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₂ ⊖ ₂ ．第 ₃回公開セミナー（第 ₃回AR班研究会）

（a）．ポスター

事前申込不要
入場無料

市民自治力向上とアクション・リサーチ研究班（AR研究班）

関西大学研究所事務グループ
〒564-8680 吹田市山手町3-3-35
TEL 06-6368-1179 ／ FAX 06-6339-7721
http://www.kansai-u.ac.jp/Keiseiken/

日時: 平成26年10月17日（金）
16：30～19：00

場所 :関西大学千里山キャンパス
児島惟謙館2階第2会議室

<講師> 竹 端 寛
山梨学院大学法学部・教授

<司会・コメンテーター> 室田 信一
AR研究班委嘱研究員

首都大学東京都市教養学部・准教授

アクションリサーチアクションリサーチののの枠組み枠組み外し

大学院時代の精神科病院でのフィールドワークを皮切りに、国内外で現場に根ざした調査を実施。ま
た、国内の福祉現場に携わる支援者や行政職員のエ ンパワメントにも実践・研究の双方で関わる。著
書に『枠組み外しの旅－「個性化」が変える福祉社会』（青灯社、2012年）、『権利擁護が支援を変える－
セルフアドボカシーから虐待防止まで』（現代書館、2013年）、他。

本セミナーでは、『枠組み外しの旅』の著者である竹端教授をお招きし、アクションリサーチ
の原点である現場における対話を通した変化や、実践家のみならず研究者自身の変化に
ついても研究対象とすることの可能性について学び合います。先生のご報告をもとに、フロ
アとのディスカッションを通して、アクションリサーチのあり方についての意見交換をおこなう
ことを予定しています。
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（b）．報告資料

アクションリサーチの枠組み外し

山梨学院大学法学部政治行政学科

竹端寛（たけばた ひろし）

h‐takebata@ygu.ac.jp
http:// www.surume.org

Twitter  @takebata

ちょっとだけ自己紹介

• 10代までは京都、20代は大阪、ス
ウェーデン半年を挟んで30代は山梨

• 精神科病院でのフィールドワークを
皮切りに、脱施設研究、支援者・支援
組織の変革論、そしてコミュニティ
ソーシャルワークや地域包括ケアシ
ステムの研究・現場支援へと展開

• 内閣府障がい者制度改革推進会議
総合福祉部会元委員、自治体の高
齢者・障害者政策のアドバイザー等

• 福祉社会学、社会福祉学、福祉政
策・・・のboundary walker

趣味は山登りと
合気道（初段）

モットー：「福祉現場に役立つ研究」

• 「当事者主体」と「権利擁護」が立ち返る原点

• 「産婆術的対話」・・・「知らない」「わからない」現
場に出逢い、現場の「困り感」を伺い、時として現
場の人自身が「わかっていない」「困り感」の正
体を掴み、解決に向けた糸口を一緒に探す「産
婆術」→主体はあくまで現場の人

• 直観を何より大切にする
– 直観の各部分をできるだけ明確にする

– 直観を構成する部分、部分をよくあらわしている事例
を観察する。そうすることで、当該部分と全体との関
係がかみ合っているかどうかを見る。

– 少しずつ修正しながら直観全体の完成度を上げる。

（Kiefer『文化と看護のアクションリサーチ』医学書院）

あなたはどちらの視点で見ている？
• 「○○法・制度・体制での現実」の分析

–法自体やその枠組みを自明で変えられないもの
（暗黙の前提）とし、「出された法・制度・体制の中
でどう今の現実・事業・問題に適用しようか」と考
える

–社会システム適応的視点（目の前のものを見る）

• 「法・制度・体制の枠組みや問題点」の分析

–制度や法内容を知った上で、その内容・説明を
「鵜呑み」にしない。「私や私たち、地域の皆が豊
かで自分らしく生きていける社会を作るためには、
どこが問題・ツボなのか？」という視点から、法や
制度、データを検討する

–社会システム構築的視点（鳥の目でものを見る）

「枠組み外し」とは何か？
『枠組み外しの旅―「個性化」が変える福祉社会』（青灯社）

• 「どうせ」「しかたない」というフ
レーズは、自らの潜在能力の
最大化にとって最大の「蓋」で
あり、「呪縛」

• 「どうせ」「しかたない」とわ
かった振りをせず、なぜ「しか
たない」とされるのか、本当に
変容可能性はないのか、どう
すれば変える事が可能なの
か、を徹底的に考え続けるこ
と

「枠組み外し」とは何か？②

• あなたや僕の中に根ざした常識や社会通念そのも
のとの闘い（時として「反社会的」）

• 枠組み外しをし続ける中で、穴が空く瞬間がある。
絶対に変わらないと思っていた強固な常識の固い
岩盤が崩落し、その下に、別の新たな可能性を見つ
け出さす瞬間が訪れる

• この「個性化」を果たす中で、実はあなたや僕自身
が、より大きな社会の中で開かれていき、そこから
社会が少しずつ変わり始める。つまり、あなたや僕
自身の「個性化」を通じて、あなたや僕という一主体
が、社会を変える渦の発生源となることも可能なの
だ。
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「枠組み外し」と「個性化」

• 「個性化の意味するところはただ、個人に与
えられた定めを実現するに至る心的発達過
程であって、換言すれば個人が本来そうであ
るように定められた個性的存在へと至る過程
なのである。」（ユング『自我と無意識』）

• 「社会を変える」前に、まず自らが学び直し、
変わる事が出来るか？

• 自分自身は何を実現したいか、どういう「定
め」なのか･･･という「私への問い」から、「どう
せ」「しかたない」を超える旅が始まる。

Christmas In Purgatory: A Photographic Essay On Mental Retardation (1965)

全制的施設(total institution)の中心的特徴

• 生活の全局面が同一場所で同一権威に従って送ら
れる。

• 構成員の日常活動の各局面が同じ扱いを受け、同
じ事を一緒にするように要求されている多くの他人
の面前で進行する。

• 毎日の活動の全局面が整然と計画され、一つの活
動はあらかじめ決められた時間に次の活動に移る

• 様々の強制される活動は、当該施設の公式目的を
果たすように意図的に設計された単一の首尾一貫
したプランにまとめ上げられている。

E・ゴッフマン（1961＝1984）『アサイラム－施設被収容者の日常世界』誠信書房

→標準化・規格化・合理化の「成果」！？

「施設神経症」

• 外界との接触の喪失（隔離）

• 何もしないでブラブラさせられることや責任感の喪
失（日常生活の剥奪）

• 暴力、おどし、からかい（様々な虐待）

• 専門職員のえらそうな態度（支援者による非人間
的支援）

• 個人的な友人、持ち物、個人的な出来事の喪失
（社会的関係の剥奪）

• 薬づけ（薬物による身体拘束）

• 病棟の雰囲気（非人間的な収容）

• 病院を出てからの見込みのなさ（夢や希望の剥奪）

「施設神経症－病院が精神病をつくる－」（ラッセル・バートン著、晃洋書房、1976＝1985）

「ほっとけない」「何とかせねば」の日本の現実

精神科病床数と平均在院日数の国際比較

人口１０００人あたりの精神病床
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非人間的対応
スタッフによる人権侵害行為

話を聞いてもらえない

入院時の対応のひどさ

ハード面のひどさ

職員が金銭
を使い込む

虐待的
言動

人手不足に
よる放置

医者による
権利侵害

主治医と滅多
に会えない

相談したい人
に相談出来ない

病院や第三者に
実情を伝えたい

必要な時に
入院させてくれない

強制入院時に
感じたショック・屈辱

非人間的な
大部屋

空調や臭い、
建物の古さ

アメニティの
なさ

様々な権利の剥奪
管理的処遇

退院・外出の制限

金銭管理を自分で
させてもらえない

プライバシーが
守られない病棟・職員

使役労働
保護室処遇
の問題

過剰投薬
通信・面会
の制限

医療保護入
院への疑問

任意入院の
閉鎖処遇

保護者の
意見優先

出たい
のに・・・

地域に戻っても・・・
「諦め」

病気に疲れ果てた。
退院したくない。

入院・治療・退院への不信・不安・不満
治療や入院への説明
不足・納得出来ない

病院や治療へ
の不信感

退院時の
支援不足

家族の無理解
受け入れ拒否

周囲からの
差別・偏見

社会資源
の不足

精神病院内の現実

保証人や
住宅不足

NPO大阪精神医療人権センターによせられた「入院患者さん
の声」 （http://www.psy-jinken-osaka.org/koepast.htm）の内容分析

院内での様々な拘束・制約

ノーマライゼーションの育ての父

ベンクト・ニィリエ（Bengt Nirje：1924-2006）

主著「ノーマライゼーションの原理」（現代書館）「再考ノーマライ
ゼーションの原理－その拡がりと現代的意義」（現代書館）

「ほっとけない」の具現化としての
ノーマライゼーションの８つの原理（1969年）

1. ノーマライゼーションの原理は、知的障害者に一日の
ノーマルなリズムを提供することを意味している。

2. ノーマライゼーションの原理はまた、ノーマルな生活
上の日課を提供することでもある。

3. ノーマライゼーションの原理はまた、家族とともに過ご
す休日や家族単位のお祝いや行事等を含む、一年
のノーマルなリズムを提供することを意味する。

4. ノーマライゼーションの原理はまた、ライフサイクルを
通じて、ノーマルな発達的経験をする機会を持つこと
を意味している。

ノーマライゼーションの８つの原理（1969年）

５， ノーマライゼーションの原理はまた、知的障害
者本人の選択や願い、要求が可能な限り十分
に配慮され、尊重されなければならない。

６， ノーマライゼーションの原理はまた、男女が共
に住む世界に暮らすことを意味する。

７， 知的障害者ができるだけノーマルに近い生活
を得られるための必要条件とは、ノーマルな経
済水準が与えられることである。

８， ノーマライゼーションの原理で特に重要なの
は、病院、学校、グループホーム、福祉ホーム、
ケア付きホームといった場所の物理的設備基
準が、一般の市民の同種の施設に適用される
のと同等であるべきだという点である。

社会起業家がたどる『U理論』

出典：『U理論―過去や偏見にとらわれず、本当に必要な「変化」を生み出す技術』
シャーマー著、英知出版

障害の医学モデル 障害の社会モデル

障害とは 個人に起こった悲劇
障害者個人の問題

社会的差別や抑圧、不平等
社会の問題

核 機能回復 権利

価値 均質性・差異の否定 多様性・差異の肯定

視点 障害者のどこが問題なのか
「変わるべきは障害者」

社会のどこが問題なのか
「変わるべきは社会」

戦略 機能的に“健常者”になることで
の自立
統合・同化（障害者が社会に適
応する）
リハビリテーション

障害者のままで自立
社会変革・インクルージョン、エ
ンパワメント、社会運動、自立生
活運動、権利擁護運動

障害者 治療の対象 変革の主体

社会 物理的環境 構造と制度、人々の関係

重要な
分野

医療 権利、行政、制度、経験、社会開
発、市民運動

出典：久野研二・中西由起子著『リハビリテーション国際協力入門』三輪書店、74頁
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「パラダイムシフト」による価値転換

