決定 引地達也 みんなの大学校 

福祉・教育と経済 引地達也 みんなの大学校 

コミュニケーション演習Ⅰ 山本登志哉 発達支援研究所所長 

コミュニケーション演習Ⅱ 田中瑛 東京大学大学院 

 

１回につき 120 分（90 分講義 30 分レポート記入時間） 
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４ 福祉学 

（１） 福祉概論 

担当：金子毅司・埼玉福祉保育医療専門学校 

 

◎考えるきっかけ 

今回は福祉の知識ではなく、新しく考えるきっかけを持っていただけたらと思っており

ます。私はもともと障害分野での仕事が長く、約 20 年にわたって現場では障害福祉分野を

中心にやっています。障害の分野というのは、知的障害の方であったりとか、精神障害の方

への支援でやってきました。その中心的にやっていたのは就労支援です。私がですね働き始

めた 20年前は社会福祉士という国家資格の養成課程にも就労支援の科目がないような時代

でした。障がいのある方が働くというのは難しい時代だったともいえます。 

最初に働いた職場は「電気神奈川福祉センター」という耳慣れない言葉が並ぶ法人です。 

東芝や日立とか電気系の会社をご存知かと思いますが、その会社の労働組合というものが

バックになっていました。当時はたくさん組合員さんがいたので、組合員の中に障害のある

お子さんが生まれるということが起こりうるわけです。そのような方たちに対して何がで

きるのかということを考えると、やはり企業の人たちは当然のように働くということを中

心に考えていくので、そのお子さんたちが大人になった時に働ける環境を作っていきまし

ょうということで作られた法人です。 

それで私たちがずっとやっていたのは障がいのある方が働くということを中心にやって

きました。当時は本当にまだまだ厳しく電話をしてもなかなか担当者にすら取り次いでも

らえないことが多々あった時代ではありましたがその中で私は鍛えられました。 

その時から情報公開のようなものも含めて、企業が障害者雇用や障害者雇用率に対して意

識を持ち始める時代が出てきました。比較的、今は障害者雇用ということで、昔に比べると

進んできたというところがありますが、まだまだ課題もたくさんあると思っています。 

一方で精神科の方で言うと精神科のデイケアがクリニックの中にあるデイケア。 

そこで一緒に立ち上げたグループホームをご存知でしょうか。障害者が共同生活をして、

そこにスタッフが常駐するという場所になりますが、知的障害の方、精神障害の方、それぞ

れ 1 箇所ずつ立ち上げと運営をしていた時期があります。 

私が皆さんの前で話をするようになったきっかけは自分が大学院等で勉強したことが中

心となります。罪を犯した障害のある方への支援を茅野市でやっております。なぜそういう

ことを考えているのかというと就労支援、その就労いいよねと学生の時に習っていて、障が

いのある方が働くのは素晴らしい、地域に出るのはいいよね、ということを教わってやって

きましたが、実際に支援をすると、障がいのある方達が地域に出て生活をしていくときには、

一人暮らしをする障害のある方もいらっしゃる、そうすると実は世の中は残酷でいろいろ

な被害に遭うので社会的な弱者と呼ばれる人たちから被害に遭うことが多い。典型的なの

はオレオレ詐欺のようなもの、認知症の方に対しての訪問販売などその一つになると思い
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ます。 

 私が関わっていた 20 代の男性は、ご自宅に段ボール箱がいっぱい置いてあって、これど

うしたのって聞くといわゆるキャッチセールスのようなもので、中身を開けてみたら化粧

品でした。本人もちょっと断り方がわからなかったようです。多くお金を使いそうになって

しまったケースがあったり、働くと会社から健康保険証がいただけるのですが、それが消費

者金融等で借金ができてしまうのです。そういうことがわからずに 200 万円ぐらいの借金

を作ってしまい、結果的に自己破産をする方がいたりとか、私は今お話をしているケースが

一番思い入れが強くて、自己破産をしましょうと弁護士さんと一緒に何回か裁判所に行っ

て、裁判官とお話をしてきて、あと 1 回行けば免責されるという最後の 1 回で、ご本人は

来ませんでした。 

だから今もその方がどこで何をしているかわからないんですが、そういうことも含めて

私たちは社会に出ることが素晴らしいよねっていうふうに習ってきたんですけども、事実

社会に出ることの素晴らしさは感じましたが、一方で社会に出ることのリスクも当然にあ

って、そのリスクは誰が負うかという話になります。これを福祉が放棄していいのだろうか、

見ないふりしていいのだろうかという思いから私は大学院に進んで勉強し始めました。そ

うすると刑務所の中にいる障害のある方が非常に多くいることがわかって、そちらを今中

心に仕事をしております。 

 今とてもネガティブなことばかりを言いましたが、社会に出ることの素晴らしさも当然

あります。私が一番印象に残っているのは、ある若い知的障害の方の就労支援をして無事に

就職が決まって、初めて給料が出た後にお母さんが職場に来てくれてうれしくてポロポロ

泣いていて、よかったよかったという話で、その時に給与明細を見せて、家の子、納税者に

なりましたって言ったのです。多くの場合、障害のある方は税金のお世話になる、とこんな

言い方は好きではありませんが、お世話になるような感覚を持たれている方も多く、その中

で自分の子供が税金を納める側に回ったんだということをすごく喜んでおられました。私

は税金を引かれて喜んだ方を初めて見ましたけど、本当にそういうところでその人の存在

意義とか価値とかこれまでそれを聞いたときにやっぱり社会から少し線を引いて、生きて

きたというところを強く感じた部分であります。 

やはりそういうことで喜びを感じたい、とか本人自身がそこにやりがいを感じたりとか

の場面もたくさん見ているので、あの地域にいることが決して悪いという話をしてるわけ

ではありませんが、同時にリスクもありますとも思っています。 

 

◎迷うのが仕事である 

今日の話では、考えるきっかけを一緒に持って頂ければと思っています。 

私たちの仕事は、もうとにかく迷うのが仕事だし迷い続けることが仕事で逆に言うと迷

えなくなると終わりかなと思っています。私の支援は絶対大丈夫という自信を持ち始めた

時が非常に一方的になりますし、相手の意思をくみ取れなくなってしまうリスクがありま
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す。 

これは経験を積めば積むほど陥りやすい罠だと思います。皆さんもその昔を思い出して

いただくと学生時代に福祉の現場実習に行かれた方も何人かいらっしゃると思いますが、 

勤めている学校の学生もそうですが、これでいいのか、こんなのおかしいじゃないかという

気持ちをたくさん持って帰ってこられて、これはもう虐待だと思うんですけどみたいなこ

とを私に話してくれたりとか、そういうことがたくさんあって、たくさんの疑問を支援の場

面で持ってきて帰ってくるのです。 

これは不思議なもので働き始めてしかも同じ職場にずっと長く居たりすると、私もそう

でしたがそれがどんどん当たり前になっていき疑問を持てなくなり、支援に目新しさ、進展

がないというところが出てきてしまうこともあります。ですから迷い続けることが私たち

の仕事なんだ、これでよかったのかな、そしてそれを本人たちに聞いていく、本当はどうし

て欲しかったのだろうかと、これで本当に良かったんですかねぇとかいうようなことを一

緒にやっていけるかどうかということがとても重要になってくると思います。 

 

◎３つのルール 

私の講義ではグループワークを中心にやらせていただいていて、コロナの影響で最近は

しれができなくて本当に苦しい状況です。グループワークの際には 3 つのルールを作って

います。 

一つ目がまず 1 回は発言しましょう。こんなこと言ったらちょっといいんだろうかとか、

ピントがずれていることを話しているのではないかとか、自分が場の空気壊しちゃうので

なはいかと結構皆さん心配されます。なんとなく同調してしまったりで本当は違うと思っ

てるけど、ここで言うと先生が 40 分までと言ったのに、もう 38 分だからここでひっくり

返ってしまうとか、色々思ったりしますけど、まず話してみる。その反応から一緒に考えま

しょうということになってくるので、実習生でも経験が浅いからといって結構発言するの

をためらっている人がいたら、絶対それは違うと思っています。 

私も現場で実習生を受け入れることもありましたが、その時に実習生のひと言で現場が

変わることも実はありました。例えば私が知的障害の方を支援をしていて自閉傾向のある

方だとよく構造化と言っていろいろな工夫をして、環境面の工夫をしていきますが、ある時

実習生の人がこれ何でやってるんですか、ということを一言ポロッと言ったときにあらた

めて言われると「ああそうか」ということは実はあったりするのです。 

もちろんそれをやり始めた当時は必要性があったからそういう支援をしているのですが、

今もこれ必要なのかなということをその時私たちはふと思って、「ああそうだね、もうちょ

っと外してみてもいいかもしれないね」となるわけです。そういうピュアな質問が実は本質

や確信ついてくることも多々ありますので皆さんも現場もしくは学校におられる方は自分

がいうことはずれてるのかなと思わずに発言してください。そういう一言が閉塞した状況

に風穴を開けるということはたくさんあります。お話をしていくこと重要だと思います。 
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 もう一つ。これは後の 2 つというのはこの発言しやすくするためのルールです。一つは

「否定をしない」ということです。相手が言うことを否定しない。これは勘違いしないでい

ただきたいんですけど別にその人と同じ意見になってください、ということではないです。

もちろん聞いたうえで、これは私とは価値観違うでも全然構いません。私はこう思いますと

いうことは当然重要になってきますが、あれも違うこれも違うというふうに、こう言われた

などと続けると発言する意欲が失せてしまいます。チームの現場はとにかく本人が語って

くれることがとても重要です。その語るということをきちんと認めてあげられればよいと

いうことがもう一つあると思います。 

 そして最後にこれが一番重要です、最後まで話を聞くということです。言ってることが私

と彼の価値観からするともう全然反対側であるとか、場合によってはちょっと混乱してい

てちょっと主張がいまいち掴めないみたいなこともあるかもしれませんけど、まずは話を

最後まで聞きましょう。もちろん時間の制約の中でこれ以上は聞けないというケースはあ

るかもしれません。口を挟まずに最後まで話を聞くということがとても重要になってくる

と思います。 

特にインテークと呼ばれる最初に初めましてと言われる場面などにおいては一番重要な

のは、あの人話を聞いてくれたなっていうふうに思ってもらうことだと思うんですね。それ

が自分の要求が通ったかどうかということはまた別なんですけども、私が言っていること

をあの人はとりあえず聞いてくれた、あの人は話を聞いてくれる人だ、そして否定されなか

った、そういうことを言っても別に否定されなかったな、という経験が次につながってくる

と思っています。これは対利用者さんに対してもそうですし、これは実は職場の中のあの上

司部下関係、先輩後輩関係でも言えることだと思います。まずは相手の主張を耳を傾けると

いうことですね、それが非常に重要になってくると思います。 

 私も偉そうに言ってますけども、なかなか難しく、特に自分の価値観と違う発言であれば

あるほど途中で「ちょっと待って」と言いたくなります。まずいいよ、ちょっと最後までお

話してみて、というところまで持っていけるかというところが重要です。 

 

◎福祉とは何か 

ここから福祉についてやってまいります。この福祉とは何だろうというところから考え

ていく必要があると思います。特にこの福祉というものについては、福祉関係の言葉は曖昧

ですが、重要な言葉がすごく多く、権利とは何だろうとか、正義とはなんだとか問われる場

面が多い理由になります。福祉というのは今話をさせていただいた通り日常的に使われる

用語です。でも福祉とはどういう意味と聞かれるとちょっと詰まってしまったりとか、何だ

ろうと改めて思ったりとか福祉は福祉です、なんて答えがあったりとか、みんな全員の頭に

ハテナが浮かぶなんてこともよくあります。 

福祉とは何だろうというところを少し紐解いてみてみようと思いますが、福祉という言

葉の起源をたどってみるとどちらもこの福も祉も幸せを意味する漢字になります。つまり
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福祉とは人の幸せに関係することのようですよね、ということが一つあります。英語ではウ

エルフェアと言いますが、英語で見るとこれも造語だそうです。生きるという言葉が合わさ

った言葉で「よりよく生きる」「よりよくある」という意味になるということです。 

ただそう言われてああそうかにはなかなかならなくて、なんかフワッとしてるようなこ

とになります。福祉を一言で言い表すなら、たくさんの意味を持っていて、そう言われると

逃げたなと思われたりするかもしれませんけども、少し考えていただきたいのは、生きると

いうことの選択をするのは誰なのか、どう生きるかを決めるのは誰なのかという話になっ

てくると思うのです。それは私たちそれぞれ個人という形に基本にはなってくると思いま

すが、これはこの後のバイステックに直接的につながってきますが、それぞれ生きてきた人

生が違って、価値観が違って、住んでいる環境が違って、それを考えると、違って当たり前

じゃないかということをここで思っていただきたい。私たちはついつい一般的に良いとさ

れていることとか、私の価値観というものに行動して、それに傾きがちになりますが、先ほ

どの語っていただくというところにもつながりますが、その人がどこに行きたいのか、その

人にとってよりよく生きるというのはどういうことなのか、私たちがそこを見ずに関わろ

うとしてもなかなか難しい。自分がよりよく生きようという話になったときに一つポイン

トになるのが、それが自分の力で実現できるものなのかどうなのかということになってく

ると思います。 

今、政府が「自助互助共助」の話が出ていると思うんですが、別に今政府が自助がどうと

か互助がどうとかって話を私がするつもりはまったくないのですが、ただその概念は知っ

ておく必要があると思っていて、特に地域包括ケアシステムでよく言われるこの自助互助、

この概念を知っておきたいと思います。 

自助は自らのことを自分でしていく、自分で健康管理をすることもそうだし、健康管理で

言えば、スポーツクラブに通っている、サプリメント飲んでいるもそれで自助になってくる

と思います。一方で自分でできることを自分でやろうという話です。これが政府もまずは自

分でやっていきましょうと言っているわけです。 

互助はお互い様という概念です。特に地域包括ケアシステムというものを考えるときに

は、互助という相互に支え合っている、このあたりが重要になってくるわけです。例えば私

が小さい時は、団地住まいだったので家に帰ると母親が出かけていて父親が仕事をしてい

て、鍵がないとなると隣で待っているとか、小学校に上がる前ぐらいに公園で転んで額をパ

ックリ割って帰ってきた時に私を病院に連れて行ってくれたのは上の階の人でした。なん

となくお互い様のサザエさんの世界のようだったのです。お味噌がなくなっちゃったわー

とか言ってお隣に借りに行ったりとか、今はなかなか聞かないですね。私も隣に住んでいる

方の顔はわかるけれども、その方がどういうライフスタイルで生活をされているとは全然

わからないわけです。お互い様を地域で暮らしやすくするために発展させていきましょう

という考え方、地域のつながり、結びつきを強くしていこうという考え方もここでは出てく

るのだろうと思います。ボランティア活動や住民活動となっていて、わかりやすいのは最近
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の小学生の登下校時に大人が道路に立って見守りをしていただいているようなものもあり

ます。あれも互助と言ってよいのではないかと思います。夜になると火の用心と言って、周

辺を回るのも防犯的な意味合いも含めての活動になります。 

この 2 つは比較的、自助互助というものは当事者も努力という言い方をしていいかわか

らないですけど、当事者に比重が向いている部分と思います。 

一方で公助と共助というものになりますが、先に公助の場で一番下の右下、ここについて

お話をします。公助はいわゆる日本で言うと一番わかりやすいのは生活保護です。公助は公

による税の負担というふうに書いてあると思います。生活保護は税金を払っているからあ

なたは生活保護が受けられますよ、というものではなくて現に今この方にお金がないとい

うことがわかっていれば受け入れるもの、それは税の負担の中でやっていく、それが税の負

担、批判を浴びることもありますが、生活保護はいわゆるセーフティネットだと言われてい

ます。空中ブランコで言うと一番下の方にこう網が張ってあって、万が一落ちてしまっても

怪我しないようにしておくネットです。一方、共助はどちらかというと自分たちでも負担が

生じるもの、例えば介護保険と書いてありますけど、介護保険は自分が入りますとか入りま

せんとかという話ではなくて、40 歳を過ぎると介護保険料を支払っていくわけです。 

将来自分が介護が必要になる状況、保険事故という言い方をしますけれども介護が必要

になるような状況になった時に自分たちの支えでやっていれば、もちろん税負担もありま

すが、そこから介護を 1 割で提供してもらうことが介護保険になります。まさに支え合い

のシステムです。人によっては介護保険による介護を一生使わない人もいるでしょう。雇用

保険も同じですね。一定時間数の労働時間を超えれば雇用保険が給与明細から引かれてい

ますが、それは私たちが視力を失ってしまった時とかそういった時のためなのです。お金を

もらって生活をしていくという言い方をしますけれども、共助のことを防貧的、貧しさを防

ぐものです。貧しくなることを防ぐためのもの、雇用保険で言えば収入が途絶えた方に失業

手当のような基本手当をもらってその間しのいで行こうというものです。一方で公助は生

活保護のように、貧しくなってしまった人を救うためのものです。貧困、日本で言うと健康

で文化的な最低限度の生活が営めなくなってしまっている状態、穴に落ちてしまった状態

だとすると、共助というのは防貧なのでまずそこの穴に落ちないようにしましょうねとい

うのが共助の考え方、公助は致し方なく最低生活を営むことができないような状況になっ

てしまった人も穴に落ちてしまった人を救う、引き上げるためのものだと思ってください。

これはバランスが重要だと思っていて、ただ日本の文化としては公助に対して比較的、目が

冷たいというところがあると思います。 

これは福祉の人間として注意をしなければいけませんが、この生活保護で基本的に国民

に与えられた権利だと思います。報道を見て違うと思うこととしては、例えば生活保護の水

準は最低限度の生活よりも下です。この水準で生活をされている人のことを頑張って素晴

らしいと美談にしてしまうケースは時々あると思いますが、それはちょっと違うんのでは

ないか、それを美談として伝えることによって権利を主張することに対してすごく良くし



23 

 

て気になってしまう、抑えられてしまうことがあると思います。 

繰り返しになりますが生活保護は権利なので、これを行使できるような状況を作ってお

くことが重要だと思います。捕捉率と言って実際に生活保護を受けられる水準の方のうち

どれぐらいの人が生活保護を受けているかというのをみると、日本は諸外国と比べて著し

く低くて 20%弱だと言われています。8 割ぐらいの人たちは本来生活保護を受けられるの

に、それをしないということがあるのです。こういう社会のあり方についても福祉職として

は考えておく必要があります。 

 

◎当事者が決める 

ここから私たちが対象の方、利用者さんであったり相談者の方、その方と向き合う時の一

つの考え方を一緒に見ていきたいと思います。まず一つは、私の生き方は私が決めるんだと

いうところです。先ほど見たとおり福祉の捉え方は人それぞれです。ですからどのように生

きたいかということについても人それぞれです。ここでまず自覚しておけなければいけな

いのは私の考え方ももちろん教育は受けていたとしても私の価値観だということです。そ

れが正しいと思い過ぎないことです。ですからここで良かれと思ってすることが本人の意

思とは違うところに導こうとしてしまうリスクがあるということを理解しておくことです。

障害者の権利条約は日本が 2014 年に批准して、比較的新しいものです。 

この条約を作る段階で、よく言われていた言葉があります。それが「私たち抜きに私たち

のことを決めないで」です。英語で「Nothing About us without us」と言います。今まで、

この障害のある方というのは何かを決めるときにその議論の場に立つこともできなかった

時代があり、それはやめてよ、という言葉がこの「私たち抜きに私たちのことを決めないで」

ということなんです。聞けばそりゃそうだよね、と思うのですが、意外とこれはやってしま

いがちなので注意をしたいところです。 

そして、この良かれと思ってやっているのだけれども、本人の意思と反してしまうことの

中で、よくこの福祉の現場で言われるものの一つにパターナリズムという言葉があります。

教科書的な言葉としてはパターナリズムとは強い立場にあるもの、この場合に言うと支援

者ですね、この支援者が弱い立場の者、クライエントの意思に反してクライエントの利益に

なるからという理由からその行動に介入したり干渉したりすることということになります。

これは、とてもたちが悪くて、なぜかというとクライエントの利益になるという理由からと

言っているので善意なんですよね。その人のためを思って言っているのです、ということで

すが、それが実は本人の意思とは全く違う方向に導いてしまうということにつながってい

くということがあります。 

父権主義とか、父権的温情主義とかの言い方をしますが、よく言うのはあのお父さんがね、

お母さんさんでもいいのですけれども、子供が留学したいと言った時に「危ないからやめと

きなさい」とか、運転免許を取りたいと言った時に、「運動神経が悪いからやめておいたほ

うがいいわよ」というような事は親からすると心配して本人のためを思って言っているこ
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とかもしれませんが、本人からすると自分のやりたい事、主張したいことが言えない、通ら

ないということにつながってしまうので、重要になってくるのです。本人の言葉を聞く、と

いうことをとにかく重要になってくると思っています。 

本人の声を聞くといういわゆる面接の場面を想像していただくといいんのですが、その

中に教科書に出てくれば見たことがあるのではないかと、思うのですが、バイスティックの

基本原則です。ケースワークの基本原則、バイスティックの 7 原則と言ったり、いろいろな

言葉がありますが、ここで大前提として基本原則を打ち出されたのは、1957 年、昭和 32 年

です。おそらく当時はインパクトがあったと思います。今でも相談援助やソーシャルワーク

の本、大体の教科書にはバイスティックの原則は出てきます。なぜかというと当たり前なん

です。当然で、別に何か大発見ですとか、目からウロコのような内容ではなく、基本的には

「そうだよね」という内容になりますが、これが繰り返し言われている、そして教材として

使われているということについては、どう考えたらいいのかというと、やはり我々が今も支

援をしていく中で陥りがちな落とし穴、リスクというものをきちんと明示しているものな

のだろうと思うのです。 

今日一つ一つを見ていただいて、今御自身が関わっている時に、どうだったかな、という

ところを振り返っていただくことがすごく重要だと思います。 

 

◎バイスティックの 7 原則 個別化 

私たちの仕事は迷い続けることが重要になってきます。迷うためのきっかけとなるもの

になると思います。まず一つ目が「個別化」です。利用者を個人としてとらえてください、

という当たり前のことです。目の前にいる人と私とでは当然価値観が違います。 

今までの暮らしてきた生活歴、社会生活史にしても違います。違いがあって当たり前であ

るということです。中には受け入れづらいような価値観の方も多い、ただそれを一概に否定

をするだけではなくて、紐解いていくということです。なぜそういう風に思うのかな、とか、

なぜそう考えるのですかと一緒に考えていくということが、私たちにとっては重要になっ

てきます。ついついやってしまうこと、特に障害分野で働かれる方がいると、お分かりいた

だけるのではないかと思いますが、私たちが仕事のところで使ってしまいがちな言葉で、自

閉症だからね、とか、ダウン症だからね、とか、統合失調症の方だからね、というような言

葉を時々使ってしまうことがあります。これは個別化からすると少しずれていると思うこ

とがあり、ついつい私たちはカテゴライズしてしまう、カテゴリーにあてはめてしまうとい

うこととをやってしまいがちです。もちろんその人の特性の中にその自閉症的なスペクト

ラム症的な傾向があるということは当然あると思いますが、それは自閉スペクトラム症で

括ってよいものなのか、疾患名とか障害名の箱の中にその人を入れてしまってその上で判

断をしていいのだろうかということというのはよく考えておかなければいけないと思って

います。 

言葉遊びのように聞こえてしまうかもしれませんが、A さんという人がいたとした時に



25 

 

自閉症の A さんという言葉と、A さんには自閉症があるという言葉では私は意味合いが変

わってくると思っていて、自分の中でそれを整理するためにも、私は自閉症の A さんとい

う表現はなるべく使わないようにしています。やはりそういうことをすることで、あてはめ

てしまうのは、そうするとですね、ついついその行動、行動とか性格も含めてそれに結びつ

けてしまいがちになるのです。いわゆる疾患・障害が気になってくるので全ての行動、すべ

ての性格についてその疾患障害に結びつけていこうという力が働くように思います。 

まずはその人個人として捉えて、そこに生活のしづらさとか生きづらさというものがあ

ったとして、それを紐解いていく、これはひょっとしたら疾患障害というものが影響してい

るかもしれない、ということで、手順としてはややこしくなりますが、手順を踏んでいくこ

とが私たちには必要だと思います。個別化は簡単かもしれない、簡単なように思えますが実

はここも難しいところと思います。 

 

◎バイスティックの 7 原則 意図的な感情表出 

 二つ目が「意図的な感情表出」です。 

利用者が自由に感情表出できるよう援助者が意図的に関わるんだ。一番わかりやすいの

は泣きたい時に泣いていいよ、との話になっていきます。ここは感情を自由に表出する必要

があるのだろうかと考えていきたいところです。これはそれぞれ皆さんも考えいただきた

いところであります。つい私たちも泣いたり、怒りの感情が出た時に対して否定的にとらえ

てしまうようなことがあるかもしれません。しかし、私は感情をただ出すということはすご

く重要なことだというふうに個人的には考えています。 

その時に一つ注意したいのが、特に子供関係です。障害児も含めてお子さんとの関わりを

していたときに一つ立ち止まって性的な役割というものに引っ張られていませんかという

ことは注意したいところです。私も放課後等デイサービスで働いたことがあるので子供と

関わった時に結構聞く言葉ですが、「泣かないの、男の子でしょ」という言葉とか、「そんな

に怒んないの、女の子なんだから」とかという言葉を使ってしまうかもしれないことってあ

るかもしれないですよね。注意しなければいけないのは、その性的な役割を勝手にこちらが

想定するのではなくて男の子だって痛ければ泣くし、悔しければ泣くし、悲しければ泣くし、 

女の子だって感情が出て来れば怒ります。ですから性的な役割は、個別化に少しつながるか

もしれませんが、私たちがこうあるべきとか、こうあるものだと枠を作ってしまいそうです。 

例えば感情表出に対しても否定的な言葉を私たちがかけてしまうこともなくはないわけで

す。注意をしたいところだと思います。 

泣いてスッキリしたっていうことはよくあって、これも一つ大切なことだったりするわ

けです。ですから相談室にはだいたいゴミ箱とティッシュが置いてあったりするのです。泣

いても大丈夫なようになっているとこともありますね。「感情を出していいよ」「ここはいい

んだ」「ここはそういうことをしていい場所なんだよ」ということを伝えていく、守ってい

く、「言っていいんだよ」ということを言っておくことは重要です。 
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◎バイスティックの 7 原則 統制された情緒的関与 

一方で「統制された情緒的関与」というものがあります。書いてある通り援助者は自分の

感情をコントロールする、というところは難しいです。相手が色々な感情があってもそれに

乗っかっていけばまずいわけで、感情をコントロールして受動的に関わっていくことが重

要になってくると思います。 

 利用者さんとの関わりの中で「私、あの人のことをすごくムカついちゃったから向いてな

いかも」とか、私はあの人のこと苦手だからこの仕事向いてないのではないか、ということ

を話す方が時々います。私たちも人間なんですね。支援する側も人間である以上、感情があ

るわけです。自分が職場に行って、多いところだと 50 人くらいの利用者さんと関わること

がありましたが、利用者さんを同じように好きかと聞かれたら、多分そんなことはありませ

ん。苦手だなぁという利用者さんもいらっしゃいましたし、もうちょっと踏み込んで言えば

「ちょっと嫌いだ」と思う人もいました。 

この感情を私は否定する必要はないと思います。感情を否定すると私たちの関わりはど

んどん苦しくなってきます。ではどういう感情が必要なのかと言ったら、それでも福祉とい

うものを私たちが仕事としてやるのであれば、それはプロとして関わるということになる

ので、好きな人、嫌いな人、苦手な人という人に対して支援で援助に差をつけたらこれはプ

ロ失格だと思います。ただあの人は苦手だという前提の上で支援をする、あの人嫌だなと思

いながらも他の人と差をつけることなく必要な支援を必要な分、するということです。 

これができるというのが福祉の専門職として重要だと思います。実習生に送り出すと、利

用者さんのことでイライラしちゃったからこの仕事向いていないのではないかと思います、

という方がいらっしゃいますが、そんなことなくて、むしろその感情に気づいて良かったと

いうことになります。 

気づいたらどうしたらいいのかというと、どう関わったらいいのかというと、自分の感情

をある程度コントロールして関わるということは、当然必要になってくるかもしれません。

ついつい私たちは価値観に対して抑圧的になってしまいがちなところがありますが、いや

いいんです。別に好きも嫌いもあるんですということを大前提として置いて、人間同士です

から、その上でプロとして立ち振る舞うことがここでは求められているのだろうと思いま

す。 

 

◎バイスティックの 7 原則 受容/非審判的態度 

次の「受容」は「非審判的態度」と密接に繋がってくるところであります。まず利用者さ

んのお話をあるがままに聴くことが重要で、道徳的な批判、特に道徳的な批判が重要だと思

っています。そういったものを含まずに、あるがままを受け入れていく、そして受け入れる

過程で重要になってくるのが 5 番の「非審判的な態度」ということになってきていて、援助

者は自分の道徳的観念や自分の価値観で利用所を裁かない、ということです。「そんなこと
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だめじゃない」ということを言ってはいけないということですね。ただもちろんこれはルー

ルを破っていいという話ではないので、難しいところにはなります。例えば障害のあるお子

さんが誰かを叩いちゃったとします。これは障害がなくても同じですね、私は放課後等デイ

サービスにいるので、そういうエピソードになってしまいましたが、子供がお友達のことを

たたいちゃったよと言った時に当然それはルールに反しているから「ダメじゃない」になり

ますが、行為と感情というところは少し切り分けて私たちは接してあげる必要があると思

っています。受容と非審判的な態度で言うと、最後までお話を聞くということにつながりま

す。 

まず、なぜそういうことになったのかということを子供に対して聞いてみることが重要

だと思います。そうすると子どもなりの理屈があったりします。嫌なことをされたとか、お

母さんに今日怒られてむしゃくしゃしていたとか、様々な理由があると思います。私たちが

できるのが「そっかぁ」と言って、その感情に寄り添うことができると思います。そういう

思いをしたんだったらちょっと嫌だったよねとか、そういう風にされたのがきっとあなた

にとっては辛いことだったよねとかということは一緒に考えることができます。 

一方で先の逸脱したルールを認めるわけではないということでいうと、あなたの感情は

理解するけれども、行動が認めてあげられない、という話になってくるわけです。その上で

私たちができるのは今度イライラしちゃった時にはどうしたらいいのかなということを一

緒に考えていくことです。これは大人でも同じだと思います。例えば依存症の方であれば、

あの時にはアルコールをまた飲んでしまうなんてこともあると思います。 

まずは、何かきっかけがあったのだろうかと聞いて、その感情については悪いですが、私

たちはあまりジャッジをせずに、ただ次こういう状況になった時にはどういう行動を取っ

たらいいのだろうかと、一緒に考えていくということが重要になってきます。非審判的態度

というのも難しくて、自分の道徳観とか価値観というものからちょっとずれているような

行動を目の当たりすると、わたしたちはついつい強く言ってしまいがちになりますが、まず

はそこに至る経緯は何だったのかというところとか、そういったことをきちんと相手に主

張する機会を与えていこう、その話を私たちはまず最後まで聞こう。その気持ちを受け入れ

ていこうというところ、きっかけになったものはそれぞれなのでそこを私たちがいいとか、

ジャッジすることはやめておいたほうがよいということにつながります。 

 非審判的態度でいうと私たちはその人のことを裁く立場ではないのです。例えば障害者

虐待防止法という法律あります。障害者虐待防止法は略称です。その中に擁護者に対する支

援が法律の名称の中に含まれていたりします。障害者虐待防止法の中には様々な障害者虐

待が類型化されていてそれに対して通報の義務がありますと言いますが、障害者虐待防止

法の中にその虐待に対する罰則はありません。あるのは支援する側が、秘密を守りましょう

とか、場合によっては該当者のことを安全を確認するために家に行ったりとかすることも

ありますが、その時に故意に妨害したり嘘をついたりすることについてはペナルティーは

ありますが、虐待そのものに罰の記載はありません。 
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福祉の立場としては罰するのが仕事ではなく、もちろん安全を確保することが重要だけ

れども、その法律の中に擁護者に対する支援という言葉が含まれているように擁護者はつ

まり一緒に暮らしている人となる。虐待をする可能性のある人に対しての支援というもの

も含まれているということになってくると私たちは裁く人ではないのです。 

 だから私が罪を犯してしまった障害のある方の支援をする時も同じ考え方です。私はこ

の人に対して罰を与える立場の人ではないということです。ですから私は拘置所でまず最

初にお会いした時に私はあなたの生活を支えるための人ですと伝えます。わかりやすく言

うために、私はこれからの生活を支えていくための味方の人です、刑事手続きは弁護士さん

がやってくれると思うけど、私はそれ以上にこの後にあなたか地域で戻った時の支援をす

る人ですと伝えるのです。 

 

◎バイスティックの 7 原則 自己決定 

そして次は「自己決定」です。繰り返しになりますが、まず決定するのは利用者本人とい

うことです。ここも勘違いしてしまいがちなのですが、例えば重度の障害があってなかなか

自身で言葉を発することができない、意思を表明することができない精神疾患で混乱をし

ていてなかなか自分の意見を伝えることが難しいという人と出会ったときに、この人は自

分での意思がないという風に考えてはいけないわけです。 

私たちが考えなければいけないのが、この人には意思があるが、意思を表明するのに何ら

かの難しさを抱えているということを理解することです。まずは本人に語りやすい環境を

作る、言っていいよ、という場所であることを伝える。もし障害が重いとか疾患によって表

現をすることができない人であったとしたら、それをどうやったら理解できるかを考えて

いくということです。最近ではその知的障害の方のところで言うと意思決定支援というこ

とはすごく言われるようになってきていると思います。 

そういったものを私たちがこれはいいと思うからと言って決めるのではなくて、きちん

とそこを探る、探索するということを諦めてはいけないということです。意思を表出しない

ということは、その人に意思がないということとは全く違うということです。こういう時こ

そ私たちはその人の意思はどうなのかということを類推していかなければいけないし、本

人の志向であったりとか、思いというものをどうやったらくみ取れるのかということを考

えていくことが重要です。 

 そして先ほどの表出するのが難しいよという人もいるという話をしましたが、代弁的役

割、アドボカシー、代わりに主張していくということも私たちの大切な役割になってくると

思います。自己決定も聞けば当たり前と思いますが、先ほどのパターナリズムであったりと

か、もしくは本人のコミュニケーションとして表出するという力によって私たちがついつ

い自分たちの方に誘導的に導いてしまうということもあります。 

物事を決定するのは本人ですが、本人に「うん」と言わせてはいるけども、気がついたら

こちらが誘導的になっているということも多々ありますね。「こちらいいよね、いいよね」
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のような形で話を進めてしまうことも結構あります。大切なのは私はこういう時に選択肢

を提示できるかということが、重要だと思っていて、もちろん選択肢が限られていて、なか

なかこういう状況しかないということもありますが、そうでない場面に関しては、まずはこ

ういう可能性があるということを、可能性として用意していることを伝える、そしてそのメ

リットとデメリットを伝えておくことです。こういうところにいいところがあるかもね、で

もこういうところではひょっとしたら難しさがあるかもしれない、一方でこっちにはこう

いうメリットがあるけども、難しさとしてはこういうものがあるかもね、ときちんと伝えて

いるかどうか、こういうことをきちんと伝えていくことによって人の選択を促すことがで

きるのではないかと思います。そう言っても私も終わった後にあの関わりは誘導的だった

かなと反省することも多々あるのです。 

これも迷うことが仕事だというところにつながっていて、次はどういうふうに言ってみ

ようかな、こういう表現は良くなかったかな、とかいうようなこと、場合によっては支援が

ある程度を終結に向かっているような人達に対して、あの時私がこういう風に言ったのは

結構なかなか断るのが難しかったですか？と聴いてみたりとかすると、あの利用者さんに

よってはまあ確かにそういう部分はあった、あの時はもうちょっと自分もなかなか厳しい

状況だったから、「うん」としか言えなかったと率直に言ってくださる方もいらっしゃいま

す。ではどういう風に言ったらよかったですかね、と一緒に考えてみたいと言って、後にそ

う言われてもあの場面ではなかなか難しかった、とか言ってくださったりとかがあります。

そこもきちんと迷い続けていくということが重要と思います。 

 

◎バイスティックの 7 原則 秘密保持 

最後は「秘密保持」ですね。自分が言ったことの秘密が守られるという安心感がなければ

なかなか話をするのは難しいし、特にこの福祉的な相談を受ける場面はどうしても人には

言いずらい、だからこそ専門職に相談している場面も多いわけです。だから、これについて

はきちんと約束します、ということを伝えていく。ただ命に関わるものであったり、どうし

ても約束を守るのが難しい秘密を秘密のままにしておくことは難しいケースもあるので、

これはきちんと伝えなければいけないです。 

特に精神疾患の方であれば自ら命を絶ってしまうようなことを表現としてしたときに、

それを分かりましたと秘密のまま終わっていいのかどうかということはきちんと考えなけ

ればいけません。なぜこの秘密は守れないのかということを伝えなければいけないし、そう

いう説明責任を持った上で関わっていくということが重要になってくると思います。ただ

そこまでいかない話に関しては、まずあなたの言っていることの秘密が守られるというこ

と、もしくは話をしていく中で、これは他の人と共有したいというものがあったりすると本

人に今の話は他の人と連携する必要があると思うのだけれども、ほかの方に話をしてもい

いですか、というようなことを言ってみたりとか、ということが重要だと思います。 
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◎生活モデル 

これまでの話で落とし穴のようにつまずいてしまいそうなものがいくつか感じ取ってい

ただけたのではないかと思っていて、そこが今回の話の中で一番重要なところと思ってい

ます。すべては利用者にとって「安心安全」な場所なんだ。もうちょっと言えば、この人は

安心安全な人なんだということを思っていただくということが重要であると個人的には考

えています。そのためにどういうことに配慮しなければいけないのかというと、基本原則に

あるような７つを十分に理解した上で私たちが関わっていくということが重要と思います。 

 最後に示したいのは、「生活モデル」「ライフモデル」との言い方をする部分です。まず人

と環境の交互作用ということに入る前に、もともとこの福祉は医学モデルとか治療モデル

とか、診断モデルとの言い方をしますが、引き算をやっていたわけです。国際障害分類

（ICIDH)から国際生活機能分類（ICF)を使っているのはご存じですかね、この国際生活機

能分類で言うと特に背景因子と言われる個人因子と感情因子を簡単にお話をしておくと、

ICF は障がいのある方だけのものではなくてすべての人を対象にしたものになるのです。

プラスやマイナスというのが、それぞれあるという話になってきます。特にこの環境因子で

言えば、例えば車いすで生活をされている方にとって物理的な環境でいえば比較的バリア

フリーが進んでいてストレスなく外出できる環境におられる方とまだまだ地方で砂利道と

か凸凹道がたくさんある、坂道がたくさんあるというような町に住まれてる方では、自由度、

活動は差が生じてくると言えると思います。ですから環境、物理的な環境を取ってみてもプ

ラスの側面もあればマイナスの側面もある。そういうことを捉えていけるし、人との繋がり

で言えば人的な環境という言い方ができるかも知れません。お手伝いというか周りの地域

全体として、手伝いをしてもらいやすい環境にある方と、なかなかそういうところがない、

そうなると活動そのものに与える影響は若干変わってくることになります。個人因子で言

えばその人のモチベーションだったり、その人の思いとか、こういう表現は好きではないで

すけど「障害受容」のようなものも含めてとなり、ここを考えて行く必要も出てくる、ポジ

ティブに捉えられる要素と少しネガティブな要素が生じてくるから、人の人生は複雑です

から、そのプラスとマイナスが様々に入り組んでいるということです。 

人と環境の交互作用で言えば、人はその人だけで問題が起きているわけではないし、環境

だけで問題が起きているわけではないし、その環境と人との接触面です、インターフェース

との言い方をしますが、接触によって交互作用することによって、様々な課題が生じる、も

しくはそれがプラスに働くことも当然あるのです。ですから、人だけを見ていてもなかなか

うまくいかなくて、その人が置かれている環境を丁寧に見ていくことが重要です。その関係

性、というところも私たちは見ていく必要があります。 

 ここだけで本一冊になる話なので全てを話すことはできませんが、人と環境の交互作用、

その人だけではなく環境を見ましょう、どういう関係性が生じているのかを見ていこうと

いうところを感じていただきたいと思います。 
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◎ある放火事件の記事から考える 

ここからは、考えるきっかけになる新聞記事があるので一緒に考えていければと思いま

す。これはつい最近の毎日新聞の記事になります。 

放火止める自信のない少年時代、母との葛藤をストレス葛藤。1 年ほど前、福岡市内の住

宅街で倉庫などが燃える火災が相次ぎました。無職の男性が 3 件の不審火への関与で懲役

7 年の判決を受けましたが、男性は過去の放火事件の刑期を終え出所した翌日に刑務所から

出てきた翌日に放火事件を起こしました。なぜ火をつけるのか、罪の意識はないのか、取材

を進めると子供の時から生きづらさを抱え放火を止められずに来た男性の反省が見えてき

たのです。「建物が燃える様子を見て興奮をしていました」。2020 年 4 月、福岡拘置所にい

た男性から記者に届いた手紙には火をつけたときの心境が赤裸々に綴られていました。 

福岡県のもの置き場が燃える事件、火災が相次いでうち 1 件が放火未遂、建造物等放火未

遂の容疑で男性は逮捕されました。話を聞いていくと計 5 件の不審火があって、男性が火

をつけ始め、同じく放火の罪で服役していた長崎刑務所を出所した翌日だったということ

になります。 

男性は鹿児島県の母子家庭で育ったと喫煙者の母親のライターを持ち出し幼少期に火を

遊び始めた。落ち葉を燃やしたりしていましたと、燃えているのがすごいなぁと思って初め

て警察沙汰になったのは小学校 3 年の頃、空き家の中に入ると発泡スチロールの箱が積み

重なっていて、遊び心で火をつけると建物まで全焼し男性は児童相談所に送られました。 

その後落ち着いた時期もありましたが中学卒業前の 1999 年に再び放火で検挙されました。

高校には進学しませんでした。2001 年から 2013 年は放火や窃盗などで 7 回検挙され少年

院、少年刑務所を何度も出入りしたようです。火を付ける前は早くむしゃくしゃしたストレ

スを解消したいので早く火をつけたいという気持ちでした。 

拘置所にいる男性に手紙で動機などを尋ねると約 2 週間後に返事があって、少しクセの

ある四角い文字、男性は火をつけるのは昔からストレスを感じた時だといいます。幼少期は

母親との関係に悩んだ。母は常に怒っていて、その八つ当たりを私にしていたと思う。男性

は母親と喧嘩するたびに外出して放火したと打ち明けた。男性は火をつけた後はむしゃく

しゃした気持ちがスッと軽くなりますが、またこんなことをしてしまったと後悔の気持ち

もありますと告白しました。 

男性はライターで民家隣の車庫内にあった書籍に着火、隣家のチャイムを鳴らし何かが

燃えていますと伝えていた。車庫が全焼した。火災に気づいて出てきた会社員女性に男性が

火事ですよ、通りがかりの者ですと声をかけました。公判で声をかけた理由を聞かれると、

人を傷つけるつもりはないので危ないなと思って言ったと、男性はどんな少年だったのか、

中学の特別支援学級時代の担任竹下さんは 20年前にもなるけれどもフルネームを覚えてい

たと、後輩の面倒をよく見るいい子でした。魚釣りが好きで釣った時は先生と言って持って

きてくれました。男性が落ち着いていた時期はこの中学時代と重なります。小学校からの引

き継ぎで男性の放火癖の情報は職員室で共有されていた。 
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竹下さんは卒業前の放火を振り返っています。この子はもう大丈夫と思っていたところ

で事件が起きた。恩師の話で特別支援学級の過去が、恩師の話で判明しました。 

知的障害があったのかと取材したが裁判を担当した弁護士によると男性は手帳を持って

いなかったと、ただし小学生のとき母に知的障害があると言われていたようです。手紙には

他の人より勉強の内容を理解するのに苦労したので知能指数が低かったと自覚しています。

人間関係を築くのが苦手で他の人たちは相手の人と対話するためのきっかけを上手に見つ

けることができますが私はそれがうまくできません。20 年 3 月に福岡地裁は男性に懲役 7

年の判決を言い渡した。判決後に面会取材に応じた男性に刑務所に入るのは嫌ではないか

聞いた男性は行きたくない、刑務所を出たらあれをしたいこれをしたいと思うけども、実際

に出たら思い描いているものと違う、シャバも刑務所も変わらないと話した。今度出所した

時には放火を止められるかと思うかと聞いたところ、自信ありません、ということです。（引

用の説明終わり） 

 このニュースだけを見ると私たちはなんでこんなことするんだろうかなんて、けしから

ん、もちろんしていることは当然良くないことです。しかし、その人の置かれている環境は

どうだったのかとか、その人はなぜこういう行動したのかということを私たちは見ていか

なければなりません。単に罰を与えて終わり、ということであればなかなかそこから先の進

展は難しいこともたくさんあって、やはりこうこういうケースは常にこんがらがった糸が

自分の目の前に来てると思っていただくのがいいと思っていて、1 個ずつほぐしていく、最

初はカチカチになっているのですが、結び目を少しずつ緩めていく、そして徐々にそこを解

いていく作業に進んでいくのが、この仕事だと思います。単にこの行動だけを見て結果だけ

を見てその結果について罰を与えて終わるということでは本質は解決しないと思っていま

す。 

虐待のケースでも同じです。虐待をしたということ自体を単にペナルティーを与えるこ

とだけでは我々の仕事としては不十分で、なぜそういう状況に陥ってしまったのか、それを

改善するためには何が必要なのか、本人はどういう思いなのかを少しずつ私たちが紐解い

ていくことが大事な仕事になってくるだろうと思います。そのカチカチになってしまった

結び目を解くためには再三再四やったバイスティックの内容、この視点をもって私たちが

向き合っていくことが重要になってくるだろうと思います。その人のことを個人として見

ていますか、変な枠を作って私たちがその枠の中の人だと思って取り扱っていませんか、と

いうことです。 

 もう 1 つはその人が言いたいことを言えてますか、言いたいことを言って、その時に感

情があってその感情が出ているときにその感情そのものを否定せずに私たちは受け入れる

ことができているのだろうか。一方でここも重要な話をしたと思いますが、私たちも人間な

ので嫌だなと思うと言います、ちょっと腹立つと思うような出来事もあります。それを前提

として私たちはプロとしてどういうふうに関わっていくことが求められているということ

です。そういう意味ではやはりスーパーバイズの機能であったり、もしくはもうちょっとそ
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こまでいかなくても私たちがこの仕事でたまっているストレスのようなものを吐き出すモ

ノも重要になってくると思います。一緒に困ったと仲間がいるかどうかというのは、私たち

が支援をする中では非常に重要な要素になると思っています。 

 もう一つ、なにはともあれ、それを決めるのは本人ということです。私たちは側面的に支

援をする人間でしかありえないのです。支援を、これは適切かどうかわかりませんが自転車

の補助輪のようなものに例えることがありますが、私たちは傾いてしまった時に口を支え

てみたりとか、不安な人たちのためのお守り的存在であったりとか、そういうようなことで

あって、あくまで自転車を漕ぐのは本人です。行きたい方向を決めるのは本人です。それに

ついて私たちは補助的に伴走型支援なんて言い方をしますけども、補助的に関わっていく

というのが私たちの役割だと思います。そしてその時に気をつけなければならないひとつ

のものとしてパターナリズムがあります。パターナリズムが難しいのは、なにはともあれ私

たちが善意でやっているということに、原因があると善意で言っているのに、それが結果的

に相手にとっては不本意な形になってしまうってことがあるということです。注意しなが

らやっていくためには先ほど申し上げました通りやはり様々な選択肢があるということを

私たちが伝えていくことが重要と思います。 

 本人が主張をすることが難しい場合には代弁的な機能、代わりに伝えるという機能も求

められています。秘密保持もありました。私たちは目の前にいる人の秘密を守る、大丈夫、

言ってほしくないことは言われない、ここでは言っていいところであることを大前提にし

て安心安全、何を言っても大丈夫だよ、何を言ってもそのことについて否定することはしな

い、ということを相手にどう伝えていけるか、この伝え方も難しいですね。コミュニケーシ

ョンに関して言うと、よく寝実習生と話をしているとコミュニケーションを実習のテーマ

にしてくださる方がたくさんいて、とても重要なのです。 

コミュニケーションをすると言うと、まず相手の話を聞こうということについては一生

懸命やってくれるのです。例えば言葉がなかなかうまく出ないとか、言葉を話すのが難しい

人たちが何を言いたいのかとか、あの人は何を主張したいのかということはすごく耳を傾

けてくれます。しかし、一方でコミュニケーションはやはりキャッチボールなので、一歩踏

み込んで今度は私が伝えたいことはどう伝わるのかということを考えなければいけないと

思うのです。まずその前提としては先ほど言いましたように実習生活でよくやっている傾

聴して相手が何が言いたいのかに耳を傾ける、1 週間 3 週間するとなんとなくあの方の言い

たいことがわかるようになってきました、と巡回に行くと言ってくれるのです。その次の段

階は、相手が言いたいことがこういうことかなと思った時に私はそのことについてどう伝

えていくのかな、どういう風な工夫をすれば相手に伝わるのかな、どういう表現をするのが

相手にとっては分かりやすいのかな、もしくは相手の価値観、どういう表現、言葉を使うの

が適切かな、ということを考えていくことが重要と思います。 

 冒頭でもお話しましたとおりこの講義の中ではとにかく考えるきっかけをみんなで作っ

ていただきたいというふうに思っていて、正解がないのでこのような話になりました。 
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常に私たちは迷い続ける、これでいいと思う分、すごく危険なんだということです。 

もちろん自信を持ってこうありたいというものを持っていただくことは重要ですが、支

援をする人は 1 年前にやった人と今日出会った人は違う人なのです。 

同じような環境に置かれているかもしれない表面的な問題だけを見たら同じかもしれな

いけれども、そこの背景はそれぞれ異なるのであるから丁寧に向き合っていくことが求め

られます。このことをご理解頂ければと思います。 

 

参考 

毎日新聞記事冒頭部分 

参考 

不審火に関わったとして逮捕された男性が出所翌日に火を付けていたことがわかりました。

男性との面会や手紙を交わすと「後悔の気持ち」や「生きづらさ」を漏らしました。 

昨年の秋、福岡市内の住宅街で出火元不明の不審火が相次いだ。けが人はなく、幸いにも大

事には至らなかった。 

 が、一連の不審火に関わったとして逮捕された男性が刑務所を出所した翌日に火を付け

ていたことを知り、取材を継続することに。すると、子どもの時から放火をやめられずにき

た男性の半生が見えてきた。 

 審火が相次いだのは 2019 年 9 月下旬～10 月上旬。同市早良区で半径約 2 キロ内にある

車庫や物置小屋が燃える火災が続いた。同年 10 月 7 日未明、福岡県警はその数時間前に起

きた火災に関与したとして、現場近くにいた作業員の男性を緊急逮捕した。 

 性はその後の調べで、別の不審火にも関わったことを認めた。事件や事故を扱う警察を取

材していると、ある地域の一定の範囲内で不審火が連続して発生することがままある。今年

に入ってだけでも、福岡市博多区や福岡県太宰府市などで不審火が相次ぎ、男女 2 人がそ

れぞれ逮捕されている。当時の私は、男性が不審火への関与を認めたことで、一連の不審火

事件が無事に解決したと胸をなで下ろしていた。 
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（２） 精神系デイケアと社会移行支援 

担当：金子毅司・埼玉福祉保育医療専門学校 

 

◎地域移行の「精神障害者」 

タイトルが精神科デイケアと社会支援です。一般的に使われる言葉としては地域移行支

援が多いので、地域移行という言葉を使いながらお話をしていきますのでご理解ください。 

デイケアのイメージとしては、入院や施設等に入っている方が地域に戻って暮らすにあ

たって、どういう視点が必要なのか、障がいのある方が地域で暮らすということは、どうい

うことなのかということで、これを一緒に考えていくのが講義のメインテーマです。ある先

生とお話をしていて、なるほどと思ったことが、地域移行は非常に違う世界から地域に移す

というイメージがあるから、あまり良くない、本来はもともと地域にいた人のはずなので

「地域復帰だ」と言っていました。これは大きな問題ではないのですが、私たちも気をつけ

なければいけません。後で話をしますが精神疾患がある方、障害のある方は、これまで常に

排除と戦ってきた歴史があります。それを十分に理解しておくことが大事です。 

精神障害者はどういう人かを法律上の規定についてお話をしておきます。精神保健福祉

法は正式名称「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」は、精神障害者のことを統合失

調症精神作用物質による急性中毒またはその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患

を有する者、としています。その他の精神疾患を有する者という言葉が入っていることでか

なり広く捉えることができます。 

一方で障害者基本法という、障害者の政策の基本となる法律がありますが、そこでは障害

者という括りは、身体障害、知的障害、精神障害、そして精神障害にカッコして発達障害を

含むとしています。今、発達障害は基本的に精神障害に含まれるということになります。発

達障害者支援法という法律はありますが、現実的に手帳制度として、発達障害者手帳はあり

ません。ですから精神障害者保健福祉手帳で現状はカバーをしているということになって

います。 

これらの障害があるものであって、障害および社会的障壁により継続的に日常生活また

は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの、という言い方をしています。重要なのは

障害そのものだけではなく、「社会的障壁により」という言い方をしていることです。つま

りこれはその方たちの生きづらさとか、生活を制限するのは決して個人に属するものだけ

ではなくて、社会の側にも障壁はたくさんある、これは単純に身体障害者に対する段差とい

う物理的なものだけではなくて、私たちの風習や文化も含めての社会的障壁が含まれてき

ます。その障害は、障害だけを見るのではなくて、社会との接点を見る必要があります。そ

の中でどういった生きづらさを生じているのか、生み出しているのかはよく理解して頂け

ればと思います。 

 

◎メンタルヘルスで範囲拡大 
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精神保健福祉の分野で言うと、いわゆるメンタルヘルスという言葉を使いますが、その範

囲は広がってきています。統合失調症や気分障害、うつ病や双極性障害など様々なものがあ

ると思いますが、その他にメンタルヘルスとの言い方をするものであれば、例えば学生では、

いじめの問題があったりとか不登校の問題があったりします。これまでは学校ですべて解

決しようとしていたものが、今はスクールカウンセラー、心理の専門家がいたりとか、スク

ールソーシャルワーカーという福祉の専門家がいることで、そこに働き掛ける、支援をする

ことも多くなってきています。こういったいじめや不登校の問題というのはその後どうい

うものを生み出すかというとこの成人期以降の引き込むりの問題ですね。８０５０問題と

いう言葉を聞いたことがあるでしょうか。50 歳の方を 80 歳の親が支援をしていく、支えて

いくっていうような 8050 問題というものにもつながるような青年期以降の引きこもりの

問題、また疾患によってなかなか社会参加できないというパターンも出てくるかもしれま

せん。こういったいじめ不登校の問題も当然に出てきます。そしてもう一つは認知症、もち

ろん認知症の方その方当事者に働きかけることも一つですもう一つはその支える家族であ

ったりとか、その支えてを支援するということもすごく重要ですねレスパイトケア、家族へ

のケアが必要だということも最近ではよく言われています。高齢者の施設や障害者の施設

で行われるショートステイと言われる短期入所はまさにこのレスパイトケアというものを

軸に考えているということもおわかりいただけると思います。 

もう一つ最近、新聞でも時々取りざたされているのがヤングケアラーです。先の 8050 問

題は 50 歳の子供を 80 代の親御さんが見るって言うような話でしたけど今度は若い親御さ

んに例えば障害とかケアが必要な介護が上必要な状態になっているものに対してそれを子

供が小学生・中学生が支えている問題も生じてきています。そういった時にそういった子ど

もたちをどう支えていくのかということもこのメンタルヘルスケアという部分ではとても

重要な視点になるのではないかと思います。 

もう一つ先ほど言ったように発達障害の問題があります。先ほども申し上げましたとお

り制度上は発達障害者支援法という法律ができました。そして発達障害のある方もまた障

害のある方というのはこれまでこの 3 障害と言われる身体、知的、精神のどこにも属さな

くっていわゆる制度の谷間に落ちてしまう方という表現をしていたのですが、発達障害者

支援法という法律ができ発達障害者というものがそれこそ障害者基本法などで精神障害者

に含まれることで支援の必要なんだとはっきりさせたという意味では非常に大きなところ

があると思います。発達障害者のある方、障害のある方の生きづらさにどう向き合っていく

のかというところも非常に重要だろうと思います。もちろんここは全ての障害に言えるこ

とですが、発達障害があるということがすべてにおいて支援が必要なのかといったらそう

いうことではなくて、ここも常に私たち考えなければいけません。 

それに対してご本人が、当事者が、もしくはその家族というケースもあるかもしれません

けれども、本人が生きづらさを感じているのか生活のしづらさを感じているのか、もうちょ

っとくだけていうのがあれば困ったと思っているのかということがすごく重要です。そう
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いう障害があるから、支援対象者ですと一直線の考え方は非常に危ういのでまずそういっ

た特性があるということを理解した上でそこに困りごとが生じているのかどうか、そして

その困りごとっていうのはアプローチをする必要があるのかどうか、支援をする必要があ

るのかどうかということを見極めていくことが重要だろうと思います。 

さらにはメンタルヘルスでは災害の問題も出てきます。東日本大震災などで非常に注目

を集めてきていますが、大切な家族を失ってしまうとか、場合によっては非常にシリアスな

場面を目の当たりにしたということで、すごく心を悩まれている方も多くいらっしゃいま

す。そういう方に対して災害への支援という意味では単に物的なものだけではなくて、精神

的なメンタルヘルスにアプローチをすることも重要になってくると思います。これから先

は非常に注目を浴びてくるべき分野であると思います。 

 

◎ひとり親への支援 

さらには労働の問題があります。今回コロナウイルスの影響で経済が非常に打撃を受け

ていて、その影響で仕事を失ってしまうとか、場合によっては事業をたたんでしまうとか、

新聞でも出ていましたけれども、非正規雇用の方が雇い止めにあってしまい職を失ってし

まうケースもあるわけです。本来、この非正規雇用は、フリーターという言葉が出てきた時

代は、生活の仕方、生き方の選択肢としてあったものだったのです。一つの組織に所属する

のではなく私は複数のものを受け持ってやりたいとか比較的、積極性のある、ポジティブな

意味での要望だったのですが、今は正規の仕事がないから非正規になっている、どちらかと

いうと教科書的には不本位正規雇用という言い方をしますが、本人としては不本意な形で

非正規雇用にならざるを得ない方たちがいらっしゃいます。 

実は厚生労働省はほぼ毎年「ひとり親家庭への支援について」というデータを公表してい

ます。その中で防止せたいですねお母さんと子どもの世帯と父子世帯お父さんと子どもの

世帯のことを分析しています。その中に母子世帯でのお母さんたちのどれぐらいの人たち

が働いているのだろうかというところです。実は数でいうとその母子世帯のお母さんのう

ち 8 割の方は仕事をされています。仕事がないとかではなくて、仕事を実際しているので

す。その中で正規はどれくらいかというと 4 割ぐらいです。残りの 40 数パーセントが非正

規・パートアルバイトです。これは環境的にどうしてもその仕事を正規で雇ってもらうこと

が難しいとか小さなお子さんがいてなかなか難しいこともあるのかもしれませんが、非常

に大きな問題だと思っていて、こういったところにアプローチしていくことも福祉として

は重要だと思います。 

今回のメンタルヘルスとは若干ずれますが、精神障害とか精神疾患のある方とのかかわ

りというものを単純に考えた場合にメンタルヘルスの範囲は広がってきている、ケアする

こと、これは単純に本当に困りごとが生じている疾患が生じている事に対してのケアもそ

うだし、もう一つは一次予防と言う予防的な活動や普及啓発も含まれてくると思います。 

 



38 

 

◎この国に生まれた不幸 

精神障害者の歴史は、排除の歴史でもあります。昔は「私宅監置」と言って、家族は家の

中に檻のようなものを作るわけです。小屋のようなものかもしれません。その中に精神障害

のある人たちを閉じ込めておく、こんな非人道的なことが法律が認める中で行われてきた

時代があるわけです。まずここを想像してほしいと思います。皆さんでしたら、どうでしょ

う、そりゃひどいよということではなく、こういったところに暮らすということを少し想像

していただきたいですね。やはり私たちの仕事はこの想像力が重要になってくると思いま

す。 

もう少しいうと、私たちは相手のことを真に分かることができるのかといったら、私は難

しいと思っていて、その人の苦しさとはその人にしか正直わからないのです。ついつい使っ

てしまう言葉ですが、私が面接などで日常的には使ってしまうのですが、面接の場面で注意

する言葉は「分かります」とか「分かる」という言葉で、これはなるべく使わないようにし

ています。なぜならその人の苦しみというのは、その人だけのものだし、これまでの積み重

ねであったりとか、背景があったりとか、似たような経験をしたことがあったとしても、今

その方が抱えている苦しさと今私が感じたことが、同じかどうかはわからないわけです。わ

かります、と言うというのは、無責任ではないかと思う時があって、そのあたりは注意する

言葉の一つとして使っています。 

では何ができるのかといったら、私たちができるのはその方がどれくらい苦しいのかと

か、どれぐらい辛いのか、そういうことを想像することです。私がここに閉じ込められたら

どうしようとか、私がずっと病院に入院しなければいけないような状況になった時に私は

どうするだろうとか、そういうことを常に考えておく必要があります、ということです。私

だったらこういうところに閉じ込められて生活をするのは、正直想像すらできません。でも

それが当たり前に行われてきた時代があるということだと思います。 

そして呉秀三さんは、いつも心にしみる言葉だと思います。 

「わが邦（くに）十何万の精神病者は実にこの病を受けたるの不幸の他に、この邦（くに）

に生まれたる不幸さを重ぬるものというべし」。 

つまりこの国に生まれてしまったがゆえに、こんな私宅監置のようなものになってしま

ったということです。そのような待遇を受けなければいけなくなってしまっているという

ことを言っています。 

ただこれは決してこの時代だけのものではなくて常に私たちは考えていかなければいけ

ないと思います。そして福祉に携わる人間としては特にこの国に生まれたる不幸というも

のについて、はどうしたら軽減できるのか、どうやったらなくしていくのかということを考

えていかなければいけないと思います。常々言うのは、ソーシャルアクションという言葉が

ありますが、社会に働きかける力も私たちには求められてくるわけです。ミクロとマクロと

いうような表現をすることがありますが、例えばミクロでいうと、比較的個人とか家族とか

に働き掛ける場合がこのミクロと言われるものです。マクロであれば社会とか、地域であっ
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たりする、社会に働きかけていくということです。 

例えば A さん、B さん、C さんがいて同じような相談をされてきている。それは社会の

側が原因となっているもの、例えば待機児童もそうかもしれません。待機児童ゆえに仕事が

できなくて困っているという方が何人かいる時に、その方それぞれどういう風にアプロー

チをして、ではこれ預けてもらえる場所を探す、もしくは柔軟な働き方が出来るところを探

すというような個別な対応というのは当然必要だし、まずはここが前提なですが、ただ A さ

んも、B さんも、元をたどっていくと待機児童のような問題にぶち当たっていくのであれば

社会の側にこの待機児童の問題は多く人の生きづらさを生んでいるのではないかというこ

とを私たちは訴えて、それを改善していくということを働きかけていく、そこに向かってい

くことが必要になってくると思います。この国に生まれたら不幸というところについては、

まさにこの社会、日本という国の持っている問題点について、私たちはどういう風にアプロ

ーチをするのですかということが問われているのだろうと思います。 

 

◎精神科病院での虐待 

社会的な排除、差別的な取り扱いは決して昔話ではなくて、今も起きているということに

なります。新しい新聞記事があります。 

神戸市西区の神出（かんで）病院で起きた入院患者への虐待事件で、準強制わいせつや監

禁などの罪に問われた元看護助手に対して懲役 4 年の判決が出ましたということです。今

回の虐待事件は、この被告が別の事件で逮捕されたということがきっかけで発覚しました。

捜査の過程で被告のスマートフォンの中から患者への虐待動画が見つかったためで、裏を

返せば人の目に触れなければ今だに明るみに出ていないことだったのかもしれないという

ことです。閉鎖病棟に入院する患者は重い疾患があり、被害を申告することが難しかったと

思います。病院内の自浄作用が働かなかったことも明らかになっていて、再発防止に向けた

課題が浮き彫りになっています、ということです。6 人の中で最も勤務が長い元看護師は昔

から先輩の看護師が感情的に患者に暴力を振るい、嫌がる愛称、ニックネームのようなもの

で呼ぶなどしていたと証言した。別の元看護師も上司が患者をからかって怒らせていた感

情をおちょくって一人前という空気があったと述べた、とのことです。「そういうのがあっ

たのかもしれないですね」。事件後に行った神戸市の調査でも複数の病院職員が虐待行為を

聞いたことがあると回答したが、その後に上司や外部に相談して対応したケースではみら

れなかった、ここが自浄作用がなかったということだと思います。厚生労働省が事件を受け

て調査をしてみたところ精神科の医療機関で 2015 年から 19 年の間に虐待が疑われる事件

が 72 件、病院側の通報で把握ができたのは 35 件にとどまっていたということです。 

障害者虐待防止法は受け入れる施設や就労先での虐待事例について自治体への通報義務

を定めていますが病院は対象になっていません。障害者虐待防止法という法律の中では虐

待をした人をいくつかの区分に分類していて、一つが擁護者、一緒に住んでいる人、家族と

かです。もう一つが福祉施設従事者、福祉サービスを提供している施設、最後に就労先の使
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用者、会社の人の虐待というものがあってそれぞれが虐待を発見した場合は自治体、多くは

市町村です。原則が市町村に通報をすると定めています。 

ただ別に病院の虐待を認めているのではなくて、病院に対してはそういう対象となって

いないから、法改正をして病院を対象にするように国に訴えているという話になります。杏

林大学の長谷川利夫先生は「今回の事件は氷山の一角と言える、と、患者が家族と自由に面

会できるようにするなど精神科病院の環境改善に向けて議論が必要だ」と指摘したという

話になっています。 

 

◎社会的入院 

今働いているところ、もしくはこれから就職される方であればこれから就職した先にし

ばらくいると、そこの会社の独特の風習とか文化とかいうものを知るようになってくるわ

けです。そしてそれにどんどん慣れていきます。良くも悪くも、そしてこの慣れがこういっ

たものを生み出すということがあるわけです。なかなかこういうことをみんなが行ってい

るときに自分だけそれについて異議を申し立てれば、怖いなぁとか、でもここについてはや

はり専門職として、その一線を踏み越えていいものなのかどうかは常に考えなければいけ

ないし、きちんと通報する。通報は匿名であるということが当然ですし、向こうから個人情

報をもらすようなこともありませんから、伝えていく必要があると思います。まさにこの精

神障害の方は特に、知的障害の方でもそうですね、その昔でいう国立の施設が比較的大きな

入所施設を設けて、中心地から離れたところに広大な土地を使ってそこを一つの町のよう

な形でするということですね、これも見方によってはやはり排除と言えると思います。今も

コロニーというものは残っていますが、どんどん形を変えて今必要な支援をしておられる

と思います。例えば群馬県高崎にある国立のぞみの園は強度行動障害の方に支援する体制

を作ったりとか、触法、罪を犯した方たちを一時的に受け入れるとかで支援しております。 

社会的入院という言葉があります。医学的に入院治療が必要とまではいかないが、要は在宅

で地域で暮らすのが可能なのに家族や福祉施設などの受け入れ先がないなどの理由で長期

にわたって病院で生活をしている状態です。日本は平均在院日数と言って入院した人がど

れぐらい病院にいるかというと、285 日です。2014 年の少し古いデータで申し訳ないです

が、285 日です。諸外国と比較すると 100 日を超えているのは日本の他に韓国だけです。例

えばドイツは 13.9 日、イギリスは 42 日ぐらいということになっている。非常に高長期化

していく方が多いのは特徴的になってくるかもしれません。 

そしてそれは本来病院であれば病院に入院するのは治療が必要だから入院するのです。

しかし社会的入院は別に入院してまで治療する必要はないのに帰る先がないから、病院で

の生活を余儀なくされるということになってくるのです。これは非常に大きな問題であろ

うと思います。これは本人の問題でしょうか。少し考えていただきたい。社会の側、障害者

基本法でいう社会的障壁というものが一つの大きな要因になっているのではないかと思い

ます。 
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この社会的入院は地域の社会のあり方とか状況に非常に大きく影響してきます。皆さん

は、施設コンフリクトという言葉を聞いたことがあるでしょうか。施設、例えば福祉的な施

設を建てようとしたときに、賛同してもらえない、反対運動が起きるということです。 

 

◎施設コンフリクト 

一時期有名だったのは東京の青山に児童相談所を立てようとしたら地域住民から反対が

起きて、テレビでも連日報道されるようなことがありました。これも施設コンフリクトと言

ってよいと思います。実は私も遭遇したことがあって、グループホームという共同生活の場

所を開設するということで、2 カ所で関わったことがあります。知的障害の方のものとして、

精神障害の方もあって、どちらかはここでは言いませんが、一つは大家さんがとても良い形

でアパートのうち 27 部屋中、6 部屋を借りて一つを事務所として残りの 5 部屋を利用者さ

んに入っていただく、入居者別として入っていただくという形を取っていたのですが、大家

さんが理解のある方で他の住民の方に説明する必要がない、私が言っているからいい、と言

ってくれて、基本的にはその形で説明もせずに入って、若干トラブルが住民の方とあったこ

ともありましたが、その時は気にする必要ない、とずっと言ってくださいました。 

一方で別の地域では反対を受けたことがあって、なぜここなのかというようなことです。

それに対して私たちがこういう理由で、ここで暮らしたいということを説明したこともあ

ります。考えてみていただくと、今話した前者と後者ではどのように受け入れが進みやすい

かということについて想像していただければと思います。もちろん前者の理解のある大家

さんのほうが「いいよね」ってことになると思います。ただ私たちとして、福祉職としては

後者の方の話になった時にわかってもらえないのなら、もういいや、となるのかといったら、

そうした時に本来住もうと思っていた人たちが住めなくなるわけです。どういう人たちが

不利益を受けてしまうかというと当事者の障害のある方たちになるのでここに対話を通じ

ながら何とか理解をしてもらおうと進めていくわけです。結果的には立ち上げることもで

きて地域の方も理解していただいて地域のお祭りも一緒にお菓子配りに行ってもらったり

したので、少しずつ雪どけしたかなと思います。 

しかしそういうことは起こり得ることです。施設コンフリクトを社会的に良いというこ

とについては地域の側が常に歓迎される状況ではないということをまず理解をしておく必

要があると思います。その上で地域移行になってくる、まず一つは地域です。地域に送り出

す支援が必要です。病院とか施設の側からその人を地域に送り出す。もうちょっと押し出し

ていく支援ともう一つ、地域で支える支援が必要になってきます。実際に地域でどう支えて

いくのかということが言えるわけです。その 2 つはバラバラにやっても上手くいかないの

で、有機的に調和を取っていくことが重要になってくると思います。 

送り出す支援、地域で継続する支援と言ってもいいかもしれません。私が最初に行った就

労支援にも似たところがありますが、障害者雇用の支援をしていると、障害のある方が就職

をするということがとても難しいかというと、そうでもないケースもあったりして、比較的
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スムーズにマッチングして就職をしていくケースもあります。難しいのはそれを長く働く

ことなのです。いろいろなことが起こります。地域で暮らしてれば当然、会社の中に入れば

当然です。私たちだって社会や会社の中で平穏に仕事ができればいいですが、そういうこと

ばかりではありません。時には波風が立ったり、ストレスを感じて嫌な思いをしたりするこ

とがあるわけです。その処理が上手に出来なかったりする方で、そこがつまずきになって仕

事に行けないことも起きるわけです。まず重要なのは外に送り出す、このケースでは地域に

戻っていく、先ほどのケースでは会社に就職をする、そこでどう支えていくのか、どう維持

していくのか、その人にとってうまくいく方法、道を探っていくことが重要になってきます。

私たちが地域で暮らすということを支えようとしたときに、よく聞く言葉に自立がありま

す。自分自身も親から言わることが多かったですね。「あんたも早く自立しなさい」とか「い

つまでも自立しないで」とかの言い方をします。今から 3 分ほど取りますので皆さんの中

で自立とはどういうものか、皆さんなりの定義で結構です、ちょっと考えてみてください。 

 

◎自立とは何か 

これは解釈の問題なので、何が正しいということを言うつもりはありません。解釈の仕方

としてこういうのもありますという形で受け取っていただくのが一番いいかなと思います。

おそらく今皆さんが考えた事実も、例えば身体的な自立を中心にとられた方もいれば、経済

的な自立が中心にした方もいらっしゃるでしょう。それらを複合的に書かれた方もいらっ

しゃると思います。それは決して間違いという話ではありません。 

福祉職の仕事はこの所で重要だと思っている部分があります。引き出しをいくつも使う

感覚です。こういう考え方もある、こういう考え方もある、人によってはこういう考え方を

する人もいるかもしれない、ということを引き出しにもっておいて、その人にはどういう考

え方がピタッとくるのか、フィットするのか、ということを考えながら、関わっていくとい

うことになります。ですから考え方の引き出しをどんどん増やしていきましょう、の一つの

作業だと思ってください。 

これは同志社大学の空閑浩人教授が書いた「ソーシャルワーク論」からの抜粋です。読み

ながらいきます。ここは私が書いたところで、 

筆者は重症心身障害と言われる身体にも知的にも重い障害を抱える方等の施設で働いて

いた経験のある方です。食事や排せつ、着替え、移動など日常生活すべてにおいて誰かの介

助なしには生きていけない人々の支援です。その経験から重症心身障害者の自立について

以下のように述べています。 

「たとえば『自立』という言葉があります。私は彼ら彼女らの自立って何だろうと思って

いました。何らかの仕事について給料をもらって一人暮らしをして将来は結婚して家庭を

持ってということは現実的には難しいです。日常生活すべてにおいて誰かの介助なしには

生きていけないというような人々です。そしてその介助の営みの多くを担っているのが親

です。毎日の食事や排せつ、入浴などを支えているのはともに暮らしている親なのです。で
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も当たり前のことですが親は先に老いていきます。そして生きていればいずれは親は先に

なくなります。そのとき彼ら彼女らはどうなるのでしょうか。親による介助だけでしっかり

生き、生活できないとすればその親の介助が得られなくなった時に、彼ら彼女らは生きてい

けなくなります。彼ら彼女らにとっての事実とは何か、それは他人の、つまり家庭や親、家

族以外の人の介助で食事ができること、他人の介助で排泄や着替え、移動など日常生活が送

れるようになることなのです。それは身の回りのことがなんでも自分でできるようになる

自立では決してありません。その反対です。いかに多くの人に支えてもらえるか、多くの人

の介助で生活ができるかという、そのような人ともつながりをいかに豊かにしていくかが

彼ら彼女らの自立ということなのです。これまで全面的に親の介助で生活していた彼ら彼

女らが親以外の他人による介助に身を委ねていくという経験はとても怖くて不安で心配で

心細い体験なのだろうと思います。でもそれができないと彼ら彼女らは親や家族なしには

生きていけないのです。私たちの仕事はまず自分たちが彼ら彼女らの介助を行い、同時にさ

まざまな人と出会いの場、機会をつくり地域とのつながりを作ることで多くの人と場所、多

くの人や場所との繋がりの上で成り立つ自立を支援する役割を担っていくことです」 

一度想像してみたいと思います。特にこの親や家族以外の介助を考えていきたい。もし皆

さんが病気になってしまい、現状では体を動かすことができず、誰かに食事介助してもらわ

なければならない場面に遭遇したとしてください。そこにいるのが自分の家族や親であれ

ば口元にスプーンでもらった時に、差し出されたことに対して抵抗感なく口を開けること

ができると思います。その人が、自分が全く知らない人が食事介助することになり、スプー

ンを持ってくることになったら警戒してしまう部分があると思います。 

私が経験したのは、働き始めた頃、エレベーターとかエスカレーターがそんなに整備され

ていなくて、車椅子の人たちがホームに上がる時には駅員さんが車椅子ごと担いで持って

行ったわけです。私たちが初めてこの仕事につくと経験をするのは、その車いすを持って階

段を、同時にどの場所を持てばいいのか、どこを持ってはダメなのかとか、どういう向きで

運ぶのかを学びますが、その時に実際に自分が乗って運んでもらうのです。運ぶ時は誰かに

乗ってもらった状態でやるので、自分も乗る体験をしますが、すごく怖かったわけです。福

祉の仕事をし始めた初任者だったので無茶なことはされないだろうと安心感はありつつも

階段を登っている途中に 4 人で 4 カ所を持って上がってもらうのですが、誰か一人が何か

の拍子に手を離したら私はこのまま階段を落ちてしまうと感じたわけです。もしくは誰か

が手を離すことをしなかったとしても踏み外してしまったらみんなもろとも落ちてしまう

という恐怖心はあったわけです。その当時は車いすで生活をされている方はそれをしなけ

れば外出することができなかったわけです。もしそこに 4 人の家族とか知り合いがいる場

面を除いては、誰かしら他人の介助をしていただかなければ登ることができなかったわけ

です。それが自立に繋がっていくということです。やっていただける人を増やしていくとい

うことです。 
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◎依存浅い健常者 

熊谷晋一郎先生という小児精神科医の先生はご自身も車いすで生活をされています。 

「一般的に自立の反対語は依存と勘違いされていますが、人間はものや人など様々なも

のに依存していかなければ生きていけません。東日本大震災の時、私は職場の 5 階の研究

室から逃げ遅れてしまいました。なぜかと言うと簡単でエレベーターが止まってしまった

からです。その時に逃げるということを可能にする依存先が自分には少なかったことを知

りました。エレベーターが止まっても他の人は階段で逃げられます。5 階から逃げるという

行為に対して３つも依存先があります。ところが私にはエレベーターしかなかった。これが

障害の本質だと思うのです。つまり障害者というのは依存先が限られてしまっている方達

のこと。健常者は何にも頼らずに自立していて障害者はいろいろなものに頼らないと生き

ていけない人だと勘違いされている。けれども真実は逆で健常者は様々なものに依存でき

ていて、障害者が限られたものにしか依存できていない。依存先を増やして一つ一つへの依

存度を浅くすると何も依存していないかのように錯覚できます。健常であるというのはま

さにそういうことなのです。世の中のほとんどのものが健常者向けにデザインされていて、

その便利さに依存していることを忘れているわけです。実は膨大なものに依存しているの

に私は何も依存していないと感じられる状態こそが自立と言われる状態なのだろうと思い

ます。だから自立を目指すならむしろ依存先を増やさないといけない、障害者の多くは親か

施設しか頼るものがなく依存先が集中している状態です。だから障害者の自立生活運動は

『依存先を親や施設以外に広げる運動』だと言い換えることが出来ます。今にして思えば私

の一人暮らし体験は親からの自立ではなくて、親以外に依存先を開拓するためでしたね、と

いう文章になります。 

いかがでしょうか。先ほど読ませていただいた話と非常に近いというか、重なる部分があ

るのではないかと思います。依存という強い言葉を使っていますが、まさにその通りだと私

も思います。例えば私は、恥ずかしながらほとんど料理をしないですが、料理しないという

が、できないといった方がいいのか悩ましいところですが、帰りがけにいろんなものを買う

場所がありいろいろなものを食べる場所がある。そして最近では結構ワンコインで食べら

れるような場所もあったりで、あまり苦労せずにご飯を食べることができるわけです。 

そのことについて自分が不自由さを感じたことはありません。ここでいうところの依存

先でいろんなものがあって、私はこれに頼っている、と感じずに生活することができている。

生きていくことができているということになるわけです。自立という言葉を使うと何でも

自分でできるようになることがピックアップされがちだと思います。人の手を借りないで

何かをしようとか、自分の力で何かをしようということに視点が行きがちですが、いろいろ

なものに頼れるようになるっていう事もすごく重要ということここで言われている話だと

思います。困ったときに困ったと言えるかな、助けてって言えるかな、ということをお話し

ます。あの人は重度の心身障害者だから自立できないよね、重度の精神障害があるから自立

なんて到底無理だよね、と言うのではなく、どうしたらその方たちが自立できるのかという
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ことを考え、そしてそこには様々なものに頼っていく依存していくことを探してみる、そし

てそのものを結びつけているという作業が私たちの仕事になってくると思います。 

 

◎ストレングス視点 

地域でその方を暮らすのを支えようと思ったときに、まず本人にとって何でも自分でで

きるようにならなかったら、人の力を借りずに対応しなければ地域で暮らすことは無とい

うお話をするのか、困った時に頼っていく、こういう人にヘルプを出していくということを

組み立てていくのか、というところでは、その方にとっての負担感、地域移行のプレッシャ

ーは若干変わると思うというのがまず一つあります。そしてこれは同時に我々支援する側

にとっても、今目の前にいる人がこれとこれとこれとこれをできるようにならなければ地

域に入れないと思うより、これとこれとこれは人に頼めばいい、でもこれぐらいはできるよ

うになったほうがいい、という風に考えられるかで支援に対して私たちが気楽に、前向きに

向き合っていくことができると思います。もし今ご自身の職場をお持ちの方、働かれている

方は利用者さんの顔を思い浮かべていただいて、なるほどこれ人に頼むことを考えたらこ

の方もいろいろできることが増えてくるかもしれない、と考えていただければと思います。

これはもちろんご本人にとっても重要なことだし支援相談にとっても重要なことです。こ

の話をする時にいつもストレングス視点という話も一緒にお話をしますが、皆さんもスト

レングス視点は聞いたことがありますかね。その人の強みに注目していきましょうという

ことです。本人が強みを意識してもらうことが重要で、その強みを生かした支援をすること

なのです。ここでは少し視点を変えます。まず本人にとってその強みがあるかどうか、自分

には強みがあるということを周りの人が繰り返し言ってくれれば、ポジティブな気持ちに

なって自分の生活が前向きになっていけます。もう一つの視点として支援者にとってもス

トレングス視点は目の前にいる人に強みがない、と思って支援するのはとてもつらい。 

ちょっと見方を変えたら強みになるかもしれないと、視点を変えることで、この人にはこ

んな強みがあるということを築けることによって、支援することに対して気楽に、負担が減

って前向きな気持ちが出てくると思いますで、ストレングス視点は当事者にとっても必要

なことでありますが、支援者側からしてもストレングスを本人と支援者で共有することに

よって前向きになっていく、それを生かして生活ができたときにそれが喜びに変わってい

くことになると思います。自立を考えた時に地域で暮らすためには自立しなければいけな

いとの言葉を聞くことがあります。一つはできることを自分でできるようになっていく、の

があり、一方で頼ることで、フォローすることができるものを、繰り返しやっていくことが

できるかどうかが重要になってきます。 

 

◎困ったと言える社会 

ここから「困ったと言える社会」にいきます。共生社会について内閣府のホームページに

は以下のように書いてあります。 
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「国民一人ひとりが豊かな人間性を育み生きる力を身につけていくとともに国民皆で子

どもや若者育成支援し年齢や障害の有無にかかわりなく安全に安心して暮らせる共生社会

を実現することが必要です」・ 

この共生社会、共に生きる社会という言葉は色々な所で聞かれます。言われてみればそう

だと思うし、共生社会と言われた時に、それはない、という人はほとんどいないわけです。

では共生社会を実現するためにどんなものが必要なのかということを最後に考えていきま

す。 

先ほど空閑先生の「ソーシャルワーク論」がありましたが、その本のあとがきになります。 

 

漫画「ワンピース」を御存知でしょうか。1997 年から週刊少年ジャンプに連載されてい

る尾田栄一郎さんの作品で、海賊となった主人公の少年ルフィーがワンピースを目指して

仲間とともに旅する冒険物語です。仲間を集めて本格的に航海に出たルフィーが、第 9 集

「何ができる」の中で以下の言葉を叫びます。 

何もできねぇから助けてもらうんだ 

俺は堅実を使えねぇんだコノヤロー 

航海術も持ってねーし、料理も作れねェし、嘘もつけねー 

俺は助けてもらわねェと生きていけねェ自信がある 

共生社会、すなわち共に生きる社会の実現、ということが言われています。文科省や内閣

府など国レベルでの取り組みも見られます。年齢や障害などにより排除されることなく誰

もが社会を構成する一員として安心して暮らせる社会の実現を目指すということです。し

かし共生とは何でしょうか。共に生きる社会とはどのような社会なのでしょう。その答えが

ルフィーの言葉にあると思うのです。それは堂々と助けてと言える相手や場所、助けてもら

える関係、お互いに助け合える関係がある、そんなつながりが共有された社会のあり方を言

うのだと思います。様々な制度を必要な人が権利として利用できる社会のあり方だと思う

のです。ルフィーのように自分ができないことを認め、誰かや何かに助けてもらうことへの

申し訳なさや後ろめたさ、気後れを感じなくてもよい社会のあり方だと思います。安心して

助けてもらえる、いわば迷惑をかけ合える関係があって初めて私たちは生きて、生活してい

けるという認識が共有された社会のことだと思います。ソーシャルワークの実践は共に生

きる社会をつくることにつながります。いやそこにつながっていないとソーシャルのワー

クとはいえません。人生は何が起こるかわかりません。予想外の出来事に右往左往すること

もあります。何か問題が生じた時、相談できる場所や人助けしてもらえる場所が、人が困っ

たときに利用しやすい、いろいろな制度やサービスがあるというつながりが生活の安心だ

と思います。 

 

みなさんは自分が本当に困った時に、困ったと言える人はどれ位いらっしゃいますか。仕

事のことではなくて、たとえばプライベートのことでお金に困ったときとか、そういった時
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にそれを相談できる人はどれくらいいるでしょうか。それを相談した結果、何かの制度を使

わなければいけなくなった時に、その制度を使うことに対する後ろめたさはありますか？

例えば生活保護を使うことになった時に、後ろめたいと思うことはあるでしょうか。もしく

は心理的に負荷がかかると思うでしょうか。まず助けてもらう、困った、助けて、と言える

か、もしくはもうできないと言っていい、ネガティブなことをただただネガティブに捉える

のではなく、それを言っていい社会のあり方をどう築き上げていくかだと思います。これが

まさに共生社会を作っていくということになると思います。もう少し言うのであれば私は

支援関係の中で支援計画を作っていく時によく言います。「嫌だったら嫌だと言ってくださ

い。乗り気でなかったら乗り気じゃないと言ってください。その方が私はケアのプランは立

てやすい」と伝えます。どうしても日本の文化、助けてと言ったり、困ってますとか嫌だと

かを言うことに対してネガティブな印象を持たれる方が多いのかもしれません。 

ただそういうことではなく、これらの人たちが我々全員それを嫌だとか、ちょっと困って

いますとか、助けてと言えることが重要だし、それを解決する術が制度として成立している

かどうかということです。制度としてもチェックをしていかなければいけない。加えてその

制度を使うことはネガティブなことではなくて、今あなたに必要だから、そしてこれを権利

として行使することができる、それはあなたの権利です、と伝えていけるかどうか。そして

権利行使した人に対して周りの人が特別視することなく受け入れることができるかが非常

に重要になってくる。「助けて」と言うハードルを下げること、そして何か制度を使うこと

への心理的なハードルを下げていくこと、そうすることで人は生きやすくなってくると言

っているのだと思います。 

ここに言っているように、お互い様です。迷惑をかけ合える関係が重要だということにな

ってきます。お互い様の考え方をするときに重要な視点として、今回のケースで言えば、精

神疾患・精神障害は決して他人ごとではないということです。私たちはたまたま疾患にはか

からず、ここまできていますけれども、誰でもそういう状況に置かれるし、今そういう状況

には置かれていないというだけであって、どこでそういうことになるかというのは決して

分からないわけです。ホームレスのケースでも同じです。ホームレスの方がすべてお金使い

が悪くて荒くて、全然管理をしないからホームレスになったかというとそんなことはなく

て、エピソードを聞いていると、お仕事をしていたけれども、たまたま様々な不幸が重なっ

てしまってお金がなくなってしまう、家族の介護をしていた間にお金がなくなってしまっ

たケースはあるわけです。 

 

◎共生社会に向けて 

ついつい私たちは、自分は安全地帯にいて困っている人たちは別世界の人に捉えてしま

う傾向があるのです。しかし私たちもそういう可能性がある人間なんだ、すべての人がそう

いうリスクを負っているというところを共有できれば、お互い様とか、迷惑がかかるから、

出会えるとか、その理由は一つではなくて、さまざまな要因で起きていきますから、どのよ
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うにして関わっていくのかが社会を作っていくのかが重要であろうと思います。 

ここでもう一つ、助けてとか、困ったと言っていいという話を私は利用者さんに言うので

すが、悩んでるとか、嫌だなと思っているとて言うのは結構ネガティブな言葉なので、使わ

なかったりするわけですが、言ってよいことを伝えます。そしてもう一つ「わかりません」

という言葉があります。私は「わかりません」は誠実な言葉だと思っていて、わからない時

はわからないって言っていい、と例えば実習生が実習に出るときに言います。わからないも

のはわからないですから、大事なのは分からないままにしないことです。わからなければ今

調べてきます、か、次に会うまでに調べておきますというか、わかったらメールを送ります、

というのかということをしていけばよいと思います。一番危ういのはわかってないのにわ

かったようなフリをして、間違った情報を与えるのが一番良くないわけです。ですから私が

支援する側もネガティブな言葉のように聞こえるかもしれませんとか「できません」という

ことも含めて言葉をきちんと伝えるべきであると思います。わからないままにしないとい

うのが支援者としての役割です。 

私たちが共生社会を作っていくためには地域に出ることへのハードルを下げて行こうと

いう話になってくるわけです。まさにここで言った自立につながってきますが、自立という

概念も考えてください。精神障がいのある方達は精神障害があるというただ一つの理由だ

けで社会から排除・隔離されてきたという時代が長くあって、今も決して終わってはいない

のです。これは精神疾患とか精神障害に関わらず社会の排除とか差別はなくなって欲しい

と思います。 

しかし、あるものが緩和すれば新しいものが出てきたりとか、新しい差別排除というもの

が出てくるのが事実だと思います。私たちは排除と戦う姿勢も保っていかなければいけな

い。排除を考える時には、やはり私たちは当事者にはなれないけれども、まず想像していこ

うということなのです。こういうところで暮らすとはどういうことなのだろうかと想像し

ていくことが重要という話をしました。 

ミクロとマクロの話では、当然ミクロが大事で、個人・家族というケースワークと呼ばれ

ますが、それを丁寧にやること、そこから問題を解決していくことが重要です。ミクロの実

践を積み重ねていくと、そこには社会全体の問題点としてあぶり出されるものが出てくる

ことがあります。その社会全体に出てきたものに私たちはどのように働きかけていくか、が

もう一つ重大なテーマになってきます。 

本当につらいですが、障害者への虐待事件はなかなかなくなりません。そしてこれをどう

見るじゃ、先ほどの話のようにこれを他人ごとのように遠い世界の出来事のように見てい

くのか、これは私にも起こり得ることかもしれない、自分だって何かのきっかけで閉鎖病棟

に入ることがあるかもしれないということを考えていくことが必要になってくると思いま

す。 

 

◎原点は「楽しみたい」「よい暮らしをしたい」 
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地域移行はやはり別世界から別世界に行く、心理的にはそういう部分があるかもしれま

せんが、基本的には地域復帰です。もともといた地域に戻っていくという感覚を常に保つ必

要があると思っていて、それが社会の側に原因があるのであればそれを解消していく必要

があるということです。ただ、一直線に順を追って改善するものではなく、なかなか難しい。

本当にちょっとずつちょっとずつ石を砕いていくような作業です。石を砕いていく作業を

続けていくことです。その一つの方策としては何かをすべて完璧にできるようになった人

が地域生活できるわけですかという話です。例えば自立プログラムを自分にドンと突きつ

けられた時、ここまでやらなければ社会に出れないのか、地域に戻れないのか、と思うと苦

しくなります。私が見た時でもできないと思ったりします。それを含めてハードルを下げま

しょうということです。心理的なハードルを下げていく話をさせていただきました。自立は

色々なものに頼る、それは人であったり、制度であったり、何でもいいわけです。頼ること

によって精神疾患の人たちの生活がゆとりあるものになっていってほしいと思います。 

その上で共生社会を考えていく、社会全体が許容することを私たちは目指していくのが

重要になってくると思います。できないことは後ろめたくない、できない時に何かに頼るこ

とは悪いことではない、そうやってみんなが生きていくことをどのように伝えていくのか

が重要だと思います。ここも想像力の話になってきますが、いくら地域に戻りたいという話

になった時にこれを頑張らなければいけないということは当然あると思います。 

しかし原点に戻って考えて、地域で暮らしたいと言っている裏には地域で楽しく暮らし

たい、自分がやりたいこと、楽しみたいこととか、良い暮らしをしたいとか、幸せに暮らし

たいとか、ということが根底には共通してあるはずです。そこが目的と手段が入れ替わって

しまって、地域生活をするためにがむしゃらに頑張って窮屈になるのはむしろ苦しいこと

に変わってしまうわけです。あくまで地域に戻りたいのは何でですか、と言ったら、これま

でやれなかったことがやれるようになりたいとか、楽しいことをやりたいとかということ

につながってくると思います。だとしたらやらなければいけないことは確かにあるかもし

れないけれども、頼っていいところは頼っていこう、そしてその分を自分の楽しみに当てて

いこう、生きがいと言ってもいいかもしれません。自分のいきがいはどこにあるのかを見い

だして、それを楽しくやっていけるようなかたちをとっていければよいと思います。 

生きるのが辛い状況になって、痛い、苦しい状況になっている人たちが多くいらっしゃっ

て、そういう方たちの支援で精神疾患の方の場合は、関わるケースが多くなります。まずそ

の人の希望を聞く、その人のやりたいことはなんだろうとか、その日この人は何を楽しみに

していたのだろうということを私たちが汲み取ってお話をして、そこからそれに向かって

頑張っていく、その頑張る時に、頑張るがゆえに本来楽しみにしようと思っていたものが去

っていくようなことはしたくないですよね。わたしたちはついつい地域で当たり前のよう

に生活をしているので、地域で生活ができないことの苦しさがわからなくなってしまいが

ちですが、常に想像力を持って思いをはせるということを続けていく、自分がしたことを自

分の支援というものが良かったのかな、どうかなということをフィードバックしていく、で
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きれば当事者が一緒に、ということが重要になってくると思います。 

社会が生きづらいというところがあると思いますが、支援をしていて社会の側に憤りを

感じることもあると思います。社会が変わるような関わりをしていけるように一緒に頑張

っていけたらと思いますので、これからも一緒に頑張っていきましょう。 
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（３） 特別支援教育 

担当：青木猛正・埼玉福祉保健医療専門学校 

 