• 通常科学的研究では、パラダイムによってすでに与え
られている現象や理論を磨き上げる方向に向かう。

• 発見は、変則性に気付くこと、つまり自然が通常科学
に共通したパラダイムから生ずる予測を破ることから
始まる。次に、その変則性のある場所を広く探索する
ことになる。そして、パラダイム理論を修正して、変則
性も予測できるようになってこの仕事は終わる。

• 科学革命という時、それはただ累積的に発展するの
ではなくて、古いパラダイムがそれと両立しない新し
いものによって、完全に、あるいは部分的に置き換え
られる、という現象である。

出典：トーマス・クーン『科学革命の構造』みすず書房

「与える（＝詰め込む）」と「引き出す」

出典：『リハビリテーション国際協力入門』（三輪書店）

与えるのではなく、引き出す

• 与える思想･･･知識や技術を習得しているも
のが一方的に伝授し、無知な人間は黙って
我慢してそれを受け取れば良い

• 引き出す思想・・・相手の物語を伺った上で、
自らの物語と交錯させながら、相手の潜在的
能力を引き出し、可能性開発に乗り出す

• 与えられる知識は固定的。だが、流動的な現
実社会を乗り切る智慧は、常に動的。

• 「対話」の中から、お互いの「どうせ」「しゃあな
い」を超えた可能性の相互開発のチャンス

「専門家」の「立ち位置」は抑圧的？

Werner & Bower (1982) Helping Health Workers Learn: Hesperian Foundation

従来の「専門職的」アセスメント

集団的サービスの観点

ジョージはどういう人間か 彼の必要とするニーズは何か

・精神年齢は４歳３ヶ月
・ＩＱは３０以下
・機能障害の症状（視覚、閉
鎖性、消極的、過度の単純性
、絵画表現の上達が困難）
・短気で、職員に対して激怒
しやすい

・子ども向けのプログラム
・世間からの保護
・単純作業の習得
・非障害者とは異なる訓練
・閉鎖性や消極性に取り組む
専門職員
・短気な性格を制御できる環
境
・治療し自己管理に改善が見
られたら地域生活可能

先のアセスメントと、どう違う？
出典：「ＰＣＰ（本人を中心に据えた計画作り）－研究、実践、将来の方向性－上巻」

（ホルバーン・ビーツェ編著、中園・武田・末光監訳、相川書房、p17）

他との相互関係重視の観点

ジョージはどういう人間か 彼の必要とするニーズは何か

・４０歳の男性で貴重なよい経
験が少なく真の仕事を持たない
・収入が少なく貧しい
・孤独な人生を送ってきた
・広い世界との接触がない
・自分の人生設計に対する発言
権がない
・新しい技能習得が他より困難
・母親に子ども扱いされている
・彼の支援者の生活に変化をも
たらすことのできる明るい善人

・豊富な経験
・真の仕事
・収入
・地域への所属
・地域住民との人間関係の
確立

・友人
・将来のビジョンと支援者
・代弁者
・学習のための多大な支援
・彼を成人扱いする多くの人
・彼と一緒に楽しめる人
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「病気・障害」ではなく、同じ人間としての

「生きる苦悩」に目を向けること

• バザーリア： 「病気ではなく、苦悩が存在するの
です。その苦悩に新たな解決を見出すことが重
要なのです。・・・彼と私が、彼の＜病気＞ではな
く、彼の苦悩の問題に共同してかかわるとき、彼
と私との関係、彼と他者との関係も変化してきま
す。そこから抑圧への願望もなくなり、現実の問
題が明るみに出てきます。この問題は自らの問
題であるばかりではなく、家族の問題でもあり、
あらゆる他者の問題でもあるのです。」

（出典：ジル・シュミット『自由こそ治療だ』社会評論社、p69)

本人の力をどう見るか？
「認知症の人への本人中心ケア」

• 年齢や認知能力に関係なく、全ての人間には
絶対的な価値があるとする価値観
– 市民としての権利と権限を促進する

• 各々の個性を大切にした個別アプローチ
– 神経学的疾病には個性や個人史が反映している

• サービス利用者の世界観への理解
– 個人の経験には心理学的妥当性があり、この視
点に寄り添うことに大きな可能性がある

• 心理的なニーズを支援する社会環境の提供
– 自分の疾病を補い、個人的成長の機会を促進す
る社会環境を必要としている

出典：Brooker, D.(2007) Person-centered dementia care, Jessica Kingsley Publisher p12-13.

「生きる苦悩」に寄り添う支援とは

• 「取るべき責任と、取れない責任」の峻別

–病院、施設、医師、看護師、ソーシャルワーカー
などの「専門家」や家族が「取れるはずのない責
任」を担わされて、疲弊してはいないか？

– しわ寄せは、最も立場の弱い患者・利用者に！

–ご本人が本来「取るべき責任」をどうすれば取れ
るようになるか、の教育的支援・関わりも大切

– 「○○だから無理」（＝出来ない100の理由）で終

わらせず、「地域の中で生きる苦悩を減らす」為
の「出来る１つの方法論」を模索する

– 「自由放任」ではなく、関わり方を変えること！

「生きる苦悩」に寄り添う支援とは②

• 「かかわり合い」で相互変容する生命現象

–当事者の「成長」や「変容可能性」を信じ続ける

–時間をかけて「かかわり合う」中で、信頼関係を
構築し、本人と支援者双方の自信を快復する。

–指導型の支援から、寄り添い・伴走型の支援へ

–日本の制度・予算的現実の中で、支援や治療関
係が権力関係に歪められている（そうなりやすい
）現実への自覚。そして、支援者がプロとしての
誇りを取り戻す支援関係へ。

• 専門家主導から当事者主体へ

「物語再生」の伴奏型支援で重要な事

1. 本人の話をよく聴いた上で、ご自身の人生を取り
戻し、再生し、改善させる「捉え直し」のお手伝い

2. ご本人、家族、支援者、ボランティア、行政・・・の
強み（ストレングス）を活かせているか？ 悪口や
個人の欠点の批判に終始していないか？

3. 地域社会はその人の使える資源のオアシスとして
徹底的に活用する事ができているか

4. ご本人の決定（監督）権を尊重し、それを活かす
支援が行えているか？

5. 支援者と本人が信頼関係でつながり、同じ方向を
目指した協力関係が築けているか？

6. 家と居場所の往復、で閉ざされず、そこから地域
の中で試行錯誤できる体験につながるか？

枠組み外しからアクションリサーチへ

• 「反－対話」的な一方通行の「専門家支配」か
ら、「対話」に基づき相手の「内在的論理」を
知り、関わり合う支援関係と相互変容へ

• 専門家による標準化・規格化可能な「正解」
から、ローカル・ノレッジに基づく「その現場で
成功する解決策」としての「成解」へ
– 「成解」：特定の現場において当面成立可能で受容可能
な解（矢守克也『防災人間科学』東京大学出版会）

• 「正解」を上意下達的に伝える「専門家」から、
「成解」を現場と共に考える「協働者」へ
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個別支援から政策に至る３つのプロセス

「読み解き」
当事者が求めるニーズとは？
圏域毎の、全県的な課題とは？

「編集」
「読み解」かれた課題をどのように

加工して「組み立て」るか？

「組み立て」
A：実践組織による実践化

B：市町村による計画化・事業化
C：県や国での政策化

現場が得意な分野
直接現場に関わる
担当者や当事者、
家族、支援者が「読
み取る」のが得意

計画策定担当者が
得意な分野

Aは支援者にも可能
だが、B/Cは行政の
本来業務と認識

？？？？？
旧来はブラックボッ
クス。ゆえに官民協
働の仕掛けが求め

られる部分

３つの過程概念については平野隆之「地域福祉推進の理論と方法」有斐閣、より

施策体系の
確認→既存
事業の検討

政策課題の
設定→
政策の策定

問題の
分析

問題の
発見

事業課題の
設定→事業
案の作成

事業決定 事業実施 事業評価

政策形成過程

事業過程

自治体における望ましい政策形成過程と事業過程の関係
真山達志『政策形成の本質』成文堂、ｐ６２より

「読み解き」を「組み立て」に生かす戦略
－「しかけづくり」に共通する５つのステップ＋α－

５，自信・誇り・役割意識が当事者に芽生え
はじめる→当事者が変わる（事業評価）

３，一人では無理と気づき、問題を共有する仲間
を作る→人々を巻き込む（政策過程の設定→
既存事業の検討→事業課題の設定）

４，仲間の連携がやがて組織や地域を動かし、
居住環境や就労、所得などの側面が変わる
→当事者の生活条件が変わる（事業実施）

２，当事者の想いや願いを実現するために模索を
始める→支援者自身が変わってゆく（問題の分析）

１，当事者とじっくり向き合い、本音
を聞く（事業評価と問題の発見）

６，制度が実態に追いつこうと制度改変へ

竹端寛(2003) 「精神障害者のノーマライ

ゼーションに果たす精神科ソーシャルワー
カー（PSW）の役割と課題」大阪大学大学院
人間科学研究科博士論文、を基に改変

日本社会における

既存の障害者福祉制
度・家族規範等の

「支配的パラダイム」

障害者の権利擁護に関する３つの視点

①枠組みそのものへの問い（セルフアドボカシー）
・前提：障害者を「非力な弱者」ではなく「地域で暮らす主体」と捉える
・現実：障害者の「○○したい」が奪われている・諦めさせられている、その

可能性さえ見えない現実
・目標：どんなに重い障害があっても地元で「○○したい」を実現する
・方策：当事者・家族のエンパワメントと、それに基づく「小さな制度」作り

②「大きな制度」への問い
・制度変革を求めた現実的交渉

・自立支援法廃止の決定と、「制度改
革推進会議」の行方は？

③「小さな制度」生成の志向
・地域レベルでの制度化・実体化への取組

・地域自立支援協議会は、国・県に頼る前
に、自分たちで「出来ること」を探せる場

地域福祉実践での「バカの壁」(養老孟司)

• 「どうせ」「しかたない」の壁・・・先入観・思い
込みを絶対化し、その枠組みを外さず、「出
来ない100の理由」を述べてはいないか？

• 専門家支配の壁･･･当事者・住民への「指導・
助言」の範囲に収まらないと、「わがままだ」「
人格障害だ」と切り捨ててはいないか？

• ＜マイノリティ憑依＞の壁（佐々木俊尚）･･･当事
者を「神」の位置に高め、その「代弁者」として
、それ以外の人々を糾弾してはいないか？

→自分自身がどのような「眼鏡（立ち位置・考え方）」
に囚われているか、に自覚的であるか？

福祉現場の構造的問題
（職人【ミクロ】と組織【メゾ】の関係）

• 方向性・速度・やる気のズレ
• 職員の連携のなさがもたらすもの
• 仕事や会議の非効率的・非効果的運営
• 職人芸ではまわりきらない
• 責任の所在の不明確さ
• 部下の育成と自己変革の失敗
• 自ら伸びていくことの失敗

「地域移行後の障害者地域自立生活を支えるスタッフ教育のあ

り方に関する基盤的研究」(2005) 
http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/resource/japan/takebata/03.html
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①内なる契機
本人の諦め（がまん）

させられている夢・希望・
目標・自分らしさ・

仲間で助けあう力・成熟
する力・自然治癒力等

②外なる契機
様々な社会資源・

支援関係
トレーニング・プログラム

③外なる契機
職務上の要請

利用者からの要請

④内なる契機
支援者の志向性・関心

資質・可能性
偏見・恐れ・弱さ・諦め

【当事者】

【支援者】

当事者中心
のケアプラン

支援者
可能性開発

支援者の変化が
本人の変化へと
つながるか？

支援者が変わる
契機となる

支援計画か？

【当事者】

【支援者】

当事者中心
地域支援計画

地域で暮らす
当事者の変革

「諦め」からの解放

客体としての
当事者の
内なる契機

「諦め」（我慢）状態

社会資源
創出

セルフ・アド
ボカシー支援

ソーシャル・
アクション

当事者発の
支援者教育

制度・政策へ
当事者参画

支援者
個人の変革

「諦め」から
の解放

ネットワーク
作りへ

当事者の
想いを知る

所属する
組織の変革

「学習する
組織」へ

理念・目的

の問い直し

支援者
変革を支援

個人の変革を組織
的変革の原動力に

支援者の燃え
尽きを防ぐ
バックアップ

支援者
可能性開発

【支援目標】
諦め→希望
卑下→誇り
不安→安心
我慢→主張

援助対象者→主人公

支援者の価値転換

C 重要度は低いが緊急
包括が振り回されやすいケース。
地域での関わり・支援が切れて
いるので、直接対応が求められ
る。CSW等の支援を受け、D領域

にどう持ち込めるかの課題

D 緊急・重要度が低い
本来この部分は地域での解決
力向上が求められる部分。住民
活動の組織化が求められ、コ
ミュニティ・ソーシャルワーカー
（CSW）が活躍出来る部分

A 緊急かつ重要
虐待事例や生活環境・病状の急
激な変化等、地域包括支援セン
ターや行政が中心になって、素
早く介入する必要があるケース

B 緊急度は低いが重要
この部分こそ、地域ケア会議や
相談支援等できっちり関わるべ
き部分。この領域を支援出来れ
ば、Aに持ち込まれないうちに

「事前予防」を果たすことも可能。

緊急

重要

行政の相談窓口に持ち込まれる事例の整理
（「地域ケア会議等推進のための手引き」より）

出来事

•その人・地域の「物語」をじっくり伺う

•専門性を脇に置いて、「無知の姿勢」で相手の
内在的論理を「教えてもらう」というスタンス

パターン

•様々な「物語」の共通点に着目

•病気・障害、年齢や重度ではなく「生活のしづら
さ・困り事」での共有化と関連づけ

構造

• 「より大きな物語」の骨組みの整理と提示

• 「その地域での暮らしづらさ」の課題を構造化
（見える化）

パターンや構造をあぶり出すこと

A地区

B地区

C地区

D地区

地区全体の課題に
関する「大きな地図」

多問題家族
への無理解
と支援不足

公共交通
のなさと
移動課題

居場所の
なさ・寂し
さ

専門職
の連携
不足

これらの課題
の共有は…

住民への
福祉教育は…

自助・共助の
助け合いは…

社会資源の
創出は…

チーム山梨で考えた地域
ケア会議の７つの視点
（国の図と、どこが違う？）

「内省と対話」を通じて、地域
を知り、己を知ること（土台）

己や地域の強み・弱み・葛藤
の「自覚化」を通じた、地域
課題や地域ケア会議の目
的・目標の明確化（戦略）

土台と戦略がきちんと理解・
実践できた上で、初めて地域
ケア会議の運営上の課題や
評価に取り組める。（戦略）

こ
の
全
て
の
プ
ロ
セ
ス
で
学
び
・変
わ
り
続
け
る
専
門
性
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学び：フィードバックに基づく行動変容
• 学びの3段階プロセス

–①自分の行為のすべてを注意深く観察せよ

–②人の伝えようとしていることを聞け

–③自分のあり方を改めよ

• ①自らの言動を「注意深く観察」する中で、
「内省」が出来ているか？

• ②他者との「対話」を通じて、自分が何を「わ
かっていないか」に気づけるか？

• ③「わかったふり」をせず、「わらかないこと」
を誠実に他者と共に探求できるか？

詳しくは→安冨歩『ドラッカーと論語』東洋経済新報社に

総合福祉法を見据えた関連書籍

茨木尚子・大熊由紀子・尾上浩二・北野誠一・
竹端寛編著 （2009） 『障害者総合福祉サービス法の
展望』 ミネルヴァ書房 3000円+税

DPI日本会議と研究者による、障害者の

地域へのインクルージョンを実現する制度
に関する研究成果をまとめた1冊。

1部 総論

2部 90年代の障害者サービスの展開とそ
の問題点

3部 2000年以降の障害者サービスの展開
とその問題点

4部 わが国の「障害者総合福祉サービス
法」の展開

地域福祉実践と地域活動支援
• 地域福祉実践（community social work)

– 福祉的課題を抱える人びとに寄り添い、その人びとを直接
的に支える仕組み作り

– 個別課題を「その地域における解決困難事例」として「変換」
し、地域住民と課題を共有しながら、その地域課題を解決・
予防していく仕組みをも作り上げていく

• 地域活動支援(community work)
– 共同体の弱体化、商店街や地場産業の斜陽、耕作放棄地
や限界集落、里山の崩壊や獣害、公共事業・補助金依存型
の限界、外国籍やひきこもりの人びとの居場所のなさ･･･

– 様々な地域の問題と地域福祉課題を関連づけ、住民たちが
「自分たちの問題だ」と意識化するのを支援する。

– 住民たちが、より大きな地図の中で、領域を超え、使えるも
のは何でも使い、地域の中で、様々な課題を有機的に解決
するための方策を考え、実践するのを後押しする

地域のリーダーとファシリテーター
• 地域のリーダー

– 住民活動を先導する地域（業界）のリーダ

– 「住民のために事を為す」ことが目的

– 強力なリーダーシップを発揮すると、住民たちの依存
心を増やすことにつながらないか？

• ファシリテーター
– 「住民たちが自分たち自身で出来るようになるのを助
ける」ことが目的。

– 住民が地域の真の問題に気づくのを助け、自分達で
解決する能力を増すための支援を行う

– 問題に気づき、解決力を高めるプロセスを支援する
「プロセス・コンサルタント」
• （シャイン 『人を助けるとはどういうことか』英治出版）

説得より納得

• 説得は、一方的・高圧的・強化的に他者の「～す
べきだ」を、相手に受け入れさせること

• 納得は、「対話」を通じて、相手の内在的論理の
中で「腑に落ち」、あるいは「～したい」と思って
自発的に受け入れること

• 説得は一方的管理・支配と通底、だが納得を導
く支援は双方向

• 「対話」というかかわり合いから、お互いが学び
合い、納得できる「協働の物語」が生まれる。

• そのために必要な「学びの渦」

「学びの渦」とは何か？

• 「学びの渦」とは何か。それは、渦の主体となる
個人が、自らが囚われている枠組みの限界に
気づき、その枠組みを外す学習プロセスに身を
置くことから始まる。それが個人の中での「枠組
み外し」にとどまらず、その気づいた認知転換
に基づいて、行動や態度を変え、世界に対して
のアプローチを変える。このような「創発」から、
少しずつ渦が拡がり、やがてその「渦」が、「どう
せ」「しかたない」と諦めていた固い岩盤を地す
べりさせ、その下にある新たな可能世界を発掘
する機縁をもたらす。（『枠組み外しの旅』より）
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再考 「枠組み外し」と「学びの渦」

• 「どうせ」「しかたない」という「諦め」やダウンロー
ディングな現状に、「なぜ？」という問いを発する

• 「出来ない100の理由」よりも、「出来る一つの方法
論」を徹底的に考える

• その際大切なのは、 （知/不知）→知という学びの回

路を回すこと（「自分には知らないことがある」、とい
う事を素直に認めること）

• あなたは、「どうせ」「当たり前」「仕方ない」という思
考方法に「支配」されていないか？ 信用できる他
者との「対話」の中から、自らの思考のリミッターや
限界を超えるために、どう「枠組みを作りかえる」
か？

武田（2011）「ソーシャルワークとアクションリサーチ［1］」『ソーシャルワーク研究』37(1)、pp.48．

アクションリサーチの分類アクションリサーチの分類

実験型

「科学的なアプローチによって社会問題や社会生活の改善
のための仮説の生成、その仮説の実験的な実践、評価、
改善」という循環過程を通して問題解決のための政策提言
を行っていくもの。

組織型

従業員の常習的な欠勤や無断欠勤といった企業内の問題
の解決、生産性の向上、組織におけるより生産的な人間
関係や体制の構築といった、組織の目的に沿った管理運
営的なもの。

専門型

看護、教育、ソーシャルワークといった分野の実践者たち
が、調査に基づいた実践を通して自分たちの領域を専門
職として確立していくことを目的に行われるもの。

エンパワー型

社会の中の脆弱なグループと協働して抑圧の構造を変革
していくコミュニティ・ディベロップメントのアプローチに近い
もの。

調査のタイプ 量的調査 質的調査 ミックス法 参加型アクションリサーチ

世界観 実証主義 社会構成主義 実用主義 アドボカシー・参加

調査の目的
（価値）

体系的な手法による状況、現実、関係、プロセスなどの把握・理解
を通しての知識の蓄積

単に状況把握だけでなく、活
用できる知識をもとに状況改
善や発展的な変革を目指す

調査デザイン

サーベイ調査や実験
計画法

事例研究、グラウ
ンデッド・セオリー、
エスノグラフィー、
ライフヒストリー、
現象学など

量的調査と質的調
査を並行的または
連鎖的に活用

計画、行動、観察、反省、再
計画というステップを循環的
に行う

データ収集の
方法

質問票や尺度を用い
ての変数の統制や測
定

綿密で広範なイン
タビューや観察

量的・質的の両手
法の活用

質的な手法を用いることが多
いが、量的な手法も活用

調査者の立場
現実に影響を与えない
ようにデータ収集・分
析する不可視な立場

現場の参加者とな
りえるが、基本的
には観察者

量的・質的調査の
立場に準ずる

ファシリテーター、協働者

調査対象者の
立場

調査対象として情報提供 協働または調査対象者（当
事者）が主導

調査結果の活用
調査者や専門家が活用 調査対象者（当事者）が主に

活用

武田（2011）「ソーシャルワークとアクションリサーチ［1］」『ソーシャルワーク研究』37(1)、pp.50．

他の調査法との比較による参加型アクションリサーチの特徴他の調査法との比較による参加型アクションリサーチの特徴
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調査者がファシリテーター
として当事者に直接関与
する
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調査者がファシリテーター
としてワーカーに直接関与
する
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B)
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当調