◎特別支援教育とは 

今日は特別支援教育というテーマでお話をさせていただきます。私は現在この専門学校

に勤務していますが、実はそれ以前高等学校の教員、さらに教頭・校長として特別支援学校、

肢体不自由、視覚障害、知的障害の特別支援学校に勤務した経験があります。それで縁があ

りまして現在、大学の教職課程で特別支援教育についての講義もしております。今日は、内

容的にはもしかしたらみなさんご存知な部分があるのかな、ただそれを教育という視点か

らお話をさせていただきます。 

 まず、特別支援教育というのが今言われています。どういうものかということですけれど

も、これはですね、平成 19 年 4 月 1 日、文部科学省から「特別支援教育の推進について」

という通知が出されました。この通知を元にして特別支援教育が定義され、さらに特別支援

教育の重要性というものの浸透が図られているという経緯になります。 

この平成 19 年を、特別支援教育元年という言い方をしたりすることもあります。その前

提となるものですけども、障害のある幼児児童生徒。当然教育ですからね、幼稚園、小学校

中学校、高等学校、大学も含めて対象となりますけども、自立や社会参加に向けた主体的な

取り組み、これが大きな視点になります。そして、日々の生活、あるいは学習上の困難、そ

れを改善克服するために適切な指導や支援を行うと。これが大前提になります。障害のある

子供たちがですね、将来の自立や社会参加に向けて取り組んでいく、そのための困難を改善

克服する、というようなことが大きな意味となっております。 

そのために大事なこと、それは一人一人の教育的ニーズを把握するということ。一人一人

がですね、どのようなニーズがあるか。当然教育というのは一人一人の個に応じた教育が重

要になります。従いまして一人一人の子供たちにどのようなニーズがあるのか。また当然、

様々な力を持っています。その持てる力をどう高めていくのか、そこに視点が置かれている

ということが大きな特徴になります。人に言わせると、学校教育の、教育の原点がこの特別

支援教育にあるというような言い方もしております。以下、本講義では幼児児童生徒という

言い方を全て「生徒等」という形で統一させていただきます。 

 

◎特別支援教育の理念 

特別支援教育の理念にあたる部分ですけども、まず対象はどのような人になるかという

ことですけども、従来、主に 5 障害と言われている視覚、聴覚、知的、肢体不自由、病弱・

身体虚弱、それだけではなく発達障害も当然のことながら対象になるということ。それから

大事なところ、ここですね、教育的支援を必要とする生徒等が在籍する全ての学校が対象。

うちの学校にはその支援の対象となる生徒はいないよ、ということではなくて、どの学校で

もいるということがひとつの前提になっている、ということになります。 
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そして、この特別支援教育推進の究極の目的は、障害の有無、障害のある・ない、その他

個々の違い、広い意味でですね、様々な特性がある、それの違いを認識する、言わば多様性

の容認。最近ダイバーシティという言い方で使われておりますけども、この多様性の容認と

いうことがひとつ。 

それから、様々な人々がこれから社会のなかで生き生きと生きていき活躍できる社会を

創設する、言い方を変えれば共生社会の形成の基礎となるもの。要するに個々の多様性を容

認するなかでそのような多様な方々がともに手を携えながら生きている社会の形成。それ

が特別支援教育の理念の根底にあります。このことが我が国の現在そして将来の社会にと

っても非常に重要な意味を持つことになります。 

ご存知のように障害者の権利に関する条約が批准され、なおかつ我が国においても障害

者基本法、あるいは障害者差別解消法等ですね、障害のある方も生きていける社会の創生に

向けて様々な法整備もなされているというなかでこの特別支援教育の根底に続くものとし

て重要な意味を持っていることになります。 

従来、特殊教育という言われ方をしてきました。従来のことをちょっと考えてみますと、

これは中央教育審議会からの答申を引用しますけれども「特殊教育」と言われるもの、これ

は障害の種類あるいは程度に応じて、基本的には盲学校、聾学校、養護学校。あるいは、小

学校中学校にあります特殊学級という特別な場を使った指導というもの。当然そのなかで

ですね、手厚いきめ細かい教育が行われるということに重点が置かれてきました。 

しかし、この特別支援教育と言われるものについては、障害のある生徒たちも、あくまで

も自立や社会参加に向ける、そのために主体的な取り組みを支援するという先ほどの視点

ですけども、それが前提にあるということ。その上で、一人一人の教育的ニーズを把握し、

持てる力を高め、学習上、生活上の困難を克服するということ、そのために必要な支援を行

うということになってきます。 

すなわち、特殊な教育を行うのではなく、あくまでも特別な支援を行う教育。まあ支援っ

ていうと非常に広く捉えられますけども、どんな人だって支援というのは当然あるという

こと。その特別な支援を行う教育、そこへの転換というのが平成 19 年度の通知で明記され

たということになります。 

 

◎特別支援教育体制の整備 

その特別支援教育を行うための体制の整備ということですけども、まず、各小中高等学校、

全てですけどね、特別支援教育に関する校内委員会を設置してください。困難のある生徒が

いたときに、それをどう対応するのかというのを全校的な組織として取り組む、そのための

委員会を設置してください。そしてそのような生徒等が在籍していた場合その状況を確認

し、学校、あるいはその当然家庭というのも大きな役割になりますけども、必要な支援、ま

たは配慮のために実態をしっかりとした把握をすること、これは外部機関も活用しながら

ということになります。 
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そして、学校内で特別支援教育を推進するそのコーディネーター的な役割を担う、それを

「特別支援教育コーディネーターと呼びますけども、そのコーディネーターを校内に位置

付けるということが言われています。 

その上で、関係機関と連携を図って個別の教育支援計画の策定、活用、および特別支援学

校のみならず全ての小中学校等においても必要に応じて個別の指導計画を作成する。 

さらにですね、当然のことながらそれを指導する教職員の資質の向上、専門性の向上も必要

不可欠になります。そのために校内研修を開く、開催するということが言われています。 

現在、公立の小中高等学校を例にすると、校内委員会、または特別支援教育コーディネータ

ーの指名はほぼ 100%に上っています。ただ、それがどこまで機能しているかということは

また別の問題となります。 

 

◎特別支援学校の役割 

そして、従来は盲、聾、養護学校と言っておりましたけれども現在は特別支援学校として

一本化されております。その特別支援学校にも様々な役割があります。 

まず、障害のある生徒等一人一人の教育的ニーズに応じた教育を実践。言わば当然のこと

ながら教育機関ですので教育を行う、ということ。これは「教育機能」、教育に関する機能、

これは当然不可欠な要素になります。それだけではなくて、特別支援学校では専門的技能を

それまで蓄積してきました。それを、地域における特別支援学級推進のための言わばセンタ

ー的機能の充実を図ってください。幼稚園、小学校、中学校、高等学校、あるいは中等教育

学校等ですね、様々な学校の要請に応じて障害のある生徒たちの援助を含めた支援をどう

行うか、ということ。これがですね、学校だけではない学校の外部で様々な取り組みを行う

ということで、これを一般的に「センター的機能」と言われたりします。実際、特別支援学

校の教員でコーディネーターをと言ってもほとんど学校にいないですね。小学校中学校等

の巡回、あるいは個別の相談にという状況があります。 

そして、その地域で特別支援教育の中核となるということ、また障害者も様々な専門的な

部分がある、その助言が期待されるということ、そのためには専門性のさらなる向上をさせ

る、いわゆる「研修機能」これも特別支援学校において要請されている機能ということにな

ります。従いまして、自分の学校の児童生徒はもちろん、その地域のなかで支援が必要な生

徒等に対しての様々な、学校に対する支援を行うと。これが大きな役割となります。 

 

◎教育活動を行う際の留意事項 

そのうえで、特別支援教育という教育活動を行う上での留意事項となります。 

まず、障害の種別そして指導上の留意事項ということで、生徒等が様々な困難を示す、その

困難に重点を置いた対応を行うということ。ともすると障害が「この障害だからこうなんだ」

ということ、その障害の特徴であったり、またその障害のある子供たちへの対応等が固定的

にとらわれがちになる。そうではない、一人一人が違うんだということでニーズに合わせた
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支援が求められているということになります。そして、生活・学習上の配慮、また、試験な

どがあります、その場面での評価上の配慮も求められる。これも学校生活を円滑に進めるこ

とができるための必要な配慮ということ。 

例えば、試験を行うときに試験時間の調整を行ったり試験会場の調整を行ったり。これは

高等学校の入試、大学の入試もそうですけど、個別の配慮は現在なされております。 

例えば、視覚による情報収集が困難な生徒については介助員が読み上げをする、当然それに

伴って同じ時間ではできないということであれば時間の延長もある、このような配慮が必

要になるということになります。 

そして、生徒指導上の留意点ということ、これは、周りの方々の様々な理解・支援をもと

にして配慮を行うことが求められるということ。例えば、何らかの行動が行われた、問題行

動と言われたもの等もありますけども、その辺の背景をしっかり見据える。行為を捉えるの

ではなくその行為に至った背景をしっかり見据えるということ。そのような形で生徒への

配慮というものが求められています。 

そして、交流及び共同学習。また、障害者等の理解等を図ること。交流及び共同学習は最

後のほうで触れますが、障害のある生徒とない生徒が共に学ぶ仕組みになります。学ぶわけ

ですから、単に活動とか遊ぶだけではない、共に学ぶということで、そういうものを利用し

て障害に対する理解を図る、とともに、それぞれが手を携えながらお互いのニーズを把握し

ながら取り組む。これが大事な要素になります。 

そして進路指導。卒業後のことになります。就労に向けた支援ということですが、子供た

ちの実態をしっかり把握した上で、また進路希望を把握した上で、労働関係機関との連携を

元にした就労支援が必要になってきます。そのために今回参加していただいているみなさ

まの、たとえば就労継続、あるいは就労移行等の施設との連携も必要になります。 

このような形で、特別支援教育の理念というもの、これが平成 19 年の通知から現在に至

っています。もちろん、障害に対する捉え方であったり様々な手法等も、今変化している状

況です。 

 

◎特別支援教育の現状―教育基本法と学校教育法― 

その中で、特別支援教育の現状を見てみます。 

まず、教育基本法という法律があります。昭和 22 年に制定されました。その第 3 条に「す

べて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人

種、信条、性別、社会的身分、経済的地位または門地によって、教育上差別されない」この

「ひとしく、その能力に応じた」ということ、その意味を文部科学省も捉えております。こ

の能力、というのはあくまで一人一人の特性・個性、等しくというのはその特性に応じて教

育を提供するという定義がなされています。 

そして第 2 項に、経済的理由によって修学が困難な者に対しての奨学の措置を講じると

いうことがありました。この、昭和 22 年に制定された学校教育法の初めての改正が 18 年
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にありました。この教育の機会均等が第 4 条となって、第 2 項の経済的支援が第 3 項に移

りました。そして第 2 項に「国及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状態に応

じ、十分な教育を受けられるよう、教育上必要な支援を講じなければならない」極めて大き

な変化。 

要するに、障害のある方々も教育を受ける権利がある、その権利の行使のために様々な支

援を講じるという、これが明記されたことはすごく大きいと捉えています。 

また学校教育法というのが同じく昭和 22 年に制定されました。この第 1 条に学校の区分が

なされています。 

この段階では小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、そして盲学校、聾学校、

養護学校と明記されておりますが、これが現行は特別支援学校、先ほど申しましたように障

害種を越えた特別支援学校という形で一本化されています。 

 

◎特別支援教育の現状―特別支援教育機関の種別― 

そのようななかで、特別支援教育を専門に担う特別支援学校等はどのような目的がある

のかということですが、特別支援学校については学校教育法第 72 条に定義がなされていま

す。「障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能を授け

ることを目的とする」ということです。そして視覚障害、聴覚障害、知的障害、肢体不自由

または病弱、5 障害と言われるものですが、それに対して幼稚園、小学校、中学校または高

等学校等に準ずる教育を行う。これはどういうことかというと、同じあるいは同等というこ

とになります。すなわち、障害種に応じながらも基本的には幼稚園、小学校、中学校、高等

学校等と同等の教育を提供するということが明らかになっています。 

さらに、その当該学校が行う障害種を明らかにする。たとえば、特別支援学校という名称

の学校があるけども、本校は知的障害特別支援学校です、あるいは視覚障害特別支援学校で

す、あるいは、肢体障害と知的障害を両方担う学校ですということで障害種を明らかにする

と。要するに専門性を明確にするということが言われております。 

そして、小学校・中学校に開設されているものとして特別支援学級があります。これは同

じく学校教育法第 81 条に定義がなされています。「幼稚園、小学校、中学校、義務教育学

校、高等学校及び中等教育学校において、教育上特別の支援を必要とする幼児、児童、及び

生徒に対し障害による学習上又は生活上の困難を克服するための教育を行うもの」すなわ

ち、特別支援学級を置くことができると言われております。法令上は高等学校にも置くこと

ができると明記されています。ただ、現実的には高等学校に設置されている状況は現在あり

ません。 

そして該当する障害種としましては、知的障害、肢体不自由、身体虚弱、弱視、難聴、そ

の他障害で特別支援学級が適当なものということが言われております。この部分が今広が

って、様々な困難の子供たちへの対応ということが明記されています。 

そしてもうひとつ、通級による指導というのがあります。これは学校教育法施行規則の第
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140 条に明記されています。これは小学校、中学校、義務教育学校又は中等教育学校の前期

課程、要するに義務教育段階においてですが、下記に該当する児童又は生徒に対して障害に

応じた特別な教育課程、要するに通常の教科の枠組みではない部分として指導を行うこと

ができると明記されております。障害種としましては、言語障害、自閉症、情緒障害、弱視、

難聴、学習障害、注意欠陥多動性障害、その他ということで、発達障害と言われるものが明

記されていることになります。 

この通級による指導、法制上は義務教育部分で行うことができるとなっていますが、実は

文部科学省の通知で高等学校でも通級による指導を行なってください、ということになり

ました。これは平成 30 年度、一昨年度からになりますが、高等学校の教育課程に加えて、

またはその一部を通級による指導に変えることができます。それから、高等学校の単位制と

いうことで単位の認定によって卒業が認定されるわけですが、通級による指導も履修した

単位の認定をしてもよく、さらに、ひとつの学年だけではなく複数の学年において単位認定

することもできるということが明記されております。 

この高等学校の場合、学校設定科目ということで学校独自に授業を作ることができるん

です。そこに通級の指導を位置付けることができます。例えば「コミュニケーション」とい

う授業を作り、そこで通級の指導のような形をとる。そこで学習の成果については単位認定

を行う、卒業にも必要な認定として加えることができる。これが高等学校の大きな特徴とな

っています。まだまだ実施校数は少ないのが現状です。 

 

◎特別支援教育の現状―在籍者数の変化― 

この 10 年間、10 年前と、年度的には昨年度、これは資料の関係で昨年度になりますけど

も、10 年間での在籍者の変化を見ます。平成 21 年度と令和元年度です。在籍者、小学校

700 万人を超えた児童の数が 630 万人、60 万人以上減っています。中学校においても 40 万

人近く減り、高校も非常に減っています。しかし、特別支援学級、これは内数ですけども、

9 万 3 千人から 20 万人、中学校は 4 万 1 千人から 7 万 7 千人、また通級による指導も非常

に増えています。また、特別支援学校においても、小学校中学校高等学校とは別の数字にな

りますが、小学校に準ずる小学部が 3 万 5 千人から 4 万 4 千人、中学部が 2 万 7 千人から

3 万人、高等部が 5 万 3 千人から 6 万 8 千人と、それぞれ増えております。 

実は、ライブで講義したときに特別支援学級の増え方が、小学校に比べて中学校の増え方

が少ないのはなぜですかという質問がありましたが、そのひとつの要因は特別支援学校の

中学部に進学するという事例が実際にあります。実際、特別支援学校は学年進行とともに在

籍者が増える傾向はあります。これを見てわかりますように、高等部、高校の部分まで、小

中高の総数の 5 割近くを高等部が占めていることがありますように、学年進行とともに在

籍者が増えているという状況はあります。 

その内訳をちょっと見てみます。これは令和元年度、昨年度の特別支援学校の障害種別の

在籍者数とその割合です。割合は重複障害の割合になります。視覚障害が 5 千 83 人、視覚
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障害のみの生徒が 1 千 872 人、重複障害が 3 千 211 人、で、63%が重複障害です。聴覚障

害も同様に 44%が重複障害、知的障害は少なくて 25%、それとあと肢体不自由は 89%の児

童・生徒が重複障害、また病弱も同様に、肢体不自由と病弱では重複障害の割合が増えてい

るということが言えます。ほとんどの児童・生徒は知的障害を重複しているという状況があ

ります。 

特別支援学級の在籍者の障害種別、これは小中学校の計となりますが、知的障害は微増で

すかね。肢体不自由・身体虚弱、弱視、難聴等はさほど大きな変化はありませんが、やはり

右にあります自閉症・情緒障害と言われるものが、これ 2 年間の変化ですが増えていると

いう傾向が見えます。 

知的障害を伴った児童・生徒に対して特別支援学級で指導を行なって、ある段階で特別支

援学校に変更ということもあります。ただ、知的障害を伴わない発達障害と言われる子供た

ちはやはり 

そして通級による指導、これも障害種別で見てみます。これも平成 30 年度と令和元年度

ですけども、言語障害、自閉症、情緒障害、弱視、難聴、学習障害、注意欠如……、今は注

意欠如と言います、注意欠如多動障害、肢体不自由、病弱、と見てみますけども。やはり増

えているのと言えば自閉症であったり情緒障害であったり、さらに学習障害注意欠如多動

障害、いわゆる発達障害の児童生徒の増加というのが明らかに見えてきます。したがって、

学校の中で、通常学級のなかでやや学習が困難であって。あるいはまた、対人関係が十分取

れなかったり、そういう子供たちに、いわゆる教室を離れて通級指導教室という別の教室で

ですね、その困難に特化した指導を行う。これが通級指導の大きな特徴でありますけども、

特に発達障害の子供たちについてはですね、この通級による指導が増えているという状況

になります。 

そして先ほど申しました高等学校の状況です。まだ平成 30 年に始まったばかりですけど

も、これだけの生徒が高等学校でも通級による指導で学習をしているという状況がありま

す。やはりですね、学習障害、注意欠如多動障害あるいは自閉症、情緒障害等が多いのは見

たとおりです。 

高等学校のある例ですけども、これは兵庫県の例なんですけどね。高等学校と特別支援学

校が同じ敷地内に開設されています。埼玉県にもそういう学校がいくつかあります。分校と

いう形で例えばさいたま市の近所ですと、大宮武蔵野高校に大宮北特別支援学校の分校が

あったり、また西部地区ですと川越初雁高校に川越特別支援学校の分校があったりという

ことは進んでおりますけども。兵庫県は学校自体が併設されています。で、そのなかでです

ね、当然、共に活動するということも生かしている。例えば高等学校の音楽とか美術の授業

は特別支援学校の生徒も一緒に受けるというのがあります。それとともに特別支援学校で

行なっている自立活動という教育、それを高等学校の生徒が一緒に受けて単位認定を図る

ような事例もあります。 

ということで、その例はもう 10 年ほど前から行われていることですけども、そのような
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形で困難な生徒に対しても様々な配慮が行われているという状況となっております。 

これちょっと古いデータなんですけど、通常の学級で在籍している、そのなかで発達障害

等の可能性があって支援が必要な生徒の割合です。小学校全体で 7.7%、中学校全体で 4.0%、

全体で 6.5%の子供たちが困難がある、というような回答がなされています。 

小学校 1 年生だと 9.8%、1 割近くなります。それが中学校 3 年生だと 3.2%となっていま

す。 

この要因は発達の状況等があるということもありますし、また、特別な支援を受けて、学

年途中から受けているという状況もあるかなと思いますけども。これは文部科学省が平成

24 年に行なった調査です。これは担任の先生が回答する、だから、このために子供たちに

調査を行うということはしない、また医学的な根拠に基づいたものではないです。まあ、担

任の先生方から見て、ちょっとこの子供たちは辛いよな、何か支援が必要だよなという生徒

の割合と思います。ちなみにですね、中学 3 年生で 3.2%の子供たちが支援が必要だという

ふうに見られるというふうに判断されています。 

別の調査で約 75%が高等学校に進学していると言われています。3.2%の中での 75%、掛

け合わせると 2.4%。2.4%を分数で表せば約 40 分の 1。ということは、言い方を変えれば

高校のクラスに 1 人は何らかの支援を必要とする生徒が在籍しているということが言えま

す。なかなかこの、先生は「ウチにはいませんよ」ということをよくおっしゃるんですけど

ね、そうではないということ。これをしっかり理解することが必要になるかなというふうに

考えます。 

 

◎特別支援教育の教育課程―各学校種の構成領域に準ずる― 

その特別支援学校ではどのような教育が行われているか。特別支援教育ですね。というこ

とで、まず各学校でどのような教育が行われているかということ、まあこれは学習指導要領

の中ですけども、小学校では教科がありますね。国語、算数、理科、社会、音楽、図工、体

育ですか。それとあと、1・2 年生ですと生活科、5・6 年生ですと家庭科、それから今英語

も入ってますね。そういう教科の学習。それから特別な教科、道徳。特別な学科として位置

付けられています。そして特別活動、これは学級活動であったり学校行事とであったりとい

うことですね。総合的な学習の時間、教科で学んだことを総合化するための時間。そして、

外国語活動。今年からですね、3 年生 4 年生が外国語活動、あと 6 年生が英語となりまし

た。これが構成領域です。で、中学校の場合は教科ですね、それとともに道徳がありますね。

それから特別活動、総合的な学習の時間。先ほどの外国語活動というのは教科、英語になっ

ています。で、高校になると道徳という時間はないんです。ただ道徳教育については全ての

教育活動で行なってくださいという形になっておりますけどね。そういう状況です。その代

わり、各教科がさらに科目という形で、より細分化されている。それと特別活動、さらに総

合的な、これ名称が変わりまして探究の時間ということが高等学校で勉強するということ

になっています。 
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特別支援学校の場合は、準ずるわけですからこれらが全て入りますけど、さらに自立活動

という教育領域があります。この自立活動というのがどういうものかと言いますと、児童生

徒の自立を目指して、困難を主体的に改善・克服するための知識であり、技能であり、また、

態度や習慣を養う、その中で調和的な発達の基盤を培うということ、これが目標となってお

ります。内容としましては、健康の保持、心理的な安定、人間関係の形成、環境の把握、身

体の動き、コミュニケーション。これ、どれを取ってもね、特別支援学校だけではなくて必

要な要素、ありますよね。健康は大事ですし心理的な安定を図っているってことも重要です

し、人間関係の形成もそれは困難な方はたくさんいらっしゃいます。それも大事な要素にな

ります。さらに、環境を整え身体の動きを健全に、そしてコミュニケーションを、コミュニ

ケーション能力を高めること、これは重要な内容で、自立活動という名称ではありますけど

も、全ての学校でもやはり意識すべきことではないかなと思うんですね。そして、この自立

活動ですけども、特別支援学校としての構成領域になっておりますけれども特別支援学級

の教育課程においても設ける必要が当然あるわけですね。そしてさらに通級による指導に

おいてはむしろこの自立活動が重要な領域となるというふうに言われます。先ほどね、高等

学校と特別支援学校が併設されていて高校生が特別支援学校の自立活動を受けることで単

位認定ができるとちょっと申しましたけれども。たとえばコミュニケーションという科目

にして、それの履修ということでみなすということが行われております。 

 

◎特別支援教育の教育課程―自立活動の趣旨― 

やはりこの自立活動は非常に重要な要素であることはおわかりになりますよね。この趣

旨ですけども、自立活動で自立を目指すということですけども、これは人間として基本的な

行動を遂行すること、これは言わば ICF、国際機能分類のなかで言えば生活機能全般に当た

るもの。要するに生活機能を十分に備えていく、それが自立なんだということにつながるか

なと。そして、学習上・生活上の困難を改善・克服するということ。でいうと、これは ICF

で言えば障害の状況、身体の健康等がですね、そこに当たる。それを克服することが大事に

なってきます。そしてその改善・克服するための意欲というものを、そこはむしろ ICF で

言う個人因子、まあ個人の特性、そこに困難を克服し自立に向かうという気持ちを持つとい

うこと、これも ICF の理論につながります。 

そして、生徒の成長に伴って実態も様々に変化していきます。その変化に応じて環境を構

成したり、整える必要が当然出てきます。これはまさに ICF で言う環境因子に関係すると。

すなわち、この自立活動というこの、普及活動の趣旨というのは ICF、国際機能分類で言っ

ております。身体の機能、参加、活動、それに背景因子となる個人因子、さらに環境に、そ

れらを全て調整したもの、ということが言えます。それほど重要な役割を持っております。 

この自立活動ですが、先ほど 6 種類の内容があると申しましたけども、それを必要に応じ

て必要な項目を選定し行うということになっております。だから、この生徒に関してはより

コミュニケーションを重視しよう、また肢体不自由の子供たちですと身体の動きを重視し
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よう、ということが可能になっていますし、また「準ずる」教育活動の教科とその他の教育

活動との密接な関連を持つことも大事。そのために計画的、組織的、また具体的に内容を制

定する必要が出てきます。また当然そこにはですね、専門性のある教員の取り組みというも

のが不可欠になります。 

また、時間割の中に自立活動という時間はありますけども、それだけではなくて、例えば

算数という授業のなかに自立活動のこの視点を盛り込む、あるいは学校行事において自立

活動をどう盛り込むか、ということ。全ての教育活動が自立活動の視点を持つということが

言われております。 

 

◎自立活動の実践例―積み木を 3 個積み上げる― 

ちょっと実践例を見てみますね。これは積み木を積み上げる、まあ小学生の段階で行う積

み木がですね、3 個ある。これを積んでみましょうという教育活動としましょう。まず先生

がですね、1 個ずつ積んで見せる。「いいかい、こうやるんだよ」って見せること。これは

視覚的な支援というふうにつながります。それから、なかなかね、手指が十分でない子供の

手首を持って積み木をこう、持って「ごらん、はい、この上に持ち上げるんだよ」これは身

体的な支援ということになります。 

また少し慣れてきたら「積み木を自分で持ってごらん」と手の甲を支えてあげながら積み

木を積んでいる、まあ身体的な支援ということにつながりますし。 

さらに「はい、じゃあ積んでごらん」言葉の投げかけにより、その積み木を積むという活

動を行う。これは言語的支援ということになりますし、また、そういう活動に集中して取り

組めるということ、これ重要になりますね。この積み木を積み上げるということだけとって

見ても、例えば環境の把握の視点は全てあります。コミュニケーション、これは、視覚的な

支援だったり言語的な支援の部分にコミュニケーションの要素は大きいですね。身体の動

き、これは手首を持ってあげたりまた手の甲で支えたりすることで取り組めます。さらに、

心理的な安定というのは、集中して取り組めるようにする。 

このように段階を、積み木を積み上げるということに、非常に自立活動の大きな要素が含

まれております。 

 

◎自立活動の実践例―ぼくのわたしの将来の夢「おおきくなるよ！ゲーム」― 

もうひとつの例を挙げていきますけれども、これは中学生ぐらいから行なった取り組み

で、ぼくの夢わたしの夢「おおきくなるよ！ゲーム」と。人生ゲームのようなゲームをやる

ということですけれども。すごろくを使って誕生から現在、それから現在から将来をたどっ

て行く、そこに自分自身を当てはめてみるという取り組みです。当然ですね、子供たちが子

供の頃を振り返るということで言えば家の人にエピソードを聞くことも必要になってきま

すし、また友達がですね、小学校の頃の友達が今大きくなったね、あるいは先輩はね、今こ

うやってね、将来に今取り組んでいるよね、そういうものをやっぱり見て、客観的に捉える
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ということも大事になります。さらに、そういう取り組みをですね、カードなどを使って利

用する。例えばですね、大人の姿の写真や絵を使うことによって大人の成長を、成長した姿

というものを視覚的に捉える、そのなか、そういうことを通して自分にとっての身近なもの

ということが言えます。 

これなどもですね、全て環境の把握につながりますし、コミュニケーション、まあゲーム

をするということは当然コミュニケーションが必要になってきます。また、そういうことに

取り組む、おうちの人に聞く、友達の姿を見る、これも心理的な安定につながりますし、ま

さに人間関係の形成ということにつながっていきます。自立活動としての非常に重要な視

点がある、このような取り組みなども実際に行われています。 

やはり現状だけじゃなくて、自分の将来というものを見据えられるようにするというこ

と、これも自立活動の大きな役割になります。 

 

◎自立活動の実践例―その他障害種に応じて― 

その他、自立活動として障害種別で行われている実践例ですけども、例えば身体をリラッ

クスして伸ばす・補装具等の着脱を自ら行えるようにする、これは肢体不自由として必要な

自立活動になります。 

点字ブロックを利用した歩行の練習、また点字による読書、これは視覚障害の子供たちに

とって重要な自立活動となります。手話による会話であったり、また公共交通機関の乗車と

いうものの訓練を行う、これは聴覚障害として重要な自立活動になります。 

さらに、人の話を聞いたり人の行動をよく見る練習をする、これは知的障害の、あるいは

発達障害の子供たちにとっての重要な自立活動ということにつながります。 

このように何気なくやっていることですけども、そこに意図をしっかり持つということ

で、それが生徒たち、子供たちの自立につながるということ。したがって、自立活動という

のは非常に重要な要素が含まれていることになります。 

 

◎領域・教科を合わせた指導 

さらに、知的障害のある子供たち、あるいは重複障害の子供たちに対しては領域・教科を

合わせた指導が行えるという法令があります。知的障害者である児童若しくは生徒又は複

数の種類の障害を併せ有する児童若しくは生徒を教育する場合、教科、道徳、外国語活動、

特別活動、自立活動の領域の、あるいは教科のですね、全部又は一部を合わせた指導しても

良い。そのように、教科という枠ではなくてその教科に様々な教科であったり自立活動の要

素を取り入れた、言わば教育を構成して良いということが明記されております。 

その領域・教科を合わせた指導例として、まず日常生活の指導というのがあります。これ

は、どれも日常生活をしっかり送れる、充実できる、そのことを、それが高まることによっ

て日常生活というもの、それをですね、必要に応じた援助をするという形態です。これはも

う生活の基盤になるわけですから、もう様々な領域や教科にかかわる広範囲な内容になり
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ます。例えば具体的にはですね、給食、ものを食べるという、これは摂食という指導につな

がりますし、衣服の着脱、着替え、これを行えるってことも大事になります。また、排泄行

為もそうですし、身辺の整理であったり、またあの連絡帳ってのを使ってますのでね、連絡

帳に自分で必要な事項を書き込む、これなんかも大事な日常生活と言えますし、また荷物の

整理等々もあります。 

知的障害の特別支援学校なんかですとね、朝の会ってありますけども、それが重要な日常

生活の指導になります。例えば朝来て体育着に着替えましょう、朝みんな集まって朝の挨拶

をしましょう、今日のやることをちゃんとメモしておきましょう。これなどはね、重要な自

立活動の時間、支援、日常生活の指導ということになります。まあ生活の根底になる部分で

すね。 

 

◎領域・教科を合わせた指導―遊びの指導、生活単元学習、作業学習― 

それから遊びの指導。これは遊びというのを学習活動として捉える。その中で身体活動を

活発にしたり人との関わりを促したり、また子供たちが意欲的に活動する、それらの形を指

導していく形態です。これは、教科、道徳、特別活動、自立活動の内容が含まれています。

例えばね、自分の意志で遊びたい道具を自分で使って遊ぶというこれも重要な自立活動に

もなりますし、遊びを通して自分の意志をしっかり持たせるという大事な指導になります。

また、友達が何か遊んでいる、その遊んでいることを真似して遊ぶ、これもやっぱり人との

関わりが促されるということになりますね。さらにそれがですね、友達と一緒に遊ぶという

行為になれば、これはこれでまた言うことのない行為になりますね。このような形で、遊び

の指導ということになります。 

そして、生活単元学習というのがあります。これは、生活ということを基盤にして実際的・

総合的に学習をする形態です。当然その活動の中には様々な教科・領域の要素が含まれてい

ます。やはりその、生活というものを通して学ぶということ、これは非常に大事な要素とな

ります。 

例えば、お買い物に行くという活動を買い物学習と言います。まず目的地まで移動する。

その移動については当然社会科の勉強が必要になりますし、その行く先々でお花が咲いて

いた、道端に、何であったということで理科の学習にもつながりますね。そしてお店に行き

ました、自分はこれが欲しいんだというものをちゃんと自分の意志を持ってお店の人にお

伝えをする、これなども国語の勉強につながりますよね。そして必要なお金を払う、これは

もうそのものズバリ、算数の授業になります。そしてその買ったものを、帰ってきて友達同

士でそれを見せ合うこと、そこでもやっぱり言語活動が伴いますし、また、コミュニケーシ

ョンも必要になる。ということは、お買い物に行くという活動のなかに様々な教科の要素、

また自立活動の要素が含まれているということです。これなんかは大事な学習形態になり

ます。 

作業学習。これは主に中学部・高等部の生徒が行うことになりますけども、作業活動とい
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うものが学習活動になります。それを通して「働く」ということを実感しその意欲を培うと

いうこと、それを将来の職業生活、また社会的な自立を目指した学習をする形態ということ

になります。知的障害の高等部ですと、作業という教科領域もあるんですよね。それをより

具体化させたものですし、またこれは産業現場等における実習、一般に現場実習と言います

けど、そことの連動もします。非常に将来の就労に向けた体験的な学習。例えば、1 年生の

段階だと働くということを学ぶ。2 年生になってくると自分にとって一番円滑の行える作業

ってどういうものがあるのか、それを見つける。そして 3 年生の段階で現場実習等の関わ

りのなかで自分としてのマッチングを図る、そのための大きな役割があります。具体的に今

行われていることは、紙工芸であったり木工作業、これ結構多いかな、それから金工作業、

これ一部の学校かもしれません、あと革工芸があります。陶芸はかなりやってますね。手芸

であったり。また食品製造を行なっている学校もありますね。食品製造のなかで実際にパン

を焼いたりするという講義も行なっています。そして、このような作品なども文化祭等を利

用して一般販売をすることまで行われている、非常に重要な学習領域となっております。 

このように、特別支援学校特別支援教育のなかで行なっている教育というのは例えば生活

に密着したもの、あるいは将来の就労に結びついたもの、そういうものを根底に据えながら

なおかつ教科等のですね、資質を高めるということも含めて行われているという状況があ

ります。 

 

◎障害種別における合理的配慮―視覚障害― 

そういったなかで今、合理的な配慮というのが非常に重視されています。これからちょっ

と具体的に、学校という場での配慮というものを前提にお話します。もしかしたらみなさん

にとってはもう当たり前のことかもしれませんけれども、ちょっとお願いします。障害種別

で考えてみますね。 

まず視覚障害のある方々への合理的配慮の例ですけども。これはまず、大事なことは見え

にくさ、これを補うことができるようにするということが重要な対応になります。例えば視

覚による情報の受容がしにくい、あるいは困難である、できない。そのようなことを考慮し

た変更調整です。例えば、丁寧な説明をするということ、また、触感覚を併用すると。要す

るに他の機能、聴覚であったり触覚であったり、そういうものを利用した意志伝達を行うこ

とも大事なんですね。それから見えにくさに応じた資料や情報の提供。例えば用紙ひとつと

ってもね、拡大してプリントアウトをすることで見える人もいるかもしれません。また、補

助具を使うということも大事になってくるかもしれません。まあ、そのような情報提供、資

料の提供があります。それから、見えにくさということからね、なかなかその概念の形成が

困難を伴うものがあります。その際には実物であったり、また実物の縮尺模型などに触る、

そのような能動的な活動というのも重要になります。 

もうちょっとこの例で行きますと、視覚障害特別支援学校でスカイツリーを子供たちに

感じさせたいということで模型を持ってきたんですね。それを子供たちが触りました。子供
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たちは「あれ、このタワーって下のほうが三角？」断面図ね、三角で、これが四角になるん

ですね、我々が気がつかなかったことを子供たちは触って気がついた。これは強度を高める

ためにそういう構造になっているそうですね。それがですね、我々はやっぱり概念的、視覚

的な概念で捉えていると思いますけども、子供たちが触覚的な概念を形成したなかで、そう

いう風に気がついた。これは新たな発見でしたね。それから気づきにくい事項、理解しがた

い事項、これの状況を説明することも大事になります。 

また、予定等は事前に調べていく。その経過であったり、また状況等を逐一ですね、確認

をすることも大事です。また、点字図書館というのも各地域にありますけども、そういうも

のを利用する、活用するということ。それから、周辺の方々への理解の啓発を図る。あの、

視覚に障害のある方はこういうのは困難だ、だからこうなんですよということ。これなども

ね、当然あります。点字ブロックは黄色なんですね。あれ、黄色でないと困るんですね。な

ぜならば、見えにくい人も点字ブロックを使う。その辺などが理解・啓発につながるのかな

と思います。 

画面を変えます。このほうが見えやすくないでしょうか。視力ってね、膨張色というのが

ありますが、白い物に黒で書いたものって意外と読みにくい。でも、背景が黒で白い文字だ

と浮き立って見える。これなどもね、合理的な配慮かなと思います。 

 

◎障害種別における合理的配慮―聴覚障害― 

聴覚障害の合理的な配慮ですけども、根底はですね、先ほどと同様に聞こえにくさを補う

ことができるような対応ということがありますね。これは音声による情報が受容しにくい、

それを考慮して、例えば視覚的な情報を与えるということ。その下にありますね、聞こえに

くさに応じた視覚的な情報や環境を提供すること、それを考慮した内容の変更・調整が必要

になってきますね。色んな事務所なんかでも「筆談できます」って書いてあります。筆談に

よる意志の疎通というのも当然あります。それから、聴覚障害の方ですと言語経験が少ない

ということ。要するに、言葉でのコミュニケーションを十分とれないということもあります。

だから、今いる様々な体験とその言葉というものの結びつきを図るということ、このような

指導も大事になります。 

日常生活の色々なルールであるであると。そのルールの理解を図る主体的な取り組みを

促すための理解を図るということもあります。さらにですね、情報が入らない、耳からの情

報が入らない、これ視覚もそうかもしれませんけれども、孤立感というものを感じてしまう、

まあそれを感じさせないようなことも大事になります。それで最近よく言われてますよね、

あの新型コロナウイルス感染症の関係でマスクが必需品であると。でも、聴覚障害の方々に

とってみればフェイスシールドの口元を見て手話、こう口元を見て会話をするということ

もありますので、やはり口元がしっかり見えるようなフェイスシールドの使用、これも重要

な合理的配慮につながります。ちょっと私ね、聴覚障害の学校は直接の経験がないんでね、

申し訳ないんですけれどもこういう状況があります。 
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◎障害種別における合理的配慮―知的障害― 

続きまして、知的障害における合理的配慮なんですけども、これはですね、実生活につな

がる技術や態度を身につけるということ。社会生活のなかでの規範とかルールの理解を促

すこと。これも大事な配慮になります。要するに、日常で社会生活の経験が十分ではないと

いうことがある、それが大事になります。全般的にですね、様々なことの習得が困難な場合

があるということ。ですので、理解の程度に応じた内容の変更・調整を行う。例えば、10 人

いてもその 10 人がね、同じ理解の状況ではないということも理解する必要があります。そ

れから、知的発達の状況によって指示の仕方や資料・具体物の提示の仕方等も違いが出てき

ます。生活に密着した具体的な場面においての生活力の向上というもの、これの配慮が大事

になります。さらにですね、物事の活動が円滑に進むようにですね、言葉でだけではなくて

図とか写真を利用した資料の提示、それらを元にして見通しを持てるということも大事に

なります。さらにですね、集団というものをしっかりした形で構成できるように、またその

集団のなかの帰属意識というものを持つということ、この辺が大事なことなのかな、という

ふうに感じています。 

 

◎障害種別における合理的配慮―肢体不自由― 

次は肢体不自由ですね。これは操作の困難さ、あるいは移動の制約等があること。そこの

改善を図れるような環境整備が合理的な配慮につながります。物事の活動にもやはり時間

がかかるということですね。また、さらに困難な場合もあるということも含める、とありま

す。例えば、移動に伴うスペースをとるということなども当然ありますね。それから上肢、

腕の機能、その機能に応じた四肢を使う活動に対しての機器の提供であったりもすること

があります。また経験不足、また移動の困難さがあるということから、なかなか参加が困難

になるということで言えば、参加できるような手立てをとるということでもあります。また、

転倒しやすいということがありますよね。それをフォローできるような体制というのも大

事になります。そしてですね、肢体不自由の方については基礎疾患、かなり様々なものがあ

ったりしますから、それらを考慮した対応というもの、これも大事になります。 

 

◎障害種別における合理的配慮―病弱― 

次に病弱です。病弱は服薬とか環境調整、また病状に応じた対応、こういうのが大事にな

ります。これは、主治医の方の指導・助言に基づいて、あるいは生活管理指導表に基づいた

変更・調整が不可欠になりますし、活動量が制限されているということもありますので、

ICT を活用したり、間接的ではありますけども、体験やコミュニケーションの機会を提供す

ることがあります。また、入退院を繰り返すということもあれば活動参加に様々な支障が出

てくる、それを補えるような機会の確保も大事になります。また、やはり病気ということで

精神的に不安定な部分もあると、その点を理解した、心理状況に応じて弾力的な対応。これ
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らが求められると思います。 

 

◎障害種別における合理的配慮―言語障害― 

言語障害は話すことに自信が持てるようにし、積極的に取り組めるための発音の習慣と

いうことが大事になります。言葉、発音のしにくさ、それによるコミュニケーションがとり

にくい、あるいは自信が持てないということがある、それらの変更・調整が重要になります。

また、その際に必要な筆談であったり ICT の活用など代替手段を使ったコミュニケーショ

ンを円滑に図れるようなことも大事です。また発音が不明瞭ななかでね、自信喪失というも

のがどうしてもあります。それは軽減を図るための対応、あるいは時間の確保というのがあ

ります。また、言語障害の方達の集まる交流の場も大事になりますね。そして専門家として

ST、言語聴覚士の方との連携、これがやっぱり重要になります。また構音障害であったり

吃音であったり、そのようなことに理解をし、本人の心情であったり発達の状況であったり、

そういうものの理解を図ること、そして周りの方々への理解啓発というのも大事になりま

す。私自身ですね、小さい頃吃音の傾向がありましたね。やはり話すのが怖くなるというこ

とがありますので、そういうことがないような形を作り上げる、こういうことが大事になる

のかなと感じます。 

 

◎障害種別における合理的配慮―自閉症、精神障害― 

続きまして、自閉症や精神障害のある方。まあちょっとメモの言葉は多いですけど対人関

係の形成や言語発達の遅れ、意味理解、言葉って意味理解であったり手順や方法のこだわり、

そういうことから習得の困難さ、それを補完することができる対応が求められます。数量や

言葉等の理解が偏っていること、それに対する変更・調整も必要になります。また、視覚を

活用した情報提供、目で見て理解できるということが大事なのかなと。また、道具もですね、

扱いやすいものにすることも大事かなと思いますね。それから実際的な体験の機会、体験を

通して学ぶ、また言葉による指示ではなくて活動の順序というものが理解できるような視

覚的な資料もありますけども、それが大事なんですね。それから情緒不安であったり不登校、

引きこもりというものもあると。自尊感情をしっかり高めることで自己肯定感の低下に応

じた指導等というものが大事になります。また自閉的な傾向でね、二次的な状況の予防とい

うもの、これが大事になります。 

 

◎障害種別における合理的配慮―学習障害― 

続きまして学習障害です。これは学習にとって苦手な分野がある。だからそこをうまく代

替できるということ、また他の能力で素晴らしい能力を持っているケースが多いわけです

から、それで補完できるような環境も大事となります。これは、特定の内容の習得が厳しい

ということ、だから基礎的な内容の習得を確実にすることを重視することが大事になりま

す。読み書きに時間がかかる場合、本人の能力に合わせた情報の提供というものも大事にな
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りますね。例えば読むときに脇に目印を置くということも当然あります。それから身体感覚

というものの発達を促すことも大事になりますし、やはり活動内容をわかりやすく説明し

て安定して参加できるようにすることも大事ですね。やっぱり学習が困難な部分があるこ

とによって自尊感情の低下というものもあります。その際にも、成功体験を増やしたり、ま

た人から認められるということも大事なことになります。 

 

◎障害種別における合理的配慮―注意欠如・多動性障害― 

そして注意欠如・多動性障害ですね。これは最後までやり遂げるということに困難がある

ということで工夫、そのための工夫や別の方法の代替ということがあります。注意を集中で

きるようなことが苦手だからあの、いっぺんにたくさんのことではなくてね、細かく分類を

していくってことがあるのかな。それから聞き逃しや見逃し、あるいは書類の紛失等もあり

ます。だから伝達する方法、その情報の提供というものをしっかりと整理することが大事で

あると。また、好きなもの、こだわるものがあるんですね、そこに関連づけること。で、そ

のなかで興味・関心を高めるということなどもあります。持続的な活動、また不注意による

紛失による失敗であったり、また衝動的な行動というものが大変につきまとうのでね、やは

りこれらについても成功体験を増やすこと、みんなから認められること。また、その特性に

応じた役割を持たせることで自信につなげるということもあるのかなと。例えば、じっとし

ていられないならば、物を配ったりするような活動を行うことでね、自尊感情も高められた

り、あるいは他者に認められるということにもつながったかなと思います。 

 

◎障害種別における合理的配慮―全般的な合理的配慮例― 

全般的に見て、やはり専門性のある体制の整備というものが大事になりますし、地域や

様々な取り巻く方々の理解も配慮として大事になります。また災害時の支援体制も大事に

なりますね。環境をバリアフリー化する、これはもう多くのところで取り入れられておりま

すけれども、バリアフリーの状況を作っているということ、それに伴って障害の特性に応じ

た施設・設備の配慮。例えばね、余分なものを置かないとかそういうことも当然ありますよ

ね。また、災害時の対応に応じた施設・設備の配慮も大事になります。基本的にね、バリア

となるものがあると活動が困難になりますね。ロッカーの置き場所にも注意することが必

要です。それと、最近言われているユニバーサルデザインを活用するということも、大きな

合理的配慮の要素となるのかなと思います。 

そのように障害種に応じてその人たちの状況をしっかり踏まえて、そのための支援とい

うこと、その取り組みが大事になります。 

 

◎インクルーシブ教育とは 

インクルーシブ教育ってどういうことなのかと言うと、人として、人間の多様性をしっか

り尊重する、それを高める。そのなかで、障害のある方も精神的・身体的な能力を最大限発
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達させて、社会のなか、社会の構成員として取り組んでいくこと、それぞれの基本となる部

分として障害のある者とない者がともに学ぶ仕組みということを述べています。そのこと

を通してですね、共生社会の実現というもの、それを行うと。これはもう障害者の権利に関

する条約でも示されていることになります。その目的としましてはね、障害のある方もない

方も、人としての尊厳や意識の向上を図るということ、そして人権あるいは基本的自由、多

様性を尊重し合うということ、人格、才能、想像力、精神力、身体的な能力の発達を支援し

ていること、そして何よりも社会参加、障害のある方の社会参加を見据えると。このような

目的の中で障害のある者とない者が共に学ぶ仕組みとしてインクルーシブ教育というもの

が今進められております。この推進に向けて大事なことですけども、同じ場で共に学ぶこと、

その中でそれぞれのニーズに応じた対応を図っていくということ、それに基づいた自立と

社会参加に的確に応える、その仕組みである、あるいはそのための場を提供しているという

こと。それが大事になります。 

生徒にとってですね、あの教育的ニーズに最も的確に応える指導、これを提供できる多様

な仕組みをやはり整備することが大事になりますし、小中学校でもね、通常の学級があって、

通級による指導があって、特別支援学級がある。さらに特別支援学校があるということ。そ

ういう学びの場がありますけど、それが連続性を持ってその人その人の状態に応じた多様

な学びを用意しておくこと、それが大事になります。その状況のなかで、交流及び共同学習、

こういうものを促進することで共生の意識を啓発することが大事。あくまでですね、それら

を通して障害のある人や子供とともに学び合うということ、そして共に生きているなかで

公平性を確保することでそれぞれが社会の構成員としての基礎を培ってゆくということ、

これがそのインクルーシブ教育推進の大きな目的となっています。 

 

◎インクルーシブ教育に必要な要件 

このインクルーシブ教育に必要な要件ですけども、これは障害のある者が一般的な教育

制度から排除されないこと。つまり一般的な教育制度、これはあのジェネラルエデュケーシ

ョンシステムという形で障害者の権利条約にも明記されておりますけども、それも定義と

してはその国が持ってる教育制度全般のことを言います。だからあの、特別支援教育もその

教育制度に含まれます。障害のある者に対しての支援に必要な環境を整備する。そして、あ

くまでも教育を受ける権利を行使するため合理的配慮の提供がなされるということ。これ

が重要な要素になります。 

このような図式があるわけですね。全てこれが我が国における教育制度です。インクルー

シブだから全てが通常学級ということを言っているわけではないんですね。その生徒の状

況に応じて必要なときには例えば特別支援学級であったり特別支援学校であったり訪問学

級であったりしても当然です。また可能になれば専門家から助言を受けながら通常学級で

過ごすということもある。これがですね、先ほどの連続的な移行ができるようにするという

ことです。そして、それを乗り越えた部分で共に学ぶ場を作るということ、これが大きな目
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的になっています。 

 

◎インクルーシブ教育―交流および共同学習とは― 

その共に学ぶ場として交流及び共同学習というものが言われています。これは特別支援

学校や特別支援学級に在籍する児童生徒がですね、通常の学級の児童生徒たちあるいは地

域の方々と学校教育の一環として共に活動をするという、これがこの定義になります。 

障害のある子供たちにとってみれば、将来の社会参加に必要な資質を養うことなんです

ね。例えば人との関わりであったり活動であったり。そういうことを培っていく。また、障

害のない子供たちにとってみれば偏見や差別をなくして思いやりの心、労わりの心を持つ、

それを通して共に生きていくという言葉を理解するという取り組みになっています。 

この根底はですね、ノーマライゼーションの理念に基づく教育になりますし、また障害者

に対する偏見、差別するなどの心の障壁を取り除く、心のバリアフリーと言ってますけども、

それを育む教育になります。 

そして共に生きている社会を構成する、社会に自立できる自信と力を育む教育、というこ

とで非常に重要な要素になっています。この取り組みのなかで将来の社会性が育ってそこ

に活動し、協働しながら社会の担い手となっていくことを目指すということです。これがで

すね、学ぶ場が教育制度の中での対応であってもこの学習活動を通してやはり共生の意識

を高める、これがインクルーシブ教育の中心に位置づくものになります。 

 

◎インクルーシブ教育―交流及び共同学習の実践例― 

具体的には、こちらのホームページを是非見てください。 

埼玉県はですね、支援籍学習という言い方でこの取り組みを行っています。その実践例。東

京都は副籍という言い方で交流および協同学習に取り組んでいます。そのアイデア集。また、

国立特別支援教育総合研究所の実践事例集等がネットのほうに上がっておりますので、ど

ういう取り組みがなされているのかというのを是非ご覧いただきたいと考えております。 

 

◎インクルーシブ教育―共生社会に向けて― 

そのインクルーシブ教育、これはもう共生社会に向けてということになりますけども、共

生社会というのはどうなのかというとそれまでですね、十分に社会参加ができなかった障

害のある方が参加できるような環境を作り、積極的に参加しているということ、その社会だ

ということになります。 

この共生社会のなかでは誰もが人格や個性を尊重し合う多様なあり方を求める、全員参

加型の社会の構築ということになります。その中で学校教育が非常に重要な要素を持って

いますね。共生社会の形成に向けてその役割を果たしていく、それが求められています。そ

のためのインクルーシブ教育システムの構築、また特別支援教育の基本的な考え方、それら

が学校教育の関係者はもちろんのこと、全国民に目指す必要があると考えます。そして就労
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に際して、就労支援に際してもインクルーシブな共生社会の構築には不可欠です。障害のあ

る方もね、自ら働く、自ら働くことによって労働対価を受ける、その労働対価を受けたこと

によって納税者となるということ。これも共生社会として大事な要素になってきますね。そ

れに移るのも不可欠な要素です。 

 

◎インクルーシブ教育―特別なニーズのある児童生徒― 

その特別なニーズのある児童生徒ですけども、これも発達状況であったり障害の状況で

あったり学習面や行動面であったり、そういう困り感がまあある、それを理解すること。そ

れはやっぱり特別なニーズにつながることになります。 

その障害の状況に応じて、また、合理的な配慮等によってとにかく学習上・生活上の困難

を克服する、これは今のように上げた特別なニーズ。その特別なニーズをしっかり把握し、

克服できるような教育を行う、特別なニーズに応じた教育、それが位置付けるものになりま

す。 

合わせて、広く捉えれば心理的・社会的な発達、あるいは日常言語の困難さ、要するに母

語の問題があります。それから貧困な方々もいます。また、最近では多様な性、性に対する

意識も多様になっています。で、また、不登校であったり引きこもりであったり、また非行

を起こすような子供たちもいます。そのような児童・生徒、これも特別なニーズに含まれる

のではないか。で、これも特別支援教育と考えられるのではないか。今、特別支援教育も広

く捉えてね、日本語教育であったり、貧困の子供たちへの教育であったり。また、LGBT 等

の教育であったり。そういうものなども大きなニーズになります。 

そして、これらのことによって広義、広い意味で共生社会の形成に位置づくものではない

か。互いに認め合い尊重し合うこと、これがこれからの社会に求められること。これは言わ

ばダイバーシティ教育。もうそこに発展していくものではないかなと。そのくらい、インク

ルーシブ教育の意識というものは大事になります。 

インクルーシブ教育っていうのは何でも同じ場で勉強する、活動するってこと、それがや

っぱり前提ということにはなりますけど、でも個別のニーズに応じた制度はやはり維持し

ていくということ、それもあるということ、このへんは是非お含みください。 

 

◎障害者雇用の状況 

障害者雇用というものをちょっと見てみましょう。これこそみなさまの、ご専門かもしれ

ませんけども、まず障害者の人数、これはあの、障害者白書からとりました。身体障害児者、

知的障害児者、精神障害児者ということで。身体障害、知的障害は 18 歳で区切ってます。

精神障害は 20 歳で区切られて分類されますけど、このような形で。特に、身体障害精神障

害、年齢が高まるに従って増えているという傾向が出ています。 

特別支援学校の高等部の卒業生の状況です。全体の卒業生に対して、進学就職。就職は一

般就労です。就労系の事業所への、言わば真の就職ですね、からその他の障害者施設、それ
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から児童福祉施設、医療機関とその他ということで分類されておりますけれども。就職、一

般就労全体で 32%ですね。視覚障害、肢体不自由はやはり少なくなっています。就労系の

ところ、これは知的障害が多くなっております。その他の障害者施設ですとやはり、肢体不

自由が多くなりますね。そのような形で進路が現時点。 

これは平成 30 年度、昨年の基本調査の結果です。今年はまだ出てないのでね、この数字

がどうなったかということは見てとれませんけども、大体 3 割の一般就労、それから同じ

くらいの割合の福祉就労をしているという状況になっております。 

障害者雇用ですね、これは障害者雇用の推進に関する法律の中で雇用率が義務化されて

います。ちょっと見えにくいですけどね、細い線が、青がですね、国・地方公共団体の雇用

率、緑が国の教育委員会ですね、の雇用率。で、赤い線が民間の法定雇用率ということです

ね。民間が 2.2%になっています。それに対して実際の障害者雇用率、赤に三角が民間です

ね。だいぶ法定雇用率に近づいてきています。青に茶色のひし形、これが国ですね。国が実

は平成 30 年度、ぐっと下がりました。これはもう報道がありましたように障害者雇用の不

正があったということ。で、雇用率も一気な現象。でもまあ、今持ち返している状況があり

ます。それから青に四角い、青い線に四角がね、地方公共団体。地方公共団体のほうがまだ、

雇用率高いですね。で、緑が教育委員会。教育委員会も実は不正が発覚して、雇用率が一気

に下がっていると。2 割を切っているという状況。これが現在の雇用率ということになりま

す。 

就労型福祉サービスの状況、これはもうみなさんのご存知の部分だと思いますけども。そ

の事業者の現況です。就労移行支援、3 千 315 事業所で 3 万 4 千人以上の利用者の方がい

らっしゃると。就労継続 A 型が移行と同様ぐらいの事業所数で 6 万 9 千人が利用。B 型は

多いですね。1 万 2 千事業所、で 24 万 9 千人、25 万人近い方が利用しています。今就労定

着支援事業も行ってますね。これまだ少ないですけども、204 事業所で 1 千 27 人というこ

とになっています。 

その障害種別の割合になりますけども、精神障害が今多いですね。就労移行、就労継続も

そうですね。知的障害、身体障害という状況には繋がっています。 

これは平成 31 年 2 月、昨年の 2 月のデータです。今年また新たに出されてくるのかなと思

ったら、やっぱりコロナの関係で遅れてるのかな、全体にこういう調査結果の出が遅れてい

るというような状況が見て取れます。こういうのがやっぱり福祉就労、福祉サービスを通し

て一般就労に結びつけるということ、そのなかでまあ、企業の方もですね、雇用率だけでは

なくて、障害のある方もやっぱりその、構成員として重視すると言う傾向、これが今後大事

になっていくのかなと思います。 

ちょっと古いデータですけども、平成 26 年、私と特別支援学校の校長会のほうで調査を

行なった、その結果です。福祉就労から一般就労につながった、その環境条件や特性等とい

うことで。事業所、これは一般就労の事業所ですね、その意見、代表的な意見ですけども。

あっ失礼、福祉就労の方ですね、福祉就労に調査したんです。で、一般就労につながった環
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境ですけども清潔感がある人、それから身体が健康で元気な人。まじめで忠実な実行力を持

っている人、家族の支援を受けられる温かい家庭であること、素直な心で就労の意欲がある

人、いつも明るく他人と交わることができる人、ルールを守って周りの人と同じような作業

をすること、共同作業で必要となるコミュニケーションを行う作業環境ということ、本人の

本当にやりたい仕事を聴き取ってその仕事を見つけ出し、職場で実際に行われる作業を作

業所で訓練することということがあります。 

これを見るといかがですか。先ほどの自立活動につながる部分多いですよね。あの、例え

ば意欲であったり、また人と関わること、あるいはルールを守って協調できて作業できる人、

それから自分の意志をしっかり持てるということ。自立活動的な視点がやはり、福祉就労施

設のほうでも大事なのかなというような感覚を持っています。これはもちろん、みなさんも

ご存知のことだと思います。 

 

◎新聞の投書―障害とは何か― 

それではね、ちょっとお手元に資料はないんですけども、新聞の投書でちょっと目につい

たものがありますので載せてみました。これは 2 月の朝日新聞の「声」欄のなかだと思うん

ですね。こういうようなことがありました。これはお医者さんの投書ですね。「しょうがい

の正体 知ってね」ということです。ちょっと読み上げますね。 

「しょうがい者」という言葉は、呼ばれた人が嫌だろうから言い換えよう、と提案した心

優しい 9 歳の君（1 月 20 日）。あの 9 歳の子がですね、障害者という言葉をやめよう、と出

したそうです。で、大人の私から返事をさせて下さい。この方お医者さんでね。 

まず、「しょうがい」って何だろう？ 

私は仕事で、たくさんの障害児をみてきました。この子たちは、他人より劣った部分があ

るからそう呼ばれているのでしょうか？ 

いえ、違います。この子たちと社会との間に壁、つまり障害があるから、障害児と呼ばれ

ているんだ。 

つまり、障害は人ではなく社会に対する言葉です。 

車いすが越えられない段差とか、点字ブロックの上に置かれた物が障害なんだ。 

そしてその壁は私たちの心の中にもあります。そんな壁を全て取り除いたとき、「しょうが

い者」という言葉は要らなくなり、ぜんぜん違う言葉になるかもしれません。そういう社会

になってほしいですね。 

子供のね、こういう投書を読み返してたら大人の方の回答。障害とはなにか、と言うと「社

会」にあるもの。社会のなかの障壁だということですね。これが大事な視点になるのかなと

思います。私は今ね、障害者というこの漢字を使っています。この言葉の意味、字を見ます

と社会的障壁が弊害となる人と言えるのではないか。だから、このお医者さんの発想と同じ

ことなんですね。障害のある方というのは社会的な障壁が弊害となって、行動であったり思

考であったり、そういう部分が困難になっている人という風な定義です。だから私はあえて
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漢字を使っています。 

今、害の字をひらがなで使う方いますね。じゃあ障の字はどうなの、ということにもなり

ますよね。こんなことを私は思いました。障がい、ひらがなを使った障がいを何か、害はな

いけど差し障りがあるとも読める。 

言葉の使い方は難しいんですけどね、害という言葉が非常にあの、その人自身が害であると

いう印象がある、だからひらがなにしましょうということが言われてます。じゃあ障の字は

どうなの、これ障害当事者の方もおっしゃってます。障の字だって差し障りという意味があ

りますよね。嬉しくないよ、ということがありますよね。だからひらがなで「しょうがい」

と書くことならわかりますよね。私自身は漢字を使用しています。特別支援学校の授業、教

員の間でもみんな障害、漢字で使ってますよね。 

法制的、法令的にも障害という漢字が使われます。その背景はこのお医者さまのおっしゃ

るように、社会的な障壁、それがその方にとっての障害なんだということにつながります。 

まあちょっとこれは余談になりましたが、そういう話もさせていただきました。 

 

◎まとめとして 

障害のある方だけではないんですよね。誰しもが必要なときにね、必要な援助受けてます

よね。そのなかで社会生活を営んでいるんです。これはまったく、障害のある方もない方も

同じことですよね。 

特別支援教育では、一人一人の方々の自立と社会参加をめざした教育のシステムを構築

させております。 

障害者の権利に関する条約ではですね、全ての障害者に「あらゆる人権、基本的自由の完

全かつ平等な共有の促進・保護・確保」及び「障害者の固有の尊厳の尊重の促進」を目的と

しているということ。障害者だって一人の人として同等の権利があり、また同等の自由があ

り、また平等である。それをしっかり促進すること、それが目的だということですね。で、

我が国の障害者基本法のなかにも「全ての国民が障害の有無にかかわらず、等しく基本的な

人権を享有しかけがえのない個人として尊重」されること、それを目的としている。まあ当

然、権利条約に基づいた文言ということになります。 

それで、障害者差別解消法は「全ての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、

人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現」を目的としている。そのなかでインク

ルーシブ教育というものも当然行っていますし、自立と社会参加、共生社会というものが求

められている。言うなればこれは当たり前の社会の構築に他ならないんですよね。むしろそ

れまでは障害のある方がですね、当たり前の社会の一員として認められない、あるいはその

ための社会の中に入り込めなかったという異常事態だった。これを、今ですね、権利条約で

あり障害者基本法であり差別解消法であり、まあ様々な法令のなかで今までもね、誰もが当

たり前に生きていく社会、それに他ならないという風に言えるのではないかなと思います。

そして、障害のある人もない人も共に学び合える、この教育の場面で言うとインクルーシブ
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教育の理念になりますし、それが共生社会の構築につながるということになります。ある特

別支援学校のキャッチフレーズ、これ具体的に申しますと、私が校長として勤務していた上

尾かしの木特別支援学校のキャッチフレーズです。これ私は前任の校長の時代からあった

もので私は一切手をつけなかったわけですけども、「わかること、できることを広げ、ひと

り立ちする力を育む」。大事な言葉だと思うんですね。その意味でも、支援する人の意識は

重要になりますね。その支援することの根底は人それぞれが有する良い面を生かしながら、

共に歩んでいくこと。それが大事なのかな、それが共生社会につながることになるのかなと

思います。その根底はですね、ダイバーシティの視点。多様性を容認し、多様性を認め合い

ながら共に生きている社会を構築する。そこに根底が置かれているのかなというような印

象があります。 

すでにご理解いただいている部分はたくさんあるのかなということが感じられますけど

も、今教育として取り組んでいること、また、その教育を担う教員として必要な視点、それ

を元にして特別支援教育、さらに共生社会というものにつきお話をさせていただきました。

この講義を踏まえて障害のある方の自立と社会参加に向けて支援をなさるみなさまとして

必要と思われること、それを是非まとめてみてください。共生社会、またインクルーシブ教

育という理念のなかでどういう取り組みが必要なのかということ、また、それを元にして共

生社会をどう構築していくのかと、その点について是非ですね、みなさまのご意見を拝聴で

きればという風に考えています。 
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（４） 福祉政策 

講師：渋谷宏・埼玉福祉保育医療専門学校 

 

◎はじめに 

渋谷宏明と申します。1956 年生まれであと 1 カ月で 64 歳です。埼玉県庁福祉部に 38 年

勤務した後、現在は埼玉県毛呂山町、埼玉医科大学のあるところですが、この町にある社会

福祉法人育心会の特別養護老人ホームと知的障害児の施設、入所支援等約 1000 人の利用者

の方々にサービスを提供している法人で業務執行理事をしています。そして埼玉福祉保健

医療専門学校の社会福祉課の非常勤講師をしています。 

 今日は社会福祉の試験科目であると「地域福祉の理論と施策」ということになると思いま

すが、その中でいわゆる法律の動き、地域福祉がどういう法律の流れに基づいて制度が変遷

してきたのか、そして今後どうなっていくのかの話をさせていただきたいと思います。 

 皆さん文京区の小石川植物園をご存知でしょうか。大変広い植物園ですね。何百円かで入

れるわけでございます。江戸時代に、三船美佳さんご存知かもしれませんけれども、そのお

父さんの俳優、三船敏郎さんが主役で「赤ひげ先生」という番組がありました。小石川植物

園の中に実は小石川療養所というのがありまして、貧しくて医療を受けられない人たちの

治療をして薬を提供するという事業をやっていました。幕府から財政支援を受けてその赤

ひげ先生並びにスタッフの皆さんは貧しい人たちに医療を提供したようです。現在は東京

大学農学部で、いくつか建物がありまして農学部の研究施設があるのです。その一番奥まで

いきますとちょっとしゃれた洋館が建っていて、旧東京帝国大学医学部の校舎が残ってい

ます。小石川療養所の流れなのかもしれません。ということはかの有名な森鴎外先生、作家

でそういう先生がいらっしゃいまして、「舞姫」とか名作をたくさん残しています。夏目漱

石のライバルと言われた先生です。この森鴎外が学んだ校舎が残っています。 

小石川療養所で提供されたのは、ふと考えてみますと、今の生活保護の制度の中で医療扶助

があります。医療保護法の現物給付の考えです。生活保護は基本的に金銭給付と言って、毎

月に必要な保護費、扶助費といってもいいですけれども、それが口座に振り込まれます。 

その例外として医療保護は医療の治療行為、それから薬等々、現物が給付される。治療行為

が現物というのはちょっと日本語として抵抗はありますが、金銭給付に対峙する言葉とし

て現物給付と今の生活保護制度でも言っています。 

この江戸時代にも全く同じ生活保護制度も現物給付というのはあったということなんで

すね。時代を遡れば何かの形で貧困に対する救済制度はあったのかも知れませんが、テレビ

番組で見る制度の中で、これが一番有名かなというふうに思います。 

ところが、ここで皆さんクエスチョンです。分かる方はそっとお答えください。現在の生

活保護制度は戦後の憲法 25 条の生存権に基づいてできました。「国民の文化的で最低限度

の生活を保障する」。それに基づいて生活保護は出来ています。その前は恤救規則がありま

した。この憲法 25 条でいわゆる生存権に基づくものとなったわけですが、小石川療養所の



76 

 

提供している。医療の制度と決定的な違いが一つあります。それは何でしょうか？ 

 小石川療養場はあくまでお上、あるいは江戸幕府、お上が貧しくて医師にかかれず気の毒

だ、それでは医師による診察と薬を施してやろうという施しでした。お上が始めた施しなの

です。しかし、今は生活保護の医療扶助制度は生きるための権利です。施しではありません。

権利であるがゆえに生活保護の権利というのは使わなくちゃいけませんから、生活保護の

申請を市役所に出すということになるわけです。町村にお住まいの方は県の福祉事務所と

いうのがお近くにあると思いますけども、基本的には町役場村役場を出していただいて大

丈夫です。申請はその県事務所に出すということになりますけれども、市に住んでいる方は

市役所に出す、さいたま市のような政令指定都市では区役所に出すことになりますけれど

も、これは権利だから申請するのです。生活保護の受給権を自分は使うという意味で申請を

します。 

小石川療養所では申請がないわけです。お上が長屋の〇さんが非常に困っておられる、と

いうことで、じゃあ見てあげよう、じきによくなるであろう、と娘さんがうれし涙でほろろ

となって番組終了ということになるわけです。 

 今日は第二次世界対戦後から今日までをやります。この間、社会福祉制度は激変してきま

した。西暦 2000 年、ここは皆さんイメージに入れてください。 

ここで大転換をしていますけれども、その前にも大きな変革があったわけです。その変遷が

いかなる哲学で、考え方でいかに変化してきたか、今後どうなっていくんだろうという話を

させていただきます。時は戦後、1945 年に戦争が終わりまして、1950 年代。実は私が生ま

れたのはこの年代ですが、社会福社は何が必要とされたでしょうか。戦争で一家の大黒柱、

いわゆる生計中心者、ご主人を亡くした世帯は圧倒的に多かった。働き手の息子さんを亡く

した家はたくさんあったわけです。困ったのは生活困窮、働き手が足りないということにな

ったわけです。それで1946年に生活保護法が出来ました。恤救規則はありましたけれども、

先ほど申しましたように憲法に基づく生存権を保障した生活保護法が 1946 年に出来たの

です。 

 当時は空襲で家もなくしてしまいまして、食料難です。私も両親から話は聞いてますけれ

ども、食べるものに困った。農家、地方に買い出しに行った。今では想像もつかないかもし

れませんけれども、宮城まり子さんというねむの木学園を創設された方、実はあの方は歌手

でありまた、俳優さんでもありましたが「ガード下の靴磨き」がヒットしたわけです。両親

を失った戦争孤児が路上や地下通路の中で夜はすごして、昼間はガード下の靴磨き、進駐軍、

米軍の兵隊さんの靴を磨いて小遣いを稼いだ子供がたくさんいました。 

児童福祉法がありませんでしたから、警察官がその子達を保護しようとするのですが、みん

な逃げてしまうのです。児童養護施設が措置費があるわけではなく、寄付金頼みで非常に環

境も劣悪で食事にも乏しかったようです。だから子どもたちは逃げたようです。 

 そこで 1947 年に入り児童福祉法が出来ます。現在の児童養護施設は食べるものに困るな

んてとんでもないし、きちんとした食事を提供しているし、衣服も流行にあった服が提供さ
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れます。学業に必要なもの、クラブ活動に必要なものも提供されています。当時の児童養護

施設とはえらい違いです。 

 現在、私はさいたま市大宮にいますが、近くに大宮公園、氷川神社があります。ここは参

道が長く、散策すると気持ちいい場所です。関東一宮、氷川神社です。しかし子供のころに

よく覚えているのは、手足のない軍隊から帰ってこられた方がおられました。今でこそ傷痍

軍人法あるいは恩給法等の制度が充実して、一般の年金よりも手厚く支給されています。 

しかし当時は非常に痛ましい時代であって、この人たちをなんとかしなければいけない、と

いうことで、身体障害者福祉法が制定されるわけです。米国でもベトナム戦争終了後、急激

に身体障害者福祉が発達しています。 

戦争は決して良いことではありませんし、私は大反対ですが、そこでの傷痍軍人のフォロ

ーアップという意味で、身体障害者福祉法が 1949 年に我が国に出来て、いわゆる福祉三法

が出来ます。国家試験で必ず出る福祉三法で、ここで具体的支援が始まったわけであります。 

そのうちに福祉六法、福祉八法とどんどん法律ができますが、最初の大黒柱としてこの三法

ができたわけです。でもこれでは知的障害の人たちはどうなるのか、精神障害の人はどうな

るのか、となりどんどん充実の一途を辿るわけですが、とりあえずこの三法から日本は始ま

ります。 

 

◎全国社会福祉協議会 

1951 年、現在の全国社会福祉協議会というのが東京でありますが、これは全国に 1 箇所

です。いわゆる社会福祉協議会で皆さんご存知ですか。務める方もいらっしゃるかもしれま

せんね。市町村市役所町役場村役場の近くにどこも社会福祉協議会を持っています。福祉セ

ンターが併設されている場合もあります。地元のボランティアの総まとめなどをやってい

ますが、その市町村の社会福祉協議会の方が今実践的な事業をやっているわけです。 

NHK でサイレントプアというドラマで深田恭子さんが主演で社会福祉協議会のソーシ

ャルケースワーカーの役がありました。最後に役場の福祉課長と恋に落ちるところが気に

食わなかったですが、中身的には市町村の社会福祉協議会の事業をよく理解できた番組だ

ったと思います。その上部組織という形の組織として県の社会福祉協議会があります。 

埼玉県であったら埼玉県社会福祉協議会です。行かれたことありますか？与野駅降ります

と左側に向かっていくと「すこやかプラザ」という大きな建物があります。この中に埼玉県

社会福祉協議会が入っています。市町村の社会福祉協議会は現場の仕事は強いのですが、本

日のような研修は一つの社会福祉協議会の職員がその人数だけでわざわざ企画するのは大

変ですから都道府県の社会福祉協議会がまとめて県内の社会福祉協議会の人たち一同に対

して大きい会場でまとめて研修したり、いろいろなことをしています。その他生活福祉資金

の貸付事業とかをやっています。 

 全国社会福祉協議会は全国一か所で、本をたくさん出しています。さまざまな研究会、検

討会、福祉関係の研究者を集めて議論をした上で、今後の日本の地域福祉のあり方とか社会



78 

 

福祉法人のあり方とか非常に崇高なレベルの中身でありますけれども、全国社会福祉協議

会は研究機関の顔を持っています。一方県の社会福祉協議会や全国的な社会福祉協議会は

資格を持っている方、これからを取ろうという方を対象にした研修等を幅広くやり、高所短

所から事業をやっています。 

 1915 年、米国の研究者で「community organization」の第一人者のロスが出版した「コ

ミュニティ・オーガニゼーション」、日本語に直訳すると community が地域、organization

は組織ですから、地域組織ということになりますが、どうもピンときません。これは社会福

祉協議会は全国の社会福祉協議会が 1951 年にできましたが、そのあとの市町村の社会福祉

協議会は法律で決まっておらず、しばらく制度化されていなかったわけです。市町村の頑張

りによって独自に社会福祉協議会を設立し、運営することが図られたわけですが、それでは

いけないと先ほど言いましたように深田恭子さんが演じたソーシャルコミュニティワーカ

ーのように地元の本当に生活がしづらくて困っている人たちに、アウトソーシング、要する

にこちらから出向いて手を差し伸べて救う、そういう制度を必要であろうと市町村の社会

福祉協議会が法制化されるわけですが、その元となった理念がロスが出版した「community 

organization」の理念、簡単にいえば国や県だけでは、国だけではダメです、都道府県はも

ちろんですが、市町村の社会福祉協議会が大事です、という考え方がここで導入されたわけ

です。 

 措置制度は若干一部、今も生き残っています。措置制度は後で詳しくお話しますが、 

例えば私が特別養護老人ホームに親を入れたいと言った時に、自分の住んでいる埼玉県日

高市の市役所に行って、1 階の社会福祉課に相談に行って、そこの市役所の職員の方が「晴

雅園という老人ホームがあるからそこにしなさい」と言って、私も「ではちょっと見学させ

ていただきます」と言って、見て「気に入りました。お願いします」と言って、市役所の方

で決めるもので、私が決めるのではなく市役所が決めてくれるこれを措置制度といいます。

決定権は市にありました。この措置制度は現在、契約制度といって、私がどこでも選べるよ

うに変わりました。自分で好きな施設を選べます。しかし若干の例外があります。養護老人

ホームと児童相談を措置する児童養護施設、虐待を受けている児童の保護する施設です。 

これは児童相談所の職員の方がいらっしゃればすぐお分かりだと思いますが、皆さんも児

童相談所の職員になったつもりで、虐待をしている親御さんのところにあなたのお子さん

を〇〇園という児童養護施設に入所させたいので契約を結んでください、と言って契約し

てくれるでしょうか。これは無理でしょう。とんでもないですし、それどころか何か危険な

目にあいそうな予感がします。そういう時は措置でいいということで、若干措置の制度が残

っています。しかしほとんどが契約制度が変わっています。 

 措置制度の時代です。戦後の混乱期を出した 1960 年代、この時代はすごい時代でした。

高度経済成長時代、池田勇人内閣で両親の給与が上がっていきました。物価も上がっていき

ました。そんなに豊かになったかというと、そうでもなかったような気がしますけれども、

しかし戦後の食糧難の時代から比べたら全然違う時代になってきました。ハンバーグを私
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が初めて見たのはこの頃です。食べたのはもうちょっと後だと思います。 

福祉の対象者は広く捉えられるようになってきました。1960 年に精神薄弱者福祉法、今で

いう知的障害者福祉法です。1963 年に老人福祉法、今は介護保険法と変わってきています。

1964 年に母子福祉法等、ここからどんどん法律ができてきます。2000 年に介護保険制度が

創設されるまで措置制度が続きました。措置制度はサービスをサービスの利用を希望する

人は市役所に行き、利用申請して基準をクリアした場合に利用を認められたのです。決定権

は市役所でした。 

市役所が決定するとしても利用者さんのご意向を尊重して運営されるのは事実ですが、

必ずしも利用者さんの意向が満たされるとは限らなかった、保証されなかったという問題

点は言われています。 

利用者本人ではなく市町村などの行政機関が決めていましたのですが、この「など」は県

の福祉事務所、町役場村役場の場合は県の福祉事務所がやります。東京都は区役所、さいた

ま市も区役所が決定するということになるわけです。 

 

◎措置制度の時代 

私が埼玉県庁に入ったのは昭和 54 年でしたが、まさに措置制度真っ盛りの頃で、老人保

護措置は私が若かりし頃、独身の頃に担当したわけです。法令通知集があり、分厚い通知集

を理解しなくてはいけなくて、こういう場合はこうしろ、という細かい通知が厚生労働省か

ら来てたわけでして、それをどれくらい熟知しているかが担当者としての能力ということ

になったわけで、通知行政と言われました。ほとんど通知で、がんじがらめになっていたわ

けです。ですから全国一律、どこも行っても同じような制度、まさに金太郎飴、どこの都道

府県でも同じことやっている。 

 その代わりに措置費も支給してましたから、その社会福祉法人で不正な行為があったり、

例えば理事長が運営資金を横領していたとか、そのような不正行為があった場合には、監査

で発覚すると、措置費も支給停止になりました。強力な権限を発動できたわけです。 

実際にそういう事例も私はいくつか経験をしました。素晴らしい社会福祉法人がは圧倒的

に多いわけですけれども中にはやはり社会的に見ると問題のある社会不祥事の行動があっ

て強力なのは措置の支給停止だけではなく、さらには役員の辞職勧告等、私は 1 件だけ経

験がありますけれども法人の解散命令までいった事例もあります。残念ながらそういうこ

ともありましたが、それは一時のことで、役員の皆さんが変わって今は健全な運営されてい

ますから心配はありません。その職員の皆さんが悪かったわけではなくて、幹部職員の一部

の不正行為があったがためにすることになったのです。 

その時は措置費の支給停止だけではなく強い権限が行政にありました。しかし先ほど言

いましたように全国同じようにサービスが提供されて、同じようにこういう場合はこうし

ろということで、民間の福祉事業者の理念や特徴が生かされないといった面がありました。

今は民間の社会福祉法人が仕事をとことん追求して、美味しいものを出してみようとか、お
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風呂の回数を増やしてみようとか色々工夫し、施設も開放型にしてなるべく施設に閉じ込

めないで敷地内もしくは敷地の外でも行ける人はどんどん解放してみようとか、いろんな

取り組みがなされています。それを是とする社会福祉法人の管理者の方もいれば、事故防止

の観点から非とする管理者の方もおられると思います。どっちがいいとか悪いとかという

ことではなくて、その管理者の方の考え方というわけですが、措置の時代はそういうわけに

はいきませんでした。措置のイメージが大体つかめたと思いますが、2000 年で措置制度が

大きく転換していきます。 

 

◎イギリスの制度の在宅福祉制度の転換 

ガラリと変わってイギリスの話になります。イギリスはグレイトブリテンであり、国かっ

て言うとなかなか難しいところがありまして、スコットランドとウェールズとイングラン

ドがあり、この前はスコットランド独立運動がありまして、アイルランドがありますと複雑

になってきます。それぞれ独自の文化があります。日本語でも東北弁とか、茨城弁とか、博

多弁とかあります。言葉もエジンバラあたりになるとロンドンの発音とちょっと違ってき

たりします。独立意識が強いということです。私たちはイギリス人じゃない、スコットラン

ド人だっていう方もいらっしゃいます。サッカーの試合は大変なことになり、大変興奮をさ

れるわけです。日本の浦和レッズと大宮アルディージャの試合どころではないわけで、これ

も大変なことです。 

 一方で政党を見ると労働党と保守党がありますが、労働党が勝ったり保守党が勝ったり

するわけですが、労働党が勝つと福祉の制度がすごくすすむわけで財政破綻をきたしまし

て、保守党政権に代わってまた訂正される、修正が加わるという歴史で、福祉の世界ではそ

ういう歴史の転換を図ってきました。1968 年、イギリスで一番有名の報告書、シーボーム

報告があります。これは「窓口の一本化」です。日本でも窓口の一本化ということを言って

ますが、こういう現象が起きるわけで、イギリスも同じでした。例えば特別養護老人ホーム

の入所の相談に行くとします。「お話を承りましょう。えっまだ歩けるんですか。認知症は

その程度では、残念でした。特別養護老人ホームは入れません。では他のところに当たって

ください」「ちなみに都内でホームヘルパ―の事業やって担当していますから、そちらで聞

いてみたらどうですか」。そうしたらもう一ヶ所の番号札をとって長々と待たされて、やっ

と順番が来て「ホームヘルパーさんよりもお母さんの場合は重いのでグループホームが適

当だと思われますのでグループホームの担当者の方に言っていただけますか。6 番窓口です」

とまた順番を待たされるわけです。これはイギリスでも同じことが起きていたわけです。こ

れで果たしていいのかというのがシーボーム報告です。 

 窓口を一本化すれば「特別養護老人ホームは、今すぐは難しいかもしれませんけれども、

状態が悪くなったら考えましょう。今の段階でしたらグループホームの対象になるかもわ

かりませんし、場合によっては在宅福祉でホームヘルパーと、1 日お預かりしてお風呂入っ

て食事を提供させていただくデイサービス事業を組み合わせてみたら御宅の場合は頑張れ
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るかもしれません。それを相談しましょう」ということを一本化してやろうということです。

つまり「縦割り行政」はまずいということです。これをうまいこと言った人がいました。「竹

やぶの原則」だそうです。事件が起きると上の方だけ揺れる、竹の根元は動かない、揺れな

がらも決してお互いに連携を取らない、ということを称して竹やぶの原則とのことでした。

これではまずいので、お互いに連携を取りながらやるというよりも一つの窓口で解決しよ

うということです。これがシーボーム報告で画期的な話になるわけです。 

 先ほど出てきました中央社会福祉協議会。1971 年ですねコミュニティ形成と社会福祉を

公表いたしました。これは画期的な報告書で、1971 年です。1960 年代までは社会福祉の対

象は基本的に施設入所イコールのような考え方が強かった。実際に埼玉県もコロニー嵐山

号、何百人も知的障害の人たちが入る施設が当時は正しいとされていたわけで、今否定され

ている訳ではありませんが、それが主力だという考え方があったことは否めません。その前

にできたのは茨城県の県立コロニー「あすなろ」です。そういう大規模な施設で自給自足を

目指そうという考え方もあったわけです。それで本当にいいのかということで、施設入所者

はもちろんのこと、地域社会、居宅において保護を行うことが論じられてまいりました。 

これは画期的なことでして、今まで在宅福祉は無理でしょう、知的障害な人あるいは認知症

でしんどい人、当時まだ寝たきり老人がいました。リハビリテーションが今日も進んでませ

んで、脳出血、脳梗塞、脳血栓の患者さんはできるだけ安静にしろという医学の時代があり

ました。そうするとリハビリしませんから関節が固まってしまって動けなくなる。今では急

性期でしたらすぐリハビリテーションをやり、関節の可動域、動く範囲を確保して麻痺した

足の方も出来るだけ動けるようにしよう、補装具を使って実際の日常生活の自立、ADL と

言っていますが、そういうとこまできています。 

このリハビリテーションの考え方があるので寝たきり老人はほとんどいなくなってきま

したけれども、認知症の重度の方ではまだありますけど、私が担当で寝たきり老人を調べろ、

と言われて統計を市町村に照会出して書いてもらったものを表にしたことがありました。

そんな時代で、在宅の寝たきり老人というのは、長男の嫁さんだけひどい目に遭うという時

代でした。 

基本的には特別養護老人ホームの入所をということが中心になりました。ところが 1970

年代にこの中央社会福祉協議会のコミュニティ形成と社会福祉の公表等の影響があって、

やっと在宅福祉サービスが試行的に始まりました。 

居宅介護の支援事業所ってホームヘルパーさん、派遣する事業所は町内に何箇所があり

ます。皆さんの近くにもあると思います。今、皆さんは信じられないかもしれませんが、こ

の時代は市町村の社会福祉協議会でせいぜい 1 人 2 人もしくは 3 人くらいを雇っている程

度でした。私の思い出としては埼玉県家庭奉仕連絡協議会の研修、金子てる子先生、東松山

市にその先生おられましたが、全国の会長さんになられた方です。介護の先生と一緒に研修

の手伝いで埼玉県庁の職員も埼玉県比企郡嵐山町で、渓谷の麓に国立婦人教育会館があり、

そこで宿泊の研修をやりました。その時の担当者が大失敗したのは、夫人教育会館は婦人の
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ための施設ですから男性は入ってはいけなかったのです。泊まりをどうするのか、と困って

断られてしまうことがありました。しかし会議の研修もやらなくてはいけないし宿泊のケ

アもしなくてはいけない、ということがありまして、みんなでお願いして特別に例外として

認められたということがありました。そこで研修をセッティングして、翌日も研修をやった

ということが思い出として残っています。つまり、当時はそのぐらいの人数だけだったので

す。 

 今、埼玉県のホームヘルパーは、教育会館は立派な施設ではありますが、そこだけ入れ切

れる数ではありません。しかし、そのヘルパーさんたちはとても優秀でした。特に 50 代の

女性はすごいなと私は思いました。当時は長男の嫁と言います、実際に義理の両親の介護に

当たった人たちですから、即戦力です。介護福祉士の資格をとって、今若い子たちが頑張っ

て資格取っていますが、その人たちは介護の戦力としてはすごいものがあったわけです。 

 

◎在宅福祉サービスの戦略 

1979 年に全国社会福祉協議会「在宅福祉サービスのあり方研究委員会」は「在宅サービ

スの戦略」を公表しました。これがきっかけとなりまして、在宅福祉サービスの三本柱であ

るホームヘルパー、デイサービス、ショートステイです。ホームヘルパーは自宅に訪問して

掃除や洗濯、炊事、入浴のお手伝いをします。デイサービスは社会福祉法人の特別養護老人

ホームなどが中心となりまして、1 日お預かりします、迎えに行って誰々さんいきましょう、

9 時ぐらいに迎えに行って施設で、午前中はお風呂に入ってお昼食事をして、千昌夫の歌で

体操して、またお送り、ご自宅の方にお戻しするというのです。ショートステイは実際の理

念と運用が全然違ったわけですが、理念から申し上げると、介護している方が急病でしなく

てはいけないとか、そういった時に短期間お預かりする制度だったのですが現実はなかな

か出来ず、試し入所になったのが現状です。皆さんは常連客と一見さんの客の違いと言いま

すか、この客はどこまで飲ませたらよいのか、どのような話題が得意なのかが分からないと

カウンターだけ 6 人しか入らない店では女将さんも心配なわけです。すなわちこの人の食

事介助は熱いままで大丈夫なのか、冷ましてからではないとダメなのか、刻み食でないとダ

メなのか、流動食でないとダメなのか、あるいは介助の時に関節はどこまで動くのか、どこ

までいったら痛くなるのかを理解しないと難しいのです。ショートステイを突然を受ける

のは現実は難しい。それは今でも変わりません。入所する前も一定の期間、ショートステイ

でお互いにお互いが慣れるという部分があり、これで活用されているようです。 

レスパイトケアという名前で言われていますけれども、旅行に行くときに活用される、あ

るいは月一回だけ土日預かって、ご家族が休めるという形で使われ方をしているのが現状

です。この当時できた理念とビジョン、実情とは違ってきていますけれども、在宅の 3 本柱

として成立したわけです。 

1989 年に高齢者保健福祉推進 10 か年戦略、通称ゴールドプランと言っていました。当

時私は埼玉県庁福祉部老人福祉課老人福祉係長をやっていました。この時は大変でした。要
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するに大幅にホームヘルパー、デイサービス、ショートステイ、特養の数をどんどん増やそ

う、ひと言ではそういう戦略です。ですから皆さん県議会の質問があります。議員の皆さん

からのものに対して知事の答弁書や部長の答弁書を私たちが下書きを作るわけで、これは

すごく大変な作業でして、国会の答弁などは皆さん NHK でご覧になっていると思います

が、神経を使うのです。元となるデータは全部集めなくてはいけない。それを知事が手を入

れられて自分の答弁作りとなるわけです。いつも帰りは深夜の終電です。もちろんその議会

だけではありません。財政課、人事課などに対応するのに人員がどれだけ必要か、金はどの

くらいかかるのかとかの対応です。山ほど照会文書も来て、資料を作る大変な日々を過ごし

たわけでございます。 

しかし埼玉県の特別養護老人ホームも数が増えましたし、ホームヘルパー、デイサービス、

ショートステイがものすごい数に増えた、頑張った甲斐があったと思います。当時、特別養

護老人ホームが待機者は埼玉県で 6000 人、東京都で 1 万を越していました。入れない方々

を何とか解消しようということで画期的なプランだったと思います。職員がひどい目にあ

いましたが、これは公務員ですから致し方のないことでありまして、愚痴を言っても始まら

ないわけですが、やりがいがあったと思います。 

 

◎2000 年、地域福祉の時代 

2000 年、これが劇的にありとあらゆるものが変わった時代です。大まかに結論だけ言い

ますと 2つポイントがあります。一つに地域福祉がここで法律として位置づけられたこと、

二つ目は契約制度が生まれたこと。この 2 つです。最大のポイントはこの 2 つです。 

一つ目の地域福祉が産声をきちっとあげたということをお話します。2000 年に社会福祉

法第 4 条、これが画期的な法律でできました。地域福祉推進の目的は福祉サービスを必要

とする地域住民が地域社会を構成する一員として、日常生活を営むこと及び社会経済文化

その他、あらゆる分野も活動に参加する機会を与えられるようにすることが規定されてい

たのです。これまであいまいだった地域福祉が、はっきり規定されたわけです。それまで岡

村重雄先生という社会福祉の大家の理論が地域福祉について定義付けをされていましたが、

それを発展させる形で大橋謙策先生がコミュニティソーシャルワーク理論を展開していま

す。非常に高度な学者用語ですので、わからなくなってしまうのですが、具体的にはこんな

感じです。まず対象者を、今の福祉制度、日本の法律はできすぎているのです。視覚障害者、

全盲、視覚障害になりますが、しかし弱視の人はどうなるのでしょう。小さい字が読みづら

いとか、黄緑色の保険の契約書の文字が読みづらいという人は残念賞で障害に該当しませ

んという話になって何の制度の恩恵もこうむられないということになってしまって、それ

ではだめだろうということが大橋先生の議論でして、生活のしづらさを感じている人を広

く捉えよういうことになったわけです。 

例えば生活保護なんかですと私も現場のケースワーカーをやった事がありますけれども、

一番苦しいのは基準にかろうじて該当しなかった母子世帯なんか非常に苦しい生活を強い
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られる。本当にちょっとした差でいうことがあります。例えば預貯金が若干高くなった場合

があります。その場合には、私はそのお母さんに、もう少しこの枠までいったら対象とでき

ますから、その時点ですぐに申請してください、ということで申請書を置いていったりしま

した。きちんと基準ができているがために、かろうじて該当しないという人が一番苦しいわ

けです。大橋先生は生活のしづらさを感じている人を対象としようと、大橋先生が始めて言

い出したことでけれども、イギリスの福祉論にしても岡村先生にしても地域の住民という

ものが理解のある人、あるいは福祉について理解してくれる人を対象にしていたわけです

が、大橋先生はさにあらず地域全体で福祉を盛り上げていかなければいけない。では全然理

解してくれない人はどうするのよ、ということには、例えば手話教室だとか点字教室だとか

ボランティア教室だとかの福祉教育をやって理解者をできるだけ増やそう、できれば全員、

いろいろな制度がありますけれども、適用できない人に対してはどうするのか、ということ

には例えば弱視の人に対して、生命保険の契約書を読むサービスはないわけですから、それ

をボランティアでやることもあれば、紹介するとか、あるいは NPO で音の支援をするもの

ができれば、社会福祉協議会から委託料を支払うとかですね、そういったありとあらゆるも

のを使って取り組もう、当たってよかったね、外れたら残念賞ではなくて出来るだけ活用し

よう、それでもどうしてもない制度はどうしたらいいかというと、作っちゃう。そういう制

度を作ってしまう。行政でできなければ、NPO とかボランティアを使ってやってみよう。

行政がそれに対してお金の面で支援できればそれはそれでいいのではないかと大橋先生は

論じているわけです。 

私もこれからの仕事になりますけれども働けないに若者たちが増えてますので、特にう

つ病とかで仕事を挫折してしまう若い人たちが増えてきています。自分の県庁の後輩、元部

下の職員だった人たちや今の教え子の中でも出てきています。そういう支援も必要だと考

えています。 

それと地域福祉法条の規定の中に、こういう考え方があります。地域住民と行政との関係

はどうしたらいいの、と。とかく住民の立場から言わせると福祉の仕事は役所だから、自分

たちには関係ない、となってしまいます。しかしお互いが計画づくりから実際にやること、

やるだけではなくて自分たちが利用することはあるだろうから、施設のこのサービスはど

うだろうか、合格か不合格か、もっと改善することはないか、サービス評価システムが今は

制度化していますが、そういうふうに住民が参加していくことが大事だと思います。皆さん、

試しにお住まいの市役所のホームページもしくは都道府県ホームページで「地域福祉計画」

と入力してみてください。そうしますと意見を言える欄があります。ここにどんどん参加し

てみてください。その審議会や策定委員会の中には県民代表の方や市役所であれば市民代

表の方が委員として参加されていますけれども、皆さんだって参加できるのです。ぜひ参加

してみてください。地域福祉計画を読んでみてここが足りないのではないかとかをパソコ

ンで意見を言うだけです。ぜひトライしてみてください。そういうふうに住民が積極的に参

加しなくてはいけない時代を、2000 年を契機に迎えたのです。それからもう 20 年経過し
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たわけです。 