調査者は当事者に関与しない

調査者の立場と参加型アクションリサーチの現場調査者の立場と参加型アクションリサーチの現場

非アクション型のリサーチ

研究者 ⇔ 対象者

非当事者 ⇔ 当事者

当事者 ⇔ 非当事者

研究者と対象者の非対称性研究者と対象者の非対称性
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（c）．記録

関西大学　経済・政治研究所　平成26年度第 3回公開セミナー

「アクションリサーチの枠組み外し」

講師：竹端　寛 氏（山梨学院大学法学部・教授）
日時：2014年10月17日
会場：関西大学千里山キャンパス　児島惟謙館 2階 第 2会議室

司会者（草郷氏）：第 2 回目の研究班の会合を開催いたします。本日は「アクションリサーチ

の枠組み外し」をテーマに行います。我々の研究班はこの 4月より経済・政治研究所の所長も

参加され、アクションリサーチによって社会の市民の力を一緒に高めていくことを目的にした

研究班です。

　我々研究班の活動としては、主に、実践的な取り組みをしている実践者の方であるとか、実

践的な共同研究に携わっている研究者の方を中心に、関西大学の方に集まっていただいて、さ

らにいろいろな側面から実践的な研究の可能性であるとか、実践的研究の成果というものをみ

んなで考えていくことを研究班の中心活動として設定しております。今年度と来年度、研究活

動を続けていくグループであります。

　今日はお二人とも遠方からお越しいただいて、一人は我々のメンバーなのですけれども、「ア

クションリサーチの枠組み外し」について興味深い視点で話をいただけるということで楽しみ

にしております。

　今回、私の話の後は室田さんの方にマイクをお渡ししまして、竹端さんのお話等いただきた

いと思うのですが、最初に私の方からみなさんにお願いがあります。私たちの内部的な記録か

ら、今日はビデオを撮らせていただいています。後半まで全て撮るかどうか微妙なのですが、

万が一自分の声がそこに残されると不都合な場合には後でお教え下さい。その対応はいたした

いと思っています。

　それから積極的にさまざまな観点からご意見等がおありかと思います。後半、みなさんでデ

ィスカッションする段になったら積極的にご参加いただけると、我々研究班としても学びがで

きると思っていますので、どうぞよろしくお願いします。それでは室田さんお願いいたします。

室田氏：首都大学東京で主に地域福祉の研究をしています室田信一と申します。今年度からこ

のアクションリサーチの研究班の嘱託研究員ということで、メンバーの一人として、といって

も今日がグループとしては 3回目の会議で、前回都合で来られませんでしたので、実質は 2回

目なのですけれども、このような場を研究班として設けることができて、今回は非常に幸いと

思っています。
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　今、草郷さんからもありましたが、この研究班では、前回例えば山下先生という方にいらし

ていただいて、富山での公共空間のデザインについて、より実践的な側面から意見交換をして、

アクションリサーチについて考え方を深めるということに取り組んできたわけです。今回のセ

ミナーは実践研究自体を議論の対象として、「アクションリサーチってどういうことなのだろ

う？」ということを考えるという意味では、あまりアクション的なセミナーにならないかもし

れません。

　非常に実践の研究に関心のあるメンバーで集まっていて、実践的な研究をしていこう、そこ

からの学びを深めていこう、市民が主体となってまちづくり、地域づくりを行うことを考えて

いこうということはあるわけです。今回ご報告いただく竹端先生の主著のテーマでもある『枠

組み外しの旅』という研究から是非ヒントを得て、改めてその方法としてのアクションリサー

チというものが、どういうものなのかを考える機会を持つことができればと思っています。

　竹端先生のご本の中で、「エクリチュール」という言葉がでてきます。後でまたお話もでて

くると思うのですけれども、枠組み、あるいは、ある型ということです。アクションリサーチ

ということにあまり強くこだわっているメンバーではないのですけれども、その手法というこ

とを考え始めると、型にはまったものにそのアクションリサーチ自体が変わってしまう恐れが

あるのではないか。そう考えると竹端先生が取り組まれている実践研究というものに、何か「ら

しい」というか、我々のアクションリサーチを考えるヒントがあるのではないか。そのような

問題意識から今回のセミナーが、我々のアクションリサーチの枠組みが仮にあるとしたら、そ

れを外すような、ないしはその枠組みというものに意識的になるような会になればという思い

で竹端先生にお越しいただきました。

　その中で例えば、研究者とその研究の対象者の関係であったり、調査するという行為の中の

主観や客観の話ということも後半では少し議論になるのではないかと思いますが、それが禅問

答のように何をもってして主観だとか、客観だというようなことになってくると、あまり出口

の見えない議論になると思います。そこはこの研究班が実践をして、アクションをして、本当

にそれが人々の幸福や生き方につながっていくというところを意識しながら、あまり机上の議

論の空中戦のようなところで研究会自体は終わらないようにしたい、そこは一応今回コメンテ

ーターという形で意識しながら進めることができればと思っています。司会を草郷さんにして

いただくという形で進めていきたいと思います。

　このセミナーは午後 7時までとなっています。後半の 1時間を私から竹端先生へのコメント、

質問、フロアからの私に対するリプライとフロアとのやり取りの時間にしたいと思っています。

だいたい 6時前に休憩を挟みたいと思いますので、 5時50分位、 1時間から 1時間10分くらい

竹端先生にまずご報告いただいて、休憩をとって、それからディスカッションの時間と進めて

いきたいと思いますので、よろしくお願いします。
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　簡単に竹端先生のご紹介、私との接点などの話をします。実は今日、新横浜から一緒に新幹

線に乗って、濃密な時間を過ごしてきて改めてお互いをよく知ったということもありました。

最初の出会いはEASP、East Asian Social Policyという、イギリスで研究していた若手のアジ

ア人研究者の研究ネットワークがあるのですけれども、そこの大会、そういう集まりの中で竹

端先生がご報告されて、私も報告していて、お互い日本人ということで交流が始まりました。

　日本の学会などでも顔を合わせるようになって、お互い共通に関わっている大阪のNPOが

あるなど、接点がいろいろある中でお近づきになりました。竹端先生の研究の最初の印象は、

保険的な研究に依拠しない不安定さというのでしょうか。不安定と言ったら本当に失礼な表現

になるかもしれませんが。我々研究者は研究マナーのようなものがあり、「この議論をするなら、

この研究者の議論を最低限依拠して押さえなければいけない」というような文脈で研究するこ

とにいつの間にか慣れていて、私もだんだんそういうマインドに慣れていました。しかし竹端

先生はあまりそういった権威的なものを前提とせずに、各方面からのいろいろな議論や考え方

を引用しつつ、それをつなぎ合わせるのです。私はそこに一抹の不安定さを感じて、「本当に

これって面白そうだけどつながるのかな」という感じが第一印象でした。

　それがまた翌年のEASPで出会って研究を伺い、また別の日本の学会でお話を伺っている

うちに、さらに他の考え方がその上に積み重なっていってだんだんそれが確かなものになって

いくのだということをずっと感じていました。非常に想像力豊かな研究を、しかしそれをさま

ざまな守備範囲の広い引用文献に基づいて、でも別に権威に依拠するわけでなく、自分の研究

にとって最も必要となるような議論を積み重ね、くっつけつなぎ合わせて、ご自身が抱いてい

る問題意識を明らかにしていくという、その研究スタイルに非常に魅力を感じました。

　今回のこのご報告の中でそういう竹端先生の非常にユニークな側面があると思いますし、同

時に非常に説得力もあると思いますので、その辺りを期待してお話を伺いたいと思っています。

どうぞよろしくお願いいたします。

竹端氏：竹端と申します。よろしくお願いします。今室田さんに大変素晴らしいご紹介をいた

だいて照れています。今、室田さんがおっしゃったことは何かと言うと、実はここに

boundary walkerと書いてあるのですが、早い話が人生綱渡りで、いつも綱渡りで適当に生き

てきた人間なのです。適当と言いながら実は今日草郷先生と話していてわかったことがあった

のです。草郷先生は「僕なんかいつも枠求めてる方やで」とおっしゃったのです。つまり、緊

張している割には何とかその枠から外れようとする、でもいつもその枠が押しかかってくると

いうタイプの人間に対して、世の中には草郷先生のように「まったく枠なんか、あった方がむ

しろええくらいやで。無視するけどな」という、枠なんかなくても勝手に生きていく野生人。

そういう意味で言ったら、「あ、なるほど。いろいろなタイプがいるんやな」と思ったのです

けれども、割とそういう意味で枠というものを意識してそれを外そうという話をずっとしてき
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た人間でもあります。

　もともと私は京都の人間で、ちょうど大学が学部から阪大の人間科学部でしたので、大阪に

遊びに行くときにここの前をよく電車で通り過ぎておりました。茨木市民だった時もあり、20

代は大阪で、その後博士号を取った後プータローをしていた時に研究でスウェーデンに半年住

んでいたことがあったのですが、30代で山梨に引っ越して 9年目になります。

　私は大学院時代にお世話になった、私の指導教官は研究者ではなくジャーナリストでした。

しかも最初に私が師匠と呼んだ人は1970年に酔っぱらったふりをして精神病院に入って「ルポ・

精神病棟」というのを書いた大熊一夫という人です。なので、いつも「わかったふりはするな」

と。「福祉の研究者はいっぱいおるけど、精神病院をなくすために役に立った研究者はおるのか？

だからちゃんと現場に役に立つことをしろ」ということを常に叩き込まれてきました。変な話、

もともと阪大に入ったのは実は河合隼雄とかユングが好きで、本当は臨床心理学者になりたか

ったのです。そのうち統計の勉強が面倒くさくなってドロップアウトしました。でも本は非常

に読んでいました。大学院に入った時に、師匠に「わかった気になるな」と言われて、拙著で

もユングは引用しているのですが、大学院の間はユングなどを読むことは一時封印しました。

というのは、精神病院でフィールドワークを始めた時に、「精神病の人のことを本でわかった

気になるのが一番危ない」と思ったからです。「生身の声を聞かなあかん」と思って、その時

竹端＃1

ちょっとだけ自己紹介

• 10代までは京都、20代は大阪、ス
ウェーデン半年を挟んで30代は山梨

• 精神科病院でのフィールドワークを
皮切りに、脱施設研究、支援者・支援
組織の変革論、そしてコミュニティ
ソーシャルワークや地域包括ケアシ
ステムの研究・現場支援へと展開