それらを踏まえて都道府県市町村は地域福祉計画を定めるようになりました。市町村地

域福祉計画では全体の計画と小学校区単位の地区福祉計画を重層的に、全体だけではなく

て細かい部分、細かい部分だけではなくて中間部分、いろいろな計画を作っていこうという

ことになりました。策定に当たってはありとあらゆる業種の人たち、業界の人たち、社会福

祉施設の職員、民間福祉事業者、NPO、ボランティア。地域住民、医療機関。民生委員、み

んなで考えて、作っていこうじゃないかという時代になったということです。 

地域福祉計画についてですが、都道府県と市町村の計画は当然違っています。例えば防衛

計画を埼玉県で作ってもしょうがないですよね。これは国が作るものです。高度救命救急セ

ンターは命に関わるような重篤な病気に対しても都道府県単位で作らなければなりません。

ホームヘルパーさんの数は全国ではなくい小学校や中学校単位で作っていかなくてはなら

ないということになります。 

 

◎契約制度の時代 

 契約制度の時代、2000 年の 2 つのポイントのもう一つです。地域福祉が一つ、もう一つ

が契約制度です。1998 年 6 月、中央社会福祉審議会社会福祉基礎構造改革分科会、長いで

すね、これが「社会福祉基礎構造改革について」の中間まとめを公表しました。これによっ

て行政サービスの内容を決定するのを措置制度もやめよう、利用者が自由に選べるように

利用契約制度にしようとしました。1997 年に介護保険制度が決まり、2000 年に実施されま

した。これは措置制度ではなく保険制度です。皆さんの生命保険と同じで、ただ税金でいく

らか持ちますという制度になったわけです。皆さんの利用者の負担は原則 1 割、所得のあ

る人は 2 割、もすごくある人は 3 割ということです。いわゆる保険制度等でスタートしま

した。障害者の世界は、2013 年に障害者総合支援法が成立しました。実はその前の 2005 年

に自立支援法がありまして、これは障害者総合支援法を作る前のワンツースリーのワンツ

ーです。準備段階、実質上の契約制度はこの障害者自立支援法から決まってきています。行

政の本格実施になりました。では措置制度と利用契約制度はどこが違うのか、と言われても

答えられないですね。ちょっと考えてみてください。 

例えば私だったらこうします。私は北海道と沖縄が大好きです。新婚旅行は沖縄に行きま

した。八重山諸島が大好きで、そうしたら多分夏暑い、台風も来ます、勝手な話ですけど冬

の間 11 月から 3 月の間は沖縄県の石垣市にある施設に入ります。4 月から 5 月は埼玉にし

ようかな、6 月になったら梅雨もないし涼しい北海道の施設にしよう。6、7，8，9 月は北

海道にしよう、10、11 月は埼玉に戻ってこよう、極端に言えば昼は社会福祉法人育心会の

就労継続支援 B 型施設で働いて、夜は川越にある親愛会のグループホームを利用させてい

ただこうということができる。もっと言えば月水金は育心会、火木土は親愛会にいくことも

できるようになったのです。ここが決定的な違いです。提供されるサービスは一緒ですが、

皆さん利用される場合にはお客様の立場になったということです。病院でなんとか様って
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言われると私はちょっと違和感を覚えますけれども、ある意味考え方としてはそういうこ

とです。 

現実に社会福祉法人の現場にいますと、利用者の保護者さんから意識が変わってきたと

思います。契約してサービスの提供を契約として受けているという意識のある方が増えて

きていると思います。それは非常に良いことであって、サービスを提供する場合は一方的に

押し付けたサービスになってはだめです。施設だからこういう食事で当たり前、入浴はこの

回数で当たり前ではなくて、利用さんの側の保護者さんからこうしてくれああしてくれと

いう要望が出てきてお互いにできるかできないかということ、契約でも進んでいくという

のはとても良いことだと思います。 

 

◎ニーデイオリエンテッドからニードオリエンテッドの時代へ 

最後は文字でわかりづらいのですが、ニーデイオリエンテッドからニードオリエンテッ

ドの時代へというところを話して終わりにしたいと思います。この措置の時代は何かとい

うとまさにニーデイオリエンテッドの話になります。日本人は非常に几帳面で、法律を作る

時の精度が高い。条文でも一字一句作ります。対象者も非常にきちっと決められていた。 

例えば特別養護老人ホーム、65 歳以上、必ずしも 65 歳以上でなくてもよいのですが、原則

要介護 3 以上の人が特別養護老人ホームの入所対象者となります。市町村市役所の人が介

護認定に来ていろいろ調査をして、調査票に基づいて「はい 3 以上ですので特別養護老人

ホームの入所可能です」であればよいのですが、その時たまたま調子が良くて２になってし

まう時とかがあります。あるいは要支援ということになってしまうと特別養護老人ホーム

は残念でした、基準に該当しません、となります。法律や基準ではなくて実際上、要介護 3

以上の人でないと待機されている方がいっぱいおりますので入れませんということになり

ます。 

これはニーデイオリエンテッドというものです。皆様、大リーグにいかれたイチロー選手

は存知でしょうか。大体の方ご存知かもしれません。興味ない方でもテレビコマーシャルか

何かで見たことあるのではないかと思いますが、このイチロー選手のバッティングフォー

ムは綺麗なバッティングフォームではありません。もっと言うとめちゃくちゃなバッティ

ングフォームと言っていいかもしれません。とにかくどんな姿勢でもいいからバットの芯

に当てちゃおう、バットには芯がありまして、そこに当たるとポンと飛んでいくのですね。

それは天才的です。 

しかし従来、ダウンスイング、なるべく水平、極端に言うと刀を切るようなスイングが、

一番打撃が最も優れていることからいくと全然違うわけです。これはニーデイオリエンテ

ッドで、プロ野球の打者としての打撃法の基準からすると全く外れている。当時のオリック

スの仰木監督が彼の才能を見抜いて、彼はあれでいい、ということで育てたわけです。それ

はイチローという選手の個性です。 

埼玉福祉・保育医療専門学校は一人ひとりの学生さんを大事にする、十把ひとからげに授
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業をやって、はいさようなら、ではなくて一人ひとりいろいろ問題も抱えたり悩みも抱えた

り、あるいは得意分野もあり、自分としての部はせる調子もいろいろあり一人一人当然のこ

とながら違うわけであります。そこは私学の良さで十把ひとからげにやるのではなくて、一

人ひとりを大事にしていこうということです。 

そのイチロー選手は仰木監督の下で才能を開花させて、あれだけのヒットを打ち、大リー

グでも大活躍し、アメリカでも有名な選手になったわけです。ピートローズという超優れた

選手のヒット数を破るという、私たちが子供の頃に見たドジャースのすごいアメリカ人の

選手たちに対抗できる日本人なんか出てこないと思っていましたけれども、彼はやっての

けたわけです。では彼がもし、どことは言いませんけれども、打撃の基準を守らないとゆる

がないなんていうチームが、皆さん頭に浮かぶと思いますけれども、そのチームに入ってい

たらどうでしょう。きっと一軍には上がれなかったと思います。せいぜい補欠、もしくはク

ビになっていたかもしれません。 

ニーデイオリエンテッドの恐ろしさはそこにあるのです。集団のルールあるいは集団の

基準に該当しないとあなたもダメですよということになってしまうわけです。そうではな

くて一人ひとりを大事にしていくということがこれからの時代に求められるのではないか

と、ニードオリエンテッドと一人ひとりを大事にしていこう、一人ひとりのニーズに合わせ

てやってこういうことです。 

手話の話をしますと聴覚障害の人たちも、先天的な聴覚障害でろう学校を卒業された方

はほとんどの方が口話法と手話法と両方できる人が多い。しかし途中で耳が聞こえなくな

った人たちは必ずしも手話ができるとは限りません。視覚障害の方もそうです。網膜剥離と

か網膜色素変性症とかいう病気で途中から目が見えなくなった方は点字がスラスラ読める

か、私もアイマスクをして速読にトライしたことありますけれども、とても難しい。そんな

簡単ではない。ですから視覚障害者の人が点字をみなさん読めるというわけではないわけ

です。ですから聴覚障害の人で例えば大学生の聴覚障害でついこの間、聞こえなくなったと

いう方に対しては、手話を覚えてもらうのがいいかもしれませんが、要約筆記とか、あるい

は字幕の配慮とか、そういったものの方が有効であったりする場合もあります。 

視覚障害の方についても同じで、必ずしも点字ではなくて音声ワープロ、あるいはテープ

のほうが有効であったりする場合もあるわけでして一人ひとりニーズは違いますよという

ことです。属性にかかわりなくその人の有しているニード、そのものを志向することをニー

ドオリエンテッドといいます。その人に必要とされるサービスは施設、行政、NPO、ボラン

ティア、その他ありとあらゆるものを活用して、足りなければ制度を創設しよう。これどこ

かで聞きましたよね。そう大橋先生の考え方です。このニードオリエンテッドは障害者手帳

に該当するほどではないけれど軽い障害があるとか、生活に支障がある人、あるいは生活保

護基準では達しないけど貧困で進学できない人等、今までに救済されなかった人たちを幅

広く対象としようということなのです。では誰がやるの、それはヒント、深田恭子さん。今

日は何度も出てきます。社会福祉協議会のソーシャルワーカーがいいのではないかという
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のが通説です。しかし私、異議を申し上げます。現場の社会福祉協議会の職員の人たちと私

は仕事を一緒にしてきましたし、友人も多くいます。現実の市町村の社会福祉協議会に目を

向けますと本当にお気の毒だと思うことがいくつかあります。まずは自主財源がありませ

ん。自分たちで儲けて何か出来るというものはないのです。市役所からの補助金・委託料、

こういう仕事をやって、その代わり必要な人件費と事業費はお支払いします、県の社会福祉

協議会もそうで、自主財源はほとんどないですから、県からの委託事業、これがまた大変な

物量、ものすごくあるのです。調査の委託とか、とても手間暇かかってお金は儲からないと

いう仕事が多いのです。非常に県の社会福祉協議会の職員皆さんも残業が多くなっていま

す。 

だから簡単に私はソーシャルワークやれと言われたって、できないのではないかと思う

のです。じゃあどうすんだよ、ということについては、私は地域福祉という法律ができた以

上、ソーシャルワーカーの人件費とか事業費の財源を補填すべきだと思います。それは申し

訳ないですが、皆さんの税金で補填していただくしかないと思います。 

そこは国民の皆さんの選択になると思います。そこまでやる必要はない、という考え方も

もちろんいらっしゃると思います。しかし母子世帯で生活に困っていて誰にも相談できず

に悶々として心中しようと考えている人だって現実に私は遭遇してきましたし、そういう

世帯を救うことの方が私は経済的にもメリットは大きいと思います。なぜかその子が自立

して社会に貢献してくれるからです。 

埼玉県庁の生活保護受給者チャレンジ支援事業がモデルとなって 2013 年 12 月に生活困

窮者自立支援法が成立します。4 月から施行になっています。これは画期的な点はニードオ

リエンテッドを取り入れたという点です。現に生活に困窮している人を広く対象とした、別

に基準を設けているわけではありません、それで自立相談支援、家を確保するための住宅確

保給付金の支給、具体的にはアパートの敷金、家賃です。就労準備支援事業、職業訓練もあ

ります。学習支援事業、経済的に塾に行けないお子さんたち、高校に進学してなおかつ高校

の 1 学期の中退率が全国的に高いものですから、そこの学習支援をきちっとして就職に結

び付けようという事業です。これは厚生労働省が予算を確保しているのです。都道府県と市

町村の一部を負担しています。やっとこさ、ここでニードオリエンテッドの考え方ができた

法律です。この法律ができる前に私ども埼玉県庁職員が衆議院厚生労働委員会に呼ばれま

して、参考人招致としていろいろな質問に答えたのを覚えています。その時に本会議で当時

の安倍首相が埼玉県の生活保護受給者チャレンジ事業は全国の事業として展開すべきだと

いう質問に対して、安倍首相が埼玉県方式は法律化し予算化するという答弁をなさって私

たちもやっとこさ公務員らしい仕事を一つできたないう感慨にふけったことを思い出しま

す。 

最後に自慢話をして終わりになりますが、これは私一人が行ったわけではなくて、むしろ

部下の皆さんが頑張ってくれた。私はただ取りまとめただけに過ぎないわけでございます。

課題をみなさんやっていただきたいと思います。課題は措置制度と契約制度ってどう違う
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のか、契約せずになった時のメリット、申し上げましたが、自分で選べるわけですから大き

なメリットがあります。簡単で結構ですからお書きください。 
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（５） 重度障がい者への支援 

担当：渡邉陽介・埼玉福祉保育医療専門学校 

 

◎あいさつ 

 「重度障害者への支援」の全体的な講義の流れ、概要をお話しします。経歴を簡単に紹介

した後、障害者福祉の経過それからバリアフリー、ユニバーサルデザイン、そして障害者の

地域生活の事例、障害者支援の変遷、障害のある方の地域生活を支えるという六点でお話を

進めます。私の経歴は昭和 51 年からこの世界におりまして、今 44 年 8 カ月というところ

になります。最初は埼玉県社会福祉事業団といういわゆる外郭団体に勤務いたしまして、乳

児院、児童養護や子どもさんの施設から障害関係の施設、A 型センター、法人事務局という

ようなところで、最初に身体障害の方、当時は身体障害者療護施設となっておりましたが、

そこを皮切りに児童養護施設へ、それから知的障害の施設、そして県内で初めてだった身体

障害者 A 型センター、最初の療護施設も県内で初めての施設でした。 

  そこを勤めあげて、その後さいたま市の社会福祉事業団、こちらも市の外郭団体になり

ますが、こちらは以前の法人が入所型中心だったのに比べて放課後児童クラブ、児童センタ

ー、放課後デイサービス、介護老人保健施設、老人福祉センター等々です。入所型の施設と

いうのはごく一部しかなく、むしろ通所、いわゆる地域で生活している方々の福祉施設とい

うことで勤めさせていただき、その後、他の児童養護施設に行ったりしましたが、その間学

校法人埼玉福祉保育医療専門学校で社会福祉士の方の養成に携わっておりました。それか

ら現在は県立高等学校の非常勤講師で、介護従事者の初任者研修を取るための講義の一部

を担っております。 

 

◎障害者福祉の経過 

 障害者福祉の経過ということで、これまでの障害者の方たちの福祉はどんな動きをして

きたかということで申し上げておきたいと思います。戦後日本国憲法が出来まして、その後

児童福祉法が昭和 22 年に先にできました。それは戦後の孤児たちの対応ということだった

わけです。ところがこの児童福祉法では子どもまでしか見られないということから、そこに

障害のある方たちがということがあって、身体障害者福祉法が 24 年に、25 年に精神衛生法

を、このときにはまだ精神障害の方たちはいわゆる病人ということで、病院で治療をすると

いうことでした。 

 その後、昭和 35 年に精神薄弱者福祉法。この精神薄弱者福祉法が身体障害者福祉法と並

んで作られた。この事によって実は障害の分類ということが際立ったということになりま

す。昭和 37 年、38 年に老人福祉法が出来まして、ここで児童、障害、高齢と分離されてく

ることも起こってきたわけです。昭和 45 年、緊急整備 5 か年計画、これが入所施設をたく

さん作るという時期になったわけです。ですから、これらの時期で障害、それから年齢、そ

れらが縦系列、縦割りの始まりの時期と申し上げていいかなと思います。 
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昭和 57 年、国際障害者年があってこれが、その前に知的障害者の権利宣言、そして障害

者の権利宣言というふうに障害者ということで国連では一本化してくることになりまして、

それを受けていわゆる障害者の政策が徐々に一本化の方向になってきております。社会福

祉士・介護福祉士法、そして平成 5 年には障害者基本法ということになって、ここで完全参

加と平等ということがうたわれるわけです。ここで障害のある方たちの団体の皆さんが一

緒に協議会等をつくった時期にもあたります。 

ここでは、障害者プランができてきます。そして社会福祉士・介護福祉士法から 10 年後

に精神福祉士法が成立し、精神障害の方達を地域にという動きということも出てきており

ます。この辺でハートビル法や交通バリアフリー法が出ていますけれども、この辺は後程触

れたいと思います。平成 12 年、2000 年に社会福祉基礎構造改革、介護保険法で大きく福祉

の方向性が変わってくるということになって、社会福祉法、これが地域福祉との表現が盛り

込まれてきたということになります。 

平成 15 年の支援費制度、これが高齢者の方の介護保険法と同じように契約制度というこ

とに新たに加わったわけです。本来であれば高齢者の方の福祉と一緒に障害者の方の契約

制度も考えられたのですが、少し遅れてここで契約というようなことがスタートしてきて

おります。 

さらには発達障害者の方の支援法ができ、そして障害者自立支援法。ここでは身体、知的、

精神、発達、それぞれの障害を一括した支援法ということになります。ここでは障害程度区

分という言い方を支援費制度から引き継いで、区分ができています。 

平成 24 年に、障害者総合支援法ということになり、ここで障害支援区分という言い方に

変わり、つまりはご本人の状態ということから支援の状態、これへ変わっていくということ

になります。そしてさらには「障害者の権利に関する条約」が平成 18 年に国連で採択され、

これに呼応する形で虐待防止法ですとか差別解消法でありますとか、そういったことが行

われ、その結果平成 26 年に「障害者の権利に関する条約」批准・締結に結びつけたという

事です。 

そして障害者支援法の改正等があり、この平成 29 年には高齢者それから障害児者、これ

が同一事業所でサービスを受けられるということで年齢を超えたサービス提供が行われ始

めました。さらに現在に向けては平成 30 年にバリアフリー、障害者の基本計画、雇用促進、

地域共生社会を実現するための社会福祉法の一部を改正する法律、バリアフリーがまた改

正ということになってきております。 

このように障害者の方の福祉が当初分離され、それがまた統合という様な道筋をたどり

ながら現在に向かってきている。ただ最初に出来た分離がまだまだ尾を引いているという

状況にあるかと思います。 

 

◎バリアフリーとユニバーサルデザイン 

 それではそんな中で障害のある方達が当たり前の生活を送れるようにというようなこと



92 

 

で取り組まれたのがバリアフリー、ユニバーサルデザインということになります。まずバリ

アフリーですが、これは国連での専門家会議でバリアフリーデザインという報告書を出し

たことから使用されるようになっております。元々が建築用語だったわけですが、それがさ

らにはいろいろな障壁の除去ということで使われている状況になってきています。これも

中身としては物理的なバリアです。道路、建物、そういった物のバリアをなくすということ

で、路上の放置自転車、狭い通路、急勾配、ホーム、電車の隙間とかです。そういったもの、

それから届かない位置にある物を物理的なバリアと言います。 

 制度的なバリアもあります。これは社会のルール、制度です。これによって機会、均等を

奪われるということになり、試験の時の障害に応じた対応等がされないとかです。あるいは

盲導犬が入れないというようなこと。それが制度的なバリアとしてある。 

そして文化情報面でのバリアがあります。情報の伝え方が不十分ということで平等に情

報が得られない。視覚に頼ったタッチパネル、音声のみのアナウンス、手話通訳がない講演

会、案内で難しい表現とかです。社内でアナウンスされても、聴覚に障害のある方には本当

にわからないという状態になるかと思います。 

意識上のバリアは周囲の方からの言葉、偏見、差別、無関心、障害のある方を受け入れな

いことです。これが例えば精神障害の方、知的障害の方に対する偏見ですとか、あるいは無

理解です。そういう部分に対してバリアがある。それから点状ブロックがあるという事を承

知というか、あまり意識していないかも知れませんが、その上に物を置いたりということで

視覚障害方のバリアをつくってしまうというようなことです。 

意識上のバリアで言うと私がおりました法人でも、それぞれ初めて知的障害の方のグル

ープホームを作るということで考えたのですが、最初に予定した土地では住民の方の反対

で結局建てられないということがありまして、他の地域で建設するということも、これもや

はりバリアというようなことになろうかと思います。 

それで実際にバリアフリーの具体例ですけれども、エレベーターについては、車椅子でも

使えるようにボタンが下の方についていたり、それから中に鏡がついていてそのまま入っ

て鏡を見てバックのまま後ろに下がれるとか、それから向こう側が出口になるというな形

のエレベーターもあります。そしてホームドア、これも本当に視覚障害の方にとっては大変

に助かるものになるで、安全を確保するということになります。そして点状ブロック。これ

がホームの際のところとそれから内側ですね。こういったところを区別するようにここは

少しざらついた面になるというようなことで場所をわかるようになっているという事にな

ります。最近では電車の中にもこのブロックが作られているというような電車の出口とい

うことを示すものもできているという状態です。 

それから案内サインの方は、なかなか文字ではわかりにくいということで、ピクトグラム

で、いわゆる絵で示すということになっています。多様なニーズに合わせたトイレというこ

とで、車椅子の方、あるいはいわゆるオストメイトのような物で対応せざるをえない方、赤

ちゃんのベビーベッド、こういったことがあって多機能のトイレっていうものができてき
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ています。しかし、これは一部、あまりにも多様化しているということで分離というような

方向も考えられているところです。 

通路のスロープについても、車いす、あるいはベビーカーそういったことでお使いになる

場合には極めて便利になる。浴室もこれも非常に手すり、ボード、それから床面の材質とか

床面と浴室面の高さの調節、こういったことで、いろんな問題を抱えていても便利になって

きています。 

それらのことを示す国際のシンボルマークがあります。身体障害の方の車いすの絵にな

っていますけれども、これが国際のシンボルマーク。視覚障害の方の国際シンボルマークも

あります。ベビーカーマークは、ベビーカーで使えますよということ。そして補助犬のマー

クですね、これは啓発用のマークとして普及しています。 

オストメイト用の設備がありますよという対応トイレなどに表示されるものもあります。

耳マーク、手話マーク、これは国内で使用されていますけれども、案内カウンターなどで表

示して、それに対応できますことを示すマークになっています。 

ハート・プラスマーク、ヘルプマーク、これらはいわゆる内部疾患のある方です。なかな

か外からでは障害の状態というのは分からないということでこのマークによって、右側の

ヘルプマークは東京都のものですけれども、こういったマークで示すことができる。それか

ら自動車の運転者が表示する標識ということで右側の高齢者の方、70 歳以上の方というよ

うなことで使われているということです。 

このバリアフリーの法的な背景ということになりますけれども、これは先ほどの経過の

中にも入れておきましたが、まずは 1994 年、平成 6 年、最初にバリアフリーが建築物等の

ものから始まったということを申し上げましたけれども、ここで示すように建築物、これを

使いやすいようにするためのものでハートビル、ハートのあるビルということで、まあ安心

して利用できる建物ということで、それを促進しようという法律です。 

できるだけ誰もが快適に過ごせる、その建物というようなことでできた法律、それが今度

は平成 12 年、今度は公共交通機関に対するバリアフリー、交通バリアフリーで公共交通機

関の駅や電車などの乗り物バリアフリー化することを目的とした法律ができます。この時

には駅構内のエレベーター、エスカレーター、スロープの設置や運賃表、ホームの案内板の

点字表示などが改善されてきたところです。 

ここでは高齢者、身体障害者、となっていますが、これが平成 18 年、2006 年には高齢

者、障害者等の移動ということに変わってきまして、ここではじめて障害者、つまり身体障

害者の方だけではなくて精神障害、知的障害の方も含んだ障害者全般ということでできた

法律になります。 

先ほどのハートビル法、交通バリアフリー法、これを統合して、誰もが、ということを目

指したバリアフリーの法律。ハード面だけではなくてソフト面ということも意識した法律

ができたということになります。 

それがさらに平成 30 年に改正をされまして、いわゆるここで共生社会の実現ということ
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が出てきております。先ほどのようなハード面でありますとか、そういうことだけではなく

て、やはり心のバリアフリーということが盛んに言われ始めたところです。ここでそれらに

対応するような改正というのが行われ、例えば貸切バスや遊覧船の導入時のバリアフリー

基準の義務付けが行われてきているということです。 

そして今年、改正が行われております。この中ではソフト面の対策の強化そして啓発とバ

リアフリー基準の適合義務の対象拡大があります。これは公立の小中学校でバリアフリー

がうたわれております。 

次にユニバーサルデザインです。これは年齢、性別、国民、国籍、民族、関係なく誰もが

使いやすいものということで障害のある方、ロナルド・メイスという方が提唱した、これま

でのバリアフリーという概念を広げる目的で提唱した概念です。この７原則で上がってい

るのが、誰でも公平に利用できる。それから自由で柔軟である。例えば公平に利用できると

いうことだと自動ドアとかです。自由と柔軟性がある。デパートで階段があったり、エレベ

ーター、エスカレーターがあり、どれでも勝手に使えるということです。使い方が簡単とは、

灯のスイッチとかリモコンとかになります。必要な情報がすぐに日本語だけではなくて外

国語と、それから音だけではなくて建物内で経路が分かるような表示とかです。うっかりミ

スが危険につながらないようにすること、これはホームドアとか、レンジで開けると途中で

も止まるとか、電気ポッドのコードがポンと外れるとかです。それから少ない力でも使用で

きる、身体的な負担が少ないということで IC カード、タッチパネル、あるいはセンサー蛇

口というようなものがあります。 

利用しやすい十分なスペース、としては、多機能トイレとか、電話が低く広い公衆電話と

かで、自動販売機というようなものがあげられるかと思います。 

実際には幅の広い改札口、これは車いすでもベビーカー、杖を使った方、荷物を持った人

でも通れる。スロープも先ほどバリアフリーでも出てきましたけれども、最初に建てる時に

作られればユニバーサルデザインとなり、後から取り付けるというのがバリアフリーとい

うことになるかと思います。 

シャワートイレは医療に使っていた、術後に使うというようなものだったのを、誰でも使

えるようになった。もうこれなしでは私なんかも済まないという状態です。それからシャン

プーとリンス。シャンプーには上にポッチがついているということになっています。センサ

ー蛇口は捻らなくていいということで力の弱い方、公共の場所などでいろいろな方が触る

というようなことが避けられる。今のコロナでも非常にいいかなと思います。 

ただこれに注意していただきたいのは、前に視覚障害の方のガイドヘルパーさんが一緒

にいて、手を出してくれれば大丈夫ですって手を出したら、袖まで濡れちゃったというよう

なことがありまして、距離感を視覚障害の方にはお教えしないとダメかなというように思

います。 

ノンステップバスは子供さんでも車椅子でもできるということで、これはオリンピック・

パラリンピックに備えて都営バスでも実用化を図られるということが進められているとい
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うことです。自動販売機は先ほども申し上げましたけれども、ボタンの位置が低いとかです

ね。それからお金を入れるところが線みたいな状態じゃなくてお皿のようになっていると

いうこと、それから取り出したものが載せるお皿がついているとかっていう風に子供でも

できるし、車椅子の方でも大丈夫。アルコール飲料には、点字がついている。標識で、いろ

いろな方が見ることができるということのピクトグラムがあります。 

なかなか通常この違いがわからないかもしれませんけれど、お札にはいわゆる少し点字

風に盛り上がった状態で違いが分かるようになっているということです。 

実はこのバリアフリーやユニバーサルデザインのようなことを通じて、今「ユニバーサル

社会」という言葉ができてきました。ここでは全体的に見ていこうということで、やはりユ

ニバーサル社会実現ということが言われています。ですから、今までバリアフリーの対象と

なっていた、その最初に上っていた障害のある方、高齢者の方、こういった方へ向けた諸政

策がどうであるかということをきちんと公表することになっています。 

一体的にやるために各省庁がみんな集まって考える。障害者、高齢者の方からの意見もど

んどん吸い上げるということが、ユニバーサル社会というような言い方をするようになっ

てきております。ユニバーサルデザインもオリンピック・パラリンピックを契機にというこ

とで、街づくり、ソフト面の心のバリアフリー。こういったことができるようにという、誰

にも良い建物、あるいはどこへ行ってもやさしいという意味で進められています。 

一方内閣府や国土交通省が、進めてきたようなバリアフリーが、厚生労働省では「我が事・

丸ごと」ということで進められてきています。これが他人事でなくて、みんな知ってという

意味でつけられています。これが複合的な課題、あるいは制度の狭間、こういうところに目

を向けて「地域共生社会」をつくっていくという考え方です。 

さらには高齢、障害等、先ほど申し上げたように分離していたということです。それぞれ

の相談体制、現在もそうなっていますけれども、それがなかなか複合化している、複雑化し

ている。こういった場合にはできるだけワンストップで対応できるような状態、生活支援、

就労支援、こういった方達がまた、さらには地域を支える側、支援を受けた方、受けていた

方が今度は地域を支える側になるということを考えていかなければなりません。 

さらに相談支援機関を一体化する、連携すること、これがいわゆる相談支援包括化推進員

が、今すでに採用されたりしているわけですけれども、こういったことにつながってきてい

ます。今年さらに地域共生社会を実現するための改正が行われて、さらに実現するという方

向になってきております。この中でも、社会福祉連携推進法人制度があります。これは相談

体制を一括するというようなことだけではなくて、地域の法人を連携して、一つの連合体の

ような形にして、そこで人材確保、あるいは人材育成であるとか、資金の融通とか設備・物

資の共同購入とか災害時の対応とか、いわゆるネットワークを具体化していくという形で、

法人を一つの法人で動くのではなくて、連合して連携しながら動いていく。そういうことに

よって、より地域への支援の強化を図っていく。そういった動きに現在なってきているかな

と思います。 
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このことによってバリアフリー、ユニバーサルデザイン、そこからユニバーサル社会や地域

共生社会、この辺は法律を一本化してもいいのかなと思いますけれども、それぞれ分離しな

がらも、徐々に福祉が地域を元気づけていく、地域で支援をしていく。こんな方向性に変わ

ってきていると思います。 

 

◎障害者の地域生活事例 

 今度は 4.障害者の地域生活事例ということを見ていきます。まず事例の一つ目です。私

自身が居た時の療護施設の方で、まだ療護施設と呼んでいた時代の方です。A さんで 30 代

の女性、脳性麻痺による体幹機能障害ということで１種 2 級の方で、車椅子でゆっくり自

走可能。ADL は半自立というよりも一部自立と考えていただいていいかと思いますが、非

常に優しい性格の方で本当にどなたに対しても穏やかに接して、それから自分よりもさら

に介護度の高い方に対してはお手伝いをする優しい性格を持った方でした。 

そんな方が施設内でも機能訓練をやっていたわけですけれども、そうしている中、施設に

来られた男性ボランティアの人と親しくなりまして、この方と一緒に出かけるとか、それか

らボランティアの集まりにも一緒に外出しいて参加するというようなことが増えていきま

した。そんな経過から「その方と結婚をしたいんだ」ということになって結婚するためには、

リハビリテーションを専門に行う施設へ措置変更をしてもらって、IDAL の訓練も含めて希

望しました。しかしながら他の人達は、「とても夢だよ」「無理だよ」ということで、職員も

意見が賛否両論で、むしろ反対が多かったという状態でした。措置機関も、「もう措置を切

ってしまうと戻れません」という、施設からも「もう待機者の方が多いので戻れないよ」と

いうようなお話をしましても、ご本人の意思は非常に硬くて、相手の方も「自分や知人ある

いはボランティアで介護するから。」と言って、更には A さんのご両親も「本人の強い意志

があるので、もう言うこと聞かない。だったら失敗したら自宅で暮らさせるからもう施設を

退所させたい。」という事で退所をしました。 

そんな心配をよそに、しばらくの期間、数カ月の訓練を経て地域生活、そして先ほどの男

性と結婚し、そして出産、子育て。それで結果的に、夫、それから A さんのご家族、それか

ら近所の方々、ボランティア、こういった方々の支援を受けながら、見事に地域生活を全う

されています。その後、夫は亡くなられたんですけれども、その後成人した息子さんと現在

も生活しているというような状況です。この施設ではその後、本当にもっと重度の方、全介

助の方が口でシャッター押して写真を撮るというような方が、カメラを仕事としてその後

外に出て、障害のある方達数人と地域で暮らしているということも、すでにこの施設から何

人かの方がそんな形で退所しているということです。 

次の事例２は、生活支援センターです。先ほど申し上げた、私がおりました法人の生活支

援センターで対応したケースです。B さん、50 代であり、重度の体幹機能障害があって、

ほぼ全介助。80 代のお母さんと同居しているようなケースです。この方、社交的というこ

となんですが、一方口が災いするという状態のある方でした。で多少知的障害ということも
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あるかなということがあるんですけれども、身体障害者デイサービスを長く利用していて、

ストレッチャータイプ、寝た状態の車椅子で、路面走行等は問題なく自宅の出入口も段差を

なくして出入りできるということで、不便なく出入りができるという状態でした。 

排泄に関しては、ご本人、まだ腕力があるうちはお母さんの介助で排泄等も対応できるよ

うになりましたが、その後だんだん力を入れることができなくなり、難しくなってきたとい

う状態です。あるとき B さんが肺炎で緊急入院をして、病状が安定して転院した訳ですけ

ど、その病院からは退院を迫られました。ところがお母さんはもう家庭での面倒はこれ以上

見られないということで、自宅への退院は嫌だということでした。B さんはやはり自宅で対

応、自宅に退院したいと言いましたが、お母さんは、入所施設に入ってほしいと考えていた

わけですね。そこで、お母さんの希望に沿って、障害者支援施設、旧療護施設ですが、見学

に行って数か所見たわけですが、どうもやんわり断られてしまう。本人が気に入ってもダメ

ということで、やはり口が災いしたということもあったのかなということです。 

退院は迫られているということで在宅での支援を検討し、訪問介護、訪問看護、移動支援、

ショートステイ。お母さんからはショートステイも月の半分はやってほしいということで、

そのプランを前提としまして、そうした生活の継続で一旦自宅に戻って生活落ち着いたと

いうことになって、外出や外食も楽しむようになりました。ところがさらにご本人は一人暮

らしをしたいということで、移動支援の事業者の方からの支援で古い一軒家を借りること

ができて、縁側から居間に上がったりするスロープもつけて出入りすることができ、訪問看

護師にきてもらって排泄等も対応していただくということになりました。 

ここでは訪問介護と訪問看護、このすみ分けって事もあったわけですが、支援課の担当者

にも支援会議等に入ってもらい協議を進めることで対応していました。最初は深夜早朝に

もヘルパー派遣を行いましたが、じきに不要という判断もされてきたわけです。本人の要求

の多さがあって、先ほども申しあげたとおりに口が災いということになり、ヘルパー事業者

の方も変更を何回かしましたが、とりあえず生活を継続することができていました。 

ところが借家が古く取り壊されるということで、今度は近くのアパートの１階を借りる

ことができたわけです。以前よりも新しい物件で、非常に本人も喜んでいましたが、本人は

主治医に受診する時に合わせて自宅を訪問していたわけです。お母さんの様子も見ていた

わけですが、お母さんの方は心配していても本人の家を訪問することはなかったわけです。

そして、お母さんが自宅で倒れて亡くなってしまわれました。この倒れた日から数日してか

ら発見されたわけですが、お母さんが倒れられたと推測される日に主治医の受診にご本人

は行ったわけですが、通常はそこで病院から自宅に寄るということをしていたわけですが、

この時には寄らなかったのですね。ですから、もし寄っていればお母さんが倒れて居ること

も発見できたのではないかということで最後まで悔やんでいらしたわけです。 

ご本人もその後生活をしていましたが、1 年後に自宅アパートで昼と夜のヘルパーさんの

訪問の時間の間に亡くなられるということになりました。いろいろありながらも、地域生活

を続けたいというご本人、ご自宅、アパート、そういった一人暮らしを含めて、ご本人の意



98 

 

向に沿った地域生活を全うされたというケースです。 

事例３はいろいろと問題を抱えたケースです。身内の金銭搾取ということでの A さんと

B さんです。この A さん、B さん、お二人が中心でそれに対して息子の C さん、それから

A さんから見ると甥にあたる D さんとその子供、それから D さんと同じ兄弟の F さん。こ

れが登場人物になりますけれども、まず A さんは 70 代、子供 2 人、B さんと C さんのお

母さんです。軽度の知的障害があります。夫は亡くなられて自宅は持ち家ですが、名義は夫

ということで長女の B さんと同居という状態でした。 

長女の B さんは 40 代で中度の知的障害で一般就労していた時期もありましたが、ここ十

年は作業所で働くという状態で工賃収入、年金、この管理は全て A さん任せということで、

B さん自身は本当に毎日の交通費、食費、それ以外は小遣い程度で無駄遣いをしないという

方でした。 

長男の C さんは 30 歳の後半。中度の知的障害がある方で、ご結婚されていましたけれど

も、離婚されて隣町のアパートに独り住まいをしていました。収入は障害基礎年金だけで、

お母さんから足りない分は援助を受けるということになっていました。 

C さんは結婚中も A さんが借金返済のほとんど面倒を見てもらっていたというようなこ

とで、家賃も A さん負担でした。A さんはその分自宅に帰ってくれれば家賃も払わずに済

むということで勧めたのですが、ダメということで、1 人住まいをしているという状態でし

た。 

この C さんにアパートを紹介したのは甥の D さんです。D さんは生活保護を受給し、C

さんと同じ町に暮らしています。D さんの奥さんも亡くなられて、その後 D さんは A さん

から生活費など 30 万円くらいを無心していました。月に 2 度、C さんを連れて一緒に A さ

んを訪ねて、外食、買い物、一緒に A さんも行って、そこで A さんに支払わせるというよ

うなことになって、こんな生活している中で、A さんは貯金が漸減して、少しおかしいな、

困ったなということで生活支援センターに相談に来られました。 

生活支援センターとしては障害支援課や障害福祉課、社会福祉協議会等の担当者で集ま

りまして、いろいろと事情を聞いたら、どうも聞いてる費用負担だけではなく、さらに費用

を負担していたということが分かりました。携帯電話代、これも 4 台分払っていました。D

さんは明細書も見せずに「月々これくらいかかってるよ」と言って請求する。さらに親戚み

んなで旅行に行くので車両代と言って支出をさせていましたが、A さん自身は親戚一同と

言っても乗ったことがない、とこんな状態でした。 

D さんの兄弟 F さんも、将来は B さん、娘さんですが、面倒を見るからと光熱水費、医

療費などを A さんに仕送りしてもらっているということでした。 

さらには D さんの子供の E さんの服飾代も A さんが負担する。C さんと D さんが一緒

に来るときはお金を渡さないと中々帰らないという状態だったのです。関係の自治体の福

祉課から生活保護の状態、D さんの状態も調査依頼をしたり、あるいは C さんから状況を

聞こうと試みたのですが、C さんは拒否して、取り付く島もない状態だったわけです。 
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A さんは F さんから公証役場に一緒に行くことを勧められていまして、土地建物の名義

変更を勝手に手続きされてしまうことも恐れていた状態です。生活支援センター、障害福祉

課、高齢介護課、社会福祉協議会、地域包括支援センター等それぞれの機関で A さん、B さ

んの財産を守らなければならないと成年後見制度を活用して、財産管理をしていくという

ことになりました。市長申し立てによって成年後見制度を活用し B さんには中度の障害が

あるということで後見人を、A さんには軽度の知的障害ということで、保佐人をつけるとい

うことの審判が下りたということで、財産管理に関しては、こういった後見人、保佐人とい

う方たちと共に対応するということになったわけです。 

今後の課題としては A さん B さんの生活費が、C さんに渡っているということで、実は

D さん、F さんは、C さんは息子さんですから A さんが C さんにお金を渡すのは親子関係

の問題なので C さんを通じてお金を引き出すということで、そのような形をとって C さん

経由で D さん、F さんにお金が流れるという状態をとっていたのです。 

さらに A さんも子どもの将来を案じて B さん、C さんをなんとか身内の D さん、F さん

に頼りたいというような気持ちもあったわけです。障害のある子どもたちの将来を身内や

親族に託したいとの気持ちとしてはわかりますが、そういう状態を身内ではなく、社会的に

支援できるという考え方ができてくれば、財産に対する問題もなくなるのかなということ

です。 

その後相談支援をしていた職員が、B さんを訪ねたところ、お母さんが亡くなられて、B

さんは財産の関係は後見人が一緒に管理をしているということで、それなりにやっている

というような、元気な声で答えていたということで、ちょっと安心をしたというような状態

でした。 

事例の 4 つ目は地域生活継続の困難性ということで、地域生活を過ごしている状態にあ

る方もそれを継続していくのは難しいというケースです。これは生活介護の施設の利用者

の方で、私が施設長をしていた時のケースです。特別支援学校を卒業して、実習等を行って

来られたわけですが、学校の紹介、親御さん同士の情報交換とかあちこちの施設を探して、

本当に「孟母三遷」と言いますが、いろいろな所を探して、やっとうちの施設に来られたわ

けです。ご本人たちも本当にここは良いということで、まあ落ち着いて施設生活が始まりま

した。在宅状態で施設に来ていて、だいぶ落ち着いてきたかなという状態だったのですが、

数年してから国の方針で入所施設を作らないという状況にありましたが、この地域には入

所施設がなかったこともあって、近隣に障害者支援施設ができるということになりました。 

この情報が入った途端、4 人の方は施設も見学して、親しんだ生活介護の施設を離れて入所

することに決定しまして、ご一緒に退所して、ご一緒に入所したということです。せっかく

在宅状態で地域生活を営んでいたわけですが、どうしてかというと、ご本人もそれから親御

さんも口をそろえて言われたのが「今の施設はとても気に入っていますが、でも将来を考え

ると・・。」ということでした。 

将来を考えるといってもまだ特別支援学校高等部を卒業して何年でもないので、親御さ
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んたちもまだお若い方が多かったわけですけれども「本当に自分たちが対応できなくなっ

た時のことを考えると今のままでは・・。」と言うことだったわけです。これは本当に在宅

状態、地域生活を送っていたにも関わらず、今のこの地域の中でこれからご本人だけで暮ら

していくことが難しいということを意識された結果であると思っています。 

入所施設から地域生活に移動した方、あるいは地域生活を何とか続けた方。それから逆に

地域生活から離れた方。こういった事例を紹介いたしましたが、このような事例に接し、或

いは障害のある方とお付き合いしていく中で非常に感じましたのは、まず「願望は意思なく

しては決してその本当の力を表すことはない」というロロ・メイの言葉ですけれども、本当

に本気でその気にならなければ実現なんかできないということです。 

ですからこの「意志」は「will」ですね。「志」の方ですね。ですから、できるかできない

かを考えることではなくて、やるかやらないかということを考える。そうするとやるという、

本当に意志をきちんと持って向かっていけば、願望というのが本当にそこで本来の姿を、力

を表すということになるということです。これは利用者の方、それから支援する側、両方に

言えることです。 

かつて入所施設の時に「この方たちみんなで一泊旅行に行きたい」と言った時に「でもで

きないかな」のようなことを私が言ったときに、恩師である上司が「できる、できないじゃ

なくて、やるかやらないかじゃないか」との言葉を言われました。その時に、願うのであれ

ばきちんと意志を持って立ち向かうということです。どんなことがあってもそこでそれだ

けの意志を持てばそれは叶えられるということでもあるかと思います。それも「状況の中の

人」というようなことを言いますけれども、いかにその状況を本気になって整えるかという

のも支援者側の腹づもりになるかと思います。ご本人に対して、それから社会環境に対して

どう向かうかということも言える事かと思います。 

もうひとつは、障害のある方はどういう方か、ということです。一般に障害のある方は、

ご本人自身にとって生活の困難性をもたらすものがご本人の中に存在してしまう。つまり

「何かが欠けた方、マイナスαの方」だと捉えられがちです。ところが、沢山の人達とお付

き合いしていると、そうではなくて、ご本人自身にとって生活の困難性をもたらすような障

害が環境の中にある。「ご自身の障害」と言われる部分は、実は「特性」なのであって、障

害というのはその外にある、つまりは生活を送っていく時に障害を沢山受けて生活をしな

ければならないという方である。ですからここで表題に障害の害の字が石偏の「障碍」とい

うことで書いていましたけれども、この碍の字というのは「支えるとか絶縁する」というこ

とで「ご本人を支える。あるいは差し障りのあるものからご本人を守る、差し障りになるも

のを妨げる」ということなのです。 

つまりご本人自身が障害を受けやすい状態にあること、それを一つ一つ解決されてきた

経験豊かな方。何か欠けて「マイナスα」の人ではなくて、そういったものを解決しながら

生活をしてきた経験豊かな「プラスα」の人、そういう存在なのです。これがずっと障害の

ある方達とお付き合いして感じているところです。 



101 

 

 

◎障害者支援の変遷  

 障害者支援の変遷ということで私が入所型施設から通所型施設に移ったというようなこ

とを申し上げましたけれども、まず 24 時間 365 日の福祉支援の状況が、かつて入所施設は

24 時間 365 日、網羅的、完結的、閉鎖的でした。この状況で、利用者の方の状態はスタッ

フ全員が承知していて、全体で施設全体のスタッフでご本人を見ている状態でした。でもご

家族あるいは外の支援はいらないような状態であったわけで、そんな状態の入所施設から

通所施設に行った時、9 時から 3 時ぐらいまで 6 時間で、それが週五日の状態で、年末年

始、日曜祝日休日は無しだったわけですが、1 週間フルにやったとしても 30 時間対応にな

って、これが 18%ぐらいです。20%に行かないというような状態です。168 時間のうち 138

時間、つまり、ほとんどはご家族、近隣の方、ボランティア、他の事業者の方がカバーして

いるということになるわけです。一部の時間しか見てない、支援をしていないということに

なります。 

 なかなか他の支援者との関わりがないということで移動支援事業者とかそういう方も来

るわけですが、中々連携を取れた状態にはなっていない。ましてや休みの日にどういった方

たちと関わり合いになっているのかもわからない状態であったわけです。 

大きく価値観が変わりまして 24 時間 365 日、ここでは中で買い物もできちゃうし、不在

者投票もできる状態で、買い物も徐々にいけないということで外に出るように、あるいは不

在者投票から外の投票所に行くのはあったわけですが、やはり利用者の方が、すべてを施設

が把握することでしたが、それが利用施設になった途端、一部しか見ない、さらにはご家族

が常に傍に居らっしゃる、ご家族抜きには語れないことを強く感じさせられていたわけで

す。 

そんな事を思いますと社会福祉施設あるいは社会福祉事業がどのように変わってきたか

と見ますと、措置の時代は、利用者の方が離脱する、通常の生活が送れない様な事情が発生

することになりますと、措置になるわけですが、その時には本人自身が問題ということで、

措置して本人を何とかしようということになるわけで、そこで施設、地域社会の外にある施

設になります。 

こういう社会の外にある施設に収容、措置をすることになって、施設では教育、訓練、指

導、保護、治療をやって、利用者の方のために利用者の方を変えて施設を出てもらうことで、

実は施設を出ることが社会復帰。退所＝社会復帰という状態だったわけです。これがかつて

の 24 時間 365 日の施設でありました。施設では三角を丸に変えることを一生懸命やったと

いうような状態です。 

そこから在宅が叫ばれることになり始めた頃になり、この頃には施設、社会福祉事業とい

うのは社会の内側にある資源であるような考えをされたわけですが、離脱した方、こういう

方がいらっしゃる。でもご本人だけの問題ではなくて、ご本人と環境との相互作用の結果で

あることが言われています。状況の中の人という考え方もあって、そういう中でご本人の支
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援をしていく必要があるということになって、ここでは契約関係が徐々に出始めて、ご本人

が施設、社会福祉事業を選んで、そこの機能を使っていくことになります。ですから施設で

はそれぞれの機能、持てる機能を活用してその方に支援をする。必要な資源活用をするので

あれば他の所に支援を受けるようなことになります。 

今まで治療、指導、教育などと言っていたものが援助とか支援っていう風に言われるよう

になった時代では各事業者単位、施設単位で、それぞれの支援できる課題を解決することで

行なっていたわけです。入所したことが、その方が権利を獲得するということになって、以

前は退所することが社会復帰だったのが、次第に施設を利用することが権利の獲得をする

こと、つまり復権したり、あるいは獲得する状態になることを指し示す事態に変わってきま

した。 

さらに、当事者自身をどうこうしようということではなくて、環境整備を行う考え方にな

ってきたわけです。この環境整備をどうするということを支援者側は考えて支援を行って

いますが、それぞれの事業者は別々で行っているっていうような状態です。利用者が課題に

応じた施設を主体的に、社会資源を順次活用していく形で行われていました。 

それが現在の社会福祉事業は、さらに先ほどの障害福祉の経過の中でも、あるいはバリア

フリー、ユニバーサルデザインでも触れましたが、徐々に地域福祉に変わってきたわけです。

ここで離脱の原因というのは環境との相互作用だから、全体に支援が必要である、というこ

とで利用者の視点からさらに考える必要があります。事業者、施設は自らの枠組みを超えて

支援をする、ここでは「利用者のために」から「利用者と共に」と変化をしてきました。利

用者が主体的に施設を社会資源として活用し、支援者側はパターナリズムを排除して、総合

的、包括的に全体的な支援を行う。事業者間の連携であるとか、社会資源の活用、連携を行

っていくのです。 

地域全体を支えるというその地域づくりというのも支援者側に責任があります。こんな

風なことが生まれてきたというのが現在なのかと思います。 

 

◎障害のある方の地域生活を支援する 

 障害のある方の地域生活を支援するとはどういうことでしょうか。障害のある方の地域

生活を支援するというのは本当に様々な観点から、障害がある方お一人に、様々な支援を、

膨大な支援内容がある訳ですが、こういうことを行っていくということになるわけで、それ

ぞれの領分をそれぞれの事業者が行っていっている状態です。 

これがやはりそれぞれ、事業者自体がその障害の部分部分に支援を行っていくことがあ

ったわけですが、この地域サポートの方に対する事業そのものです。この趣旨の中にありま

したけど、障害と向き合うということを優先してしまって障害のある方と向きあう、こうい

うことがおろそかになっていることが部分部分をそれぞれになっているというようなこと

になってしまってきているのではないでしょうか。 

それはやはり、そうではなくてその人を通して見ていくということになると、このように
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乳児期から学齢期、青年期、壮年期そして高齢期。これを通じた支援の体制ができてくる必

要があります。乳幼児期には児童発達支援とか療育が行われ、学齢期には学校との連携とか、

そして青年期には個別支援計画とか就労とかですね、そして高齢期にはエイジングインプ

レイスの考え方に基づくその方の生活支援そういったこと、これが一貫して行われるとい

うことが必要になってくる。 

それがライフステージに寄り添った支援ということになって、障害児者の方の自立、社会

参加を促進するということはそれぞれの障害内容、そして障害ステージに応じて保健、医療、

福祉サービス、教育、就労、生活環境。こういったものが切れ目なく提供される。そういっ

た総合的、包括的な仕組み作りをしていく必要ということになった。 

それぞれの乳幼児期、学齢期、そして青年期、壮年期、高齢期、これを見ていますと乳幼

児期には出生後のいろんな検診で障害、身体の発育、精神面。そういったものに問題がある

ということになった場合には必要な専門機関と連携をしていく。そして療育であるとか、障

害児のご家庭。こういったご家庭の支援、そしてこのご家族に対するものと同時に、ご本人

に療育そういったことが必要です。 

地域の保育所、幼稚園を利用する障害のある児童との、それから児童発達支援センターの

相談支援や訪問支援が行われている背景にはこういったことが、連携することが欠かせな

いということになります。 

学齢期、一番ここが問題になるのですが、小中学校、特別支援学校です。障害児の方は障

害児の支援利用計画、障害施設を使って障害児施設の個別支援計画を今まで使っていたそ

の方が特別支援学校なり特別支援学級に行くと教育支援計画あるいは指導計画があるわけ

ですが、そことの調和が図られる必要が本来あるということです。 

この学齢期を過ぎて就職するということになると、福祉の世界で対応することが出てき

て、そこでは実習とか就労支援とか生活介護、こういったところの施設との連携が必要にな

る。中々特別支援学校との連携はいいのですが、特別支援学級との連携がままならないとい

うようなことが実際には問題になるわけです。青年期、壮年期、ここでは健康を維持するよ

うなもの、自己決定というような支援、サービス、それから社会資源です。そういったもの

をどう活用するかということで、就労、余暇支援、さらには一緒に生活したいという存在と

の出会い。こういった支援も重要になると思います。 

さらに高齢期になりますと住み慣れた地域で安心して暮らしたい。介護保険法と障害者

総合支援法。この資源を使いながら、サービスを使いながら様々な社会資源と協力のもとに

自立した生活を送る。 

ただ権利侵害を受けるというようなことが今、大変問題になっていますが、そういった障

害のある方の権利侵害の防止、こういったことも必要になるかと思います。 

地域生活に寄り添う支援者の皆さんにお願いしたい事。１は、個人の課題を、地域の課題

として捉えて、状況の中の人ということになると、その状況つまり地域、ここで何かが個人

に影響を与えているということであれば地域の課題として考える。各支援を行っていると
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ころが、法制度、例えば厚労省と文科省、この枠組みを超えて学校との連携を保つ。 

さらに国交省のバリアフリーと共生社会。これを超える必要がある。そして二つ目にライ

フステージを通じた縦のケアマネジメントです。これを確立していただけるといい。よく以

前はかかりつけ医ということで小さい頃から大人になるまで見てもらったのですが、この

ようなお医者さん、町医者がいたわけですが、こういう方と同じようにかかりつけ支援者が

行われて、小さい頃からずっと見てもらえる。これが個人ではなく組織ぐるみで行われるこ

と、相談組織の連合体みたいなものができると思います。 

３は、事業者間のネットワークです。事業者それぞれが行っている支援が、ばらばらに行

われているわけなので、それぞれがネットワークの中で確認しながら行う必要があります。

５ですが、失敗する権利の保障、私が常に言っていることですが、支援者側はご本人に失敗

をさせたくないことがあるものですから、失敗をしない支援をしてしまうことになります。

しかし失敗から得られるものもたくさんあるわけですから、取り返しのできない失敗以外

はなんとか失敗する権利を保証できればいいと言うことです。 

６は、潜在的な要支援者は申請主義になった途端、中々申請して来られない方達もいらっ

しゃいますから小さな情報もキャッチしていただいて、狭間に落ちないようにしていただ

く必要がある。 

７は、ご本人の支援はいろいろなインフォーマルな支援を必要とするということでご家

族、近隣住民、友達、ボランティア、そんな方たちもご本人に対する支援。その時に一緒に

なってやっていただくということになって、そうすると他の方が問題を抱えた時には近隣

住民、友人の方、ボランティアの方、ご家族の方は他の方に対しても支援ができるという雰

囲気作りをすることができるということになる。 

虫の目、鳥の目、魚の眼、個人を見て、全体を見て、流れを見て支援者として地域生活を

寄り添っていただけるといいかなというふうに思っております。 

全体の先ほど申し上げたようなことで、お互いがネットワークをご本人と共に支援とい

うものを考えてやっていただく。各資源との間でも協力関係を持ち、さらに社会資源を育成

し、地域自体をどんどん個人を支えるという地域をつくっていく。こういった支援をしてい

ただくことをお願いしたいと思います。 

そういうことをやっていただくには 2 点ほどお願いしたいことがあります。時間がない

のですが鉛筆と紙を用意していただけますか。 

これから顔をお示ししますので余白にでも書いていただけますか。それでは見ていただ

きます。はい、余白にちょっと書いていただけますか。（数秒間絵を示す）あんまり時間を

かけないでお描きになると思います。きちんと見ましたのでね、「百聞は一見にしかず」で

すので、描けたかと思います。 

実際にはこういうことでした（元の絵を示す）。中々この通りに描けなかった方が多いの

かなと思います。描けたら凄いなと思いますけど、描けなくて当然かと思います。 

実は百聞は一見にしかずと言いましても、人間は個々に異なっているということ、実は人間、
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人は見たいものを見る、聞きたいことを聞くという存在であるということです。それぞれの

方たちが、自分の世界でものを見てるんだということです。これはしっかり押さえていただ

きたいことです。それでありながら人間は根本的には同じで、それぞれが欲求を充足すると

か、そういうことには同じものを持っているという事です。それがまず一つ。 

もう一つは、我々技術を持って支援すると言います。支援技術を言うわけですけれども、

その中で私の恩師がこういうことを仰っていました。 

それは、技術における 3 つのレベルがある。スキル、テクニック、アート。スキルは道具

を使っていく、インプットとアウトプットが同じというもの。食事の介助をすればそれを食

べていただくという事です。テクニックはインプットとアウトプットが違って、例えば制度

で生活保護を申請する。そうすると結果的に生活保護が受けられるという事です。あるいは、

利用者の方で、こうするとこの方はこうなるということを操作してしまうようなこと。これ

はテクニックのレベルです。アートは方法理論ということだけではなくて、そこに哲学と理

念、価値を持つ。これが人間関係、そして支援技術なのだと言います。 

これを持たないものは支援技術とは言えない、と言われました。このことは未だに私自身

が深く胸に刻んでいるところです。これを前提として哲学、理念、価値、こんなものを前提

としながら、基礎としての知識を、皆さんはたくさん得られたと思います。経験でも得られ

たのではないでしょうか、そして先ほど申し上げました技術、こういったことを駆使しなが

ら、この支援をしていく。その結果当たり前の生活の支援、つまりライフステージに寄り添

った支援を実現していただければと思っております。 

最後になりますけれども、これからも地域でその方自身の普通の暮らしを実現していた

だいて、ライフステージに沿って生活される利用者の方々に対して、先ほど申し上げたアー

トとしての技術、これを知識と共に駆使していただいて積極的にご支援いただきますよう

心からお願いをしたいと思います。 
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５ 教育学 

（１） 教育原論 

担当：渡辺忠温・発達支援研究所主任研究員 

 

◎４つの課題 

 教育原論という分野は、実際には幅広い範囲をカバーする話になると思います。一方で教

育はコアの部分を考えることもできる。テーマ的には教育言論が扱う範囲は幅広いはずな

のです。この授業でどの部分をお話しするか、皆さんと考えていくか、と言いますと、コア

な部分、中でも、教育とは何かという話です。 

このお話を聞いていただいている方々は、普段は実践的にお子さんなり、教育でも例えば

企業の中であれば研修、新人が入ってくれば新人への教育も教育といった具合に教育も幅

広いわけですが、普段は主に実践的な面から教育という事に拘られている方が多いのかも

しれなくて、その意味では今日の話は抽象的になってしまうところもあるかもしれません

が、普段、日常の教育の文脈とは離れて、そもそも教育というものがどんなものかというの

をしっかり考えていいただくような時間になればと考えています。 

教育という言葉、これを素朴に考えれば、普段、日常生活で一般的に教育という場合には

学校教育、それから塾の教育という風なものを考えて、その場合には学校の先生と児童生徒、

学習者です。教師と教える側とその教えられる側、教育というのが教師と学習者ということ

が多いかもしれません。しかし、教育は英語で education になるわけですが、元々の 

education という言葉の意味の中には、それだけではなく、例えば子供を育てる、広く捉え

れば子どもを養育していく、ということです。教育は育んでいくという意味もあると言わ 

れていて、幅広い。教師と生徒・児童だけの関係にかかわらず、大人と子供の中で教育的な

関係が生じる中での教育を考えていける時間にできればと思っています。 

最後のレポートを授業の感想を書いていただくのもいいのですが、それでは書きにくい

と思いまして、授業の中でいくつかポイントを設けて、この点について考えたらよいことを

提示します。全体で 4 つあり、その課題を考えていただいてもいいですし、全体的に授業の

感想で考えていただいてもよいと思います。途中、課題が出てきたら、これを考えてみよう

というのがありましたら、メモしていただければよいと思います。 

 

◎教育虐待とは何か 

 教育原論の話を始めますが、最初は具体的なところから考えてみます。最近の私自身が関

心持っているといいますか、共同研究のような感じで考えているところで、最近取り上げる

マスコミも多くなった、教育に関する話題・問題として「教育虐待」という言葉があります。

文字通りの意味で捉えれば、教育に関する虐待です。この言葉が取り上げられるようになっ

てから時間が経っているわけではなく、最初に日本で教育虐待を取り上げたのは、「日本子

ども虐待防止学会第 17 回学術集会」で、2011 年 12 月です。ですからまだ 10 年も経って
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いません。長いこと検討されてきたような概念ではないのです。概念的にもがっちり固まっ

てない、定義が固まっていないところもあります。大まかなところで言うと、武田信子先生

が学術集会の中で教育虐待という言葉を使われたそうですが、この言葉を武田先生が思い

つかれた、提案された背景は子育て支援の場でどういう問題が起こっているかを調査され

た時にある社会福祉法人でヒアリングを行い、担当の弁護士さんが言われた言葉だそうで

す。過度に教育熱心な親によって子どもの虐待が起こっているのではないか、というそのヒ

アリングの中で、「親は教育の名のもとに虐待している」との言葉が聞けたことを受けて武

田先生が教育虐待が親の問題というよりも、そもそも今の日本の教育の抱えている問題を

表している言葉だと考えて、この教育虐待という言葉を出したということです。 

 虐待についてはみなさんご存知でしょうが、この場合は、教育上の虐待であるという事で

す。一つポイントなのは教育熱心な親だということです。子供の教育に熱心なあまり子ども

への虐待もしくは子どものストレスだとか、その子どもがそれによって、後でトラウマを感

じる、トラウマになってしまうことが起こっている。これが教育虐待と考えることができる

と思います。アメリカの教育虐待に関する文献もちらほら出ていますがそんなに多くはあ

りません。学術的に教育虐待を研究するのもそんなにあるわけではありませんが、その中で

も一つあるのが、kindle やアマゾンの会員になっていると無料で読めたと思いますが「ル

ポ教育虐待」という本があります。おおたとしまささんが書かれた、インタビュー等でまと

めた本になります。教育虐待を受けてきた方の事例がいくつも載っています。たくさんある

ので、全部を紹介をしきれませんが、例えば教育虐待はどんな感じなのかがわからない方の

ために事例の 1 つを簡単に説明します。 

 

◎ボーイフレンドの家庭教師 

仮名ですが、美千代さんという方がいます。今は大人になり、お子さんも生まれて、お子

さんを育てている方です。過去の出来事として、美千代さんの場合は中学 3 年生の時に高

校受験のために家庭教師に勉強を教わっていました。ここまではよくあることですが、この

家庭教師が 5 歳年上の姉のボーイフレンドです。大学生のこのボーイフレンドが教育虐待

の定義にある、ものすごい教育熱心なのです。優秀な家庭教師かもしれませんが、ものすご

いスパルタ式の教育をやるわけです。例えば問題が解けなかったら、「なんでこんな問題が

解けないのだ」と机をバーンとするわけです。さすがに美千代さんを殴ったりはしませんが、

机を叩いて大きめの声で「なんでこんな問題解けないのだ」と言うのは、怖いですね。美千

代さんもバンバン問題が解けるようなお子さんだったらよかったかもしれませんが、どれ

だけ優秀でも解けない問題はあるし、普通では当然、怒られる機会は多くなります。そのス

トレスがたまらなくて家庭教師を変えてほしいと思うのですが、お姉さんのボーイフレン

ドですから、親としても変えづらいというところかもしれませんが、家庭教師を変えてくれ

ませんでした。親にどれだけ言っても、スパルタ式の教育を受けさせられる。 

さらに志望校を決める学校での三者面談で、中学 3 年生の時に先生は美千代さんの意見
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は全然聞かなかったということでした。今時こんなのありえますか、という感じはしますけ

ど、昔はそういう先生もいらっしゃったのかもしれません。全く美千代さんの意見を聞かず

に担任の先生が新しくできた高校に入ったらどうか、あなたの成績ならこのくらいです、と

いうのを決めて、お母さんも先生がおっしゃるなら、という感じで勝手に志望校を決められ

てしまったとのことです。美千代さん自身の回想によると、お母さんは干渉するタイプとい

うよりは、とにかく美千代さんの話を聞かない、美千代さんの意見を聞いてくれないお母さ

んだったらしいのです。美千代さんとしては聞いてくれないから、自分としては志望校があ

り、他に行きたい高校もあったものの、それを言えずに結局、自分ではなぜこの高校にいる

のか分からない、という高校に行かされて 3 年間、苦痛だけを感じるような高校生活を送

り、教育虐待の場合におこり得ることだと思いますが、親に反抗する代わりに自分の心理的

な面での問題が起こって、症状として摂食障害を高校時代に起こしていたということです。 

結局その大学受験で全滅してしまった美千代さんの場合、その転機になったのは大学受

験で全滅したことで「これではいけない」と思い、志望する大学も自分で決めて 1 年の浪人

生活後に希望の短大に合格しました。最終的には美千代さん自身で道を切り開いたと言え

ます。教育虐待は家庭教師の方も自分なりの教育方針で教育しなければならないと思って

いるし、お母さんも学校の先生に従って進路を決めたということで、悪意はないのだろうと

思います。いろいろな例がありますから、これだけの事例だけでは言えませんが、いずれに

せよ、教育熱心だったりその親が教育の方向性を決めていくことによって美千代さん、子ど

もに何らかのストレスだったり、心理的な心の傷みたいなものを残して、それが生涯にわた

って影響を及ぼしてしまうのが教育虐待と言えます。 

 

◎「毒親」「タイガー・マザー」 

これは、日本だから、と言われるかもしれませんが、そんなことはなく、実際に教育虐待

は日本だから起こるという議論はネットを見ればあるわけですが、似たようなものが多分

普遍的に存在していると思います。例えばスーザン・フォワードの「毒になる親」。先ほど

の教育虐待の話にしても、似たような物はぱっと思いつくと思います。学校で言えば体罰。

これも問題になっている。それから「毒親」。一部は教育虐待に近いようなものかも知れま

せん。この毒親に関してスーザン・フォワードが書いた「毒になる親」があり、その中には

コントロールばかりする親、残酷な言葉で傷つける親について書いてある章があります。 

それから「タイガー・マザー」。2011 年ごろにかなり話題になった本です。作者はエイミ

ーチュア。中国系アメリカ人のお母さんです。お母さんと同時にエール大学で先生をやって

いる大学の先生です。子供の教育はものすごく熱心で、子育てのやり方、子育ての様子につ

いて、まとめたのがこのタイガー・マザーという本です。日本語でもカタカナでタイガー・

マザーといいます。娘二人、ソフィアとルイーザ。その子育を書いたところ、大反響があっ

たのは中国系のアメリカ人の方は教育に対する熱心さがとても高いのは、割と言われるこ

とです。アスピレーションの高さといいますか、教育によって、教育を通じて、その子供の
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社会的な達成を勝ち取ろうとする。それから子ども自身のモチベーションの高さもあるか

もしれません。とにかくそういう教育の競争に勝っていこうというのが非常に高いし、学業

上の達成もアジア系の人はとても高いと言われて、昔からいろいろな調査も含めて言われ

ていると思います。タイガー・マザーが出版された時、大反響があった一つのポイントは、

とても熱心だと言ったら、とてもポジティブな方向でありますが、厳しいのです。厳しい教

育をしている、それから厳格に子供をコントロールして、習い事もバンバンさせていくよう

な教育をしているから、学問においてもいろいろな教育面全般において、成功するとポジテ

ィブに捉えられる面もあり、同時にこれは虐待という捉え方もあり、賛否両論あるわけです。

タイガー・マザーの具体的なイメージがわかりにくいかもしれませんが、こんな感じです。 

本で表紙をめくって 1 ページの最初に出てきます。ソフィアとルイーザの娘さんに絶対

を守らせたルールっていうのはいくつかあり、それをリストアップしています。「お泊り会

に行ってはいけない」。まあそれはいいとして、「友達と遊びに行ってはいけない」「学芸会

の芝居に出てはいけない」。とても細かい。「学芸会の芝居に出ないことに文句を言ってはい

けない」。言われたのでしょう、言われたからこの条文があるのかもしれません。「テレビを

見てはいけない」「コンピューターゲームもしてはいけない」「課外活動の内容を自分で選ん

ではいけない」。ここから先が強烈で、「成績は全教科で A 以上」。これは演劇と体育以外の

全教科です。「1 位の成績を取る」もあり、わりと音楽ではいい先生をつけていますが、「ピ

アノとバイオリン以外の楽器を演奏してはならない」「ピアノとバイオリンを必ず練習する

こと」とのルールを作って必ず守らせていました。ただ当時の欧米の人から見ると「うわー

すげー」という感覚かもしれませんが、日本でも一時期、この位やっている人はいたし、中

国では結構これくらいガンガンにやっている人はいそうな気もします。教育虐待が日本だ

けの問題ではないという例としてタイガー・マザーは有名な本で、紹介しました。 

タイガー・マザーが教育して成功したのであれば、別に教育虐待ではない、と言われるか

もしれませんが、実はタイガー・マザーは受け取り方としては挫折の物語でもあります。「私

は失敗した」という文言が最初に出てきます。実はこれだけのことをやって、ものすごい先

生をつけて送り迎えも結構大変なわけです。これだけやっても最終的には娘から反抗に合

います。食べ物を食べない、と。最終的にはピアノとかバイオリンの楽器をやってましたが、

結局やらされる事に対して、13 歳ぐらいに猛反発をしだして、エイミーチュアの親、つま

りおじいちゃんおばあちゃんが心配して、やりすぎではないかというくらいやっていたの

ですが、最終的には娘からの猛反発に遭ってうまくいかなくなるという話でもあります。本

質的には普遍的にそういう状態になるのはよくあるということなのだろうと思います。 

別な言い方もあります。常に子供をコントロールするということで「ヘリコプターペアレ

ンツ」という言い方もありますが、日本に限らず子どもを常にヘリコプターのように上空か

ら監視していないと気が済まない親御さんは必ず世界にいて、そういう問題として教育虐

待は考えることができるわけです。この状態を教育虐待の問題と一つ考えなければいけな

いのは、子供の心をないがしろにしていいのか、子どもの心に傷の問題を考えなければなら
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ない。よく言われるのは、教育虐待としてマスコミで取り上げられている取り上げ方は、当

初の武田先生の目論見とは違っていて、武田先生自身は教育虐待という言葉を出されて、も

う少し社会全体の問題、日本の教育全体が抱える問題として示したかったのですが、マスコ

ミにセンセーショナルにとらえられるのは、こんな酷い親がいる、というところという感じ

がします。 

 

◎親子関係は綱引き 

別な面から考えてみようと思っています。確かに子供にトラウマを植え付けるような教

育がいいとは言えないし、それは問題としてありますが、違う角度から考えてみて、親と子

ども、教育する側と教育される側との間の関係が問題です。教育場面での 2 者間の関係で

す。その教える側と教えられる側との関係と見なすと、この教育虐待の状況は構造としては

親の考える方向性に向かって、親子関係を綱引きのようなものだと考えるのだとしたら親

の考える教育の方向性に向かって子どもの気持ちをグッと引っ張っている関係と考えるこ

とができそうです。ただポイントは「だから親が悪い」というかもしれませんが、一方で親

なり、先の例で言えば家庭教師からすれば、悪気があってやっていることではなく、善意で

やっている、本気でそう思っているのかは別な問題としてあるのです。本当はストレスを抱

えている自分が子供にストレスをぶつけているだけで、口先だけで言っている可能性もも

ちろんあります。ただ本気であなたのためを思って、それをやっているんだと思っている親

がいてもおかしくはありません。 

例えば子供の将来を考えたら、こんなに遊んでいる子が大学に受かるわけがないと本気

で思っていて、「そんなんじゃ大学受からないわよ、だから勉強しなさい」と言っているの

だと考えたら、少なくとも一部の親の中にはこれを善意でやっている、悪気なくやっている

可能性もあるわけです。そういう場合に親はどういう点で責められなければならないのか、

ひとつは子供にトラウマを植えつけたこと自体は責められることかもしれません。養育者

としては、子供に心理的なストレスを与えるのは、問題として責められるべきところではあ

るでしょう。元のところに帰って、動機づけであなたのためを思って、子どものためを思っ

て、それか子供が将来苦労をしないように教育を受けさせる、ということを考えること自体

は責められることなのでしょうか。それともそれは普通にあることで当たり前の事で、その

点において親は責められる筋合いは無いのでしょうか。モヤモヤするところとして出てき

ます。もう一つ、このような教育虐待は、完全に余談になってしまいますが、こういう風に

考えている親の心理的な面から考えると、親が考えていることは子供というのはまだ未熟

なものだから、自分で十分に意思決定ができるまで育っていないから、私がその代わりに考

えてあげるという考え方、そういう考え方は昔からあるものではありません。 

そもそもが、当然の様に子供は保護してあげなければいけない、子供はまだ小さくて十分

に成熟していないから子供相応のものを教育としても与えてあげなければならないし、子

どもとして保護しなければいけない、守ってあげなければいけないという子供観、子供のイ
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メージを持つことが多いと思いますが、実はそういう子供が特別な物という風に考えられ

る大人とは違う、子供は特別なものだと考えるようになった歴史はそんなに長くありませ

ん。言い出したのはフィリップ・アリエスです。本としてもタイトルとしてもそのままです。

「子どもの誕生」という本がありますけど、フィリップ・アリエスは日曜歴史家とも呼ばれ

ていて、歴史の研究者ではありますが、実は大学で研究ばかりやっているような人ではなく、

普段は仕事をしながら 、日曜歴史家かというぐらいですから、日曜だけではないかもしれ

ませんが、その合間に歴史の研究をしてきた人です。 

 

◎18 世紀から子供は保護対象 

このフィリップ・アリエスが言っているのはヨーロッパ中世において、2 歳以下の幼児の

育て方には無関心だったことです。乳母に預けて母親自身は子育てに関わっていなかった

ということです。17 世紀以前には小さな大人として子どもが考えられていた。子供時代と

大人時代を分けるのではなくて、連続しているわけです。小さい大人というのは、大人まで

成熟しきっていないけれども大人の縮小コピーしたような感じの小さな大人として子供が

考えられていたと言うのです。ところが 18 世紀になると産業革命が起こったり、1789 年

のフランス革命の時期ですが、一つは今まで家族といっても、おじいちゃんおばあちゃんだ

けではなく一族が一緒に住んでいる、近所の人も含めて一緒に住んでいる、という家族から、

お父さんとお母さんと子供という近代的な家族が発達してきました。ここで大人と子供の

生活が分離されるようになってきたのです。部屋も分かれるということが成立してきまし

た。その中で子供は未熟だから保護して教育を与える、子供の時期が大人との連続ではなく

て切り離して考えるようになってきたということです。 

その中で起こってきたのは、子供用のおもちゃや、もっと言えば子供用の絵本は今は当た

り前のようにあって、16 世紀、15 世紀にも当然のように子供は子供向けの本を読んでいた

のだろうと思われるかもしれませんが、実は子供向けの絵本が出てくるのは、この時期から

だと言われています。それからどれだけそれまで子育てに熱心ではなかったか、という話で

は、育児書が出来上がってくる、増えてくるのはこの時期のようです。小さな大人として見

るのであれば、それまで子どもを働かせていたのです。この辺りは世界史などで学校時代に

勉強をした方もいらっしゃるかもしれません。子どもを学校に入れる、労働から切り離すこ

とが法制度でも整ってくるのがこの時期になります。 

 

◎学歴への信頼 

 先程の教育虐待にあったような、子どもは未熟なもので自己決定できなくて、守ってあげ

なければいけないとなるのが、18 世紀、割と近い、歴史が古くないのです。 

一つ前の段階を振り返ってみると、母親の動機、この子が将来社会に出て困らないように

教育しておきたい、子供は未熟な存在だから自分が考えてあげなければいけないという動

機を責められるのか、という話がありました。これが少しモヤモヤする部分です。 
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例えば先ほどの美千代さんの例には続きがあります。家庭教師のお姉さんのボーイフレ

ンドはお姉さんとめでたく結婚されたらしいのですが、お姉さん夫婦に息子 1 人いますが、

これが全く変わっていないのです。家庭教師の成功体験がそのまま続いているのでしょう。

息子さんにも椅子が飛ぶくらいだそうです。椅子が飛ぶくらいに激しく勉強を教えるわけ

ですが、ただし、ここの所でモヤモヤするのはこの息子は中学受験で超人気校に合格し超難

関大学の医学部に進学し、現在医師として働いている成功物語なのです。もちろん息子さん

がどう思っているかは書かれていませんが、息子さん自身も成功物語に乗っかり、お医者さ

んになるのが夢だとしたら、そして今充実して働かれているのであれば、この教育のやり方

は成功したとも考えられるわけです。頭がいい子を育てる父親の教育法という本を書ける

ほどに確固たる教育論があるのです。万能ではないというのは美千代さんが証明済みです

が、一方でお子さんも納得して、これが成立するのであれば一体、この教育方法はどの点に

おいて責められるのだろうかということです。 

これは日本での虐待の話と海外の教育虐待の話をした上で関係面から考えたかったので

す。親子関係、これは教師と家庭教師の話にも出ましたが、家庭教師と子供の関係です。関

係を構造的に捉えてみると、親側の教育方針と子供の気持ちは綱引きの状態で子供の親が

親側に引っ張り込んでいるような状態です。ただこれが悪意で行われているのであれば責

められるかもしれませんが、善意で行っているその善意自体を責められるのでしょうかと

いう話になります。成功して子供も納得している場合は、どう考えたらいいのでしょうか。 

 ここで考えていく課題として、一つは子供に多大な負担を強いているのですが、ある意味

では教育虐待的な教育行動・養育行動は繰り返し起こるような問題だと思います。昔で言え

ば教育虐待の話に引き合いに出されますが、戸塚ヨットスクール事件がありました。スパル

タ式の教育をして結果としてお子さんが亡くなった事件です。実はその後も戸塚ヨットス

クールは復活してきました。そのようなものはどこか必要ではないかという感覚が少なく

とも一部の人は持っているようです。その中で教育虐待的な関係が安定的に比較的、崩され

ずに形成されて維持されていく原因はどこにあるのでしょうか。 

一つは教育虐待でいえば当然のように学歴をもの凄く信じている背景があるわけです。

親も家庭教師の先生も高い学歴をゲットさせるために勉強を頑張れと言っているわけで、

学歴社会の問題があります。多くの場合、父親不在も多い。不在は、いないということでは

なくて、仕事で子供の教育に関わらない、先ほどの本の中にもあげられている話の一つとし

ては、父親がいない時に母親が「父親がいないのだから私がこの教育をしなければいけない。

私が何とかこの子達を一人前にさせなければならない」という思いが強いあまりに虐待的

な行動を取ってしまう。これも責められるのかというと辛い話です。考えるたびに両方の気

持ちになってやるせない気持ちになります。 

課題 2 は先程から言っているような話ですが、善意で親が行っている教育虐待を責めら

れても、私はこの子を一人前にしなければいけないと思ってやっていると言われたら、その

人を説得するのでしょうか。一つは思い込みだから仕方がないと思うかもしれないし、別の
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言い方としては、その気持ちを聞き取って、あえて論理的に説得していくのだとしたらどの

ような形で説得していくかという問題として考えてもよいと思います。その教育虐待の根

本にある親側の動機、そういうものはどんな点で責められるべきものなのでしょう、という

のが課題 2 です、これは私の課題でもあります。 

 

◎助けるか、助けないか 

ここまで教育虐待の話をしてきましたが、もう少し教育学的な教育原理、抽象的な話に入

っていこうと思います。 

例えば子供が走ろうとして転んだ事態を考えていただきたい。2 歳ぐらいの子供がしっか

り足腰がしていないとして、転んだ場合には助ける人もいれば、助けない人もいると思いま

す。私は、今は日本に住んでいますが、5 年前までは中国の北京に住んでいました。9 年ほ

ど住んでいたのですが、その頃お母さんたちにインタビューして回った事があります。全く

データとしては分析せずに終わりましたが、お母さんに子育てについてのインタビューを

した時に、2-3 人の親が日本の教育は素晴らしいという話がありました。走って転んだ子を

助けないという話をしたのです。中国の人から見ると日本の親は自立心を養うのが得意の

ように見えるようです。2-3 人同じような話を聞きましたが、日本でも助ける人と助けない

人がいます。最近なら助ける人が多いかもしれません。 

別にどっちが正しいという話ではなくて、助けたとしても助けなかったとしても両方に

メリットとデメリットあります。助けたとしたら、子供から見たら、お母さんが来てくれた

お父さんが来てくれたで、安心感、気持ち的なつながりを養うのにはいいかもしれません。

助けてあげれば当然ケガの様子や、ひょっとしたらケガをしているかもしれないから、怪我

の様子を確認できる安全面ではすごくいいですが、一方で助けない場合には中国の親御さ

んが日本の教育は素晴らしいと言っていたのと同じように子供の自立心、転んでも自分で

立ち上がろうとする自立心を養うという面では、メリットがあると思います、しかし助けて

しまった場合には、安心感はあるかもしれませんが、自立心を養う機会を失ってしまうかも

しれないし、助けない場合には自立心を養うことにはつながるかもしれないけれど、お父さ

んもお母さんも誰も助けに来てくれないようになる、親との気持ち的なつながりを作ると

いう面ではその機会を失っているかもしれません。つまり両方とも 2 つを助けるというや

り方もあるし、助けないやり方もある。あるのだけれども、どちらが優れているというより

も、どちらも何かを得ることができるし何かを学ばせたり何かを子供の中に育てることが

できるけれども、一方で何かを育てたり何かを得たりする機会は子供から奪っていること

でもあるわけです。 

例えば 3 歳児になって自分でいろいろできることが多くなってきて、ボタンとめをやる

ようになったとして、なかなかボタンがとまらない、朝にいつまでかかっているのだと言う

時は、間に合わないのにイライラしてついつい親がやることがありますが、時間的な制約は

置いて時間がたっぷりあるのであれば手伝うというやり方もあるし、放っておいてやらし
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ておく、最終的に出来ないと言って「ママやって」と言うかもしれませんが、放っておくや

り方もあると思います。 

単純化して「手伝う」と「放っておく」では、手伝った場合にはやり方を早く覚えられる

可能性があるのに対して放っておく場合には転んで自分で立ち上がるのと一緒で自立心だ 

とか自分での工夫のような、困ったらどうするかという工夫を自分で学んでいく力が育つ

ので、片方をやると片方を育てる、その機会を失っていくという可能性は当然あるわけです。

この例を出したのは、教育場面における大人と子供、教える側・教えない側でも教える側か

ら見たときに助けたり手伝ったりという子供の行動に対して積極的に関与していく教育上

の関わり方、大人の子供に対する関わり方でもよいですが、積極的に関与していく関わり方

とあまり関わらないようにする関わり方、両方が存在します。両方とも教育という目的、何

かを子どもに育てるという、子供に変化を生じさせようというのが教育だとしたら、一定の

方向をもって何らかの変化を生じさせるのが教育という言葉の定義だとしたら、この積極

的に関与しようとすることによって教育の目的を達することもできるし、関わらないこと

によって実は教育上の目的は達成できるのです。両方とも教育の面からするとポジティブ

な面とネガティブな面があり、子どもの中に得られるものと失われるものそれぞれあると

いう、どちらが良いという判断は決めがたいところがあります。 

 

◎ルソーの「関わらない」 

教育学の長い歴史の中でこの問題は、両方の立場のどちら側で主に教育を進めていくべ

きなのかということについての考え方は対立すると言いますか、2 つの考え方として常に存

在するものなのです。最初の教育学の歴史の中でも初期の代表的な人を二人紹介しようと

思います。一人は「あんまり関わらないほう」で教育していこうという立場の代表的な人物、

ジャンジャック・ルソーです。1712 年から 1778 年ですから 18 世紀です。先程のアリエス

の話を思い出していただくと、この時代から子供期は分離されていたと思い出してくださ

い。その時期の思想的に代表的な教育的な哲学者でありますが、思想家としてルソーがいて、

ルソーというのは自然人、つまり自分でいろいろな物を判断して自分の感覚を大事に感覚

や自分の心を大事にして自分で判断できるような人を育てなければならないと考えていて、

その背景には元々人間は自分で正しく生きる能力を持っていると考えていたのです。その

下に万物を作るもの、手を離れる時すべては良いものであるが人間の手に移ると全てが悪

くなる、つまり人間が文化のような形で生み出したものは人間を堕落させる、悪化させると

ルソーは考えていたわけです。もともと人間が持っている自然のもの、それを大事にしなが

ら教育してあげるとうまくいく、自然人としての側面、理想的な人物が形成されるとルソー

は考えました。そのためにルソーが考えたのは消極教育と呼ばれるものがあります。 

重要なのは発達、教育の過程が阻害されないように守ることです。その教育者は積極的に

子供に働きかけるというよりも子供の中に持っている自然なるものを邪魔しないように開

花させてあげる、植物のたとえがいいのかもしれません、花が開くのを邪魔するよりはもと
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もと花が開く、能力は、花が持っているのだから水やりぐらいは配慮しなければいけない。

これは先ほどの話でいくと、あまり関わらないほうの教育方針です。 

 

◎ロックの「関わる」 

1690 年、ルソーよりも前ですが、ジョン・ロックがいます。彼の思想を考える上で、こ

の言葉というのが一つあり、それが教育上の思想で「タブラ・ラサ」と呼ばれるものです。

ルソーと対比的に考えてみるとわかりやすいかもしれませんが、ルソーは元々人間が持っ

ているものがあるから、それを大事にする考えですから、関わらないわけです。単純化する

とそのような表現になります。 

一方のジョン・ロックは人間は元々生まれる時には何も持っていない、だから白紙に文字

を書いていくことによって手紙になったり、案内状になったり、法律の文章になったり、本

になったりと変わっていくように、白紙にどのような経験を書き込んでいくかが大事、だか

ら白紙に書いたり経験させたりさせなければいけないので、教えることが重要になってく

るわけです。白紙以外には蝋燭の蝋があります。蝋のたとえもよくされます。蝋は形がいく

らでも変形できるので教育にとって重要なのは蝋の形を整えてあげること、どのような陽

を当てて、蝋をどのような形に整えるかが重要という考え方です。ロックの考え方のポイン

トとしては、家庭教育が重要で、今日の話とは直接は関係ないかもしれませんが、悪い子が

周りにいると、悪い子たちに影響されます、との考え方です。ここはアリエスの考え方と通

じる所があります。アリエスの見た子供期の誕生とつながるのが、子どもが成長するまでは

親が保護育成する義務を負っている、習慣を形成させることが必要だという考え方です。 

ルソーとロック、代表的な思想家として 2 人を取り上げましたが、ルソーのような子供の

元々持っているものを大事にしていく考え方は、その後も面々と繋がる子ども中心主義的

な思想があります。例えばエレンケイがいたり、デューイは子ども中心主義と言いながらか

っちり教えるような感じもします。デューイ、エレンケイは子ども中心主義の流れにつなが

っていくわけです。ロックはその後、心理学のような話になりますが、行動主義と呼ばれ、

訓練するとか、報酬、罰を与えて上手く子どもを方向付けていく事によって学習させる考え

方にも繋がっていきます。 

ロック、ルソーから時代が下がりカントの時代になると、両方とも必要ということで、子

供自身が育つ力にゆだねて大人は静かに見守る消極的な教育、ルソー的な教育と指導をし

て訓練するトレーニングが重要な積極的な教育、両方とも教育には必要だろうとカントは

考えました。言葉の定義的なことを言うと積極教育、積極的教育でも良いし、消極教育でも

消極的教育でもよいですが、積極教育は子どもに何を経験させて何を経験させないかの基

準をあらかじめ設定して子どもの活動に積極的に介入していくと考えられるわけです。消

極的教育で言えば子供の活動そのものに何かしら意味があるような豊かな経験、チャンス

があると考えた場合に、大人から子供への活動の端から消極的なものに留めようとする考

え方になりました。 
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最初に紹介した教育虐待の話で言えば、子供と大人との関係の中で教育を行うために積

極的な教育を行っている状態を構造からとらえようとすると両方とも教育のやり方として

は考えられる中でどちらかといえば積極教育の価値を認めて行う状況として考えられるわ

けですよ。2 つの関係を積極的な教育と消極的な教育、片方が中心ということではなくて、

教育には両方、普遍的に存在する、いつでも存在するものと考えて研究していたのが教育関

係論の分野、思想的な見解、があります。 

 

◎教育関係論とは何か 

教育関係論は聞き慣れない言葉かもしれませんが、教育者と非教育者、簡単に言うと教え

る人と教えられる人との関係が教育関係になります。教育関係について教育者と非教育者

との関係に注目して教育という現象を考えていくのが教育関係論です。これをいろいろな

人が研究しているわけで、特に精神科学的教育学と呼ばれるような研究者達を中心に、この

研究が行われました。特に教育関係を理論化した、体系化したのがノールです。このヘルマ

ン・ノールが「教育学の自律性」の中で言っているのが、「成長した人間」は、要するに一

般的には教育をする方の人、成長した人間のこと。「成長しつつある人」というのは非教育

者・学習者のことですが、「教育の基礎は成長した人間の成長しつつある人への情熱である」

ということだそうです。分かるような、分からないような感じですね。「成長しつつあるも

の自身のための、彼が自己の生とその形式に至るための関係である」との言い方です。平た

くいうと、教える時には情熱が必要で、単純に素朴に表面だけをとらえると情熱が必要で、

成長しつつある人が将来自己実現するためにそれをやっているのです。 

ポイントは 2 つです。教育関係は他の関係とは違うということ。もう一つは教えるもの

が権威と教えられるものへの服従に基づく 1 対 1 の人間関係ではなくて、先ほど情熱があ

りましたが、双方向的なものということで権利服従関係の解消に最終的な目標がおかれて

いる、ということです。詳しくみていきます。 

今までの教育関係のポイント 1 は教育関係における相互の関わり方は他の関係における

関わる方と異なると考えるわけです。1 つは教育学の自律性の本です。教育学が教育学とし

て成り立つためには何をしなければいけないか、という事を考えているので、当然これが必

要になってきます。教育関係は教える人と教えられる人との関係なわけですが、それが一般

の他の人間関係と一緒としたら特に教育学とわざわざ作って関係を考える必要はなく、他

の学問でもできるわけです。教育関係はどのように違うのか、教育関係は他とは違う関係と

して研究の対象にしなければいけないのかと考えているわけです。 

ノールがなんと言おうが構わないので、素朴なレベルでみなさんも考えてみるといいの

かもしれませんね。何が違うんだ、教育の人間関係、この場合は教育関係論の場合には 1：

1 関係で考えたほうがいいですね、教える人も一人だし、教えられるひとも一人、という関

係の中で考えたほうがいいと思います。その関係、個別指導の関係と言ったらいいのかもし

れません。そういうイメージかもしれません。その関係は友達同士の関係とか、素朴な友達
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関係から考えると平行な関係のようにも見えるし、教育関係だと落差がある関係という感

じがします。イメージ的には友達みたいな先生と生徒がいてもおかしくはないのですが、親

子関係とは、素朴に考えると何が違うか、この授業の中でも親子関係の例は多いので結構似

ているところは多いと思います。ただ教育関係だと学校を卒業したある期間、制度的に卒業

してしまえば、その関係は解消されたり、学ぶ側が教えられる側を教える側を乗り越えてし

まえばそこで教育関係が解消されてしまいそうな気がします。 

親子関係の場合には、身長が親を上回った時に親を守る関係にならなければならないと

か、情緒的な部分でのつながりを考えていくと教える教えられる関係が変わっても続いて

しまいそうなところはあります。特に結論がある話ではありません。皆さんも時間がある時

に友人関係と教育関係の何が違うのかと考えてみてもよいかもしれません。 

 

◎２つの方向が両方を向く 

成長しつつある教育関係は 2 の方向の矢印が両方の側を向いていますが、教師側と子供

側、二つがあって、1 つは成長しつつある人間を形成しようとする意志、それから成長しつ

つある人間の自発性個性の尊重、この 2 つが存在していて、前に綱引きのような形で書き

ましたが、それは緊張関係にあるということです。緊張関係との言い方をすると、両方とも

重要ではありますが、わかりにくいかもしれませんが、ある種矛盾した 2 つの矢印の方向

性というものがぶつかり合っている関係とも考えられるわけです。積極的な教育、消極的な

教育ということであれば、どちらか側です。成長しつつある人間を形成しようとする意志、

つまり子どもを何らかの方向に育てよう、成長させようという教える側の意思を積極的な

教育だと重視していて、成長しつつある人間の自発性個性の尊重のようなものだと消極教

育のようなものです。子供側を重視しているという方向性と考えられる理由ですが、どちら

が片方ということではなく教育関係論の場合には両方ともある、ということでそれが常に

せめぎ合いながら行われているのは教育という考え方です。 

具体的に言えば、あらかじめ与えられた目標、これは先生が設定します。それから子ども

自身の目的、子どもの自己目的の間でどちらを重視するか、どちらを優先させるかでせめぎ

合いがあります。子供の目標理想への愛は子供がどのように育って欲しいかについての考

え方です。子供のあり方を重視する考え方、両方の積極消極の形で分けたら分かり易いのか

もしれませんが、両方が存在していてそれが綱引きになっています。ただ教育関係論が理想

としている教育関係、難しいですが、教育関係論の場合には理想的な教える人と教えられる

人の関係は存在していて、最初はどうしてもこちらが上、教える人側が上、教える人が権威

を持って教えられる人が服従している関係を考えてしまいますが、そうではなくて理想的

な教育関係は、総合的な愛の関係と言うとぼんやりとしてきますけど、お互いに持っている

教育の意思や子供が持っているものを重視しながら、お互いに愛情を持って接しあうこと

によって理想的な教育関係が築かれるという考え方、これが教育関係論的なノールの考え

方です。 
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◎2 者関係だけではない教育 

その中でもノールの教育関係論、理想的な教育関係のあり方がいえるわけです。ただ、理

想的と思えるかもしれず、批判はいろいろあります。皆さんも「ん？」と思ったところがあ

るかもしれません。ひとつは教える人と教えられる人の 2 者関係だけを教育と考えていい

のかという話があります。イメージする時に個別指導を想像した方がよいかも知れません

と私が言いましたが、教育場面は一斉授業や集団や他の子とその子の関わりや他の子と先

生との関係も含めて教育の場所を考えるのが普通との考え方があります。そうすると教育

の関係という二者間の関係を狭めてしまっているという考え方、もう一つは一言でいうと

先生が愛情をもって子供に接すれば教育上の関係は理想的なものになりますという話、そ

の問題に矮小化されてしまいます。広い問題ではありますが、そういう問題として考えられ

てしまう考え方、最初に権利服従関係を前提にしていると言いましたが、それが総合的な愛

の関係に変わっていくと言いましたが、結局その権威的な先生が積極教育的になるのでし

ょうか。先生の側が子供を服従の関係においているところは、結局は変わっていないという

話もあります。 

それぞれ批判があって、その後の展開はもう少し雰囲気として、雰囲気としてとらえると、

一つ良いのは子ども側から主観的に関係が捉えられるか、包まれているような感じ、被包感、

先生側から主観的に見たらどのように教育関係はとらえられるかは信頼感のようなものと

して捉えられる。それが全体的な雰囲気として考えられるのではないか、教育的雰囲気の議

論に発展しています。いずれにせよ一つ、教育虐待の話から今日の話は始まっていますが、

それを考える上で積極教育・消極教育はカーストの教育科学的な面からもアプローチでき

て、特に教える側と教えられる側で言えば、それを人間関係の構造関係論的との言い方もで

きます。人間関係の構造として考えていく場合には、積極的な教育、消極的な教育の中の積

極的教育が教育虐待の場合には、考えることができるということ、この問題は難しくて本質

的には教育は矛盾を抱えているのではないか、教育関係論のようなその積極教育・消極教育

の流れから教育関係論までを紹介しました。結局そのせめぎ合いは常に教育学の中に内在

しているものではないか、つまり子どもを積極的に育てればいい、積極的な教育をして育て

ればいい、消極的な教育をして育てればいいようなものではなく常にそれがそのバランス

を取れる・取れないという不安定な状況の中で教育は行われているのが本質ではないかと

いう考え方です。 

課題 3 は単純で、積極教育・消極教育、どちらを取ることが多いのかは場面によると思わ

れますが、そう思われる方は、どちらかより何が有効だとか、どちらが自分としては理想的

である、あるいは両方とも 選んでもよい、積極・消極、両方とも教育の中に内在している

二項対立的なやり方、両方ともありますが、自分はどちらがよいと思う、もしくはどちらも

やるのであれば、どうするのかということを課題 3 にしたいと思います。 
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◎積極・消極・両方 