• 内閣府障がい者制度改革推進会議
総合福祉部会元委員、自治体の高
齢者・障害者政策のアドバイザー等

• 福祉社会学、社会福祉学、福祉政
策・・・のboundary walker

趣味は山登りと
合気道（初段）
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に本を読むのをやめて現場に通ったのです。ちょうど京都府立洛南病院という単科の精神科病

院が宇治にありまして、そこに毎週通っていました。だから私の先生は大熊一夫というジャー

ナリストであり、もう一方の先生は現場の当事者の方々だったのです。

　一番印象的な、最初の当事者の方との出会いは、私はさっぱりわからずに毎週精神病院にフ

ィールドワークに行っていたときです。精神病院も社会学者を受け入れたことがなくて、最初

は閉鎖病棟の中に入れられて看護のお仕事を観察していました。洛南病院というのは医者や看

護師やソーシャルワーカーの実習先でもあったので、毎週いろいろな人を受け入れていたので

す。ただ「社会学者の卵は受け入れた事がない」という理由で病院側も困って、一時期は医者

の診察も見せてもらっていたのです。その診察室で出会った患者さんと、病院のソーシャルワ

ーカー室で再び出会った時に、衝撃的なやりとりをします。

　「お前は何や？」「学生です」「医者か？」「いや、違います」「看護か？」「いや、違います」「ワ

ーカーか？」「違います」「何や？」「社会学です」「社会学者って何がしたいんや、お前」「いや、

出来たら当事者の方々がどう思ってはるか、ちょっと調べて学びたいと思って」「お前ほんま

に俺らのこと知りたいんか？」「知りたいです」「お前、俺らがここで本音言う思うてるんか？」

「え、言わないんですか？」「当たり前やないか。こんなとこで本音言うてたら措置入院に入れ

られるやないか」「精神病院の中で本音言われないんですか？」「当たり前やないか。本音聞き

たいんか？」「聞きたいです」「ほな、ついて来い」

　そう言われて、まんまと騙されて（笑）当事者活動に連れて行かれたのです。そこから京都

の鴨川の川べりでやっている当事者の方々がピザを食べながらお話をする会とか、そういう当

事者のコミュニティの中に入れていただいて、当事者のコミュニティのお手伝いをさせていた

だくようになったのです。

　その後、京都で「作業をしない作業所」に行きました。作業所というと、僕も下請け仕事で

「おたべ」の箱を折ったことあるのですが、あれはものすごく悲しくて、箱折って一個何銭の

世界なのです。その作業所で 5時間、汗だくで働いてもらったのが300円です。「こんな低賃金

労働か」というものも実習でさせてもらったこともあります。でもその後僕がホームグラウン

ドにしたのが、精神病院の中ではソーシャルワーカーの部屋でした。その理由は単純で、「シ

ャバの匂い」がしたのです。もうひとつ僕がよく行っていたのが、京都の宇治にあった「作業

をしない作業所」と言われるところです。そこは、当事者の方がごろ寝していたり、あまり作

業せずに一緒にご飯をつくって食べたり、絵画活動したりしているようなところでした。僕は、

今から思えば変なこだわりがあって、「絶対に支援者になりたくない」と思ったのです。その

作業所に行っても、「僕は支援者のお手伝いはしません」と勝手に言っていました。当事者の

人が寝ていたら僕も一緒に寝ていたりして、そのうち僕だけ寝ていたら当事者の人に毛布をか

けられて、一人でうとうとしていたりとか、フィールドワークに行っているのか、サボりに行
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っているのかよくわからないということをやっていたりしました。

　そんなことから始めて、その後、精神病院というものがいびつな空間で、精神病院ではなく

地域での福祉ということを考える脱施設研究であるとか、脱施設を進める為には「支援者や支

援組織がそもそも支配的な管理的な支援をしていてはあかん」と考え、支援組織の変革論など

考え始めます。その中で障害のある人も排除しない地域を耕すためのコミュニティソーシャル

ワークにも関心が広がります。近年は地域包括ケアシステムなんて言われていますが、それを

住民の下請け労働ではなく、住民力の自治力向上にどう活かせるか、にも関心が広がっていま

す。このように、横すべり的にいろいろと研究が広がっています。先ほど室田さんから「あな

たは危ういけどちょっとずつ『まし』になっていますね」とご指摘を受けました。年数を重ね

たら少しはモノになる、「螺旋階段的向上」なんて自分で恰好よく言っているのですが、そん

なことを考えています。

　boundary walkerとは「境界線を歩く人」なのですが、社会学と社会福祉学の、あるいは政

策の、というのもありますし、僕の中では現場と研究のboundary walkerとか、いろいろな部

分で常に境界線を歩いているのだという気がしています。実はミクロな福祉現場の個別支援を

している人はマクロ政策のことがわからないのです。その一方、例えば厚生労働省の役人なら

ば、マクロ政策は得意で、エクセルとパワーポイントの使いは得意なのですが、現場のリアリ

ティのことがわかっていない。そうすると、そのメゾレベルで両方の「つなぎ粉」みたいな役

割の人がいてもいいのではないか、ということをこの10年くらい考えていたりします。

　そういう意味で言ったら、僕は大熊一夫という師匠に出会ってから、現場に役立つ研究とい

うことを考えた時に、大事にしている 2 つのポイントは「当事者主体」と「権利擁護」です。

それはなぜかというと、福祉現場では支えるということが、「支援」する方向にいくのか、「支

配」する方向にいくのか、常にどちらにも転ぶ危険性があります。「支援」しているつもりが

簡単に「支配」に転ぶことができる権力の非対称性が高い現場なわけです。ですので、やはり

当事者主体を言い続けないと、気づいたら専門職「支配」というものが成り立ってしまってい

る現場なわけです。
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　そのためにも、権利擁護、当事者の権利をちゃんと守るということをしない限りは、いつの

間にか支配者に変わっている可能性があります。ただ、それを一方的に押し付けるのではダメ

です。現代版ソクラテスと言われた池田晶子という哲学者がいますが、私は彼女の本から産婆

術的対話というものを学びました。自分が分かっていない、知らない現場と出会いながら、現

場の困り感を窺いながら、現場の人の話を「なんで？」と聞いていると、実は現場の人自身が

分かっていないことが結構あるのです。その中で、現場の人が分かっていない、あるいは困り

感の正体をつかんで、その解決に向けた糸口を一緒に探し出すような産婆術というものを、意

識してきました。

　また、各地で講演をするだけでなく、現場に入って職員のエンパワメント研修をしてほしい

だとか、あるいはその地域のコミュニティづくりのお手伝いをしてほしいと言われて行った現

場では、最初はだいたい事態が混沌としています。そこに入り込んで、こんがらがっている糸

を一緒にほぐす中で、現場の人たちが自分たちで解決するのをお手伝いするというような仕事

をしています。

　さて、今日のお題の「アクションリサーチ」については最近しっかりと考えてもいなかった

のですが、立教の木下先生が訳されたバークレーの先生の「文化と看護のアクションリサーチ」

を読んでいて、「あ、これ使えるな」と思ったのです。その先生が言っていたのは、「直観を何

より大切にする」ということです。僕自身も確かにそうだと思っていました。つまり、あまり

竹端＃3

モットー：「福祉現場に役立つ研究」

• 「当事者主体」と「権利擁護」が立ち返る原点

• 「産婆術的対話」・・・「知らない」「わからない」現
場に出逢い、現場の「困り感」を伺い、時として現
場の人自身が「わかっていない」「困り感」の正
体を掴み、解決に向けた糸口を一緒に探す「産
婆術」→主体はあくまで現場の人

• 直観を何より大切にする
– 直観の各部分をできるだけ明確にする

– 直観を構成する部分、部分をよくあらわしている事例
を観察する。そうすることで、当該部分と全体との関
係がかみ合っているかどうかを見る。

– 少しずつ修正しながら直観全体の完成度を上げる。

（Kiefer『文化と看護のアクションリサーチ』医学書院）
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最初から理論的に「こうだからああだ」ではなくて、何となく入ってみて、その現場に入り込

みながら感じるある種の直観の感度を上げていく、という形で現場に入り込むということをし

てきました。具体的にどんなふうに入り込んでいるのかという話は今からさせていただこうと

思っています。

　次のパワーポイントは、よく現場の人に立ち止まって考えて貰う際に使っているものです。

講演でしばしば現場の人には、「みなさんはどっちの視点でものを見ていますか？」と伺って

います。法律や体制や制度というものを、当たり前の変えられない現実だと思っているのか、

あるいはそれを例えば、介護保険法にしても障害者総合支援法にしても、法律や制度や内容を

知った上で、鵜呑みにせず、使えるものは使い倒した上で、「現行制度だけではダメなら、現

場から作っていきゃあいいやないか」というような視点と、みなさんはどちらで見ていますか、

と言うのです。そうすると、真面目な公務員とか、社協職員の方々は、だいたい上と言うので

す。でも、現場を変えていかなければいけないと思う人は下と言うのです。

　法や制度がうまくいっている間は上のやり方でいいのです。ただ、法制度が順機能から逆機

能の状態になっている時にはやはり問い直すということが必要で、その時に私のような人間も

求められ始めているのかと思っています。『枠組み外しの旅』という初めての単著を出したの

が2013年、38歳の時に出しました。この本の中でも書いたのですが、僕は京都の人間で、京都

には被差別部落と言われる地域が残っています。私は南区のダウンタウンで育ったので、そう

竹端＃4

あなたはどちらの視点で見ている？
• 「○○法・制度・体制での現実」の分析

–法自体やその枠組みを自明で変えられないもの
（暗黙の前提）とし、「出された法・制度・体制の中
でどう今の現実・事業・問題に適用しようか」と考
える

–社会システム適応的視点（目の前のものを見る）

• 「法・制度・体制の枠組みや問題点」の分析

–制度や法内容を知った上で、その内容・説明を
「鵜呑み」にしない。「私や私たち、地域の皆が豊
かで自分らしく生きていける社会を作るためには、
どこが問題・ツボなのか？」という視点から、法や
制度、データを検討する

–社会システム構築的視点（鳥の目でものを見る）
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いう環境を身近に感じて育ったのです。その中で、例えば「部落差別もしゃあない」とか、あ

るいは私が障害者問題に関わった時に、「障害者もわがままだ」とか、「精神病院も必要悪やで」

とか、いろいろな「どうせ」「しゃあない」が蔓延している。それに対して、幼少期の頃から、

別に正義漢ゆえではないのですが、何か生理的に虫唾が走るというか、「何でどうせやねん。

何がしゃあないやねん」という直観レベルでの反発がありました。そして、あらためて「どう

せ」「しゃあない」という言葉の持つ力を考えてみると、自分の潜在能力の最大化の機会を疎

外する、最大の呪縛である、ということに気づき始めたのです。

　卑近な話をしますと、私にとってはダイエットというのが、「どうせ」「しゃあない」という

最大の呪縛でした。私は大学の准教授という肩書がついたあたりから、実は自分の中でかなり

アイデンティティの危機に陥っていたのです。それはなぜかと言うと、ある時期から自分の中

で「山梨学院大学法学部政治行政学科准教授」というものがずっと頭の中で流れるようになっ

たのです。何故か。中身は大学院生のマインドで、専任講師の時もフラットにつき合ってくれ

たのですが、准教授という肩書きが付き始めた頃から、急に「准教授」「先生」と言われ始め

ました。僕は20代に割と一生懸命言いたいことをワーワー言っていたのですが、大学院生の発

言なんて誰も聞いてくれなかったのに、30代になって「准教授」という肩書きが付くだけで、

同じ事を言うのに話を聞いてもらえるわけです。「何やねん、これ」というのと、それが実は

自分の中のアイデンティティ不安のひとつ目でした。

竹端＃5

「枠組み外し」とは何か？
『枠組み外しの旅―「個性化」が変える福祉社会』（青灯社）

• 「どうせ」「しかたない」というフ
レーズは、自らの潜在能力の
最大化にとって最大の「蓋」で
あり、「呪縛」

• 「どうせ」「しかたない」とわ
かった振りをせず、なぜ「しか
たない」とされるのか、本当に
変容可能性はないのか、どう
すれば変える事が可能なの
か、を徹底的に考え続けるこ
と
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　二つ目は、現場の人に「あなたたちはもっと変わらなければいけない」と講演で偉そうに述

べている僕自身が、ダイエットに関しては「俺、小さい頃から肥満児童だったので、しょうが

ない」とか、「一生懸命ジムに通って頑張っても、どうせ痩せられへんねん」とか、居直って

いた。他人様に変われと説教をしている割に、自分自身に対しては「どうせ」「しゃあない」

というリミッターをかけていたわけです。リミッターと言えば、例えば原付バイクの最高速度

は、実は60kmではありません。原付にはリミッターがついておりまして、そのリミッターと

いうのは「こうやって切ったらなあ、スピード出んねんぞ」と教えてくれる悪い友人もいまし

た。つまり、原付の安全走行性能以上のもの速度が出ないように、自動的にある一定以上の速

度は出さないような速度制限装置が付いているわけです。これは自動車でも原付でもそうです。

それと同じように、実は私たちは思考に関しても何らかのリミッターをかけているのではない

か。つまり僕の中では「どうせダイエットは無理だ。痩せられるはずがない」というのはリミ

ッターではないかと思い始めていたわけです。

　これは趣味の話ともつながります。冒頭のスライドで趣味は山登りと合気道と書いてあるの

ですが、「准教授」という肩書きに違和感を抱き始めた矢先に、合気道を始めました。実は以

前から僕は内田樹という哲学者で合気道七段の人の本をよく読んでいました。そして山梨で地

域支援の仕事を一緒にしていた、行政の担当課職員が合気道の有段者で、その方に導かれて入

門しました。僕にとって、合気道は人生が開ける大きな契機となりました。何がと言うと、実

につまらない話ですが、合気道の道場では誰も僕のことを「先生」と呼びません。僕は身長

170㎝位なのですが、20㎝以上僕より背が低い有段者の女性にバンバン投げられるわけです。

しかもその方に先生に言われた技をかけようと思っても、全くうまくできません。

　「あ、僕には知らない、分からないことがある。それを分かる快感がある。つまり学ぶ快感

というのは、知らないことを知れるワクワクさを僕は忘れていたかもしれないけど、合気道で

思い出した」

　その感覚を掴んだ時、ダイエットができないとか、○○できないという「どうせ」「しゃあ

ない」と諦めるのは、それは自分自身のリミッターだし、「合気道ができるようになれば、痩

せることもできるんじゃないか」と思って、低炭水化物ダイエットとレコーディングダイエッ

トを合わせたら、半年で10キロくらい痩せたのです。85キロだったのが75になり、70キロにな

って。その後合気道で筋肉がついたので今は73キロくらいでリバウンドはしていません。一番

太い時はウエストが85あったのが、今79まで下がって、その身体感覚や身体そのものの変容の

プロセスの中で、自分が解放されていったのです。

　そして、自分が解放されていくと、これまで私自身も、「分かったフリ」をしていた、とい

うことに気づき始めたのです。どうして「どうせ」「しゃあない」とわかったフリをしていた

のか。「しゃあない」とするのは何故か。本当に変わることはできないのか。20代から精神病
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院もなるべく最小化したいとか、社会を変えたいという運動をしていたのですが、「社会を変

える前に自分が変わらなければならない」という当たり前のことに気づき始めたのです。

　なぜ私たちは「どうせ」「しゃあない」と思考のリミッターになる言葉を発するのか。実は「ど

うせ」「しゃあない」を問い直すことは、社会の常識とか社会通念そのものとの闘いなのです。

例えば2014年には、深田恭子さんが社会福祉協議会のソーシャルワーカー役をしたNHKの連

続ドラマ、「サイレントプア」が放映されました。このドラマの主人公のモデルになったのが

豊中社協のコミュニティソーシャルワーカーの勝部麗子さんです。彼女は、例えばごみをたく

さん溜めている家に行っても、ごみを捨てることを第一義にしないのです。でも私たちはつい

ごみをたくさん溜めている家だったら、「ごみを溜める奴はおかしい」とか、「人格障害だ」と

か、「統合失調症ではないか」という病気のラベルを貼ってしまいがちです。でもごみを溜め

ている人の中にも、その溜めるだけの内在的論理があるわけです。

　大学院生の頃、福祉士養成の専門学校で教え始めたのですが、そこにはリストカットを繰り

返しているけど、ソーシャルワーカーになりたいと願う学生がいました。僕は本物のリストカ

ットを見たことがなかったので、「見せて」と好奇心で見せてもらったのですが、ちゃんと死

なないように切っているのです。もちろんいっぱい痣があって痛々しいのですよ。「どうして

カッターで切っているの？」と聞いた時に、その子が言った言葉で忘れられません。「だって

竹端＃6

「枠組み外し」とは何か？②

• あなたや僕の中に根ざした常識や社会通念そのも
のとの闘い（時として「反社会的」）

• 枠組み外しをし続ける中で、穴が空く瞬間がある。
絶対に変わらないと思っていた強固な常識の固い
岩盤が崩落し、その下に、別の新たな可能性を見つ
け出さす瞬間が訪れる

• この「個性化」を果たす中で、実はあなたや僕自身
が、より大きな社会の中で開かれていき、そこから
社会が少しずつ変わり始める。つまり、あなたや僕
自身の「個性化」を通じて、あなたや僕という一主体
が、社会を変える渦の発生源となることも可能なの
だ。
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先生、血が出ている時には、生きている実感があるんだもん」と。というのは、実は、「『生き

たい』ということを強烈な形で訴えるためのリストカットだ」と、僕はその学生からすごく学

ばせてもらったのです。

　それと同じように、例えばアルコール依存の人もアルコールを飲む形でしかSOSを出せない、

あるいはごみ屋敷の人はごみを溜める形でしか自己表現ができない状態になっている。でも、

私たちはそういう人々を「アルコール依存だ」「おかしい人や」という形でラベリングを行い、

排除しようとしている。そのことに、「どうせ」「しゃあない」と分かったフリをしないという

ことは、私たちの正常・異常というカテゴリー自体を疑うことになるわけです。

　これは、社会通念そのものとの戦いになるわけなのですが、その枠を外して考えている時に、

実は「どうせ」「しゃあない」と思っている強固な岩盤の下に、別の新しい可能性があるわけ

です。学生にその話をする時に、iPhoneの例を出します。スティーブ・ジョブズが、「電話で

音楽も聴け、ネットも見られたらいいな」という発想からイノベーションをする以前は、人々

の固定観念は崩れませんでした。それまで、ある種の強固な、「電話は電話だ」という同一性

の反復の世界観が支配していました。でも、絶対に変わらないと思っていても、今やスマホを

持っているのが当たり前になり、学生ではPCメールではなくスマホメールが基本で、レポー

トもスマホで書いているくらいだ、というように、当たり前が変わっていくわけです。

　この、私たちの「当たり前」を変えることができるということが、実は枠組みを外す中でで

きるのではないか、ということ、次に個性化概念を通じて考えてみましょう。

竹端＃7

「枠組み外し」と「個性化」

• 「個性化の意味するところはただ、個人に与
えられた定めを実現するに至る心的発達過
程であって、換言すれば個人が本来そうであ
るように定められた個性的存在へと至る過程
なのである。」（ユング『自我と無意識』）

• 「社会を変える」前に、まず自らが学び直し、
変わる事が出来るか？

• 自分自身は何を実現したいか、どういう「定
め」なのか･･･という「私への問い」から、「どう
せ」「しかたない」を超える旅が始まる。
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　ユングは個性化ということについて、「個人に与えられた定めを実現するに至る心的発達過

程だ」と言っています。つまり、自分自身に与えられた定め、自分がたまたま今関わっている

仕事、それをきちんと自分の定めだと思いながら、では社会を変えたいとか言う前に、自分が

一体何を実現したいのか、どういう定めなのかを考えることによって、自分自身の個性化を通

じて、あなたや僕という一主体が社会を変える渦の発生源になれるのではないか。「社会を変

えたい」と社会にアクションする前に、「アクションする自分はどうなのだろう？」というこ

とをまず問い直さなくてはいけないのではないか。この本を書き始めた最初は、アクションリ

サーチにつながるようなソーシャルアクション論を書こうとしていたのですが、書くうちに、

月並みだけど、「社会を変える前に自分が変わらなければならない」と考えていくようになり

ました。

　勿論これは私の専売特許ではなく、この視点で見てみたら、これを地でいってやってきた人

がいるのだ、ということを思い出しました。それが次のスライドの、おどろおどろしい写真な

のですが、これは『煉獄のクリスマス』というタイトルの写真集の内容です。アメリカの知的

障害者専門の精神病院の写真です。1965年ですから、ちょうど50年前に、アメリカの精神病院

では、障害者が真っ裸でデイルームにいた。左上はたくさん並んでいるベッドで、左下の方は

そこに赤ちゃんが入れられていた。つまり、知的障害がある、精神障害があると言われるよう

な人は、こういうところに放り込まれるというのが、50年間前の「当たり前」でした。

竹端＃8

Christmas In Purgatory: A Photographic Essay On Mental Retardation (1965)
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　日本でもそういう当たり前がありましたし、残念ながら日本ではそれがゼロにはなっていま