ここまで積極・消極という話をしてきましたが、教育論系の方も無条件に仮定をしいるよ

うな関係の上で考えておかないポイントがあります。1 つは教える側と教えられる側の双方

向的な総合的な愛の関係と言っていますが、これは簡単にくずれます。大人、教える側がご

飯の時にはちゃんと座って静かに食べなければいけないと言って、子供の側がご飯の時に

は静かに食べなきゃいけないと受け取る場合もありますが、その受け取り方としてはお母

さんが怒っているという受け取り方もあるわけです。常にコミュニケーションの問題で解

釈がズレます。教える側が発したものと教えられる側が受け取るものがズレる可能性が常

にあるわけです。もう一つはそもそも教わる、学ぶという関係は絶対的なものなのかという

ことです。先ほどの話だと「教えると学ぶ」の関係は前提として無条件に成立するものとし

て、その中で教える側よりにするのか、学ぶ側よりにするのかという話を中心にここまで話

してきました。 

そもそもの話として、教えることと学ことは常に一対の関係として考えていいのかとい

う話なわけです。例えば「教える学ぶ」は当たり前のものとして存在すると我々は考えがち

なのですが、考えてみると別に教えなくても人は学ぶのです。「教える学ぶ」は一対のもの

というふうに考えるということは、つまり何かを勉強する、何かを学んでいくという場合に

は、今も講義をしながら言うのは心苦しいのですが、学ぶは別に教えられなくても学んでい

けるという考え方も当然あるし、教えられなくてもいいわけです。 

「労働する学ぶ」、「遊ぶ学ぶ」、「いじめる学ぶ」のようなものが成立するのだとしたら、

当然のように労働した所で学ばなくてもいい、別に労働しているわけだから学ぶ人ばかり

ではないのです。いじめから学ぶということもあるかもしれなませんし、別に学ばないこと

も多いわけです。死んだ時には学ばないのもあります。同様に教えたところで学ばないとい

う関係性もありうるわけでし。教えると学ぶという最初になした主体 A は多くの場合、教

える側、教師とか大人です。主体 B は学ぶ側ですから子どもとかそういう人ですが、「教え

ると学ぶ」の関係は自明の連結関係ではないということです。 

たとえば、映画のＤＶＤを見るといった場合に、DVD の感想としてインターネットによ

く上がっているのを見ると、たとえば「この映画から諦めないことが大事だということを教

わった」との感想がありますが、出演者側からすれば、教えていないし、そんな DVD でも

ない、となります。教えないというのは、先ほどのアリエスの話に出てきましたが、近代以

前の子供は大人と共同生活をする中で、特に今でもアフリカの一部の部族は今の教育のよ

うなことは存在していないところもあるらしく、近代以前の子供は大人の仕事を見ながら

その中で自然と学んでいくということも多かったわけです。教えないけれども教える、学ぶ、

のような関係性が有効に機能していた理想的な教育的な教育関係的な面から言うと理想的

な構造がうまくいっていたというのは 1960 年代から 1970 年代、日本で言えばそう言う事

となります。先ほどのノールの議論に対する批判にもありましたが、その理想的な関係とい

うのが成り立つ前提として、ある種の落差のようなものが存在していて、つまり子供にとっ
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て絶対的に良いと思われる社会の未来に寄与するような知識を教える側が持っていて、そ

れを子供やある意味遅れた人たちに指導するような構造が成り立ちうる、それを実体的な

ものとして考えられるような時代であれば教育関係的な構造が理想的に機能するわけです。 

ところが価値観が多様化してきていたり、人生の方向性が多様化していくと進歩的という

もののその進歩的な方向性が崩れていくわけです。そうすると教育関係的な構造がうまく

成り立たなくなるわけで、無条件に「教える、学ぶ」のような関係性を家庭でできた 1960

年代から 70 年代ぐらいまで、具体的な話でいくと、教育虐待、家庭教師の先生がスパルタ

式の教育をしてきて、親もそれに対して何も言わないことになったのは、みんなが学ぶとい

う事が先生のような人が教えてくれてそれを学ばなければいけないというある種の幻想で

すが、そんな時代とは違い、先程言ったものから言うと、この教えると学ぶとの間の関係は、

実は絶対的なものではありませんでした。学ぶ機会は教えられること以外からもあり得る

し、教えたところで学ばないようなものもよいはずなのに、みんなが一緒にそういう幻想を

共有していた、というような言い方もできるかもしれません。 

 

◎絶対的関係ではない「教える」「学ぶ」 

しかし教育虐待の時代は、そういう幻想をみんなで共有できたために、教育虐待を受けた

人からするとたまったものではないわけです。共有していたために先生の側からそういう

ものだとして子供がついてこないのであれば「なんで当たり前の教育関係が取れないのか」

ということに対して怒りが生じる。大人の側でもそれが生じる。それに対して子供の側でも

本当は教えられたことを学ばなければいけないのに、その先には自分の将来がある、先生は

自分のためを思ってやってくれているということが考えられるのに、それができない自分

ということで自分を責めていく構造が成り立つわけです。第三者的に見ても先生が教えて

いるのだから、それを学ばなければいけないことがあると子どもがそういう関係から逃げ

ていいことが発想されにくいのが今の状況になってくると、これが嘘だった、教えると学ぶ

は絶対的な関係ではないことにみんなが気付き始めているのです。この教育関係の変容を

元に 2019 年になり教育虐待という形で概念化されるのは、当時は当たり前の関係だったも

のが今からすると絶対的なものではないと見えてきてしまったことが背景の一つにあるの

かもしれません。 

同時に教えないことが学ばない、つまり主体 B 側は学ぶ側により、教育なので教育は主

体 A 側が教える側として教えなければ教育としては成り立たないわけですが学習だけにな

ってしまうのです。どうしても主体 A が教えたときに教えないで主体 B 側の学びに寄り添

った時に教えない、学ばない、教えたが学ばないもしくは学ぶふりというふうな確率が増え

ていくということも考えられるわけです。 

教育関係が以前とは違ってきたという現在の状況があるなかで、どのようにやっていく

かという事については、当然のように子どもの発達に合わせる、子どもの心に寄り添うよう

な教育はあり得るわけです。もうちょっと教育の中で会話やコミュニケーションを重視し
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よう、ノールの教育的な関係についても、権威性もあるので、会話やコミュニケーションを

持ち込むことによって平等で対等な関係に持ち込もうという考え方の一つはあると思いま

す。 

この場合には以前は理想とされていた教育関係とは少し別な、教育関係にしていこうと

いう考え方です。一方で子供の側に寄り添うのは、子供が思いつかなかったら教育の内容と

しては、それが成立しないわけです。つまり足し算を突然子供がこうやりたいと思わないと

教えることもできないし学ばないという問題につながりかねないわけです。 

もう一つは実践的にその場その場で「教える、学ぶ」のような関係を個別の状況に応じて

解決していくというのがありえます。この場合には具体的なその問題を一つ一つ解決して

いくというやり方でしょう。そもそも教育関係という物事のとらえ方自体がおかしいのだ

としたら、もうちょっとお互いの教える側、教えられる側ともにお互いをケアし合うような

ケアリングという考え方が教育学で流行りとなっています。ケアリングの面から教育関係

を見直していくことも考えられるところです。ただ結論は出ないと思います。何がいいかど

のような教育関係がいいのか、もともと積極的な教育と消極的な教育、どっちがいいのかを

含めて、何がベストな教育なのか、結論は出ないと思います。 

課題 4 は、あなたの考える理想的な教える学ぶ関係を築くためにどんな事が重要でしょ

うかという事で、今日学んだことでもいいし、素朴なところで全然構わないと思います。素

朴なところで考えるのが、このような講義のレポートだと思います。そういうものを考えて

頂ければと思います。教育関係が再構築されたとしても、ノールが言うような理想的な教育

関係が再構築された、無理矢理に再構築されたとしても、教える側が教えられる側の自立性

を高めるようにコントロールするのは矛盾した関係が解消されるわけではないということ、

これも重要なことです。 

レポート課題は、課題をそのまま考えて頂ければと思います。どんなのがあったかという

と子どもに多大な負担を強いつつも養育教育行動が安定的に形成されていく、これは教育

虐待の話です。原因としてどのような事が考えられるか、親が善意で行っている教育虐待を

責められるとしたらどのような点において責められるのか、みなさんは、積極教育・消極教

育のどちらをとることが多いですか、どちらが有効と考えますか。課題 4 では理想的な教

える学ぶ環境を築くためにはどのようなことが重要でしょうか、というふうなことです。 

授業全体の感想を書いていただいても全然構いません。授業全体でこのことを考えた、でも

いいです、それが考えにくかったら課題 1 から 4 の間で 1 つ選んで書いていただくのでも

かまいません、その方が書きやすかったら皆さんが書きやすいレポートをいていただけれ

ばと思います。 
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（２） 教育の歴史（世界） 

担当：渡辺忠温・発達支援研究所主任研究員 

 

◎今日の教育・学校のあり方を違った視点からとらえる 

「教育の歴史（世界）」ということで、世界というと広いんですけれども、今日扱うのは、

中国の話もちょっと出てきますが、主にヨーロッパについてです。中でも、時期的には 17

世紀から 19 世紀前半ぐらい、近代のヨーロッパにおける教育の変化について、さらにいえ

ば、教育に関わる思想とかの変化ではなくて、主に教育に関わる制度だとか物とか、仕組み

とか、そういうものの変化を、この 1 時間半の間、皆さんと一緒にちょっと考えていけた

ら、見ていけたらいいかな、と思っています。 

この時期というのを選んだのは、ちょうどこの 17 世紀から 19 世紀前半時期のヨーロッ

パは、私やみなさんが経験してきた学校や教育のあり方というのが出来上がってきた時期、

最初の時期、ということが言えると思います。この講義で、近代的な教育だとか学校の在り

方みたいなのの起源にさかのぼってみて、始まりの時期にはそうした学校や教育のあり方

がどんな感じだったのかな、といった辺りをいろいろつらつら眺めてみようかなと思って

います。それによって現代において教育だとか学校について当たり前のように私たちが見

ているもの、こういう風なのが学校だろう、それからこういう風なのが教育だろうというふ

うに思っているものについて見直しができるような、視点がヒントになるようなものが皆

さんにご提供できれば、と思ってこの時期を選んでみました。 

時代だけではありません。私たちが普段、学校とか教育について当たり前だと思っている

ものについてちょっと別な視点から見る、他のあり方があるんじゃないだろうかみたいな

ことを考えるというのは、歴史だけではなくて、たとえば文化の違いみたいなもありますよ

ね。 

この左の写真は、学校で挙手する時、皆さんだったらこう（手を上に真っ直ぐ上げる）で

すよね。私が今手を上げるとちょっと画面見切れちゃいますけど、手をいっぱいにこう上に

上げる。元気よく手をあげてって言われたら、ハイハイと上に上げますよね。元気よくと言

われて、ウルトラマンのシュワッチの格好といいますか、机にひじをピタってつけてあげる

人ってそんなにいないと思いますよね。 

この写真は中国ですけど、北朝鮮でも、小学校を、あのキムさんが訪問されていた時に、

学校の様子を映した時もやはり同じような感じでウルトラマンのシュワッチな格好だった

と思います。 

こういう机の上にひじをのせてそこから離さないように手をあげるという格好は、見方

によってはピシッと決まっててかっこいい。しかも、この下の方に、女の先生がこうだよと

いうふうに指導しているじゃないですか。こういう風なのを見ても、何か日本とは違うなあ

って、当たり前のように手をあげるって言われたら上にあげるものだと思っているものが

崩される。 
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それから、これはそんなにたいしたことじゃないかもしれませんが右側の写真は、これも

中国、たいしたことないかもしれませんが、机がピッタリくっついています。日本でも多分

二人の子供が席をくっつけて並ぶように椅子を配置する、椅子とか机を配置することは、よ

くあると思いますけれども、もともとぴったりくっついている机というのは、日本と違うな

と思いますし、学校参観に行って後ろの方から見てると下の方でお菓子食べてたりします。

そういう持ち込みもいいところだとか、色々日本だとこうあるべき、みたいなものが崩され

るところがあります。 

今日の教育の歴史の話についても、ひょっとしたらさかのぼって見てみると、多分ある部

分について言えば、これ最近もやっていることだというものも出てくると思いますが、一方

で、今こういう風だから当然のようにこういうふうに今までずっと伝統的にやってきたと

思っていたけれども、よく見てみると始まりの時には全然形が違った、とかそういうものも

あると思います。 

多分、教育で子供に関わる、それから大人の教育でもいいのですが、人に関わるというこ

とはものすごい柔軟性とか、あるいはこうでなければいけないという考えを崩していかな

ければいけない部分がたくさんあると思います。今日の講義がそのヒントになればいいか

なと思っています。ちょっとなんか最後偉そうな感じになってしまったかもしれませんが。 

 

◎17 世紀から 19 世紀ヨーロッパの概観 

17 世紀から 19 世紀前半ってどんな時代だったか、について簡単に振り返りをしてみる

と、世界史をとられた方は色々覚えなければいけないことがたくさんあって面白い時期で

はあるけれども、勉強するには大変な時期だったかもしれません。 

このスライドで線を引いているところは、イギリス名誉革命 1688 年、17 世紀ですね。そ

れからアメリカ独立戦争 1775 年 18 世紀、フランス革命 1789 年 18 世紀、この時代という

のは、それまでの時期というのが絶対王政の時代と書いてありますけれども、諸侯が乱立し

ている時代、色々な地域ごとに貴族がバラバラにいたような時代から、もう少し中央集権的

に王を中心に国がまとまってくる時代というのが絶対王政の時代にあたるわけです。そこ

からイギリス名誉革命、アメリカ独立戦争、フランス革命を始めとした市民革命が起こるこ

とによって、政治的には近代がスタートするということになるわけです。 

この市民革命が起こったことによって、もう一つは国民国家というのが誕生してくるわ

けです。市民革命の後には、王様が絶対的なものでいて国をまとめるのではなくて、国民が

統一的な国を形成するという国民国家の時代になっていくわけです。後でも触れますが、そ

れによって国を富ませるために、国民の教育も必要になってくる時代ということになりま

す。 

それからもう一つ、今説明したのは政治上の 17 世紀、18 世紀からその 19 世紀あたりの

出来事ということになりますけれども、もう一つ大きかったのは産業革命で、これは教育に

ついても影響が大きい。産業革命はだいたい 1760 年代から 1830 年代と書いてあります。 
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私の教育原論の講義も取っていただいた方は、「日曜歴史家」と呼ばれていたアリエスの

「子供の誕生」の話が出てきたと思います。ちょうどそれがこの時代なわけです、つまりそ

れまで大人と子供の境目があいまいで、ちっちゃい大人、ちっちゃいおじさんというとおか

しな感じですね、ちっちゃいおじさんだと逆のことを想像しちゃいますけど、要するに大人

のミニバージョンが子ども、みたいな感じのもので、それまで考えられていたものがこの時

期になって子供と言うのを大人から分離して子供の時期というのを分離して考えるように

なったという話があったと思います。で、それもこの産業革命の時代にあたるわけです。 

 

◎学校の歴史 

簡単に 17 世紀から 19 世紀前半の時代を振り返って確認したところで、もう一度学校と

いうものの歴史を古代から中世の間、ごく簡単にこう見ていきたいと思います。 

学校らしきものというのは、昔からあったと思いますけれども、最初に分かりやすく学校

らしきものとしては、古代ギリシャのアテネとかそういうところで、ソフィストたちが若者

を集めて授業料をとって知識を教え始めたというのが学校らしきものの初めということに

なります。その後、主にキリスト教という宗教的なものを中心とした中世の学校というのは

存在していたわけです。その中で大学も成立してきます。 

大学というのはだいたい 12 世紀から 13 世紀ぐらいの時期に成立したということになっ

ていますけれども、このスライドの上のほうに「修道院が組織され、司教学校が置かれる」

ということも書いてあります。修道院で、今でいう教養教育とかも行っていて、文法とか算

術とか幾何学とか、天文学、音楽、修辞学、弁証法といった、基本となる 7 科目がこの時期

から教えられていたと言われています。 

ただ、そういう宗教的なものとは別に、この時期、大学というものが都市部に発展してき

ます。ここに、ボローニャ大学は法学が中心だとか、サレルノ大学は医学、それからパリ大

学は神学と教養が中心、オックスフォード大学も神学と教養が中心と書いてあります。ボロ

ーニャ大学が、1158 年に成立して、法学が中心の大学だったというところからもわかるよ

うに、やはり都市が発達してきたということが背景にあって、その中でいろいろな商取引を

しなければいけない、そのためには法律知識みたいものを専門的に身につけなければいけ

ない、といった需要があって、その中で中世のこの時期において大学が成立してくるわけで

す。 

今の学校の原型のようなものは、中世に成立してくるわけですけれど、一方でまだ中世社

会における教育だとか、子育てのあり方というのは主に家族や地域で近隣に住んでいる

人々の共同体の中で子育てが行われている状態で、つまりアリエスの話で、産業革命ごろに

子ども時期は分かれてくるというふうに言っていましたけれども、中世においては親とそ

の子どもを中心地した家族ということではなくて、それ以外の親以外の家族も含めた一種

の大きな大家族みたいなもの、共同体全体で子育てをしていた。そうした中で、主には農村

社会で、子供も大きくなったらあのおじちゃんのようになるんだ、といったように、目の前
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にいる大人がモデルなわけです。その大人たちがどういうことをするのかということを学

びながら、主に模倣しながら、それを学習していく。子育てと言いますか、教えること育て

ることよりも、主には学びの方が主になっていますよ。子供が大人から 真似をしながら学

んでいくという風なスタイルでの教育、学習が行われていた。従って、将来どういう人物に

自分がなっていくのかといったようなことも、ある程度その範囲内でしか考えられない、選

択の余地がなかったというところはあるわけです。 

先ほど中世になって大学ができたと言いましたが、大学も一種の、ここに出てくるギルド

の一種というふうに考えてもいいと言われています。ギルドというのを聞きなれない方も

いらっしゃるかも知れませんが、要するに職業を同じくする人たちで形成する集団です。同

職集団です。そのギルドに対しては封建領主などから特権が与えられていて、そこで認めら

れないと仕事というのをやっていけないわけです。 

ギルドの中でどういうふうな学びが起こるかというと、親方のもとに弟子入りして見習

いをするわけです。先ほどのちょうど共同体の中でも、子育ては大人を真似しながら勉強し

ていく、修行をしていく。ある程度時間が経ったらその見習いの結果として認められて独り

立ちしていき、ギルドにも認められる。それで、仕事を続けていけるという、そういう学び

のあり方、教育のあり方だったわけです。 

こうやって見てみると中世社会は、主に地域的な縛りもあって、そんなに大移動するよう

なものでもないし、都市部というよりも農村中心の社会のなかで、共同体の中での教育、子

育て、学び、というようなものが起こっていた、そういう時代だということができると思い

ます。 

最初に説明しましたけれども、この 18 世紀に産業革命が起こります。そうすると、この

農業中心の経済から工業中心の経済へと移行していきます。これは経済上の問題ではある

のですが、大きな社会変革をもたらすと同時に、教育の面でも大きな影響を与えます。 

産業革命は、国ごとにスタート時期が違うわけですけれども、もっとも早く産業革命が始

まったのはイギリスと言われています。世界史に詳しい方はご存知だと思いますけれども、

有名なのはジョンケイの 1733 年飛び杼や 1769 年のワットの蒸気機関車は有名だと思いま

すが、このような技術革新が起こって、その中で産業革命が起こることによって、教育に影

響があるとはどういうことなのかというと、一つはギルドとか徒弟制度が解体されたとい

うこと。要するに、産業工業中心の経済に移行する中で、都市部を中心として、工場などで

働く労働者の層、集団が形成されてくるようになる。そういう都市部を中心とした労働者社

会が出てくると、そういう人々が都市部で生活するため、どのように教育していくかが問題

になってきます。 

もちろん産業革命によって、いろいろな技術だとか知識が必要になってくるということ

もあるでしょう。そういった人々を、公教育、あるいは公教育でなくても何らかの形で教育

していく必要が生じ、その人達からもそういう教育を受けたいという需要があるという状

況が生じてきた。要するに親方に学んで何か技術を身につける事が、ギルドが解体されてし
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まうとできなくなるので、その代わりとしての教育、つまりギルドの補完としての教育機関

というのが必要になってくるのです。 

実は公教育スタートするのに、イギリスは少し遅かったりしますが、その場合でもボラン

ティアのような形で教育をする人たちがどんどん出てくる。その教育の対象は、こういう新

しい労働者の集団ということになるわけです。 

それからもう一つ教育上大きいのは、何かをつくったり働いたりする場というのと子供

の教育の場が分離していく過程が生じた点になります。 

今では職場と教育の場が分離しているのは当たり前と思われるかもしれませんが、たと

えばこの絵に出てくるような光景です。今日何度も話題に出てきてしまう、アリエスの「子

供の誕生」の口絵に載っている左側の絵ですね。これ子供が右側にいて、何か棒みたいなも

のを持っています。子どもがこの枠にはめられた中に入っているというのも面白いですが、

お父さんかお母さんかが仕事をしていて、子供はこうやって身近でお母さんやお父さんが

仕事をしている様子を見ながら自分も何かしようと思って、ひょっとしたらこの子どもが

持っている棒も、何か大人を真似しようと思ってそれに似た物を持って動かしたりしてい

るかも知れないですよね。こういうふうに仕事の場と子供が学んでいく場が分離されてな

かったのです。こうやって大人の仕事を学びながら子供たちは自分の将来を決めていくと

いうことになるわけです。 

それに対してこの右側の絵ですけれども、これは、ちょうど過渡期にあたる時期の教育の

あり方です。何が過渡期かというのが、ちょっとわかりにくいかもしれませんが、ここで、

両端に子供がたくさんいるというのは、分かって頂けると思います。そして、ここに子ども

が本を持って読んでいますよね。大人が教えていますけれど、よく見ていただきたいのは手

元のところに道具を持ってるんですよね。つまり仕事をしている。先ほどの左側の図のとこ

ろで言えば、このお母さんは教えているわけじゃなくて、子供が学んでいるんです、教えて

いるのではなくて、その子供の方が物真似をしながら学んでいっている状況がありますけ

れども、こちらの右側の方の写真の男の人、これ実はジョンパウンズという、それなりに有

名な人です。仕事をしながら同時にちゃんと教えようと思って教えているわけです。要する

に、たとえば文字の読み方を教えてあげなきゃいけないというボランティア精神が、このパ

ウンズさんにはあるわけです。一方で、その時代に、仕事とそういう教える場所は別という

感覚がないので、仕事をやっている傍らで本読みをさせている、つまずいたところは教えた

りしているのでしょう。 

ちょうどこの時期、18 世紀の時期に、だんだん左側の状態から右側の状態に移行し、そ

れからさらに今度は学校みたいなものが、公教育として成立してくると、この分離、つまり、

仕事場と学ぶ場は別なものということ、がだんだんと起こってくるということになるわけ

です。ちょうど右側は中途半端に中間の時期の出来事なので、このパウンズさんは職場で教

えているということになるわけです。 

まとめると、中世までの子育てや教育は農村共同体だとかギルドなどでの、見習いや模倣
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を通じた学びが中心だったということ。そんな中で、確かに宗教的なものもあったかも知れ

ませんが、宗教的なものだけではなく、いろいろ都市部を中心として知識をみんなで共有し

ていこうという場所としての大学が成立していきます。ただし、同時にギルド的な側面があ

ったということ、あとでまたこれに関連した話をしますので、このギルド的な性格を持って

いたところは覚えておいていただければと思います。 

また、生産の場と教育の場が一体化していましたが、先ほど絵で見たように、市民革命、

産業革命が起こることによって学校教育の必要性が生じ、それから生産と教育の場が分離

していったということです。 

これが 17 世紀から 19 世紀頭ぐらいまでの間の学校の成立と変化という事になります。 

 

◎義務教育と教科書の歴史 

次に義務教育と教科書の歴史についてお話します。 

皆さんも多分産まれた頃から義務教育が存在している時代に生きてきた方ばかりだと思い

ますけれども、この義務教育が成立してきたというのも、実はこのちょうど 18 世紀から 19

世紀あたりということになります。 

スライドでは順番が逆になっていますが、一番早かったのが、この年代を見ていただいて

もわかると思いますが、ドイツです。義務就学令が出たのが 1717 年。それから学校維持法

1736 年と書いてあります。このドイツを最初として、次にフランスへと進みます。第三共

和国フェリー文相による、とスライドに書いてあります。第三共和国がわかりにくい方の場

合は、1789 年にフランス革命が起こったときに、実は既に「国民に教育が必要だ」「義務教

育が必要だ」、それから「それは無償で国民に与えるべきだ」という考え方があったのです。 

コンドルセという人が、すでにフランス革命のときにそういう事を言っていました。第三共

和国は、そのフランス革命が終わって、その後ナポレオンが出てきます。ナポレオンがコケ

てその後が第三共和国になるわけです。フランス革命時にすでにあったものが、この第三共

和国フェリー文相による、というふうに書いてあるのは、実はナポレオンの時代には全く義

務教育制度の整備が進まなかった。 

ナポレオンの時代は、やはりナポレオンはすごい華々しいところが好きなのかもしれま

せんが、大学の教育を充実させるということをやりました。大学に国全体の英知を集めるみ

たいな感じで、大学の整備はしっかりやりました。ところが初等教育や中等教育、つまり今

日本でいう小学校中学校高校あたりの教育については、ほったらかしとは言わないけど、あ

まり力を入れませんでした。フランス革命のときにすでにフランスにおいては、全員教育を

受けるべきだという考えは理想としてあった。ところがナポレオンの時代はそれを進める

ことができなかったので、その後をうけた第三共和国になってはじめて、公立の初等教育や

小学校・幼稚園の授業料の無償化ができるようになったわけです。幼稚園の授業料無償化は、

日本でも最近になってやっとできるわけですから、フランスがこの時期からすでにあると

いうのは素晴らしいですよね。 
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初等教育 6 から 13 歳の義務化と公立学校の世俗化については、世俗化というのは、聖職

者の排除ということです。先ほどの繰り返しになってしまうのですが、ナポレオンは初等教

育にあまり力を入れていなかった。その結果として、誰に任せたかというと、宗教団体、宗

教の方に初等教育を任せていました。それをもう一度その公立学校ということで国の管理

のもとに置き、それから初等教育についても義務化を行ったというのがフランスというこ

とになります。 

それから同様にイギリスも先ほどから言っているように、民間の私的事業やキリスト教

団体によるボランティアに学校の運営は任されていましたけれども、国民教育制度の成立

があったり教育の無償化は、19 世紀後半それから 20 世紀になってから始まるという風で、

イギリスの場合には少し遅れてということになりますね。 

ちょっと回り道になりますけれど、この時期はいろいろな今にもつながるような教育思

想家が出た時期でもあります。17 世紀から 19 世紀前半ですと、例えばコメニウスについて

は後でお話しますが、17 世紀から 18 世紀半ばのあたりはロックだとかルソーとか。ロック

は経験論と呼ばれたりする、要するに、教育だとか環境が重要だといった考えを、教育思想

として持っていた人です。ルソーは、逆に消極教育だとか、もともと持っているものを大事

にするという考え方だったわけです。それから 18 世紀後半から 19 世紀前半、ぺスタロッ

チとかヘルバルトといった人達が出てきます。この人達は「直観教育」と呼ばれて子どもが

感覚的に感じるものを大事にしていくという教授法を唱えた人たちです。 

ヘルバルトについて、ここに「科学としての教育学」と書いてありますけれども、心理学

なども参考にしながら、いまでも影響力がある教授法を考えた人ということになると思い

ます。 

この時期に教授法が出てくるのは、少しピンとこないかもしれませんが、中世からの流れ、

先ほどから説明している中世からの流れを見てくると、何となく分かるような気がしませ

んか。つまりそれまでは子供が親のそばにいて、もしくは親方の周りに弟子がいて、その弟

子が技を盗んでいくという方法、別の言い方をすると、子どもが大人の真似をするというこ

とが、中心にあるような学びが教育のあり方だったわけです。ところが一つはロックもそう

かもしれませんけれども、この時期になって合理的に思考するということが必要になって

くる。それから、科学というようなものが普及してくるにしたがって、教える「技術」のよ

うなものについても研究していこうというのが出てくるわけです。それは、産業革命以降、

ギルドが解体したことによって学校、もしくは今までの徒弟制みたいなものとは違った形

での教育が行われるようになった時に必要な技術として、どうしても必要になってきた。そ

の時に出てきたのがヘルバルト ということになると思います。 

先ほどコメニウスの説明を飛ばしたわけですが、このコメニウスについても、時期を見て

いただければ 1592 年から 1670 年で、ちょうど大体活躍したのは 17 世紀ぐらいの人とい

うことになるでしょうか。コメニウスの仕事で有名なのは、「世界図絵」です。スライドに

「言語の扉」、「遊戯学校」、「世界図絵」と、3 つ書いてありますけれど、おそらく、なかで
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も世界図絵が一番有名だと思います。 

このコメニウスは、一つは、「あらゆる人に教育が必要だ」というような教育思想を持っ

ていたわけです。この辺りはやはり時代とマッチした思想ということになると思います。 

つまり、先ほど、生活上の共同体の中での学びが中心だったと言いましたが、もちろんそう

いうような農村社会の中での学びがあるというのと並行して、宗教などを中心とした、古典

語、ラテン語など、語学の学習だとか、それからもう少し上流の階級での教育というような

ものはあったわけですけれども、そうではなくて、それまで中世においては農村でただ単に

技とかを学んでいただけの人たちにも、教育が必要だと考えたのがコメニウスだったわけ

です。 

その教育の目的としては、ここに「汎知教育」、「先入見をなくしてあらゆる事物を知るも

のになるということになること」と書いてありますけれども、「先入見を無くし」のほうも

大事で、「あらゆる事物を知る者になること」というのがコメニウスらしいと言いますか、

コメニウスの思想のポイントだろうと思います。 

まずコメニウスが作ったのが、この「開かれた言語の扉」という語学の教科書になります。

語学の教科書とスライドに書いてありますが、何の語学かというと、ラテン語、それから学

習者の母国語、という、ラテン語と母国語で書かれた教科書ということになります。いろい

ろなモノの名前とかそういうものが載っているわけです。 

それから、この 1631 年の「開かれた言語の扉」という語学の教科書の後に、これだけで

はダメだということで、今度はより幅広い教育に対応できるような教科書というのを 2 つ

作ります。 

下のほうから行くと、「遊戯学校」と書いてある教科書です。1656 年にでています。これ

は演劇の脚本として書かれたものと書いてありますけれども、ラテン語学校において使用

される教材として位置づけられるものです。しかも、若者期の、と書いてあります。つまり、

ちょっと上の子供向けです。一方で、「世界図絵」は、まだ読み書きができない初心者のた

めに絵を中心として文字を教えていくような、そういう学校の教科書で、児童期のものとい

うことです。 

スライドで紹介する順番を間違えてしまいましたが、これは「世界図絵」の動物アルファ

ベットで、「カラスはアーアー鳴きます」。もちろん日本語では書いていないわけですけど、

この絵と対応させて、「アーアー」という文字が書いてあって、「羊はべーと鳴きます」、「バ

ッタはチーチー」、ちいちい羽を動かします、みたいに、その音に合わせて言葉の発音が分

かるような形で書いてあるわけです。それから、「英知」っていう言葉に対して絵があって、

それから、「英知」はすべての事物を蛇のように見回し、何一つ無駄なことない語りを考え

ます、みたいな説明が書かれています。 

動物アルファベットは、音との対応を考えているもので、特に単語を覚えるためのものと

いうことではないのですが、つまり、コメニウスの場合にはわかりにくいと思って絵を書い

て、それから文字と対応させているのだと思いますが、今の時代の認知心理学の知見から考
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えても絵と文字を同時に対応させて提示して覚えさせるのは記憶の方法としても理にかな

った方法だと思います。人が記憶する時とは言語的な単語として覚え、頭にインプットする

と同時に、イメージも一緒に提示して覚えさせてあげると記憶が進むみたいなことは、今の

認知心理学でも言われたりします。そういう意味では世界図絵は、すごく最先端をいってい

たのではないかと、勝手に考えてたりします。 

余談になりますが、この授業の最初で学校の在り方が今日と違うというのを言ったので

すが、実は今のような学校段階を最初に考えたのはコメニウスと言われています。コメニウ

スは、人の発達をいくつかの時期に分けて考えていて、幼児期が 1 歳から 6 歳、少年期が 7

歳から 12 歳、それから若者期が 13 歳から 18 歳、青年期が 19 歳から 24 歳となっていて、

それぞれに学校を設ける。単に学校を設ける事が重要なんじゃなくて学校の段階を 1 年ご

とに分けて設定するのが必要だとコメニウスは考えたのです。 

先ほど教科書についての話が出てきましたが、同一学年では同一内容を扱った教科書に

よる教育を施すと考えると実は今、私もたぶん皆さんも経験してきたような学校教育の在

り方では、その年齢に達すると、何か特別な出来事がない限りは次の段階の学校に進級する、

制度上は少なくともなっていて、各年齢段階、各学校段階ごとに教科書を変えて用意してお

く、しかもその教育内容を当然のように学校段階に合わせてだんだん簡単なものから難し

いものに段々学習内容を深めていくという学校とか教育の進め方や仕組みになっている。

そこまでのものはもうちょっと後になりますけれども、その基本を考えたというのはコメ

ニウスということになるわけです。これも 17 世紀のあたりにそういう考え方が出てきたと

いうことです。 

 

◎学級の歴史 

 次に学級のあり方ということになります。 

学級、クラスの構成の仕方は、多分今でもいろいろな国によるとか、文化によって違うと

ころはあるのかもしれませんけれども、たとえば映画を見ていても、しばらく見ないと、説

明聞かないと、これはクラスだってわからないなんてことはありません。写真が、日本の教

室の無料の写真がなくて、外国の写真しかなかったので、こんな写真になってしまいました

けれども、この写真見たら学級、クラスの中で先生にハイって手をあげているんだな、先ほ

どのシュワッチのポーズじゃなくてちゃんと手をあげてますが、そういう状況なんだなっ

て、なんだか皆さんも多分わかりますよね。外国だからわからないってことはありませんよ

ね。 

こういうあり方、これが今こういうあり方って言いましたけれども、どういうあり方なの

か、ちょっと後で見ることにして、これもクラスだということが分かるように我々がなって

くるのも、これも 19世紀前半の時期に段々そうなっていった、ということになっています。 

19 世紀前半までのイギリスでは、実は今とは別なやり方がとられていました。ベルランカ

スター方式と書いてありますけれども、「ベルランカスター」というひとりの人が考えたの
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ではなく、ベルさんとランカスターさんが同じことを考えたので「ベルランカスター方式」

と呼ばれます。 

カッコで「モニトリアルシステム」とも書いてあって、どれが正しいんだ？と思われるか

もしれませんが、その方式をあみ出した方の名前をとってベルランカスター方式って呼ば

れることもありますし、その内容から見ると、助教と日本語では呼ばれたりもしますが、モ

ニターという、子どもを使ってやるシステムなので、「モニトリアルシステム」というふう

にその内容から呼ばれたりもします。 

これは能力別です。到達度別と言いますか。実は、最初にクラス分けをイギリスで実施し

たときには、学年ごとではなくて能力別だった。能力別に集団を組織し、その中にモニター

を付けて指導をすると書いてありますが、このモニターは、大人ではありません。子供の中

から先生が、君優秀だからモニターやりなさいと言ってモニター助教を選ぶ。子供が他の子

に教えるという、そういうシステムだった。それは、この絵で分かると思いますが、周りに

いる子ども、これを教えているのはモニターさんです。モニターさんというか助教です。こ

れはモニトリアルシステムの絵です。今みたいに机があって、先生と向き合って、しかも机

が平行に並んでいる教室ではなくて、立ったまま、こうやって指し棒で教えたりしています。

これがモニトリアルシステムです。それから、もう一つ、こちらの方はすごく見づらいかも

しれませんが、この真ん中に立っているのがモニターではないかなと思います。 

とにかく、先生が教えるのを助ける、助教みたいな人をつけて指導する、しかも能力的に

は同じような能力の子供たち、到達度も同じ、学習の進み具合も同じ子供達を集めてその子

たちに教えていくやり方、これがベルランカスター方式、モニトリアルシステムのやり方で

す。 

ところが、ちょっとこの時期を想像して頂きたいのですが、今っぽく到達度とか能力別集

団とか言ってみましたが、能力別とか到達度にしてしまうと、どういう子どもが一緒に集ま

ってくるかというと、クラスごとに、要するに出身階層が違う子供たちがバラバラになって

しまう。割とお金持ちで、かといって何か昔から伝統的にいるような層ではなくて、ちょっ

と最近商売で大儲けしたみたいな層のグループと、昔からすごく高い身分の方々とそれか

らその社会の中では階層が低いと呼ばれている人たちの子供、という感じで、結局のところ

別のクラスに分かれてしまう。 

だとしたらこのやり方は、何か、この時期に、最初に説明しましたように、国民国家をま

とめていく、そのための教育をやっていかなければならないという時には、そのような階層

別、あるいは出自ごとの違いみたいになってくると都合が悪いわけです。その中で出てきた

のが「ギャラリー方式」と呼ばれる方式になります。 

この絵は、ギャラリー方式でも後で出てくる、先ほど見せた、あとで出てくるやり方で、

初等中等学校、小学校、中学校、高校ではあまりそういうふうな席の並びはないと思います

けど、今の大学ではこういうのがあると思います。階段状に机が並べられていて、多くの生

徒が教師と対面した状態で授業が進む、集団性を重視したやり方で、年齢別の同質な集団に
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親和性が高い、と書いてありますが、この絵ですね。注目するのは、やはり、こういう時期

はいろいろ混ざっています。モニトリアシステムの場合にモニターがいると言いましたが、

これはギャラリー方式ですが、やはりモニターの子供がいます。これ先生です。先生がこっ

ちに向かって、大勢の子どもたちがひな壇のような感じで並んでいる所に向かってお話を

する。子供が何かたぶん先生が言っている所を指して、先生が話しているのを助けながら授

業をやっている。こういうギャラリー方式にする時に、こちら側にいるひな壇の子供達を能

力別ではなく、年齢ごとに、同年齢の集団にしたわけです。 

そうすると今度は出自とかではなくて、ほぼこれまでの経験とか生まれてからの年数と

か一緒の子ども達、そういう子どもたちが、元々の階層とかそういうものについて言えばバ

ラバラですけれども、平等な市民や国民として同じ年齢の子ども達が一斉に授業を受ける

という意味では国民国家を作っていく上では、重要な土台になる教育の一つになってたわ

けです。 

もう一つ重要なのは多分、例えば入学試験だとかそういうものを行う時に、色々条件を揃

えやすくなります。先ほども出てきましたけれど、その同じ年齢段階に同じ教科書を与える、

年齢としては同じ教育経験を積んでいくわけです。能力別に分けていたら子供がバラバラ

な経験だとかバラバラな教材を与えられてその中でいろいろな学習をしている子どもたち

がいるので、それを同じ入学試験の問題で競わせるのは、公平性の点から見ると少し公平で

はないというところもあるわけですけど、こういうふうに年齢でそろえ、その子どもたちに

同じ教科書を与え、それから、それがステップアップの仕方も軍隊のように同じ足並みで 1

年ごとに上がっていくシステムを取れるのであれば、その中で選抜のための入学試験を行

っていくのを、やりやすくなる。そうすると入学試験を行なって人材を選抜していくことも

国としてはやりやすくなるかもしれません。 

では、まとめです。 

市民革命による国民国家の成立と産業革命による都市部の労働者階層・中間層の形成で

知識の必要性や教育方法が変化して国家国民教育に関与する必要性が出てきた、というと

ころで、今のような教育方法だとかそれがクラスの統制の仕方が出てきているのです。 

先ほどのギャラリー方式でやっていた学校の中には、運動場を初めて学校の中につくった

ところもありします。 

 

◎試験の歴史 

余談になりますが、この写真にでているのは、私が中国に住んでいた頃に家の近所で撮影

したものです。中国だと大学入学試験は 6 月の頭です、以前は 7 月の頭でした。7 月の頭に

やると暑くてみんなぶっ倒れるので、1 か月早めて 6 月にしようとなりましたが、6 月でも

すごい熱い。暑いのですが、みてください、これは中学校ですが、中国の中学校は中学校高

校が一緒になっているのですが、門の前に人だかり。ここ左側の所に休息駅みたいな字の簡

体字ですけど、つまり親御さんがいっぱい集まるのがわかっているから、休憩場所を作って
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くれたりする。しかも、写真には映っていないのですが、こっちの方にちゃっかり、救急車

とかスタンバってたりします。 

こういう試験が、普段のクラスの中でちょっとやるような小テストとかじゃなくて、人材

を選抜する、もしくはどこかに進学するための試験が欧州の中で始まったのも実はこの時

期ということになります。世界の中で言えば、もうちょっと早い国があります。それが今見

た中国です。 

中国ではこのあたりはたぶんご存じだろうと思って、ササッといきますけれども、最初の

頃の中国の中での試験制度というのは、入学試験よりも官僚選抜試験で、官僚に人を任用す

る、任命するためにどういう人を官僚として採用したらいいかを選ぶのに「科挙」試験を最

初に導入したのが中国です。最初からあったわけではなくて、最初は推薦による官僚の任用

だったわけなんですけれども、隋の時代から科挙制度が行われるようになります。それまで

の推薦人による任用だと、どうしてもその身分や家から偏りが生じてしまうので、公平に、

科挙を行おうとしたということです。地方で予備試験があってその後中央で本試験があっ

て、何回もやります。最初、受験資格は、商工業者の子弟には認めなかったのですが、あと

で誰でも受験可能になりました。 

厳格な試験の実施ということについては、1 箇所で試験を実施して、同じ問題で採点時に

も氏名は伏せる。それだけじゃなくて、外にも受験生は出られません。採点する側も大変で

す。非常に厳格に試験を行う。 

そのくらい気を使うのは、やはりあれだけ大きい国なので、きちんとこのあたりの制度を

整えないと、本当に漢と魏のような感じでコネとかそういうものによって、官僚にコネによ

って採用されるようになるとどうしても政治が歪んでくるっていうところがあって、科挙

は中国にとってはすごく大事な制度だったわけです。 

今回の講義がターゲットにしている 17 世紀頃には、ヨーロッパには東の方にはすごい制

度があるらしいという話は、宣教師とかを通じてもう伝わってました。何が凄いと思ったか

というと、別にヨーロッパも試験自体があったわけです。ところがこの能力を中心に選抜し

ていくような官僚の採用方法はなかったわけです。しかも中立に試験をし、業績本位、能力

本位であるということ。それから試験の運用がすごく中立、感情中立的っていうのは、要す

るに、この子頑張ってるからちょっと受からしてあげようか、ではなくて、本当に厳密にや

っていたし、誰でも受験可能であったというあたりは、ヨーロッパの人達は驚いたわけです。 

ただ、科挙が今でいう入試の源かどうか、と言われるとちょっと違うところがあって、基本

的には学校教育とはあまりつながらなかったということ、それから学識の内容に偏りがあ

ったということが言われてます。 

この写真は、状元餅といいますが、開封の名物です。中は、こんな感じのものだったりし

ますが、状元とは何かというと、この上のほうに北宋と書いてありますが、多分、科挙は宋

の時代で一番機能したとも言われますが、やはり科挙を受かった人、通った人を中心に政治

が進められていくという時代でしたが、状元というのは、その時の科挙の試験で、全国で一
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番取った最優秀者が状元というふうになります。こういうのは、今の中国に生きていて、写

真で大学受験の様子を見せましたけれども、今大学受験は各省ごとに定員が決まっていた

りします。例えば、北京大学の中でも何々省からはどれだけ進学できる、みたいな感じで、

省ごとに定員を争うということになるわけです。しかも問題は一緒なので、誰が一番だった

かは決められるのです。例えば北京市では、今年の大学受験ではこの人が一番でしたという

ことが決まります。これは日本では無理です。いろんな大学で試験内容が違ったり、センタ

ー試験も科目選んだりするから、人によって受験している内容が違う。中国の場合には、同

じ試験を受けるので、各省ごとにトップが誰っていうのを決められます。そのトップのこと

を、今年の例えば河北省の状元は誰々さんでした、みたいな感じで今でも普通に呼んだりす

る。生活の中に科挙が息づいている感じがあったりします。今日本でも大学入試改革が進め

られています。ちょうど同時並行で中国でも色々改革がかなり進んでいますが、その中でも

いろいろ科挙を引き合いに出して話をするのはよくあります。 

これは、あの孔子さんの北京にある廟と言いますか、東京で言うと湯島の聖堂みたいな孔

子様を祀った聖堂がありまして、北京にもあります。いろんなところにそういう孔子廟があ

りまして、そこにはだいたいこういう碑があって、真ん中の字が簡体字で見えにくいかもし

れませんが、これは進むという字です、明代進士題名碑と書いてあります。進士は要するに、

その時にその年の科挙に合格した人ということで、高級官僚になれる人ということになり

ます。この名前を刻んだ石碑がこんな感じでずらーっと並びます。だから科挙に受かると、

一生どころか後世にも名が残るわけです。 

ヨーロッパでも当然中国で官僚の選抜に試験が用いられる公平な制度があるというのは、

聞いてはいたと思いますが、こうした科挙とは違い、ヨーロッパではそれとは別の形で、試

験というのが、教育の制度として発展していきます。 

ただ制度的な試験の開始をした、ということで言えば、大学ですね。最初にギルドの話を

しましたが、その時、大学もそういったギルドの一種だ、中世においては、ある意味ギルド

として考えてもいい、ということを言ったと思いますが、やはりヨーロッパ的には教育のベ

ースにあるのは、こういうギルドのような資格を得るために、ギルドでは親方のもとに一定

期間学んで訓練を受けることで、親方から認められれば、あるいはギルドから認められれば、

その仕事を続けていくその資格を貰えるということです。当然、その中で親方に育ててもら

うという教育訓練の機能も持っていますが、同時に資格を得るという機関でもありました。 

大学も全くそれと同じ形で、ただもちろん特定の技能ということではなく、先ほども言った

ように例えば法律についての知識をマスターしてその資格を手に入れるために大学に行く

とか、このパリ大学の場合にはパシュリエ、リサンシェ、私フランス語はできないので読め

ませんが、ドクトルの学位、今で言う学士、修士、博士の学位と 3 段階にちゃんと分かれて

いるわけです。教授免許を手に入れるために、大学、ギルドとしての大学を卒業するという

ことになったわけです。 

従って、当時入学試験はなかったのです。認められるために卒業試験が厳しいというか、
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その卒業の時が大事でした。大学ギルドの中で親方たちから法律についての知識をしっか

り学んで、ちゃんと一人前の法律マスターになったから卒業させてやろう、資格を与えてや

ろうといった、資格を与えることがすごく重要だったのです。 

多分、日本の試験、入学試験とか選抜試験の考え方と、それからヨーロッパの選抜試験と

か入学試験の考え方にはずれるところというので、今だと日本でも資格に注意が向くと思

うんですけども、ベースのところで、特に古い時代の日本でも、明治とか大正の時代でも、

試験にそこの資格という部分が抜けると言われています。 

ヨーロッパの場合は資格を得るために大学を出る、ということが非常に重要なところで

す。ただし、評価選抜、学位を与えるものを選抜するということも重要だったのです。 

ただし、試験といってもそんなに厳格なものではなかったというのは、見ればわかるので

す。パリ大学の場合、学位試験の内容は一定期間パリに在住して必要な講義に出席したかど

うか、つまり出席点です。それから教科書の内容について十分な知識を持っているかどうか、

討論裁定で、口頭試問の能力を持っているかどうかということなので、この辺りは、最後、

口頭試問はあるにしても、ほとんど普段教師が見ていて、この子はこの学位に値する、この

子は学位を取れるような力を持っている、という観察によってなされていました。今のよう

に筆記試験だとか一発勝負の面接だとかそういう口頭試問だとか、で決まったのではない

のです。その上で、中世において、ギルドは資格を与えると言っても、そこに資格が得られ

るまで育てるというところがすごく大きかったのかもしれません。 

ただ 17世紀くらいになってくると今度は競争としての試験というようなものが広まるよ

うになってきます。この最初に競争として試験を使ったイエズス会のコレージュ、今の英語

で「カレッジ」です。コレージュですけど、生徒の等級、学級内の地位、席順がすべて試験

の成績によって決定されていたということ、これが最初です。要するにこういうやり方は上

手くいくよーというのが実はこのスタートしたのが 17世紀イエズス会のコレージュだった

というふうに言われています。 

何がうまくいったのかというと、これは試験の場合によく言われる事なんですが、選抜の

ための目的もありますが、むしろこの時期の試験は、動機付けがすごく大きい。つまり試験

を実施することによって、席順が下の方に行って地位が下がったら恥ずかしいから、頑張っ

て必死にやらなければいけないという感じになる。このように、どうやら競争として試験を

使うと学生を焚きつけるのに有効だ、ということを学んでしまったわけです。その結果とし

て、ケンブリッジ大学等で優等学位試験だとか、オックスフォード大学でも導入されるよう

になっていきます。 

現代では、こういう風な焚き付け方をするのは、あまり教育上よくないと言われると思い

ますが、この時期には、画期的な方法、素晴らしい方法という感じだったのかもしれません。 

とにかくそういうふうに競争をあおることによって勉強させたかった。教育と学習の効率

化を狙ったものということになります。 

教育の選抜のための試験の話をしたいのですけれども、ただヨーロッパの場合にはそこ
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からスタートしません。最初はやはり、中国と同じように、官僚の任用のための試験制度の

整備からスタートすることになります。各国においてまず官僚を任用するために試験制度

を使うのが最初に導入されます。特にプロイセンでは 18世紀初めにすでに導入されますが、

この「試補」というのは、要するに本試験を受ける候補者になるための試験があって、その

後、本試験を受けるような形でした。 

中国の科挙と似ていながら違うのは、ちゃんと大学という教育機関や、いまでいう大学予

備校のようなものも含め、官僚になるためには大学などで学んで、それから官僚にならない

と、高級官僚にはなれないよ、と言うような、教育機関との連携ができていたという点だと

思います。 

それからフランスの場合には技術官僚の養成のための教育会の入学が試験制度になって

います。 

イギリスの場合には 1870 年に官僚の任用を試験制度にしますが、イギリスの場合にはこ

の辺りは遅い。これはどういう風にして教育的な試験の話につながってくるのかっていう

ことですけれども、まずはドイツの場合です。中国の場合でも、科挙を実施するということ

は、試験によって公平に人材を選抜することができるという意味では、非常に画期的な方法

だったわけです。それからこのドイツの業績本位での選抜試験官僚が選抜試験も、これも優

秀な人材を特にその下層階級階級違いにこだわらずに試験を行って、そういう人材に教育

を受けさせたり高級官僚に登用するのは、今から見ても画期的ですし、有能な人材を発掘す

るという意味でも有効な方法のように一見見えます。 

ところが、特にプロイセンですごく早い時期に導入しているのですが、その時期のプロイ

センは、社会階層の違いがなくなった社会や国ではなかったわけです。つまり下層階級の

人々にそういう風な業績本位で選抜試験をすることによって優秀な人材を国に集めること

ができるんだけれども、他方では、下層階級の人々がどんどん上がってきてしまうとの危機

意識が、逆に上流階級の人たちに生じてしまったわけです。 

試験制度を導入することによって、実際に何が起こったかというと大学への進学率が上

がってしまった。そのように下層階級の人たちが大学に入ってくるようになると、身分制が

ガラガラと崩れてしまう。実は、そうした身分制の崩壊を抑制するために、教育段階ごとに

入学試験なり修了資格試験を制度化してしまおう、というのが、実は近代的な意味での学校、

特に初等段階中等段階での学校に卒業試験というのが導入されていくきっかけになったも

のです。意地悪みたいに見えるかもしれませんけど、アビツーア試験を作るわけです。アビ

ツーア試験をクリアしないと大学に入れません、という仕組みにしてしまうわけです。それ

だけで一つ抑制策になります。今までは誰でも大学に入れた大学に進学しようと思えば大

学に進学できたわけですけど、このアビツーア試験を通過しないと進学できないと絞り込

みができる。しかも、試験内容が古典語の知識だけです。古典語を教える学校としてギムナ

ジウムを作るわけですけれども、これも政府お墨付きの、ここで学べないとアビツーア試験

が受けられません、というところとして設立して、学校でも絞り込みを行います。これで、



137 

 

誰でも彼でも大学への進学を行って官僚試験を受験するということがかなり抑えられるわ

けです。 

しかもこのルートを辿ろうとすると、結構大変です。9 歳から 10 歳の頃にギムナジウム

に入ってそれから古典語を 9 年間勉強する。それからアビツーアを取得して、大学進学し

て、それから国家試験を受けて高級官僚になれると言うので、27 歳から 28 歳ですか、18

年程度、のためにずーっとかけてやってないといけないわけです。もうそれをずっとやれる

だけの経済力だとか、それからそれだけの家庭の支えとか、本人の根気だとかもあるでしょ

うし、能力の事もあるでしょうし、そういうことをやる、やれる人というのは限られてくる

わけです。しかもたいていの場合にはある程度既に階級が高い人たちということになって

きて、これで絞られるので、ある程度下層階級からの成り上がりを抑えることができる。だ

から教育機関でも卒業試験の導入というのは、実はそういう一見今で言うと公平性みたい

なのが大学入学試験で英語っぽいのを増やせっていう話が出てきた時にも公平制を言われ

たりしますけど、導入の時には公平性もなにも身分制を強化する、なんとか防衛しようとし

てそういう教育機関に卒業試験が導入された経緯があったわけです。 

プロイセンの場合を紹介しましたけれども、皆さんもよく聞く名前、フランスのバカロレ

アというのも、実はそういうものとして最初スタートしました。プロイセンの場合でいうギ

ムナジウムと言うのが、フランスだとリセになります。リセからバカロレアをとってそれか

らグランゼコールという順番になるわけですけれども、これも全く同じです。プロイセンの

場合と全く同じような感じでプランスの場合にも、なんとか門を狭くするために試験を作

ったのがスタートだったということになります。 

その後入学試験のあり方というのは時代とともに変わっていきますけれども、最初はこ

のようなものでした。 

全体的に羅列形にはなってしまったと思いますが、今日は、これまでそういうものだと思

っていなかったよ、というのが、一つでも皆さんに当たればいいな、と思いながら話してい

ました。 

 

◎全体のまとめ 

全体のまとめをしましょう。17 世紀から 19 世紀前半のヨーロッパについてです。 

一つは、17 世紀初頭、絶対王政期には富国強兵のためもあり、市民革命とか国民国家成

立後は、国民の啓蒙のため、これも国を強くするためです。そのために公教育が義務教育の

形でスタートした時期でもありました。学級とか試験制度だとか、そういうものを見ていっ

ても、ある意味国民のいろいろ学びたいとか、知識を得たいという欲望は、特に身分制をな

んとか守りたい、階層社会みたいなもの、階層の違いを守りたいという人にとっては、そう

した国民の上昇志向をいかに抑えるかという時の道具として実は教育が使われてきたとい

うことです。国民の側はその上昇の道具としてこれを使っていこうとし、国側はそれをうま

くコントロールする道具として教育だとか、学校だとか試験制度を使う、という形の、スタ
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ートの時期だったわけです。 

課題レポートは、授業の感想を、何でも書いていただいてかまいません。何も思いつかな

いということであれば、今日ご紹介したような 17 世紀から 19 世紀前半にヨーロッパの教

育で起こった色々な変化と今の教育や学校のあり方の違いで気になるところがあれば、そ

れについて考えてみていただいて構いません。自由に感想を書いていただいて構いません

が、自由にと言っても、この授業とは関係ないことを全然関係ないところで書かれても困り

ますので、一応関係のあるところで自由に何か書いていただければいいかなと思います。 
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（３） 教育の歴史（日本） 

担当：渡辺忠温・発達支援研究所主任研究員 

 

◎教育における入学試験の重要性 

教育の歴史、日本編の方になりますけれども、少し世界編ともつながりがありますが、日

本編は、主に試験の話をしようかなと思っています。というのは、日本の教育については、

いろいろ皆さんご存知なところが多いだろうという気はしますし、その意味では教科書通

りのことをやってもあまり面白くないかと思いまして、試験の歴史は考えたことがないの

ではないかな、と思います。 

私自身は教育を考える上で、試験制度とか試験のやり方というのは、実は非常に重要なポ

イントなのではないかと思っています。もちろん教育を行う上での装置や道具にはいろん

なものがありますが、その中で私自身は試験に関心があります。試験の中でも入学試験です。 

心理学の知見をみていても、テストの形式がどういうふうになるのかということによって、

学習の方向性が大きく影響されてしまいます。例えば記述式になるのかそれとも穴埋めな

のか。今、大学入試制度改革と言って、入試制度が変わっていっていますけれども、後でも

ご紹介しますが、大学入試にも記述式が導入されるというふうになっています。なかなか政

府の事情で進まないところもありますけれども、そういうテスト形式が変わると言うこと

によって、そのための準備とかそういうものが変わってくる。そうすると学習の内容が変わ

ってくる。そうするとその人の中で育っていくものも当然変わってくるわけです。その意味

では、1 つの国の試験の制度が変わると言うのは、非常に大きなことです。 

試験が変わるというのは、その学習の内容が変わるって言う、単にそれだけの問題ではな

くて、その人がこれから先、人生を送っていくうえで、どういう方向に進むのかということ

にも大きく影響していくわけです。まあそんなこと言われなくてもわかってると言われる

かもしれませんが、そういう意味では教育を考えていく、そして、教育がどのように変化し

てきたのか、という歴史を考えて行く上では、一つ試験がキーポイントになるだろうという

感じがします。そして試験が日本の中でどのように扱われてきたのかを考えることは、日本

の教育の特徴を考える上でも、とても重要なのではないか、という気がします。 

それで、世界編と続いているところもありますが、日本については、主に試験の話を中心

にしようかな、というふうに思っています。 

皆さんは入学試験においてどんなことが重要だと思われるでしょうか。たとえば、試験の

内容が能力を測るものとして機能することが重要かもしれません。当たり前と言えば当た

り前ですけど。その他にも、公平性が重要とか色々あるでしょう。 

その中で試験が人の能力をはかる、その試験の結果が、その人の能力とかその人の持って

いるポテンシャルみたいなものを表していることを素朴に考えていると、昨今の状況から

考えると色々考えてしまうところがあります。 

日本では、少子化の問題は、ずっと言われています。それによって、大学全入時代が来た、
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と一時期すごく言われた時期があったと思います。どういう事かというと、現在日本の出生

率が低下していっていて、これは白書からデータを持ってきたものですけれども、出生率が

低下していくのに対して大学の数は逆に増加しているわけです。 

この図で見ていくと、18 歳人口が青い棒グラフで書いてありますが、凸凹はありますけ

れども、下がっていっているわけです。それに対して、入学者数は多少上がっているし、収

容力もどんどん上がっていっています。大学と短大ともに上がっていっています。 

そうすると、大学全入時代が来たと言われたのは、簡単に言えば、子供は減っているんだ

けれども、大学の数は増加していく、もしくは、大学の数は減ってはいないので、とにかく

大学に行きたいという時に、大学に入れる時代になったということです。 

学歴と言っても 2 つの学歴があると言われていて、一つは、たとえば、A 大学の学歴を持

ってるのと B 大学の学歴を持っているのであれば、A 大学の方が学歴が高い、みたいな、

そういう大学間の違いによる学歴です。もう一つは高校卒なのか大学卒なのかもしくは中

学卒のか、どの学校段階までを進んでいるかという学歴、という二つがあるわけです。 

最初に言ったような A 大学なのか B 大学なのかというところを考えるのであれば、多分競

争というのは常に生じます。なぜかというと、よりみんなが人気がある大学にいきたいとい

うのは当たり前のことなので、出生率が低下しようが子供の数が減ろうが、人気のある大学

にはみんないきたい。 

だからそこには競争が生じますが、大学全入時代の何が問題かというと、後のほうで言っ

たほうの学歴です。つまり、とにかく大学に行っておけばいいという形での学歴を獲得する

のであれば、これは、勉強しなくてもいい、そんなにあくせく勉強しなくても、大学に入っ

て、とにかく学歴をつけることはできる、ということです。 

今進められている大学入試改革の一つの理由と言いますか、改革が必要になってくる理

由の一つは、少子化にあると言われています。それは今言ったような、大学に進学できる状

態になっている事が、子ども達の学力を伸ばすことに繋がらなくなっているという説明で

す。 

なぜ入学者数、受験者数が減ってくると学力の低下につながるのか、の理屈を言うと、こ

の 2 つのグラフは、正規分布という言い方をするのですけど、この横軸の右側に行くほど、

点数が高い人で、縦軸が、その点数の人数です。というふうにプロットしていく。左側に行

くと点数が低い人です。プロットして行くと、たいてい平均、この点線が平均ですけど、平

均のところを中心に、カーブ、分布になります、そして、人数が増えていけばいくほど、こ

うなります、というのが、正規分布と呼ばれるものです。一応正規分布で書いてみました。 

右側に書いてあるグラフは、以前の、子供たちが多かった時代の状況です。子供達が多か

った時代には、例えば試験で 770 点以上を取った人は、斜線を引いたところに入る人たち

です。斜線のところの面積が、実は単純に計算して人数を表すわけですが、例えば 子ども

たちの数は変わったにもかかわらず、入学定員つまり大学が受けいれられる人数が 1000 人

で変わっていないのだとしたら、以前であれば 770 点取らないとこの上位の点数の 1000 人
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の中に入れなかった。 

ところが、現在は、この右側に書いたカーブのような形なわけで、ちっちゃい山になって

しまうと、面積がちょっと多分対応はしてない気がして、本当に面積が左と右であっている

かというと、ちょっと怪しいところがありますけど、大げさに書いたと考えていただいて、

1000 人のところに達するには、例えば 900 点の半分、450 点でもう入れてしまう、という

ことになるわけです。すると入学試験は、教育の歴史の世界編の方でも言ったかもしれませ

んが、入学試験は実施する側からすると、優秀な人を選抜していくという機能が存在してい

るわけです。 

この選抜機能がある限りは、逆に受験生の方は、なんとか頑張らなければと思って勉強す

るので、先ほどの例では、770 点を取らなければと思って勉強していたわけです、昔は。だ

から学力が伸びる。それが、現在になってしまうと 450 点でも入れるのだから、と言って

勉強しなくなる。そうすると、入学試験を実施する側からしたら選抜機能が低下しているよ

うに見えるし、受験する側から見たら、今度はモチベーションを保ってくれるための試験が

なくなってしまったから、勉強する意欲がわかなくなるという可能性があるわけです。 

そうすると大学に入った後、高校までの勉強がしっかり身についていないから、大学での

勉強にも、大学での研究とかにもついていけなくなってしまう。それをなんとかしよう、と

いうことで今の大学入試改革というのはスタートしているところがあるわけです。 

そうすると、試験が単純に能力を反映しているか？というと、ここに挙げたように、少子

化によって、そのはかられる能力が自分の位置づけとはズレてきて、つまり、大学に入学し

たよ、と言っても、ちょうど柔道で、どこの道場にいたのかということで、同じ黒帯といっ

ても意味合いや価値が違ってくるように、試験を受けて大学に入った、と言ってもそれぞれ

に意味合いが違ってくる。つまり、試験を受けて入学した、それから、学歴をつけたという

こと自体は、そんなに「能力」を表すことにはつながらない、ということも考えられるわけ

です。 

そうした試験の持っている意味合いを考えるというのも、私としては、今回の日本編のテ

ーマでもあります。 

 

◎日本における試験の歴史：江戸時代まで 

順番に見ていきますが、日本において、多分試験らしきもの、しかも競争を伴うような試

験が出てきたのは、江戸時代だろうと思います。 

実は、やはり中国の科挙というのはとても影響力が全世界的にありました。当然日本もこ

れだけ近い距離にあって、影響を受けないということはなくて、大宝律令がありまして、そ

の中に「貢挙の制」がありました。これは科挙みたいなものです。日本でも 701 年に大宝律

令で、すでにそうした高級官僚を登用するために、貢挙の制を一応設けてはありましたけれ

ども、結局のところ貴族の中でしか試験を受ける人がいないので、あまり意味がなくなって

しまって、実質、制度はありましたが機能しないままにずっときた、というところがありま
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す。 

江戸時代になると、日本の中では、江戸幕府の江戸時代において、学問は一種のブームで、

いろいろな教育機関が存在していました。 

一つは、幕府については、昌平坂学問所があった。これは儒学、朱子学を勉強するところ

ですけれども、のちに、現在の湯島の聖堂になるわけです。 

各藩には藩校がありました。これも日本史を勉強されている方は、知っていらっしゃるで

しょうけれども、明治期までこの藩校は続いていて、最終的に 255 まで、全国で藩校は増

えたらしいです。主には儒学を学ぶ場所だったのですが、時代が下って、明治期に近づけば

近づくほど、藩校で教えている内容、学ぶ内容にも多様性が出てきました。 

最初は、学び手は藩士だけ、士族だけだったわけですけれども、だんだん門戸が解放され

てきて、士族以外にも門戸が開かれていったということになっています。 

それから江戸時代で有名な教育機関といえば寺子屋があります。別名「手習い塾」とも呼

ばれますけれども、西欧で、ちょうど都市部で商工業が発展してくると、それに伴って、そ

れに関連する知識が必要になってきて、学校がどんどん作られると言うのと似たようなと

ころかもしれませんけれども、江戸時代で安定した時代がある程度続いて、その中で庶民の

子ども達が、読み書き計算を習うことによって、商業活動だとかそういう事にも関わること

ができるようになる。そのための準備として寺子屋というのがあったわけです。 

この絵は寺子屋の様子ですけれど、先ほど、学級のところで見たような、整然としたもの

ではとてもない。割と有名なというか、よくいろんなところで言われるところですけれども、

めちゃくちゃです。ここなんて、ほんと子供が、なんか教えている人の鼻に棒突っ込んでい

るのでしょうか。大変なことになっています。それから、見えにくいですが、マスクかなん

かしているのでしょうか。なんかもうめちゃめちゃです。一応先生がしれっと座っています

けれども、こちらの方はなんか大騒動になっている状態なわけです。割とめちゃめちゃにな

っている図を見る事の方が多いのかもしれないですが、きちんと静かにやっている寺子屋

の図とかもあったりしますが、こういう寺子屋の中で、庶民の子どもは、読み書き計算を習

うということをやっていたわけです。主には、読み書き計算ですから、今でいうドリル学習

です。そういう寺子屋が、明治初期ぐらいには、2 万ぐらいあったと言われています。 

もう一つ江戸時代の中心的なと言いますか、特色のある教育機関としては「私塾」という

のがあります。ここに書いてあるように、官職についていない人で一定の学識を有している

人が自主的に学問を教えるために開いた学舎、と書いてありますけれども、手習い塾に対し

て学問塾と呼ばれたりします。有名なのがいくつかあります。 

例えば「適塾」と呼ばれたりするのは、緒方洪庵というお医者さんが開いた蘭学、つまり

オランダ語の本とか読む私塾です。それからこの「咸宜園」っていうのは、大分県の日田に

ありましたが、多分江戸時代の私塾としたら大規模で、全国でトップクラスな私塾だったわ

けですが、「咸宜園」という私塾が、大分県の日田です。廣瀬淡窓っていう人が開きました

が、広瀬淡窓自身は漢詩かなにかの人ですけど、その他にも色々教えたらしいのです。 
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こうしたその適塾とか咸宜園を通じて後の世に活躍するような人物がたくさん輩出され

ていったわけです。例えば適塾だと福沢諭吉、大村益次郎、橋本左内という幕末から明治期

にかけて活躍する人物が出てきました。それから咸宜園の方も高野長英、大村益次郎。大村

益次郎は適塾に出てくるし咸宜園にも出てきますが、これらは同一人物です。司馬遼太郎の

本が好きな方は、大村益次郎についてご存知だと思いますが、ご存じない方は、要するに、

長州藩の軍師みたいな、もう天才的な軍師だったわけです。幕府を倒す、倒幕の戦いにおい

てものすごく天才的な軍略を巡らしたということになっていて、司馬遼太郎の「花神」を読

んだりすると、天才的な感じがしますけど、それが大村益次郎です。これ二つとも同一人物

っていうのは、最初咸宜園に行ってその後適塾に行ってという順番です。適塾ではもう塾頭

になるぐらいです優秀だった人ということです。 

このように、江戸時代にはいくつか教育機関があったわけですけれども、昌平坂学問所と

か藩校は、とくに勉強するということについて、競争とかそういうのはありませんでした。 

そもそも何か優秀な人物がそこから抜きん出ていくといったことよりも、また、藩校を運営

している方からしても、人材を選抜するために、つまりうちの藩の中で優秀な人物を見つけ

てやろうというために藩校を開いたというよりも、藩士を教育していくための機関、という

意味合いが大きかった。士族に、もちろん限られていたわけで、特に競争とか選抜とかいう

ものは藩校の中では存在しませんでした、よって試験のようなものも特になかったです。 

ところが私塾においては既に激しい競争があったわけです。特に私塾に通うような後では

私塾の評判を聞きつけて、藩のほうから派遣という形で私塾に藩士を向かわせることもあ

りましたけれども、大村益次郎とかそういう人を見ていてもそうだと思いますけれども、と

にかくそこで勉強して行って成り上がりたいといいますか、上昇志向が強かった人たちも

多かったと思います。その中で激しい競争がある中で、私塾で後に活躍する人たちが出てき

たことになっています。 

どのような競争だったのかというと、これは適塾の図です。先ほどの緒方洪庵の適塾では、

そもそも塾全体が 8 級までに分けられ、レベルごとに分けられていたという事のようです。

しかも、5～6 日ごとに、だからほぼ 1 週間に 1 回程度は会読とか輪講というオランダ語テ

キストの解釈会がある。これには先ほど塾頭って言いましたけれども、この塾の中でもトッ

プの人たち、それから長年いるそのすごく優秀な人たちというのも参加するわけです。その

中でオランダ語のテキストの解釈をして、評価が上の人、塾頭とかそういう人がつけていく

わけです。その評価によって成績を序列化していきます。それに従ってレベル分けされます。

その結果何があるかというと、大部屋といっても、そんなに広い部屋ではありませんが、成

績が良かった人から、順番に、どこの畳がいいか、大部屋の中の畳の位置で、その人がどの

くらいの順番なのかということがわかるということもあったわけです。 

先ほどの大分県日田にあった咸宜園でも、やはり同じようなもので、入塾した時点で、身

分とかは関係なく激しい競争になります。試験を行ってその成績によって順位みたいなも

のを決められていて、それから、その順位は月末に順位の一覧を公表されたようです。 
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つまり、江戸時代、藩校だけを見ていると、とても緩やかに、和やかに教育が行われてい

た。それから、先ほどの寺子屋の状況を見ても、もう統制取れてない感じで、めちゃめちゃ

にやっていたような感じです。しかし、私塾においては、常に激しい競争を求められていて、

それからそれが時によっては試験の評価、成績評価によって決められることが日常的に行

われていたわけで、江戸時代においてもそういう中から優秀な人たちが輩出される状況が

あったわけです。 

 

◎日本における試験の歴史：明治から戦前まで 

次に、明治維新がおこり、明治時代になります。そうすると、そうした業績に基づいて、

業績は能力と言い換えていいかと思いますけれども、学問的能力も含めてもしくは学業成

績でも良いと思います、業績を中心として教育を進めていくやり方が、割と早い段階から日

本の場合すっと入ってきました。 

西洋の試験の歴史を、先ほどの講義でご覧いただいた方は、思ったよりも教育に競争的な

試験が入るのがゆっくりで、むしろ官僚の試験が先にあってそこから教育に降りてきた感

じの流れだったような気がしますが、日本の場合一つは、西洋から教育制度を輸入するとき

に、同時にそうした試験の制度みたいなものが同時に入ってきたのがあります。導入する教

育制度の中に試験がまぎれてすっと入ってきた、というのは一つあるような気がします。 

ただ、それだけではなくて、やはり先ほどの私塾とかそういうところで激しい競争を江戸時

代の中でも勝ち抜いてきた人達が、明治時代のトップの方にいたことによって、教育行政を

行う側に、あまり競争試験による教育という風なものに抵抗感がなかった、ということもあ

るらしい、ということが言われています。 

1872 年に「学制」というものが定められます。この学制というのは、日本最初の近代的

な学校制度、教育法令ということになっていますけれども、学区の割り振りだとか、学校の

種類とかを定めたのが、「学制」ということになります。1872 年に学制が出されていますけ

れども、1879 年には「教育令」が、また新たに交付されて学制自体を廃止されます。 

試験で言えば、この学制において、実はもう既に進級試験が、制度として導入されていま

した。今から考えると、物凄く厳しい試験とが、最初の時点で導入されたということです。 

6 か月ごとに進級試験を行うようです。要するに 1 年のなかに 2 回進級試験があるわけで

す。それ落ちたら進級できない、結構ストレスがたまりそうです。それが、学制ですから、

各地域ごとに具体的な教育の政策、そういうものを実施していく必要があるわけですけれ

ども、国が学制で定めた事としては、6 ヶ月毎に進級試験を行うことになります。 

卒業時にも「大試験」を必ずやりなさいということを、初っ端から決めているわけです。

日本の教育のスタート、近代的な教育がスタートした時点から、試験が割と日本の教育の中

に密接に絡んでいるというのが、これだけから見てもわかるような気がします。 

例えば、小学校の場合どのくらい試験をやっていたかというと、一つは毎月小テストです

ね、月例の試験がありました。それから、先ほどの学制で定めていた 6 か月ごとの定期試験
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があります。それから全級修了時に行われる卒業試験、すべての学校段階が終わった時点で

行われるものがある。小学校は高等のものと、2 種類がありますけれども、その卒業試験が

一つある。臨時の試験もある。もう一つ競争を非常に大事にしている感じがしていて、学校

代表、今でいうスポーツとかでは甲子園とか、サッカーしろなんにしろ、インターハイとか、

ああいうのは学校代表をだして競わせる、それと同じように、学校の成績を競わせるような

「比較試験」が、この当時からありました。 

結構、お祭りと言ってはアレですけれども、地域の中でもちょっとしたイベントになって

いたらしいんです。確かに学校代表の競争だと、盛り上がりそうです。盛り上がるというと、

不謹慎かもしれませんが、そういう競い合う大会があったそうです。試験でうまくいけば褒

賞がだされる。ご褒美です。そういう事が行われていました。 

明治初期から、こうした試験が制度に入ってきた背景には、一つは今も言ったように、そ

ういう制度を輸入したから、ということも当然あると思いますが、それにしても結構西洋と

比べても激しい試験です。この背景には、一つは富国強兵のためです。富国強兵のために、

何とか皆に勉強してもらわなければいけないということです。そのために競争させたり、ご

褒美を出したり、ある意味では試験を導入することによって国民をモチベートする、先ほど

世界編を聞かれた方は同じようなことを言ったと思いますけれども、国が人に、国がその国

民なり何だりに試験を制度として与えるときに、一つは、それを通じてモチベートしていこ

うという意図は割とよく見られることです。 

明治時代も、人材選抜の制度を作ろう、とか、優秀な人を選び出すために試験制度を作ろ

う、という側面も確かにありますが、それプラスアルファしてモチベートして国民を何とか

盛り上げてどんどん頑張ってもらおう、そのために試験をさせる側面も非常に大きかった

と言われています。 

ただ、試験が大変だったと言いましたが、回数は確かに大変ですが、進学を考えると、ま

だそんなに受験競争みたいな時代ではなかった。特に、明治初期は、それほど試験が激しい

時代ではなかった、ということになっています。 

これは高等学校、大学に入る前の段階、大学に入学するために予備的な教育機関、最終的

には大学まで行きたいわけですから、その前段階となる高等学校の入試の倍率がどのよう

に推移して行ったかをまとめたものですけれども、明治 28 年から始まって、大正 8 年で終

わっています。明治 28 年の頃はまだ 2 倍に行かないぐらいです。2 人に 1 人は受かる、高

等学校入学状況だったわけです。 

それから明治初期は、試験制度が導入されたとはいえ、まだ最終的に大学を卒業したとし

ても、政府の中心的な官僚になることについて言えば、例えば江戸時代の藩の藩閥、そうい

う人間関係によって決まるところも多かったので、まだそんなに業績中心での官僚の任用、

でもなかった。 

激しくなってくる頃はどのくらいかというと、この山を見ていくと、特徴的なところはこ

こです。そこから下に下げていくと、明治 40 年代になっていて、そこからドンと上がって、
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ちょっと下がりますけど、大正ぐらいになってくると、一時期、明治 41 年あたりは 5 倍で

す。ちょっと落ちてますが、そこから大正 8 年には 7 倍まで上がってきます。やはり明治

40 年、その前段階として 30 年代から徐々に上がっているので、このあたりから、だんだん

明治時代の受験競争みたいなものが出てくる。 

今の時代から見ると、戦前に受験競争が激しかったイメージはないかもしれませんが、実

は明治時代から受験競争は結構始まっていたのです。段々競争が激しくなってくるのが、明

治も終わり頃になってから、ということになります。 

その頃、明治 40 年くらいになってきて、今ではお馴染みの、受験雑誌が誕生してきます。

高等学校の倍率がドーンと上がった明治 40 年ごろから、ということになります。 

それ以前の、受験雑誌を探していくと、ここにあるように「東京遊学案内」、タイトルだ

け見たらコレ受験雑誌なの？という感じがすると思いますが、実は、受験雑誌ではあるので

す。あるのですが、ここに書いてあるように、学校案内ガイドブックでした。 

どういう事かというと、つまり地方から出てきて東京の地理がわからないから、大学だと

かそういうところに行くために、道に迷わないようにとか、どういうところを見ていったら

いいかとか、実は、受験にとってちょっと難しいところというのはまあそういうところだっ

たのです。田舎者だから、って言っては失礼かもしれませんが、田舎者だから東京で道に迷

わないようにとか、そういう案内の方が重要だったのです。 

ところが、明治 40 年くらいになってくると、ここにあるように受験体験談とか、受験の

動向だとか、最近の状況だとか、そういうものを載せた雑誌が出るようになってきます。 

明治 40 年ぐらいだと、特集号と書いてありますが、定期的に「最近受験界」というのが「中

学世界」の特集号としてでていましたが、単独の受験専門の雑誌ではありませんでした。専

門的な受験専門雑誌というようなものが登場してくるのは、大正時代になってからという

ことになります。 

受験雑誌は、考えてみれば日本の文化と言いますか、外国であまりお見かけしないような

もののような気がしますが、国によっては私が知らないだけかもしれませんが、大正時代に

なると、この「受験と学生」とか、「考え方」というタイトルで、受験雑誌が出てきました。

大正時代に人気があった雑誌はこの「受験と学生」だったらしいです。ランキングだと「考

え方」は 3 位ぐらい。そういうランキングができるくらい、この時期に受験専門雑誌は、た

くさんでてくるのです。そのくらい、受験がブームになってきた明治 40 年代から大正ぐら

いになってくると、受験することが、学生だったら受験するのが普通という風な感じになっ

てきたわけです。 

ところが一方で、特に初期においてはそうなのですが、社会的な階層差が最初の時期はあ

りました。つまり、どちらかと言うと恵まれた家に育った子供が受験によってさらに上に行

く事が多かったのですが、明治末から大正初期ぐらいになってくると、尋常小学校から高等

小学校に 2 割から 4 割ぐらいは上がるようになってきたわけです。ところが、今度は高等

小学校から上級小学校には 1 割から 2 割程度しか上がらない。つまり、高等小学校までは
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4 割ぐらいは行く、半分に足らないぐらいは進学するようになり、進学率は上がっていくわ

けなんですけれども、そこから先に行けない子供がでてくるようになるわけです。 

公的な機関での教育としては、高等小学校から上級小学校に上がっていくというルート

がステップアップのルートなわけです。明治時代、それから大正時代にブームになってくる

受験ブームについては、多分江戸時代からずっと続いているものだと思いますが、世界編を

お聞きになった方は、私が日本のことについても言ったと思いますが、西洋の場合には、中

等教育を卒業することがある種の資格を取ることだったわけです。ところが、受験ブームに

至るまでの、競争しながら勉強をやっていき、進学していくという、日本のタイプの受験に

ついて言えば、資格を取れることよりも、ステップアップしていくこと、自分はなり上がっ

ていくことが重要だったわけです。 

しかもそれが明治初期においては、社会の中での上の層がさらに上がっていく、上を目指

していくところだったのが、受験の裾野が広がっていったところで、下の層の人たちが上に

向かって行けるという雰囲気が生まれてきたのは、この明治末期から大正初期の時代だっ

たということができると思います。 

ところが一方ではそういう下の人達は進学していくだけの元手がないわけです。結果と

して、受験ブームが来ると同時にもう一つ起こったのが、苦学ブーム、それから、独学ブー

ムと呼ばれるような現象です。 

苦学は、例えば新聞配達をしたりしながら、とにかく働いて、自分でそのお金を得てそれ

で勉強を続けていく、それから進学もする、といった、働きながら勉強してどこかの学校に

入って、さらに上を目指していくという子どもたちが、明治 30 年代以降に増えてきた。 

それから、いつの時代でも商才があるというか、目の付けどころのいい人はいるもので、そ

ういうなかなか自分で公的な機関を上昇していけない人たちのために、通信教育でそれを

勉強させるものが出てきた。 

「独学」は、一人で勉強しているのだけれども、今みたいにインターネットでというので

はなくて、要するにお手紙とかの形式です、そういう形式で通信教育で勉強していくような、

独学をする人たちが増えてきました。 

この人たちの背景にあるのは、先ほども言ったように公的な教育期間の一部だけを経験

するわけです。よく、映画とか本でも、一部分だけ見たらその先が気になって見たくなると

いうのが人間の心理です。それをやっちゃってるようなものなのです。つまり尋常小学校か

ら高等小学校までは多くがいけます。周りの高等小学校に行った子どもの中で、何人かは、

またひとつ上のランクの学校に上がっていって、さらに多分そこから先、上に上がっていっ

て、大学卒業して、たぶんお金持ちになったり、高級官僚になっていくのだろう、というそ

のルートが見えてきます。1 回その小学校の中に入ってしまうと、そのルートが見えてきた

にもかかわらず、自分はそこにいけないという、その残念さが苦学とか独学のブームにつな

がってくるわけです。 

苦学とか独学で頑張っていた人たちがいっぱいいたわけですが、実際のところは、初志貫
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徹する、大学とかそういうところまで行く人たちはほんのわずかで、その時代ですから統計

はそんなにありませんが、だいたい 4%ぐらいという話です。残りの 96%は働きすぎて病気

になっちゃうか、堕落する、例えば働いて学資を得て学問をする予定で一生懸命働きますが、

働くのが主になっちゃうタイプです。大学のお金を稼ごうとしてバイトをしていたら、バイ

トの店長になって、大学をやめる、みたいな感じでしょうか。 

そうなると結局、苦学独学ブームにはなりますが、なかなか上昇してはいけない。ただ、

国民全体の雰囲気としては、この国で頑張って勉強すれば、そして受験に勝てば、何か自分

も成り上がっていける、という雰囲気はすごくあったわけです。逆に言うとそれがすごく苦

学生たちを苦しめるわけです。 

吉川英治は三国志とか宮本武蔵、新平家物語とか、たくさんの人が読むような本を書いた

国民的な作家です。吉川英治さんも、実は苦学生でした。もともとは横浜のドッグで、家計

を助けるために働いていたわけですが、怪我してしまった。怪我をしたのを機に、苦学生、

つまり東京に出て勉強する、上京して苦学するという決心をします。 

「その頃の苦学するという事、東京へ出るというのは、当時の僕ら青年にとっては最高の

希望を最低の手段で掴もうとする唯一の道だった。封建中国の昔にも、洛陽へ上って進士の

試験を受けるのを、青春第一の関門とした若人たちがオイヲ負うて郷関ヲ出ず、と悲歌した

が、そんな気持ちに似たものが、明治末期の僕らにもやっぱりあったのである」 

まあ結構悲壮な決意をして東京に出ていく感じです。このくらい決心をしないと勉強で

きなかった。そういう状況でも、先が見えているからここで勉強して上に上がっていけば何

とかなる、ような気持ちをその当時は持っていられたということです。 

その意味では、先程から言っていますが、ヨーロッパの、資格というようなものを中心と

した進学の考え方は、ちょっと違ったところがあるような気がします。制度的にも、割と日

本の場合特徴的なのは、中等学校の卒業を、高校を卒業したら、それだけで進学できます、

資格を得るために学校を卒業するという考え方ではなかったのです。進学するためには、卒

業とは別に、もう 1 回入学試験を受けなければいけない制度になったわけです。その上で、

学校段階が上がっていくことが、資格を獲得していくイメージがなくて、先ほどから言って

いるように立身出世という概念で考えるのは、竹内洋先生の考え方ですが、立身出世してい

くことで、自分が学校段階をどんどん上に上に上がっていくことによって、その社会の中で

ある程度一定の地位を獲得しようという、意識が向いたと言うことです。 

昭和になって、戦争が起こるわけですけれども、これは戦争の一年前ですが、中等学校の

進学率はどんどん上がっていきます。進学競争はさらに激化するので、筆記試験を廃止して

内申書、まるで今の大学を見ている気がしますけど、筆記試験を廃止して内申書、特性に基

づく判断力を考査するのがありますけれども、内申書重視で選抜をする時代になりました。 

戦時下においては、結局のところを競争になってしまう。多分、AO 入試にしたところで、

その AO 入試を巡って競争になってしまうのと一緒のことで、あまり進学競争の緩和には

つながらなかったと言われています。 
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戦前の入試問題はどんな感じだったか、ということですが、これだけ入試の競争も激しか

ったというイメージからすると、今の入試と重ね合わせて想像すると思いますけど、実は、

戦前の入試問題は、わりと書かせる問題が多かったらしいのです。 

例えば明治 42 年の高等学校の入試問題ですけれども、安政 5 年外国条約締結の由来を記

せ、北米合衆国独立の顛末を記せ、で、イロハに続いていきますが、これは社会の問題です

けれども、この言葉について説明させるわけです。大正 5 年になっても同じような感じで

す。2 番目はイタルアになっていますけど、私が打ち間違えたわけではなくてイタルアなん

ですね。イタルア統一につきて記せ、貞永式目、伊能忠敬みたいな感じで、これ全部文章で

説明していく事になるのです。 

最近の記述式の試験への改革は、延期になりましたけれども、センター試験を見ていると、

日本は伝統的に穴埋めとかマークシート的な、単語を覚えていく式の試験が多かったと思

えるかもしれません。しかし、意外や意外、割とガッツリ文章を書かせる方が戦前は多かっ

たって言うのです。 

しかも、作文の問題、この上のものは社会の問題ですが、下の作文の問題になってくると

すごくて、「自己の近況を旧師に報ずる文をかけ」、学生時代と体力の養成、工業科の自覚、

こういう作文問題が今であれば文章力を試すために出されると思います、書いた内容がど

うなのかということまでは判断しないと思いますが、この頃はガッツリ書いた内容が、例え

ば評価者にとってこれは道徳的にどうかと思うぞ、みたいな感じだと点数下げられちゃう

とか、そういう問題だった。 

皆さんも自己の近況を旧師に報ずる文章を書け、といきなり言われたらどうでしょう。

「自己の近況を旧師に報ずる」は、とても難しい。しかも入試問題で何書けと言うのだとい

う感じがしますけど、そういう問題です。ある意味作文問題ですが、すごく難しい。何書い

たらいいのかが、対策が難しい問題です。 

戦前は、こんな感じで入学試験が変遷してきたわけです。 

 

◎日本における試験の歴史：戦後から現代まで 

戦後については、皆さんもご存知のことが多いと思いますが、ざっと戦後の大学入試の変

化を見ていこうかなと思います。戦後まもなくというのは、国立大学の場合には二期校制、

つまり 2 つの日程に国立大学の入試を二分しました。地域が近いところの国立大学は重な

らないように 2 分して、異なる日程で入試を行うと二期校制を行いました。私立大学はそ

れぞれの大学で入試問題を作成しておりました。 

その後、統一試験をなぜ作ろうとするかというと、私立大学で入試問題をそれぞれに作っ

ていると、必ず悪問が出てくる。こんなの解けないだろうとか、こんな重箱の隅をつついた

ような問題をだしてどうするの、という問題を作る大学が出てくるので、これではいけない

と国としては考えるわけです。1960 年代までは、統一試験を国全体で作ろうという動きが

割と見られた時代となります。 
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まずは、「進学適性検査」が、1947 年から 1954 年に作られます。この試験では、知能検

査が大きなウェイトを占めていました。先ほども言ったように、割と勝手に大学が問題を作

ると、悪問が出るのは、1 つは戦後間もない時期にはそこまで大学ごとに大学入試を負担し

ていく体力が、大学になかったというところも大きい。進学適性検査の結果、知能検査のよ

うな検査結果と大学ごとに行う個別の学力試験の総合点でやっていたわけです。段々、大学

が利用しなくなって、その後「能研テスト」も行われたりしました。「能力開発研究所」と

いう研究所が、1968 年まで行っていたテストですが、5 年間で終わっていることからも分

かるように、あまり大学が参加しなかったので、すぐに廃れてしまったようです。 

1970 年代になると、全国統一の入試を作るのがなくなりました。各大学で入試が実施さ

れていました。その一方で受験競争が段々激しくなってくるというのがこの時期でもあり

ます。ここ見ていただくと、下に予備校生の人数の変遷が書かれていますけれども、ピーク

になったのが 1977 年です。そこから最近は、ものすごく減っている。男子も女子も、この

ピークの時期から考えると、2011 年で 2 万 4000 人ですから 1/10 ぐらいです。それは予備

校も大変、という感じがしますけど、この 1977 年の時点でピークになった。つまり予備校

生が増えてきたということは大学に進学しようという意識を持った子供達が増えてくると

いう事になるので 、当然競争が激しくなってきます。 

このあたりからみなさんもご存知だろうと思いますけれども、80 年代になると、1979 年

から共通一次試験、正式名は「大学共通第一次学力試験」ですが、大学入試センターが設置

されます。大学入試センターが設置されたことでよかったのは、問題の研究ができるという

ことです。結局全国統一の試験を作りたいのはなぜかというと、悪問とかそういうのを減ら

したいというのが一つ目的としてはあったので、この大学入試センターが全国統一のマー

クシートの試験を作ることによって、悪問の出題を防ぐことができること。それから 2 次

試験、つまり今の形式です。全国統一の試験を受けて、それプラス国立大学の場合には、二

次試験があるという、国立大学に限りませんけれども、そういう試験の方向になってきたの

がこの時期ということになります。 

問題点は色々ありますけれども、最後の方、80 年代に予備校生が増えたことも一つはあ

りますけれども、もうひとつ競争が激化してきた背景にあるのは、大学の序列がわかってし

まうということです。国立大学で同じ試験を受けているのであれば、だいたい大学毎の成績

が分かってしまう。それによって、大学の序列化が共通一次の結果をもとに起こるようにな

った、これが競争激化の背景にあると言われています。 

こうした 70 年代から 80 年代の受験戦争が始まった時期と時を同じくして、やはり教育

の荒廃が言われるようになってきて、非行だとか、校内暴力、家庭内暴力、そういうことが、

マスコミなどでも取り上げられるようになってきます。 

原因の一部として、やはり受験競争のために、子どもたちが余裕をなくしたり、心の問題

を抱えるのではないかということがあって、それに答える形で、1976 年 12 月の教育課程

審議会の答申を元に、人間性豊かな児童・生徒を育てることとか、ゆとりある、充実した学
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校生活を送れるようにすることとか、こういったポイントを元にゆとり教育が始まること

になります。それから、85 年からの臨時教育審議会でも、個性重視だとか生涯学習体系へ

の移行、国際化情報化と変化への対応と呼ばれるような、第三の教育改革が提言されます。

これは、第一の教育改革は、明治維新の時。第二の教育改革は戦後すぐの改革です。それか

ら、第三の教育改革と呼ばれるような様々な改革が 2000 年代になってから、この臨教審の

答申をもとに行われるようになっています。 

一方で、大学への進学率は、ここの白いところですね、大学と短大は白く矢印を書いたと

ころの大学の進学率は、昭和 40 年代、昭和 40 年が 1965 年ですから、大体そこから 10 年

くらいの間に急激に上昇していくことになります。 

大学進学率、大学に入っていく子供たち、大学生が増えていくことだけではなく、昭和 40

年代から受験みたいなものの質が変わってきたと言われています。 

例えば「目標の脱神秘化」と書かれていますけれども、受験競争の先に得られるものが魅

力的でなくなったというのは、昭和 40 年代以降、受験の「ポストモダン」と書かれていま

すけど、どういうことかといえば、昭和 40 年代までの受験を、「ポストモダン」ですから、

それと対照的に受験の「モダン」な時代と呼ぶとしたら、明治とか大正とかの時期も含めて

モダンな時代は、今自分は例えば苦学生で、もしくは独学生で、今勉強がなかなかできない

けれども、勉強さえできれば豊かな暮らしが待っているとか、それから国の中でも偉い人に

なれるような目標が、夢、のようなものとして存在していた時代があったわけです。 

それに対して高度経済成長が戦後起こる事によって、結局この昭和 40 年代からというの

が何が一番変わってきたかというと、大学に進む、今までのように、日本の教育だとか日本

の受験を支えてきていたはずの、進学していくことによって自分も生活が改善してくる、も

しくは必ずその先には自分の夢といいますか、自分の今とは違う何か見たこともないよう

な生活が待っている、というふうなもの、それから、自分がそこに行くために成り上がって

いきたいという立身出世、立身出世の理想みたいなものが、常に勉強とか受験のモチベーシ

ョンになっていたのは一つ特徴だろうと思います。 

今であれば、試験を受けることによって資格を獲得していく人は多いと思いますが、明治

から大正それからこの昭和 40 年代までの時期はそういう資格を得るということよりも、自

分の地位がどんどん上昇していくということのほうが中心だったわけです。 

それが昭和 40年代にどうやらその先にはあまり今と違う生活が待っていない感じを受験

生たちが持って行った時点で、努力して、勤勉に勉強することをやらなくなってきたという

ことです。その代わりに、特に受験産業中心として、受験というのは、そういう努力とか勤

勉をとにかく積み重ねていけば大学にも合格して、その先の将来も約束されることではな

くて、一種のゲームという言説が見られるようになり、実際そういう受験への挑み方が見ら

れるようになってきます。 

同時にこの時期、例えば有名なところでは、旺文社から「蛍雪時代」が出たり、いろいろ

な受験雑誌が出ていましたけれども、そういう雑誌もカラフルなものになっていき、カラー
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入り写真で、といった雑誌が増えていくのもこの昭和 40 年代からと言われています。 