せん。これを社会学の古典の一つであるゴッフマンの「アサイラム」の中では、全制的施設、

total institutionだと言っているわけです。ゴッフマンはこういう施設は次の 4つのルールが当

たり前のように機能している場所であると言ったわけです。

　この 4 つのルールというのは、それこそT型フォードを作って以降の、オートメーション

化した、ベルトコンベア式労働と共通の思想に基づいています。つまり、標準化・規格化・合

理化を病院や施設の中で行い、少ない人手でできる限り効率的に処理するために出てきた考え

方なわけです。その最たるものが、例えば入所施設の中でおむつ交換の時間が決まっているじ

ゃないですか。あれは同じ時間にバーッと一気におしりを全部ひっぺがしてバーッと一気に交

換した方が、職員の手間は掛からず、「効率的」に交換できるから、なのです。しかしもちろん、

本来の対人直接援助というのは、標準化・規格化とは真逆のはずです。

竹端＃9

全制的施設(total institution)の中心的特徴

• 生活の全局面が同一場所で同一権威に従って送ら
れる。

• 構成員の日常活動の各局面が同じ扱いを受け、同
じ事を一緒にするように要求されている多くの他人
の面前で進行する。

• 毎日の活動の全局面が整然と計画され、一つの活
動はあらかじめ決められた時間に次の活動に移る

• 様々の強制される活動は、当該施設の公式目的を
果たすように意図的に設計された単一の首尾一貫
したプランにまとめ上げられている。

E・ゴッフマン（1961＝1984）『アサイラム－施設被収容者の日常世界』誠信書房

→標準化・規格化・合理化の「成果」！？
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　この標準化・規格化の結果、何が出てきたのかというと、「施設神経症」と言われるような

ものが出てきました。この施設神経症というのは、外界との接触の喪失で何もしないでブラブ

ラさせられることや、おどしやからかいとか、専門職員のえらそうな態度とか、薬づけとか、

そのような施設的処遇の結果、人々がいわゆる拘禁反応として精神病になる、つまり入所施設

や精神病院が精神病を作り出す、という指摘です。

竹端＃10

「施設神経症」

• 外界との接触の喪失（隔離）

• 何もしないでブラブラさせられることや責任感の喪
失（日常生活の剥奪）

• 暴力、おどし、からかい（様々な虐待）

• 専門職員のえらそうな態度（支援者による非人間
的支援）

• 個人的な友人、持ち物、個人的な出来事の喪失
（社会的関係の剥奪）

• 薬づけ（薬物による身体拘束）

• 病棟の雰囲気（非人間的な収容）

• 病院を出てからの見込みのなさ（夢や希望の剥奪）

「施設神経症－病院が精神病をつくる－」（ラッセル・バートン著、晃洋書房、1976＝1985）
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　これは50年前の話であれば「昔話」で済みます。しかし、僕がゴッフマンを読んだり、ある

いは施設神経症という概念に出会った時、「これは、98年から僕がずっとフィールドワークし

竹端＃11

「ほっとけない」「何とかせねば」の日本の現実

精神科病床数と平均在院日数の国際比較

人口１０００人あたりの精神病床
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竹端＃12

１年未満
29%

１年以上５年未
満
28%

５年以上10年未
満
14%

10年以上15年未
満
8%

15年以上20年未
満
6%

20年以上
15%

１年未満

１年以上５年未満

５年以上10年未満

10年以上15年未満

15年以上20年未満

20年以上

精神病床入院患者の状況 （平成１８年度版 障害者白書）
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ていた精神病院でも同じことが言えるのではないか」と気づいたわけです。

　つまり、ゴッフマンが「社会学の古典」で半世紀前に指摘したことは、現代日本でもまだ続

いているのです。それが具体的に、日本では実は精神病院の数が多いとか、精神科で20年以上

入院している人が多いというようなリアリティとして出てきたわけです。

　私は大学院生の頃から、精神病院に入っている患者さんの電話相談をやっているNPO大阪

精神医療人権センターで電話相談のボランティアなどを行っていました。その電話相談で、も

のすごくショックな声に出会ったのです。それがここに書いてある「病気に疲れ果てた。退院

したくない」です。論理的に考えたら、「病気に疲れ果てる」ことと「退院したくない」は、

イコールではありません。人は誰だってもともと退院したいわけです。病院のような自由が制

限された空間で、かつ、精神病院のようなスティグマも多いところで、いろいろな人権侵害も

起こっているところに好んで入る人はいないわけです。でも、例えば精神病院に入院を余儀な

くされる際に、親と大きな喧嘩をしたり、場合によっては親に暴力行為をしたりして、家族と

絶縁状態になったり、親に帰りたいと言っても「うん」と言ってくれなくて、家族の同意によ

る強制入院である医療保護入院が続く、ということもあります。そのような負の連鎖が重なる

中で、「結局病気も治らないのなら、もう退院出来ないのなら、それだったらこの病院で良い」

という「諦め」をもっておられる方がいたのです。

竹端＃13

非人間的対応
スタッフによる人権侵害行為

話を聞いてもらえない

入院時の対応のひどさ

ハード面のひどさ

職員が金銭
を使い込む

虐待的
言動

人手不足に
よる放置

医者による
権利侵害

主治医と滅多
に会えない

相談したい人
に相談出来ない

病院や第三者に
実情を伝えたい

必要な時に
入院させてくれない

強制入院時に
感じたショック・屈辱

非人間的な
大部屋

空調や臭い、
建物の古さ

アメニティの
なさ

様々な権利の剥奪
管理的処遇

退院・外出の制限

金銭管理を自分で
させてもらえない

プライバシーが
守られない病棟・職員

使役労働
保護室処遇
の問題

過剰投薬
通信・面会
の制限

医療保護入
院への疑問

任意入院の
閉鎖処遇

保護者の
意見優先

出たい
のに・・・

地域に戻っても・・・
「諦め」

病気に疲れ果てた。
退院したくない。

入院・治療・退院への不信・不安・不満
治療や入院への説明
不足・納得出来ない

病院や治療へ
の不信感

退院時の
支援不足

家族の無理解
受け入れ拒否

周囲からの
差別・偏見

社会資源
の不足

精神病院内の現実

保証人や
住宅不足

NPO大阪精神医療人権センターによせられた「入院患者さん
の声」 （http://www.psy-jinken-osaka.org/koepast.htm）の内容分析

院内での様々な拘束・制約
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　自己決定論を矮小化すると、例えば精神病院におられる方に、「自己決定ですよ。あなたは

ここにいてもいいし、外に行ってもいいですよ。どちらがいいですか？」と尋ね、「もうここ

で良いです」という答が返ってきたら、それは本人の自己決定と見なされる可能性もあります。

でもそれは「支配者」の論理なのです。つまり支配者が支配されている側に「あなたはここが

いい？外に行きたい？」と言ったって、「ここがいい」と言うに決まっているわけです。それ

は拉致監禁事件があった時に、拉致監禁の被害者が、「どうして出ていかなかったんですか？」

と問われて、その人は「無力感」に襲われ、そこから出ていけなかったというのと構造的に同

じなのです。

　つまり、何が言いたいかというと、実は諦めは社会的に構築されているものだ、だから自己

決定と思われているものの中にも諦めの部分があり、その「どうせ」「しゃあない」という諦

めは社会的に構築されたものである。であれば、その社会的に構築されたものはひっくり返す

ことができるのではないか、と徐々に思うようになってきました。

　実はそれは「ノーマライゼーション」の原理で既に具現化されています。この「ノーマライ

ゼーション」の父が、ベンクト・ニィリエで、私も2003年にお話しを伺いました。

竹端＃14

ノーマライゼーションの育ての父

ベンクト・ニィリエ（Bengt Nirje：1924-2006）

主著「ノーマライゼーションの原理」（現代書館）「再考ノーマライ
ゼーションの原理－その拡がりと現代的意義」（現代書館）
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　このニィリエが言った「ノーマライゼーション」の原理というのは、知的障害のある人でも

一日のノーマルなリズム、生活上の日課もあって、休日とかをノーマルなリズムで暮らして、

竹端＃15

「ほっとけない」の具現化としての
ノーマライゼーションの８つの原理（1969年）

1. ノーマライゼーションの原理は、知的障害者に一日の
ノーマルなリズムを提供することを意味している。

2. ノーマライゼーションの原理はまた、ノーマルな生活
上の日課を提供することでもある。

3. ノーマライゼーションの原理はまた、家族とともに過ご
す休日や家族単位のお祝いや行事等を含む、一年
のノーマルなリズムを提供することを意味する。

4. ノーマライゼーションの原理はまた、ライフサイクルを
通じて、ノーマルな発達的経験をする機会を持つこと
を意味している。

竹端＃16

ノーマライゼーションの８つの原理（1969年）

５， ノーマライゼーションの原理はまた、知的障害
者本人の選択や願い、要求が可能な限り十分
に配慮され、尊重されなければならない。

６， ノーマライゼーションの原理はまた、男女が共
に住む世界に暮らすことを意味する。

７， 知的障害者ができるだけノーマルに近い生活
を得られるための必要条件とは、ノーマルな経
済水準が与えられることである。

８， ノーマライゼーションの原理で特に重要なの
は、病院、学校、グループホーム、福祉ホーム、
ケア付きホームといった場所の物理的設備基
準が、一般の市民の同種の施設に適用される
のと同等であるべきだという点である。
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ノーマルな発達的経験をしたり、あるいは男女が共に住む世界に住むなどの環境を保障しなけ