そういう風に見てくると、今までの苦労して最終的には勝利を勝ち取る、みたいな形の受験

の物語、受験のイメージがガラッと変わってきたのが、この昭和 40 年代頃ということがで

きると思います。 

「予期的な選抜の時代へ」と書いてありますけれども、だんだん学習塾などを中心として、

模試、模擬試験、が大々的に行われるようになって、それによって大学に自分がどの程度合

格しそうなのか、というようなことも予めわかるようになってきたということもあります。 

その前の受験のモダンな時期、昭和 40 年代までの時期であれば、自分は受かるのかどうか

わからないけれどもとにかく努力する、頑張っていればいつかは受かるはず、の努力主義だ

ったわけです。根性主義と言っていいのか。それが、ある程度、何か自分はあそこには受か

りそうにない風な諦めが、数字として出てくる、ランキングとして出てくる、時代になって

きた。それによって、戦略的に自分が行ける大学を考えることも可能になってきたわけです。

学歴だけでは不十分、という感覚もこの時代から出てくるようになってきました。 

90 年代以降については、センター試験が 1990 年にスタートします。これによって共通

一次試験とは違って私立大学もセンター試験の成績が利用可能になりました。今、本当に私

立大学とかそういうところでも多種多様な試験の方式をとっていて、センター試験をどう

利用するかというのでも、この 1990 年代とは全然違うようなやり方になってきていると思

います。このようなセンター試験がスタートするのが 1990 年代になります。それから AO

入試が推進され、1999 年、2000 年の中央教育審議会答申によって試験方式が多様化し、必

要に応じて AO 入試だとか推薦入試が盛んに行われるようになってきたのも、この 2000 年

以降になると思います。 

2020 年度から本当はスタートする予定だった改革としては、大学入学共通テストを実施

するということがあったわけです。皆さんご存知だと思いますけれどセンター試験に代わ

るものとして導入されて、記述式問題を導入したり、英語の民間試験を導入する予定だった

わけです。ただ入試の改革もこじんまりしたものになったな、というか、この見送り自体も、

これで本当にセンター試験とそう変わりなくなってしまうのではないかという感じがしま

す。中国も同時期に全国共通のテスト改革をスタートさせています。これは、先ほど日本国

内の教育問題もあるし、同時にやはり外国の、欧米の、試験制度と合わせていくということ。

人物評価重視だとかというところ、欧米的な考えがあって、中国も日本もベースにおいてい

る改革という感じがします。 

結局、こういう改革になってしまいましたが、2010 年くらいの段階ではもうちょっと盛

り沢山な大学入試改革だった。到達度テストは、先ほど入学者数が減ってくる少子化によっ

て入学する人が減ってくるので、それによって入学試験の選抜機能で学力を高めていくこ

とがなかなか難しくなって行ったときに高校の段階でどのレベルまで到達しているのかを、

到達度テストで、しかも到達するまで何回も繰り返してもよいテストをやろうということ

でした。その成績を 2010 年くらいの段階だと多分大学入試に利用してもよい話だったと思
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うのですが、それもなくなった。オンライン受験の話もあったのですが、どうやらあまり聞

かなくなったような気がします。 

その意味では、当初の改革の目標からすると、すごくこじんまりしてきた、という感じは

するのですが、この大学入学共通テストの実施とＡO 入試とか推薦入試の拡大、この辺り

は、2010 年代以降の入試改革になると思いますし、これも文部科学省の資料をそのまま持

ってきたものですが、ここに高大接続改革と書いてあるように、今回の大学入試改革の一番

根っこにあるのは、高校の教育と大学の教育の接続、つまり大学の教育に入ったときに学生

たちが、高校の段階での教育を十分に押さえていない、っていう事のないように、高校と大

学の間の接続を上手くはかろうという大学入試の改革でもあったと思います。そういう意

味ではもう少し、今の入試のテストの改革内容からさらに時間をかけていろいろ変えてい

かなければならないところはあると思います。 

 

◎日本における試験の歴史：全体のまとめ 

最後にまとめです。メリトクラシーとの言葉があります。ここに竹内先生の定義を持って

きていますけれども、貴族による支配というのがアリストクラシー、富豪により支配がプル

ートクラシーだとしたら、それになぞらえて、能力のある人々による支配なわけです。貴族

だったら、要するにもともと持っている貴族の家柄による支配なわけです。それから富豪に

よる支配は、金持ちが支配する社会なわけです。そうではなくて、能力がある人々に社会の

統治を任せようということです。もう少し平たく言うと、能力のある人を見つけて、そうい

う人たちが国を治める、例えば高級官僚だとか、その国の政治を動かす地位を与える、そう

いうふうな社会にしようというのがメリトクラシーです。 

選抜の面から見ると、業績主義です。世界編で見ましたが、欧米の場合には、学校段階を

上って行く時に学校段階を卒業することが一種の「資格」になっていました。同時にその資

格を持っていることが実はその所属階層のメンバーであるということを表すところが結構

強かったりもする。どういう意味かというと、例えばバカロレアだとか、アビツーアという

ものを獲得することを、中等学校ですね。日本で言うところの高校。高校を卒業している事

が卒業している人たちとして一種の社会の中で言う中産階級の中にいる人を表していて、

というふうな面があったわけです。 

メリトクラシー、つまり進学競争とか、競争業績主義によって人材の選抜を行う、とか言

いながらも、結局のところは割と階層によって地位が保証されているところが欧米の場合

には多くて、そんなに目を血眼にして能力の証明を獲得するために勉強を必死で頑張らな

きゃいけないみたい、ようなことがなかった、と言われています。 

一方で、日本の場合にはそういうのがない。もともとの所属階層に影響されるところが非

常に少ないために、逆に言うと、本来の意味でもメリトクラシーになってしまう。つまり、

上がって行くのであればどこまでも上がっていけるわけです。下の階層に最初はいたとし

ても、勉強を頑張ったら上まで上っていける。学習成績なり学歴なり、何でもいいのですが、
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そういうものをどんどん獲得して行くことによって、自分は地位を上げていくことが出来

る事が、雰囲気としてあった。実際には、そんなに上がっていく人はいなくて、4％くらい

で、苦学してもだめ、という話はありました。ただ雰囲気としては、がんばっていけば実は

地位が上っていく、夢をもてる、そういう雰囲気は日本の中であったわけです。 

その中で、ゆるいけれども純粋な、「メリトクラシー」ということで、過激な進学競争が

生まれたっていう風に考えることができます。一方で、こういうふうな能力を証明するもの

として、入学試験だとか、学歴だとかというものが日本の中では意識されるということが多

かった。それをそのまま引き継ぐ形で、本田由紀先生ですけれども、最近言われているのは、

そういうメリトクラシー風な考え方が進化、変化してきていて、例えば学歴によってその人

の能力を証明するということじゃなくて、本来の業績能力と言うと分かりにくいと思いま

すけれども、例えば、生きる力、だったり、コミュニケーション能力という言葉であったり、

意欲とか創造性という言葉であったり、がもともとの学歴にあたるものにとってかわるよ

うになる。このハイパーメリトクラシーの時代になってくると、業績がより細かくなり、単

に何々大学を卒業したというものではなくて、生きる力が何点とか、それから創造性が何点

とか、コミュニケーション能力が何点とか、数値化して細かく評価できるようになってくる

時代になってきている。それから、さらに言うと学歴を獲得することによって競争していた

時代は、学歴をいったん獲得してしまえばそれで終わりにできたくらいな、いい加減なもの

だったわけですけれども、例えば会社の中に入ってもさらにそういう能力とかを獲得する

ように求められる。際限なくこういう能力の獲得をして上昇することを求められる時代に

なってきたというふうに本田先生は言っています。そういうのを、本来の学歴だけでゆるく

メリトクラシーを実現していた時代から、ハイパー、超メリトクラシーの時代になってきた、

というのが日本におけるポスト近代社会じゃないかという主張でもあります。いずれにせ

よ、日本の中で競争だとか進学競争、それからこういうメリトクラシーは、どうやら欧米と

は違った形で歴史の中で発展してきた経緯があると思います。 

 

◎レポート課題について 

最後に、課題としては、単純に感想を書いていただくのでいいと思いますけれども、それ

以外にも、ちょっと書きにくいということであれば、この日本の戦前からの進学競争、それ

から入学試験の歴史を見てきて、自分が知らなかったところだとか、それから自分の試験な

どを受けて来られた体験から見て、何か講義に関連するところで考えるところがあれば、書

いていただければいいかなと思います。それ以外にも、この授業全体の感想でも全然構いま

せん。 
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（４） 特別支援教育・発達障害教育 

担当：下川和洋・NPO 法人地域ケアさぽーと研究所理事 

 

◎付箋紙を用意 

まずは皆さんにお願いです。このような付箋紙をご用意く

ださい。二つ穴を空けておいて、セロハンテープでこのよう

に片方の穴をふさぎます。そしてもう一つは普通の穴という

状態のものを 1 枚ご用意ください。これは後ほど使いたいと

思います。 

 

◎特別支援教育の対象 

この図は文部科学省が作成

した「特別支援教育の対象の

概念図」です。義務教育、すな

わち小学校・中学校全体の在

籍児童生徒数が平成 28 年に

1000 万人を切って 999 万人

になりました。これは、教育

界の中で大きな出来事でし

た。少子高齢化という社会が

進んでいる中で、確実に義務

教育段階の子どもたちが減っ

ています。 

一方で、特別支援教育の対象者数は増加しています。平成 29 年の特別支援学校の児童生

徒数は、平成 19 年比で 1.2 倍です。そして小中学校の特別支援学級も 2.1 倍。通級指導教

室はさらに 2.4 倍と確実に増えてきています。この増加傾向はずっと続いています。子ども

が減っている中で、特別な支援が必要な子どもたちは増えているという状況にあります。 

この特別支援教育の話では、最初に一番小さい輪に当たる「特殊教育」から始めます。従

来でいう「特殊教育」は、障害がある子ども

たちの教育を担う場として特別支援学校と

特別支援学級の 2 つによって教育が行われ

てきました。その対象となる子どもたちの障

害について話していきたいと思います。 

 

◎特別支援学校の就学基準 

特別支援学校への就学基準は、学校教育法施行令第 22 条の 3 です。ここに書かれてある

状態の子どもが特別支援学校の入学対象であるというように障害程度を表しています。 
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視覚障害者、聴覚障害者、知的

障害者、肢体不自由者、病弱者と

5 つの分類があって、その程度が

それぞれ書かれています。2013

年の就学手続きの変更以前は、こ

の障害程度に該当する児童は基

本的にはすべて、養護学校（現、

特別支援学校）に就学するとされ

ていました。そのため、地域の小

学校・中学校にはこのような障害

の重い方たちは法令上在籍して

いない前提なので、文部省（現、

文部科学省）は通常学校における

障害のある方たちの人数は把握

しておりませんでした。先ほどの

「特別支援教育の対象の概念図」

に戻りますが、図には現在、通常

学校に在籍する学校教育法施行

令 22 条の 3 に該当する者が約 2

千人在籍と書かれています。

2007 年の特別支援教育が始まっ

てから、このように通常学校の通

常学級での在籍生徒数も把握す

るようになってきました。 

次に就学基準に示された障害

の程度を具体的にイメージした

いと思います。例えば視覚障害者

の 0.3 未満の視力というのは一

体どういう状態でしょうか。この

視力以下だと教室の最前列でも

黒板の字が見えにくいという状態です。また聴覚障害者の 60 デシベル以上の聴力とは中高

度難聴であり、大声で話してもらっても理解できない、後ろからの声掛けにも気づかないこ

とがあるという状態です。補聴器を使っていてもその効果は語音弁別能力により異なり個

人差が大きいです。このように、視力 0.3 未満とか聴力 60 デシベル以上というのは、通常

学校の通常学級における集団教育が困難であるという児童を対象にしています。しかし、現

在ではいろいろなサポート（支援）によって、こうした障害のある方たちも希望すれば地域

就学基準（学校教育法施行令第 22 条の 3） 

区

分 
程度 

視

覚

障

害

者 

両眼の視力がおおむね 0.3 未満のもの又は視力以外の視

機能障害が高度のもののうち、拡大鏡等の使用によっても

通常の文字、図形等の視覚による認識が不可能又は著しく

困難な程度のもの 

聴

覚

障

害

者 

両耳の聴力レベルがおおむね 60 デシベル以上のものの

うち、補聴器等の使用によっても通常の話声を解すること

が不可能又は著しく困難な程度のもの 

知

的

障

害

者 

１．知的発達の遅滞があり、他人との意思疎通が困難で日

常生活を営むのに頻繁に援助を必要とする程度のもの 

２．知的発達の遅滞の程度が前号に掲げる程度に達しない

もののうち、社会生活への適応が著しく困難なもの 

肢

体

不

自

由

者 

１．肢体不自由の状態が補装具の使用によっても歩行、筆

記等日常生活における基本的な動作が不可能又は困難な

程度のもの  

２．肢体不自由の状態が前号が掲げる程度に達しないもの

のうち、常時の医学的観察指導を必要とする程度のもの 

病

弱

者 

１．慢性の呼吸器疾患、腎臓疾患及び神経疾患、悪性新生

物その他の疾患の状態が継続して医療又は生活規制を必

要とする程度のもの  

２．身体虚弱の状態が継続して生活規制を必要とする程度

のもの 
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の小学校・中学校に通うことができるような時代になってきました。 

特殊教育にはもう一つ、地域の小中学校に設置された特別支援学級があります。「たんぽ

ぽ学級」や「ひまわり学級」などのように表現されている場合もありますが、特別支援学級

は、学校教育法第 81 条に基づく学級です。この条文によると、小学校、中学校、さらに高

等学校においても特別支援学級が設置可能となっています。また、対象者が 1 名であって

も学級設置は可能です。しかし、現実には小中学校にしか設置されていない、肢体不自由児

の特別支援学級はほとんど地域の中に作られていないなどの実態があります。 

なぜ高等学校に特別支援学級が設置されていないのか。まずは教員の配当人数の決め方

を知る必要があります。教員の人数を決めるための教職員定数が書かれた「公立義務教育諸

学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律」（義務標準法）があります。この教員

配当数を決める義務標準法に高等学校における特別支援学級の規定がないというのが、大

きな理由とも言われます。 

次に通級指導教室です。これは通常の小中学校の通常学級に在籍したまま、教室から週に

数時間（年間 10 単位時間から 280 単位時間までを標準）、通級指導教室に通って個に応じ

た学びを受けます。対象となる障害は、学校教育法施行規則第 140 条に示された言語障害・

自閉症・情緒障害・弱視者・難聴者・学習障害者・注意欠陥多動性障害者の 7 つと、8 つ目

の「その他」になります。よく知られている通級指導教室には、従来の「ことばの教室」「き

こえの教室」などと称する教室があります。なお、平成 30 年から高等学校においても通級

指導教室を設置できるようになりました。 

前述したように 2013

年以前は学校教育法施行

令 22条の 3に該当する障

害児は、原則、特別支援学

校への就学でした。それ

が 2013 年 9 月 1 日から

小中学校への就学が基本

になりました。ただし就

学基準に該当する場合、

総合的判断を「教育支援

委員会（仮称）」で行い、

本人や保護者の意見を最

大限尊重（保護者の意見

や意向を無視してはいけない）し、本人たちも了解のうえで特別に認定を受けて「認定特別

支援学校就学者」として特別支援学校へ就学するという手続きになりました。繰り返しにな

りますが、以前は障害のある子どもは原則養護学校就学で、特別に認定を受けられれば地域

の小学校への就学できましたが、現在は特別に認定を受けて特別支援学校に就学するので
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す。 

こうした制度変更は、2014 年に日本が障害者権利条約を批准するための国内法の整備の

一環として行われたものです。障害者権利条約は後でも触れますが、条約批准に向けて様々

な制度が変わったことを知っておいていただければと思います。 

では次から、各障害についてみていきます。 

 

◎視覚障害 

まずは視覚障害です。目の構

造をみていきましょう。光は、角

膜、水晶体（レンズ）、硝子体を

通過して網膜上で像を結びま

す。前方の右視野の像は、図にあ

りますようにそれぞれの眼球の

左網膜で受けます。そして視神

経を通じて左の脳で認識します。逆に左視野から入ってきた像は、眼球の右網膜で受けて視

神経を通じて右の脳に入ります。この視交叉でそれぞれの脳に別れていきます。眼球自体に

は問題はないけれども、視神経が萎縮したり、大脳視覚野が障害を受けたりすると視覚に障

害が起きます。 

次に見る仕組みを確認していきます。レンズの屈折によって網膜上に像が上手く結べる

と「正視」、網膜の手前で結んだ時を「近視」、網膜よりも奥で像を結ぶ時を「遠視」と言い

ます。レンズの縦軸・横軸に問題がある場合、「乱視」となります。 

視力検査では次の 4 つの能力を見ることができます。一つは「最小視認閾」。ここに「森

実ドットカード」があります。このカードを見てください。うさぎに描かれている目が見え

ますか？これが今 0.05 のカードですが、こうやってだんだんと目が小さくなっていくわけ

です。子どもたちにカードを提示して目の有無を質問します。次のランドルト環では、環の

隙間を認識する「最小分離閾」をみます。その他文字サイズを小さくしてどこまで読めるか

という「最小可読閾」、直線のずれを見分ける「副尺視力」などがあります。 

次は光の明暗や色の識別です。網膜には視細胞があります。視細胞には明暗がわかる桿体、

色を識別するための錐体があります。錐体には、色を識別するために赤・緑・青（RGB：

Red、Green、Blue）を認識する錐体が存在します。RGB の細胞の存在によって様々な色

を認識できるのです。この色を感受する細胞の機能が働かない場合に、色覚障害となります。

赤を感じる細胞が機能しない場合、つまり RGB の R の部分が機能しない場合を「1 型 2 色

覚」と呼びます。緑を感じる細胞や青を感じる視細胞が機能しない場合にどのように見える

のかを表したのが右図です。 

http://www.taniga

nka.com/shikumi/den
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上側のクレヨンが一般的な色覚の状態で

す。白から緑・青・赤・茶・黒というよう

にカラフルです。これを「1 型 2 色覚」で

赤が機能しない場合、下側のように見えて

しまいます。このように赤や緑を感じる視

細胞が十分機能しない方は、日本人男性の

20 人に 1 人はいると言われます。ですから

稀な状態ではないと言えます。そこで、

2017 年に日本遺伝学会はこの「色覚障害

（色覚異常）」と従来呼んでいたものを「色

覚多様性」と呼びましょうと提言しています。 

次に、先ほどの付箋紙を使って、弱視の体験をしていただきます。まず付箋紙の普通の穴

のほうを目に当てて、みなさんの手元にあるプリントを見てみましょう。この状態は穴越し

に見るだけですから、問題なく字を読めると思います。次に、セロハンテープを貼ってある

穴のほうに替えます。セロハンテープを貼ってある側で見ると少し見えづらくなってきま

すが、このセロハンテープを指で触れてさらに指紋をつけます。

そして指紋をつけたセロハンテープ越しに見てみましょう。か

なり見えにくくなったと思います。 

これから皆さんのディスプレイ画面に図を順次提示していき

ます。セロハンテープ越しに画面をずっと見続けてください。

最初は画面①です。セロハンテープ越しに画面を見ると字がぼ

んやりとみえるはずです。はっきり見えるようでしたら、さら

に指紋を付けて下さい。「かなり見えにくくなったなぁ」という

状態までたくさん指紋を付けて下さい。よろしいでしょうか。

では画面②に変えます。画面①に比べて、画面②のほうが見や

すくなったと思います。次に画面③に変更です。再び見えにく

くなったと思います。しかし画面④にするとどうでしょう。さ

っきより見やすくなったのではないでしょうか。さらに変えま

す。画面⑤の右半分は黒い背景に白文字で、左半分は白い背景

に文字が書いてあります。では、付箋紙を眼から外してくださ

い。画面左右の白黒反転だけでなく、左側が明朝体で右側は丸

コシック体というようにフォントも変わっています。 

発達障害の方の中には、この画面左側の状態の文字を読むの

が苦手な方がいます。理由の一つに背景の眩しさもありますが、

この明朝体特有のハネとかトメとか細部が気になって字を字と

して認識しづらいという理由があります。そのため最近では、

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 
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印刷物にゴシック体や UD フォントなどを使うように配慮されるようになってきました。 

以上のように、背景が白くて黒文字だと文字周りが眩しくて字が見えにくくなります。要

は見やすさの支援ですけれども、見やすさは右側の方が断然見やすいわけです。ですから弱

視の方、白内障の方などには白黒反転のほうが見やすくなります。視認性といいますが、見

やすくするということで最近ではこのようなブラックボードを使ったメニュー表示もある

と思います。ここにはご飯茶碗があります。ご飯茶碗にご飯を残して、ごちそうさましてし

まう子どもがいるとします。それは、もしかしたら白いごは

ん茶碗の中に白いご飯が残っていることに気付きにくいのが

原因かも知れません。そこで、黒いご飯茶碗に変えてはいか

がでしょうか？黒い食器に白いご飯のコントラストで、そこ

にご飯が残っていることを認識しやすくなります。これも見やすさへの配慮です。 

この他、大学での授業では、学生がペアになって視覚障害役とへルパー役で、校内を歩く

というような体験をして支援者の役割を考える機会にしています。 

 

◎聴覚障害 

次は聴覚障害です。はじめに耳の中で

の音の伝わり方を見ていきます。音はこ

の耳介から外耳道を通って、鼓膜にぶつ

かります。音は空気の振動ですから、こ

の空気の振動が鼓膜の部分に当たって振

動として伝わっていきます。鼓膜の振動

をツチ骨・キヌタ骨・アブミ骨の 3 つの

骨がバトンタッチをしながら内耳まで伝

えていきます。ここまでが振動による物

理的な伝達になります。その振動はカタ

ツムリのような形の「蝸牛（かぎゅう）」で電気的な信号に変換されて蝸牛神経、聴覚神経

を通じて脳へ伝達されていきます。このような音の伝わり方から耳が聞こえない、聞こえに

くい原因には２種類あります。外耳道を通って中耳まで空気や鼓膜や骨の振動など物理的

に音を伝える部分に原因がある場合を伝音性難聴と言います。内耳から先の神経自体に原

因がある場合を感音性難聴と言います。なお人によっては、この伝音性も感音性、共に原因

がある場合は、混合性難聴となります。 

聴覚障害の方のコミュニケーション手段には、様々なものがあります。以前の聾学校（現、

聴覚障害特別支援学校）の教育では、口話法（口の形を見て相手の喋っていることを読み取

る）が中心でした。手話を一切使ってはいけないという指導が行われていた時代もありまし

た。それは、社会に出たときに相手が必ずしも手話ができるか分からない。そのため口の形

を読む口話法が中心でした。しかし、相手の口の形で言葉を読み、音声言語でやりとりする
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のは、実際はかなり難しいわけです。現在では学校で手話も使われています。 

聴覚障害に加えて視覚障害を重複した盲聾（もうろう）の方の場合、情報を取り入れる手

段が極めて限られてしまいますので、単純に視覚障害＋聴覚障害の配慮では十分ではない

という点の理解が大切です。盲聾の方のコミュニケーション手段には、手に字を書いたり、

相手に触ってもらって指文字や手話で伝えたり、点字に見立てて右 3 本左 3 本の指を使っ

て 6 つのドットを作る指点字などがあります。 

ここでビデオを視聴していただきます。聾の子どものための日本手話と書記日本語（日本

語の読み書き）のバイリンガル教育を行う日本初の学校として 2008 年４月、東京都品川区

に開校した明晴学園での学びです。 

【動画紹介】NHK，ETV 特集「静かで、にぎやかな世界」（2018 年 5 月 26 日放送） 

障害者権利条約の第 24 条は教育に関する条文です。この３項（C）には「視覚障害若し

くは聴覚障害又はこれらの重複障害のある者（特に児童）の教育が、その個人にとって最も

適当な言語並びに意思疎通の形態及び手段で、かつ、学問的及び社会的な発達を最大にする

環境において行われることを確保すること。」とあります。このように手話などは聴覚障害

のある方々にとって言語なのです。自分の言語で考え、意思疎通することを保証するのは大

切なことです。先ほどビデオで紹介した日本手話で学べる明晴学園が、教育を受けるための

選択肢にあるのはとても重要な意味を持ちます。 

 

◎知的障害 

次に知的障害です。一般に、「認知や言語などにかかわる知的能力」や、「他人との意思の

交換、日常生活や社会生活、安全、仕事、余暇利用などについての適応能力」が同年齢の児

童生徒に求められるほどまでには至っておらず、特別な支援や配慮が必要な状態とされま

す。この知的障害という概念を理解するためには、知能指数（IQ）を知っておく必要があり

ます。生活年齢（CA）は通常の暦年齢です。精神年齢（MA）は発達検査等によって出され

る年齢です。その精神年齢を生活年齢で割って、掛ける 100%で IQ が出されます。この IQ

と MA・CA の関係を考えます。生活年齢が 9 歳のときに精神年齢が 9 歳ならば、ちょうど

100%になります。9÷9×100 なので 100%、IQ100 なのです。その子が 10 歳になった場合

に MA が変わらなかった、検査結果の精神年齢が 9 のままだったとすれば、IQ は必然的に

下がっていくわけで IQ90 になります。ということで検査の種類などによって対象となる年

齢に限定があります。一定の年齢を対象にした検査を用いて精神年齢を出します。 
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この IQ は 100 を頂点とする正規分布

を描きます。通常だと IQ35 以下は重度精

神遅滞、35〜50 が中度、50〜70 が軽度知

的障害というような言い方になります。

ここで考えていただきたいのは、この分

布図は統計的なものということです。例

えば、IQ35 以下の人を仮に「生きる価値

のない人」と烙印を押して、この世から消

されたとします。するとどうなります

か？この正規分布はまた新しく作り直されて、再び IQ35 以下が作られるのです。つまり、

こうした区分はあくまで人為的なもので、絶対的なものではないという認識が大切です。 

次に、知的障害特別支援学校の教育に特徴的な就労関係の話をしていきます。東京都には、

都立知的障害特別支援学校や都立○○学園就労技術科というような形で軽度な知的障害の

方たちが通う学校があります。そうした学校を卒業してどのような職場で働いているのか

をビデオで紹介しましょう。 

【動画紹介】東京都知的障害特別支援学校就業促進研究協議会作成ビデオ 

ビデオの最初のお店はサイゼリヤです。その他にスターバックスとかユニクロとかさま

ざまな企業に、知的障害のある方たちが就労を果たしております。 

 

◎肢体不自由 

次は肢体不自由です。肢体不自由とは、手足が動

かなかったり、協調した動きができなかったりする

状態ですが、その原因は様々です。人の運動は、こ

の馬車の図形に似ています。馬を操る御者（ぎょし

ゃ）が、身体の動きを操る脳に相当します。御者の

命令で馬が動くのは、脳からの指令で末端の筋肉が

収縮・弛緩して体が動くのと同じです。そして馬を操るためのこの手綱は、神経（ニューロ

ン）に相当します。脳・神経・筋肉のいずれの部分が障害・病気によって機能しなくなって

しまうと身体は動かない、馬は動かないとなるわけです。 

ここで中野健吾くんを紹介したいと思います。 

【動画紹介】映画「千里 翔べ」https://www.youtube.com/watch?v=sYtAwQO8Czw 

彼は映画「千里 翔べ」の主役になりました。戦隊ヒーローを目指して、テレビや映画へ

出演したい、エキストラでもいいから出たいと望んでいましたが、ある出会いがあって映画

の主役に選ばれました。 

彼は脳性まひのアテトーゼタイプという障害になります。アテトーゼタイプの特徴は、筋

緊張が強くなったり、急にダラッと弱くなったり、筋緊張のトーンが変わるのが特徴です。 

本人の意図とは関係なく動くのを反射と言います。彼は顔を左側に向くと向いた側の方

https://www.youtube.com/watch?v=sYtAwQO8Czw
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の腕と足が伸びて、反対側の腕と足は屈曲します。これを非対称性緊張性頸反射（ATNR）

と言います。彼の話している姿を見ていただくと分かりますが、常に本人の意図とは関係な

く体が動いてしまうのと、言葉も聞き取りづらいです。構音障害と言いますが、彼の言葉は

比較的聞き取りやすい方です。 

さて、障害がなく育つのを定型発達と言いますが、定型発達して大人になった後にケガを

する、例えばスキーで骨折してギブス固定 1 カ月後にギブスを外すと、筋肉が痩せたり関

節が曲がらなくなったりして、身体動作に不自由が生じます。そうしたときにみなさんは、

あきらめますか、それとも再び動けるようにリハビリを頑張りますか？私たちは元の状態

に戻りたいという思いがモチベーションになって、つらいリハビリも頑張れるのです。 

では、生まれつき身体障害のある彼らのモチベーションは何でしょうか？動けない彼ら

の身体を無理やり歩かせたり、四つ這いさせたりしても、痛い・苦しければやる気は起きず、

嫌になります。リハビリテーション（Rehabilitation）という言葉は、「再び適した状態に戻

る」（re（再び）+ habilis（適した））から作られた言葉ですが、彼らにとっては「再び戻る」

わけではないので、再びを表す Re を取り除いて、ハビリテーション（Habilitation）とい

う言葉を使います。このハビリテーションは、発達がポイントです。 

今、ここにブーブースティックという玩具があります。ひっくり返すと音

が出ます。子どもに持たせると、動かしているうちに音が出て「おぉー！」と

びっくりするわけです。その後、子どもたちはどうすると思いますか？ブー

ブースティックの音がたくさん出るように探りながら振り始めるのです。こ

のように面白いな、楽しいな、すなわち遊びが身体を動かすという動機付け

になります。特別支援学校で私は自立活動担当をしていましたが、子どもたちが自分で身体

を動かしたくなるような活動の提供を心がけてきました。 

 

◎病弱・身体虚弱 

次は病弱・身体虚弱です。病弱も身体虚弱もともに医学用語ではなく、病気で心身が弱っ

ている状態や病気にかかりやすい状態を表現する一般的な用語になります。 

主な疾病には、表にありますように喘息、アレルギー、筋ジストロフィー、悪性新生物（が

ん）、心臓病、糖尿病など 15 が挙げられます。がんの種類には、脳腫瘍（脳のがん）、悪性

リンパ腫（リンパ節のがん）、白血病（血液のがん）、骨肉腫（骨のがん）など様々な部位の

がんがあります。また、新生児の 100 人に一人の割合で心臓に疾患が見られます。その中

で一番多いのは、心臓の右心室と左心室を隔てる隔壁の部分に穴が開いている心室中隔欠

損になります。 

病弱教育の対象となる病気の例 （文部科学省「教育支援資料」より） 

①気管支喘息 

②腎臓病（急性糸球体腎炎、慢性糸球体腎炎、

ネフローゼ症候群） 

⑩重症心身障害 

⑪アレルギー疾患（アトピー性皮膚炎、食物

アレルギー） 
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③筋ジストロフィー 

④悪性新生物（白血病、神経芽細胞腫） 

⑤心臓病（心室中隔欠損、心房中隔欠損、心筋

症、川崎病） 

⑥糖尿病（1 型糖尿病、 2 型糖尿病） 

⑦血友病 

⑧整形外科的疾患（二分脊椎症、骨形成不全症、

ペルテス病、脊柱側湾症） 

⑨てんかん 

⑫肥満（症） 

⑬心身症（反復性腹痛、頭痛、摂食障害、起

立性低血圧） 

⑭うつ病等の精神疾患（うつ病、双極性障

害、統合失調症や神経症等も含む）と発達

障害など 

⑮その他（色素乾皮症（ＸＰ）、ムコ多糖症、

もやもや病、高次脳機能障害、脳原性疾患

等） 

以前の病弱・身体虚弱児の教育では、気管支喘息などの子どもたちのために空気のきれい

な海浜や山村に区立の学校（健康学園）を設置し、転地療養的な意味も含んだ教育が行われ

てきましたが、現在そうした学校はほとんど廃止されています。また、小児のがんでは以前

は長期入院による治療でしたが、現在は抗がん剤治療の入院と外泊・一時退院を繰り返すな

ど治療方法が変わり、病院内学級等での教育特有の課題が生じています。 

さらに近年、増えてきているのが心の病気です。カーペンターズという歌手をご存じでし

ょうか？今、画面に流れた曲が「トップ・オブ・ザ・ワールド」という有名な曲です。この

カレン・カーペンターさんとお兄さんが一緒に歌をうたっているデュオです。お兄さんとの

やりとりの中で、妹のカレンさんはダイエットに取り組むようになり、それをきっかけに、

彼女は拒食と過食を繰り返すようになったそうです。そして極度の痩せ状態になり、急性心

不全で亡くなられました（享年 32 歳）。このニュースによって、拒食症という言葉が世界中

に認知されたと言われています。 

こうした拒食症などは中学生の思春期以降に発症する場合が多かったのですが、最近で

は小学生でも発症して入院加療が必要になる例が出てきています。本当はとても痩せてい

るにもかかわらず、鏡に映った自分のことを太った体型だと認識して、痩せたいと考えてし

まいます。「食事をした後、嘔吐する」を繰り返します。指を喉まで入れて吐くために指に

「吐きダコ」ができてしまうそうです。 

 

◎言語障害 

次が言語障害です。言語に関わる脳の部位を見ていきます。左側頭葉にあるウェルニッケ

野は、話し言葉を理解する部位です。前頭葉にあるブローカ野は、言葉を作り出す部位です。

この 2 つのどちらかが一方でも障害を受けると言葉がなかなか作れなくなります。例えば

ブローカ野が障害を受けると、言葉は理解できるが言葉を出そうとすると言葉にならない。

ウェルニッケ野が障害を受けると、言葉は出せるが意味ある言葉にならないという障害が

おきます。 

適切な発音ができないのを構音障害といいます。肢体不自由で紹介したアテトーゼ型脳

性まひの方は、筋肉の協調運動が原因なので、運動障害性構音障害といいます。聴覚障害が
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原因で適切に発音できないのを聴覚性構音障害といいます。また言葉・音声を作りにくいと

いう意味では、口唇裂や口蓋裂など口唇・口腔の形態異常が原因になる場合があります。こ

れを器質性構音障害といいます。胎児期の口と鼻の作りを説明しましょう。口蓋は右と左が

せり出して中央でくっつきます。そして鼻を左右に分ける鼻中隔は、上から下がってきて口

蓋にくっついて左右の鼻の穴が形作られます。これがうまくくっつかないと口蓋裂になり

ます。口蓋裂があると、ミルクや食べ物の嚥下動作の際に、食べ物の一部が食道ではなく口

蓋裂を通って鼻腔に向かい、鼻からミルク等が出てきてしまう場合があります。日本人では

約 500 人に一人の割合でこのような口蓋・口唇裂などが起きると言われています。 

また、うまく喋れないという意味では選択性緘黙があります。これは心の病気になります。

家ではよくお喋りをするのに、学校など家庭以外の場になると、途端に喋らなくなるという

ことで場面緘黙ともいいます。さらに心の病気で言葉が出にくいものに吃音があります。吃

音には、「ぼぼぼ僕は、・・」と音を続ける連発性吃、「ぼーくは・・」と音を伸ばす伸発性

吃、喋ろうと思うとなかなか声が出ない難発性吃があります。 

ここで映画を紹介します。 

【映画の紹介「英国王のスピーチ」】https://www.youtube.com/watch?v=uS3SWKfQZh0 

ウィリアム王子婚約発表に沸く英国王室、現エリザベス女王の父ジョージ 6 世の真実の

物語。英国史上、最も内気な王が世紀のスピーチに挑む。『英国王のスピーチ』」 

（動画ナレーションここまで） 

はい。予告を見るだけでも面白そうでしょう。もう 9 年前の映画ですが、おすすめです。 

 

◎特別支援教育－発達障害とは 

「特別支援教育」にいきます。従来の「特殊教育」

は、学校教育法改正により平成 19 年から「特別支援

教育」となりました。教育関係者の間では、平成 19

年を「特別支援教育元年」と呼ぶ場合があります。そ

して従来の通常学校で介助員のような立場で関わっ

ていた方は、「特別支援教育支援員」という形で地方交付税交付金による財政措置が行われ

るようになりました。特別支援教育は、この図にありますように従来の特殊教育の外側に包

含する形で位置して、通常学校に在籍する発達障害児を含む形になります。 

では、発達障害とは何か？発達障害者支援法では、次のように定義されています。 

発達障害者支援法 

第二条 （定義） この法律において「発達障害」とは、自閉症、アスペルガー症候群そ

の他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害

であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるものをいう。 

この中の自閉症の特徴については、次の映画で紹介しましょう。 

【映画紹介「僕は海が見たくなりました」】 

https://www.youtube.com/watch?v=uS3SWKfQZh0
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2009 年公開の「僕は海が見たくなりました」という映画です。企画・原作・脚本の山下

久仁明さんは、お子さんが自閉症です。時間がなくて長くお見せできませんけども、様々な

自閉症児の特徴がわかる映画です。 

自閉症の方の中核となる課題は、「心の理論」ではな

いかと言われています。有名な課題があります。ここ

にサリーとアンがいます。サリーがバスケットにボー

ルを入れる。そしてサリーがどこかに出かけてしまい

ます。その様子を見ていたアンがしめしめと思ったか

どうかわかりませんが、ボールをバスケットから箱に

移し替えます。その後サリーが戻って来たとき「サリ

ーはバスケットと箱のどちらを最初に見るでしょう

か？」という課題です。サリーの気持ちになって「バ

スケットの方を探す」と答えられるのは 3 歳頃から

で、2 歳児の場合はこの「心の理論」の能力が育って

いないために圧倒的に箱の方を選ぶそうです。そして

自閉症の方も箱の方を選択してしまいます。こうした

課題を誤信念課題と呼びます。 

自閉症は、「①他人との社会的関係の形成の困難さ、②言葉の発達の遅れ、③興味や関心

が狭く特定のものにこだわる」の３つで特徴付けられますが、その「自閉症の程度」には軽

重があります。加えて知的な状態も様々です。最初に自閉症の症例を発表したカナーは、知

的障害を伴い、かつ自閉傾向が強い方たちを紹介しました。その後、自閉傾向（社会性、言

語の遅れ、こだわりの 3 特徴）はあるが知的障害の無い高機能自閉症、高機能自閉症の中で

言葉の遅れがない場合をアスペルガー症候群と分類されました。そして近年、こうした状態

は連続性があるとして自閉症スペクトラム（ASD）と呼ばれています。 

 

◎学習障害 

次に学習障害です。学習障害は、「基本的には全般的な知的発達に遅れはないが、聞く、

話す、読む、書く、計算する又は推論する能力のうち特定のものの習得と使用に著しい困難

を示す様々な状態を指すもの」（文部科学省）と説明されています。遅れというより苦手な

部分があるのです。まずは、当事者のビデオを見ていただきます。 

【動画紹介】NHK スペシャル「発達障害～解明される未知の世界～」（2017 年 5 月 21 日放

送） 

神山忠先生は、学習障害の中でも「読み書き障害」（ディスレクシア：dyslexia）と診断さ

れています。 

神山先生は、特別支援学校の教員ですが、ビデオにありましたように小学校時代に読めな

い・書けないために、「自分は頭が悪いんだ」と自己肯定感が低い状態にあったそうです。

その後、彼は自衛隊に入るのですが、自衛隊の中では命令は文字ではなく言葉での伝達です。
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するとちゃんと役割が担えるという経験を通して、「自分は決して頭が悪いわけではない」

と気づいたわけです。その後、大学で教員免許を取得して教員になられ、岐阜県の教育委員

会や文部科学省の会議の委員なども務められた方です。 

 

◎どんな支援を求めているのか 

次に、発達障害の支援を考える上で参考にしていただきたいビデオがあります。 

 

【動画再生】（中学生／学習障害、松谷知直くんのスピーチ） 

https://www.youtube.com/watch?v=N7eynLv5TIA&t=79s 

こんにちは。これは何でしょう？そうです、iPad です。 

iPad は写真を撮ったり写真を撮って拡大したりインターネットにつないだり、絵を描い

たりすることができる道具です。 

僕は実を言うと、字を書くこと読むことがとても苦手で、そして iPad は自分にとって教

科書でありノートで鉛筆であり消しゴムです。 

この赤いメガネをかけているのもそのためで、このメガネをかけないと文字がこんなふ

うに見えます。書きについては自分の名前も間違えるほどです。この中には 3 箇所間違い

があります。これも至って真剣に書いているのです。ふざけて書いたりはしていません。 

もちろん僕は iPad を使い始める前は紙と鉛筆で勉強していました。ですが、みんなと同

じようにできなくて自分には価値がないとずっと感じていました。そんな僕のためにお母

さんが計算ドリルとか漢字ドリルとか色々作ってくれてました。でも 5 年生のときにどう

しても勉強する量も多くなってきて限界を迎えてしまいました。結局こうなりました。（「不

登校」の文字） 

その後、お母さんが Facebook で DO-IT ジャパンのプログラムに参加する人の募集があ

ることを教えてくれました。 

「こんなんあるけど応募してみいひん？」 

と聞かれて、ここに行ったらもしかして自分にも勉強できる方法が見つかるかもしれな

いと思いました。 

DO-IT ジャパンプログラムとは、障害や病気のある子どもたちの進学と就労を支援し将

来の社会のリーダーとなる人材を養成することを目的としたプログラムとホームページに

書いてありました。これはホームページのスクリーンショットです。 

夏休みに入る直前にプログラムに参加できると連絡をもらいました。 

そして DO-IT で iPad と出会えました。 

これだったら勉強ができる、作文が書ける、本が読めると思いました。 

そしてこの年の夏に学習障害のことや iPad についての自由研究をまとめました。 

しかし夏休みが終わってしばらく経っても iPad を学校には持って行けませんでした。 

なぜなら学校がなかなか OK してくれなかったからです。先生からは「これが壊れたら

どうするの？」や「ズルいと言われたらどうするの？」などと言われました。 

https://www.youtube.com/watch?v=N7eynLv5TIA&t=79s


168 

 

（中略） 

読むことが苦手な子がいても、からかったり笑ったりしないでください。みんなが違うか

らみんな助け合っていける、そして自分らしく学べるのではないかと僕は思います。 

僕は、障害は僕の中にあるのではなく、僕の外、社会の中にあると考えています。僕の考

える障害は「困っていること」で、障害者は「困っている人」です。 

多様な学び方の選択肢が増えることは、学ぶことへの「困っていること」を減らすことに

つながると思います。障害は、困っていることがなくなれば障害は障害ではなくなり、個性

になると思います。 

そしてもっと自分らしく学べる社会へ。ご清聴ありがとうございました。 

（スピーチここまで） 

中学１年生の松谷くんは、自分の言葉で困難さと必要な支援を語ってくれました。彼はそ

の後、工業高校に進学したそうです。 

 

◎特別支援教育と特別ニーズ教育と新学習指導要領 

学校教育の中で様々な困難を抱えている子どもた

ちがいます。日本では「特別支援教育」と表現してい

ますが、英語の表記を紹介します。まず「特殊教育」

は、英語でも special education です。「特殊教育」

が「特別支援教育」に変わった際には、special 

support education と訳していました。「特別支援教

育」をそのまま英語に訳したわけですが、この言葉

では海外では通用しません。そこで文部科学省は、

「特別支援教育」の英語表記を special needs education と改めました。国際的には special 

needs education という言葉はありましたので、こちらを使うようにしたのです。special 

needs education は、「特別ニーズ教育」と日本語訳されています。 

それでは、日本語の「特別支援教育」と「特別ニーズ教育」は同じものなのでしょうか？

「特別ニーズ」は本人側のニーズを表現し、「特別支援」は支援する教師側からの表現とし

て一見、表裏の関係に見えます。しかし、同義語ではありません。「特別ニーズ」は、通常

の教育条件やカリキュラムの元では十分な学習と発達が保証できないという方たち、具体

的には各種障害や発達障害に加えて、虐待や日本語が母国語でない方の教育、不登校など、

対象が広くなります。つまり、図にすると「特別支援教育」を包含する形で外側に「特別ニ

ーズ教育」は位置づけられます。 
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ところで、平成 29 年公示の新学習指導要領では、「第１章 総則」「第４ 児童の発達の

支援」の項の「２ 特別な配慮を必要とする児童への指導」の中に「（１）障害のある児童

などへの指導 （２）海外から帰国した児童などの学校生活への適応や、日本語の取得に困

難のある児童に対する日本語指導 （３）不

登校児童への配慮」が入りました。これは「特

別ニーズ」を新学習指導要領の中に取り込ん

でいると言えます。ということで、現在の日

本では、学校教育法では特別支援教育です

が、学習指導要領の中で特別な配慮を必要と

する児童という形で特別ニーズ教育まで視

野に入れた支援が始まっていると言えます。 

 

◎デジタル教科書、ICT 機器の活用 

デジタル教科書は、先ほどの「読み書き障害」のある方たちにとって合理的配慮の一つに

なります。従来は紙の教科書を自分で読むしかありませんでしたが、デジタル教科書の場合

は読み上げ機能がありますので、問題を耳で聞いて解答したり、思考したりできるようにな

ります。 

 

【動画】NHK，「おはよう日本，障害者向けアプリ」（2012 年 11 月 11 日放送） 

（アナウンサーA） 

以前松本さんが使っていた会話補助の専用機器です。キーボードを押す力が弱い松本さ

んは、より使いやすいものを要望していました。7 月に同じメーカーからアプリが売り出さ

れると松本さんはすぐに購入しました。 

（アナウンサーB） 

こちら触れるだけでいいですもんね。 

（アナウンサーA） 

そうなんです。以前の専用機器は会話にしか使えませんでした。でも情報端末は別のアプ

リを使えば様々な用途に使うことができます。 

（アナウンサーB） 

確かに、そうですね。 

（アナウンサーA） 

1 台の端末で、会話ですとかインターネット、メールができることで松本さんの生活は大

きく変わったと言います。 

（情報端末の読み上げ音声） 

これまでは PC の前にいないとできなかったことができるようになって、効率よく時間が

使えるようになりました。徐々にでもバリアフリーに近づいていくといいなと思っていま

す。 

（アナウンサーB） 

これは、松本さんのお話なんですね。 
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（動画ここまで） 

 

ニュースで紹介された iPad とアプリのトーキングエイドを紹介しましょう。読み上げさ

せます。「こんにちは、ぼく、おかあさん、すき」。文字だけじゃなく、このようなシンボル

を使ったものもあります。これも合理的配慮の一つになります。 

 

◎障害や困難に対する合理的配慮－インクルーシブ教育に向けて 

最後に障害や様々な困難に対する合理的配慮の話をして、終わりたいと思います。 

インクルーシブ教育という言葉が使

われる前には、統合教育（インテグレー

ション教育）という言葉がよく使われ

ました。統合教育というのは障害のな

い「健常児」と障害のある「障害児」を

あらかじめ分けた上で、交流教育など

で共に学ぶ機会を保証するものです。 

一方、インクルーシブ教育というのは最初から子どもの障害の有無を問わず、ごちゃまぜ

の一緒の状況を作って学ぶことです。 

特殊教育の時代は、障害の有無、種類、程度によって通常学校の通常学級・特別支援学級・

特別支援学校など学ぶ場を分けていました。こうした教育は障害のある者と無い者を分け

る「分離教育」と非難されていました。一方で、障害のある子を「うちの子、教室にいるだ

けでいいんです」といって、通常学校の通常学級への就学を求める運動がテレビのニュース

で報道されました。配慮や支援がないまま教室に放り込まれているという意味で「ダンピン

グ」と表現されて問題になっていました。 

しかし、特別支援教育以降の考え方は、学ぶ場所ではなく、個別の教育支援計画や個別の

指導計画による個に応じた教育になり、障害者権利条約批准に向けた制度改正によって個

に応じた合理的配慮の支援を受けつつ、障害のある者と無い者が共に学ぶインクルーシブ

教育を追求していく時代に変わってきました。 

次に、障害のある子どもと障害の無い子どもが共に学ぶ姿をビデオで見ていただきます。 

 

【動画再生】TBS，「テレビ未来遺産“いのちの輝きＳＰ」（2013 年 5 月 22 日放送） 

（ナレーション） 

「みんなと話がしたい」 

強い思いを持つ少年が福岡県久留米市にいます。 

田中大貴くん。当時小学 3 年生。 

母、千尋さんに付き添われ 9 時半過ぎに登校します。 

休み時間に入るとクラスメイトたちが駆け寄ってきます。 

車椅子を押す子、荷物を持つ子。 
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いつしかみんなで教室まで歩くようになりました。 

子どもたちが大貴くんの胸に耳を当てます。 

自力で痰の排出ができない大貴くん。 

喉の穴から吸引が必要かどうか、クラス全員が胸の音を聞いて判断します。 

大貴くんはミオパチーと総称される筋肉の病気などで生まれつき筋力が弱く、歩くこと

ができません。話をすることもできません。 

でも大貴くんが口元に手をやると、友達がすぐ、大好きな風船を膨らませます。 

身振りや表情で意思を伝えるのです。友達と接するうち大貴くんにはできないと思われ

ていた、ひらがなが書けるようになりました。 

（当時の主治医、中島正幸さん） 

彼にここまでの能力があると僕らも、ちょっと恥ずかしい話なんですけどわからなかっ

たんですね。同級生の子たちとですね、毎日接して、お互いにこう刺激を与え合ってですね、

だんだんといろんなことができるようになってきているんじゃないかなと思いますね。 

（ナレーション） 

言葉は交わせなくても通じ合っていた大貴くんと仲間たち。それから 5 年、電動車いす

を自在に操る 17 歳の大貴くんのもとに、あの頃の仲間たちが集まりました。実は大貴くん

は去年新しいコミュニケーションの道具を手に入れました。タブレット端末です。 

熊本からやってきた友達には怪我をしたという腕を気づかいながら、突然……！ 

動画サイトの熊本駅の映像を見せます。 

そして、端末から聞こえてきたのは大貴くんが手に入れた「電子の声」。 

（母、千尋さん） 

お友達のおかげでね、ひらがなを習得したので。それが今に繋がっていて。 

（ナレーション） 

言葉はなくてもきっと通じ合っている。 

そう信じていた仲間たちですが、大貴くんはしっかりとみんなの名前を憶えていました。 

（友達） 

覚えててくれただけで実は凄いうれしかったです。 

（ナレーション） 

長い間言葉を伝える道具を持たなかった大貴くん。 

意思が伝わらないことが続くと、コミュニケーションを諦めてしまう人も多いと言いま

すが……。 

彼の場合は違ったと大貴くんを知る専門家は言います。 

（女子栄養大学・障害児教育 下川和洋講師） 

いっぱい、周りの友達が声をかけてくれて質問してくれるわけですよね。彼の「伝えたい」

という気持ちをずっと持続させる糧になっていたんだろうと思いますね。 

「伝えたい」という気持ちをいっぱい、豊かにしていくことが先にないと、こういう物を

与えられたって使えない。 

（ナレーション） 
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小学生の頃いつも手助けしてくれた友達、リッキーの背が伸びたのを見て大貴くんはこ

う入力しました。 

（端末の読み上げ音） 

すごい。りっきひとつすごい。 

（リッキー） 

びっくりしましたね。びっくりと同時に感動。 

（ナレーション） 

自分の感情を表現し始めた大貴くん。「みんなと話がしたい」。夢は叶おうとしています。 

（動画ここまで） 

 

◎最後に 

旧教育基本法の前文には、「われらは、さきに、日本国憲法を確定し、民主的で文化的な

国家を建設して、世界の平和と人類の福祉に貢献しようとする決意を示した。この理想の実

現は、根本において教育の力にまつべきものである。」とあります。戦後、民主主義の理念

の元、平和や福祉の理想国家の実現のために教育の力に強い期待を込めた文言だと思いま

す。 

共生社会も理想社会です。次世代を担う子どもたちが障害のある子どもたちと共に過ご

すということは、共生社会の一歩につながるのではないでしょうか。 

さて、ここでちょうど時間になりましたので講義は終わりたいと思います。 

次に受講レポートの課題を述べたいと思います。 

課題 

ソーシャルインクルージョン、共生社会などの実現のために、みなさん自身どのような取

り組みができますか、またはしていきたいと思いますか。考えを記述してください。 

これを本日の課題にしたいと思います。 
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（５） 発達心理学 

担当：山本登志哉・発達支援研究所長 

 

◎見えている世界が「違う」 

今日話しさせていただくのは、心理学的に教育を考えるということです。特に、自分と違

う人を理解するということはどういうことかを考えてみたいです。 

 皆さんは、福祉の分野でお仕事をされたりしていると思います。福祉の対象の方というの

は、いわゆる健常者と何らかの違いを持っていると考えられています。そのせいで、何らか

の支援が必要だと考えられる方ということになります。 

その意味で、お互いに人間として共通して部分もありますし、また異なっている部分も当

然あるわけです。目に見えるような違いでしたら割合に分かりやすいですけど、目に見えな

いところはかなり違っていてもお互いに気づかないことが多い。 

コミュニケーションをすると、その結果、いろんなトラブルが起こってしまい、お互いに

とって非常に不幸な状態が起こることもよくあります。何らかの違いを持った人同士が関

わり合う時に、違いをどうやって理解していくか、とても大きな問題になります。 

また、その違いにどのように対処していくかが非常に重要になります。それを、今日は、

ディスコミュニケーションという考え方を使いながら説明していきたいと思います。 

まず、最初にこんな図を見てください。皆さんの画面に服が写っていると思います。これ

は何色の服でしょうね。手元にメモがありましたら書き込んでみていただけますか。2 種類

の色があると思います。 

もう一つ同じようなことをやってみたいと思います。このスニーカーについても 2 つ色

があると思います。このヒモとか、このあたりの色が、それどんなふうに見えるかです。手

元に書き込んでみてください。 

そうしたら、最初の方に戻ってみたいです。実は、見え方は大きく言うと 2 つあります。

一つは、青と黒。つまり、この部分が青色に見えて、この部分が黒に見える見え方です。も

う一つは、ここの部分が白に見えて、ここの部分が黄色に見える見え方です。 

ちなみに、この部分が青みがかった白に見えて、こちらの方が黄色に見えます。みなさん

はどんなふうに見えたでしょうか。 

女性は、これを見て「ちょっと地味じゃない、もっと明るい色がいい」と思ったりするわ

けです。男性は、「えー、こんなにキンキラキンなのになぜ地味なの」と感じてしまうわけ

です。この 2 人の間ではコミュニケーションがちゃんと成り立たないことになります。な

ぜかというと、そもそも見えている色が違うからです。 

この女性は青と黒で見ているわけです。違うものを見ていると思っていませんので、相手

も自分が見えた見え方と同じだろうと思うのです。ところが、相手の人は見えているのが違

っていたということになります。そうすると、お互いに何を言っているのか分からないこと

になってしまいますね。 
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これについては、やはり二通りの見えがあるのです。ここのところがピンク色に見えて、

ここのところが白に見えているのと、ここのところがグレーと緑に見える人とそういう人

がいるわけです。 

私は、ここが白っぽい灰色で、ここが緑色に見えます。みなさんはどんなふうに見えたの

でしょうかね。こんなふうに、全く同じものを見ながらお互いに見えている色が違う。不思

議といえば不思議なことですけど、そういうことが現実に起こっています。 

そういうことは、お互いに、私にはどう見えているかを語らない限り、相手の人は自分と

違う見え方をしていることに気付くことは無理です。コミュニケーションしてみて初めて

その違いに気づきます。 

面白いことに、例えば、「これって自分と違う見え方があるんだよ。」って、相手から最初

にそれを聞いた時には、嘘って思います。「そんなのはありえないよ。これ絶対グレーと緑

じゃん」とか、あるいは「ピンクと白じゃん」っていうふうにです。 

 その人は確信をもって感じていると思うのです。それ以外の見え方を誰かがするなんて

想像もつかない。相手が変なこと言って、「あいつの目がおかしいんじゃないか。」っていう

ふうに感じたんですよ。そうなると喧嘩になってしまうかもしれませんね。 

そんなふうに、相手と自分が見えている世界が違う、見え方が違うことに気付くというこ

と自体が結構難しいことです。さらに、違うことを相手から指摘されたとしても、なかなか

それが納得できないという状態も起こります。割合に、これはいろんなところで気付かれず

に起こっています。 

それから、皆さん、試しに指で机をコンコンコンと叩いてみていただけますか。その時の

ポイントは、自分の気持ちにピッタリくるような、落ち着くような心地よいリズムです。そ

れでは、ちょっと叩いていただけますかね。自分の気持ちの落ち着くようなリズムで叩いて

みると、他の方のリズムと全然違ったりする。似たようなリズムになることもありますが、

相当違うリズムになることもあって驚かれると思います。 

お互いに理解が違ってしまう例をもっと重ねてみます。皆さん、これはなんと読むでしょ

うか。そんなに難しくないですよね。 

これは「cccp（シーシーシーピー）」というふうに、皆さんは読まれたと思います。しか

し、それは不正解です。これは、「ソユース・ソヴェーツキフ・ソツィアリスチーチェスキ

フ・レスプーブリク」と読みます。これはロシア語ですけど、どう読むかというと「sssl（エ

スエスエスエル）」です。アルファベットでいうと「s（エス）」と「r（アール）」になりま

す。 

これは、同じ文字でも違うふうに読むのです。これはキリル文字って言って、東欧とかロ

シアの読み方ではこれは「エス」になります。最後は「エル」になります。同じ文字でもど

んなふうに読むかということです。 

 

◎見え方の「ずれ」 
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今度は、人の気持ちの理解についてです。 

これは昔の頃、第二次世界大戦中のある場所での写真です。みなさん、心地よくない感情

を持たれるかもしれません。これ、1945 年の 4 月 11 日です。ブーヘンヴァルト強制収用

所に収容されている人たちの写真になります。これはドイツの地方ですけれどもね。 

さて、この人たちはどんな気持ちでいるでしょうか。棚のような所に寝ていますね。肋骨

が目立つような状態で、栄養不良なのが明らかです。この方たちはユダヤ人です。 

ユダヤ人が当時、ドイツのナチス政権によって徹底して迫害され、そして、ユダヤ人を絶

滅させようということで、収容所に入れて、毒ガス室で次々に殺されていくというようなこ

とが起こりました。600 万人ぐらいが亡くなっているはずです。 

ここはそういう収用所の一つです。絶滅収容所という名前がついていました。ここの収容

所では、23 万 3800 人が囚人として送られ、そのうち 5 万 5000 人以上が亡くなったという

悲惨な歴史があります。この後、4 月の段階で解放され、命が助かったということです。 

それで、皆さんにお聞きしたいのは、こういう形でこう寝ている人たちがどんな気持ちで

いるだろうかということです。特に、この右の方がわかりやすいのかもしれませんが、どう

でしょうか。 

直接話し合いができれば、この人はどんな気持ちでいるかをお話いただけると思うので

すが。聞いてみると、「可哀想」、「辛そうだ」とか否定的な感情を答えられる方が多いよう

に思います。 

しかし、こういう写真を見て、周りの人たちの感想について驚く人たちがいます。その人

がフランクルという人です。「夜と霧」という有名な本を書いた人です。精神分析家です。

フランクルご自身が、実は、ナチスの時代にユダヤ人としてああいう収容所に収監されまし

た。そこで、たくさんの人たちが次々にガス室送りで亡くなっているわけです。解放される

まで、なんとかその順番が来ずに生き延びた方なのです。 

そして、そこでの体験、特別収容所での体験をこうやって本に著して、いろんな方たちに

大変なショックを与えたというものです。そこの中で、人々が非人間的な暮らしをされなが

らも、一生懸命生きてきた姿とかもいろいろ書かれているんです。読んでいて非常に心を打

たれるようなものになっています。機会があったら是非ご覧になればと思います。 

ここで収容されて、ご自分がもう本当に死ぬかもしれないという、毎日が死と隣り合わせ

の状況を生き抜いて来られたフランクルさんが、ああいう写真を見て「かわいそう」、「辛そ

う」と言われていることを聞いてびっくりしたと言うのです。 

なぜかというと、自分たちがああいう所にいる時に、「幸せ感を感じていた」と言うので

す。あの棚が病人向けの棚だったらしいです。もう病気といっても、そうそう簡単には休ま

せてもらえないのです。強制労働に駆り立てられて、非常に苦しい毎日を送るわけですが、

その中で唯一休めるのが病気になってああいうところに寝かせられる時だということなの

です。それが本当に幸せだったというのです。 

でも、わたしたちから見て、それを幸せだって思えるかといったら、なかなかそう感じら



176 

 

れませんよね。その当事者がどんなふうに感じているかと、そういう体験がない私たちがそ

れをどう見てしまうかには大きなずれが起こるという例になります。 

 

◎子供のお小遣いの考察 

さて、もうちょっと身近な例で考えてみましょう。子どもはお小遣いをもらうようになり

ますよね。早ければ、小学校の低学年から遅くても中学校までには、お小遣いをもらい始め

る子どもが多いと思います。 

それで、子どものお小遣いの使い方でどういうのがトラブルになりやすいでしょうか。皆

さんで考えてみてほしいです。まあ別の言い方をすれば、子ども時代にどういう使い方をす

ると怒られたかを思い出してみてほしいと思います。どうでしょうか、これも皆さんがお互

いに語り合ってみるといいと思います。いろんな答えが出てくると思うのです。 

例えば、勝手におかしなどを買うと怒られたって人もあるかもしれません。これは、家に

よっても結構違いがあって、お菓子を自由に買ってもいい家もあります。それから、「おも

ちゃを勝手に買ったらダメ」って言われて家もあるかもしれませんし、あるいは「高いもの

を勝手に買ったりしてはいけない」って言われている家もあるかもしれませんね。それから、

「同じものを続け買いをすることはいけない」ことだと言われていたり、「無駄遣いしない

ように」って言われたり、「ちゃんと貯金しなさいよ。」って言われたりしているかなと思い

ます。 

その中で、割合によく聞く話が、友達同士でおごり合うということです。友達にご飯をお

ごってあげることは、許されない場合が多かったのではないでしょうか。友達にご飯をおご

ってもらったっていったら、「そんなことしちゃダメでしょ。」とか言われなかったでしょう

かね。大部分の人はそういうことになっていると思います。 

仮に、友達にガンガンガンガン食べ物だの何だのっておごってあげる子がいると、周りか

ら「ちょっとあの子、危ないんじゃない。」って心配されたりする。それがまた、いじめに

つながることも起こりやすいです。 

今、私が皆さんにお話ししたことについて、「いや全然そんなことないよ。」「そんなこと

おかしいよ。」「そんな考え方おかしい、」と考えられた方はどの程度ありますかね。おそら

く非常に稀なのではないかと思います。 

私たち、実は、お小遣いについて国際比較研究をやりました。それを基に少し皆さんにお

話をしてみたいと思います。 

まず、これはソウルの事例です。インタビューで家庭にお邪魔して、お小遣いについて

色々お伺いするんです。子どもとだけでなく、親御さんも同席されることも多いです。「小

遣い貰ってる」とか「どんくらい貰ってんの」「毎月もらっているの」「隔月もらっているの」

「何に使うの」「どういうことに使ったらいけないの」ってことを聞いてきます。 

ソウルの小 3 の男の子とこんな会話になりました。 

山本：「ハリヨンちゃんは何かお小遣いを貰ってるかな？」 
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男の子：「決まってもらうのではなくて、手伝いとか何か良いこととかしたらもらう。」 

山本：「お手伝いってどんなお手伝いするの。」 

男の子：「お母さんがいないときに弟の世話したり、食器洗いとか、まぁ家の中の仕事を全

部」 

山本：「家の中の仕ことを全部やるんだ。すごい。それは 1 回やるといくらくらいもらえる

の。」 

男の子：「それは当たり前だからお金はもらえない。お手伝いなんて当たり前だから、そん

なものでお金もらうのはいけないんだよって言う。」 

山本：「そうなの。どんなことをやったらもらう」 

男の子：「靴箱の整理とかそんなことをやったらもらう。普段やらないようなこと特別にや

るとね、ごほうびにもらうこともある。」 

山本：「いくらくらいもらえる」 

男の子：「さっき言ったのは 152 円くらいとかもらうんだけど」 

山本：「貰ったお金で何するの」 

そうしたら、せっかく貰ってお金なのに 

男の子：「お母さんに返すか、学校で必要なものを準備文房具とかそんなものを買います。」 

山本：「それで、お母さんに返すってどういうこと」 

子どもだからお金が必要な所があまりないからなのです。 

山本：「おやつ買って食べたりしないの？」 

その次の答えが面白いんです。 

男の子：「そんなにたくさんは食べなくて、友達に買ってあげたりするとき」 

まあ 1 年に 5.6 回ぐらいかなっていうことなのです。これは横でおかあさんが聞いている

ときです。 

男の子：「自分に自分で使うというかあんまりなくて、友達にご飯なんか食べ物を買ってあ

げたりとかね。」 

そういうことをするって言うんです。あとはお母さんに返しちゃったりするという話で

す。なんかずいぶん使い方が違うように思いませんか。ここで大事なポイントは、そこで聞

いてるお母さんが何の違和感もなく聞いているということです。 

もう一つのケースで言いますと、やはり小 3 の男の子だったと思いますけれども、どう

やら小遣いを最近もらえ始めたっていうんです。それで、「そのお小遣いの使い方で何か怒

られたことある」って聞いたら、子どもが「ある」って言ったんです。 

お母さんはどんなふうに答えてくれたかといったら、「最近この子にお小遣いを定期的に

あげるようになった。ところが、ほとんど使わないです。貯まっていくようになったのを見

て、お父さんが怒ったんです。」という。どんなことか聞いてみると、「お前は友達と一緒に

お店に行ったりすることがあるだろう。なんでちゃんと友達におごってあげないんだ。」と

言って怒られました。 
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これ日本と全く逆じゃないですかね。日本の場合は、そうやって友達にお金で何かおごっ

てあげたりとかを、親御さんが知った場合には、「そんなことやっちゃダメでしょ」あるい

は「ちゃんと自分のものは自分で買いなさい。」って怒られる。これが一般的だと思います。

ところが、韓国で聞いていると、全く逆です。教育熱心な家庭ほど、「ちゃんと友達におご

ってあげなければいけないじゃないか」って子どもをしつける。 

じゃあ、日本の学校の先生はそのことについてどう考えているのか調査してみました。こ

れは、群馬県で昔とったデータですけれども、おごりは良いことか悪いことかを小学校、中

学校、高校の先生に聞いてみました。 

点数が一番高いのは 5 点ですけど、それが「悪い」評価で、低いのが「良い」評価です。

平均を出してみると、大体 4.8 で、悪い方向に偏っているということがわかりますね。特に、

小中学校の場合、絶対だめだという考え方を学校の先生が持っていることがわかります。高

校になると、少しそれが緩まる感じはありますけれども、悪いという評価は変わらないです。 

今度は、お金の貸し借りが良いか悪いか聞いてみています。これは、おごり以上に悪いとい

う評価だということがわかる。さらに言えば、お金をあげるということは、ほとんど「絶対

ダメ」という感じなのです。ということで、その友達同士でお金が絡んだやりとりについて

は、非常に否定的だというのが日本の一般的な傾向と言うことになります。 

なぜ、そういうふうに日本の人は考えるのでしょうか。それで今度は、中国に住んでいる

朝鮮族の高校生に意見を聞いてみました。おごりの考え方がそもそも違うことがインタビ

ューから見えてきました。 

 「お小遣いは自分のために使うものだから、おごらない方がいい」という意見があるけど

どう思うかって聞いてみました。これは日本の子どもがそう言っていました。 

これについて即座に、「間違っています」と否定されました。どうしてと聞くと、「相手に

おごることでお互いの距離を近くすることができます」って言われました。つまり、おごる

ことはお互いの関係を良くする為に必要なことだと考えられているのです。 

そこで、「友達におごると、彼が相手の負担に思うかもしれないので、おごらない方がい

い」っていう意見です。聞いてみると、「だって、おごるために使うお金は自分が払うのだ

し、負担にはなりません。もし、お返しのプレゼントを買うのに苦しむと言うならそれも必

要ないです。」って答えるのです。そこで、おごらないというのは相手の友だちのことを考

えていない非常に冷たい行為だって理解されるというところにもつながっていきます。 

 

◎なぜ違いは生まれるのか 

さて、こんな中国朝鮮族の子どもの意見を聞いて、皆さんは、なるほどそうだよねって感

じられたでしょうか。なんか違和感が残らないでしょうか。例えば、「相手におごることで

お互いの距離を近くすることができます」って堂々と答えられるわけです。 

じゃあ、友達関係をお金で買うというふうな疑問が起こったりしないでしょうか。それか

ら、買ってあげる人と買ってもらう人の上下関係ができて、いじめにもつながってしまうん
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じゃないかっていう心配もないですかね。 

例えば、そんな意見をぶつけてみると、これもまた驚かされます。「なんで、その相手の

ために買ってあげることを、お金で友達関係を買う話になってしまうっていうことなんで

す。」「だって、お互いにおごり合うんだから、なんでそれが上下関係なんですか」ってすご

く驚かれます。それで、日本のように、自分のものは自分で払う考え方は、とっても冷たい

んじゃないかって感じたりします。 

ものすごく物の見方が違いますね。じゃあ、どうしてそういう違いって生まれてくるので

しょうか。可能性として考えられるのは、それまで経験したことが違うからじゃないか。 

例えば、日本の子どもだったら、実際におごったり、おごらされたりとかでいじめにつな

がっている経験をたくさんしているから、だからそういう考え方が生まれるのではないか。

あるいは、学校の先生が強く言って、何か教育をすることによって変わってきたのかな、と

いうことも考えられるかも知れませんよね。そもそも、もって生まれた違いという可能性も

あるわけです。いろんな可能性がありますよね。 

今までいくつか例をあげてきました。それはどういう違いからでしょう。1 番は物の色の

見え方の違いです。これは経験による差とはなかなか考えづらいところがあります。 

いくら違う見方があるよって言われても、自分の見方が変わることありませんね。例えば

これについて青と黒でしょうって相手の人がそう言ったとする。自分は白と金に見えてい

たとしますね。相手にいくら言われたってどんなふうに一生懸命目をこらしても、その見え

方が変わることはありません。そうすると、どうしてもその相手の見え方を納得できない理

解することができないという状態になりますよね。これは、生まれながらに目の性質がお互

いに違うという可能性が高いということになります。  

それから 2 番については、リズム感の違いです。これについては両方の傾向があるかな

と思います。小さい頃からせっかちなタイプの子もいれば、ゆったりとしたタイプの子もい

ますよね。それはある程度を生まれながらだというところもありますし、その後の周りがせ

っかちなことを求める環境にあったり、ゆったりしていることを好むような環境にあった

りすることによって変わっていく可能性があります。 

 3 番はどうでしょうね、こういう写真を見て「なんか辛そうだな」って感じるか、「幸せ

だな」って感じるか、これは相当経験が効いてきそうです。先ほどのフランクルの話でもそ

うですけれど、自分自身がそういう体験して、その時、本当に幸せだった思い出のある人は、

この状態を幸せというふうに思うのです。 

4 番については、これは国が違う、文化が違うことによって感じ方が違う例でしたよね。 

例えば、戦争の時に孤児となって、中国の東北部に置いてけぼりにされた日本の子たちは、

中国の親御さんに育てられ、完全にもう中国の文化に染まります。そうすると、やはり中国

的な考え方になっていくわけです。だから、これ生まれつきなものではなくて、やはり生ま

れた環境によってそういうふうに育つことがわかります。 

5 番は、明らかに教育の問題です。この文字をどういうふうに読むかというのは、教育に
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よって決まってきますので、その差によって違いが生まれてくるんだと言うのがわかりま

す。 

 

◎当たり前の世界とは 

 はい、ちょっとお遊びですけど、少し頭を柔らかくしてみましょう。同じものがなんか違

うふうに見えちゃうことがある。不思議な体験をしてもらいたいと思います。 

これ皆さん、矢印がどちらを向いていますか。右のほう向いていますよね。間違いないの

です。それでは、これを今度は動画でちょっと動かしています。同じものです、バッグの違

いがありますけど、右側の矢印ですよね。この右側の矢印をくるっと回してみます。さあど

うでしょう。いくら回しても常に右側向きの矢印になっていますね。とっても不思議な感じ

がしませんか。これ一つのもの同じものですが、同じものを回しても右側、右側に、常に向

いている。変な感じがしますね。これはまあ、もちろん秘密があるわけです。 

 上から見るのと横から見るのでは完全に形が違います。この形の違いがうまく組み合わ

さることで、常に右向きになる矢印に見えてしまいます。ですから同じものをどう見るかと

いうのは、その人の見ている視点によってずいぶん影響されてしまう。 

はいっ、ということで私たちはいろいろ体験したり、行動したり理解したりしています。

けれども、そこで色んな違いを抱えて生きています。その違いの中には、わかりやすい違い

もあれば、わかりにくい違いもあるわけです。それで違いが見つかった時に、あっなるほど

そういう見方もあるのだということで、自分の視点を切り替えることが簡単にできること

もあるし、できないことあるわけです。 

例えばこの例はどうでしょうか。皆さんは立方体を見ているのです。サイコロのような形

ですよね。これは見え方が少なくとも 2 つあるというのはご存じですか。 

もしかすると、まだ 1 つの見え方しか見えないということもあるかも知れません。これで 2

つの見方を皆さんにご紹介しましょう。 

まず 1 つはです、ちょっと色を塗って色を塗り分けてみました。この右上の方に出っ張

って見える、これが一つの見方です。実はもう一つの見え方があって、それは左下の方に出

っ張って見える見え方です。 

どちらにも見えるということを理解した上で、もう一度、真ん中の図を見てください。最

初にひと通りしか見えなかった方も、見え方を教えられることによって 1 つの見え方だけ

ではなくて、どちらもできるようになるという例になります。実はこれは 3 つめ 4 つめの

見え方もあるのですが、それについて機会があったら考えてみてください。 

これも有名な図形です。女性がいますよね。さて、この女性は皆さんが見て、若い人でし

ょうか年をとった人でしょうか。若く見える人もいるでしょうし、年をとった人に見える人

もあるでしょう。実は、これはどちらにも見えるような図形、これを多義図形といいます。 

じゃあ、若い女性に見るのはどうやってみたら見えるかといったら、こんな見方をしてい

るわけです。今、色を塗ったところが顔の全体です。えっとここが顔です。ここが顎のとこ
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ろです。ここに耳がありますね。そして、ここにまつげありますね。ここに鼻があって、こ

の縁があるので首のところです。ネックレスっていうか、バンドというんですかね。これだ

と若い女性に見えるわけです。 

もう一つは老婆に見えるというものです。今度は、この色を塗ったところ全体を顔として

見ます。そうする、先ほどアゴに見えた物が鼻に見えるのです。首のバンドに見えたものが

口になって、ここに顎があるというふうに、そして耳に見えていた部分が目に見える。さっ

き、鼻に見えていた部分がイボに見える。 

2 つの見え方を教わった上で、改めてこの図を見てみると両方の見え方ができるようにな

ったのではないでしょうか。教えてもらえれば自分の見方を切り替えることができる。教え

てもらわないと、お互いに何か違うもの見えているので気がつかなかったりする。教えても

らうことで、意見が一致するというふうに切り替わることもできます。 

では次の場合はどうでしょうか。これは教育教材の一つで、色々の積み木を使ってこの図

のような形を作ってくださいね、という問題です。 皆さんだったら、積み木を使ってどん

なふうに作るでしょうか。 

ある人がこれを作った時に、その人の作り方というものを教えてもらったのです。完成品

ではなくて、作り始めを見せてもらってびっくりしてしまいました。でも、これをやってい

けば最終的には正解に辿り着くことができます。こういうやり方っていうのは思いつきも

しませんでした。だけど、ものすごく不自然に感じてしまう。ところが、こういう作り方を

したその本人にとってこれが一番自然だということになります。 

という形で、自分にとって当たり前と考えている世界は、他人にとっては全然当たり前じ

ゃない。自分にとって自然だと思っていることが、相手の人は全然自然と思ってない。むし

ろ、別のやり方を自然と思っているということもあるということです。 

 

◎発達障がいの生きづらさ 

これもまた同じ人の話なのです。これも教材の一つです。5 つ絵があります、その 5 つの

絵のどれをどんなふうに組み合わせると一つの物語になるでしょうかという話です。正解

とされているものは 31452 という順番です。 

まず 3 というのは何かというと、雨が降っていましたね。2 番見ると、遠足に行くわけで

すよね。雨が降って遠足にいけないと困るから、てるてる坊主を作りました。それで一晩寝

たら朝起きたら天気になっていたので喜んで遠足に行きました。これが正解とされるもの

です。 

それに対して、彼はどんなふうに考えたかというと、順番が違います。まず 4 番で、朝起

きました。そしたら、雨が降ってきました。それで雨が止んで欲しいのでてるてる坊主を作

りました。そしたらお昼には晴れたので、喜んで遠足に行きました。 

これも言われてみたら、まあそういうふうな組み立て方もできなくはないですよね。やっ

ぱり、前の日に作っておいて欲しいなぁみたいな気持ちが残ってしまうのですけれども、そ
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れはそれで筋が通っていることになります。 

こんなふうに組み立て方、場面の理解の仕方も、全然違う考え方をしているということで

す。ちなみに、これを私に教えてくれた彼は、発達障がいの中の ADHD という診断を受け

ているでアスペルガーの傾向もある方です。 

その ADHD の彼は、元々公務員として働いていたのですが、仕事の仕方についてトラブ

ルが起こりやすくなって、やがて鬱状態になって、それで精神科にいくことになったのです。 

こういう例は、発達障がいの人はしばしば体験することなのです。自分にとって自然な考え

方や理屈の通っている物の見方は、周りの人に否定されてしまうという体験が積み重ねら

れやすいです。その結果、しんどい状態になって、鬱の状態になっていく展開になることが

とても多いということになります。 

ですから、発達障がいの方がこういう状態に陥った時に、発達障がいだからそうなると言

うのではなくて、むしろ、その人にとって自然な当然な考え方を回りが否定するからそうな

るんだという側面に注意していく必要があります。そもそも物の考え方感じ方に大きなズ

レがある。それを理解されなくて苦しんでいるのだということです。先ほど言った ADHD

の彼も、いわゆる正解というものを示されれば、たしかにそういう考え方もあると理解でき

るんです。 

けれども、問題は何かというと、自分のやり方が間違っていると言われてしまうことなん

です。そういう接し方をされると、非常に彼は辛いわけです。また、非常に不当に感じてし

まう。自分の理屈は通っているはずだ。なんで否定されるのか、ということで、特に発達障

がい者の方は理解されにくい状態に陥ってしまうことが頻繁にあるわけです。それが二次

障がいを生んでいくわけです。 

発達障がい者が定型社会の中で、自分らしく生きるのが非常に難しいわけです。少し具体

的な例で、皆さん体験してみて欲しいのです。その話の続きはどうなるか自然な展開を、皆

さん想像してみてください。 

A さんが辛そうにしていました。A さんの親友の B さんが心配して話を聞きました。A さ

んは、それに対して、あることでとても傷ついて苦しんでいたというふうに教えてくれまし

た。B さんはそれを聞いて辛くなりました。それで、B さんは A さんに「大変だったね。

その話を聞くと自分も辛い気持ちになった。」と慰めました。 A さんはそれを聞いて、何と

感じたでしょうか、何と答えたのでしょうか。 

 どうですか、皆さんの答えは決まりましたか。 

さて一般的に多い答えは、「そんなふうに言ってもらえて、とても気持ちが楽になった」

とか、「支えられた気持ちになった」だろうと思います。カウンセリングの一般的な考え方

からしても、100 点満点の対応の仕方です。どうしてかというと、相手の話を聞いて、それ

に共感してその共感を相手に示すことによって、相手の気持ちを支えてあげるのは基本の

基本と考えるのが普通です。 

ところが、A さんがアスペルガーだったとします。そうすると、「そう言われて、自分も
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もっと苦しくなった」と答えることもあって、今度は、B さんがショックを受ける。なぜ、

そういうことが起こるのでしょうか。 

 

◎アスペルガーの場合 

次の例をみてみます。C さんが病気で寝込んでいました。家族の D さんは食事の世話な

どしてあげました。またきっと辛いだろうなと心配した D さんは、時々、顔を出して「大

丈夫辛くない？」「苦しいでしょう」などと声をかけていました。 

しかし、C さんがアスペルガーの人である場合、しばしはこうお答えになることがありま

す。「いや大丈夫じゃないんだから寝ているのだけど」、「辛いから寝ている。」あるいは場合

によっては、「私になんて答えて欲しいの」って問い返されることもあります。こういうふ

うな応答をされると、今度は D さんの方が非常に傷ついたりしますね。 

なぜそういうことが起こるのでしょうか。次の例です。I さんが画廊のショーウィンドウ

でとても素敵な絵を見つけました。I はそれを大すきな J さんにも見せてあげたいと思いま

す。ある時、たまたま I さんが J さんと近くに行くことがあったので、 J さんを誘ってそ

の画廊に行き、ショーウィンドウの絵を見せてあげました。 

絵を見せてあげてから I さんは J さんに何と声をかけてあげたかです。話がややこしい

かもしれませんけど、見せてあげたのは I さんが気に入った絵です。見せてあげながら、I

さんはどうしたかっていうことです。 

一般的には、「これ凄くいい絵でしょう」って声をかけるのが自然な展開でしょうか。 

仮に、I さんがアスペルガーの方だったとします。アスペルガーの方でも個性がありありま

す。特に、相手の気持ちをものすごく考えて優しいタイプなのです。すると、何も言わずに、

黙って見せるっていう展開になることがあります。 

なぜでしょうか。通常だったら、自分が嬉しいから、あなたにも喜ばせてあげたいってい

う気持ちで見せてあげるわけです。それが、ただ見せるだけで感想も何も言わないという状

態です。みなさんは、なんで自分に見せてくれたのかわからない状態に陥ってしまいます。 

説明を試みてみます。このように説明するとアスペルガーの方も、確かにそうだよって納得

してくれることが多い。その理由について、私も理解するのは大変だったんです。何年もか

かって、こういうことだなって思って聞いてみたら、うんそうだよねっていう感じで肯定さ

れることが多い話です。 

まず、苦しみは分かち合うと半分になる、という言い方がよくされますね。ところが、先

ほどの辛そうにしていた友達に、「辛そうだね」って言って話を聞いたら、「本当に辛いのよ

くわかるよ、僕も苦しくなった。」みたいな形で言うのは、「苦しみをわかちあったら半分に

なる」っていう気持ちがあるから、「あなたの苦しみを私も分かち合いたい」という気持ち

で言うわけですこれは定型によくあるパターンです。 

ところが、アスペルガーのある方の場合には、しばしば、倍になってしまうというふうに

感じられるわけです。なぜなのかということです。 
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アスペルガーの方は、子どもの頃から周りから理解されない状況で孤立して生きざるを

得ないということが繰り返されています。そういうことは非常に多いです。自分が周りの状

況を理解して、こういうふうにやったらいいのかなぁと思って、その子の理解なりに行動し

たり言葉をかけたりすると、「なんでそんなことをやるの」とか「そんな、ひどいわ」とか

「あんた空気読めないの」みたいな形で責められたりします。でも、責められている側は、

何が悪くて言われているのか、まったくピンとこないわけです。 

もちろん、そういう状態っていうのは苦しいですから、何とかしたいと思いますよね。場

合によっては、友達に相談したり、あるいは親に聞いたりします。相談しても親とか友達が

定型である場合は、その人がなんでそんな言い方をしてしまうかわからないので、定型的な

考え方で一生懸命アドバイスをすることになる。そうすると、このアドバイスが、なかなか

ピンとこなかったり、あるいは誤解したりする。その誤解や中途半端な理解で、次の時にそ

れしようとしたりすると、やっぱり定型的な意味では理解できていないのでまた責められ

たりするわけです。 

ですから、人からサジェスチョンを受けることが、本当の意味で問題解決ならないという。

こういう場面を繰り返し経験することになる。結局、問題が起こったときには自分で一生懸

命考えて解決するしかない。そういう感覚が小さい頃から育っていくことになります。 

そういう視点から考えてみましょう。先ほど、辛そうにしていて友人が心配して聞いて く

れたという話です。この時もし定型だったら、友人に心配してもらえたら嬉しくて自分のそ

のしんどさを語ることが起こりやすいと思います。けれども、アスペルガーの方にとって、

自分のしんどさを語ることによって救われるという体験があまりない。むしろ、救われない

体験が多い。 

なぜそうやって話したのかといったら、「自分の近しい相手の人が聞いたからそれに答え

た」となるのです。それで、「自分を救って欲しい」というふうに思ったわけ。もちろん、

そこで有効なサジェスチョンをもらえればいいですけれども、そのことを第一に期待して

はいないということになります。 

その後、相手もそれを聞いて、しんどい状態になってしまったことを伝えてきたというこ

とです。さて、この伝えられたアスペルガーの方はどんな理解したかです。自分がその問題

について何の解決もできない状態にあります。自分はそれで苦しんでいるわけです。それで、

相手の人が解決の手段を持っていたら嬉しいですけど、必ずしも期待できないこともわか

っている。 

一応話をしてみたけど、結局、出てきた答えは何かっていったら、「あなたが苦しいのは

よくあること」で、「自分も苦しくなった」ということですから、そこにはその苦しみを回

避できるサジェスチョンは何もないわけです。 

そういう何も解決できない状態なので、自分が苦しんでいたことで、自分にとって大事な

友達まで苦しめてしまうことになるわけです。そうすると、一人だけで苦しんでいた状態は、

2 人で苦しむということで倍になってしまう。 
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それから、自分の感動したものを見せてあげて、「素晴らしいでしょ」と相手に言うとい

うのは、一般的に定形の方の考え方としては、喜びを分かち合いたいという気持ちです。と

ころが、アスペルガーの方は、子どもの頃から、自分にとって別に嬉しくも何ともないよう

なことについて、「これいいよね」「これもう嬉しいよね」みたいな形で周りから同意を求め

られることを繰り返されるわけです。 

自分はそんなふうに感じないので、「別に」とか「これおかしいね」とかそれに対して否

定的なことを言う。そうすると、「この人は何ていう人なの」って周りからもの凄く責めら

れることが繰り返されたりするわけです。 

そういう経験を積み重ねると、どういうふうになるでしょうか。これは人間に 2 タイプ

あるんです。自分が人から辛いことをやられた場合、いつか仕返ししてやろうみたいな形で、

別の人に対して同じように苦しめる関わり方をしてしまうタイプの人もあります。逆に、自

分がそういう辛い目にあっても、他の人には同じような辛さを味わってもらいたくないタ

イプの人もいる。 

やはり、アスペルガーの中でも、その両方のタイプがいるように思えるのです。特に、優

しいタイプの人は、自分がしんどい思いをしたら相手には、そういうしんどい思いをさせた

くないって思うんです。 

そういう人は、こういうふうに「素晴らしいでしょ」と同意を求めることは、自分の感情

の押し付けだと感じてしまうわけです。ですから、そういう押し付けはできるだけしない方

がいい、押し付けられた側が凄く苦しむというふうに思われるんです。ですから、自分が見

ていいなぁと思う場面は もしかすると相手の人も良いなあと思うかもしれないです。もし

そうだとすれば、相手にとっても嬉しいことだから、それは全然見せること自体は良いこと

だと思う。 

もし、どうとも思わないんだったら、それはそれでその人の感性なので それはそれでＯ

Ｋ。それ以上に自分が「素晴らしい」と思ったことを相手に言うことは、相手の人が自分の

感じ方で素直にそれを感じていることを邪魔してしまう。そうすると、「それは押し付けだ

よね」っていうことで、そういうことをしないってことになってしまう。 

「なってしまう」と言い方が変ですけど、「なるわけです」ね。そうすると、された側の

方は「え！この人は私と共感したくて見せてくれたんじゃないの」、「素晴らしいでしょう」

って言葉を互いに共有する方が喜びが倍増するのにと思って、「なんだろうこの人は」って

いうふうにわからなくなんですよ。全く同じようなことでも、全然考え方が違うために、そ

の考え方が違うということになかなか気づかないために、ぶつかり合ってしまう不幸なケ

ースがたくさんある。 

 

◎ディスコミュニケーションから考える 

それはディスコミュニケーションという考え方でこれからお話をしていきます。 

以前、高木光太郎さんと一緒に、多くの共同研究者の人達とこの違いに関係するようないろ
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んな問題を議論して本を作ったことがあります。いろんな違いの中には、先程のお小遣いの

例でもわかっていただけるかと思いますが、文化の違いによってそういうことが生まれて

しまうというケースもあります。 

例えば、これは日本人と外国人の中でよく起こることです。日本人の方が、「どうぞいつ

でも遊びに来てください」というわけです。そうすると、日本に来て間もない彼は、「それ

はとっても嬉しい。そこまで信頼された。まだ会ってちょっとお話したくらいの短い関係で

も、家にまで誘ってもらえた。すごく親しみを感じてもらえた。嬉しいな。」と思って行っ

たりするわけです。行くと今度は、日本人の人が本当に来ちゃったってびっくりするわけで

す。それで戸惑うということがおこります。 

日本的に言うとこれは、社交辞令みたいなことで、本当に来てくださいと言ってるわけじ

ゃないわけです。だけど、多くの国ではそういうふうに言ったときに、本当に招待してくれ

ているんだと理解されてしまうわけです。同じ言葉が全然違う意味でとらえてしまって、

「ええ、招待してくれたのになんでそんなにびっくりした顔されるの」とショックを受けた

りすることがあります。 

それから、これもアスペルガーの系統で起こりやすいことなんですけれども、左側の人が

アスペルガーだと思ってください。「ちょっと仕事がうまくいかなくて、遅れたりして、ご

めんなさい。中々できないんだけど」そしたら、同僚の人が「急がなくていいのよ」って優

しく言ってくれた。そうするとアスペルガーの人は「嬉しい、この人、優しい人で良かった」

みたいな形で素直に受け止める。 

ところが、実際はこの同僚の人は「何てグズなのかしら。迷惑だわ。」と本音では思った

りする。本音で思っているだけだったらいいかもしれませんが、そのことを陰口のようにし

て周りの人に言ったりするわけです。それが回りまわって本人に伝わったりして、非常にシ

ョックを受けるということになります。 

 そんな形で相手の言っている意味がつかみきれないために、違う形で理解してしまい、非

常にショックを受ける。それで、「あの人は私に対して嘘ついた」っていう不信感を強く持

ってしまうということが起こりやすくなる。 

 また、「急がなくていいのよ」ってソフトに相手に配慮して言ってあげたりするんです。

ダイレクトに責めると相手が傷つくだろうから、「次から気を付けて」ってマイルドに言っ

たつもりが、これが嘘をついたみたいな感じで相手から怒られるという。という形で、お互

いに「何てひどい人なの」って思うことも起こりやすくなります。 

それから今度は、 ADHD タイプの方が陥りやすいことです。何か失敗してしまうわけで

す。ご自身は何で失敗するかわからない。自分がADHDの傾向があるって知らないようで、

そうすると、上司の方もなんで失敗するかわからない。だけど、簡単なことも失敗するのを

注意せざるを得ませんよね。 

そうすると、注意される側も「みんなが普通にできることで、自分だってこれは出来なき

ゃいけないな」って思ったりします。そこで、「すいませんがんばります」って思ったりす
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るわけです。ところが、しばらくすると、なんか知らず知らずに、また同じ様のミスをして

しまうということが繰り返されるわけです。 

仏の顔も二度三度ということわざがありますけど、同じようなことが繰り返されると、上

司の方もやっぱり我慢ができなくなってしまいますね。それで「一生懸命頑張ります」とか

「今度は失敗しないように頑張ります」とか言っていたのに、「あいつ嘘ついていたのか」、

「いい加減な奴なのか」って相手を人格的に攻撃する。言われると、確かに失敗しているわ

けですから、反論のしようがないところがあります。 

周りの人はちゃんとできているわけですから、「自分はやっぱり努力が足りないのかな」、

「自分には能力がないのかな」と落ち込みます。自己嫌悪に陥って、もう立ち直れなくなる。

静かになって、場合によっては仕事が続けられなくなるという展開もあるわけです。 

先ほど、積み木の例でお話した彼の場合も、そういうパターンが一つ考えられる。なぜそう

いう行動になるのかお互いに理解できない状態になると、非常にしんどい状態が生まれて

しまうということです。 

人々がコミュニケーションをとるときに、完全に相手を理解して、お互いに理解しあって

コミュニケーションをとれるということは存在しないんだということを大前提に考えたい

と思います。自分の表現は、相手の解釈によって、多少なりともずれて理解されるっていう

ことです。お互いに多少なりともずれて理解しているけれども、通常は、大きなズレではな

い場合には、何とか調整しながらスムーズに展開していくということになります。 

だから、このずれが大きい場合と小さい場合があるので、完全に一緒ってことはあり得な

い。理論的に言うと、バフチンという言語哲学者が「視覚の余剰」という言葉で表したもの

です。 

 

◎視覚の余剰 

「視覚の余剰」はどういうことかと言いますと、例えば、2 人の人が向き合って話し合っ

ているという場面を想像してみてください。そうすると、お互いにその話し合いの場は共有

していると思われます。ところが、私に見えている世界と相手に見えている世界は違います。

なぜならば、私には相手の人の背後に何があるか見えていますし、相手の人の顔が見えます。

でも、話している人は自分の顔も見えないし、自分の後ろも見えていません。その逆もまた

そうです。 

そういうズレを前提にしながら、コミュニケーションの中で、心に共通の理解を作ってい

きたいと考えるわけです。当然、共通の理解の中には、ズレの要素が抜きがたく残り続ける

と言うことになります。そのズレが小さいうちは良いですけど、大きくなると「うまくこの

人と話ができないな」、「なんか全然よくわからない」みたいな感じでコミュニケーションに

不全感を抱くことになります。 

実は、見え方にずれがあることに気づきにくいんです。それは、先ほどやっていただきま

したことが積み重なってきますと、今度は対立的感情がそこから生まれてきます。「なんで
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こんなこと相手がわからないんだ」とか、あるいは、「自分にとって当たり前で相手だって

絶対、そういうふうに見えている」という場合は、それを相手が否定した時には「嘘だ」っ

て思います。ものすごい不信感が起こったりですとか、そういう形でコミュニケーションの

関係が危機的状態に陥ってきます。 

こうなってくると、潜在的にディスコミュニケーションの状態があるわけです。それが顕

在化した形でディスコミュニケーション状態となって対立状況が現れということですから、

そういう関係を破綻させないためにはお互いのズレを調整していく。もう一度、調整しなお

そうという試みが大事なんだ。どうしてお互いこんなにズレて、お互いに通じ合わないんだ

ろうか。そこを探っていくことが必要なんだということになります。 

そういうことを考える上で、図式化してコミュニケーションの形というものをみなさん

に説明してみたいと思います。コミュニケーションは、基本的にこんなパターンで起こって

ますよということです。 

まず、これは子どもの幼児の関心を見てるとよくわかるんですけど、お互いに何かやりと

りをして、対立状況に起こってしまうことがありますよね。例えば物の取り合いとか、「私

が使っているんでしょ」、「いや、僕が持ってきたやつなのに」って感じで、お互いの主張が

ぶつかり合うことが起こったりします。 

だから、そのものがどういう意味を持っているのか、誰が使うべきなのかについて対立し

てるわけです。そういうときに、どういうトラブルが起こるかというと、保育園の先生なん

かを観察してたらすぐ分かります。先生はトラブルを起こしている子どもの間に入って、

「順番に仲良く使いなさい。」とか、そんな形でお互いの環境を調整していきます。 

こういう形でトラブルが起こった時には、第三者が間に入ってその関係を調整するとい

うことが起こるわけです。このパターンが人間の社会の中であらゆるところで起こってい

ます。間に立つのが両方の友達であったりすることもあります。 

もっと深刻な例で言うと、裁判もそういう形になってきます。例えば、売り手と買い手の

間で何かトラブルが起こって、当事者間で解決できない場合は裁判に訴えるということに

なります。そうすると、第三者の立場である裁判官が、法律にもとづいてこれはああしなさ

い、こうしなさいという形で関係調整して、その葛藤を解決するという仕組みを社会に作っ

てるんです。 

こういう形はどこにでも見られるものです。それを図式化して表現すると、主体同士は物

とか言葉を使ってやり取りしている。そのやり取りは、その間に立つものによって調整され

ていくということです。これは具体的な人であることもありますし、ルールとか道徳的なも

のでもいい。規範など何かの縁で調整されている形です。 

 

◎拡張された媒介構造 

私は、これを EMS（拡張された媒介構造）と名付けています。今のコミュニケーション

ってそういうもんだよねって考えておきます。そうすると、その対立状況ってどうやって生
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まれるのかということです。コミュニケーションがうまくいかない場合ってどういうパタ

ーンがあるのか。 

まず一つは、お互いにどういうルールに基づいて環境調整しなければいけないかという

ところです。お互いに理解してるつもりだけど、実は片一方の人がそのルールから外れたこ

とをやってしまった。だから、やりとりが上手くいかなくなってしまった。 

こういうパターンの場合には、相手の人はそういう規範を守らなければいけないのに、逸

脱した人だと理解されることになります。その場合には、「お前はそんな間違ったことをや

ってるんだから、ちゃんとルールを守れ」とかいう形で相手が非難されることになります。 

もう一つのパターンがあります。それは何かというと 

この左側の人にとっては、こういうルールでやり取りしていると信じてやっているわけ

です。ところが今度、右側の人は左側の人が考えていたルールとまったく違うルールだった

と判明することがあります。お互いにその違いに気づかないまま、違う部分に基づいてやり

とりしていたために、違う解釈の部分でトンチンカンになったことがあります。これはコミ

ュニケーションの規範のズレという形で理解されるパターンになります。 

さて、もし相手の人が自分と違う見方をしていることが発見された場合、お互いに話し合

っていくうちに、「え、こんなところでずれてたの」って分かってくることがあります。こ

の分かる過程も結構時間がかかって、大変だったりすることもあるんですけど、じっくりや

っていくと、「こんな所でズレてたんだ」って少しずつみえてくることがあります。 

そうすると、自分の規範の上げた相手に対して押し付けることができませんし、相手の規

範だけに自分が従うことができませんよね。お互いの規範的な媒介を調整していく、共通し

たルールをそこから模索していくことが必要になるんです。 

その調整のために必要な前提としては、「相手が悪いんだ」っていう短絡的な考えを止め

て、「何かズレてるのかもしれないな」って考える。そして、「何がどうずれているのか」を

探ることです。その上で、お互いに理解納得できるものを探るということです。 

自分のルールを相手に押し付けるだけではなくすると、対立関係もスムーズになってき

ますよね。自分にとっても納得が行くし これだったら相手も納得できるからそういうルー

ルを探っていく。 

それができてくると、そのルールに基づいて新たなルールは新たな共同の形が出来てく

ることになる。言葉で言うと簡単なことですよね。ズレがあったらズレに気づいて、それで

お互いに納得いくように調整していきましょう。これ、言うは易しで、行うは難しっていう

ことになります。これは、本当に異文化間の理解の対立が起こって、調整するのがどれだけ

難しいかを実際にいろいろ経験してみるとよくわかります。 

それから、発達障がいの人と定型発達の人の物の感じ方なんかも、ものすごくズレてしま

っている。どうやって調整していたかがとても難しい問題です 

最初にお話しましたように、完全に理解が一致するということは原理的にあり得ないん

だということを前提にやっていく必要がある。その時に、完全に分かるということはないけ
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ど、部分的に少しずつ分かっていくプロセスが大事なんです。それを積み重ねていくことを

模索していくことが大事だと言う。 

その中には、そもそも感じ方の基準がずれるということがあります。発達障がいの人の中

には、感覚過敏と感覚鈍麻といわれる症状を指摘されることがしばしばあります。 

こういう傾向を持つ人もかなりたくさんいらっしゃる。でも、これは定型発達の基準から

言ってその感じ方はちょっと過敏すぎるみたいな話なので、本人にとってはそれが自然な

物の感じ方なんです。だから感じ方の基準がズレる。どっちが正しいとか、正しくないとか

ではなくて、「感じ方の基準がずれてるんだね」って理解し直してみるのが大事になります。 

 

◎共感のポイントが違うだけ 

それから、視点がずれる、この状況でどこが大事なポイントなのか、注意するポイントが

全然ずれてることもよくあります。具体例は時間がないのでお示し出来ませんけど、さらに

言うと価値観がズレるということもあります。 

先程の例で言うと、身体がしんどくなって病気になって寝ている時、どういうふうにして

直せばいいかと言うと、アスペルガー的な方にしばしば見られるのは、やっぱり自分で薬を

飲んで寝て自分の力で治すというふうな価値観を持たれている。それに対して定型の人の

場合は、なんだかんだ相手に色々話しかけたりとかして、「一緒に苦労を分かち合うぞ」み

たいな雰囲気になるという形で、価値観がそこでズレてしまうということが起こったりし

ます。 

ただし、これはズレにお互いに気づきにくいし、そんなところでズレるなんて考えてもみ

なかったために、発達障がい者に対してひどい誤解が起こりやすくなります。共有できない

のではなくて、実は、共感のポイントがズレていただけだったりするんです。 

具体的な例として、非常に面白い例がありまして、アスペルガーの方たちが「共感性が薄い」

と否定的に言われたりすることがあるんです。それで実際、ある本を見て感動するかどうか

みたいなことで、定型の人は非常に感動するんだけどアスペルガーの人は全然感動しない

という。 

それで、脳生理学で、脳の研究をやっている人が実際にその本を見て、あるいはその話を

聞かせて、どんなふうに脳が反応するか調べてみたら、定型の場合にはその本を読むと、あ

る場所が非常に活発に活動する。つまり、共感したというときに働くような脳の場所だろう

と推定されるわけです。 

今度は、アスペルガーの人も同じように聞かせたりしても全然そこが働かない。だから、

「やっぱりこの脳の部分が何か障がいを受けているんだろう」、「この人が共感できないの

は脳のせいなんだ」みたいに説明されてしまうことが起こったりするわけです。 

ところが、比較的最近、それに対して、アスペルガーの人同士の会話の文章とか読んでも

らうと、いわゆる共感の時に働く脳が働き出したりするわけです。どういうことかというと、

共感しないわけじゃなくて、共感できる話を聞けば共感する。共感できない話を聞けば、共
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感しないという当たり前のことが起こっていただけなんだということになります。 

つまり、共感のポイントがずれてただけだと思うんです。そういうことを考えずに単純に

そのデータを見ると、「やっぱり脳が違うから共感ができないんだ」っていうように偏見の

議論になってしまうということです。 

それから、人の気持ちを考えないんではなくて、入るポイントが違うんです。よく「アス

ペルガーの人の言動が人を傷つける」とか非常に強く言われますけれど、実は、アスペルガ

ーの人たちも、ものすごく人の気持ちを考えようとして配慮することはたくさんあるわけ

です。ところが、配慮のポイントがズレてしまうために、自分の配慮が配慮として相手に伝

わっていかないことが起こる。 

実は逆の立場で見てもそうなんです。ADHD の方の例で言えますけど、不真面目なので

はなくて注意の向け方が違うためにそういうことが起こってしまう。それから、「あいつ全

然やる気がない」というふうに見られてしまう場合があります。実は、元々やる気があった

んだけど責められ続けてもう元気がなくなって、もうやる気もなくなってしまって、そうい

うことに陥ってることもあるんです。 

それはある意味、環境によって陥らされてしまったということであって、発達障がいだか

らそうだって言う話ではない。そこで、立場を変えて考えてみていただきたい。定型発達者

はアスペルガー者を理解できるんだろうか。通常、アスペルガー者の方が人の気持ちを理解

できないと言われやすいんですが、じゃあ、定型発達者は本当にアスペルガー者の気持ちを

理解しできているのかです。 

アスペルガーの当事者が書かれた文章なんですが、社会性の障がいとしてアスペルガー

が伝えられている。その中身としては、「相手の立場を考慮しない」とか、「人と共感しない」、

「思い込みが激しい」、「他人との距離感がつかめない」とか非難されるわけです。それを聞

くと、「ひどい言われようだな」と思ってしまう。それって、私が自閉系の当事者だからで

しょうかって言うんです。 

教科書に説明されているから、相手に対して平気で言っていいと思っているのか、「あな

たは人の気持ちがわからないんですよね」と直接聞いてくる人もいるという話です。これ言

われたら当然傷つくわけなんです。言われた人は、そうです「そんなこと言われて傷つかな

いと、思った人の気持ちが分からなくて困っています」と言いたくなりますがやめておくの

が常です。 

こんな形で決めつけられるということは、決めつけられた人の気持ちが理解できてない

っていうことでもあるんですけどね。それから、自閉系なら自閉系の人なりにいろんな共感

の仕方があるし、いろんな形で相手の立場を考慮したりすることがあるっていうことを全

然理解できない。だから平気で「あなたって人の気持ちが分からないです」って言ってしま

うことになります。ということは、立場を変えてみたら定型の方が全然共感性もないし、理

解力もないということになってしまわないでしょうか。 

これ本当は、どっちがいいかとかどっちが悪いとか言う話ではないわけです。配慮が違う



192 

 

ことで本当のことを言うべきなのか、傷つけないために嘘を言うべきなのか、考え方が変わ

ってきたりします。 

 

◎二次障がいを考える 

自分の想いへの共感を求めるべきなのかということについては、共に喜ぶべきことを重

視するのか、押し付けるべきでないということに配慮すべきなのかということに違いが出

てきたりします。 

発達障がいということで、能力がない人たちと見られてしまうということが多いです。だ

いたいそういうふうに思うことが多いじゃないでしょうか。でも、単に能力がないって話で

はないということです。 

感じ方や考え方が違っているために、コミュニケーションの仕方が変わってしまってそ

こでズレが起こって、目の前にショックを受けるということが起こっているということで

す。つまり、ディスコミュニケーションがそこで起こっているということです。 

はい、ディスコミュニケーションの問題を考えた上で、これからの共生に必要な視点がなん

なのかということを考えてみたいと思います。発達障がいの問題でして、またちょっと話を

していますけれど、これは文化の違いなんかにもそのまま応用できる話です。理解していた

だいたらいいと思います。 

一次障がい、その人が自身が原因で生まれている困難です。例えば、脳の機能の違いとか

病気とか怪我とか、こういう所でコミュニケーションが上手くいかなかったり、生活が上手

くいかなかったりということがおこります、これは一次障がいと言われるものになります。 

でも、そうではなくて、二次障がいというものケースもあります。それは一次障がいがきっ

かけで周囲の対応がうまくいかないために生まれてしまうものです。 

ですから、その人がどんなふうに考えて、どんなふうに感じて生きているか、何を大事に

生きているのかを理解した上で、それを尊重しながらやっていけばそれはそれなりに自分

の特性を生かしてできるんだけど、周りが全くする理解できないと、そういう人に対して否

定的に接することになってしまいますので、そうすると、その人がものすごく精神的にしん

どくなって、鬱だとか、あるいは攻撃的になったり自傷的になったりそういった二次障がい

が起こるということです。 

例えば、認知症の方などについても、昔と今、対応の仕方が変わっています。徘徊をした

り、汚物を壁になすりつけるというが問題行動とされることが起こったりとかあるんです。

ある意味、認知症のせいだって昔は考えられたりして、そういう対応をされたりすることも

ありますけど、実はそれはある種の二次障がいです。ですからその認知症の方にとって、落

ち着けるような環境を作る。そういうことによって、そういうものがどんどん減少していく

ということがあります。 

昔と関わり方が違うのは、認知症に対する進んだからだというそういうふうに、その人自

身のあり方を理解して、特性を理解した上で、それに答えるような形で互いのコミュニケー
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ションの仕方を調整していくことは、とても大事だということです。ですから、障がいの問

題というのは、お互いの関係の問題だと、どっちか一方が良いとか悪いとかいうわけではな

いんだということです。 

そのことについて、当事者研究を進めている相原さんがこんなことを言っています。相原

さんは、ちなみにアスペルガー障がいということです。アスペルガー症候群と診断されてい

る方ですけれども、アスペルガー症候群っていうのはコミュニケーションにおける障がい

と一般的に言われるわけです。そもそもコミュニケーションにおける障がいは二者の間に

生ずるすれ違いである。その原因は一方に帰することができないものであると、相原さんも

言っている。 

すれ違いっていうのは、今までの言葉で言うとズレですよね。このこと、とても分かりや

すい言い方で説明してくれているのが次の文章です。例えるなら、アメリカ人と日本人のコ

ミュニケーションがうまくいかないときに、日本人はコミュニケーション障がいがあると

いうのは早合点でしょう。そんなふうに説明してくれる。これはわかりやすい言い方ですよ

ね。 

でも、こういうふうに言われるとわかりやすいんですけど、実際は、アスペルガーの人と

定型の間でコミュニケーションがうまくいかないときには、「アスペルガーの人がコミュニ

ケーション障がいがあるからそうなってしまうんだ」と一方的にアスペルガーの人が悪い

んだって話になってしまって、「だからしっかり定型的なコミュニケーションの仕方を学び

なさい」っていう一方的に押し付けられる形になってしまう。そこで苦しむことになる、二

次障がいも生まれている状況が展開していることになります。 

今、そういうことに対して、当事者が「私はこういうことを感じているんだ」というよう

なことを話してくれる状況が生まれてきていますね。こういうのは、当事者の本とか漫画と

かに出てきています。それを読むことによって驚く。本当に当事者の人ってこんな感じ方を

しているんだということです。 

びっくりするようなことをいろいろ教えてもらえるということで、自分の視点だけで、定

型発達者、あるいは健常者の視点だけで障がい者を見るということが無くなるきっかけが、

今段々広がってきているんです。 

私たちの研究者の方でも今度は 23 日に、さっきの、綾屋紗月さんに自分の子ども時代の

ことを語っていただく講演をズームで開くことができます。発達支援研究所の「発言ラボ」

というサイトがあるんですが、そこから申し込むことができます、今日、明日はできますの

で、もし関心のある方は無料ですので申込んでください。 

最後に、お互いにそれぞれの一人一人が違うわけで、その違いの中には個性のレベルの問

題もあるし、あるいはより障がいと言われる特性の違いの問題もあります。その特性という

のは、それを前提に活かしながらお互いに自分らしく生きていくという、そういう形での共

生をこれから目指していくべきでしょう。 
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◎一緒に生きていく道を探る 

福祉というのも、いわゆる正しい人、健全な人が劣った人を助けてあげるという考え方、

かわいそうな人を助けてあげるという考え方でやることは、やはり本来の福祉のやり方で

はないだろう。お互いに違う特性を持ったもの同士、特性を生かしながら、足りないところ

を補い合ったり、学びあったりしながら、より良い関係の共生をしていく。一緒に生きてい

く道を探っていくのが、本当の意味での福祉であり支援だろうと思います。 

そもそも、生物は多様化をする方向にドンドン進化してきています。今、人間はものすご

く個性豊かなんです。みんな同じってことないです、それはなぜかと言うと多様化した方が

全体として集団が活性化して、いろんな状況に適応可能になっていくと有利なところがあ

るからです。 

ただし、それは良いこともあるんだけど、当然、異質なもの同士は理解も困難になります

から、ぶつかりあったり傷つけ合ったり対人関係も生みますよね。それを調整していくこと

が必要なわけですけど、そのためにお互いの長所を生かし、短所を補い合う関係がものすご

く必要になってくる。そのために、お互いを知る努力、自分を知ってもらう努力っていうこ

とが必要になる。 

一方的に他者を否定するのでも、一方的に自分を否定するのではなく、一方的に自分を押

し付けるのでもなく、一方的に他者から押し付けられるのでもなく、お互いにお互いを尊重

しながら環境調整する道を探っていくということです。それは、やっぱり非常に重要な課題

になる。それは、失敗すると非常にシビアな対立関係になる。場合によっては、異文化間で

殺し合いに進んだりするわけです。 

そういうふうにならないためにも、調整の道をお互いに理解し合いながら、共生する道を

困難であれ模索していくというのが、これから福祉の面でも一番大きな課題になっていく

だろうというふうに思います。 
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６ 社会学 

（１） 社会学概論 

担当：田中瑛・東京大学大学院学際情報学府博士課程、みんなの大学校研究員 

 

◎はじめに 

私は東京大学の博士課程に在籍していて、研究者の卵みたいなものです。みんなの大学校

でも研究員としてお世話になっております。私の専門はメディアやジャーナリズムの研究

です。福祉と少し関わる部分ですと、『ハートネット TV』（NHK E テレ）という福祉番組

の報道の分析などを行ってきました。 

今日は「社会学」の講義を担当させて頂くにあたって、そもそも「社会」や「社会学」と

いうものが「福祉」とどのように関係するのかということについて、少し考えてみました。

例えばですが、社会福祉士の国家試験には「社会理論と社会システム」という科目がありま

す。以前は「社会学」という科目名だったそうですが、いずれにせよ、社会福祉の領域でも、

社会学を知識として役に立てていこうという動きが見られるわけです。しかしながら、試験

問題を見ていくと、例えば、「マックス・ウェーバーの合法的支配の説明としてどれが正し

いか」という問題のように、知識の量を競う暗記科目のようになっているところがあります。

ですが、社会学という学問自体は知識の量ではなく、色々な批判的な物事の考え方の習得に

重きを置く学問ですので、今日はそういったところについてお話をさせて頂ければと思い

ます。 

今日の講義の目的についてざっと概観していきたいと思います。まず、「社会」というも

のは「自分」から切り離されたものだと理解されがちですが、そうではなくて、「社会」か

ら「自分」がどのように影響を受けているのか、それから、「自分」はどう「社会」と関わ

っていけるのかについて理解する必要があるのかなと感じています。 

二つ目は、「社会」というものを批判的に読み取っていく視座を得ることが重要だと考え

ています。「批判的に」というのは、「社会というのはこういうものだから仕方がない」と現

状を肯定していくのではなく、「社会」が色々な形を取ることができ、不都合も色々な形で

存在するということを読み解いていくことが大事だということです。 

最後に、「社会」がバラバラになってしまっているという、ここ 30 年ほどの傾向です。す

なわち「社会」というものがすごくぼんやりしてきてしまっているということを理解してい

くという流れになります。課題として、自分の身の回りのことを社会学的にちょっとだけ分

析してみる、実際に使ってみるという形をとることで、知識の習得に役に立てていただけれ

ばなと思っています。 

 

◎なぜ「社会」を考えるのか？ 

まず、「社会」と「自分」というものがどういうふうに関係しているのかということにつ

いてお話をさせていただきます。「社会学」という学問は「社会」であったり「社会的なも
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の」を研究する学問だという風に考えられます。1838 年にオーギュスト・コントという哲

学者が提唱した学問で、非常に歴史としては浅いものです。せいぜい 150 年ちょっとくら

いしか歴史がないわけです。哲学とか政治学は紀元前からありますから、本当に歴史は浅い。 

なんでそういった「社会」というものを学ぶ必要が生じたのか、学問として検討していく

必要が生じたのかということをちょっと考えてみたいと思います。まず、端的に言うと、そ

れまでの古い「封建社会」の制度がなくなって、より近代的な「市民社会」と呼ばれる社会

へと移行していく中で、社会の秩序や規範、つまり自分はどういう風にして生きていくべき

なんだろうか、みんなが一緒にいるときにどうすればいいのだろうかということを問い直

す必要が生じたというのが答えになります。 

この絵はフランス革命の絵ですが、ちょっと図を使って説明していくと、例えば、ヨーロ

ッパ、あるいは日本もそうなんですけれども昔の社会というのは、王様がいて貴族がいて一

般市民がいるというような構図になっています。つまり王様が一番てっぺんにいて、貴族は

王様から土地をもらって、その土地で一般市民が暮らしているというのがいわゆる「封建社

会」というものです。それまでは王様が言わば、人間を超越した存在としての神から正当性

を授かっていたというようなことが多く、こういうことを宗教的な権威と呼んだりします

が、だからこそ、王様は人間を超えた存在とコンタクトがとれるから偉いという筋書きが通

っていたわけです。 

しかしながら、一般市民の中からお金を儲ける、つまり今までバラバラに労働や生産が行

われていたものを一つのところに集約をすることによって利益を得る人たちが現れてきて、

これを「資本家」と呼んだりしますが、彼らがより自由な経済を求めて立ち上がる、結果と

してそれが自由で平等な社会を作ろうじゃないかという流れになる。そうすると、それまで

権威的だった神様であるとかそういった宗教的な権威がだいぶ下に下がってしまうわけで

す。 

そうした中で、人間自らの手で新しい秩序であったり規範というものを産み出さなくて

はならなくなった。特にこれまではバラバラの領地で各々が狭い範囲でしか暮らしていな

かった時代の社会とは違って「みんな一緒だよね」ということ、つまり青森に住んでいる人

も大分に住んでいる人も、「みんな同じ国民国家の一員だよね」というような方向へと規範

がかたどられていく中で、異なる場所から来たいろんな見知らぬ人々の間に暗黙の了解、つ

まり秩序であったり規範であったりというものが産み出されていく。「自分の村ではこうい

うあのルールがあったんだけれども、これは他の村ではすごく失礼な事に当たる」といった

ことが、よく起こるわけです。でもそういったものを超えてより広い範囲で適用されるよう

な社会的な規範、秩序というものを構築していく必要が生じた。 

そうすると、広い範囲であのみんなに適用されているもの、法律であったりとか政治であ

ったり経済とか教育とか、だいたい全てそうなんですけれども、これらとかかわりながら社

会というものを考察していく必要が生じたということがあるわけです。 

「社会」というものをちょっとより具体的な形でイメージするために、一つ話を取り上げ
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てみましょう。とにかく人というのは社会の法則を別になんとなく意識することなく自分

の中に取り入れながら行動をしています。そうすることによって全く会ったことのない見

知らぬ人たちともうまくやり過ごすということが可能になっている。 

例えば、鴨川という京都のデートスポットですけれども、ここに行くと大体の場合、カッ

プルが同じ距離を開けて座って川を見ているという光景が見られるんですね。これはあの

決してここに何か目印が付いているとか、あるいはあのカップル達がお互いに「同じ間隔で

座ろうぜ」と示し合わせたとは考えられない。それぞれが勝手に行動した結果、こういう風

な形が出て来てくるのです。みんなが各々勝手に、無意識に行動した結果として何か現れて

くれる法則というのが「社会学」の主な研究対象となります。 

より抽象的な話にはなりますが、では最終的に「社会」は一体何なのかという事をあえて

簡単に定義するのであれば、「人と人との相互行為」、例えば、人と人が同じ空間で一緒にい

るとか、あるいは人と人とが会話をする、コミュニケーションを取るといったところから

「社会構造」や「社会規範」といったようなものが現れる。しかしながら、その社会構造と

いうものは、人間の思うがままではないわけです。そうではなくて社会というものは個人を

縛り付けているものでもあり、社会的な構造が人の行動に影響を与えているという風に考

えることもできます。「暗黙の了解」のようなものです。「自分でそうする気がなかったのに

なんとなくそういう風に行動してしまった」というときに社会というものが私たちにすご

く働きかけているという風に考えることができ、「社会学」という学問自体は「社会」を人

間の営みの外にあるものであるかのようにして分析をしてみせるという学問です。  

 

◎私のアイデンティティと役割 

「社会」がなんで「自分」ということと関連して大事なのかというと、アイデンティティ

にすごく影響を与えている、自分は何者であるのかっていうことに対していろいろな影響

を与えているという風に考えられるからです。「アイデンティティ」は自分というものを一

つのものとして考えるのではなくて、アイとミー、2 つの構成要素によってできあがってい

るということをまずは考えなければいけません。 

抽象的な話から始めるよりは、具体的な話をした方がいいと思います。例えば、好きな女

の子が、まあ、男の子でもいいですけども、好きな人がいて、相手に対して自分の想いを伝

えるということをするときになぜそうするのかというと、自分が相手のことが好きだから

です。I love you と言うように、主語としての私というものがまずは存在するわけです。 

しかしながら、実際には、なかなかそういった行動に踏み切れなかったりですとか、躊躇

してしまうということが頻繁に見られる。すなわち、自分は相手のことが好きだから、とい

うことだけで言えば、別に自分が相手にどう思われようとその思いを伝えるという振る舞

いができますけれども、必ずしもそういうふうにはできていない。相手が自分のことをどう

思っているのか、自分のことをどう見ているのか、例えば、「私が告白などをしたら相手か

ら嫌われてしまうんじゃないか」というような、他者が自分に対して投げかけている目線と
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いうものを自分の中に強く意識しているからなのです。 

すなわち、最初から「自分」というものが存在していたのではなくて、色々な他人の反応

というものを一般化して、それを「常識」であるとか「価値観」として「自分」の中に取り

入れながら行動している。その中に、先ほど言ったような社会的な秩序と呼ばれるようなも

のが、「内面化」と言いますが、取り込まれている。例えば、「電車の中でうるさくしてはい

けませんよ」ということを大体の人は意識の中に刷り込んでいると思いますが、それには、

やはり、小さい頃に騒いでいたら誰かに怒られたとかの経験があるからこそ自分を律する

ようになって、電車の中では騒がなくなるという過程があるわけです。こういった他者の反

応を通じて自分がどういうふうにふるまうべきなのか、どういうふうに適切に振る舞うの

かということを学びとる過程のことを「社会化」とかあるいはアンソニー・ギデンズの言葉

で言うと「再帰的モニタリング」と呼んだりします。 

ただ、みんなに対して一律に同じルールが課されているのかというと、事はもう少し複雑

です。私たちは一人一人に対して何らかの役割が与えられています。アーヴィング・ゴフマ

ンという人は「社会」というものは舞台である、つまり劇場であり、一人一人はその劇場の

中で何かの役を演じているに過ぎないということを言っています。 

例えば、この図なんかを見ていくと、ある人は教室では「先生」の役を演じていて、仕事

が終わって居酒屋なんかに行くときには「友達」という役を演じています。この「役割」と

いうものがすごくアイデンティティの形成において重要です。「役割」というのは普段の何

気ない相互行為の中から生まれるものであって、例えば、「先生」を演じなくてはいけない

のは、「教室」という舞台があるから、それから、子どもがいて彼らが自分に「先生」であ

ることを期待しているからです。友達も同じでして、今まで仲が良かったのに、急に素っ気

ない態度を取ったりすると、どうして急にそんな変わっちゃったのと言われる事になると

思います。まさしく、相手が自分に対してきた「役割」を期待しているし、自分もどこかで

相手に対して「役割」を期待していると思うのです。 

 

◎役割が秩序と差別を生み出す 

お互いが「役割」を期待し、「役割」をちゃんと演じることによって、社会の秩序という

のは当然ながら安定していきますけれども、それは同時に、差別であるとか不平等といった

ような社会的な問題の温床にもなりやすいということか重要です。決して「役割」が悪いと

か、相手に対して何かの「役割」を求めることが悪いということではありません。社会の秩

序というのは必要ですし、それがないと私たちは相手に対してどう振舞えばいいのかとか、

どう接すればいいのかが分からなくなってしまう。 

決して「役割」自体が悪いっていうことではなくて、「役割」があからさまにステレオタ

イプであったり偏見に基づくものであるときに、改めて問題にされるのが差別であったり

不公正の問題だったりするのです。例えば、昔はランドセルは赤と黒があって、赤いランド

セルは女の子で黒いランドセルは男の子だとの社会規範が結構共有されていたわけです。
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私が小学校に通っていた頃はギリギリこの赤と黒の世代だったのですが、女の子が黒いラ

ンドセルを背負ったりとか、逆にこっちの方がむしろからかわれるかもしれないですけれ

ど、男の子が赤いランドセルで登校するようなことは、すごくからかいの対象になりやすい。

しかしながらなぜこの赤は女子で黒は男子なのかとか、性別に応じて色があって当てはめ

られているのかということについては、「なんで？」と聞くと多分大体の人は「よく分から

ない」という回答をするのではないかと思います。社会で当てはめられている役割とか規範

というのは、その実はあまり合理的ではなかったり、特に理由がなく、ただそっちのほうが

落ち着くからとかそういう理由だけで用いられていることが多いのが、特徴的なのだと言

えます。 

就活の場合もそうです。「服装自由でお越しください」と言うと、だいたいほとんどの人

はリクルートスーツを、しかも同じような形をした同じような色のスーツでやってくる。そ

の中で「服装自由」を真に受けてカジュアルな格好で行くととても浮いてしまうというよう

なことが問題になります。これは、結局多くの人は皆同じ格好であることにすごく安心しま

すし、それに従っていけば、特に浮いたり、決まりが悪い思いをする羽目にならないだろう

というような判断をそれぞれが行った結果として起こるわけです。ちなみにリクルートス

ーツは最近にできた文化であって、30 年前の就職活動の画像を見ますと、意外と男性も女

性も好きな色のスーツであったり、ブランド物のスーツであったりとかそういったもので

就活をしていた時代もあるので、いついかなる時代においても、こういう社会規範が正しか

ったとは言えないわけです。 

「社会」というものは秩序を作る、みんなが一緒である、それからみんなが役割に対して

期待された役割を演じるということをやはり前提としていますが、同時にそこに適用でき

ないとか、必ずしもその価値には同調しないということが度々あり得るわけです。これは

「社会的逸脱」と呼んだりするのですけれども、「逸脱」との言葉はすごくネガティブな言

葉で、あたかも悪いことかのように思われがちなんですけれども、それは本当に悪いことな

のかということをちょっと考えていく必要があるわけです。 

この図で見ていきますと、大多数派の中にある社会的な現実、いわゆる「常識」というも

のがあるわけなんですけれども、この「常識」がそこに馴染めない人達を排除し、あるいは

「逸脱」させているという状況が生じているわけです。ただ、この社会的現実というものは

先ほど説明したように、個人と個人の相互作用の中から生まれてくるもので、あくまでもそ

の人々の間で恣意的に構築されたものというのがポイントです。常に存在していたもので

あるとか、いつだって変わらない絶対的なものだということではなくて、常に社会的現実と

いうものは移ろいゆくものであるということが大事なのです。 

 

◎「常識」を疑う 

じゃあ本当に「常識」というものは当たり前なのかということを疑ってみるということが

非常に大事です。先程の赤いランドセルと黒いランドセルの区分というのは本当に必要な
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のかと考えた結果として、例えば 24 色のランドセルが発売されるとか、そういった部分で

社会的現実というのも常に書き換えられることができるわけです。なので、まずは「社会」

というものを自分の外にあって、「自分」とは関係ないけれども「自分」を縛るものだとい

うふうに考えるだけではなくて、見方によっては「社会」というものの見方をみんなが変え

ていくことによって、より良いものにすることもできるということを念頭に置くといいと

思います。 

その点で、すごく大事なことが、「なぜ、どのようにして線引きがつくられたのか」です。

どのように「私たち」と「あの人達」みたいな感じで線引きが作られていったのかというこ

とを考えることが非常に重要です。それは、障害や異性愛も「逸脱」と見なされますし、素

行不良、学校に馴染めず暴走族に入っちゃうとか、最近で言うとやはり不登校や引きこもり

などの社会問題があるわけですけれども、それが本当にそもそも問題なのか、学校に行かな

いと絶対にいけないのかというようなことを考える必要があります。なぜそういう線引き

というのがいちいち作られていくのか、それが良いことなのか悪いことなのかということ

を一人一人が考えていく必要があるという事です。 

社会的現実と同じように「逸脱」というものは作られたものであるということを説明して

いきます。例えば、ツーブロックという髪型がありますが、これを校則で禁止してしまおう

という動きが全国で見られます。ツーブロックはサイドの髪を刈り上げる、最近オシャレだ

とされているファッションですが、どちらかと言えば、オラオラしていていかつい感じのイ

メージも持たれているわけです。あくまでもこれは完全に私の主観です。学校はそれを「高

校生らしくないから」と禁止にしてしまうわけですが、こうした特定の髪形、例えばリーゼ

ントであるとか金髪であるとかそういったものが「逸脱」である合理的な理由は特に存在し

ないというのがポイントです。例えば、工場ですごく複雑な機械を使うから「髪を長くして

はいけません」ということならば、少し理に適う部分があるわけです。でも「高校生らしく

ない」というのはあくまで期待された役割を演じていないだけなのです。 

先ほどの話でいうと、秩序を守るということ以上の意味を特に持っていないというとこ

ろが、この校則違反という例を逸脱と関連付けて考える上では重要です。なんでいちいち髪

型であるとかそういったものを校則で違反して、線引きをするのかということを含めて考

えていくと、個人の本質に関する判断、「この人は見た目はすごくおっかないけれども実は

凄いいいヤツで」みたいな話であったりとか「すごくあの優男に見えるけれども実はなんか

ものすごく裏で悪いことしてる」とかそういった色々な判断というものをいちいち学校側

でしていくのは非常に大変な作業です。3 時間も 4 時間もかけて個人の本質に関する判断を

する余裕は、社会集団には基本的にはない。なので、効率よくその個人を管理することを優

先する結果として「ツーブロックにしてる奴は不良だから」というふうに言ってしまう方が

どこかで楽なんだというようなことが言えると思います。 

 

◎福祉国家を通じて作用する権力 
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今言ったことと関連しますが、校則という、学校社会が学生に対して課しているものは、

「権力」、力を奮っていると考えられます。「社会」は「個人」の外にある構造やシステムと

して捉えていくということが、やはりポイントになります。システムというのは、人間同士

が「これはこういう理由で正しいんだ」とかという風に判断するのではなくて、あたかも最

初からそれが当たり前だったかのように人間の手を離れて動いてしまっているメカニズム

というものが社会の中にはあるということを、それがどのようにして私たちに影響を与え

ているのかということをやはり考えていく必要があります。 

例えば、先ほど説明した近代社会、つまり封建制度が崩壊して皆平等ですよと市民社会が

発展していく過程で、どんどん経済成長が進んでいくあるいは人口が増えていく。国民国家

というような大きなコミュニティができてくる過程で、いわゆる「福祉国家」という全体の

統治方法が出てくるわけです。皆さんも福祉関係の方ですので、福祉国家に関する説明を行

うのは少し野暮なのかもしれませんけれども、色んな権限を持った「大きい政府」によって

行われる政策があります。それに対して、「小さい政府」というのは基本的に警察と軍隊な

どの必要最小限の役割しか持っていないわけですが、そうではなくて、例えば、みんなが平

等になるようにお金を配る、あるいはみんなが使えるような施設を作って人々の暮らしを

便利にする、そのために税金を集めるというように、「大きい政府」の役割は「大きい」と

いうところにポイントがあります。 

それに対して、最近は政府の役割というものをどんどん経済市場に委ねる、例えば民営化

などで、今までは国が運営してきたような国鉄や電電公社を民間の企業にすることによっ

て、各々、勝手に成長してもらおうという考え方が生まれるようなことになる。そうすると、

先ほど言ったような自由であるとか平等、自由はさておいても平等という理念は遠くなっ

てしまうわけです。 

例えば、北海道でも電車が使えて移動が容易であるということが、私たちにとってはある

意味平等なわけで、北海道の人も普通に暮らせることになるわけですが、でもやはり民営化

していくと、どんどん北海道だけ電車は使われないし売上が伸びないからという理由で、線

路が廃止になってしまう形で今度は本当に必要な少数者のニーズというものが削られてし

まう問題点があるわけです。そういう意味では、福祉国家が失くなると大変困ります。 

ところが、この「福祉国家」自体も別に「昔は良かった」的な話であるわけではありませ

ん。「福祉国家」という形態をとるにつれて、むしろ権力というものはすごく複雑化してし

まっているという批判がこれまで展開されてきました。ここは、やはり福祉業界で働く皆さ

んにとってとても重要かと思います。つまり「財やサービスをみんな平等に再配分します」、

「みんなが同じく学ぶ権利であったりとか、法によって侵されない権利というものを保証

していきますよ」という過程で、監獄、学校、軍隊なども普及していきます。国によっては

全員が軍隊に入らないといけない国もありますが。そういった行政的な制度を通じて、色々

な権利が保障されていくわけです。 

究極的に言えば、しっかり生きる権利というのが保障はされてはいますが、生きる権利を
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保障しつつも、どういう風に生きていくのかということについては、徹底的に管理して支配

するという行政制度が普及していることを、今から半世紀ぐらい前ですけれどもに批判が

展開されています。これを「規律訓練型社会」と言ったりします。例えば、監獄というのは、

法を犯した人を国の予算で閉じ込めておいて更生させるという役割を持っていますけれど

も、それは監獄があることによって私たちは「犯罪を犯さない」とか「法を守ろう」という

ような意識を植え付けられている。「あそこに閉じ込められるから人を物を盗んじゃいけな

いんだ」というような社会的規範を植え付けられている。監獄の中に入っても、そういった、

「ちゃんと朝起きて夜には寝るんだ」というすごく健康的な生活を植え付けられて、社会の

中に戻されていく役割を負わされています。日常生活でどのように生きるのが模範的なの

かという事を、社会全体で取り決めて、それを「押し付ける」というと言い方は直接的過ぎ

るかもしれませんが、色々な形で、間接的にどういうふうに生きるのか、生きるべきなんて

いう事を各々の頭の中にすり込ませていくような行政制度というのがあちこちに見られる

わけです。 

最近でいうと新型コロナウイルスに関する国や自治体の啓蒙活動というのはまさしくこ

ういう状態でして、私たちが一体どういう風にして人と距離をとるのかっていうことにつ

いて、例えば「ソーシャルディスタンスを守りましょう」とか「あまり人と会わないように

しましょう」みたいなことが言われるようになってくると、私たちの頭の中にある社会を書

き換えていく、上から下へと書き換えていくような流れになっていくわけです。 

これはこれで必要なことですけれども、それでは、なぜ問題なのかというと、かえって行

政制度が自由にものを考える主体性を奪ってしまうことにあります。学校で宿題を課され

るけれども、いったいなぜこの宿題をやらないといけないのだとか、自分が勉強したいこと

は何なんだろうというようなことを考える余地もなく、「小学生は国語・算数・理科・社会

をやりなさい」、「宿題はやらないと先生に怒られるからやるものだ」という価値観が植え付

けられていく。そうすることで、それに適用できない人たちはどんどん排除されていくとい

うような構図の再生産も問題になっていきますし、そうすることによって社会の価値観と

いうものが、先程言ったように私たちによって書き換えることができない。どんどんシステ

ムが膨れ上がっていってしまうというところがやはり問題なんです。 

例えばですけれども、そういったことは、結構「科学」の名を使って行われたりします。

「科学」という手段を使って「何が正常であるのか、何が異常であるのか」を社会的に生み

出していくということがよく見られます。確か、福祉学の中でも「社会モデル」という言葉

がよく出てくると思いますが、まさしく「社会」というものが「障害」というカテゴリーを

構築することによって、どんな人もうまく管理できるように、社会が進化していく側面を持

っているわけです。 

精神障害、発達障害というもの自体も、社会的に構築されたものでもあります。これは、

お医者さんとはやはり少しアプローチが違いますし、この『DSM』の説明は専門ではない

ですし間違ってるかもしれないので、あまり真に受けないでいただきたいんですけれども、
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少なくとも定型発達の中から自閉症って概念が発見されていきます。それは、みんなが学校

で生活を営むとか家庭で温かいコミュニケーションをとるということが近代社会によって

当たり前なものとして構築されてきたことによって、それにうまく適応できない子どもた

ちが新しく発見されていく過程をとったわけです。なぜならば、カナーにしてもアスペルガ

ーにしても、1940 年代まではこの「自閉症」という概念自体はなくて、その概念を使う必

要性というのもそんなに存在しなかったわけです。ところが、このアスペルガー症候群とい

う大人の発達障害とか比較的軽度とされるような自閉症の類型がありますけれども、これ

らを全部ひとつの概念にまとめて「発達障害」というものを「定型発達」と地続きのものと

して考えるという仕方がローナ・ウィングという精神医学者が提唱した「自閉症スペクトラ

ム」というものです。すなわち、「どこまでが診断名であり病名であるのか」という事はか

なり「社会」的なものです。自閉症というのは脳の器質に基づく障害とは言われているんで

すけれども、ただその脳の形が、例えば人とちょっと違う、通常と違うからといってどこで

線引きをするのかを決めることも、社会的な行為なんですよね。 

例えば、男／女という性格でも、「いや、身体が違うんだから当然役割も違うでしょ」と

いう人もいますけれども、それでは「なぜ胸が大きいっていうだけで女性という役割を期待

されるのか」、あるいは「胸がない、男性的な身体をしているというだけで男性としての役

割を与えられるのか」。これについては、科学的な自然というよりは、その都度の文化によ

って決められるものであると考えることが、非常に重要です。 

 

◎社会階層の再生産 

ここまで、社会構造によって、どういうカテゴリーが生み出されて、どういう風にして「逸

脱」というものを作られていくのかということを説明してきました。これはちょっと話が急

に変わってしまいますけれども、もう一つ重要な点は社会階層が繰り返し作られていくと

いうことです。「貧乏人でも努力すればいつかお金持ちになる」とか、「小卒でも総理大臣に

なれる」みたいなそういう時代が、もちろんあったわけですが、現代社会においては自分自

身の意志だけではどうにもならないことの方が多い。努力とかそういうものではどうにも

ならないくらいに、生まれつき親が持っている資本というものがすごく強い影響を持って

いるわけです。例えば、土地やお金、本人の得ている収入は、「経済資本」と言われていま

すが、親が「経済資本」を多く持っていればいるほど、子供も「経済資本」を多く得ること

ができる。こうしたことを、世代をまたいで「社会階層」が再生産されると言います。これ

は問題です。自分自身の努力のおかげでお金持ちになったというストーリーはかなり説得

力を持たなくなってきているわけです。 

例えば、私も一応東京大学の学生なので、なんだか恥ずかしいような話ではありますが、

東大の学生の 60.8%は 950 万円以上の世帯年収を得ている。すなわち、3 人に 2 人はとて

もお金持ちの家で育ち、小さい頃から塾に通わせてもらって、私立の学校に入れさせてもら

って、東京大学に来たということがやはりすごく多い。そういう話からも分かるように、親
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がどれだけお金を持っているのかということがその個人に対して影響を与えている。逆か

ら見れば、貧乏人の子供はいつまで経っても貧乏な「社会階層」から出てこられないという

問題があるわけです。 

それ自体はよく言われていることだと思いますが、必ずしも「経済資本」だけではなく、

「文化資本」や「社会関係資本」と呼ばれるような別の形をとった資本も同時に影響を与え

ていると考えることができます。「文化資本」というのは、本人の学力、教養、趣味、例え

ば、『鬼滅の刃』を読むよりはシェイクスピアを読んでいる方が「教養がある」「品が高い」

と思われるわけです。すなわち、漫画よりも古典小説の方が「文化資本」となる。実際には

別にそこに本質的な違いはないと思いますけれども、なんとなく「ハイソだな」と思うよう

な物はたくさんあると思います。「文化資本」を持っていることというのが、社会的な地位

向上にもつながることがあるわけです。 

例えば、「あの人は頭がいいから」という理由で、地位が高いというふうに見なされる 「社

会関係資本」というのもここにすごく影響してますよ。例えば、起業をしたい時に、家庭か

ら相続した人脈が役に立つ。あの親がそういったネットワークに疎い人ならば、なかなか立

ち上がれないですけれども、昔からそのノウハウを持っている人たちが周囲に当たり前の

ようにいて、彼らと繋がっていれば、自分でお金を集めて起業するということのハードルも

低くなります。なので、「資本」をどれだけ持っているのかが重要で、その「資本」はもの

すごく色々な形をとって表れているっていうことが重要です。これは、社会が個人に対して

色々な影響を与えているということの具体例なのです。 

実際に、親の世帯年収と子どもの学力の間には実際に相関関係が見られる、つまり対応し

ているわけです。このグラフを見ていきますと、世帯年収 200 万円台ご家庭で育った子供

と 1500 万円以上の家庭で育った子供の間には、学力テストの結果にだいたい 10 ポイント

から 20 ポイント近い差がついています。やはり、ここから推測されるのは、お金がなくて

家で子供の面倒を見るような余裕がない家庭と、お金がたくさんあって色んな人を雇って

子供を養う余裕のある家庭の間に格差があることが分かるわけです。 

それだけではなくて、「階層」というのはより複雑に分裂していることがあるわけです。

例えば、これは 2015 年の日本人男性の社会階層の分布図を作ろうという論文から引用した

グラフですが、職業、学歴、趣味、収入といったものを一つのマップの中にまとめたもので

す。職業も主に学歴や収入に関することですけど、このグラフの右と左を見ていくと、同程

度の社会的地位の人達でも、またちょっと違う傾向が見えてきます。例えば、右側にある「管

理職」や「技術系専門職」というのは、すごく専門性が高い職業です。幅広い教養というよ

りは自分のやっている仕事に関連する深い専門性が重要視されるという職業が集中してい

ます。左側はどちらかというと、私なんかから見るとよく分からない世界ですけれども、「ア

ンティーク」や「文学全集」といったすごいハイソなものが集中しています。そうすると 上

の方を見ても単なるお金持ちという階層で括ることはできなくて、お金持ちの中でも「高威

信職」や「文化系専門職」というのは、独特の位置を占めています。恐らく、ここの間にも
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何らかの分断が生じています。例えば、日本学術会議任命拒否問題でも、こういう高威信職

の人たちに対して「偉そうにしていて気に食わない」という不満や文化的な対立というのも

生じています。やはり社会階層っていうものを単純に「富裕層」と「貧困層」という風に分

けるのではなくて、どういう風に文化的に表れているのかということをちょっと見ておく

必要もあります。 

ここで「文化的」という話をしたんですけれども 、例えば、女性や外国人やエスニック

マイノリティといった色々な少数派の人たちの問題についても考える必要があります。今

までの「福祉国家」というものは、「資本の量の不平等を是正していきましょう」という考

え方の下で行われてきました。それは「誰もが同じである」ということを正義として掲げる

ものだったわけです。これは「再配分的正義」と呼ばれたりするんですけれども、とにかく

個人の間にある格差を減らしていく。これは障害者雇用など色々な福祉領域に適用されて

いる論理です。 

ところが、1990 年代頃から、資本の量が同じに見えるとしても、結局文化的な違いなど

でも色々な差別を受けていて決して平等だとは言えないじゃないかということが問題化さ

れるようになりました。すなわち、本当に平等を達成するためには、お互いにどういうとこ

ろが違うのかというところを認めていかないといけない。平等であることと違いを認める

ことは、一見すると相反する、矛盾するものに見えます。「決してどちらも同時に達成する

ことはできない」と考える人もいますし、「できる」という風に考える人もいるわけです。

ちょっと論争的な問題なので、具体的な話は控えさせてもらいますけれども、ともかく「社

会階層」はまず複雑であり、アイデンティティの違いというものも考慮に入れていく必要が

あるということを抑えて頂ければと思います。 

 

 ◎「主観」に寄り添う 

その上でも結構重要なアプローチがあります。私は何回も「社会的現実」や「常識」とい

う言葉を使ってきました。自分の中にある「社会的現実」や「常識」というものは、たまた

ま誰かの「社会的現実」や「常識」と一致しているだけであって、本来は結構ばらばらで違

うものだということを理解する必要があると思います。例えば、同じ量の水が入ったコップ

を見ても、自分は「これは多い」と思うけれども、相手は「これは少ない」と思うといった

風に、認識には個人個人によって結構違いがある。その違いがあたかもないかのように感じ

させるものが、「社会的現実」や「秩序」ですが、本来はそれはバラバラなのです。だから

こそ、相手の見ている主観的な世界を理解することがとても重要なのです。 

もちろん社会学にも「客観性」をすごく重要視するアプローチもありますし、「客観的で

なければ科学ではない」ということもよく言われるのですが、それと同時に、主観的な世界

をなるべく直接的に理解することが必要になるわけです。例えば、「とある障害者の話を聞

いたんですよ」と語り始めるうちに、それを勝手に美化したり、自分に都合のいい解釈に歪

めて言ってしまうということがあるかもしれません。だけど、それは健常者が見た障害者の
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姿になってしまうので、当事者の見ている世界を理解するためには、当事者の語ったことを

そのまま記述することが大事になってくるわけです。特にこれはケアの実践においてはと

ても重要なアプローチではないかと思います。 

例えば、R.D．レインという有名な精神科医がいますが、彼は、統合失調症の患者さんの

話を記録しています。今もそうですし、当時もそうなんですけれども、彼らが一体どんな世

界を見ているのかということは、統合失調症ではない人にとっては全く良く分からないも

のです。全く良く分からないものだから、「お前は病気だ」と言って精神病棟などに閉じ込

めるというような時代だったのですが、そうではなくて、確かに病気かもしれないけれども、

彼らが見ている世界にも彼らなりの合理性がある、辻褄が合うということを、この人は、統

合失調症の患者自身の語りをそのまま書き記し、分析するということをやったんですね。こ

れはとても重要なことです。 

具体的には、「当事者研究」という実践があります。これはもしかしたら私よりも現場の

方々の方が詳しいような気もしますが、一応ご紹介します。北海道浦河町というところにあ

る「ぺてるの家」で、精神障害の当事者が「自分自身がどういう世界を見ているのか」とい

うことを自分の言葉でプレゼンするということをやっています。どういう幻覚や幻聴に接

したのかということを、他者にも分かる形で自分の言葉で説明するっていうような実践が

行われています。 

「社会的現実」というのは、もともとは人と人との相互作用から生まれたものに過ぎない

のですから、そうしたリアリティというものは、私たちがコミュニケーションすることによ

ってしか生じないわけです。自分とは全く異なる、自分が理解できない、あるいはその支配

的な「常識」においては描きようがないようなものであったとしても、ちゃんとコミュニケ

ーションを通じて自己理解と他者理解を深めていくことが重要なのではないかなと思いま

す。 

 

◎「大きな物語」の終焉  

最後に「社会はどのようにして断片化しているのか」ということ、つまり「バラバラにな

ってしまっているのか」ということについて締めくくりとして説明していきます。今までは

「近代社会」がどういう風にして作られたのか、そしてどういう風にして個人個人に対して

強い影響を与えているのかということについて、お話ししてきましたが、こういった社会の

大きな前提は、かなり前からすでに死に絶え、失われてきてしまっています。 

これは、ジャン＝フランソワ・リオタールやウルリッヒ・ベックなどの色んな現代の思想

家たちが説明しているんですが、とにかく「大きな物語」というものが失われてしまった。

私たち皆が一緒に抱いていた幻想っていうものがなくなっていく。もう少し具体的に言い

ますと、例えば、一つは経済成長が永続的なものだという神話、つまり「永遠に人口は増え

るし、経済も豊かになっていき、国は栄えていくだろう」という物語が、日本だとバブル景

気の崩壊なんかであっという間に失われてしまったわけです。 
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それとちょっと関連する所で、「科学は常に正しい」、「専門家は常に正しい」と言う信仰

もあったわけです。「科学的に言われてるんだから間違いないでしょう」ということが言わ

れてきた。これは実際に幻想に過ぎないのですが、「科学は信頼に値しない」と思う機会が

増えてきています。 

例えば、チェルノブイリや福島の原発事故の背景には、「原子力というクリーンなエネル

ギーが発達して、科学というものが社会問題を解決していくんだ」との神話があったわけで

す。けれども、それがどんどん崩壊してしまう。そういった安全安心だと思われていたテク

ノロジーが、とんでもないリスクを引き起こすという時に私たちはかなり不安に苛まれて

しまうわけです。不安に苛まれると、「もう科学なんか信用できない」と、疑似科学的なも

のにハマってしまうとか、スピリチュアルなものにこう手を突っ込んでしまう。オウム真理

教事件はまさしくそういったものの典型例です。「何を信じればいいのか分からない」こと

が起きるわけです。マスメディアに対する不信感も似ているようなところがあります。 

最後に、イデオロギーという「大きな物語」も失われてしまったわけです。「未だに『右

翼』と『左翼』というのがいるじゃないか」と思うかもしれませんけれども、いわゆる資本

主義国家と共産主義国家という意味での左翼／右翼という対立構図はもうそれほど説得力

を持っていないと思います。なぜかというと、東西の冷戦が終結し、共産主義系の国家が

次々に没落したり、資本主義・自由主義国家へと形を変えていったわけです。そしたら「世

界で考え方が一つにまとまったんだったらいいじゃないか」と思うかもしれませんけれど

も、同時に生き残った資本主義・自由主義の悪いところはもちろんあるわけでして、共産主

義というライバルがいるからこそ資本主義は、例えば、「福祉国家的政策を通じて平等な社

会を目指しますよ」と有権者に働きかけを行ったりするわけですよね。共産主義の方も、自

分たちの方が生産力が高いということを資本主義に対抗してアピールする。こういったこ

とがなくなってしまうと、資本主義というものが人間の手を離れて膨らんでいく一方にな

ってしまいます。常にライバルがいるとか、反対側の意見があるということは非常に大事な

ことなんですね。 

 

◎失われた会社・家庭・教育の循環 

それらの結果として個人の選択が多様化していきます。「多様化する」ということ自体は

何か良さそうに思いますが、その反面で非常に不安定化が進んでしまうんです、要するに、

「どういうふうに生きていけばいいのだろうか」が曖昧になる。例えば、「どこの会社も雇

ってくれないのは自己責任だ」と言われる話であるとか、とにかく「誰もが同じようにして

頑張ればいい会社に入れるんだ」との神話がどんどん失われていく。 

そういった神話というのは、わずか十数年ほどだとはいえ、実際に昔は日本でも成り立っ

ていたわけです。これは「戦後日本型循環モデル」と呼ばれたりします。「一億総中流だよ

ね」との意識であったり、「子供をどんどん産んでいきましょう」と言って再生産であると

か、そういったものが全部うまく合致して循環していた時代があります。今からお話しする
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話は、もちろん「昔は良かった」という話ではなくて、それは一時のものでしかないってい

うことなんです。どういうものなのかといいますと、まず政府が色々な事業にお金をばら撒

いて、常に仕事があるので、長期的な安定雇用であるとかあるいは正社員として雇って毎年

ボーナスを与えると言うような雇用形態を昔は当たり前に保障できました。非正規雇用と

いうのは、最近生まれたものですので、そうすると多くの人が安定した収入を得られる。し

かも、年功序列で年々給料が上がっていくというモデルの下で、一世帯につき一人だけが働

いて、主に女性の主婦、お母さんが家にいて子供を育てるのに専念してとのモデルも成り立

っていた。当然、今の観点からするとこれは、これだけしか選択肢がないのはよろしくない

のですが、それを差し置いて一つの世帯で一人だけが会社に勤めていても全然上手くなり

たっていたっていうことがポイントなんですね。これに基づいて、みんなが平等に公教育制

度の下で教育を受けられるということも機能していたわけです。 

つまり、ここで格差が生じることがなかった。昔は公立の名門校などを出ればいい大学に

入れましたし、私立の学校に行かないと高学歴になれないとか出世できないということか

決してなかったわけです。 

ところが、これらのシステムというのは全部うまくいかなくなってしまう。順を追って説明

していきますと、まず非正規雇用が増加しているために、生きるための資本が不安定化して

いるということがあります。非正規雇用の人たちはなかなか子供をまず作りにくい、家族を

作りにくい状況もあります。 

たとえ正規雇用だったとしても共働き世帯は増加していて、子供をどこかに預ける余裕

があるかどうかということでも、また格差が広がってしまう。それが、さらに教育格差とい

う形で現れる。つまり、塾に通わせる、私立の学校に通わせるというようなことが、子ども

を裕福にする上で重要になってしまう。すると、お金がないとなかなか子供を出世させるこ

とができないという、すごい悪循環になっています。なので、年々、非正規雇用的なすごく

不安定な立場に置かれている人達が増えてきている状況があります。特に、貧困や孤独が改

めて社会問題化していると言えるでしょう。このあたりは、本田由紀先生という教育社会学

者の先生が詳しく解説をしています。 

 

 ◎社会を変えていくための「政治」 

社会には色々な問題があります。個人の生き方を縛り付けたり、個人の間にある格差や不

平等というものを絶えず作り直してしまうというような、いわば「バグ」があるわけです。

それでは、それを改善するために私たちは結局どうすればいいのかというと、手段はほとん

ど一つしかないと私は思います。というのは、公共的な政治活動です。政治活動と言うと、

私もそうなんですが、「どこか近寄りがたい雰囲気がある」と言う方は結構多い。「政治と宗

教の話はタブーだ」というようなことがよく言われますけれども、それは「政治」に対する

イメージがすごく狭いからそういう風に感じるのではないかと思うのです。 

国会とか議会で議論されているようなことは当然ながら「政治」ですが、そういったとこ
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ろで行われているものだけが「政治」なのではなくて、例えば、社会運動、「#MeToo」や

「#BlackLivesMatter」なども含め、自分自身に関する問題を訴えていくことも十分に「政

治」的な活動になります。もっと言えば、そういう社会運動にどこか抵抗感があるとしても、

例えば事件とかスキャンダルとか政策についてどう思ったかということを日常会話の中で

会話していくということだけでも、十分に公共的な政治活動であると言えるのではないか

と思います。政治的な話については、「難しい」、「避けたい」という気持ちが強く見られる

のがやはり問題です。ここからお話しするのは本当に理想論ですけれども、市民同士が自由

で対等な立場で議論を行うならば、より良い意見が形成される。世論が形成されて、世論を

元にして社会は作り変えられるということが昔から言われてきました。 

念を押しますと、ヘイトスピーチのようにその討論相手の尊厳などを脅かす行為は、世論

の形成を妨げるからこそダメです。「ヘイトスピーチは表現の自由だ」という人もいるので

すが、「表現の自由」は、お互いに尊厳があって、お互いが対等な状況であるということを

前提に保障されるものなので、単にそれは侮辱であったり相手の尊厳を脅かしているとい

う理由で禁止されています。ヘイトスピーチを禁止して互いの尊厳を守るということは、

「表現の自由」を規制しているわけではないということもやはり重要なのかなと思います。

誰もが声を上げやすくするために必要なルールです。 

「世論」が作られることが理想的だというお話をしました。ところで、このスライドでは

「輿論」と「世論」を書き分けているんですが、元々これらは別々の言葉だったんですね。

「輿論」と「世論」というものは戦前までは全く違う言葉だった。「輿論」というのは、共

通の問題関心について冷静に議論ができることを前提としています。理性的に、お互いの意

見を感情的に否定するのではなく、「どうしてそう思うの？」とか「私はこう思うんだけど」

というような話し合いを通じて生まれるもの、「考え方」だと言われるわけですが、それに

対して、「世論」というのは無責任な大衆、つまり自分の人生さえ良ければ社会や政治のこ

とは別にどうでもいいという人達がたくさん現れて、彼らのそういった「気分」が社会にも

わもわもわと現れているものに過ぎないんだと、ものすごく批判されてきました。戦後の日

本ではこれは GHQ の指令など色々あるのですが、常用漢字というものが新しく制定される

過程で、この「輿論」と「世論」という言葉は一つの言葉になってしまいました。本当は「輿

論」が大事なんですけれども、区別されずに用いられるようになった。ただし、「世論」と

いうものが全く聞くに値しないもので、ダメなものかというと決してそうではありません。

「輿論」は立場が弱い人々の声を排除してしまう可能性があります。 

例えば、労働者や障害者、女性といったような立場の弱い人々の声を遮って、「お前の言

ってることは理性的じゃない」とエリート市民が言ってしまうと、そこから少数派の意見は

排除されちゃうわけです。そもそも「理性」なるものは「感情」と分けられません。当然、

「感情」から「理性」というものが生まれてきているわけで、例えば、感情むき出しで怒り

を露わにするとか悲しい気分を表明するということが悪いものとして考えられているかと

言うと、そうではない。異なる意見の人同士で全く冷静に話し合えないとか色々な問題はあ
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るにしても、メリットもある。今まで虐げられてきた側の人たちが怒りをあらわにして行動

するとか、悲しみを表明することによって共感を呼び込むような要素もあるので一概にど

っちがいいとは言えないのですが、「輿論」と「世論」を区別しながら、どういう風にして

社会に働きかければいいのかということを考えていけばいいのかなと思います。 

 

◎コミュニティを取り戻す 

こうした人と人との対話を非常に難しくしている問題があります。私たちの社会はどん

どん境目が曖昧になっているのです。今こうして私が東京からお話ししているように、時間

と空間というものが必ずしも対応しなくなっているわけです。例えば、この図は鉄道の移動

にかかる所要時間を距離に置き換えた地図ですけれども、昭和 40 年に比べて圧倒的に平成

22 年のほうが密集しているのが分かります。そうすると、東京にいるのも名古屋にいるの

もさして変わらなくなってくるわけです。それでは、結局何が起きるのかというと、例えば、

静岡でも群馬でも埼玉でもイオンやしまむらがあって…というように、空間がどんどんフ

ラットになっていってしまう。どこに行っても同じ光景が見られるということが生じます。

すると、空間が日常生活に必要なものだけで占められていく。例えば、消費する場所、イオ

ンモールに行ってお買い物をしてというような消費空間が国道沿いにいっぱい立ち並んで

いて、帰り道にどこかに寄るような無駄な時間はどんどん失われていますよね。労働空間と

いうのもどんどん合理化されています。最近では、家でも働けるようになってしまって、そ

うした状況で労働と消費だけが生活の大半を占めるようになりました。 

この結果として、先程言ったような、政治的な活動を行う時間というものはどんどん失わ

れてしまっていることが指摘されていきます。どういう空間が失われているのかと言いま

すと、顔なじみの居酒屋であったり、常連さんばかりが集まっているカフェのような居心地

のよい空間です。これを「サードプレイス（第三の場所）」と呼んだりします。「自営業のお

じさんがやっていた店がマクドナルドになってしまった」みたいな話ですけれども、そうい

った空間というものをちゃんと作り直していくということが重要なんだということが最近

は言われています。 

なので、もしかしたら皆さん福祉に従事する方で、そういう活動されているのかどうかは

人によって全然違うと思います。果たして、私自身には「第三の場所」があるのだろうか、

ゆっくり腰を据えてそこそこの知り合いと一緒に本を読んだり、議論を交わす…もちろん、

議論でなくてもいいんです、おふざけの会話のなかで自分の意見を固めていくような場所

があるのかということが、どこかで念頭に置くと良いかもしれません。 

 

◎補足：「感情労働」  

まだ少し時間があるので、もしかしたら福祉関連の方々にこれすごく重要な事なのかな

というお話をします。今までは、どちらかというとケアされる側の人たちに対する分析がメ

インでした。そこで、ケアを行うことを仕事にしている人達について社会学はどういう風な
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考え方を提供することができるのかという事も考えてみたのですが、「感情労働」という概

念があります。「感情労働」というのは、例えば、体を使って鉄パイプを運ぶとか、頭を使

って計算をしたり文書を作成するという労働とは異なる性質の労働で、近年どんどん増え

ている労働の形です。例えば、このグラフを見ていきますと、下から順番に農業、工業、サ

ービス業を指しているんですが、農業はどんどん減ってますよね。工業も 90 年代頃から減

ってきているようなところがあります。その代わりにものすごく増えているのがサービス

業です。サービス業というと、コンビニの店員や秘書のように、色々な形で「人」に対する

仕事がとにかく大きな位置を占めているということが、現代社会の特徴です。 

肉体労働は肉体を管理します。いつでも身体を動かせるように筋トレするとか鍛えてお

かなければなりません。肉体をリソースとして管理して、制御しているのですけれども、「感

情労働」も同じように、感情というものを労働力として提供しているのです。感情を労働力

として管理し、提供するっていうのはどういうことなのかというと、あたかもその人が心の

底からその人であるかのように演じなければならない。言い方を変えると、「心の商品化」

と言います。例えば、キャビンアテンタントは、客に対して内心では「このクソ親父！」と

思っていたとしても、常に笑顔を絶やさない。そういうことができるプロフェッショナルで

す。常に笑顔を絶やさないのは、自分の中で自分は本当にこのお客様に対して良い感情を抱

いているという思い込みをする、自己暗示をするというようなテクニックを使っているわ

けです。これはあの本当に女性が多く担ってきたような領域で展開されてきたような 1 つ

のプロフェッショナリズムですけれども、同時に自分の本心を消して自分を曝け出してい

るわけなので、かなり摩耗します。どこかでこのことを頭の念頭に置きながら、自分の働き

方や生活を捉えてみるということも、もしかしたら何かお役に立てるかもしれないと思い

ます。 

最後に、福祉や教育の問題を考えていく上で重要で、分かりやすい文献をまとめてみまし

たので、是非、お時間がある時で全然いいと思うんですけれども、何か一冊興味があるもの

かを追って読んで見ていただけると、今日お話しした事も理解が深まっていくと思います。

なかなか「社会学概論」というタイトルで社会学の全部を説明するとどうしても駆け足にな

ってしまいます。今日、お話ししたことは全てバッチリ理解しなくてはならないものでは決

してありません。頭の片隅に置いて、なんかこんな話があったなという風に思う機会があれ

ば、本を読んで自分なりに深掘りして考えてみるということをやってみて頂きたいなと思

います。 
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（２） 地域形成と政策決定 

担当：引地達也・みんなの大学校学長 

 

◎プログラムの前提 

まず私は今回、すべてのプログラムや教科のコーディネーターとしての立場があります

ので、全体の考え方からお話したいと思います。今回、社会学、教育学、福祉学の形で 5 教

科ずつ計 15 教科のタイトルで受講されているかと思います。これは文部科学省による専修

学校を使っての地域の中核となる人材を育成する事業でのプログラムを開発するという中

で行われており、この全てを企画運営している役割を担っております。 

この立場から全体の講義構成、この構成に至った経緯も少し話をし、皆さんに全体像をご理

解頂いた上で、講義を進めていこうと思っています。 

私は今回「福祉」のスポットでやらさせていただいていますが、福祉領域の意味で言うと、

就労移行支援事業所の立ち上げや運営全般に携わり、主に精神障害者向けの相談事業とい

う福祉サービスと教育の部門で福祉の領域にいる方々に対しの生涯学習という側面からど

のような学問、学習、学びが必要なのかを研究している立場です。この結果、現在「みんな

の大学校」という web でどこでもつながれる支援が必要な人に対しての学びの場をつくっ

ております。この立場からいろいろお話させていただきますが、みんなの大学校の立ち上げ

の部分と、この地域サポーターという動き、学問によって、学びによって、得られる人物像

というものが 1 つの福祉サービスだけではなくて、いろいろな障害者のニーズ、要支援者

のニーズに応えられるような人を地域で頑張っていただきたい、頑張るための素養とは何

なのかを研究をして、今作っているのが本プログラムです。 

 私自身、みんな大学校で基本的に web でつながる形でカリキュラムを運営しています。

「大学校」という名前をつけていますから、大学並みの教育、大学のような教育を念頭にお

いてまして、例えば特別支援学校を卒業した方、なかなか一般の大学に行けないという方の

選択肢というのもありえますし、現在、就労継続支援 B 型事業所に通っています、A 型事

業所に通っていますという福祉サービスを受けている人でも、やはり学びをやってみたい、

作業訓練だけではなくて、もう少し自分の好きなこと、調べたり、いろいろな人に教えても

らって自分の可能性を広げたいという人に対しての学びの場をイメージしてやっています。 

 大学並みの先生、大学並みというのは大学で教鞭をとられている先生方が 50 分、web で

授業をしますが、大事にしているのは「同時間制」です。いわゆる Youtube で好きな時に

見られるというオンデマンド型ではなくて、みんなこの時間に集まってくださいという形

で web の中でコミュニティを一つつくる、同時間的なコミュニティをつくっていく。今一

緒にはいられず、場所は離れているけれども授業を受けることで、そこで一つのコミュニテ

ィを形成をして、一つの人間関係をつくっていこうというところも念頭においたプログラ

ムになっております。 Web が基本ではありますが、福祉サービスの中にありながら、やは

り学びをやりたいという人たち、いろいろな状況の方がいらっしゃいますから、その方々に
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応じる形でいろいろと形も考えていこうと考えており、大きな特長の一つが訪問型をやっ

ていることです。 

訪問型は写真で見られるような形で、重度の障害者の方はなかなか自分の意思だけでは

外に出られませんから、そういった方に自宅や療養施設や病院に私なり先生が行って授業

することになっています。通学型は、今は東京都国分寺市と兵庫県西宮市の 2 カ所でスク

ーリングできて通える場所を作っています。そこに通って仲間と一緒に勉強することにな

っていますが、基本は web 上ですから先生の講義はウエブで聞くことになりますが、そこ

にいて仲間が一緒にいて勉強し合って刺激をし合いながら勉強を行っていくこともやって

います。連携型は 18 歳以降の学びの可能性を考えて、福祉サービスとして展開している事

業所とつながって私が講義をしています。具体的にやっているのは新潟市にある KINGO カ

レッジという自立支援事業を使った学びの場と名古屋市の見晴台学園大学です。毎週木曜

日 11 時から私の授業で繋がってそれぞれが刺激し合いながら学んでおります。講義と言い

ながらクイズをやったりゲームをやったり楽しんでいて、空間を超えてコミュニケーショ

ンをするということを体験的にやってもらっています。みんなの大学校は「学び」で福祉領

域にある方々の可能性を広げていこうということで活動しております。これが私の社会的

な立ち位置となっております。 

今回の講義全体についてお話させていただきます。全体の構成を知っていただこうと思

います。身につけるべき教養と知識がイメージされて構成しております。今回の「地域形成

と政策」の話は社会学と言いながら政治学に寄ってしまう傾向があります。政治の話という

傾向とは、物事の規則を決める時のプロセスは重要なことで、政治学の領域かもしれません

が、実際には福祉視点で見ていこうと思っております。社会学の中の地域形成と政策決定の

背景にあるのはやはりどのように制度が形成されているのかということになりますから、

その部分に重点を置きたいと思います。地域を成り立たせている関係法令と社会構成の基

礎及び政策決定プロセスと難しく書きましたけれども、要はどのように人々の思いが作ら

れるかということを少しメディア論的にも語っていこうと思います。 

社会学概論ではコミュニケーション、特にメディアコミュニケーションについての話が

あったかと思いますが、その話を受けてメディア的に言うと、この世論とメディアは切って

も切り離せない関係でありますから、その部分、特に福祉、障害と差別、スティグマの問題

です。その問題にフォーカスを当ててお話をしていきたいと考えております。 

各論的にそのような話をしますが、その前に先ほど言いましたように全体像がどうなって

いるのかを話したいと思います。 

本事業は 3 カ年事業で今年が 3 年目で最後の年になりました。3 年目にいきなり新型コ

ロナウイルスという状況の中にあって予定とは違った状態になっております。昨年までは、

1 年目で研究をして、どのような学問が必要なのかを全国の福祉関係者にアンケートをとり

ました。福祉領域でも介護や障害福祉、児童福祉サービス等、いろいろな方々に対してアン

ケート調査をしました。その結果、自分も可能性の領域を広げるために、「福祉」はまあ知
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っているのだけれども、「それ以外」のところに踏み込むための素養や知識、そういったも

のがない、ということが明らかになりました。どのような学問が必要で、今後地域で活躍で

きるのかと考えた時に調査結果として出たのが、福祉学以外の部分の学びでした。そこで必

要な学びとして、教育学と社会学をカテゴライズしたのです。 

 

◎タコツボ化から抜け出す 

まず前提にタイトルにありますように、「ライフステージにおける支援ができる人」とい

うことを念頭に置きました。つまり福祉サービスをやっている方だと実感しているかと思

いますが、例えば放課後デイサービスであるとか 就労支援であるとか就労継続支援 A 型や

B 型の就労支援系があり、さまざまな福祉型の支援がありますが、これはサービス毎に分

けられてしまって横のサービスとなかなか交わらない状況があると思います。 

悪い言い方をしますとタコツボ化してしまっている状況があるのです。タコツボ化によ

って結果的に専門領域が深まっていくでしょうけれども実はその広がりという面では非常

に乏しくなってしまうのが現在の福祉の状況なのかなと思います。ライフステージは一つ

の定点では見られないので、その人がいろいろな生活の変化の中で、さまざまな対応をする

ことを念頭に置いたときに福祉サービスの中に置かれた人がいろいろ可能性を広げて、ど

んどん豊かな人生になるには支援者側も豊かに対応できるようになった方がいいだろう、

つまりタコツボ化して専門化して利用者とともに福祉サービスの一つの領域の中に止まる

よりは、やはりその人が成長するのに対応していく、その可能性を広げていく意味で言うと

タコツボではなくもう少し広がりを念頭においたほうがいいだろうから、その意味合いで

ライフステージという長い年月の中での人の成長は人の人生を考えて、それに対しての支

援を考える、それはもう 1 点ではないのです。つながっている線の部分で支援できるよう

にしていきましょう、と考えてこのカリキュラムも作りました。 

同時に福祉サービスにおける「点」になってしまうというところと同時に、現在、問題は

多様化しています。社会問題的に言うと高齢化とか重度化という問題、お金の問題・経済問

題がどうしても付きまとってくると思います。メンタルヘルスは会社の中での問題ともな

っています。ニートや引きこもり、8050 問題もあります。実際、これが社会に若者の問題

ではなくて高齢化して広がっています。発達障害の広がりもあります。発達障害でも様々な

対応が求められますが、対応できない問題もあります。就労移行では企業に就職させましょ

うという国の政策はわかりますが、なかなか企業が対応できずにそこでのトラブル等、様々

な問題があります。また今も差別という問題もあります。 

これらの問題に対応するには経験も必要ですが、その領域だけではなくて、幅広い領域の

中で社会を見て社会の公正というものがわかり、現在何が問題で、どのような解決があり、

どのように自分が関われるのか、自分がそこでどんな役割が果たせるのかということを考

えなければいけないと思うのです。そのために今回のプログラムがあるということになっ

ています。 
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◎現状の福祉的課題 

箇条書き的に言うと、以下の項目が背景にあるために、このようなカリキュラムを考え、

これに対応できる人になっていただければ、それぞれの地域で中心的な存在として役割を

果たしていただけるというイメージです。 

例えば、遅れた福祉には福祉から脱するという考えがあります。2008 年の勝又先生の分

析で、調査結果から指摘しています。「日本における障害者研究は障害者福祉という狭い範

囲から脱し全体の中で障害を持つことの意味付けをしていく方法へと発展しなければなら

ない。そして特別な存在ではない生活者としての障害者がそこに見えてこなければならな

い」という 12 年前の発表ですが、ここにあるのはインクルーシブ的な考え方です。特別な

存在ではなくて普通の生活をして、そこにいること、そこが大事ですという考えを示された

時に、この 10 年我々は何をやってきたのだろうとの思いもあります。 

 そしてこれを裏付けるような調査があります。「国際比較からわかる日本の障がい者の意

識」ということです。2007 年内閣府の調査です。日本とアメリカとドイツで「いわゆる障

害のある人は障害のない人と同じような生活を送っていると思いますか。そうは思いませ

んか」という質問です。障害者は障害のない人と同じような生活を送っていると思いますか、

に対し、日本人は「送っていない」つまり送っていないと思う人が 3/4 の 74.8%です。障害

者は障害のない人とは違う生活を送っている普通の生活はないと思っているのですね。一

方のドイツはほぼ逆です。障害者は障害のない人と同じ生活を送っていると 8 割以上の人

が思っているのです。普通の暮らしをしているという認識がドイツ人にはあり日本人は普

通の暮らしができないという認識をしているというこの大きな差があります。アメリカは

この真ん中あたりです。つまり日本は不便をしている、との認識はしているわけです。それ

が多分実態としてもあるでしょう。この現状があります。 

精神疾患者の増加があります。増加の問題で、いわゆる長期入院への批判からどんどん地

域で暮らすことを言われてはきています。社会で生きていくということに向かい、就労移行

支援、一般企業への呼びかけ等の政策はやっていますが、まだまだ社会における受け皿が地

域によって十分機能していない状況があります。 

 

◎社会モデルのメインプレーヤー 

医療モデルと社会モデルという話は、福祉に携わる人は何度も聞いているかと思います

が、日本は医療モデルが強いという国です。メインプレーヤーが医師であることにつながっ

ています。ドライな言い方をしてしまうと医師、病院、政治この辺のコミュニティが非常に

強いものがあって、日本での医療モデルは強固なネットワークの中にあると思いますが、 

それと同じように社会モデルを作るためには、そのメインプレーヤーは誰でしょう。医療モ

デルが医師に対して、社会モデルのメインプレーヤーが見えてきていないわけです。見えて

来ないその社会ではそれぞれのケースでソーシャルワーカーさん、ケースワーカーさん、い
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ろいろな方が携わって頑張っているのは分かりますが、それが心情的に高く評価されても、

モデルが形成されている状況ではない。ですから地域それぞれで社会モデルの確立のため

のメインプレーヤーを作っていく必要があるのではないかと思っています。 

 さらに後半の障がい者雇用の問題、私も雇用支援をやってきたうえで話すのですが、障害

と向き合うことを優先して、「障害のある方」「ある人」と向き合うことがおろそかになって

いるということです。障害の理解と障害を持っている人への理解という２つの視点があり

ますから、これは学ばなければ分からないところがあります。字面だけで障害というものを

理解するのではなく、障害のある人がどの様に思い、どのようにやればいいのか、というこ

とを具体的にコミュニケーションを通じて知っていく必要があるでしょう。それがまだま

だ未解決の部分として社会問題として残っていると思います。先ほどのタコツボ化の問題

に近いですが、福祉の専門性に固執し障害者福祉サービスの中で固定してしまうことによ

って、その福祉がタコツボ化してしまう悪循環になっているという指摘とノーマライゼー

ションの形として大きな視点、マクロな視点で学習分野を経験した幅広い教養による受容

性を持つことによって広い視野で仕事ができるのであれば、楽しくもなるし可能性は広が

っていくと思います。 

 これは大きく言うと、「ケア」です。今日もケアの捉え直しということもお話をしていき

たいと思いますが、このケアの考え方がどうも日本では狭まって考えられていることによ

って福祉のタコツボ化とつながってきていると考えられます。ケアの捉え直しをした時に

は新しい福祉の可能性、新しい支援の可能性が見えてくると思っています。 

 真の支援者を考えると、私が偉そうにまだまだ経験も浅い人間がいうのも非常に口はば

ったい感じがしますが、その働きがい生きがいに向けて、それを目標にしたいと思っていま

すのでお許しください。ここに集まっている皆さんはそういった思いで利用者なり要支援

者と向き合っているかと思いますので、真の支援者の形というものに向かっていきたい、福

祉の原則でもある「自分のことは自分で決める」ということ、人のことを勝手に支援者が決

めないということでもありますが、その自分のことは自分で決めるということを信じ切れ

るというような心持ちになるために今回のプログラムがあります。 

 昨年は福祉学と教育学を集合型で行いました。埼玉県さいたま市大宮区にあります埼玉

福祉・保育専門学校と山梨県甲府市の甲府医療秘書学院を会場としてアクティブラーニン

グを組み合わせてやりました。ディスカッションやゲームをしながらいろいろな気づきや

実感してもらいながらの学習でしたが、今回はそれができずに、オンラインで一方的な講義

で大変申し訳ないと思いながらも、気持ちを切り替えてこの状況下で最大の効果を考えつ

つ、オンラインで行っております。この学びの前提になるのが2018年度の調査と検討です。

今回の学びに向けてはガイドラインを作成しましたが、ガイドライン作成時に参考にした

資料がこの学問図でした。先ほど言いましたアンケート調査で「どのような学問が必要か」

への回答などと符合させたのがこの上智大学による学問領域の分布図・領域図です。この中

で福祉は人間科学の部分に、社会福祉学としてあります。社会福祉学に関してはここに集う
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方々は学んでいると思いますが、ここがタコツボ化するという話なので、ここから領域を広

げましょうと言った時に、ここから類似するものから派生をさせなければ効果的ではない

ということです。ですからいきなり遠くに位置する神学にいったり、いきなり歴史学にいっ

たり、芸術にいくことは難しいわけです。この福祉学の周辺からやっていこうと考えたとき

に、教育学が出てきたわけです。 

私が感じるのは、この社会の「福祉」の手前には 18 歳までの教育があります。特別支援

学校で 18 歳まで教育されて、その後は社会人として福祉の方に行くわけですが、支援はや

はりその中で教育という意味合いは非常に大きくてもう少しリンクした方がよいと思って

います。さらに社会学は連関をしていて、この社会学と人間科学が非常に強化されるような

形で学びが展開されると考えます。今日は社会学ですが、メディア研究と文化研究にも少し

入っていきます。今日の話は全体的に言うと学問領域でいうと政治学から地域文化、メディ

アからの社会学というようなことになります。 

 

◎課題は解決への道筋 

 地域形成と政策決定をテーマに地域で活躍するための素地を養おうと思いますが、ここ

ではコミュニティを意識し政策決定に関われる基本を知りましょうということです。政治

学もありますが、情報の扱いや社会背景の起こり方を認識してみましょうという点も含ま

れています。これは私の専門領域の部分で、みんなの大学校での授業も実践の部分としてお

話させてもらいましたが、研究領域で言うとメディアコミュニケーションが私の専門領域

ですから、社会背景の起こり方の部分もお話できればと思っています。そのため社会学とコ

ミュニケーション論からのアプローチということでやってまいります。 

また今日のレポートは最後の 30 分で書いてもらいます。みなさんはそれぞれのコミュニ

ティに属し、何らかの仕事に属し、何らかの地域に属し、そこでそれぞれの役割を果たされ

ているかと思いますが、その上での課題が何かあるはずですよね。もちろん我々も日本社会

にいて日本に居て、日本の課題は何ですかと言うと、それも我々の課題です。超高齢化社会

ということなどが挙げられる、二酸化炭素の削減もそうかもしれません。いろいろな立場で

多くの話が沸き上がってくると思いますので、どんなことでもいいのでその課題は何で、ど

のようなアプローチで解決していけると思うのでしょうか。お住まいの町内会の話でもい

いです、マンションの管理組合、職場の話でもよいですので、そういった課題に対してのア

プローチで解決の道筋を、それが現実的かどうかは問いません、理想論で構いません、現実

論でも構いません、今日の講義を終わった後に意識して書いていただくのが今回の課題に

なっております。 

 

◎コミュニティを見る方法 

 コミュニティと話をしましたが、それは地域であり、地域を形成する地域の最小単位、集

団の最小単位が家族と言われます。子があって家族があるというところがあります。ここか
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ら家族以外の他者を含めた単位としてコミュニティとの言い方をしますが、これは何かと

言われた時にいろいろな説明がると思いますが、マッキーバー社会集団の定義を示したい

と思います。これはアソシエーションの反対語である、という説明をしています。コミュニ

ティの定義づけとしての説明です。まずは association が何かと言うと、それは「特定の関

心や追求して一定の目的を達成するために作られる社会組織」であり、コミュニティを基盤

としてその上に個々の人間の共通関心に従って人為的計画的に形成される結びつきです。

ですから目的があること人為的で計画的であることこれが association なのです。いろいろ

な協会はたくさんあります。それらの集団は目的があるということなのです。 

一方でコミュニティとは何か明確な目的がありません。一定の地域の上に展開される自

主性的な共同生活ということなので、自然発生的に出来上がった集団、それがコミュニティ

となります。ですから何かを目的で「これやろうぜ」と集まった野球のチームは、野球の試

合に勝つための association です。これ面白いのが野球のチームがコミュニティ化するの

は目的を野球という場の設定はあるにしても。「まぁ集まればいいじゃん」と野球をタネに

して勝つのが目的ではなく、集まるのが目的というのが野球をきっかけにしたコミュニテ

ィ化という話になってきます。 

これがコミュニティと association の違いです。目的を持っているか持っていないか、で

コミュニティ形成と地域ということが本講義の原点であります。 

今度は地域とは何かということですが、これは地域の行政単位とはまた別です。地域という

言い方はしますけれども、それは物理的な地域、土地利用で特徴付けられた空間的なまとま

りというものを地域と言います。機能的なものと等質的なもの、この 2 つが大きく分かれ

るのかなと思います。そして活動の実態がある実的な地域と形式的な地域というものがあ

ります。形式的な地域とは住所です。何丁目は何地域だと言うのは書面上・記号上そういう

ふうに決めているのが形式的な地域です。実質的にこことここがつながってこのあたりは

ここに峠があってこっちには山があるから、この交通の便がいいから繋がっています、とい

うのが実質的な地域になります。 

ですから自然発生的に、例えば東北地方という言い方は一般的にされていますが、これを

地域と置き換えられることもできます。関東から向かって福島県の白河よりも向こうは交

通の便が非常に難しいというところになってきて、実際には白河の関があってと人為的な

枠組みができますが、それ以前は自然発生的に一つの塊になったという考え方が先立ち、一

つの地域、それは実質的地域ということになるわけです。 

また別の見方をすると、台湾のことを考えた時に地域という問題がまた別の角度から浮

かび上がってきます。国と地域という話をした時には台湾は国でしょうが地域でしょうか

と言ったときに、これは日本の公式見解は地域です。国ではないということです。まず国と

いうのは、国と認められないと国とはならない。台湾はなぜ認められないのかというのはま

あご存知のとおり中国と台湾はもともと中華民国という名称の台湾が、自らを「中国の正当

な国」と、最初はありましたが、中国共産党が台頭し今のチャイナが国として、米国や日本
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や国連が国として承認をして結果的に台湾が否定されるということになって、今は地域と

いう地位、チャイニーズ・タイペイという地域になるということです。 

例えば北朝鮮は日本は国として認めていません。けれども国連に加盟していますから国

際的には国ではあります。日本の外務省に世界の国は何カ国ですかっていうと 196 と言い

ます。195+日本で 196 が外務省の言い方ですが、国連加盟国が 193 です。ここにはモナコ

等が入っていませんので、それは国連にとっては地域です。地域とか国とかの言い方は非常

に変わってくるのもここでわかると思います。 

 地域の最小単位である行政、市町村を考えます。日本は地方公共団体は基本的に都道府県

と市町村の二層制です。市町村が一つの塊と都道府県が一つの塊になっています。市の下に

村があるわけではありません。市と村は並列している状態です。国と地方は事務分担が大ま

かに分かれると、図のような分担をしています。皆さんが携わる福祉が市町村の中に分類さ

れていますが、都道府県で施設の認可であるとかそういった事はありますが、基本的な運営

は市町村とともにやっていくことが障害福祉・介護福祉の分野になっています。ですから割

と福祉分野は地域コミュニティと密接に関わりやすいし、かかわらなければいけない分野

であることがわかると思います。 

 私もよくいろいろな市町村との関わりがありますが、その時に各市町村にあるのは福祉

をやるにあたってのガイドラインや要項、計画です。提言等の言い方をする時もあります。

それぞれの市町村でそれぞれの計画があります。その計画は議会によって承認されたり、報

告されたりして、この計画に基づいて福祉が展開しているわけです。それを見ると市町村が

何をやりたがっているのかが非常によくわかると思います。この見える化されたコミュニ

ティを見る視点を養うことで、地域での役割が見えてくると思います。 

私もこれまで就労移行とか福祉サービスをやりたいという人と共にいろいろな福祉サー

ビス事業の立ち上げをサポートしてきましたが、その中で神奈川県のある自治体が計画に

書かれてないことはできない、と就労移行支援事業所の設立を拒んだ町がありました。そこ

は障害者支援の空白地帯だから、ここに就労移行を建てたら確かにいいと思って声をかけ

たら、今はそういうものが「必要ない」と文章にも書いてない市町村があってビックリした

思い出です。 

そのような計画は市役所・役場や図書館で公開・閲覧できて見られる状態にあるので、是

非そういうのは見てみると、地域の考えも見えてくると思います。 

 

◎行政と議会 

現代日本の市町村と議会と住民の関係性について、他国と比較します。フランスのやり方

とイギリスのやり方とイタリアのやり方、解説すると長いので要点だけ話します。大まかに

例えばこれイタリアを見ると、コムーネ議会との議会と評議会があって、住民はコムーネ議

会、これは一般的な議会を構成する議員を選挙するのと、市長や村長を選挙するということ

で、住民はそこで決定権を持つ選挙に関わっていきますが、これは二重構造で評議会をつく
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って市長の役割を縛る、コントロールする形にして、それをコムーネ議会が承認をするとい

う形を作っているのがイタリアです。スウェーデンの場合は議会の構成員を選挙して市長

を議会から選出する形、執行委員会という形であくまでも執行委員会として行政の頂点に

いる。執行委員会として物事を進めるための役割として行っているのが、非常に面白い特徴

を持っています、要は市民の声を公共の福祉にどのように反映させるかというような観点

ですべて民主主義国家の地方とその住民との関係が作られています。 

重要なのは活動地域の計画方針を知るということを我々はしなければならず、それに対

する声を行政に届けたり、市民の代表に声を届ける、実際に声を多くの人に聞いてもらうと

いうことが地域で活躍するための重要なポイントだと思います。この声をどう反映させる

かというのが、先ほどのイタリア、イギリス、全部説明しきれませんけれども見てきたのは 

、声をどのように反映させて民主主義を成り立たせるのかということは、どの国でも基本中

の基本ですから、それを実行すること、選挙で声を届けるのはそうなんですけれども、福祉

の方で、議員さんに声を届けたい、市役所の窓口に届けたいでも、その声を反映させるため

に話を続けるということは非常に大事だと私は思っています。 

 

◎地方分権とは何か 

 その声をきちんと届くように響かせるために、われわれが持つべきものは経験と客観的

なモノの見方や、客観的なモノの見方を保証するための知識や教養なのかなと思います。こ

の社会学や教育学を行うのは、そのシェアを広げるには大事なものになってきます。地方分

権の時代、とずっと言われていますが、この分権と言われて地方は地方で決めようというよ

うなことは言われていますが、ここはイソザキ先生の「柔らかな統制」ということで、完全

な分権とはなっていません。実は地方分権一括法が施行されたのは 2000 年です。この後に

自治体に計画策定を求める法律規定が 193 件から 390 件に増えています。 

これは何かというと国が法律を決めた時にその法律にもとづいて地方自治体がそのガイ

ドラインを作る、それを達成するための計画を作る、とかの法律の中に地方への、ほぼ義務

的な役割を与えてしまっている法律の件数です。こんなに増えているのです。ですから地方

分権と言いながら、矛盾しているように見えるようなことにもなっている。これを「ゆるや

かな統制」が続いているのが我々の現状だと思います。 

福祉をやっていて多分に時々感じるのが、国の基準はこうだから、ということで、それを

障害者へのサービスをしている側に、まあそうだからといって納得させるケースは結構あ

ると思います。ほかの基準やガイドラインを持ち出してこういう運営もできるのではない

か、と生意気なことを言うようなら嫌われますからなかなかそこは言いづらい。実際にはそ

ういうケースが多いですよね。ですから緩やかな統制があるのが事実ではありますが、ただ

地方には条例があって、この条例が、地方が作れる法律です。ですから地域活性化に向けた

面白い条例をいろいろな地方で作っていますが、条例を作るというところで言うと地方は

ある意味自由ですから、この条例づくりに関わるのが非常に地域にかかわるという意味で
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はトップクラスの関わり方になるのかなと思っています。条例を理解していただいて、もし

そこに必要な法律がなければ、条例を作りましょうかということを例えば市議会議員等に

持ちかけて、その条例に関する事柄について勉強会をして理解を深めてどういうふうにや

っていこうかと決めて実行するのも一つの動き方と思います。 

基本的に条例の成立過程は課題の発見から課題の調査分析、政策の立案で検討し、事業も

検討し、条例案を検討するという流れです。この条例の検討から表向きになっていきます。

議会での審査決定があり、市長の決裁があって議会に提案をして、それが可決して交付とい

うことになります。この流れで作られますから、福祉をやっていて気付くには制度がなかっ

たり、既存のやり方や法律の枠組みがやりづらかったりすることです。 

例えば重度障がい者の方に、このようなサービスはないのか、こういったものがサービス

ではいけないかということを独自に条例化をするのは、可能性としてはできるのです。もち

ろん予算が必要ですから、その部分の問題があります。けれども作るにおいては縛るものは

何もないのでこの地域特性でこれが必要だと思えば条例は作れますし、運用でできる部分

もあるかもしれません。条例を作るのは地方で生きる人にとって重要な権利でもあると思

います。作れるという権利。そこを今回意識していただければなと思います。 

今、日本には割と面白い条例がたくさんあります。「こんな条例いるのか」という条例も

もちろんありますが、地域にとってはそれを作ることによってその地域のアイデンティテ

ィになるということも重要なポイントだと思います。福祉では新しい条例を作ることでそ

の町の雰囲気が変わることもありえます。条例の制定はただ単に文面の話ではなくてイメ

ージの話でもありますし。モチベーションの話にもなってきます。 

例えば北海道留萌の「かずの子条例」ですね。かずの子がスタートしたのがここらしいの

ですが、私は「ヘえ」と思ったのですが、へえと思ったのは結局、条例を作って条例があっ

たからそう分かるわけで、これも条例の効果です。市に給食や行事の積極活用にもなります。

結構塩分取りすぎではないかと思いますけれども、子供もかずの子は好きなのかなと思っ

てしまいます。 

また「朝ごはん条例」があります。ライトに条例を作って梅干しでおにぎり条例ってそこ

まで縛るのかという条例もあります。特産品系はありますから、福祉も支援のいろいろなと

ころでの漏れている部分、グレーな部分がありますから、そういった意味ではまだまだいろ

いろ考える余地はあるのかなと思います。 

 

◎法律の優先順位 

条例は法律で言えば最下層に一応あります。法律の優先順位で言うと憲法、法律、命令、

規則、これがいわゆる法律命令規則と言われる法令です。条例規則が下にありますので、緩

やかな形での法律と言えます。でもこれは住民の意識によって条例は非常に強くもなるわ

けです。これをやろうぜ、と明文化して罰則規定がない、けれどもみんなで頑張ろうという

意識を持った瞬間にその条例は非常に強固なものになります。ですから、条例をうまく利用
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する、各地域で考えていただければなと思います。 

ちなみに政令内閣府令と省令というのもあり、命令も法律内でいろいろ出てきて地方を

縛っているところがあって、規則も非常に重要です。国会で問題になっている最近の事例は

いろいろありますが、その中でも「規則はこう書いているのだけれども、なんで？」という

問題もありましたね。検察庁の検事総長の定年問題もそうでした。規則にこう書いてあるけ

れども、この解釈はどうなんだろうという話がありました。条例はこういう位置という話で

これを作っていくのは社会背景、世論が法律を作っていくもので、この空気を味方につけて

政治の方も動いていき法律をつくっていく、社会福祉制度も実はその空気の中で出来上が

ってきた歴史があるのです。 

 近代国家になって福祉が制度化された時から、ほぼその時から雰囲気の中で作られてき

たのではないかなと私は思っています。その点についてお話をします。先ほど条例成立の過

程があり、そこには世論があるという話がありました、雰囲気や小さなコミュニティで取り

交わされるコミュニケーションの質によっていろいろな可能性が出てくるということで捉

えていただければと思います。 

そのコミュニケーションの質という問題でいうと私たちがどのような福祉にまつわるコ

ミュニケーションをしてきたか、特に社会の雰囲気の変遷として精神障がい者の方にスポ

ットを当てて、これから話をしていきます。 

この社会の雰囲気のでき方とは法制度の策定プロセスと非常にリンクしているというの

は理解していただけると思いますが、実際、社会福祉士の勉強の中で社会学は基本の部分を

勉強されているかと思います。このメディア論と社会学を組み合わせで、社会福祉がどうい

うふうに出来上がってきたかの部分についてはあまり学問分野的にもどこにも当てはまら

ない分野で、なかなか知る機会も関する本もないという状態ですから、その意味で非常に面

白い考察についてお話をします。私の立場でお話する部分があります。 

 

◎明治初期の精神疾患と森有礼 

まずは明治時代です。明治時代になって日本はそれまで江戸時代の社会の中で障害者が

生きる前提として飛鳥時代までさかのぼります。大阪の四天王寺の近くに悲田院というと

ころがありました。貧しい人であるとか病気の人を収容する施設で、聖徳太子の時代に作ら

れました。日本の福祉の原点とよく言われていますが、そのあと江戸時代まで基本的に精神

疾患者はいわゆる加持祈祷で治そうとしたということです。お祓いをしたりで、この水を飲

んだらこれがよくなるであるとか、それが治療と言っていいかどうかわかりませんけれど

も治療という形でいろいろなお寺さんがそういった人たちを泊まらせたりして「治癒」させ

ていく役割を担うわけです。それは多くはありませんが全国各地でありました。そのお寺さ

んが結果的に病院になったケースももちろんありますが、そこから精神疾患者への施設を

つくっていこうというのが明治時代以降の話になります。その際に大きな影響がこれであ

ったか、なかったか、というのが非常に議論をしなければいけないところですが、森有礼と
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ドロシア・リンド・ディックスという人です。 

森有礼は薩摩藩出身の初代文部大臣で有名ではあります。薩摩藩士ですが 18 歳でイギリ

スに留学をして、20 歳でアメリカに渡り、そこで最新の文化にいろいろ触れたわけですが、

その中の一つに精神疾患者の施設や病院、療養施設があります。そこをつぶさに見て、その

際にディックスとの交流が始まります。彼女はアメリカの精神保健の母のような方です。精

神病患者ための本格的精神病院を多数設立をして、南北戦争の時は陸軍看護師の監督官で

最も偉い方になったわけですが、その方にいろいろな薫陶を受けるということがあります。

当時、森がアメリカに行った時にあの岩倉具視や大久保利通ら使節団が来るわけですが、こ

の使節団がアメリカを視察をした際に福祉施設を案内したのも森でした。彼は前のめり的

に精神保健福祉について、日本でもそのようなものを作らなければいけないと思い、日本か

らその思いを伝えた書簡をディックスに送っているわけです。 

森は薩摩出身の政治家で、第 1 次伊藤内閣つまり初代総理大臣の伊藤博文の元、文部大

臣になって、一ツ橋大学の前身の商法講習所の設立し教育者として有名です。43 歳で暗殺

というか刺殺され、その生涯を終えるわけですが、森有礼が「明六社」といういわゆる学術

メディアを作ります。それはアメリカから帰国してすぐに、明治の当時いろいろな哲学者・

思想家がいて、特に東京に集中をしていたのですが、それらの方々に呼びかけてアメリカで

は、いわゆる学会というものがある、専門家が集まって議論をして、そこで何らかの雑誌を

出したりして、その意見を表明していく、そういったものが日本でも必要だということで学

者を集めて、明六社を結成し、そこで出す刊行物が明六雑誌でした。これが初めて日本で出

された学術メディアと言われております。明六、つまり明治 6 年に作られたから明六と言

います。 

その明六雑誌に、森もどんどん書くわけですが、ここで明六雑誌の実質的に一番影響力が

あったのが福沢諭吉ではないかと言われています。森はそこで、これまで精神疾患や精神障

害に関する考察を米国でしてきたはずなので、ここで意見を表明すればよかったのですが、

それはなかなかやらないのです。妻をいる人は妾をとってはいけない、というような議論、

アメリカ的な発想の家族というイメージを発表したりしてますが、精神保健に関しては一

切何も語っていないのです。これは私の推察の域から出ませんが、時期尚早だったというと

ころと福沢諭吉の存在があったのではないかと思われます。 

この考察は新たな文献や記録等、発掘作業中でありますが、福沢諭吉の非合理主義を排し、

現実の妥協的態度をいたるところというのは丸山眞男の福沢諭吉論ですが、この感覚から

すれば、精神疾患に関して語る森有礼はまだ理想論ということで排除した可能性があるの

ではないかと思います。福沢諭吉をはじめ有名な思想家や哲学者の間で精神疾患について

語られればもっと我々の社会が違ってきたのではないかと思うのですが、語られることな

く、精神疾患の人たちは言わば真ん中に出て来れず、脇においやられたままになってしまっ

たのではないかと思っております。そして、その後に起こったのが相馬事件でした。 
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◎相馬事件と社会のスティグマ 

相馬事件は当時の新聞である万朝報の黒岩涙香という記者によって世間に広く伝えられ

た事件です。黒岩は推理小説家としても有名です、万朝報という新聞を、その当時は 3 番手

4 番手くらいの新聞を、社長が代わって黒岩涙香が主筆になり書き始める、その書く内容は

基本的にイエロージャーナリズムという事実ではあるが、それに尾ひれをつけて面白おか

しく書くというようなものです。 

その題材となったのが相馬事件です。相馬事件は現在の福島県南部の相馬藩の藩主、殿様

が今で言う統合失調症で当時は病院ではなく、私宅監置という制度が認められて家の中で

座敷牢みたいなところに置かれていたのですね。そういった状態であったのですが、療養が

うまくいかないから東京の精神病院で入院させられるわけですが、牢屋のような形の精神

病院になっていたイメージでした。当時相馬藩は鉱山の権利などで莫大なお金を持ってい

たので、その殿様の資産を狙って周囲がそういうことをしてるのだろうと、もともとの家臣

が奮起して殿様を病院に奪還しに行くところから、殿様派と反殿様というか、その病気にさ

せようという人たちのせめぎ合い模様の話で、このストーリーは複雑に展開していくわけ

ですが、これが黒岩涙香によって面白おかしく書かれ、毎日のようにその物語を書いて、そ

れがどんどんどんどん読者が見ていって結果的に万朝報は日本で最も部数を誇る新聞にな

りました。 

当時、明治時代の中期から後期にかけての万朝報はもう何が相馬事件で載ってるのかな、

というようなぐらい人気の物語になってしまいましたが、その原点が精神疾患でした。この

精神疾患、この当時の新聞は写真がありませんから、挿絵も想像をもとに書かれますから、

デフォルメされるわけです。人々はこの新聞の小説のような報道のような物語に熱狂しつ

つ精神疾患というもの対してのネガティブな考えを作っていくわけです。明治初期までは

精神病の治療は加持祈祷だったところが明治 8 年に精神病院の設置が始まります。 

相馬事件の報道がその後にあり、精神病者監護法は施行されて、これが私宅監置が法律的

にやってもよい形になるわけです。つまり配偶者や親権者、親族が監護義務者として精神病

患者を見ることを義務付ける法律で、その方法としての私宅監置が許されることになる、で

すから相馬事件があって世論がそのようなネガティブな感覚が作りあげられたという事だ

と考えられます。座敷牢を作ってもいい、という事になって、座敷牢にもいろいろあり、家

の中に作ったり、家の外の納屋のようなところであったりしました。私宅監置は第二次世界

大戦後に終わってますが、戦後が遅くなった沖縄では 1970 年までこれがありました。アメ

リカに統治された沖縄では結果的に今でもその遺構が確認できます。家のちょっと外の離

れにある、そういったところにあります。 

約 3 年前には写真でそれを見せるという企画展をやったら多い反響があって、私も主催

者に問い合わせて実際に現場に見に行って取材したいとお話したら、主催者には抗議が多

く、ネガティブな反応に対応するのに疲れて、私には対応できない状態になってしまったと

いう返答をいただきました。なんでそんなものを今更、公開するのだという批判が随分あっ
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たとのことです。この座敷牢というものがあった、それを作ったのは社会であり、家族であ

る、この事実は確認する必要があると思います。そして、原点にはメディアが作った空気も

あるのではないかと想像してもよいかもしれません。 

 

◎ライシャワー事件のインパクト 

 もう少し社会の本質を考えるために見てみますと、「狂人」との言い方をしていました。

その後、精神病、精神分裂病、そこから統合失調症に変わっていくわけですが、それら狂人、

精神病、精神分裂病という言い方で新聞で報道されてきた歴史はまだまだ根強いようです。

新聞報道の際には「狂人が」という形で大きな字の見出しに取られるような形で報道されま

すから、そのインパクトは大きいです。 

ネガティブな報道により差別もずっとなくならないままできて、そのなくならない中で

起き上がったのが 1964 年のライシャワー事件でした。これは前回の東京オリンピックの年

にあった事件です。ライシャワーは当時日本の在日アメリカ大使です。そのアメリカ大使の

ライシャワーさんがその大使館前で 19 歳の昔の見出しで言う「異常者」、今では考えられ

ない見出しですけどが、その 19 歳は今でいう統合失調症でしょう、この統合失調症の方が

ライシャワー氏を刺すわけです。自分が就職できないのはアメリカのせいだ、という「妄想」

を供述しています。ライシャワーさんは死にはしなかったのですが、この事件は大変な影響

を及ぼしてしまったのです。 

オリンピックがあるこの年は戦後日本が成長しよう、どんどん大きくなっていこうとい

う象徴が東京オリンピックです。そのオリンピックの年の春の事件です。10 月にオリンピ

ックが開幕しますから、その半年前です。日本が世界の人を受け入れますよというムードの

中でこのような事件があると日本への不安も出てきます。ですから、日本はまずはアメリカ

にひたすら謝ります。治安は大丈夫ということをアピールするわけです。これに引っ張られ

るように新聞も紙面を上げて、いわゆる「異常者」を野放しにはしてはいけない、そんな主

張で世論を誘導していくわけです。アメリカに陳謝をして関係者を処分していくわけです

が、報道を見ていると、当時の天声人語や読売新聞の社説にも酷い事をたくさん書いてあり

ます。「野放しにしてはいけない」「そういう人はどんどん収容するべき」。これに世論が呼

応して、オリンピックはハッピーという部分と、それを阻害するものをどんどん取り締まろ

うという話で、ここで改正精神衛生法の議論がすぐ出て改正されるわけです。 

改正精神衛生法の中でポイントが、通報届出制度です。厚労省が作っていた法律ですが、

ここはいつのまにか警察庁が入って、そういった人はすぐ通報するということができてし

まった。ここに大きな差別、議論の中でもそうですが、しなければいけないというような雰

囲気の中で改正がされました。ですから一つの事件があってメディアがそれを報じてそれ

で法律が作られていく、流れは実は本当に怖い。今もその流れはあります。我々の中でその

辺は注意深く、我々はどの様に起こった事件を考えて整理して行動していくのかは大事だ

と思います。 
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◎スティグマのマトリックス 

スティグマについて考えていきたいんですが、スティグマは烙印という意味です。制度を

作って社会が烙印を押す、押してきたと言う事実、これから脱しようという事で一つの転機

となったのが、精神病精神分裂病が統合失調症と呼称・表記を変えたことです。これが 2002

年です。統合失調症は患者の家族から精神病、精神分裂病がネガティブな印象を与え、特に

何が分裂しているのかということで科学的に別に分裂しているわけではないので、それは

勝手に我々がそういう風に思い込んでいるだけの呼称・病名だったので、変えましょうとい

うことで学会が議論した上で変えたものを厚生労働省も変えて、新聞各社も変わったとい

う経緯で、2002 年に全面的な表記変更が行われました。 

 その結果、グラフを見てわかりますように、実は狂人精神病や精神分裂病という表記で新

聞に登場した件数というのは、そんなに多くないのです。40 件ほどですが、年間の朝日読

売や毎日新聞で調べるとそんなにありませんが、統合失調症と変わった瞬間に統合失調症

の表記はどんどん多くなっていきます。ある意味もうお墨付きをもらったのでどんどん出

していい、それまでには精神病の事件だから小さな事件として、扱わないでおこうという自

粛的な雰囲気がありましたが、それをなくして統合失調症というお墨付きをもらったので、

どんどん報道してもいいよね、ということで高水準になってきたというのが統合失調症の

表記開始以来のメディアの動きです。 

 これが丁度、転機になってグンと上がって、そこから精神病や統合失調症の市民権を得た

のはよいのですが、それがいいイメージか悪いイメージか、どうなのか、というところが問

題だと思います。その問題が解説できるのがこの数字です。たとえば朝日新聞、統合失調症

の総数が 820 件ありました。そこで事件と併用しているのが 22.6%あります。これは精神

障害です、と説明的に併用しているのが 162 件ありました。このパーセンテージでいうと

事件、事件を見てきた場合、朝日が 22.6%、読売が 23.8%、毎日は 33.1%で統合失調症と事

件という文言が一緒に報道されています。セットでされているということは基本的にネガ

ティブなのです。もう少し比較をすると、厚生労働省が示す日本人の五大疾病の中で事件と

併用して扱われているものがどれだけあるかと言うと、ここでは統合失調症ではなくて精

神疾患で大きく捉えましたが、やはりあの一番多い。事件とか社会面の取り扱いということ

で調査をしましたが、3 割以上が精神疾患と社会面記事で扱われているということは、それ

だけいわゆる事件やストレートニュースで精神疾患が扱われているのです。それはネガテ

ィブなイメージにつながっているという話です。 

 その報道があって我々がどのような形で差別を生み出しているのかというのが、大日先

生の「ラベリングと社会的距離」という調査のマトリックスです。右側が社会的距離が近い、

我々は一般的生活をしていて、それが近いところにあるか、ないかのところで、どう捉える

かが決まるということで、わかりやすいと思います。私たちの生活から遠いか近いかで横の

横軸があります。近いが右、遠いが左、そして社会問題として顕在化しているか、個人、私
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的問題として顕在化しているかということで上下があります。この場合、精神障害者がどこ

かというと社会問題化として顕在化をしている、けれども社会的な距離は遠い、自分以外の

問題だという遠さがあって、結局はここに書いてあるように拒絶と忌避ということになっ

ています。人々の心にあるのが拒絶と忌避、反対にあるのが、この同情と憐憫ということは、

つまり真逆な感情です。身体障害者や高齢者というのは非常にわかりやすくて近いし顕在

化しているから我々が同情しても、精神障害者はその逆に位置していて社会的距離が遠い、

自分が知らないとなおさら拒絶となる。しかし社会問題化としては顕在化している、ので非

常に厄介、厄介というか複雑な立ち位置にあるのかなと思います。 

 

◎ケアの問い直し 

最後のテーマとして「ケアの問い直し」についてお話したいと思います。ケアと言うと何

をイメージするでしょうか。ケアというと、日本ではどうしても施しという意味、どちらか

というと上意下達的な上から下にできる人ができない人に対して行うイメージが非常に強

い、多いです。しかし原義をみていくと、ドイツの哲学者ハイデガーが出てきます。彼は第

二次世界対戦の前から活躍したドイツの哲学者ですが、彼が書いた有名な「存在と時間」の

中で、存在するものは顧慮（こりょ）のうちにあるということを書いています。つまり、存

在するのはつまり顧慮とかケアということです。ケアのうちにある、つまりケアする、され

るというものはそれは存在そのものですという決め方をして、存在があってこそお互いが、

ケアをする。これは上意下達であるとか、何かをされるのではなくて、関係性がそこにある

ということなのです。ですから関係しているというものが、ケアということです。上下では

なくても、垂直の関係性の中でなくても、ケアは成り立つのです。 

これは人間が本来持つケアの欲求が、気遣いから入る世話はこの行為での他者との関わ

り合いが成り立っているので、人間が持っている性向ということなのです。ケアを考えたと

きに我々にとっては、胎児から始まるわけです。人間はお腹の中にいる、魚は卵の中にいる

状態から、外に出てくるわけですが、外に出てくる前はほぼ同じです。細胞がどんどんどん

どん複雑化していきますけども、最初、それぞれの中で生が生まれた瞬間は魚も人も変わら

なくて、人間はだんだんだんだん頭が大きくなっていきますが、外に生まれた瞬間は我々は

生きられないのです。産まれた瞬間から自分でも立てないし捕食もできないし何もできな

い、もちろん言葉もできないし、自分が自分として生きていけるのは 3 年ぐらいはまあ本

当にケアされなければ生きていけない。もちろんその後、十何歳位になるまでは、この社会

では生きていけませんけれども、ただ本当にそんな長い間に体から外に出されて生きてい

くにはケアが必要なのです。その長いケア、それはコミュニケーションを伴うケアです。そ

のケアが必要な動物と比べると、魚のはもう卵の中で DNA の中に組み込まれた形でケアを

されているわけです。DNA の中で泳ぎ方とか、動き方すべてが組み込まれて卵から出た瞬

間一匹で泳ぐのです。この卵の中で DNA の中で組み込まれことが魚のケアのコミュニケ

ーションということになります。 
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人間はそれが非常に長く、他者も関わっていくことで尚更にコミュニケーションの大事

さはわかっていると思いますが、そこがケアなのです。それは関わり合いということです。

ですから関わり合いのケアっていうのは非常に大事なポイントで、ケアを問い直すという

ことで言うと、特に福祉の方はこれまでの学びでやってきたのかもしれませんが、ミルト

ン・メイヤロフの言うケアの定義は大事だと思います。それは「一人の人格をケアするとは

最も深い意味でその人を成長すること自己実現することを助けることである」です。この助

ける、ケアするということに対して日本のイメージだと、どうしても上から下へ「やってあ

げる」感がありますが、やってあげる感ではなく「助ける」のがポイントです。なぜやって

あげる感が出てきたのかについては、私の調査ではケアの認識のされ方から生まれていま

す。この言葉がメディアに出てきたのが 2000 年の介護保険制度の議論が始まる 1996 年頃

から徐々に上がってきています。つまり 1996 年に介護保険制度の国会審議が始まり、それ

に伴う議論で 2000 年に介護保険制度が施行されるわけでこの動きに連動しています。 

介護保険制度はご存知のように税金ではなく国民から徴収して老後に当てましょうと言

う仕組みで、税金以外で全員からお金を取ろうといのはなかなか難しく、世論形成が必要で

すから、その時にケアの必要性を厚労省がレクチャーして、メディアが取り上げたという構

図です。特にケアマネージャーという概念です。第三者がサービスを決める、公平性を保つ

ということも制度の中に組み込まれましたので、それがメディア化していき、ケアが人々に

浸透していきました。 

高齢社会と施すというイメージが相まって我々のケアは施しのケアになってしまいまし

た。だからここを捉え直してもう少し水平型の社会の中でケアする、される、それが普通の

存在であることと捉え直す必要があると思います。 

最後にレポートを書いていただければと思っています。レポートのタイトルは「皆さんが現

在考える社会の課題はどのようなアプローチでどのように解決していけるでしょうか。事

例を示して簡単に説明してください」ということで是非いろいろ書いて、読まさせていただ

ければと思っております。 
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（３） 福祉・教育と経済 

担当：引地達也・みんなの大学校学長 

 

◎プロローグ 

 この講義は本事業においてのカリキュラムの最後となります。今回は経済というポイン

トでお話をしていきますが、福祉の中で経済と言いますと、割と堅苦しい、経営に近い話 

になってしまいますが、なるたけ柔らかくお話をしていきたいと思っています。どうしても

経済分析であるとか、お金の流れとか、そういう話も関わりますが、経済のことを理解する

しないによって、福祉の活動範囲がやはり大きく変わってくると思いますので、今回の全体

のテーマである「地域活性化」に向けた地域の中核的人材という役割から考えると、私が担

当する「地域コミュニティと政策決定のプロセス」とともに、そこには必ずお金がつきまと

ってきますから、人間が社会生活をする上で必ずつきまとう問題がお金の問題、普通に暮ら

していてもそうですし、福祉でも、基本的にお金ですべて成り立っているもので、お金を経

済に置き換えてお話しをさせていただきます。 

 さらに福祉の中で、教育はどうあるべきなのかということを考えて、後半でお話をしてい

きたいと思います。私自身、先ほど言いましたように教育と福祉の中で、どのような可能性

があるのかと考えている立場であり、お前が何で経済のことを話せるのかということにな

ります。確かに私は経済の専門家ではありませんので、お話しできる範囲は限られています

が、大手金融機関や大きな企業に向けてコンサルティングという形で会社の活性のお手伝

いの仕事もしてきたので、これらの経験から経済や経営とは何かということを考えてきま

したので、これを福祉と組み合わせて示させていただきます。組織経営は金がかかるのが当

然で、経済の必要性は認識した上で福祉での活動を行う、経済への感覚を持つことによって

非常に現実的な対応が可能になると考えました。現実的な対応を可能になって初めて理想

論が現実的な理想として、語られ、それが行動になって、それが周辺の信頼を得る重要なポ

イントになるということだと思います。 

 ですから、お金のことを分からずに経済のことを分からずに理想を語るのは簡単ですけ

れども、どうしても具体的に動くとなると、そのあたりの感覚や現実の問題は必ず出てきま

す。これがお金の問題です。これをどういうふうに考えていくかということは大事だと思い

ます。 

福祉の領域にいると、このようなレクチャーはないものですから、抵抗感もあるかもしれ

ません。しかし難しい話ではありませんので、少しでも頭に入れていただければとの思いで

作らさせていただきました。 

 日本の社会保障、経済と経営の中で経済といってもそれは株価であったり為替であった

りするイメージもあるかもしれませんが、そういった話をするわけではありません。いわゆ

る人が動く経営ということに関してで、その人の動きは経営そのものなのです。福祉サービ

スは特殊ですが、そこに経済がどう絡んでくるのか。それと最近言われている 3 つの言葉、
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インクルーシブ、ダイバーシティ、ノーマライゼーションについて整理をしたいと思います。 

さらに教育の話をしていきたいのですが、前提として国連の障害者権利条約についての

話から障害者の生涯学習、一生涯の生涯、この生涯における障害者の教育について、そして

現在の重度障害者への視点での問題について考えていきます。最後はエピローグというこ

とでまとめてまいります。 

 

◎社会保障費増加の背景 

本講義の目的として、身につけるべき教養と知識ということで、示しているのが「社会の

一部としての経済活動の基本を理解し福祉のあるべき姿を考えられるようになる」ことで

す。そして教育と福祉の狭間に注目し今後市民が社会に果たす役割を考えていただければ

と思っております。今日の課題は「今回の講義もしくは本講義全体を通してご自分の考えが

変化したことまた更に学びたい部分について自由にお書きください」ということで、レポー

トにさせていただいて今後の参考にさせていただければと思っています。 

 今回の講義の件でもいいですし、全体を通してでも構いません。その考え、何かの化学反

応は学びによって必ず生み出されると思っておりまして、学びという要素を福祉の中でも

取り入れていこうということになっているのです。皆さんにとっても、今回の学びがどのよ

うな考えの変化、今まで思ってきたものと違うものがぶつかり合って、どのような答えが出

たのか、もしくはどのような疑問が出たのか、そのようなことを少しお知らせ頂ければと思

っています。 

 前回もお話しましたが「ライフステージ」は何かという、これは誰もがやはりケアが必要

な状態、ケアというのは関わり合いということでもありますが、特に要支援の人に対してど

のようなシーンができるかといった意味でのケアはいろいろな側面があって、いろいろな

場面があって、一生涯に様々なケアが必要になっていく、もしくはケアをする方、される方

いろいろありますけれども、最後はされる方になるかと思います。する方の皆様方にとって

はいろいろなケアがあって、それが分断化しているので、一つひとつ理解した上でつながり

を持ちたい、それぞれの専門性を突き詰めるのは無理なので、ライフステージに広く対応で

きるジェネラリストを育てましょうというのが今回の趣旨です。 

経済・経営といった時には計画相談にしても高齢者施設についても就労支援についても

全部にかかってくる組織運営の話でもありますから、その意味では広く対応できる内容に

なっていると思います。福祉の支援の現場では当事者個人の問題がいろいろ個々に起こっ

ていて、その問題の一つ一つに対応するための支援者でありたい、ということでプログラム

を構成しております。 

 その経営を考える時に我々の日本社会において、その福祉の経営を成り立たせているの

は基本的に日本の社会保障の制度です、制度と密接に関わりながら経営があります。社会保

障の中で人は医療や介護を受けていくわけですが、社会保障がどういう考えで成り立ち、現

状はどうなのかと見ていくと、2020 年度の国の予算構成のうちに社会保障費を見ていただ
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けばわかるように大変多くなっています。これは 2020 年当初予算の数字ですから、コロナ

禍があってからは予備費を使っていますし、構造変化をしているかもしれませんが、大きく

言いますと 1960 年に比べると顕著に多くなっているのが社会保障です。社会保障に伴って

多くなっているのが国債、つまり借金のお金ということになっています。 

 1960 年代はどんどん列島を改造して公共事業にお金を費やしていきましたから、7 割近

くが公共事業でありました。教育や防衛に使っていたお金が今や 3 割以内というところに

なって、社会保障が多くなっている。見て分かるように、社会保障が最も支出が多くなって

います。もちろん社会保障の多くが高齢者に対する医療負担や医療系のものになります。特

に高齢者負担をこのまま続けていったら、団塊の世代が超高齢者か超超高齢者になった時

に予算が持たないというところで、今の負担を上乗せ、ちょっと上げましょうと年収約 200

万円の方々に対しては割合を増やしましょうと議論されています。 

 そのぐらい社会保障は多くもなりましたし、実際にはそれでは賄いきれないので、負担を

していただこうということになっています。これが今の実態です。 

さらに福祉サービスを見ていくと、障害福祉サービスの予算は年々上がってきています。

平成 31 年度の予算の段階で 1 兆円を越える額になっております。その多くはいわゆる義務

的経費である自立支給給付です。ここにさまざまな福祉サービスが含まれます。就労移行も

そうですし、A 型事業、B 型事業をそうです。同時に障害児の措置費も多くなっています。

給付費これも障害児童の放課後デイサービスであるとかそういったものの増加に伴ってこ

れも多くなってきています。全体的に多くなってきて、やはりこれ以上の支出は難しいと

年々言われつつも、必要に応じて増えてきています。 

特に就労移行は、いわゆる成果主義というか利用者を就労させ、その就労を入社から 6 ヵ

月定着をした上での実績によって、報酬単価を決めるというところは、どんどん就労してい

ただいて、当事者がタックスペイヤーになって頂きたいという国の政策の中で行われてい

るわけです。この状態もそろそろこれ以上は無理ではないかとも言われています。この現状

をまずは理解いただければと思います。 

 

■日本の予算の項目の割合の変遷 
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◎経営の原則 

経営の原則をお話します。福祉サービス事業を行うのが現在、社会福祉法人に限らず、

様々な法人格を持った組織が行っております。個人事業ではできませんが、法人の定款に福

祉サービス事業が事業内容に明記されていれば事業は行えます。それは株式会社、NPO、

社団法人、様々です。このうち特に株式会社の経営資源という意味でお話をしますと、会社

のこの 4 つが経営資源であるのが基本的な考え方になっています。 

それはヒト、モノ、お金、そして情報です。ヒトがいること、モノがあること、お金があ

ってそして情報があるこれによって経営が成り立つという基本的な考え方です。この基本
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的な考え方を土壌というふうに見立てることもよくあります。ヒト、モノ、カネ、情報に種

をまき、水を撒いて、どんどん大きくしていき、社会で皆さんが安らげる木を育てましょう

ということです。ですからそれぞれの資源は重要で、お金はお金だけでは成り立たないので

す。お金と人が集まりモノが集まって、それで経営ができて、商品を外に出したり、サービ

スを外に出す、いろいろな形で社会に出していく、それぞれの木というものがあると思いま

すが、その木が成長するためには、情報、お金、人が大事だということです。 

組織にはステークホルダーという考え方があり、特に企業のとりまく環境というものを

説明しています。これは企業の新入社員研修では必ずされる話ですが、なかなか福祉サービ

ス事業や福祉法人でこういう研修があるのかなと少し思ってしまうのは、こういうことを

初めて聞いた人、結構多いのです。福祉の現場に行くと感じるのは民間企業との空気の違い

です。社会福祉法人と他の非営利型の法人は感覚が違ってきているのは、社員研修の中で特

にステークホルダー、利害関係者の認識をするかしないかが大きいと思います。この企業と

の利害関係者、ステークホルダーの方々をどう位置付けるかによって。その会社の組織の在

り方が分かります。 

 企業にとって株主は大事です。企業経営によって得られた利益を配当という形で株主に

戻します。もともと企業は企業が持っているお金ではなくて株主さんが持っているお金で

それで運営をして、そこで利益を出して、その一定の利益を株主に戻すということなので、

いわば企業は株主のため、と言うのも一つの言い方としてあるわけです。企業はそのお金が

なかったら成り立たないからというところでは、株主が非常に偉いという考え方もありま

す。ただ株主と企業の関係だけでは企業活動は成り立ちません。そこには従業員がいます、

取引先がいて、地域の支えがあって、政治とか自治体の認可や、各種取り決めがあって、そ

して顧客がいる。 

それがなければ企業は成り立たないので、株主が偉いだけではありません。お金の流れと

しては重要であることは間違いありませんが、株主だけが偉いわけではない。株主のためだ

けではないということで、これはすべてのために企業はあるべきだということで、すべての

資源は並行して書かれているものです。これが基本的な企業と経営の成り立ちということ

です。 

 企業は特にマーケットがあって顧客がいて、それによって消費者に買っていただいて、利

益を生み出すという仕組みなので、多くの場合競争が必要になってきます。競合している部

分・場合には勝つために、と言うと非常に殺伐としますが、要は優位に立って活動をするこ

とが求められます。例えば A、B の商品があった時に自社の商品を選んでいただくように

様々な努力をしているのが、企業の努力だということです。 

その基本図として縦軸が事業の魅力度、横軸が自社の競争力というのがあります。事業の

魅力度は商品そのものの魅力と言われるかもしれませんが、それが高いか低いかで自社の

競争力、他との競争が劣位なのか優位なのか、これは商品の価格や質などいろいろ言えるで

しょう。結果、グラフに書いた ABC はそれぞれ、競争はまあ優位だけれども商品の魅力が
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そんなにない、であったり、価格は低いけれども、何かパッとしない商品であったりと言え

るかも知れません。B はどっちでもないというところで、事業の魅力度はとてもいいんけ

ど、競争力が低い、このようなバランスではなかなかうまくいきません。 

企業は競争力も優位となり、高い魅力を示すことを目指すことで収益を確保することに

なります。この構造の中で福祉サービスを考えた時には、自分らの事業の支援の魅力はどう

なの、というところで自社の競争力、支援をうまくやるために自分らは何を用意しているの

か、スタッフはよい支援者なのか、よいテキストがあるのか、よい建物なのか、等で競争力

を高めていくということです。 

放課後デイサービスでも、高齢者の通所施設も同じで、福祉サービスが契約制度となり、

最近数年十年間で福祉サービスに民間企業が参入し、多くの事業所が立ち上げられた中で

確実に競争や魅力が問題になってきています。事業所を市場が認めるかどうか、地域のマー

ケットに認められるかによってその事業が成り立つ、成り立たないかになると思います。 

 事業所をこれに当てはめた時に、競争力と魅力度がどちらも良ければ潰れることはない

のです。何かがダメな時には何かが欠けている状態と言えると思います。これが経営や事業

を考える基本ということになっています。 

 

◎経済活動とサービス提供 

企業の基本を確認した上で福祉サービスの特性は何でしょうか。福祉サービスという言

い方をしたのは最近の話です。「サービス」という言い方に、未だに感覚的に受け入れられ

ない人がいるかもしれません。それは措置制度の歴史が長かったためですが、福祉の場合は、

社会的弱者を公的機関がコントロールする、これを措置と言いますが、簡単に言えばできな

いから国が「してあげる」という考え方です。障害者にしても、高齢者にしても、そうなん

です。できないからそれに対して国が保障するということ考えです。 

これは間違っていますね。間違っているというのは戦後の憲法上、幸福を追求する権利や

生存権、普通に生活する権利を我々は誰しも持っている。それは憲法上保証されています。

それに対しての措置という考え方は基本的には古い考え方です。誰もが保証された権利を
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ただ単に行使するために国はどうしていくのか、ただそれだけなのです。それは措置ではな

い。ですから措置という考え方が非常に長かったのが、今も「サービスでない」というとこ

ろにつながっていると思います。 

特にサービスの概念が広まっていったのは 2000 年に施行されました介護保険制度が大

きい。1996 年に国会に上程されて、審議を経て制度が 2000 年から運用され、最初はお金

をみなさんから徴収するという形だったので、徴収の周知期間ということで徴収が始まっ

たのが 2001 年からと思いますけれども、この介護保険制度の中でサービスをその人、高齢

者がいろいろ選べるということになり、サービス提供にたけた民間企業の参入が多くなっ

てきました。 

そこで競争力の導入という考え方がどんどん入ってきたっていうのがこの 2000 年です。

いわゆる新自由主義的な経済はどんどん競争して経済を活性していくという考えです。措

置制度は、いわば「大きな政府」と「小さな政府」との考え方があるときに、大きな政府が

すべてをコントロールするという考え方で、政府は小さく、民間にどんどん任すものを任せ

ていきましょう、市場によって判断されるものが生き残るという考えですから、淘汰される

分野があったり会社があったり、そこは自由競争の中で仕方がないと、考え方です。 

小泉政権はこれを推し進めてきたわけですが、この考え方の中で福祉サービスも経済の

競争原理の中で語られるようになりました。改正法で先ほど言いましたように介護保険制

度の施行と同時に改正法が施行されたわけです。 

 ここ先ほど言いましたように福祉サービス利用者の利益の保護および地域における社会

福祉の推進を図ること、ということで措置ではなく契約制度、当事者が選んで契約をし、そ

の契約をもとに行うことを規定をし、各事業所がサービスを提供することになったわけで、

これは英国をはじめとする欧米的な考え方のもとの契約に基づいて実行することに変えた

わけで、今まで利用者といった人たちが消費者なったわけです。消費者ですから事業者にと

はお客さんなわけです。お客様ということになった。自己決定の原則に利用を選択するとい

うことで行政が利用者、障害当事者に「あなたこの施設利用をしなさい」と言う、命令に近

い形で指示していたところから当事者の選択が委ねられたことになりました。 

 ただそれでも、未だにその相談員や市の窓口は「こっちの方がいいんじゃないですか」と

指南をしながら、市の施設の利用というものを決めていきますから、それは親切心で指導す

るというかリードするというか、そういった形で役所も動いていると思います。ここは私な

りの経験からすると措置制度の感覚を持ってる人がいらっしゃるなという気もします。特

にご年配の方で措置制度時代に福祉を一生懸命やってこられた方で「あんたはこうだから

こうだって」と言うような、窓口対応をしている人がまだ少なからず見かけます。 

もうそういう時代ではなくて、利用者が何をしたいのか、どうなりたいのかということ、

その思いから何を選択したらいいのかという導きがあっても、「あんたはここですよ」と言

える状況ではなくなっているのが今の状況です。 

そのためサービスの原理がここで発揮されなければいけないので、福祉も経済という中
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の一部だと言えるわけです。ただ福祉がサービスの中に入る時に矛盾している点が 1 つあ

ります。それは定められたサービス価格であることです。自分のサービスがいいから、来て

ください、というのはわかりますが、ここに市場の反応があって、値段が反映するわけです。

良いサービスには高いお金、高級ホテルが高くて、そこそこのホテルが安い、それはその値

段に見合ったサービスを受けたいから行くわけです。サービスの質によって値段が変わる、

それに市場が反応することが基本的な経済行為ですが、福祉サービスはお金が限られてい

るわけです。 

 いかに立派な施設を作ってもボロボロの施設であっても得られるお金は基本的に一緒で

す。定められたサービス価格に限られたとなると、限られた財源の中でいかに質の高いサー

ビスを提供するかということになります。どうしても市場原理を取り入れつつも純粋な市

場原理ではないというのが福祉サービスの特徴であり、矛盾点でもあります。 

 

◎映画から見る障害者と経済 

 この原則を踏まえた上で、皆さんの頭を少し柔らかくしいただきたいと思います。大事な

のは現状をどう認識をするかというところで、「障害と経済」には施設経営だけではなく、

当事者の就労行為など、いろいろな側面があります。経済行為の中に障害者が入らない、入

れられない、そんな感覚も日本人の中にあるかもしれません。 

これから映画のダイジェストを観てみようと思います。時間に限りがあるので予告編だ

け見て、その感覚だけで構わないですので、気になるものはまた時間がある時に改めて観て

もらえればと思います。映画は 3 作品で日本、韓国、イタリアの障がい者にまつわる映画で

す。そこでどんなことを考えられるのか、感じるのか、私もその後コメントしつつ進めます。 

まず日本の映画作品で「あん」です。お亡くなりになりました俳優樹木希林さん主演、河

瀬直美監督の作品です。「あん」、これはあんこのあんですね、この樹木希林さんが演じる方

はハンセン病です。昔ライ病と言われましたが、現在はハンセン病患者に対する措置行為に

対し国が保証する方向で話し合いがあります。訴訟が起こされて、やはりこれは憲法上の権

利侵害をしていたということで判決の元で、いろいろ判断され、国が保証する方向で今話が

まとまりつつあります。そのハンセン病の方の現代の話です。 

【映画「あん」予告編上映】 

このハンセン病患者役である樹木希林さんですが、映画ではこの方のあん作りが格別で

美味しくて、パッとしなかったどら焼き屋が行列ができるわけですが、作っている人がハン

セン病だということが広まって、またお客さんが来なくなるというようなストーリーであ

りますが、ここで語られる経済行為としては、障害者の活動を阻害する我々の社会のスティ

グマが存在しているというところです。これは顕著な例で我々の生活には差別が静かに入

り込んでしまっている、これは感覚的なので日ごろは気づかないまでも、それはあることが

よくわかる作品ではないかなと思います。もちろん、差別そのものに焦点を当ててみること

も出来ますし、作品そのものはいろいろな見方があると思います。経済行為で見たときには
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非常に日本の特徴を示していると思います。その日本の特徴は何かというと、次の韓国の映

画と比較をしてもらうとわかりやすいと思います。まず韓国の映画を見ましょう。 

これは「オアシス」という 2002 年の作品です。イ・チャンドン監督のソル・ギョング、

ムン・ソリが主演です。この映画は非常に衝撃的ではありますが男性はソル・ギョング演じ

る男性は刑務所帰りで映画では明確に示しませんが、日本でいうと知的な障がいがあると

いう設定でありますが、ここでは語られません。周囲がその障がいのようなものを利用して

彼を交通事故加害者の身代わりとして刑務所に入れて刑務所から戻ってくるのですが、周

囲は引越し先を彼に告げずいなくなっている、という具合です。そこでムン・ソリが演じる

脳性麻痺の女性と知り合って恋に落ちる映画です。これは非常に衝撃的なもので 2 人の障

害がある方をどのように社会に組み込まれているのかということを認識させられるモチー

フがたくさん出てきます。しかし、その視点がなければ見過ごされてしまう可能性もある何

気なさ、もあり、完成が問われる作品です。 

【映画「オアシス」予告編上映】 

ここで日本と韓国を比べてみると、日本の「あん」は障害のある人が経済行為を中心とし

た社会生活の中に入っていこうとしても、そこに静かな差別という当事者への抵抗という

のが生まれます。ここではものを買わないという抵抗です。それによってまたハンセン病の

人が世の中から引いていくわけです。それは静かに進行していて、結果的に主人公は死んで

いくわけですが、その静かなやり取り、静かな圧力と言っていいかも知れません、差別され

る側からするとその静かな怖さが日本の特徴と言えるかもしれません。 

これに対して韓国の場合は主人公の 2 人は社会から疎外されている中でも、頑張って表

に出て行こうとしますが、そこでまた無理やりにそこから排除されることを繰り返される。

静かにというよりも非常に動的なそのやり取りがたくさんあります。動的と静的という見

方をすると韓国と日本は違うということが参考になる映画だと思います。機会がある時に

見ていただければと思います。 

最後に観てほしいのが、経済行為といった時に、労働を介して労働者という立場で経済行

為を行う社会に入っていくのが重要なポイントだと言い続けているわけです。日本も同様

に就労移行を活発化させ、どんどん障害者がタックスペイヤーになりましょうと推進して

いるわけです。タックスペイヤーになるのはどういうことかというと労働者として労働対

価を得ましょう、社会保障費を削減する一つの手だてだと思っているわけです。実はそれも

そうかもしれませんが、経済行為をする労働者になるということで障害者自身が、それが社

会生活者として最も誇りを持てるものだと、先進国と呼ばれる国々で共通した感覚ではな

いかなと思います。自立という言い方をされますが、働く、自分が何かの活動して、それが

社会に役に立っているというのが誰しもの感覚として持ちたいものだと思いますが、その

関係の成り立ちは労働者ということになると思います。 

 この労働者としての権利を行使する障害者が社会で奮闘する過程、そして、それぞれの生

きがいを模索した物語が 2008 年のイタリア作品「人生ここにあり」、ジュリオ・マンフレ
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イドニア監督の映画です。イタリアは精神病がない国と大げさに言われますけれども、ある

時から精神病院を作らないという法律、バザリア法ができて、新しく精神病院は新設しない、

とし、基本的に地域が障害者を支える形、障害者の支援を地域で作っていくのがイタリアの

やり方です。このやり方をするにあたっては労働者として生きていくということが非常に

重要なポイントで、イタリアは労働組合の文化が根付いていますから、労働者になれば労働

者の権利を保障するために組合があって、その組合が団体交渉で経営側に要求をする。それ

により自分の労働者としての権利を獲得していくことを障害者にもやろうと奮闘した、実

話をもとにした作品です。 

【イタリア映画「人生ここにあり」予告編】 

 イタリアの精神病院の方々の組合を作り、労働を入れ込んで労働組合にするというスト

ーリーで、ここに経済活動を組み入れるという見方が出来ます。最初はいろいろな葛藤があ

ったかと思いますが、1980 年代にやり始めたというところは、日本が見習うべき点も多い

と思います。もちろん日本も組合が多くの会社にあって、それが機能していて、盛んだった

時期もありましたが、今では組合の組織率は低くなってきていますし、新しい会社には組合

がないケースが多い。組合の団体交渉も大きな会社でないと存在しない状況だと思います。

これは一人ひとりの弱い力を団結することによって声を届けましょう、というもともとは

ヨーロッパ的な思想があって成り立ってきましたが、今、当事者の声をどのように聞いてい

けるかは一人ひとりの心がけや事業所の思いがなければ、なかなか実現しないので、私もい

ろいろな事業所を見て回って、声をどのように汲み取るか、は各事業が非常に苦労している

ところです。一方でそれらの声を無視しているところもある、自覚はないけども、聞いてい

ないところ、これは努力しないとなかなか人の話は聞けませんから、その意味で言うと、い

ろいろな努力がまだまだ我々、日本社会の中で、特に福祉に携わる人たちには必要ではない

かなと私自身は思っております。 

 日本と韓国とイタリアの障害者にまつわる映画で経済行為の違いを感じていただければ

と思います。感想は皆さんそれぞれあると思いますが、機会がある時に 3 つの作品を観て

いただければと思います。 

 

◎３つの言葉と心の土壌 

福祉における経済行為について考えると、次の 3 つの言葉はすべて絡んでいるところが

あり、それを整理していきたいと思います。３つの言葉とは、「ノーマライゼーション」「ダ

イバーシティ」「インクルーシブ」です。この言葉はいろいろなところで目にします。ポス

ターや CM、一般的なメディアの中でどんどん出てきている言葉ですが、特に最近多いのは

ダイバーシティでしょうか。広告会社の電通はダイバーシティー大好きですから、企業との

タイアップやイベントなど様々なものが企画されています。ダイバーシティの中には多国

籍が一緒、多様性を認めようということだったり、LGBT、多様な性的な嗜好を認めますよ、

ということが最近のトレンドに親和的ですから、多用している印象があります。このダイバ
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ーシティが３つの中では最も経済に近い言葉との解釈が成り立つと思います。 

それではノーマライゼーションとインクルーシブとの違いは何かというと、まずはノー

マライゼーションは最も福祉の方にはなじみのある言葉だと考えられます。そもそも「みん

な一緒に障害のある人もない人も」という考え方の象徴的な言葉として古くからある言葉

です、これは厚生労働省によりますと「障害のある人が障害のない人と同等に生活し、とも

に生き生きと活動できる社会を目指す」のがノーマライゼーションです。これは標準化、正

常化。常態化と訳されることが多い。障害がある人を変える、いわゆる個人モデル・医療モ

デルです。車椅子に乗っているのは、車椅子に乗っている状態が悪いから、その人が立たな

いとしょうがない、という感覚ではなくて、周りが変わろう、車椅子の人が常にスロープが

あってどこでも行けるようにしましょうということ、発達障害者の人がその理解できない

部分が、お前が理解出来ないのはお前が悪いというのではなくて何が理解できないのだろ

うということを周囲が理解をし、理解できるような形を作る、それがノーマライゼーション

ということです。 

 これは1950年代にデンマークのニルス・エリク・バンク＝ミケルセンが提唱したもので、

スウェーデンのベングト・ニリエが世界中に広めました。ノーマライゼーションは厚生労働

省が書いてある通り非常に福祉的に使われ続けていて現在も福祉的な感覚で言っているケ

ースが多いと思います。 

 ダイバーシティは新しい概念として非常に今広く伝わっています。先ほど言った通りい

ろいろなところで見かけます。これは多様性・相違点・多種多様性ということでダイバーシ

ティは訳されますが、実在に即した定義としては、市場を意識しなければならないと思いま

す。つまり「市場の要求の多様化に応じて企業側も人種、性別、年齢、信仰などにかかわら

ず多様な人材を生かし最大限の能力を発揮させようという考え方」（経済産業省）で、人種、

性別、年齢、信仰にこだわらない、さらに多様な価値観を認め合うということなのですが、

これまでの日本は今までそこにこだわってきたという社会があるというのを思い知らされ、

日本社会の現実がちょっと浮かび上がってくるようです。 

例えば性別、男女雇用機会均等法と言いつつも男女の偏りはまだあります。単純に言うと

例えば電車の地下鉄の車掌さんとか、そこに働いている人は圧倒的に男性が多い。例えばド

イツに行くと普通に女性の車掌さんがいたり、女性の鉄道職員がいます。日本では最近見ま

すがやはりまだまだ男性が多いと思います。私が以前、新聞記者時代に海外取材に行くと普

通に女性記者が多い。日本では女性記者の例が少ない。最近は国会議員の数もよく国際比較

されます。おじさんばかりの国会議員も欧米特に北欧からみると非常に異様な風景なのか

なと思います。人種も日本では多様になってきていろいろな人が増えまして、日本でも日本

語を母語としない人もたくさんいらっしゃいます。これに伴ってという形でいろいろな信

仰の方も、特にイスラム教の信仰の方が普通に日本で暮らしていたりするわけです。その人

に対してイスラム教が食べられない豚肉を振る舞ったり、一緒に焼肉、サムギョプサルを食

べに行こうと言ったり、そういうことはタブーですから、このような理解をし合って、様々
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な人の能力を発揮していきましょう、という社会ですね。 

「ダイバーシティ 2.0 行動ガイドライン」を広く出しているのが経済産業省ですが、これ

はやはり経済的な感覚です。企業はグローバル化によって日本の企業がそれぞれグローバ

ル化しなければいけない状況がここ 10 年以上続いていて、そこで静かに人種とか性別への

感覚をグローバルスタンダードに合わせるということ、人の流れということで言うといろ

いろな人が入ってきた、それに対応する企業が必要で、そこに大切な感覚として今広まって

いるのがダイバーシティということなのでしょう。 

先ほどのガイドラインは経済産業省の「競争戦略としてのダイバーシティ経営のあり方

に関する検討会」を経て作成されたもので、これがなければ企業は国際競争には勝っていけ

ないというような考え方で、非常に経済優位的な考え方とダイバーシティとが密接に関わ

っていることがわかると思います。 

最後のインクルーシブは、包容、包摂という言葉で訳されたりしますけれども、ここは文

部科学省です。先ほどは厚生労働省、次は経済産業省、そして文科省それぞれ一生懸命発信

しているので、省庁が違うということはそれぞれ背景とする文化が違うということです。こ

れはそれぞれ区別して考えた方が良いと思います。インクルーシブを経済の方に入れよう

としてもなかなか馴染まない、経済にはダイバーシティであるわけです。 

インクルーシブは障害者権利条約が基本になっています。後でもやりますが、障害者権利

条約の成立過程で教育に関する第 24 条が最も議論になった部分と言われます。ここは文科

省が共生社会の実現に向けて引用している部分で、第 24 条の「インクルーシブ教育システ

ム」の普及ということになっています。文科省によると、障害者の権利に関する条約第 24

条によれば、「インクルーシブ教育システム」（inclusive education system）とは、人間の

多様性の尊重等の強化、障害者が精神的及び身体的な能力等を可能な最大限度まで発達さ

せ、自由な社会に効果的に参加することを可能とするとの目的の下、障害のある者と障害の

ない者が共に学ぶ仕組みであり、障害のある者が「general education system」（教育制度

一般）から排除されないこと、自己の生活する地域において初等中等教育の機会が与えられ

ること、個人に必要な「合理的配慮」が提供される等が必要とされています。 

原則的に特別支援学校が日本にはあります。特別支援学校は小等部、中等部、高等部があ

り、その小等部から入ったら特別支援学校の人たちと一般の学校の人たちは交わらないの

で、エクスクルーシブ、別々になってしまう。これはインクルーシブと逆行するわけです。

ただ日本の制度は一応、本人の希望を尊重するのが原則になっていますから、特別支援学校

に入る時も「入れ」とは言わない、基本的に「どちらにしますか、どちらでもいいですよ」

という選択の中に親御さんが「特別支援学校で」という決定をすることに一応なっています。 

希望によって決定、それを希望という言い方をするわけですが、どちらでもいいんですけ

れども、そっちにいってしまうというのは日本の文化的に迷惑をかけたくないとか、そうい

った思いも少しあるのかなと思います。 

それがノーマライゼーション、ダイバーシティ、インクルーシブの考え方です。この 3 つ
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をうまく考えて教育、経済、福祉の違いをわかっていただければと思います。福祉でノーマ

ライゼーションでも、会社に行くとダイバーシティの中に位置付けられるということです。

ダイバーシティとインクルーシブの考え方もまとめますと可視化された部分とされない部

分という見えない部分があり、さらに普遍的、可変的な部分があります。性別、人種、身長、

年齢、体格の可視の部分と不可視の部分、精神障害等一見わからない部分があって、この２

つはどちらも大事です。どちらも大事なので、ただ可視の部分の表、その部分だけで判断を

しないように注意しなければいけない。これをあらためて気づくためにショートムービー

を見ていただこうと思います。要は可視化されたもの、不可視のものを含めて皆さんの心に

どう響くのか。ニューヨークの鉄道駅を舞台にしたショートムービーです。 

【ランチデート上映】 

これは何気ない話かもしれません。1950 年代のアメリカのです。まだ人種差別が随分と

激しかった時代の中でのニューヨークの駅です。ここで皆さんが今どんな感覚を持ってい

るかを少し考えていただいた上で、つまり登場人物の女性の気持ちになっているでしょう

から、この女性がどんな気持ちなのか、それを考えながら、次の最後の部分を見ていただき

ましょう。 

【ランチデート最後の部分上映】 

今、ダイバーシティ、インクルーシブ、ノーマライゼーションの流れで、これを見てもら

いましたけれども、アメリカのようなダイバーシティの世の中はずっと続いているわけで

我々、日本はまだそこまで鍛えられていない社会状況にあります。基本的に考えなければい

けないのは、この女性がモノを持って、自分が守るべきものがあるところと、黒人に対して

の壁があります。これはダメなことかどうかという問題ではく、なくした方がいいかもしれ

ませんが、基本的にあるものだと捉えなければいけないとわかるわけです。社会の中でいろ

いろな違いがありますが、その違いの中で差別や偏見になってしまうことはあるでしょう。

ある中でそれでも社会は人と人が繋がって、人がつながったことで誤解のようなことが生

まれながらもそれぞれが存在しているのです。ダイバーシティの世の中にあって、我々はこ

の女性の気持ちに入ってみると、いろいろなことが見えてくると思います。 

 

◎文科相のメッセージとその可能性 

先ほどに続いて障害者権利条約の話をします。障害者権利条約は 2014 年に日本は批准を

しています。それまでの経過は、精神遅滞者の権利に関する宣言（1971 年第 26 回国連総会

採択、障害者の権利に関する宣言（1975 年第 30 回国連総会採択）、障害者に関する世界行

動計画（1982 年第 37 回国連総会採択）、障害者の機会均等に関する標準規則（1993 年第

48 回国連総会採択）と数々の宣言を出していますけど、法的拘束力を持たないものが続い

てきました。その中で障害者権利条約は、各国に対し、「障害者の人権や基本的自由の享有

を確保し、障害者の固有の尊厳の尊重を促進するため、障害者の権利の実現のための措置等

を規定し、市民的・政治的権利、教育・保健・労働・雇用の権利、社会保障、余暇活動への
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アクセス」を求めています。 

日本は 2007 年に国連総会で署名をし、2009 年に首相が本部長の「障がい者制度改革推

進本部」設置、2011 年に「障害者基本法」改正、2012 年に「障害者の日常生活及び社会生

活を総合的に支援する法律」、2013 年に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法

律」、「障害者の雇用の促進等に関する法律」改正と関連の法整備をした上で批准をしていま

す。 

教育の面からみると、条約の中に入っている障害者の生涯学習・生涯教育をどのようにし

ていくか、が課題として突きつけられています。障害者の生涯を通じた学習活動の充実に向

けた動きに向けた政策化のプロセスの起点として重要なのが平成 29 年の松野博一文科相

（当時）のメッセージ発出です。「特別支援教育の学習生涯学習化に向けて」との文書でで

一気に進んでくるわけですが、この松野文科相のメッセージは何によって、その言葉が示さ

れたのかという前段でされたやり取りがあります。これは直接やり取りした方と私も話を

しました。つまり「私の子どもの居場所がないからタバコを吸わせます」ということです。

なんのこっちゃっていう話なのですが、これは当時、特別支援学校高等部 3 年生のお母さ

んの話です。なぜかというと、停学させられたいからです。停学させられれば、また 1 年学

校に行けますという話です。それは居場所がない事でもあります。18 歳以降学びたいのに

学べる場所がない、だから停学させて 1 年もう一回、高等部にいさせてもらいたいとの話

です。この学校に視察に来た松野文科相に直接言って、文科相が絶句するわけです。これを

受けての文科相メッセージが出るわけですが、以下がそのメッセージです。 

「私はかねてより、障害のある方々が、この日本の社会でどうしたら夢や希望を持って活

躍していくことができるかを考えてきました。その中でも印象的だったのが、特別支援学校

での重い知的障害と身体障害のある生徒とその保護者との出会いです。その生徒は高等部 3

年生で、春に学校を卒業する予定であり、保護者によれば、卒業後の学びや交流の場がなく

なるのではないかと大きな不安を持っておいででした。他にも多くの保護者から同様のご

意見をいただきました。これまでの行政は、障害のある方々に対して、学校を卒業するまで

は特別支援学校をはじめとする「学校教育施策」によって、学校を卒業してからは「福祉施

策」や「労働施策」によって、それぞれ支援を行ってきました。しかし、これからは、障害

のある方々が、学校卒業後も生涯を通じて教育や文化、スポーツなどの様々な機会に親しむ

ことができるよう、教育施策とスポーツ施策、福祉施策、労働施策等を連動させながら支援

していくことが重要です。私はこれを「特別支援教育の生涯学習化」と表現することとしま

した。文部科学省では、このような観点から昨年 12 月に「文部科学省が所管する分野にお

ける障害者施策の意識改革と抜本的な拡充」を公表しました。併せて、省内の体制を確立す

るために「特別支援総合プロジェクト特命チーム」を設置しました。さらに、今年度から生

涯学習政策局に「障害者学習支援推進室」を新設しました。 

（中略） 

 各地方公共団体におかれては、障害のある方々がそれぞれのライフステージで夢と希
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望をもって生きていけるよう、生涯にわたる学習活動の充実を目指し、生涯学習や特別支援

教育、スポーツ、文化、福祉、労働などの関係部局の連携の下、国とともに取り組んでいた

だきますようお願いいたします」。 

 

これを持って松野文科相はやはり特別支援教育の生涯学習が必要です、18 歳以降も学べ

る機会が必要だということ言って文科省内に障害者学習支援推進室を作り、各地方公共団

体に生涯にわたる障害者の学習を推進しましょう、国ともに取り組んでいただきますよう

お願いします、ということになっています。各地方には一緒にやっていきましょうと国から

メッセージを出されていますので、対応していただきたいと思います。私がやっているみん

なの大学校は障害者の生涯学習をしたい地方と組みながら学びをどのように保障していこ

うと実践していきたいという立場です。 

特にその障害者の生涯学習に行った時に重度障害者の視点っていうのは重要なポイント

で福祉領域での訪問看護サービス、教育領域での生涯学習サービス、この 2 つを模索をし

ながらやっております。私の学生 2 人ですが、右側の学生はみんなの大学校のカリキュラ

ムで他の学生と共に画面を分割した形で先生の講義を受けている。左側の学生はなかなか

重度障害のために目も見えない状態です。そのため訪問サービスの方が横にいらっしゃっ

て、そこでサポートしていただきながら授業する形になっています。このような形で学習の

可能性があるのではないかと取り組んでいます。 

 最後はこのプログラムの発展についてお話し終了したいと思います。このプログラムは

元々3 年前から始まって福祉学、教育学、社会学を学んだ上で新しい視点で皆さんが実習を

したりボランティアをすることによって、そのレポートを提出してもらって地域サポータ

ーになっていただきましょうという枠組みで始まりました。しかし、訪問するボランティア

が全く出来なくなり、集合型の学習も 3 年目になってすべて WEB に切り替えることにな

りました。社会活動が制限された事情を受けて今回、本プログラムすべてを受けた方々はす

べて地域サポーターということで、委託研究を受けた主催団体、一般財団法人福祉教育支援

協会から認証してお渡しします。一般財団法人福祉教育支援協会が認定をした上で来年度

以降は同じプログラムをやるかもしれませんが、来年度の計画によります。地域サポーター

を得られた方々に関しては私が運営しています一般社団法人みんなの大学校が地域活動の

活発化に向けて個別に皆さんとやっていければと考えています。 

私自身が専修学校を使った人材育成プログラムの開発と実際にその学び、障害者の学び

の委託研究をどちらもやっている立場なので、障害者のライフステージに何ができるのか

に関しては、いろいろな福祉のつながりの中から皆さんひとり一人、それぞれに皆さんの活

動している地域があると思いますので、そのニーズに応じて皆さんをサポートする形をサ

ポーターの方々にはやっていきたいと考えています。 

制度は続けていきたいと思っていますが、コロナ禍にあって今年度、急な変更を余儀なく

されたことによって我々自身の運営も非常に苦慮したところがありました。来年度以降は
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もう少しスムーズにできるように計画立てていきたいと思っております。今年度すべての

講義を受けられた方。本当にありがとうございました。バリエーションに富んだ講義で、私

自身も見ていて楽しいものばかりだったので、おそらく参加した方々にも面白い楽しいと

いう思いが伝わってくれればいいですし、その学びの楽しさを知っているからこそ、いろい

ろな方々に関われ際に楽しさを見出してくれるのではないかと思っております。 

それでは本講義終了とともに全部のプログラムを終了したいと思います。皆さんとって

は最後レポートもあるかと思いますけれども、こちらは今回の講義もしくは本講義全部通

してご自分の考えが変化したこと、またはさらに学びたい部分など、ご自由にお書きくださ

い。 
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（４） コミュニケーション演習Ⅰ 

担当：田中瑛・東京大学大学院学際情報学府博士課程、みんなの大学校研究員 

 

◎重要なメディア 

今日は、コミュニケーション演習とは言いつつも、扱っていくのは人と人との「対面での

コミュニケーション」ではなくて、「メディア」です。特に「ソーシャルメディア」などを

扱うんですけれども、特に社会学に比べても非常に歴史の浅い分野で、ソーシャルメディア

自体が普及し始めてから 10 数年ほどしか経ってないわけですよね。まさしく、いま変化が

起きていることについて色々なな議論が交わされていたり、研究が進められているフロン

ティアになるので、その片鱗をご紹介できればと思っています。 

今日のこの講義の目的なんですけれども、先程、社会が個人に対してすごく影響を及ぼし

てるんだ、個人だって社会に対してこう働きかけができるんだという話をしましたけれど

も、それにおいてすごく重要なのがメディアなんですね。まずメディアというものが人々の

現実の認識に対してどのような影響を与えているのかということ全般を理解していく。二

つ目には、三つ目も大体同じなんですけれども、SNS であるとか AI といったような新し

いメディア技術が次々に出てきています。けれども、これが本当に良いものなのか、それと

もよく言われるように怖いものなのかとか、色々ありますよね。SNS が良いか悪いかを決

めつけるのではなくて、良い点と悪い点を比較しながら、それぞれの点を見ながら、分析し

ていくことが非常に重要になってくると思います。 

やはり考えるというプロセスが重要で、先ほど言いそびれましたが、この講義にはレポー

トがあります。30 分で自分自身の経験にひも付けながらお話ししたようなことを考えてい

く機会にしていただければと思います。 

早速、私たちの社会、日常生活というものに対して、メディアというものがどのような影

響を与えているのかということを考えていかないといけません。私たちは非常に色んなメ

ディアを使っています。ここに挙げたもの、全部やっている人はメディアに漬かり過ぎなの

で、気を付けた方がいいかもしれません。例えば、朝、新聞やテレビを見て Twitter や

Facebook のタイムラインなどを確認するとか、仕事の最中にやっていたら怒られるかもし

れませんが、仕事の合間合間で 1 日にスマホでヤフーニュースやまとめサイトを見るとい

うことがありますよ。「メディア」と言うとどうしても新しいものが連想されますが、電話

とか小説、そういったものもやはり「メディア」なわけです。メディアは、そもそも情報を

媒介するものなので、結構ありとあらゆるものを「メディア」と呼ぶことができるわけです。

この中で「絶対にメディアを使わずに日常生活を送ってます」という人は一人もいないはず

です。実際、私は今こうやってメディアを通じて情報を伝えているので、やはりメディアを

抜きにしては日常生活は成り立たないということを今日前提にして考えていかないといけ

ません。 
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◎私達はメディアを通じて現実を認識する 

それでは、メディアというのはどういう風にして私たちの日常生活に影響を与えている

のかということを考えるときに大事なのが「現実」というものです。この「現実」は、どう

にも、私たちの外にあるものとして考えられがちですが、先ほど言ったように「現実」とい

うのは一人一人が頭の中で思い描いていくものです。ただ「現実」に対してメディアという

のはすごい影響を与えている話をしたいと思います。 

これは、ウォルター・リップマンという評論家が昔書いた『世論』という本の中で紹介さ

れた喩え話です。喩え話ですが、実際にあった話らしいのです。1914 年にイギリス、フラ

ンス、ドイツの人が一緒に同じ離島で仲良く暮らしていて、離島ですので 2 ヶ月に 1 度し

か郵便が届かない。その 2 カ月前のスキャンダルに思いを巡らせながら、「あの事件どうな

ったんだろうな」とか言って、3 人で仲良く手紙を待っていたわけなんですけれども、実は

6 週間前から本土の方では第一次世界対戦が勃発していた。その話が 6 週間遅れで郵便を通

じて伝わるんですよね。当然、第一次世界大戦はイギリスとフランスが同盟を組んていて、

ドイツは敵国だったんですよね。そうすると、その情報を 6 週間越しに聞いた瞬間に、「あ

れ、お前、なんだ敵なのか」という話になってしまって、ギクシャクしますよね、当然。ち

ょっとした叙述トリックのような話ですけれども、大事なのは、戦争している国の人同士が

6 週間も仲良く暮らしていたということですね。この郵便さえ届かなければ、もしかしたら

戦争が終わるまでずっと仲良く暮らしていたかもしれない。それが郵便というメディアを

通じて媒介された情報によって、この人たちの「現実」の認識が変わってしまったわけです。

そして、それが実際の人間関係にまで影響を及ぼしてしまう。 

こういった逸話から得られるものは 2 つあります。「現実」というものはメディアを通じ

て作られるものなんだということですけれども、一つはメディアというものは「現実」をそ

のままを映し出すものではないということ。あくまでも擬似的に再現しているだけなんで

す。例えばテレビはカメラで映し出した絵を信号に変えてそれをモニターの上に映し出し

ているわけですよね。この時点で、「現実」は再現されたものです。専門用語を使うと、「表

象」という言葉を使ったりするんですけれども、どういう切り取り方をするかによってこの

「表象」の形というのは当然変わってしまうわけですよね。すべてを映し出そうとしてもや

っぱり全部のありのままの現実をあるがままに映し出すのは絶対にできないわけなんです。

例えば、このシマウマの画像を見て「大草原だな」と思ってたら、実はカメラの横のところ

にすごい近代的な工事現場があって…みたいな話が、これは私の作り話ですけど、そういう

話は結構あります。 

では、メディアというのは嘘っぱちばかりで信用できないのか、見ない方がいいのかとい

うと、そうではないんですよね。そもそも、私たちはメディアが生み出している疑似的な現

実を通じてしか、ほとんど現実を認識することはできないという事が大事なんです。例えば、

自分自身の目で直接見て自分自身の肌で直接触れた事よりも圧倒的にメディアを媒介して

間接的に経験したことの方が、私達には影響を及ぼす。もっと言えば、やはり噂話とかそう
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いった、人から聞いた情報の方がはるかに自分が自分だけで直接得た情報よりも圧倒的に

多い。こんな感じで、自分だけで直接体験したことというのはほとんどないわけですよ。そ

うすると、疑似的な現実だと分かっていながらも、きちんとそのことを理解すること。それ

に縛られざるを得ないということを私たちはやはり理解しなければいけないという事です。

つまり、メディアからの影響というものを自覚しないといけませんが、これは決して「メデ

ィアを見るのをやめる」とか「マスコミは決して信じられない」というような話ではありま

せん。どのチャンネルを通じてでも、私たちは何らかのメディアを見ていて、何らかの影響

を受けているんだと、こうした影響をまず理解する必要があります。「私は影響なんか受け

てないんだ」と言い張る人がいますけれども、それは受け身で、メディアからの影響から目

を閉ざしてしまっている状態ではないかと思います。 

このことを主体的に理解するためには、そもそも自分自身にバイアス、つまり認知の歪み

があるということを常に意識する必要がありますが、例えば、このグラフが示しているもの

は縦軸が人がテレビから影響を受ける見積もりなので、「俺以外はあのテレビかすごい影響

を受けている」と考えるかどうか、下は自分はテレビから影響を受けると考えるかどうかな

んですね。これを見ると、「第三者効果」と言いますが、つまり自分よりも他の人の方がメ

ディアの影響を受けているとみんなが考えやすいという傾向があります。これは、元々仮説

ではあったのですが、結構色々と検証されていて、やはりそういう効果が強いことが分かっ

ています。当然、テレビからどれだけの影響を受けているのかということを、量的に、数と

して示すというのはなかなか難しいことなんですけれども、それでも自分自身に対しては

どこか甘い部分があったりするわけです。「逆第三者効果」というのももちろんありまして、

自分はメディアの影響をいっぱい受けているから開き直る人もいるという話もあります。

なんですけれども、それは自分がミーハーでテレビの影響をすごい向けているということ

を恥じるということではなくて、メディアそのものを構造的に捉えるという事、「構造」と

いうのは社会学概論でも出てきましたけれども、私たちの外にあって私たちに影響を及ぼ

しているシステムとしてこれをとらえるということが大事です。それはマスメディアだけ

ではなくてソーシャルメディアもそうですし、ありとあらゆるメディアに言えることだと

考えられます。 

 

◎複雑化するメディアを理解する 

私たちのメディア環境というのはここ 20 年ほどで大きく変化してきました。私は 1993

年生まれなので比較的、中学生ぐらいまではマスメディアというものの影響力がまだすご

く強く残ってはいました。テレビ全盛期と言うと 1970 年代頃。そういう話を聞くと、あた

かもテレビから SNS の時代になったんだという風に考えがちですけれども、これからお話

しするように、そういう見方もなかなかできないという事と、様々なメディアの選択肢が増

えていくことによって、必ずしもマスコミに勤めている人だけではなくて、私たちのような

普通の人でもメッセージを送ることができるようになったことで、世界の見え方というの
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が人によってさらに多様化しているということをおさえる必要があると思います。 

あえて、これらを区分するとしたら、マスメディアというのは放送局にいる人が送り手で、

それを受信する人が受け手というように単方向的です。もしかしたら、この講義もどちらか

というと単方向的なコミュニケーションです。ですが、後でメールを返してくれるとかそう

いうことがあるとするならば、それは双方向的になるし、元々曖昧な部分です。ラジオもそ

うですけれども、リスナーから寄せられたメールを読み上げるというような若干双方向的

な使い方もできます。でも、典型的なマスメディアは、基本的には送り手は送り手、受け手

は受け手という風になっている。大勢の受け手＝「マス」と呼ばれるような対象に対して、

全く同じ情報を全く同じ時間に流すということを繰り返すことによって、「国家」というも

のが生まれてくる。私たちは、日本中のどこにいても同じニュースを見ることによって日本

人としての意識を内包していくわけです。あるいは、例えば、群馬で上毛新聞を取っている

人は、上毛新聞で群馬のことを知るにつれて、「自分は群馬の人なんだな」ということを確

認していくというように、共同体意識を育むような作用というのがマスメディアにはある

わけです。当然、共同体も善し悪しがあるわけで、同調圧力などが働き始めてしまうという

こともあります。 

マスメディアは具体的には放送や新聞や出版を指します。ソーシャルメディアはそれに

対して、双方向的に人と人とが色々な形で繋がっている状態なので、「ネットワーク」とし

て理解できますよね。「ネットワーク」というのは、「ここからここまで」というような範囲

を決めるのが難しい。どこまでも無限に広がっているものとして、グローバルな領域から個

人まで複雑に絡み合っている領域です。それによって生まれてくるのは、「多様性」です。

今まで取り上げられなかったような問題や「声」というものも出てくる。「多様性」という

のはすごく良い言葉ですし、大事にしていかないといけないのですが、同時に「断片化」が

進んでいきます。お互いバラバラでわかり合えないというようなこともやはり進んでいっ

てしまう。 

ソーシャルメディアは言うまでもなく主にインターネットですけれども、ここで、一応、

「パーソナルメディア」というのも紹介します。これは LINE とか無線とか電話とか手紙

みたいな総合的に人と人とがやりとりするためのメディアです。ですが、マスメディアも、

もともとはパーソナルメディアから始まっています。放送というのはあくまでも無線や電

話の技術を応用・発展させたものでしかありませんし、手紙というものも新聞が生み出され

る上で非常に重要な文化でした。なので、実はこれらの境目はもともと非常に曖昧だったの

です。「20 世紀からマスメディアで、21 世紀からソーシャルメディアで」というふうにあ

まり単純化もできません。 

単純化できないということは、こうした図で見ていくとより分かるのですが、複数のメデ

ィアが相互作用をしながら情報が循環していくというのが、今日のメディア環境です。例え

ばテレビで何かが取り上げられた。それをプラットフォーム型の検索エンジンやソーシャ

ルブックマーク、いわゆる「お気に入り」機能を使って、さらに、「ああ、それってどうい
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うものなんだろう」という風に検索をかけてみたりします。すると、例えば、ヤフーのアク

セス検索ランキングが 1 位になったりすると、話題になるわけです。話題になったものに

みんなが喰い付いて、ブログや SNS で話題にします。その話題になって、そうした SNS 利

用者の声などは、また別の編集型のメディアに載せられ、取り上げられる。例えば「何かが

大炎上した」みたいな形でまとめられていく。それが、さらに、テレビによって「SNS で

はこんなことが問題になっている」とか「こういうものが話題になっている」みたいなこと

を取り上げる。そのため、マスメディアとソーシャルメディア、パーソナルメディアという

ものの区別が曖昧な形で、情報というものは拡散しているのです。 

何らかのデマやフェイクニュースも、例えば特定のマスコミ組織だけが悪いのかと言う

とそうではなくて、色々な要因が絡まり合って拡がっている自然発生的なものなので、そこ

は一旦冷静になって距離を置いてみていくことがすごく重要なのかなと思います。「メディ

ア環境の複雑化」というぐらいですから、本当に色々なメディアの使い方が浸透しているの

です。 

 

◎断片化するメディア環境 

日本において特に顕著なのが、世代に基づく環境の違いです。例えば、Twitter、Facebook

や Instagram というのは特に 10 代や 20 代、ただ facebook は実は 10 代や 20 代にはあま

りウケていないところがあって、実は仕事を始めている 30 代の方が利用者が多い。とにか

く SNS を若者の半分以上が使っているということがすごく重要です。このグラフでは 50

代までは緩やかに落ちていますが、60 代になるとガクッと下がっているものもあって、だ

からといって、「じゃあ 60 代は全くインターネットに精通していないのか」というとそう

いうわけではなさそうです。半分の人が LINE を使っていて、40%くらいの人が YouTube

を使っている。インターネット自体にはアクセスしているのだけれども、SNS はあまり使

っていないというような状況があるわけです。こんな感じで、世代毎にかなり分断が生じて

いるというようなことは確かにあるわけです。考えてみると、LINE というのはパーソナル

なメディアです。基本的にあまりソーシャルではない。YouTube も一応ソーシャルメディ

アに含まれるのですが、動画を自分で作ってアップするという人は決して大多数ではない

ですよね。どちらかといえばテレビの代わりであったりとかマスメディア的に使っている

人がかなり多いのではないかと思います。なので、やはり 60 代はソーシャルメディアとい

うものはあまり使ってない、依然としてやはり昔ながらのパーソナルメディアやマスメデ

ィアをすごく活用しているという風に言えるわけです。 

そういう言い方をしますと、あたかも「高齢者だと情報弱者なのか」というような話にな

ってしまうのですが、私はそのようにはあまり思いません。実は新聞やテレビ、ラジオとい

ったようなメディアを見ていくと、60 代はすごくこれらを消費しています。特に驚きなの

が新聞を 60%もの人が読んでいる。これは本当に 10 代・20 代からすると考えられないよ

うな文化です。対して 10 代の方は 3.6%なのでクラスに一人新聞読む人がいるかどうかと
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いうくらいのレベルです。新聞は一人で黙々と読むメディアですし、テレビというのもお茶

の間でというのもありますけれども、基本的には受け身で見るものです。じっくり時間をか

けて情報を得るということに力点をおいたメディアで、ネットというのはどちらかという

と自分から発信するとか、自分から繋がりに行くような性質を持ちます。これは、あえて世

代に特化して分けてみるならば、若年層というのは文字情報、いわゆる活字の内容はあまり

読んでいなくて、手軽に人と繋がれるかどうかということをすごく重視しているのではな

いかというようなことが分かってきます。これはあくまで傾向なので、全くそれに該当しな

い若い人もいるでしょうし、手軽なつながりを求めている高齢者もいると思います。ただ、

高齢者の傾向としてはスマホを利用するかどうかということが、まず決定的に違っていて、

情報格差がやはり総じてあり、インターネットから得られる情報にアクセスできていない

人がいっぱいいる。それによって繋がりというもののあり方が変わってきてしまうのでは

ないかということがあります。確かに新聞とかテレビで黙々とたくさんの情報を集めてい

ることは、すごく良いことだと思うんですけれども、他方では身近なコミュニティであると

か、新しいつながりを再発見して積極的にコミュニケーションを取るというような機会が、

もしかしたら失われている人が多いのかもしれない。この統計からだけですとそこまで言

い切りはできませんけれども、そのような事を考えることができます。 

もちろん、これは性別や社会階層によっても全くメディア環境は異なるわけです。先のを

見てみますと、例えば Instagram というのはあまり男性が使っていない。男性が特に使っ

ていると言えるのは、どちらかというとニコニコ動画という「2 ちゃんねる」的なカルチャ

ーを持った動画投稿サイトです。いわゆるオタク層に受けるコンテンツを配信している。こ

ういったジェンダー的な違いもメディアには表れている。昔であればいわゆる「メロドラマ」

というのがありました（海外では石鹸会社がスポンサーを賛同していたため「ソープオペラ」

と呼ばれています）。そういった昼間に主婦層向けに女性にウケるコンテンツを流すという

ようなことは昔から行われていたし、それが先ほど言った社会的な役割の再生産にも繋が

ってきましたが、そのように、人に応じて全く違うメディアを見ているし、見させられてい

るし、そういう環境で生きているということはやはり重要なのかなと思います。 

 

◎ソーシャルメディア時代のアイデンティティ 

先ほども「自己」という言葉が出てきました。ソーシャルなメディアという新しいテクノ

ロジーが生まれたことによって私たちの「アイデンティティ」はどういう風に変わっていく

のか、変わっていったのか。感情のお話もしましたけれども、これからの感情にも相当な影

響を与えているわけです。まず一つは、「アイデンティティ」のあり方が根本的に変わり始

めてるという事があると思います。SNS はありのままの本当の自分を生み出すことを要請

しています。例えば、アカウントを一つ持っているじゃないですか。そこに自分に関する全

部の情報を投稿していくわけですよね。本当の自分というものをさらけ出さないといけな

い。偽ると、「それは信憑性のないものだ」と、評価されないということもあります。 
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すなわち、アイデンティティを常にオープンにするようにどんどん促していくというこ

とです。皆さんもご存知かもしれませんが、Facebook の創業者でマーク・ザッカーバーグ

は「アイデンティティというものを 2 種類以上持つということは不誠実なんだ」と言うわ

けです。どんどんどんどんオープンにしていくのが良いんだということが Facebook のミッ

ションとして書かれているのですね。それは、本当に私たちにとっていいことなのか。まあ

良いことと悪いことというと言い過ぎですけれども、不自然なところが少しあります。例え

ば、この図で見ていくと、「私」という一つのアイデンティティを取り巻くいろんな環境が

あります。「家族」とか「友人」とか「会社」とか。それで、「家族に見せている自分」と「友

人に見せている自分」は決定的に違うものです。いまお話ししている私も「先生」の立場か

ら何か物を言っているに過ぎないわけでして、夜になって居酒屋に行って与太話をしてい

ると言うようなことももちろんあるわけです。こういったものを全て繋いでしまって、オー

プンにしてしまうというのは自分に対してどういう「役割」が期待されているのか、分から

なくなってしまう。そうするとうまく振る舞うことができなくなります。学校の先生も見て

いて、親も見ていて、会社の同僚も見ているような、そういう場所で自由につぶやいたり、

写真をアップするのはしづらいと思います。先ほど Facebook は 10 代・20 代にウケてい

ないという話はしましたが、まさしく「アイデンティティを一つに絞ることが良いこと」だ

というプロジェクト自体が、こういった実情と噛み合わなくなっていると考えられるかも

しれません。 

特に、場所と人間関係がズレてくることがあちこちで当然起きているわけです。以前であ

れば、その社会で求められる役割は場所に対応していたわけです。例えば、学校に行けば、

学校での顔がある。会社に行けば、会社での顔があって、家では家の顔がある。ところが、

社会学概論の最後でもお話ししましたが、空間と時間というものが全く対応しなくなって

しまった。つまり家にいながらにして仕事をすることもできるようになりましたし、目の前

にいる友人を放ったらかしにして SNS を見ることも可能になっています。目の前にいる人

間同士という場所に囚われた関係性ではなくなってきている。それがあちこちで繋がって

いくということが起きている。ちょっと具体的に考えていますと、テレワークなどでは、例

えば、子どもが部屋に入ってきてしまって、「よしよし」とか言ってる顔を会社の人に見せ

るのも気まずいし、かと言って子供に対して、例えば部下をすごい説教をするとか上司にヘ

コヘコしているとか、そういう姿を見せると「情けない」と思われるとか、色々な軋轢が生

じます。新型コロナでテレワークが始まってから結構報告されている光景です。 

同じようなことが SNS にも言えます。色々な人間関係が同じ空間の中に現れると、決ま

りの悪さを覚える。どういう顔で話せばいいのかわからなくなる。そのために私たちは統一

された、一貫性のあるアイデンティティというものを意識して作り直そうとしています。な

ので、デジタル空間の中で「自分がどういう風に見られるか」ということがより複雑になり

ますし、それを複雑にうまく使いこなしていく人が段々強くなっていくわけです。「アイデ

ンティティ」というのがすごくデジタルの中で複雑化しているのです。 
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◎SNS 上にあふれる「共感」 

もう一つは SNS 上で流れてくる情報、あるいは自分が発信する情報というものがどうい

う風な価値基準に基づいて測られているのかということを少し考えた方がいいと思います。

特に Twitter は 140 字の文字制限があります。長い文章が NG です。そもそもの仕組みか

らして長い文章が書けない、ということは、複雑で詳細な事はあまり言えない。具体的なこ

ともあまり言えてない。もっと言えば、論理的な事というのもできない。例えば、「私はこ

う思う。それはこうであるからだ。例えば、こういう例がある」みたいな、具体性を伴った

論証というのができないわけです。そう言った意見は必ず独自性を含んでいます。つまり、

その人ならではの意見とか考え方なのですが、こういったものはあまり Twitter には向いて

いない。実際、こういう長い文章がタイムラインに流れてきて読みたいと思う人がどれぐら

いいるのか。そもそも活字離れが進んでいる中でこういったものを読む気力というのは読

み手にはあまりなかったりします。 

それでは、どういう文章が書けるのかと言うと、一つは短い文章です。単純で大雑把で抽

象的な事柄。特に重要なのが、修辞的つまり表面に重きを置いた発信の仕方というのはすご

く重要になっている。例えば、大喜利的なものだったりとか、短い文章で皮肉を込めて言い

負かした感を出すことであったり。ここで例に挙げている投稿は、発達障害の人が就職です

ごい困っているというニュースについての反応を、実際には投稿していないものを用意し

たんですけれども、「もっと時間を割いて「人」を見るべきだ」みたいな、言い切りでキリ

ッとした表現の方が力強いですよね。このように抽象的にしておく、曖昧にしておくことに

よって得られるのが「共感」なのです。上の文章だと、「この部分は分かるけれども、ここ

はそうは思わないな」みたいなことが発生します。しかし「人を見るべきだ」と言うと、「う

ん、そう思う」みたいな感じで、いいね！が付きやすくなる。いいね！がもらえると人はも

ちろん嬉しいわけです。今日はそういう話もしたかったんですけれど、時間の関係でできな

いのですが、いいね！をもらうことによって私たちは脳内報酬を受け取っています。嬉しく

なるからこそいいね！を押してもらうための文章を書くようになります。すると、議論に向

いているような論理的な文章というのはなかなか Twitter では媒介されなくなってしまう

というような問題があります。 

ですが、それは決して悪いことだけだとはあまり思わないのです。というのも、まず何か

を真似ると言うようなことによって感情が伝達していくということが実際にオンライン空

間では強い影響力を持っているわけです。もちろん、感情的なものが伝達していくと、パニ

ックになったりリンチが始まってしまったりと、色々問題はありますが、他方では新しい文

化を創造をしたりする可能性、それから政治的な参加を促す可能性にも開かれていると言

えるわけです。2 つの言葉を取り上げてみたいと思います。一つは「インターネット・ミー

ム」という言葉です。「ミーム」というのはまさしく「模倣」という意味ですが、特定のフ

ォーマット、例えば、「現場猫」という Twitter で最近流行っている猫のキャラクターがい
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ますよね。このキャラクターを使いながら次々に異なるメッセージを持った画像が作られ

ていきます。コピーではないわけです。そのままコピペして貼っているのではなくて、キャ

ラクターの吹き出しに何か違う文章を入れたりであるとか、違う表情をさせたりであると

か、とにかく自分なりに色々なシチュエーションに位置づけながら作り替えていくことに

よって、この「現場猫」というのは流行っていく。他にも色々ありますよね。「PPAP」とか

もありますし、昔ながらで言えばチェーンメールとかもあります。「PPAP」では、林檎とペ

ンを別のものに置き換えてみるとかそういうちょっとしたパロディーがおきるというのが

あって、だいぶ大きく拡散しました。模倣して、かつそこに自己表現を付け加えていくとい

う事がすごく重要です。自分自身を表現しながら同時に他者とのつながりも得ることがで

きることは非常に重要な性質です。 

そういった性質というものは同様に政治の中にも見られるわけです。共通のハッシュタ

グを一緒につけることによって普段は可視化されてない意見とか主張を広く知らしめてや

るという動きがあちこちで見られます。「#MeToo」や「#BlackLivesMatter」、あと「#Ableism」

という障害者によるハッシュタグの運動もありますね。日本語のものは少し野暮な言い回

しが多いのかなと、私なんかは思うんですけど、具体的なメッセージを持つものが多いです

ね。例えば、「#検察庁法改正案に抗議します」。これは、実際に抗議を行った結果、この改

正案は通らなかったということもありますし、「#保育園落ちたの私だ」というのも、保育園

の待機児童という問題が社会問題ということが広く受け入れられるに至るきっかけでした。

もちろん賛否両論は当然あると思いますけれども、とにかく自分ひとりではちょっと言い

づらいことについて、みんなで一斉に言うことで広く知ってもらうということが、あちこち

で見られるわけです。特に「#MeToo」はまさしくその典型で、セカンドレイプされたりと

か、「お前が悪い」などと言われのないことを言われるかもしれないから、怖くてセクハラ

であったりとか性的な被害について告白できなかった人たちが、全員で一緒に言おうとな

った瞬間にそれが可視化されていくという運動だったわけです。なので、もちろん政治とい

うのは論争的なものですし、色々なご意見があると思いますけれども、こうした活動は、先

ほど言った公共的な活動を促す意味では重要で、決して感情というものは侮れない。私は重

要かなと思います。 

 

◎商品化されるコミュニケーション 

ただ、先ほどもいいね！の話をしましたけれども、そういったコミュニケーションという

のは同時に「商品化」されている、つまり経済的な論理に基づいて評価されるというすごく

強い制約があります。本来、コミュニケーションというのは商品ではないはずです。例えば、

私たちが普段、日頃友達と会って話をするときに、相手に対して「話をしてやった」とはあ

んまり思わないでしょうし、「話に付き合ってやったんだから金よこせ」という風にもなら

ないわけです。コミュニケーションはそれ自体は別に価値があるとかないとかという尺度

に基づいて、私たちは評価しているわけではありません。もちろん、そういう現象はあちら
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こちらにあるわけです。例えば「パパ活」と呼ばれるような、お金を支払う代わりにおじさ

んの話を聞いてくれる女子がいたりとか、そういう話はもちろんありますが。それが、結構、

SNS のの中では同様の論理が取り入れられている。つまり共感できるメッセージを投稿す

るといいね！がいっぱいついて、そんなに共感できないものだといいね！がつかず、駄目だ

と考えられる。いいね！がいっぱいついているものほど価値が高いと考えられやすいです。

実際、いいね！がついていれば拡散力も強いですし、「共感できるものほど価値が高いんだ」

という風に、私たちは、まるで自分の好きな商品を選ぶ、バッグを買うような感覚で何らか

のコメントに対していいね！を押しているわけです。あるいは、もっと言えば、「資本」と

いう考え方からすると、フォロワー数がいっぱいいる方が圧倒的に影響力を持っていて、そ

の人自身の価値というのはそれで定められるわけです。津田大介さんのフォロワー数は

152.5 万ですが、こちらの私の鍵付きアカウントのフォロワー数は 88。地元の友達とか高

校の友達からしかフォローしていませんけれども、どちらが価値が高いのかを考えるなら

ば、やはりそこにはすごい不均等が存在するわけです。インフルエンサーみたいな人がいて、

いいね！がいっぱいつくものが評価されるというのが、一つの経済になっているわけです。

そうした中で、ソーシャルメディアというものは果たして本当に私たちの情報発信の機会

というものを平等にしたのかどうかということは、やはり考える余地が色々ある部分です。 

 

◎SNS の特徴 

ここまで SNS について色々と説明してきましたが、まずは利用者に対して「自分自身を

表現しろ」、「本当の自分を公に晒しなさい」という風に促すわけです。例えば、Twitter を

ずーっとすっぽかすと、「そろそろつぶやきませんか」みたいな通知が流れてきたりするわ

けです。人との繋がりについても同様に、「この人はあなたの友人ですか」という通知が、

別に自分がつながりたくない人だったりするということもあるわけです。とにかく、すごい

お節介でとにかく「自分を表現しなさい」とか「繋がりなさい」ということを盛んに促すよ

うな性質があります。その結果として、プライバシーというものが非常に曖昧になってしま

うわけです。プライバシーというのは、まあ自分だけの秘密であるとかそういったものです

けれども、SNS では常に見られている感覚がするというような状況を生み出すわけです。

それゆえに、自分がどういう風に見られているのかということを、常に気にしながら生きて

いかないといけないという状況。これは本当にノレる人とノレない人に分かれると思いま

す。 

二つ目に、その論理よりも共感というものが重視される傾向があります。模倣というもの

を通じて感情が伝染するので、これはもちろん良い作用もありますけれども、炎上とかあり

ます。ヘイトスピーチとか炎上とかそういった悪い方向性で感情が伝染してしまうという

ことも当然ありますし、何が良くて何が悪いかということの価値判断自体がすごく曖昧に

なってしまいます。感情が剥き出しのままだと、「私は怒ってるんだからあんたにとやかく

言われる筋合いはない」という風になったら、「そりゃそうだ」という話になってしまう。
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やはり価値というものが与えられるというのは、何らかの論理がそこに存在するからこそ

あなたの言っている事は正しいとか間違っているとか、この炎上は正しいとか間違ってい

ると言う事がいえるわけなのですが、とにかく感情のメディアだと、投稿や利用者自身が数

で評価される、そういったことによって影響力で新たな格差が通じるかもしれないですし、

もっと言えば、より評価されるために自分自身を演出し始めます。そうすると、やはり最初

に言ったようにアイデンティティというものの性質がだいぶ変化してしまう。常に誰かに

見られている自分を演じていることになる。例えば、SNS に投稿するために用もないのに

スターバックスに行ってフラペチーノの写真を撮るみたいなことというのは、少し極端か

もしれないですけれども、SNS が私を操作しているとも言えるわけですね。なので、SNS

は確かにマスメディアとは地続きな部分もあるんですけれども、自分自身というものと社

会を媒介するという点ですごく重要な要素を持っている。 

それが政治参加という観点から見て、本当に妥当性のあるものなのかということを、先の

続きになりますが、またちょっと確認していきます。キャス・サンスティーンという人がい

ます。この人は沢山の本を書いていて、いっぱい翻訳されているので、もしかしたら本屋に

行けばすぐ手に入るし、案外読みやすい本ですけれども、この 2 つの主権、つまり自分自身

の見られ方、あるいは振る舞い方が 2 つあると言います。「政治的主権」というのは、例え

ば自分自身の利害とかそういうものを超えて他者と公的な議論を行うこと。例えば、世界の

環境問題というのは、個人個人にとってみたら「どうせ 2070 年には俺死んでるし」などと

思ったりするわけです。でも、そうではなくて、やはりそれがどこかで他者に影響を与えて

いるし、私たちに影響を与えているから、私たちの問題としてこれを議論しなくてはいけま

せん。すごく優等生みたいな考え方なんですけれども、そういった意見を形成するための自

分がまず存在するというわけです。他方で「消費者主権」というような、先ほど言ったよう

な、自分の好きな物、好きなサービスというものを選択して消費する自分がいます。こうい

うことは誰にだってあると思います。葛藤はすごくあると思います。先ほどの環境運動で言

えば、普段は何か「環境問題が大事だ」と言っているにも関わらず、なんだかんだですごく

電気の無駄遣いをしてしまうとか、エアコンをつけっぱなしで家を出るという、「こちらの

方が便利なんだもん」というような「本音」は誰もが持っていると思います。そういった、

物を選んで購入するのと同じようにして政治が購入される。例えばですけれど、「顔がいい

からこっちの大統領にするとか」、日本の世論調査では「頼りがいがあるから首相を支持す

る」とかという意見がありますが、そういう感覚で政治を購入するようになると、「政治的

主権」という考え方はかなり危なくなると言っています。あまりにも個人主義に突き進みす

ぎると、こういった公的な領域というものがなくなってしまう。「残念ながら」と言ってる

ように、キャス・サンスティーンは、こうした問題がインターネットの中にすごく現れてい

るということを批判的に述べています。これは先ほど言ったような「輿論」と「世論」の話

にもちょっと近く、これは一応再掲しておきます。 
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◎暴走する感情、大きくなる声 

私たちは政治的な言論をしている、理性的に自分の意見を述べているというよりは、自分

の感情に基づいて、いいね！をつけたり発言をしていることのほうが多いわけです。ですが、

こういったものは、先ほど言ったように、暴力的に現れることもあります。具体的には、炎

上や誹謗中傷やヘイトスピーチといったような問題があります。 

これは本当に数多もの例があって挙げきれませんけれども、例えば、一番有名なのが「ス

マイリーキクチ中傷被害事件」です。私の記憶違いかもしれませんが、初めてインターネッ

トでの名誉棄損が立証されて告訴された事件だったと思います。だいぶ古くからこういっ

た事件がある。「スマイリーキクチというお笑い芸人が実は 80 年代の足立区で起きた殺人

事件の実行犯だったんだ」という全く事実無根のデマをあちこちで流され続けて、実際にス

マイリーキクチさん自身は酷い目に遭うわけですけれど、そういったことがまずあります

ね。デマによって人を傷つけてしまうことがある。 

デマじゃないにしても、例えば『テラスハウス』に出演していた女性が自殺してしまう事

件がありました。リアリティ番組もちょっと特殊な番組なので、これは別に分析が必要です

けれども、賛否を呼ぶような振る舞いをした女性に対して、すごい感情的になってその女性

に対して Twitter で大量のリプライを飛ばしてしまう。中には「死ね」みたいなことがいっ

ぱい書かれているようなひどい投稿がされたわけです。これは SNS が悪かったのか、テレ

ビの演出が悪かったのかも、当然、分けて考えなければいけませんが、いずれにしても女性

が自殺にまで追い込まれたということがありました。 

こういう話を聞くと、「やっぱりインターネットって危ない空間じゃん」と思うかもしれ

ないですし、皆さんがそういったものに参加していないことを切に祈るばかりなんですけ

れども、やはり念頭に置いておきたいのは、そういう声は実はそんなに大きいものではあり

ませんという事です。大きく見えますが、そういう風に思っている人は実際には非常に少な

いということを頭の片隅に置いておくと見方が変わってくると思います。例えば、「ネット

排外主義者」と呼ばれるような、例えばですけど「在日コリアンは出て行け」と言っている

ような人たち、外国人に対する排外主義的な言動をネットでばら撒いている人たちがいま

すが、これは辻大介さんの調査では、全利用者のうちの 1～2%程度しかいないと。これは

少なく見積もってはいますが、より広義的に見たとしても、10%を下回るわけです。「ネッ

ト炎上参加者」というのも、同じぐらいの割合でちょっと似ていますが、全利用者の 2.8%

というデータがあります。そうすると、私たちはよくそういう排外主義的な言動を目にしま

すし、炎上をよく目にしますが、これは極めて特定の少ない人達が何回も繰り返ししつこく

投稿している、その声が大きく反映されているような状況を見ているのに過ぎないのです。

ただ、特定の少数者の声がちゃんと大きく反映されるというのは、ある意味では利点でもあ

ります。例えば、障害者同士でコミュニティを形成して、先程のようにハッシュタグ・アク

ティヴィズムを通じて何か訴えかけを起こしていくというようなことだって可能ですけれ

ども、同時にやはり特定の極端な言論や主張がものすごく大きく出てしまうような傾向が
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あるわけです。 

そして、大半の人は「自分の意見がもしかしたら少数なのかもしれない」と思った時に黙

っちゃう傾向があります。本当は多数なのに「みんなが黙ってるから俺も黙ろう」と黙って

いたら本当に少数になっちゃう事も当然ありうるわけです。孤独になるのを恐れてみんな

が意見を言わなくなると、孤独もへったくれもないという風な人達の意見があたかも大多

数であるかのように映ってしまうということは、昔から指摘されていることなんですね。と

いうことで、SNS というものが悪い方向に向かうこともある。けれども、そういうものを

俯瞰的に、距離を置いて見てみる事も重要かなと思います。 

 

◎パーソナルな情報を売って、快適さを得る 

最後にちょっと AI（人工知能）の話もしておきたいなと思っています。AI ですけれども、

AI の話をする前にスマホ全般のお話もしておきます。先ほど自分を公にさらけ出すという

のがソーシャルメディアの特徴だと言いましたけれども、私たちは普段からありとあらゆ

るスマホのアプリで自分に関する個人情報データを提供者に何らかの形で提供しています。

知らず知らずの間にスマホから情報が抜き取られているのではなく、あらかじめ同意は得

ているのです。例えば、こういった「LINE に写真と動画の撮影を許可しますか」というよ

うな表示が出てきて許可すると、LINE 側がカメラにアクセスすることができるようにな

る。その中に、例えばですけれども、利用場所であったりとか、行動履歴、インターネット

で何を見たかというものが格納されているファイルであるとかが含まれている場合もあっ

て、それが別に必要ではないのにそういうものが表示されるようなアプリはちょっと怪し

いかもしれません。なので、ぜひ一度ご自身のスマホで、「権限」というところを押すと多

分出てくるのですが、私たちはどういった情報をどういった会社に明け渡しているのかと

いう事を再確認してみるといいかもしれません。そのアプリに必要のない情報までも許可

していたらそれはいったん外してみてもいいかもしれません。 

とはいえ、サービスを利用している人はパーソナルな情報をアプリの提供者に送ってい

るだけではなくて、その見返りも受けています。というのも、サービス提供者は利用者から

得られた情報を、やはりサービスの開発であったりとか、あるいはプロモーションに利用し

ている。そうすることによってさらに経済的な利益を産むというような構造があります。人

工知能などを使うことによって、一つ一つ自分の手で処理するのではなく、一人一人の情報

を読み込ませることによって、利用者自身の色々な傾向を把握するということもできるよ

うになるわけです。そういったものを踏まえて、もちろん、アプリケーション、ソフトウェ

アの更新を行う、サービスを向上させていくというような性質もありますし、例えば、

YouTube などを見たときに横におすすめの動画などがリストとして上がってきますが、あ

れは一人一人によって違うものが表示されています。当然、その人が今まで観た動画に応じ

て、「この人はこういうものが好きそうだな」というような像をサジェストしています。ま

あ、便利です。自分のプライバシーを売り渡していますが、快適ですし、それに依存して生
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活するとそれはそれで楽だったりします。 

 

◎AI の限界と統計的差別 

AI という言葉が最近わりといっぱい使われていますし、「AI を使えば何でも解決できる

んじゃないか」みたいな神話があります。まあ、こういう話は繰り返し出てきていることだ

ったりします。コンピューターが出てくれば「何でもコンピューターで」とか、「インター

ネットがすごい」みたいな話はいつも出てきていて、ただ、AI の研究者がやはり時折、警

鐘を鳴らしているのは、AI と言うのはそもそも人間の知性をあっという間に超えるとかい

う事はないんじゃないか」という事は言われるわけです。AI 自体はいっぱい学習すること

ができますし、データを読み込んでその人の傾向を図ることができるわけですけれども、そ

のデータにどういう意味があるのかを理解しているわけではないわけです。私たち人間は

一つ一つのものに対して意味を与えていますから、そこがやはり徹底的に人間にしかでき

ない事だったりするわけです。 

AI の活用は確かに便利ですし、利用者側にとっても便利かもしれませんが、特に会社側

にとって便利であることが多い。例えば、一斉にマス広告をばら撒くというよりは、例えば

化粧品の広告は女性だけにとか、スポーツ用品のメンズの広告は男性に、ウィメンズの広告

は女性に流すということができた方が売り上げは上がるわけです。ですが、例えばですけれ

ども、このグラフはフェイスブックでどういう求人広告配信が行われたのかを示すデータ

です。AI を使って、「この人に対してはこういう求人広告を出しましょう」というような判

断を行う、そういった AI を使って広告を流しました。そしたら、結果として木材加工であ

ったりとかは男性にばかり配信されていて、スーパーとかでの仕事は女性ばかりに配信さ

れている。「それで何が困るんだ」という人ももしかしたらいらっしゃるかもしれないです

けれども、職業の選択の幅が狭まってしまいます。例えば、木材加工の仕事に就きたい女性

が AI が求人情報を配信してくれないがために応募する機会を逸しやすいとか、逆にスーパ

ーで働きたい男性が応募の機会を逃すということが出てくるわけです。AI は性別だけでな

く年収などの情報も推計していて、高給取りの人ほどこういう仕事に就くという傾向が計

測されたりもしているので、高賃金な仕事と低賃金な仕事の間の格差も増してしまいます。 

一概には言えないとはいえ、とにかく自分がどういう職に就きたいのかという意思に反

して、コントロールされているような状況があります。このことについては、その他にも

色々な例がありまして、Amazon .com では実際に 採用に AI を使ってみたところ、女性の

方が生産性が低いというような評価を下しました。そもそも「生産性」とは何かという話で

もありますけれども、とにかく AI は「なぜ女性は生産性が低いように映るのか」とかそう

いったことについての意味解釈を行うことができないわけです。なので、そのまま、純正に

生産性の高いと思しき人だけを評価していったら、たまたま男性の方が多くなってしまっ

たなどということがあるわけです。やはり、私たちの人間社会における批判的なものの見方

とはあまり合致しないようなことがあって、ジェンダーの問題も然りなんですけど、Google
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フォトで黒人のカップルに対して自動でゴリラというタグを付けてしまうなど、これは日

本の感覚だとあまり実感が沸かないかもしれませんが、かなり侮辱的なタグ付けをしてし

まうというようなことがあったりします。 

こういった問題は「統計的差別」と言います。「差別」と言うと一般的には意識的に差別

をするわけです。「○○は嫌いだから出ていけ」とかというような話というのは人間がやっ

ていますし、明らかに悪意があるわけです。それが従来の「差別」ですけれども、「統計的

差別」は、あくまでも合理的な判断を行った結果として意図せず生まれてしまう差別です。

AI は意図を持つことができない、特定の物に対して意味を与えるということができない。

なので、こうした「統計的差別」を引き起こすリスクがすごく大きい。なので、 AI は確か

に便利ですけど、「なんでもかんでも AI にしてしまおう」というようにやっていくと、案

外コンプライアンス的なところで問題が生じてしまうというようなことがありうるという

話です。 

私は人工知能の専門家では決してないので、薄い知識ではあるのですが、人工知能という

のが一体何をやっているのかということを、ここで考えておきます。一応、情報学環・学際

情報学府という研究機関にいるので、理系の研究者の発表を聞くことも割と多い。要するに

何をやっているのかと言いますと、実社会における色々なデータを何度も何度も人工知能

に読み込ませる。例えばですけども、男性と女性の画像をそれぞれ何百万点ずつセットして

記憶させていく。そうすると、そのデータセットに含まれていない画像データを読み込ませ

ても、男か女かをAIが学習して判断することができるような仕組みになっている。なので、

実際に研究されている方々も言っているように、案外その適用できる範囲というのは、まだ

それほど大きくありません。また、人工知能の性能が上がればもしかしたら「統計的差別」

は無くなるかもしれないというような考え方もあります。この機械学習のプロセスにおい

て何か問題が起きているのだから、テクノロジーの発達を待つしかないのではないかと。た

だ、繰り返しあちこちで言われていることではありますけれども、これはあくまでも実際の

「現実」を学習することによって「二次的な現実」を生み出しているに過ぎないわけです。

実際の現実の中に差別構造や不公正な構造があっても、人工知能はそれを解消する手段は

持っていない。それを単に学習して再現することしか基本的には出来ないわけですので、と

にかく、実社会の方が変わらないとやはりこうした問題は繰り返されるだろうということ

が、重要です。 

 

◎政治と AI・ソーシャルメディア 

AI を使った新しい広告手法、「ターゲティング広告」というものが、政治の中でも用いら

れる可能性があるということを最後の方で考えていきます。Facebook のニュースは、もし

かしたらご存知の方も多いかもしれません。性格診断アプリを使って得られたFacebook 上

の個人情報を、ケンブリッジ大学の研究者が「ケンブリッジ・アナリティカ」という会社に

勝手に提供してしまい、それが大統領選で勝手に使われてしまったのではないかというス
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キャンダルがあったわけですが、このことで、フェイスブックの信用性が下がってしまいま

した。そこで、「ケンブリッジ・アナリティカ」という会社が何をしているのかと言います

と、フェイスブック上の個人情報を元にしてトランプ大統領候補、トランプ陣営を支持して

くれそうな人を選ぶ。しかも、全く政治と関係のないこと、例えば、「何をよく使うか」と

いった情報も含めて分析を行って、トランプを支持してくれそうな人に対して広告を配信

するというようなテクノロジーを使ったのです。ですので、政治において、常に私たちは自

分自身の意思に基づいて何か判断をしているというような、昔ながらの批判的でかっちり

したものではなくて、私達は感情に基づいて誰かを選んでいたり、ものを消費するような感

覚で誰かに投票するっていうようなことがあります。 

そのため、広告を使った気分の操作が行われるリスクが、ある程度はあるという事は知っ

ておいてもいいかも知れません。一応公平を期して言いますと、この例はトランプ大統領で

すが、例えばオバマ政権もこういった広告を上手く巧みに使っていました。インターネット

広告を巧みに使うことによって当選を得たのです。これは昔からそうなんです。ケネディ大

統領も、テレビが出てきたばかりの時代に、メーキャップをして良い笑顔を作って、温かい

人柄を演出することによって、「ああ、この人はいい人そうだ」という風な支持を集めてい

たわけです。このような事は大統領選では昔から行われていることだったりします。 

日本でもそういうことが今行われているのかというと、少しは行われているとも言えま

す。Twitter 上で多くの政治家が自分のパーソナルな部分を発信することによって、趣味を

アピールしたり、芸能人とコラボして、そのファンを取り入れると言うようなことは行われ

るようになってきました。なので、感情と、感情を媒介するソーシャルメディアや AI によ

って政治がかなり影響を受けているということについては、少し注意をした方がいいかも

しれません。 

 

◎総括：新しい技術の良し悪し 

最後に今まで断片的に色々なテーマのお話をしてきましたけれども、ソーシャルメディ

ア自体に色々な形がありますし、色んな使い方が可能ですので、今までお話ししたようなこ

とはそこまで一般化できるのか、つまり全てにおいてそのように言えるのかと言うと、そう

ではありません。ただ、オンラインメディアとの向き合い方を考えるうえで非常に重要な例

をいくつか挙げてきました。すごく簡単に割り切ってしまうと、良い面と悪い面、難しい面

がそれぞれあります。弱い面ばかり見るのでも、難しい面ばかり見るのでもなくて、その間

でどのようにして使えば良いのかを、私達自身が真剣に考えないといけません。 

まず、良い面があります。例えば、自分自身の悩みや苦労、今までマスメディアでは取り

上げられてこなかったような問題や、マジョリティにはあまり知られていないようなマイ

ノリティの問題…こういったものを打ち明けることによって、同じような苦労に直面して

いる人達からの共感を得られるという事が非常に重要です。例えば、私は前に『ハートネッ

ト TV』という番組を研究していたのですが、これは「ハートネット」というサイト、一つ
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の小さな SNS のようなものを作ったんです。今は機能が縮小してしまいましたが、以前は

そこで掲示板みたいにして、当事者たちが「自分はこういう悩みを抱えている」、「自分はこ

の問題についてはこう思う」というような意見交換をしていたわけです。そして、それが番

組で取り上げられて議論が深まっていくことがある。こうした良い側面もあると思います。

色々な問題を投影することによって、社会に働きかけができるというのは当然良いことで

はないだろうかと思います。 

社会学概論でお話ししたように、「社会」というものには常に「バグ」が生じますし、や

はり状況に応じで書き換えられないといけないものであるにも関わらず、「なんとなく昔か

らそうだった」という理由で続けられていることは多くあります。それを変えていく、その

意味を置き換えていくためには、ソーシャルメディアが一役買っているところがあると思

います。 

AI について、面倒な作業が効率化されると言うのは、間違いなく便利です。便利ですし、

そうしたものを使って快適な生活を提供することはできると思います。例えば、荷物の届か

ないところに AI ドローンを配備して、荷物を届けることで効率化すれば、誰も人がいない

ような場所に住んでるおばあちゃんが車に乗って遠くのスーパーに行かなくても済むとか、

そういう話があります。そういうことが、実際に社会問題の解決に役に立っているとは十分

に考えることができると思います。 

他方で、これらと裏表を成すかのようにして、難しい側面というのはあります。例えば、

自分自身の悩みを打ち明ける事ができるようになったが故に、人々は色々な情報に巻き込

まれるようになりました。「サイバーカスケード」や「エコーチェンバー」という言葉を聞

いた事がある人がいるかもしれませんが、自分の見たいと思う世界しか見られなくなると

いうことがたびたびあります。自分と同じ意見の人しかフォローしていないが故に、自分が

当たり前だと思っていた認識が、実は社会全体から見るとすごいズレていたとかいうこと

が度々あるわけです。そうすると、お互いに分かり合えなくなっていく。どんどん言葉も極

端に、偏屈になってしまうというようなことがあります。極端な感情はとても増幅されやす

い。先程言った「ネット排外主義者」や「炎上参加者」を見てみると、ネット空間では感情

はあっという間に増幅してしまうんだということが分かります。最後に AI も SNS も同じ

ような性質を持っていますが、知らず知らずの間にプライバシーが脅かされてしまいます。

自分の有り様であるとか、どこまで自分自身を曝け出すのかということについて、どんどん

コントロールできなくなってしまうという点に、かなり難しい側面があるのではないかと

思います。 

この辺りについては、研究者の間でもオンラインメディアの良い側面に焦点を当てて研

究している人もいますし、難しい側面を取り上げて批判的にこれを検討して、問題を提起す

るような研究をしている人もいます。どちらが正しいのかということではなくて、一つ一つ

の事例を細かに取り上げて、「これはどうして難しいのか」とか、「これはどうして良い取り

組みであるのか」ということについて、各々で考えてみるということが重要なのではないか
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と思います。 

 

最後に、「社会学概論」と同じなのですが、ブックリストを作ってみました。「ソーシャル

メディア論」の教科書というのは意外となかったりします。社会学関係の教科書はいっぱい

あるのですが、「ソーシャルメディア論」という括りで書かれた教科書はほとんどなくて、

数少ない教科書的に使える本として藤代裕之先生の『ソーシャルメディア論』がすごくおす

すめです。一つ一つのテーマが完結していて、「ソーシャルメディアと広告」とか「ソーシ

ャルメディアと政治」という風に分かれているので、自分の好きなトピックだけを選んで読

む事もできます。とはいえ、本を読む時間はなかなか取りづらかったりします。なので、映

像の方もいくつか挙げておきました。特に『NHK スペシャル』の「デジタル VS リアル」

という特集がおすすめです。いかにして「自分」が何者であるのかが、オンライン空間にお

いて特定されてしまうかを実際に実験してみたんですね。その人が持っているスマホの情

報だけを手がかりにして、その人がどんな人なのかをプロの分析家に当ててもらうという

実験をして、その結果として、例えば、その人が何年以内に糖尿病になるリスクがあるとか、

どの場所で働いているとか、細かいところまで明らかにできるようなテクノロジーが、もう

既に私たちの日常の中にあるんだということが分かります。先ほどの「社会学概論」と同じ

ように、ご自分が興味のありそうな話題について、何か読んでみて、「こういう話があった

な」ということを思い返して頂ければ嬉しいです。 

最後に課題ですけれども、かける時間は 30 分ほどでいいので、A4×2 枚ほどのレポート

を書いていただきます。自分自身のメディア利用と照らし合わせて、今日お話ししたような

ことがそこにどのように関連するのかということを書いて頂ければと思います。特に、なぜ

そのことが今日お話しした話と関連するのかを意識しながら書いて頂けると、もしかした

ら私にとっても新しい発見になるかもしれないですし、色んな年齢やジェンダーの方が受

講されていると思いますので、個人的なものをレポートでは重視して頂ければと思います。

以上で「コミュニケーション演習 1」の授業を終了します。ありがとうございました 
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（５） コミュニケーション演習Ⅱ 

担当：山本登志哉・発達支援研究所所長 

 

◎異質さを前提に 

今日は「異質さを前提にしたコミュニケーション」ということでお話をしたいと思います。

皆さん、福祉の現場で、いろいろ活躍されていたり、これから活躍されようとしたりされて

いる、ということだと思いますけれど、福祉というのは当然のことながら人と人との関係の

中で成り立ちます。そうすると、お互いに理解し合うということがとてもその中で重要なポ

イントになってきます。必ずそこにはコミュニケーションというものもあります。けれども

皆さんもいろんな場面で実感されていると思いますけれども、実はそのコミュニケーショ

ンを成り立たせること自体がとても難しい場面がたくさんあります。 

 難しいコミュニケーションというのをどうやって成り立たせたらいいのかということが

大きな課題になっていきますけれども、その事を色々模索していく上で一つの視点を提供

したいということをお話しします。 

 そのポイントとしては文化というものと障がいというものの 2 つを考えていきたいと思

います。特に今日は文化の所がメインになるかもしれません。どういう事かと言うと、これ

から、日本の社会もどんどん変わっていきます、一つ大きく変わる事が何かと言うと、外国

籍の人達が沢山入ってくるというような状況があったりします。そういう方達に対する福

祉という事も必要になってくる、するとその文化の違いということを前提にしながら、その

福祉を考えるということです。迫られる場面はどんどん増えていくだろうと思います。 

 そういう場面に直面したときも何に注意をしたらいいのかということにも繋がるような、

その基本的な話になります。 

 

◎これはなんでしょう？ 

 まず最初、ちょっとこの図を見てほしいんですが、ここに何かが描かれているんですけれ

ど、皆さん何かお分かりになりますでしょうか。 

 すでに見たことのある方は、これが何かと、何が描かれているのかと、あるいは何が映っ

ているのかということが、パッと見えてくると思います。でも初めて見た方は、全くそれが

何だかって事はわからないのではないでしょうか。 

 それでは、ちょっとヒントを差し上げます。ここには、犬が写っています。さて犬を見つ

けることができるでしょうか。 

中々難しいと思いますね、犬がそこに写っているんだよって言われても、すぐには中々見

つけることもできないと思います。 

 一生懸命皆さん、どこをどう見たら犬に見えるのかなということを、模索されていると思

いますね。あるいはこれは心理学の関係の用語で、探索という言葉でね、言うこともありま

す。 
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 そういう形で、迷いながら「ああかな、こうかな」ということを一生懸命、考えていらっ

しゃるというね、状態の方が多いと思います。 

 もう少し、ヒントを差し上げましょう。 

 さあどうでしょうか、今度はわかりましたよね。黄色く塗られている部分、ここに犬が、

ダルメシアンが、散歩をしているっていうね、そういう風なシーンである事が見えてくると

思います。 

 皆さんが自分自身で一生懸命探索しながら見ようとして中々見つからなかったことです

けれども、私がこのように、皆さんに対してヒントを提供することによって、それを発見す

るということがしやすくなりますよね。 

 さて、こういう形で一旦発見してしまうと、今度はこのヒントをなくしても、皆さんは改

めて見直すことで、そこにダルメシアンが散歩しているその姿を割合に簡単に見つけるこ

とができるのではないでしょうか。 

 これが、お互いにわからないものがある時に個人で探索をする、探索をするのだけれども

中々見つからないときに人からヒントをもらう、人からヒントをもらうことによって何か

新しい見方を獲得することができる、ということの例になりますね。 

 今回これで皆さんがこのよくわからない図をどういう風に見たらいいのかということを

経験的に学んだことになりますので、これから皆さんはおそらく一生、この図を見れば割合

にすぐに犬を発見できるようになっていると思います。 

 

◎「わからない」から「わかる」 

 ということでわからない状態からわかる状態というのは、最初は何があるのかわからな

いということで一生懸命探るという過程が起こります。その次には、手がかりが与えられる

ことによって、まあそれは探し方を教わるという風に言うこともできます、で最終的に、見

方がわかるということで今度は独力で探索して発見できるように自分が変化をしていると

いうことが起こります。 

 ということで分かるという過程、お互いにわかり合うということもそれに含まれてくる

わけですけれども、その分かるという過程はまず一つ、自分では見つけられるということが

最終的にわかるということですけれども、教わる側に、主体的に探るという過程があっては

じめてわかる状態に至ります。 

 教えるというのはその探索過程をうまく導く行為です。 

答えを頭の、相手の頭に注ぎ込む行為ではなくて、相手の人が自分なりに探索するという

ことを、模索するということを、サポートする、まぁそういう活動が教えるということなの

だということになります。 

 でそのことをちょっと実感していただくために、であのそのような過程というのはお互

いに実は探り合うということが含まれているということなんです。 

 今は、正解を知ってる側が正解を知らない側に、「こうやって探せば良いんだよ」って模
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索の過程、探索の仕方をサジェスチョンするというような、そういう風な話としてお話しま

した。 

 けれども、それが今度は相手に対してこちらが一方的にそうやって教えるということで

はなくて、教える側も実は、模索しながら教えていかなければいけないんだということを、

このことを少し、実感していただくためにいくつかの事例をお話ししたいという風に思い

ます。 

 

◎子どもをわかっているか? 

 さて、例えば子供に対して何かを教えるという風になるとき。教える側っていうのは本当

に子供をわかっているのでしょうか、ということを少し考えてみたいわけです。でここで、

こんな課題をみなさんにご紹介しようと思います。 

 発達心理学を学んだことのある方はどこかでご覧になった事があるかもしれません。 

 これは、ピアジェという発達心理学者がいるんですけれども、そのピアジェが発見した非

常に面白い現象なんです。 

 ピアジェは知能の発達という事を研究した人なんですけれども、子供の知能というのが

どんな風に段階を経て、大人の知能に進んでいくのかということをいろいろな形で研究を

していた人です。 

 その一つのステップとして、この保存課題というものが、重要な意味を持っているという

ことに気づいて、かなりこの関係の研究を体系的に、組織的に行って、非常に面白いことを

たくさん発見されています。 

 さてどんな課題なのかということをこれからみなさんにご紹介しましょう。 

まず、こういうふうに形の違うコップを色々持ってきて、でそのうち同じ形のコップに同じ

だけの量のジュースを注ぎ込みます。 

 そうすると、それを、子供に同じだけ飲めるかなと聞くんです。 

で当然のことに、子供は同じだけ飲めるという風に言うことができます。 

 「そう同じだけ飲めるんだね」って聞きますね、そして「じゃあ見ててね」と言ってその

子供が見ている目の前で片一方を別の方に移してやります。 

そして改めてもう一度、「はいじゃあ同じだけ飲めるかな」って聞くんです。 

 そうすると皆さんだったらどう答えますかね、当然同じだっていう風に答えると思うん

です。 

余程、ひねくれて考えなければ、同じだって、例えば「いやそのコップのフチのところに

少し水滴が残っているから」そういうことで「いや、同じじゃない」って言う人もあるかも

しれませんけれども、まぁ基本的にはこれ同じだよっていう風に言いますよね。またそのコ

ップのフチのところのまだ残っている水滴もこちらに移してしまったらもう完全に同じだ

というふうになりますよね。 

 ところが、ある子供達はこれを同じだと言わないんです。違うっていうふうに言います。
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とても不思議ではないでしょうかね、なんでそれを同じだと言わないんでしょうかね。 

同じように、今度は、この状態になるとまた同じだと言えるわけですけれどもね、でこの

細い方に移しておりますね、そうするとまた子供に聞くと、同じだと言わなくなる。それ違

うというふうに答えるんです。 

なんでそんなことになるんでしょうね。 

さて、ここでちょっと、えっと皆さんに考えてみて欲しいんですけれども、この状態を見

せれば同じだと言えます。 

ところがこの状態になるとどうしても違うという風に答えるのです。 

もう一度確認しますよ、この状態だと同じだと言う。でもこの状態になると、あるいはその

一番右側の細いやつに入れてもですけれども、同じだと言えなくなってしまうんです。なぜ

そういうことが起こるんでしょうかということです。 

 子供はなぜわからないのでしょうか。どうやったら子供に正しい知識を教えられるので

しょうか。これが、皆さんにちょっと考えてみてほしいことなのです。 

少し 2 分ほど時間を取りますので、皆さんだったら、この、こういうふうに同じだと言え

なくなる子供に対してどんな風に教えるのか、ということを、ちょっと考えてみてほしいの

です。あとで私のほうからなぜそういうことになるのかということの説明をします。 

少し皆さん自身で考えてみて下さい。つまり皆さん自身で探索をしてみてください。 

さあどうでしょうか、何かアイディアが出てきたでしょうか。あるいは、なぜこの子は分

からないのかということについて考えられることがありましたでしょうか。 

この課題を提示するとしばしば出てくる答えは例えばこんなような答えです。 

まずこれで同じだという風に子供が言えますよね。でこうやってやると違うと言ってし

まう。そういうふうに違うと言った時に、もう一度戻してやる、そうするとこれはまた同じ

だと言う。ほら同じでしょという風に子供に確認する。そういうことを、答える方が沢山い

らっしゃいます。で確かにそれでね、あっ違うと思ったけれどやっぱり同じなんだなってい

うふうに理解できるようになるように思ってしまいますよね。 

ところが実際にはどうかというとその子供たちは、もう一度ほら同じだねっていうこと

を確認した上でこれは同じだと子供は認めるんです。 

それを確認した上でもう一度こちらになっていますね、でどうかなって聞くと、ううん違

うって言うんです。同じだとやっぱり言えないです。 

これを何回繰り返してもずっと子供の言い方、答えは変わりません。 

それでもうちょっとこう次のステップとして、これで同じだと言えなかった子どもに対

して、さっきはどうだったっていうね、この状態を見せたまま、さっきはどうだったってい

う風に聞く、ということをやってみるっていうね、そういう風な考え方もあります。 

今日はでも、実際にそういうことを子供に聞いてみたんです。そうすると、これはちょっ

とその子供の発達の状態によっても変わっていきますけれども、中には、うんさっきは一緒

だったと言える子もいるんです。うんさっきと一緒だったよね、という事を確認したうえで



267 

 

「今同じだけ飲めるかな」と聞くと、ううん、やっぱりこれも否定してしまうんです。 

ですから、さっき同じだったと言っても、今同じだったっていうことにならない、ああ、

今も同じだということにはならないんです。 

この話とこの話は全然別の話だということになってしまいます。 

 他にも色々言い方がありますけど、さらにここに、この左から 3 番目の今青いジュース

が入っているこのコップと同じ形のコップを持ってきてね、その 2 つを並べて、ピンクの

ジュースの方もそちらの方に移してやる、そうすると同じような形に 2 つのジュースがな

りますよね。 

それを見せて同じかなって聞くっていうね、そういう風な方法をいう人もいます。 

これも当然子供は同じだという風に答えられるんです。 

同じコップの中に同じように入っているわけですから同じだと言います。でそうだよね

と言って、また赤いやつを元に戻しますよね、それでこの状態に戻して、同じかなと聞くと

「ううん」とやっぱり答えてしまうのですよね、子供はね。 

さぁ、他にはどんな方法がありますかね。 

秤を持って来てっていうことを、アイデアを出す人もいます。 

秤を持ってきて、その 2 つを、秤にのせて、まあそれで同じだけあるよ、見てごらん、と

同じだけ入っているよね、同じ重さの所にきているよねって。 

そうすると針が両方とも同じところに来ていることは子供は分かりますから、それで同

じというふうに、それはね言うことができるんですけど、でまた元に戻って、これ同じだけ

飲めるかなって聞くと、ううんというふうに答えます。 

ですから同じだけの重さで、だからっていう話にもならないのです。 

で、またこんな風なアイデアを出す人もいます。 

それは、小さなコップをいくつか準備して、そしてそれぞれ、何杯入るかということを確

かめるんです。そうすると、例えば両方とも 5 杯入るということになります。5 杯と 5 杯だ

ったら同じだよねっていう風に確認して、これは同じだと答えることができるんです。とこ

ろがまた、それを、もとのこういう形に戻してやるんです。 

そうして改めて聞くと、同じって聞くと、やっぱり同じだと答えられなくなっちゃうんです。 

さて皆さんはその他にどんなアイデアを思いついたんでしょうかね。 

結論的に言うとこれはどんなアイデアを持ってきても子どもは同じだと答えられないん

です。 

大体、平均すると 6 歳ぐらいまでの子供はこれが同じだと答えられなくなります。 

ところが大体 6 歳から 7 歳ぐらいになってくると、これが、当たり前のように同じだと言

えるようになるんです。 

さてまあ同じだと言えるようになる子どもの話はちょっと置いておいて、同じだと言え

ない子供はなんで、同じだと言えないのでしょうかね。 

そのことを皆さんちょっと考えてみて欲しいわけです。 
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まずこういう風な形で 教えるということを考えるときには教える立場の人は自分は正

解を知っているんだと、自分こそがよく理解できているんだと思うのです。だから自分のそ

の正しい理解を子供に教えてやれば良いんだ、という風に考えると思います。 

ところが、本当に、じゃあ教える側は理解できているんだろうかっていうことなんです。 

なぜこれは同じだと言えるんでしょうかね。 

子供にちょっと聞いてみます、で「どうしてこれが違うの」って聞いてみます。 

そうすると、大体「だってここまでしかないもん」とかね、いう形で、この高さが低くな

ったことを指摘するっていう子が多い。 

中には太さが太くなったことでこちらの方が多いというふうに答える子供もいます。 

いずれにしても、その高さが低くなっているからということで、こっちの方が低いからとい

うことで、こちらの方が少ないとかいうような、あるいは同じと言えなくなるということが

起こるわけです。 

皆さんはそういうふうに、皆さんが見てもこれは低くなっているという風に見えると思

いますし、あるいは、人によってはこれ太くなってるなぁという事に注目して、こっちの方

が多そうに見えるって方もあるかも知れませんね。 

そういう風に見えるわけですけれども、なぜそんなふうに高くなったり、低くなったり、

あるいは太くなったりとかいうことがあるにも関らず同じだという風に考えるのでしょう

か。 

つまり見え方が変わっているのに、それにも関わらず同じだという判断にたどり着くわ

けですよね。 

それは基本的には、同じものを移しただけなので足しても引いてもいないから同じはず

だっていう、そういうふうな予想を皆さんが持っているわけです。 

そういう予想を持っているわけですが、しかし実際の見え方は、高さが低くなったり、太

くなったりとかいう形で、見え方が変わって、なんとなく、この図を見るだけだったら右側

の方が多く見えたり、少なく見えたりということが起こるわけです。 

起こるのだけれども、それがなんでそんな風になってしまうかということを皆さんは説明

できるわけです。 

なぜかというと高さは低くなっている、確かにそれで少なく見えるかもしれないけど、今

度横幅を見てみたら、太さを見てみたら、こっちの方が、右側の方が太くなっているよね。 

だから低くなった分、高さが低くなった分それだけ太くなっているから、結局のところ前と

変わらないんだよっていう風な形で、理屈をつけて理解をすることができます。 

そのことによって見え方が変わっても量は変わらないんだという風に判断することができ

るわけです。 

そもそもいや単に移しただけだから変わらないはずだっていう風に思っている。 

そこに加えて、でも見え方が変わってしまった、その見え方がどうして変わってしまったの

かということを一応合理的に説明ができるようになるために見え方に引きずられなくなる
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ということになります。 

 

◎知的の組み合わせ 

ある保育園の先生を経験された方がこれに似たようなことを実際に 5 歳児に対してやっ

てみたそうです。非常に面白かったということで、まず最初に同じような紙コップに、こう

やって入れておいて「同じだけあるね」と子供に見せて確認します。 

そして、それを細長い方に「こっちに移してみるから見ててね」って言って移して、そう

するとそれを見て、子供たちが「おおー」とか言って、何か手品を見せられたように驚くの

です。 

そういうことが起こるそうです。 

これはどういうことかというと、同じものだから同じ高さまでくるだろうと思っていた

わけ。ところがその予想を裏切られて高い所まで行ってしまったということで、それでその

見え方が変わったことで、多さが変わる、量が変わるんだっていうふうに思ってしまうとい

うことになります。 

そうすると、 なぜこの 5 歳の子供たちがそれを理解できないのかということが少し見え

てこないでしょうか。 

どういうことかというと、これがピアジェの知能の発達の考え方の一つの重要なポイン

トになるんですけれども、小さな子供は見え方に引きずられてしまって、その見え方で、表

面的な見え方で判断しやすい。 

けれども今度は次のステップに入ると、見え方だけではなくて、そもそもどうなのかなっ

ていうことを考えて、本当は同じはずなのにという思いが、今度は見え方を分析してみるこ

とによって、ちゃんと確認できるようになるということなんです。 

つまり高さだけで判断しない、幅だけで判断しないっていう風に考え方が変わっている

わけなんです。それ以前の 5 歳の段階と言うのは高さに注目したら高さだけのことになっ

てしまい、太さに注目したら太さだけのことになってしまい、太さと高さを一緒に考えて合

理的に判断することができない、そういう知的な仕組みを持っているんだということにな

ります。 

その証拠に例えば高さが低かったという、この状態を見せて「ほら、ここまでしかないか

らこっちが少ない」っていう子に対して、じゃあ太さはどうかなっていう風に聞いてみます。

そうすると、太さはこっちが太いっていうふうにその太さに気づきますよね。 

そういうふうにこちらが言うのは何故かと言ったら、高さが低くなった分太さで太くな

っているじゃないっていうふうに両方に注意しながら考えたら同じになるでしょという、

そういうことを伝えたいわけです。 

ところが、その高さから、今度太さにも注目するようになった子供はどういうふうに答え

るようになるかと言ったら「ほら太くなったよね」「うんそうだ」って言ってね、じゃあ同

じだけ飲めるかなって言ったら、「ううん」って言って、やっぱり否定して、こっちの方が
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多いと言って、今度は太い方を指指したりするんです。 

つまり先ほど言ったように高さと太さを両方組み合わせて考えるっていうね、そういう知

能の仕組みがまだできていないために、どちらかに注目したらどちらかだけになってしま

う。 

どちらかだけで判断してしまうという結果になってしまうということになるわけです。 

さて今私が、なぜこの子達が、どうしてわからないのかということについて、ピアジェの

研究を元にしながら皆さんに説明をしました。 

こうやって説明することによって少し、ふーんそういうこともあるのかなというふうに

思えただろうと思います。 

まあどこまで、あーなるほど、と強く思えたかどうか、それはまた人によって色々でしょ

うけれども、なんかそんな事もあるのかくらいには、思えただろうと思います。 

では私がそのように説明をする前に皆さんはそういう風な考え方があったでしょうか。

おそらくこれはなかったのだろうと思います。 

ピアジェというのは非常に天才的な発達心理学者なんですけれども、20 世紀を代表する

ような心理学者の一人ですけれども、彼の天才ぶりをもってようやく、発見したような、発

見されたような話です。 

これ皆さんも実は 5 歳の時には同じような答えをしていたはずです。ところが今考えて

みると、そういうことわからなくなったのです。 

自分が昔やっていたことは今の自分もわからなくなったということです。ですから皆さ

んは子供の事を本当に理解できているかと言ったら、実はもう子供のことを理解できなく

なっているというふうにも言えるわけです。そんな形で実は教える側は、教えられる側がど

んな理解の仕方をしているか、どんな考え方の仕方をしているかということがもうわかん

なくなっているということが往々にしてあるわけです。わかることが当たり前と思ってし

まっているわけです。 

そうするとわからないことが、なぜわからないのかがわからなくなってしまって、こうい

う面白いことが起こります。 

自分が過去そういうふうに思っていたときでさえも、その自分のこともすでに忘れてし

まっていて、なんでそんな変な考え方をするんだろうなと思ってしまうわけです。 

分からない人に出会って、お互い理解のできない時というのはこういうことがよく起こ

ります。 

自分にとって当たり前のことが相手には伝わらない、なぜなんだろう、なぜなのかが分か

らないということです。 

 

◎教える側と教えられる側 

 実は教える側はなんでも分かっているように思い込みがちですけど、教えられる側の事

をわかっていないということが非常に多いわけです。子供は教える側が何を言おうとして
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るのか、なぜそう考えるのかが分からないわけです。 

だから子供は先生の言うことの意味を一生懸命、この人は何を言おうとしているのかな

という事を探索する必要があります。 

同時に逆に立場を変えてみると、教える側もなぜ子供がわからないのかがわからないの

です。だから教える側も、どうやったらわかるのかと事を探索するという必要があります。 

その意味で教育は、お互いに理解できない者同士が共通目標、知識理解の共有に向かって

探索し合う行為だと考えることができます。そう考えると教育というのはお互いに異質な

ものとの出会いの場なんだというふうに考えるということができるようになるわけです。 

つまり知ってる人が知識を知らない子供の頭の中に注ぎ込むような、こんなような活動

ではないんだということを、どうしても教育というと、正しい知識を持っている人が知らな

い人に知識を注ぎ込むような働きと考える人が多い。 

相手が分からないのは相手が悪いとなってしまいます。やはりあの上手な先生、優れた先

生というのは子供が分からないときに「なぜこの子は分からないのかな」ということで子供

を理解しようとします。そして子どもに合った形で教えるということ。そのプロセスを一生

懸命探索するということをやります。 

そうするととてもわかりやすい教え方になって子供も、先生の言うことをヒントにして

どうしてそうなのかなということを探索しやすくなっていくわけです。そうやってお互い

に探索し合うということです。これ注ぎ込むという考え方はもう限界になります。 

 

◎違う理解を持つもの同士の探り合い 

 お互いにこうやって、どうやったら分かるんだろうか、先生は何を言いたいんだろうかと

いうことをお互いに探り合う。どんなふうに理解したらいいんだろうという事をこういう

形で探り合っていくプロセスを作るということがお互いに共通理解を作っていくのにとて

も大事だということになります。 

 子供がある一つの考え方、たとえばさっきの話でしたら同じだと言えないようなことで

す。その段階から次のステップに今度は分かるようになるという風に変化していく。発達と

はそういう形で起こります。 

そういうふうな展開をするときに、面白いことがおこります。子供が新しい理解を習得し

ようとする過程で面白い誤り方をするという現象が発達過程でよく見られます。 

ちょっと小さな子供でね、説明してみますと、例を挙げてみますと、1 歳代の子供です。

結構激しく物の取り合いを子供同士でしたりします。 

その子供たちに、まぁ保育師さんとかが間に入って、「貸してって言いなさい」とか言っ

て教えるということをやったりするわけです。 

そうすると 2 歳も近くなって、2 歳前後になってくると、貸してっていう風に言うことが

できるようになってきたりします。 

ところが「貸して」と怒鳴りながら奪ったりという事が起こってくるわけです。 



272 

 

これは、本来は貸してというのはそういう事ではない、奪う時の言葉ではないですよね。 

そうではなくてちゃんと相手に了解を取りましょう、相手に納得してもらって貸してもら

いましょうという話なんですが、とにかく貸してって言うって、言わなければいけないとい

う事まではちょっとわかった。 

だけれども、その本当の意味をよくわかってないために、相手から奪う時に貸してって言

うふうに怒鳴るみたいなね、そんなことが起こってしまう。 

でそういう風な誤ったやり方を経ながら、やがて 3 歳頃までにはいきなり奪わずに相手

と交渉して獲得しようとするというやり方が身についていくということになってきます。 

こんな風にある段階から次の段階に移ろうとする時に中途半端な理解という風になりま

すので、それで、とんでもないような間違いが起こってしまうっていうことが時々あるわけ

です。場合によっては以前よりもできなくなったと感じられるような場合もでてきたりし

ます。なんでこんな変なことをしてしまう様になったんだろう、と思うこともあります。 

実はそれが次の新しいステップに踏み出すための模索の過程だということです。 

色々言われているけど何の事かよくわかんない。自分で理解できるような形でとりあえ

ずそれを使ってみようとするわけです。模索をしようとする。 

ただそれは本当に相手が伝えたかった意味にはなっていないために、部分的な理解にと

どまっているため、全体としては変なことをやってしまう。 

ですからこれは新しいステップに向かうための創造的な誤りだということになります。 

さぁ、それでは、皆さんは自分の経験から何か次のステップに動かす時にかえって、なん

か成績が悪くなったとか、かえってうまくできなくなったとか、という経験はないでしょう

か。 

でもそういうことを経て実はその次によくできるようになった、という事はないだろう

かってことです。 

相手の人との、これ今、子どもとのコミュニケーションの話で済みますけれども、これは

別に子供との関係ではなくて大人同士のことで考えてもいいです。 

お互いにうまく理解できない状態の中で葛藤状態が積み重なる、その中で、今までの自分

の考え方を少し崩して違う考え方で理解し直そうという風にトライすることが出てくると

思います。 

そうやって模索をしている時に、そうやって「いやこういうことかな」というふうに想像

して、そのやり方で相手の人とまたコミュニケーションをとろうとする。そうすると、かえ

ってそれが悪い結果になってしまうということもよく起こるわけです。 

まだ模索の段階で、手探りで、あーかなこーかなとやる段階では、それ以前の段階の安定

した段階よりもむしろ不安定な状態になりますので、その不安定な状態の中で結果がさら

に悪くなってしまったりするということも起こったりするわけです。 

でも一時的にそうやって何か悪くなっている状態っていうのは次のステップへの成長の、

あの、重要なプロセスにもなっているんだということです。 
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他の例もちょっと少しお話ししてみますと、例えば発達の中で 1 歳から、1 歳から 4 歳ぐら

いまでですかね、それから後思春期です。 

第一次反抗期、第二次反抗期という風にも言われたりしますね。 

でまあ思春期の第二次反抗期の事を言うと、この時期というのは要するにそれまで親の、

親から与えられた、与えてくれた価値観の中で生きているというのが基本的な生き方にな

ります、子供の思春期に入ってくると、段々その親の枠を超えて自分の価値観を模索しよう

というふうな時代に入ってきます。 

そうすると親からダメと言われたことをあえてやろうとしたりという形で、親の反対側

を生きようとするということも起こったりするわけです。 

それで自分自身の価値観というものを作ろうとする。親と作った価値観ではなくて、今度

は友達同士で作った価値観の中に生きようとするという、そういう模索も起こったりしま

す。親の価値観というのはそれまで社会の中で揉まれて、ある程度安定した価値観で、その

価値感を持っていることによって社会のなかでそれなりに生きられる状態になっています

けれども、子どもが自分で、模索しようとする価値観は非常に不安定なものですので、それ

では社会の中でうまく生きられないということも沢山起こってきます。 

むしろ社会に対して、社会の中では否定的に見られるような価値観もそこから生まれて

くるわけです。それが強まっていくといわゆる非行とか犯罪とかいう事にもつながるよう

な行動が生まれてしまう事もあります。 

けれどもそういう危険を伴いながらですが、そうやって親から離れて自分自身の価値観

を作って自立していくというプロセスの中ではどうしても必要な、そこの中で起こる失敗

というのはある意味で言ったら創造的な誤りだということになります。 

その意味では失敗をただ単に否定的に考えるとか恐れるとかいうことではなくて、失敗

がもっている積極的な意味というものを模索していく事が必要になります。 

それはコミュニケーションが相手と上手く取れないときに、それをなんとか克服しよう

とする、その次のステップに行こうとする時にもそういう過程は必ず起こると考えて、間違

いないだろうと思います。 

 

◎見える差と見えない差 

 いずれにしろコミュニケーションがうまくいかないときには、お互いの間に何か考え方

や感じ方にズレがあるわけです。そういうズレでも、目にすぐ見える差と見えない差があり

ます。 

まず見やすい差はどんなものがあるかと言うと、例えば身体の差というのはわかりやす

い。身長の差とかそういうことです。これは比較的わかりやすいと思いますし、それから障

がいの問題で言うと知的な大きな遅れがある場合にはコミュニケーションが非常に難しく

なったりもしますし、とんちんかんな事を答えたりしますから、これはもうすぐにわかると

いう感じになります。表情や体の動きでも、歩き方でも、やっぱりそういう事が感じられる
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こともあったりします。 

それから言葉が違う、とかです。これは文化が違うと言葉が違ったりします。これはもう

言葉が違うとすぐにコミュニケーションがとれない状態になりますので、こういう時にも、

差ははっきりと見えやすいということになります。 

それではなくて見えにくい差というのもあるわけです。 

一見同じように見えるけれど実は本当に大きな違いがあるんだと言うこと。その一つと

して文化的な価値観の差というものがあります。あるいは発達障がい者と定型発達者の特

性の差というものもあります。ぱっと見たところ特に変わりがないと見えるけど、実はずっ

と付き合ってみるとものすごくコミュニケーションの難しさがそこに感じられてくる、そ

こでこういう文化の違い、それから発達的な特性の違いということがわかったりするよう

になったりするわけです。という風に言葉でお話をしても、ピンとこない方もそれなりにい

らっしゃると思いますので、少し具体例をお話していきましょう。 

 

◎ピアスの是非 

 ピアスの是非という、ことがあります。今たくさん日系の子供たちが日本の社会で暮らす

ようになって日本の学校に通っています。そうすると南米から来た子が、南米から親が出稼

ぎに日本にきていて、それで日本で生活しているという状況の子供たちです。 

でその日系の子供たちを受け入れるようになった小中学校でいろいろなトラブルがやっ

ぱり生じます。その中で、典型的な問題の一つとして南米の子の、女の子がピアスを学校に

つけてくるので先生に叱られたということがありました。 

これは、学校からすると、やはり子どもたちがピアスをしてくるという事は許していなか

ったわけです。ところが南米の方は平気でピアスをしてくるということで学校の先生もび

っくりしてしまうわけです。そう言って怒るわけですけれども、子供はそれに反発して、そ

のことを聞いた保護者がまたそれに反発をして、保護者と学校の対立にもなるような問題

だったということになります。 

そこでちょっと考えてみて欲しいのですが、なぜ学校の先生はピアスをしていることを

ダメだと言って、子どもを叱ったのでしょうかということです。これは皆さん、ある意味で

言ったらわかりやすいかもしれません。 

学校にピアスをしてくるのはいけないことだと学校の先生は思っているわけです。それ

は、言ってみたら不良のような行為だというふうに感じているかもしれません。学校ではそ

ういうことを禁止している、学校で禁止しているのにそんな物をやってくるのはおかしい

というふうに、感じるわけでしょう。 

けれども、そこでその反発をした子供はなんで反発をしたのでしょうか。親御さんもそれ

を聞いてそんなのはおかしいと思った、反感を感じた、なぜそういうふうに感じたんでしょ

うか。そういうふうに感じたのかという事です。本当はここで皆さんと対面でやっている時

には議論をしてみたかったんですが、それはできませんので、ちょっと想像してみて下さい
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ね。 

こんな感じでなかなかこう理解できない、どうしてそんな事で怒られるのかが分からな

い、あるいはどうしてそんな事で反発するのがわからないという状態になって、学校の現場

で非常に困るということが、まあ各地で多発したというようなことがあったわけです。こう

いうときにもどういうことが起こっているかと言ったら、お互いに相手の言ってることが

わからないっていう状態が生まれているわけです。 

 

◎子どものおもちゃに名前を書く 

 次の事例をちょっと見てみましょう。これも実際にあった事例です。A さんが 2 歳にな

る娘の B ちゃんを連れて団地の公園の砂場に出かけたときのことです。B ちゃんは他の子

供たちが B ちゃんの持ってきたおもちゃで遊びたがると、取られてしまうことを警戒して

一緒に遊びたがりませんでした。これでは他の友達と遊べなくなると困るので A さんはそ

れは良くないと思って、いつも外に出るときにはおもちゃをいっぱい持って出掛けて、子ど

もたちに配って一緒に遊べるように心掛けました。 

家に帰る時も他の子供たちが B ちゃんのおもちゃを返したがらないことがあって、その

時は A さんはおもちゃをそのまま子供に貸して家に持って帰らせました。ずいぶん、心の

広いお母さんに見えますね。 

ところが B ちゃんのおもちゃを借りて帰った親は自分の子供のおもちゃと混じってしま

って返せなくなったり、返すのを忘れてしまったりして、結局 B ちゃんのおもちゃが無く

なってしまうことがありました。そこで A さんはおもちゃに油性ペンで名前を書いて他の

子供たちに使わせてあげました。 

すると今度は A さんは他の子どもの親、C さんから「A さんなんでそんなに私の物、あ

なたの物と分けたがるの」というふうに言われてしまいました。 

さあ、事態はわかりましたが、状況も分かりましたかね。 

これを見て皆さんはどういうふうに感じたでしょうか。これ実際にあった事例なのです。。

これをどういうふうに感じたかということで、ある大学の学生さんに質問してみました。 

あなたが想像してみて、周囲に A さんのようなやり方をする人はどのくらいいるでしょ

うかということを聞いてみました。それで A さんは名前を書いて区別をして皆に使わせた

あのお母さんです。そうすると、その学生さんたちは、たくさんいるって言う人は 43％、

ある程度いるという人が 36%という形で、2 つ合わせて大多数です。あまりいないという人

は少数派でした。ほとんどいないという人も。これは皆さんの感覚にそれなりに合っている

のではないでしょうか。 

やはりそうやって名前を書いて区別してと言うのが普通だよね、と思う方が多いだろう

と、そうではないと思う方もあるかもしれませんが、大多数の方はそうだと思います。 

これを今度は中国の人にも聞いてみました。 

そしてその時にも、また日本の人にも聞いてもらった両方のデータを比べてみます。そう
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すると、明らかにこれ回答の仕方に差があります。 

中国では何が多いかというと、A さんのように名前を書いて区別するような人は、非常

に少ないとか、ほとんどいないと感じる人が圧倒的に多いことになります。 

日本と全く逆の結果になります。 

今度はまた次の質問ですけれど、あなたが想像してみて周囲に C さんのような意見を言

う人。つまり「なんでそんなに分けたがるの」というようなことを言う人はどのくらいいる

と思いますか、と聞いてみました。 

そうすると、今度は、たくさんいる、とか、ある程度いるというのは今度は少数派になり

ます。逆にほとんどいないとか、あまりないとか、そういう人が圧倒的に多いということに

なります。4 分の 3 ぐらいです。 

これもやはり中国の人に聞いてみます。そうすると、また大きく違うということがわかり

ます。ある程度いるという人が多い。 

あまりいないという人が一番多いわけです。それでも日本に比べたら圧倒的です。ある程

度そういう人いるよね、まあ半々に近いくらいの割合で、まぁそういう人もまあいるよねと

いうような感情を持っているというのがわかります。これ中国の北京で取ったデータです。 

あなた自身が親の立場で考えた時、A さんや C さんのやり方、意見についてどう思いま

すか。またそれは何故でしょうと聞いてみました。 

すると A さんのやり方は当然だと思う、C さんはおかしいと思うという人がやはり 3 分

の 2 ぐらいです。 

それから一部、A さんのやり方も、C さんのやり方も、どちらも納得できるということ

で、C さんのやり方に少し納得する人もいます。 

けれども C さんの言うことは当然だと思う、と、A さんはおかしいと言うふうに、C さ

んのことの方が正しいと思う人は皆無だったということです。非常にはっきりとした結果

になっています。 

まぁ「多少 C さんのこともわからないでもないけどね」くらいの、だけどおかしいとい

うのがもう基本です。これも聞いてみますと、中国でやはり C さんに賛成の人はそれなり

に出てくる。 

どちらも納得という感じで、A さんに賛成は少数派になってきます。そんな感じでやはり

感覚がすごく違うということがわかります。 

 

◎A さんは当然、C さんはおかしいの理由 

A さんのやり方は当然で C さんはおかしいと思った理由を学生さんに聞いてみたので、

そのいくつかを紹介します。 

「自分のものに名前を書く習慣は私が小学生のころから言われてきたこと」 

「そのようにすればトラブルを事前に回避できる」 

「自分のもの他人のものを区別する事は大切」 
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「現代は資本主義であって、そんな原始社会的価値観を持っている方ががおかしい」 

「A さんが自分の家の持ち物に名前を書くことにおかしいことなどないから。それに対し

て C さんの『なんで分けたがるの』っていう意見はおかしいと思う。理由は他の人の持ち

物を返さない方が悪いし、持って帰ってきてしまったとしても、すぐ返すのが正しい行動だ

から。自分の家のものと混ざってしまって分からなくなるのを防ぐために名前を書いたの

に、C さんは何が気に食わないのかわからない。自分の家のものに勝手に名前を書いてるわ

けでもないのだからいちいち口出しすることではない」 

もうなんか全然おかしな話、全く理解に苦しむよねっていう感じが中心であることがわ

かります。 

C さんも自分の立場を変えて考えたら A さんの考えも理解できるのではないか。自分の

考え方は当たり前なのだから、相手の立場を変えて考えたらそんな事はわかるのは当然で

しょ、というふうに思ってしまうわけです。 

 

◎A さんも C さんも納得できる理由 

 少ないですが C さんの言うことも、まぁ分からないではないという人がどういう意味で

わかるかということを聞いてみますと「たとえ玩具であろうとも『借りた物は必ず返す』と

いう行動を子ども自身が学ぶためにも A さんの取った行動が一概におかしいと否定できる

ものではない」という事を前提に A さんには言ってることはちゃんと分かるよということ

を書いたうえで「しかし C さんのように考える人も少なくないだろう。共有して楽しむこ

とは良いのだが、」という風に C さんの考え方、一緒に楽しむということ、そこを大事にす

るという考え方も有り得るということは認めてやっています、けれども「もし C さんが A 

さんと同じ立場であっても『貸した物が返ってこない』事に何も違和感を感じないのか？一

度冷静に考えてみる必要もある」ということで C さんの言う事も分からないではないんだ

けど、でもやはり A さんの方が本当は正しいじゃないのという風に考えると言うことが分

かります。 

「A さんのやり方に対しては持ち物に名前を書いて区別する事が悪い事だとは思わないか

ら」。ただし「C さんの言うことに対して、子供が使うものに『これは私の』『これはあなた

の』といちいちこだわる必要もないという気持ちも理解できるから」という形で、あまりそ

こまで細かく言う必要もないかもしれないね程度にご理解をしています。 

次の人は「A さんがおもちゃを娘に買い与えたのは、自分の娘が遊ぶためというのがそも

そもの理由であり、ほかの誰かに対して与えるために所持しているというのが根本にある。

その上で娘のことを考え、娘と友達とが一緒に遊べた方がいいという考えのもとに行動し

ている。そのために娘のおもちゃは『娘のためのもの』ということであり、それらの所在を

貸したからといってないがしろにするのはよくないため納得できる」という事で A さんに

対して共感できることをずっと話しています。 

「一方 C さんの行動として、自分の子供のためにおもちゃを人に貸しているという、貸
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し借りするという概念がそもそもないから、なぜ分ける必要があるのかという疑問が生じ

ているので、その考え自体には納得できる。しかし、C さんが相手の立場になって同じ気持

ちで考えればそもそもこういった発言をしないと感じた」 

つまり C さんがそういうふうに言ったのは多分こう言う事だろうと思うけど、それって

でもやっぱり考えてみたら幼い考え方、劣った考え方だよねっていう感覚を持っているこ

とが分かります。 

 

◎子どものお小遣いの使い方 

 少し今度は角度を変えて、僕らの研究のデータですけれど、子どものお小遣いの使い方で

トラブルが起こりやすいのはどんなことかということから、私のもの、あなたのものに対し

ての考え方の違いを説明してみたいと思います。 

友達にお金を貸す、子供同士、友達にお金を貸すとか借りるとか。そういうことは良いこ

となのかということが問題になるわけですが、大学生のレベルで考えてみましょう。 

こんな質問を日本と中国の学生にしてみました。 

大学生の C と E は親友です、ある学期、C は授業料を支払う締め切りが明日に迫ってい

るので、親からは授業料が送金されていないという事態に直面しました。そこで、C は他人

にお金を借りる以外この問題を解決する方法はないと思いました。C は悩んだ末、親友の E

にお金を借りることにしました。 

こういう場面です。みなさんもちょっと想像してみて、自分がこういう時だったら、どう

いう風に感じるだろうかと考えてみてください。 

もしあなたが C、借りようとする立場の人ならどうしますか、というように、もう本当に

納入期限が迫っているのにお金が手元にない、そういう状態になった時に C と同じ行動す

るという人は 4 分の 1 ちょっとくらい、絶対にしないと強い否定の人が 4 分の 3 くらいで

した。 

これに対して、中国とこれ韓国のモデルだと、大きく変わっています。 

特に中国の方は C と同じような行動をするっていう人が圧倒的に多い。北京ですから、

大都会なわけですけれども、大都会の人達はそんなの当然という感じです。韓国もそれが多

数派になります。ただ、韓国の方が少しその割合が減っていると言う所があります。絶対に

しないというのはやはり少ないということになります。 

もしあなたが貸してと頼まれた側の人ならどうしますかと聞いてみる、そうすると自分

では絶対しないけれども、人に頼まれたら貸してあげるかなという人は少し増えてきます。 

それに対して貸さないと言う人はその分だけ減っていることになります、けれども、やは

りそもそもそういうふうに言われたって貸さないという人が多い。 

これを中国と韓国でとってみると中国の場合はそんなの貸すのが当たり前じゃんという

ふうになっていますね。100%みんなが貸すということになっている。 

韓国でも貸さない人の割合がそれより多くなりますけど、でも多数派はやっぱりそうい
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う時には貸す。 

友達がそうやって困って頼んできた時には貸すと言う人が多いわけです。これを昔中国

の留学生に聞いた話で、僕は聞いてびっくりしましたけれども、あるやはり日本に暮らして

いる中国人のところに、ある時、アパートに全然知らない人が尋ねてきた。その訪ねてきた

人はどういう人かというと、その、そのアパートに暮らしていた人の、親友の友達だと言っ

てきたっていうわけです。それであの 10万円貸してくれないかと言ってきというのです。。 

だから、その貸してくれって言った人は全然自分は知らない人なわけです。ただその親友

の友達だと言っただけ。 

そういう状況の中でそのアパートの方に暮らしてた人は 10万円を貸してしまったという

ことです。ちょっと信じられないようなことに思えると思いますが、でも実際にやはりそう

いうことは起こり得ることなんです。すべての人がそうするかどうかはわかりませんけど、

そういう風になったとしてもまあまあそういう事は当然あるというような受け止め方にな

ったりするわけです。これは中国の人同士の間ではそういう事は起こり得る訳です。 

お金を E に借りようとした C の行動をあなたは理解できますかと聞いてみると理解でき

ないという人が 36%ですか、それから理解できるという人が 63%。ある程度は理解できる

と言うように、思いって言うようにですけれども、でこれについては、今度は中国や韓国の

人はもう理解できる人が全員です。理解できない人はいないということで、ここでもハッキ

リ大きな違いがあることがわかります。 

基本的に、日本の中ではお金の貸し借りについて非常に否定的な態度が強いということ

が見えてきます。 

よほど、どうしようもなかったら考える事もあるかもしれないけれど、基本的にはそれを

やっちゃいけないこと、おかしな事っていうね、考えるというね、そういう感覚が非常に強

いということがわかります。 

 

◎群馬県の学校の先生の意見 

 これは学校の先生がそういう事についてどう思うのを調べてみたことがあります。 

子供のお小遣いに関する調査で小学校、中学校、高校の先生に聞いてみました。右側の方

から見ていただくと、お金の貸し借りは良いことかどうかという事について評価してもら

いました。5 点が一番悪い、それで 1 点は一番良いです。それで平均点を取ってみるという

ことをやってみました。 

そうするとご覧になって分かるように、圧倒的に、もう絶対駄目、悪いことだと答える先

生が圧倒的に多くなってくるのがわかります。良いという判断はなかったと、そんな形で、

そうやってお金の貸し借りで非常に否定的。 

左側の方のおごりについて、子供同士でおごりあうことをどうかっていうことについて、

やはり否定的な意見が圧倒的に多いということになります。高校になると少しそれが緩む。

状況によっては、まあありかなと少し緩めて考える傾向が出てきますけれども、基本的には
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悪いという風な判断は変わりません 

 

◎ソウルの小 3 の男子の考え方 

 さあ、それが今度は韓国のソウルの子供たちはどんなふうに考えているのかという事を

見てみましょう。 

「そしたらね ハリヨンちゃんは何かお小遣いもらっているかな？」って聞いたら「決まっ

てもらうのではなく手伝いとか何か良い事とかしたらそれでもらう」というふうに答えて

くれます。  

「えー、お手伝いって、どんなお手伝いをするの？」「お母さんがいない時に、弟の世話を

したり、食器洗いとか、まぁ家の中の仕事全部やる」。 

お手伝いはいろんな事をするというんです。 

「えー！家の中の仕事は全部やるんだ、すごい！それは 1 回やるといくらぐらいもらえる

の？」「今言ったようなことはそれは当たり前だからお金はもらえない」。 

どんなことをやったらもらうかというと靴箱、靴箱の整理とかそんな事をやったらもら

う、つまり普段やらないような特別な事をやったらもらうんです。 

いくらぐらいもらえるって聞くと、「さっきのようなのは 100 ウォン（12 円くらい）とか

もらうんだけど、もし一日中何かいろんな仕事をやったりすると、1000 ウォン」1２０円ぐ

らいですかね、まあこれ子供がね、こうやって額を言う時って結構いい加減に言うこともあ

るんでね、本当に正確だっていう事ではないですけれども、そんなものでしょう。 

それもらったお金で何をするの聞いてみます。そうするとせっかくもらったのに「お母さ

んに返すとか、また学校で必要な物を準備、文房具とかそんなものを買います。」お母さん

に返すってどういうこと、って不思議に思って聞いてみたら。「子供だからお金が必要なと

ころがあまりないから」「おやつを買って食べたりしないの？」って聞いてみたんです。そ

の時の答えが面白かったんです。 

「そんなにたくさんは食べなくて、友達に買ってあげたりする時にまあ、一年に 5、6 回ぐ

らいかな！」と答えたわけです。 

つまり自分が食べるために買うみたいなことにはそのお小遣いはしないが、友達と一緒

に、友達にも買ってあげたりとか、そういうおごりです。おごりの時にはするかなみたいな

考えです。でこういうような感じというのは決して珍しい事ではない、というか普通の事な

い。 

それである家庭にインタビューする時にはこんなこともありました。 

小学校 3 年生の男の子だったと思うのですけれど、「お小遣いをもらってる？」と聞いた

ら、最近もらうようになったという話で、「じゃあそのお小遣いの使い方とかで怒られる事

ある」と聞いてみたんです、そしたら「ある」と答えたので「どうして？」と聞いてみまし

た。 

そしたらインタビュー場面に同席していたお母さんが、説明をしてくれました。 
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「最近この子に定期的にお小遣いをあげるようになったんです。で、もうなんかこの子が

あまり使わないで残しちゃうんですよね。それでお父さんが怒ったんで」 

「どんな風に怒ったんですか」と言ったら、「『いや、お前は友達と一緒にお店に行ったりす

ることもあるだろう。なんでちゃんとそういう時におごってあげないんだ』と怒られました」

と言うのです。 

つまりこれ日本の家庭だと、友達同士でおごり合うという形に非常に警戒心が強くて、そ

ういうことをすると親が悩みだすことが一般的に多い。もちろんそうでない家庭もありま

すが、圧倒的にそれを、駄目と考える家庭が多い。 

ところが韓国の方に行くと全く逆です。そうじゃなくておごらない子供はダメだと考え

るわけです。 

これ皆さん、不思議に思わないでしょうか。なぜ不思議に思うのでしょうか。 

 

◎中国朝鮮族の高 2 の男子 

 つまりおごりの考え方もやはり違うということです。今度は中国に朝鮮族の人が 200 万

人位暮らしていますが、その高校 2 年生の男の子にインタビューした時の話です。 

「『お小遣いは自分のために使うものだからおごらない方がいいと思う』っていう意見を

どう思う？」と聞いてみました。これは実は日本の高校生にインタビューしたときに日本の

高校生がおごらないと言うので、どうしてという風に聞いたんです。こんな風に答えてくれ

たので、その答えを中国の朝鮮族の子供にぶつけてみたわけです。そしたらその子はこんな

風に言います、もう即座に、間違っていますと言いました。 

「相手におごる事でお互いの距離を近くすることができます」。 

大事なことだっていうことです。そういうふうに答えてくれました。「『友達におごると彼

が負担に思うかもしれないのでおごらない方がいい』という意見は？」と聞いてみました。

これもやはり日本でインタビューをして出てきた答えの方なんです。でそれをその今度は

中国朝鮮族の子がどんな風に考えるのかなと思って聞いてみたわけです。 

これを聞くときに、別に「日本の子どもがそういうふうに言った」と言っているのではな

くて、「ただ単にそういう意見があったんだけど」って言うふうに聞いてます。 

そしたら、「そうじゃないですよ。だっておごるのに使う費用は自分が払うのだし、負担

にはなりません。もしお返しのプレゼントを買うのに苦しんでいるならそれも必要ないで

す。そんなのどうして負担になるんですか。自分が払うんだから、別に相手には負担になら

ないわけだし、相手が負担感を感じる必要もないし」ということで、なんでそんな考え方を

するのか分からないという感じになる。 

さあこの 2 つの考え方の違い、日本の子ども達とこの朝鮮族の子ども達、あるいは韓国

のソウルの子供たちの考え方の違いは何なんでしょうかね。どこが違うのでしょうか。 

これだいたいお互いに納得しない。なかなか納得できない。相手の考え方について。 

なぜそれが考えにくいのかということについて少しそれを考える、理解するための手が
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かりとなるようなお話をしてみたいと思います。 

 

◎いじめられた友達を助ける？ 

 いじめられた友達を助けるかどうかということについての話です。 

私の共同研究者で中国の朝鮮族の人で今中国の北京の政法大学というところの先生をや

っている片成男さんという人がいます。その彼が神戸大学大学院に留学していた時に博士

課程の研究で行った実験です。 

子どもたちに、こんな物語を提示しました。 

「A ちゃんと B ちゃんは親友だ。A ちゃんがあることで困って B ちゃんに助けを求めたん

だけれど、B ちゃんは断った。」 

こういう、大雑把な物語を子どもに示します。 

その上で、A ちゃんは一対何を頼んだのでしょうか。B ちゃんはどうしてそれを断ったの

でしょうか。2 人はその後どうなったのでしょうかと想像して答えてもらうということをや

ったわけです。そうやって一つの物語を作ってもらう。 

これは何が目的かというと A ちゃんと B ちゃんの間に、お友達関係があるところに何か

困ったことが起こってしまったわけです。ある意味で言ったらトラブルになったわけです。

それをどういうふうなトラブルが起こるのかとか、それに対してどういう対応をしようと

するのかっていうね、そのことを調べようとしたわけです。 

そしてそれが日本と中国でどういう違いがあるのかをデータから分析しようとしたわけ

です。いろんな、答えが集まってきたわけです。それを中国朝鮮族の片成男さんが日本の答

えを読んでいて、その中で大変にショックを受けた回答というのがいくつか出てきます。 

 

◎ショックを受けた回答 

どういう風な回答がショックを受けたのかというとです。 

その子は先ほどの話についてこんな風な説明というか、こんな物語を作りました。 

「A ちゃんがいじめられて、B ちゃんに助けを求めました。B ちゃんは今度は自分がいじめ

られるのが怖くて断りました」という物語です。 

その後どうなったのかということですけれど「A ちゃんは B ちゃんの気持ちを理解して

あげました」。 

これは 1 つだけではなく、複数こういうのがいくつか出てくるんです。やはり子どもに

とってもいじめられるという問題はやはり、かなり深刻な問題なのでしょう。そういう事で、

助けを求めたんだけど助けてもらえなかったというなものを設定したという事になるので

しょう。それはなぜかというとやはり相手の子が自分がいじめられるのが怖いので、自分が

そこで助けに入ったりしたら自分がいじめられるというようなことが起こってしまうとい

う、やはり非常に厳しい現実があったりするわけです。 

助けられなかったけど、A ちゃんは B ちゃんの気持ちを理解してあげた、みたいな形で
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そういうふうに書いたという事になります。 

そこに大ショックを受けたのですが、なぜ大ショックだったのかというのが、皆さんお分

かりになりますでしょうか。このなぜ、その、非常に強いショックを受けられたけど、なん

でそこまで強いショックを受けられたとかということを考えると先ほどの話がちょっと見

えてくると思います。 

なぜあの友達関係のおごり、お金の価値観について日本と中国の人たちの考え方がそこ

まで感じ方が違うのかということの理由の一つがわかってくるのではないかなと思います。 

まず片さんがショックを受けたのは、第一に A ちゃんと B ちゃんは親友だろうと、でその

こうやって、A ちゃんが困っていて助けを求めてきているのに助けないことがあるのかっ

ていう、まずそこに一つはショックを受けますね、そこまでだったら皆さんも割にわかるか

もしれません。 

けれどもです、さらに彼のショックは深くて、そこで A ちゃんが B ちゃんの気持ちを理

解してあげたって一体何なのという、ここにものすごくショックを受けているわけです。 

自分がしんどい思いをするから助けてあげられないというその状態を A ちゃんがなんで

許してしまうのか、分かってしまうのって、そんな風になるのは本当に何か自分が嫌な思い

をするからそういうことは助けてあげないみたいな、そういう人が自分にとって友達と言

えるの、それが本当の親友なの。親友だったら例えば自分が損をしたとしても友達のために

一生懸命やってあげるのが親友なんじゃない。それを自分が損をするからといって助けな

い人をなんで親友、友達と言えるのと言って、そこにショックを受けているんです。 

友達とは何かということについての基本的な考え方、感じ方にすごく大きな違いがあると

いうことがわかります。 

今のような説明の仕方をすると片さんがショックを受けた理由というのも少し皆さんに

とって理解しやすくなるのではないでしょうか。 

 

◎悩んでいる友達をどうする？ 

 悩んでいる友達にどう対応するかということについて、大学生に次のような質問をまた

してみました。 

「高校 2 年の C さんは親友の D さんが最近何か悩み事を抱えているので気になってます。

そこである時、それとなく『最近なんか調子悪くない』と聞いてみましたが、D さんは大丈

夫だよと答えます。でも見ているといつも辛そうに感じられ、心配なのですが D さんから

話してくれないのだから、それ以上聞くことはできないと我慢しています。」 

さあ、こういう状態で、D さんに対する C さんの対応についてあなたはどう思いますか。 

D さんというのはどういう人かというと、その親友の C さんが悩んでいるように見えた

わけです。。悩んでいるように見えたけれども、ちょっと聞いてみても話をしてくれなかっ

たというわけです。大丈夫だよって言う風に話をしてくれなかった。その時にそれ以上聞く

ことをしなかったということです。それをどう思うかと言うことで、日本の大学生に聞いて
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みたのですが、東京の大学生ですけど、D さんの気持ちを考えて見守っているのだから今の

対応が良いと思うというのが、これが 3 分の 2 以上ということで圧倒的に多かった。 

もう少し強く聞いてあげた方がいい、というのが赤い部分ですけれども、5 分の 1 程度に

留まっています。はっきりと聞くべきだというのは 7%に留まっているわけです。 

これも中国の方に聞いてみるとそのまま、今の対応が良いと思う人が半分くらいですけ

れども、もう少し聞くとかハッキリ聞くと言う人がやはりかなり多くなっています。もう少

し聞くという人がかなり多くなっているというのがわかります。 

それからあなたの周囲には C さんの対応についてどう考える人が多いと思いますかとい

うことで、C さんというのは、C さんの対応、つまりそのまま、それ以上は踏み込まずにい

たという人です。これは、日本の学生さんに聞くと B さんの気持ちを考えて見守っている

C さんの対応を良いと考える人が多い、というのがやはり 3 分の 2 近くということで多数

派だということがわかります。 

D さんの気持ちを考えたとしても少し強く聞く方がいいとか、親友としてハッキリ聞く

べきだと言う人、そういう人が多いと考える人が 1/3 弱ぐらい、そのくらいの感じだという

ことがわかります。 

これもやはり日本と中国で比べてみると非常に明らかに違うわけです。もう少し聞くべ

きだという人が周りの人では多いだろうなと、世の中の常識としてはもう少し聞くべきだ

っていうふうにみんな思っているはずだと感じる人が多いし、さらにはっきり聞くべきだ

と思っている人ももっと多いだろう、というふうに感じているわけです。これは日本と本当

に大きく違っています。 

 

◎二つの考え方 

つまりこの中で見えてきたのはどんなことかというと、二つ考え方があるという部分で

す。一つは私の物は私のものという風に、私のこととあなたのことを区別するという考え方

です。これは「他人」同士の関係を基本になっています。特に利害が関係、対立している時

にこういう考え方になる事が多い。 

それに対して私のものはあなたのもの、あなたのものは私のものと言うような考え方で

す。これは「親しい者」同士の関係の基本になってきます。利害が一致している時に多い。

これ 1 人の人でも両方ともの考え方を持っています。ただどういう場面でどちらの考え方

をとるかということに違いが出てきます。 

例えば友達同士でお金を貸し借りするということに関しては日本の場合にはお金は私の

ものであってあなたのものではない、友達関係でもそこはやはりハッキリと区別すべきも

のなんだという、言ってみたらちょっと他人同士の関係みたいな形で捉えるということが

主流になります。 

それに対して中国の朝鮮族の人とか韓国の人たちは、そこのところでは友達同士なんだ

から、私のものはあなたのもの、あなたの物は私の物って感覚に近いところで判断するとな
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っています。 

それから一人の人でも、相手との関係の変化によって、この辺のどちらの考え方に立つか

が変わっていくということもおこります。それが割合に見やすい。2 人の男女が何か一緒に、

ご飯を食べているようなシーンというものを見てみるとその変化がわかりやすくなること

があります。 

どういうことかというと、友達関係の場合、日本では友達関係の場合にはお互いに違う皿

で違う物を食べるという事が普通です。ところが恋人同士になると同じ皿からそれぞれの

箸を使って、一緒に食べるみたいな事が増えてきたりします。 

そういうふうに私のものはあなたのもの、あなたのものはわたしのものという形でそこ

を区別しない関係を取ることによって親しみを確認する事が起こったりします。 

個人の中でもそういうふうに変化が起こりますし、また社会の中でもどちらの原則をど

ういう場面で使うかという事に違いがあったりします。 

 

◎文化がぶつかり合う形 

 そのあたりの感覚が違うと文化がぶつかりあうという事が起こってしまいます。理解で

きない者同士ぶつかり合うって言う事が起こってしまう。ではそういう違う者同士の共存

の道はどういう風にして作られるんだろうかと言う話、この話は例えば発達障がいの人と

定型発達者の人の間でも、感覚が違うということも物凄く多いわけです。 

定型発達者はそのことに気づかない場合が多いですが、実際は非常に基本的なところか

らものの考え方、感じ方がズレてしまっている事が往々にしてあるわけです。 

お互いにそのことを理解できていないために、相手のことが変に見えてぶつかりあって

しまうということが沢山起こります。世代間でもそういうことが起こります。 

そうすると、まず違う人同士でどうやって調整して、利害が対立したりして、ぶつかりあ

ってしまう者同士がどうやって共生するのかという事について、一般的にどんな形が作ら

れているのかということを確認していきます。 

たとえば子どもの観察をした場合に、よく出てくるわけですけれども、こうやって物の取

り合いとかそういうことが起こったりするわけです、お互いの利害が対立しているような

状態です。 

そういうときには保育士さんがやって来て、その「取り合いとかして喧嘩するんじゃなく

てね、仲良く使いましょうね」とか「順番に使いましょうね」とか、そうやって間に立って

調整するということを行います。 

これはつまり第三者によって関係調整が行われているということになります。そのうち

に、子供が今度は自分でそういう、自分たちでそうやって関係、大人が提示した関係調整の

仕方を使って、関係を、やり取りを調整したりするようになっていくわけです。 

 

◎ＥＭＳの基本構造 
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 図式化して見てみますと、お互いの間でいろいろ対立が起こった状況の中で、第三者的な

立場から、順番に仲良く使いなさい、みたいな形で調整の仕方を大人が示してやるというこ

とになります。 

この形というのが対立する 2 人を第三者が調整するという形が、調整の一つの基本的な

社会的な形という事になります、これ図式化するとこんな風に表記することができるわけ

です。この形が発達と共にだんだんだんだんと高度になっていきます。 

 最初は実際に大人がそこに介入してやり取りを調整するということが起こりますけれど、

そのうちに子どもたちが、大人がそこにいなくてもやり取りを調整、その大人に教えられた

やり方でやり取りを調整できるようになってきます、この形は決して子供たちだけではな

くて大人の社会でも一緒です。 

その対立が非常にシビアになった場合には、当事者同士で解決できなくなった場合には、

場合によっては裁判に訴えるという事がおこります。そうすると裁判官がそこで第三者の

立場から関係を調整する役割を調整するという事になって、人間の社会ではどこのレベル

でもそういうことが起こっていくということになります。 

ただどういう理屈でその関係を調整するかとその理屈がだんだんだんだんと複雑になっ

て、調整を、調整が高度になっていくということになります。子ども同士の物の取り合いだ

ったら順番順番と言って仲良く一緒に遊びましょうと、シンプルな調整の仕方になります

けれども、大人同士の対立関係の場合には裁判官です。順番ということはない、もっと複雑

な話をします。 

所有権の問題とか、賃貸権の問題とか、使用権の問題とか、ややこしい法律上の概念を使

いながら、この場合はこういう風にすべきであるというような形の調整の仕方を示すこと

になります。 

そんな形で調整の仕方は段々複雑になるに従って、複雑になっていきますけれども、基本

のパターンは同じだという事です。 

 

◎調整の仕方は一つではない 

 問題は何かというと、その調整の仕方が一つではないということです。 

ここがなかなかお互いに気付きにくいのです。自分の調整の仕方こそ当たり前だと思っ

てしまっているために相手の調整の仕方がおかしな調整だというふうに思えてしまうわけ

です。例えばその調整の仕方が一つではないということは、人によっても違います。人と人

とのつながりを調整する時に感情に訴えて調整するという、そういうところを大事にする

人もいます。 

それに対して理屈で割り切って調整しようとするという、そちらを重視する人もいます。

これはその人の価値観、タイプによって違います。それからトラブルが起こったときに相手

に対してマウンティングをしようとする人、有利に立って、押さえつけようとするタイプの

人もいます。それに対して、何か譲り合って仲良くしたいという、そちらの方を重視する人
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もいます。やはり人によってずいぶん違ったりします。 

 それから時代によっても非常に異なっています。対立が起こったときに、昔だったら君主

の考え方によってでした。例えば殿様、将軍、そういう考え方によって一方的に決めるとい

う、封建社会はそういう風な考え方が中心だった。 

それが近代になってくると法律によってすべてを決めるという、やはり調整の仕方が変

わってきます。それから、いろいろなことについて村で決めるという風なことから、個人が

それは自分の自由で決められるんだと考え方が変わる場面もあったりします。 

例えば結婚ということを考えてみましょう。現在では、成人に達すればある人が結婚する

かどうかという判断はその人個人が、つまり両性の同意に基づいてという言い方があった

りしますけれども、お互いに納得すればそれで結婚できると考えられます。それが法律的に

はそういうことになっています。ところが昔の社会では、結婚というのは親が決めるべき、

結婚というのは家と家との出来事であって親が最終的に判断するという考え方がやはり主

流だったりするわけです。 

これはそんなに昔のことだけでもなくて、私が若い頃なんか農村の出身の友達が、大恋愛

をして結婚したかったのですけれども、その彼女の方の親戚の反対で結婚ができなかった、

そういうこともあります。 

お互いに両性の同意があったけれども、結婚できないということが起こったりしていた

わけです。だんだんだんだんそれは弱くなって、そういう事は弱くなって、個人が、という

事でね、判断されるようになってます。 

最近面白いと思って見ていましたが、秋篠宮の娘さんの結婚を巡って、いろいろトラブル

になったりしていますけれども、最終的に認めることになりましたが、あの時の理由の説明

が面白くて、日本国憲法によると両性の合意によって、のみ決められると書いてあるからだ

という、秋篠宮がそういう理由で、認めたのがすごく、僕にとっては興味深かったと思いま

す。  

そんな風に時代が変わると大きく、その判断の基準、調整の仕方が変わってくるというこ

とになります。この辺の世代の違いによって、調整の感覚が違うので、例えば高齢者介護の

時に高齢者の方が持っている感覚と、介護する側の感覚がずれてしまって、中々うまく、だ

から納得できないようなことが起こるということもあったりします。 

 

◎文化が違うと相手のやり方が「悪」に見える 

 文化が違うと相手のやり方が悪く見えてしまうということが、これがやはりなかなか難

しいことです。例えばおごりの話で言うと、日本で聞くと、子供がおごるなんて不良みたい

なことだと否定的に見られたりしますし、お金が絡むと友達を失ってしまうと見られたり

するし、お金で相手の気持ちを買うのはダメだ、先ほどね「おごることで仲が深まるんだ」

との言い方を中国の朝鮮族の高校生が言っていましたけど、そんなのはお金で相手の気持

ちを買うことじゃないか、そんなの友情じゃないと否定的に感じたりする、ということが起
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こります。 

そしてお金を貸したり、おごったりすると、上下関係ができてしまうということを心配し

たり、いじめの元だと感じたり、自分のことは自分ですべきであって人に迷惑をかけてはい

けない、とか、お小遣いは親が自分のためにくれたものだから無駄遣いはダメだと思ったり、

という感じで判断の基準からするとおごりあっている人たちというのは悪に見えてきます。 

逆に、おごりこそが当たり前だと考えている人達から見ると、自分ひとりで食べるなんて

ひどいじゃない、友達も一緒にいるのに、と、一緒に食べて仲良くなれる、という、相手の

ためにお金を使えないのは相手を大事にしていないことになる、自分のことだけしか考え

られないのはひどいとか、お互いに助け合うのが大事なのに助け合いの精神がないとか、お

ごれないのは冷たい人間だから、関係だから、と感じてしまうのです。 

お互いに、何を第一にと考えているかということによって、そこから外れた相手の行動と

いうのは悪に見えてきてしまうということが起こるわけです。これは両方の立場からそう

いうことが起こるわけで、そうするとお互いに相手が悪い、相手は悪、極端な事をいうと相

手に悪魔のように見えてしまうことさえ起こります。そういうところが難しいところにな

るわけです。 

 

◎調整法は文化によって違う 

 調整法は、文化によって違うということ、あるいは世代によっても違いますし、それから

発達障がいと定型発達者の間でも違ったりします、ということが起こります。 

とりあえずこれは文化の話で、例でお話をしていきますと、子供同士の関係の中です。日

本のお母さんが子供たちに対して、こういうことが大事だと伝えているような、そういう調

整の仕方で子どもは自然にそれを身につけていくわけです。例えば朝鮮族の人がそれにつ

いて感じるような調整の仕方というのは、実は方法が違うという事です。考え方が違う、こ

れがつまり文化の違いということになってくるわけです。 

日本の場合だったら、そこのところで特に大事にされているのは、友達同士、迷惑をかけ

ないことも大事という考え方です。先ほどのいじめで助けない、助けてくれなかった子に対

して理解をしてあげるというのも、やはり、相手の子に迷惑をかけたらいけないという事を

どこか思っているのでしょう。そういう形で友達同士、迷惑を掛けない事が大事みたいな考

え方が基本になっていると思われます。 

これに対して、むしろその朝鮮族や韓国の人達というのは、友達同士、助け合う共有は大

事だと感じているということです。ここを物凄く重視している。 

その辺のどちらを大事に、一番基本にして考えているかによって、その後、いろんなやり

取り、調整の仕方が変わってくるという事になります。相手の調整の仕方はおかしいという

ふうに思えてしまうのです。 

ですから子供達が、やはり成長して自分の価値観を大人になるにしたがって作っていく

わけですけれども、それもやはりそれぞれの社会の中で大人が持っているような古い価値
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観も反映する形で作り上げていく。それが常識、当たり前、正しい事と思うという、そうい

う発達をしていく事になります。 

 

◎自分の常識で理解できない人たち 

 福祉の現場でも結局のところ自分の常識で理解できない人たちに多く出会うことになり

ます。わからない人とどう付き合うのかということが福祉の中のコミュニケーションの中

でとても大事になってきます。 

 結局お互いに理解できない部分を持ちながら、全てを理解し合うなんていうことは不可

能でしょう。必ず多かれ少なかれズレを抱えながら一緒に生きて行かなきゃいけないわけ

です。ズレを抱えながら、ズレながら共に生きると言うことは、どういう風にして可能だろ

うかということを手探りしていく必要があります。 

その時に、対立が起こったときにどう調整するかということについて、ここではちょっと

3 つのパターンを考えてみたいと思います。 

一つは上下関係を作ってそれで調整するようなやり方です。強い者に従わせるというこ

とです。文化の違いだったら、郷に入れば郷に従えということで、私たちのやり方に従いな

さいという形で強制するようなやり方です。 

これはまあ、理想的かどうかは別として現実に行われている調整の仕方になります。 

もう一つは役割的な関係形成による調整ということです。一応お互いを否定することな

く組み合わすという形です。あなたのやり方はあなたのやり方でまあいいけど私のやり方

は私のやり方で、別々に暮らしましょうみたいな感じで、別れたりとかです、あるいはお互

いに、それをうまいことを組み合わせて上手に役割的な関係で生きていきましょう、みたい

な感じです。 

あなたはこういう役割、私はそこは関わりません、私はこういう役割で生きていきますの

で、その役割を組み合わせてなんとか上手い事やっていきましょう、そんな感じです。 

もう一つは対等な関係による調整という事でお互いに納得できる基準を作っていくとい

うやり方です。これは実は文化というのはどんどんどんどん新しくなっていきますけれど、

文化は常にそういう事を繰り返しているということと考えることができますが、その時に、

割り勘、おごりをちょっとひとつ例に挙げてみたいと思います。 

私達が先ほどのおごりのお小遣いの研究をやっていた時に、日本、中国、韓国、ベトナム

の人たちと一緒に共同研究をやっていました。そうするとお互いに中国に行ったり、韓国に

行ったり、ベトナムに行ったり、日本に行ったり、来たりとか、そうやって行くのですが、

そもそもその、例えば韓国の人たちはおごりっていうのは当たり前だと考えています。だか

ら僕らが韓国に行くと、みんなおごってくれるわけです。そういう状態の中で、日本に来た

時には割り勘が普通なので、あんまりおごってあげないわけです。 

そうすると向こうの人達、だんだんだんだんと、自分たちばかりがおごらされているな、

感じになってしまって、だんだん向こうの人達もおごらなくなってきたとかいうことも、変
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化もおこってきます、おごりが少なくなったりとかです。 

その中で、こちらの方も、だんだんだんだん日本の側も、やはりおごるのは大事なんだよ

ね、と思ったりしますけども、でも完全におごるのは、誰かが 1 人がおごるとかいうのは、

抵抗感があって、どうしたかと言うと、向こうの人たちが来た時は日本人同士で、その日本

側がそれを持つけど、持つお金はみんなで割り勘する、割り勘おごりというシステムがでて

きました。 

そんな形でお互いの納得できる基準を探しながら調整していくという事をやったり、と

いうような事がおこったりします。先程の事で言うと、おごるという事も、おごらないとい

う事も、どちらも 友達関係を大事にする、友達を大事にするための方法としてそれぞれが

作っているわけです。 

ただその友達を大事にするというやり方が違うだけなのです。何をすることが友達を大

事にするかという事の考え方が違うということでそこでズレが起こっているということに

なる。そういう形でお互いの違う調整の仕方をもうちょっと高いレベルで考えた時には共

通性が見えてくるということがあるわけです。 

その共通性に基づいて何か工夫していくというやり方をしていく。その場合には一番の

ような形でどちらかがどちらかに従わなければいけないという関係ではなくなってきます。

お互いにある程度納得し合いながらできるような関係づくりというのが、ここで生まれて

くることになります。 

このような形で、皆さんこれから福祉の現場で改めて活躍するのにあたって、本当になん

なんだろうこの人は、みたいな、理解できない人達が、沢山当然そこには存在すると思いま

す。自分のそれまで考えていた常識が通用しない場面が沢山出てくると思いますけれども、

その時に関係をどう調整していったら良いかということを模索していく時、こういう見方

もあるということを一つ念頭において、皆さんも努力を積み重ねていかれるということが

良いのではないかなと思ってお話をさせていただきました。 
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渋谷宏明 

埼玉福祉保育医療専門学校講師 

経歴 1956 年生まれ。79 年筑波大学第一学群社会学類卒業。同年埼玉県庁へ入庁。障害者

自立支援課長、社会福祉課長等を歴任。2017 年から社会福祉法人育心会理事、埼玉福祉・

保育・医療専門学校非常勤講師着任。 

 

渡邉陽介 

埼玉福祉保育医療専門学校非常勤講師 

経歴 1976 年、社会福祉法人埼玉県社会福祉事業団に入り、埼玉県立嵐山郷副事務局長、

埼玉県立児童養護施設上里学園副理事長兼園長等、社会福祉法人さいたま市社会福祉事業

団理事長を歴任。埼玉県立高校の非常勤講師。 

 

金子毅司 

埼玉福祉保育医療専門学校講師 

経歴 主に就労支援を中心に障害福祉分野で活動。被疑者・被告人の障害者をサポートする

更生支援コーディネーターとして活動。社会福祉士・精神保健福祉士。 修士（人間福祉学）。 

 

【教育学】 

下川和洋 

特定非営利活動法人地域ケアさぽーと研究所理事、一般社団法人みんなの大学校教授 

経歴 1988 年、東京学芸大学卒業。同大学大学院修了（2002 年）1988 年から 24 年間、都

立肢体不自由特別支援学校に勤務。現在はＮＰＯ法人の理事の他、大学の非常勤講師や児童

デイ、特別支援学校、生活介護事業所等の非常勤を勤める。 

 

山本登志哉 

一般財団法人発達支援研究所所長、一般社団法人みんなの大学校教授 

経歴 京都大学文学部哲学科心理学専攻・同文学研究科博士課程前期修了・同後期課程中退 
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北京師範大学研究院博士課程修了。教育学博士。高橋呉服店社員 奈良女子大学助手 前橋

国際大学教授。早稲田大学大学院教授 を経て現職。 

 

渡辺忠温 

発達支援研究所主席研究員 

経歴 2005 年東京大学教育学研究科教育心理学コース修了（教育学修士）、2009 年北京師

範大学発展与教育心理学専業修了（教育学博士）。専門は発達心理学・教育心理学、文化心

理学および比較教育学。 

 

【社会学】 

田中 瑛 

東京大学大学院学際情報学府博士課程、日本学術振興会特別研究員 (DC1)、一般社団法人

みんなの大学校研究員 

経歴 慶應義塾大学経済学部卒業（同メディア・コミュニケーション研究所修了）、東京大

学大学院学際情報学府修士課程修了。 

 

引地達也 

一般社団法人みんなの大学校学長 

経歴 上智大学大学院文学研究科新聞学専攻修了、博士（新聞学）。共同通信記者や就労移

行支援事業所等の福祉サービス事業を実践。発達支援研究所客員研究員。専門はケアとメデ

ィア。 

 

山本登志哉 

 

（アイウエオ順） 