ればならない、ということを、 8つの理論でわかりやすく整理しました。この原理の生成過程

を辿ると、先ほどの精神病院のデイルームのようなアブノーマルな現実をニィリエはアメリカ

でも沢山見てきました。「この現実を何とかひっくり返すために、現場の人もわかってくれる

理屈はなんどうか」という思いから産み出されたのが「ノーマライゼーション」の原理なので

す。今日のアクションリサーチにからめて言うと、ニィリエはアメリカ訪問をする前の、1960

年代の10年間ずっと、スウェーデン中の入所施設を訪問していました。それらの数限りない施

設訪問の中で、何かと同じだ、という「直観」が浮かんだのです。ベンクト・ニィリエという

人は第二次世界大戦を生きてきて、ナチのホロコーストも本当に肌身に感じながら生きてきた

人間です。また戦後、彼はハンガリーの難民収容所（UNHCR）で働いていたので、そういっ

た入所施設が難民施設とか、あるいはホロコーストのような施設と一緒だ、と気付きました。

ではこの現実をひっくり返すためには、当時の「当たり前」を転換をしなければならない。そ

の当たり前を実現するための原理として、「ノーマライゼーション」の原理というのを作った

のです。

　この「ノーマライゼーションの原理」は、ケネディ大統領の妹さんが知的障害で、ケネディ

大統領はアメリカの脱施設化政策を進めていったのですが、ニィリエはケネディ大統領から呼

ばれて、大統領委員会の報告書の中で「ノーマライゼーションの原理」を初めて発表しました。

理論とはすごい、と思ったのは、この「 8つの原理」は瞬く間に広がっていき、1970年代から

入所施設を閉鎖して地域の中で「 8つの原理」を実現する、という「脱施設化」が世界的な潮

流となりました。この「脱施設化」の立役者の一人が、お話ししたニィリエだったのです。ニ

ィリエが何をしたかと言うと、他の人の「ノーマル」と同じ基準の生活環境が知的障害者にも

必要だ、と考え、その条件を 8つの原理で整理しました。つまり、彼はアクションリサーチの

中で、「こんな入所施設ではない暮らしが必要だ。この入所施設の暮らしをやめるためには、

この 8つの条件が必要だ」というものを言語化して整理したのです。それが世界中に広まって

いって、「これを実現するには入所施設ではだめだ」ということの中で、「ノーマライゼーショ

ン」というものが広まっていき、「脱施設化」というものが進んでいったわけです。

　そういう意味では、ニィリエは、ある種の「社会起業家」といえるかもしれません。次のス

ライドをご覧下さい。これは世界中のイノベーターにインタビューしたオットー・シャーマー

という人が作ったU理論という理論です。
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　社会を変える枠組みを作った人というのは、この図に表されるようなUの段階をたどって

いるのだ、というのを概念的に整理したものです。これまで常識を鵜呑みにしていた（ダウン

ローディング）状態から、一歩立ち止まって観察する中で、「何かこれっておかしいんちゃう

んか？」と感じ取る。その観察を深める中で、「これって、こんな風にも変えられるかも！」と、

源につながり、アイデアがわき上がる。一旦沸き上がったら、今度はそれを結晶化して目に見

える形にし、普及するためのプロトタイプを創り上げ、世に問うていく。つまり、受け身（リ

アクティング）だったものを、再設計（リデザイニング）する中から、再構成（リフレイミン

グ）していく。そこから新しく何かを、something interest を産み出す（プレゼンシング）。

これは、ニィリエが先ほどの精神病院を見ていて、「おかしい。この構造全体をどう変えるこ

とが出来るだろうか？」と観察し、再構成する中で、「あ、こう変えていったらええんやないか」

というアイデアが沸き起こり、それを「 8つの原理」という形で結晶化し、やがてノーマライ

ゼーションの実践というプロトタイプが世界中に広まっていった。そういう意味では、彼は社

会起業家精神を持ったリーダーだったのです。

竹端＃17

社会起業家がたどる『U理論』

出典：『U理論―過去や偏見にとらわれず、本当に必要な「変化」を生み出す技術』
シャーマー著、英知出版
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　このニィリエの「ノーマライゼーションの原理」が産み出された10年後、障害当事者たちは

障害の社会モデルという考え方を生み出しました。この社会モデルというのは、これまで病院

中心型の、医者がトップになるような医療ヒエラルキーの中では、「障害者は可哀想であり、

障害というのは個人に起こった悲劇であって、変わるべきは障害者」と言われていた医学モデ

ルに対して、社会モデルはそれにアンチテーゼで、「障害は不幸なんとちゃう。それは障害者

を差別する、抑圧する不平等な社会の側が問題であり、社会が変わるべきだ」ということを言

い出したわけです。これもある種、医学モデルに対する枠組み外しであり、枠組みの転換なの

です。実はこれは、室田さんなどもずっと研究しておられた、ブラジルでの大地主から搾取さ

れていた小作農たちに識字教育を教えていたパウロ・フレイレなどが言っている、『被抑圧者

の教育学』の考え方とも一緒なわけです。

　今までの話に共通するのはパラダイムシフトです。クーンの『科学革命の構造』によると、

結局パラダイムシフトというのは変則性に気づくことから始まります。その変則性のある場所

を広く探索することで、ある種パラダイムが変わっていきます。つまり、精神病院がおかしい

と思った時に、おかしいだけじゃなくて、それをひっくり返すような法則性を作っていく中で、

そのパラダイムがごそっと変わるのです。

竹端＃18

障害の医学モデル 障害の社会モデル

障害とは 個人に起こった悲劇
障害者個人の問題

社会的差別や抑圧、不平等
社会の問題

核 機能回復 権利

価値 均質性・差異の否定 多様性・差異の肯定

視点 障害者のどこが問題なのか
「変わるべきは障害者」

社会のどこが問題なのか
「変わるべきは社会」

戦略 機能的に“健常者”になることで
の自立
統合・同化（障害者が社会に適
応する）
リハビリテーション

障害者のままで自立
社会変革・インクルージョン、エ
ンパワメント、社会運動、自立生
活運動、権利擁護運動

障害者 治療の対象 変革の主体

社会 物理的環境 構造と制度、人々の関係

重要な
分野

医療 権利、行政、制度、経験、社会開
発、市民運動

出典：久野研二・中西由起子著『リハビリテーション国際協力入門』三輪書店、74頁
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　先ほどの「医学モデルから社会モデルへ」というパラダイムも、医学モデル的パラダイムが

当たり前だった時に、障害のある人たちが、「障害があったまま地域で暮らしたらあかんのか」

竹端＃19

「パラダイムシフト」による価値転換

• 通常科学的研究では、パラダイムによってすでに与え
られている現象や理論を磨き上げる方向に向かう。

• 発見は、変則性に気付くこと、つまり自然が通常科学
に共通したパラダイムから生ずる予測を破ることから
始まる。次に、その変則性のある場所を広く探索する
ことになる。そして、パラダイム理論を修正して、変則
性も予測できるようになってこの仕事は終わる。

• 科学革命という時、それはただ累積的に発展するの
ではなくて、古いパラダイムがそれと両立しない新し
いものによって、完全に、あるいは部分的に置き換え
られる、という現象である。

出典：トーマス・クーン『科学革命の構造』みすず書房

竹端＃20

「与える（＝詰め込む）」と「引き出す」

出典：『リハビリテーション国際協力入門』（三輪書店）
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という中から作ってこられた理論だったのですが、このパラダイムシフトが起こる中で社会は

大きく変わっていきました。

　フレイレは「銀行型教育」と「課題提起型教育」を比較していましたが、「これを覚えろ。

理由を聞くんじゃない」「はい、わかりました。ありがとうございます。その通りです」とい

うような、一方的に考えを詰め込む銀行型教育ではなく、「で、この考えを君はどう思う」「僕

は違うと思います。僕の考えは」と相手の考えを引き出す課題提起型教育の重要性が、開発教

育や参加型開発の現場でも「当たり前」となってきました。

　この「与える」と「引き出す」の違いは何かと言うと、要は無知な人間は黙って我慢してそ

れを受け入れればいいというのが、与える側です。これは専門家支配の考え方になるわけです。

一方、当事者主体というのは、相手の物語を伺った上で、自分の物語と交錯させながら、相手

の潜在的な能力を引き出していく、その可能性の開発に乗り出す。これは、はっきり言って銀

行型教育の方が楽なのです。大学の授業でも、銀行型の方が楽チンなのです。「黙って話を聞け。

聞かへんかったら単位を出さへんぞ」という方が楽チンなのです。でも本当に学生にイノベイ

ティブなことを考えてもらおうと思ったら、やはり課題提起型教育をしなくてはいけない、と

いうので、アクティブラーニングなんていうものが最近大学教育でも必要とされてきています。

つまり、やはり最先端の学びというのは常に動的プロセスなわけです。その動的プロセスの中

竹端＃21

与えるのではなく、引き出す

• 与える思想･･･知識や技術を習得しているも
のが一方的に伝授し、無知な人間は黙って
我慢してそれを受け取れば良い

• 引き出す思想・・・相手の物語を伺った上で、
自らの物語と交錯させながら、相手の潜在的
能力を引き出し、可能性開発に乗り出す

• 与えられる知識は固定的。だが、流動的な現
実社会を乗り切る智慧は、常に動的。

• 「対話」の中から、お互いの「どうせ」「しゃあな
い」を超えた可能性の相互開発のチャンス
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から、対話の中からお互いの「どうせ」「しゃあない」を超えた可能性開発、それは支援する側・

される側、教育する側・される側という、どちらの側も越えたお互いの相互開発の可能性が開

いていくチャンスなのではないか、ということも実は枠組み外しをやる中で、気づき始めまし

た。

　これは僕がとても好きな絵なのですが、この絵を元に学生とこんな対話をしています。

　「これ何を意味しているの？　右側にいる人ってどんな人？」「教科書持っている人だ」「左

側の人は？」「何か原住民というか、地元の人。」「そうやね。上に何て書いてある？」「WE 

ARE GOING TO CHANGE YOU!」「意味は？」「私たちは、あなたたちを変えたい」

　この左側の人々が言っている、「あなたたちを変えたい」とは、右側の教師や看護師、ソー

シャルワーカーなどの「専門家」が権威に基づいて「無知な住民は変わらなければいけない」

と言っていた事の、鸚鵡返しなのです。しかも、「『変わりなさい』と指導助言する、専門家で

あるあなた自身の立ち位置はどうなのですか？」という問いです。この問いを、僕は研修の場

で無意識にやはり聴衆者から感じていて、まさに『WE ARE GOING TO CHANGE YOU!』と、

僕自身が問われているように感じていました。つまり、僕自身の研修講師としての抑圧的な位

置づけにいるのではないか、と。

　実はこれこそ、パラダイムシフトの考え方なのです。ただ、このパラダイムシフトは、フレ

竹端＃22

「専門家」の「立ち位置」は抑圧的？

Werner & Bower (1982) Helping Health Workers Learn: Hesperian Foundation
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イレに限った話ではありません。僕が大学院生の頃にフィールドワークを始めた精神医療の世

界でも、同じような現象が見られます。イタリアでは、単科の精神病院をなくしたのですが、

その精神病院廃絶運動の原動力になったフランコ・バザーリアという医者が、こんなことを言

っています。

　「病気ではなく、苦悩が存在するのです。」「彼と私が彼の病気ではなく、彼の苦悩の問題に

共同して関わる時、彼と私の関係、彼と他者との関係も変化してきます」

　つまり、「病気で治療される人」と「その人を治療する人」では、上下関係になりやすい。

そうではなくて、「生きる苦悩を抱えているあなた」と「その苦悩に寄り添うわたし」であれば、

対等になる。つまり一方的に「与えるだけ」の立場なのか、その苦悩を共感しながら相手の魅

力や可能性を「引き出す」専門家なのか、これよってパラダイムやアプローチの仕方はものす

ごく変わります。「支配」から「支援」に変わるためには、やはりこのパラダイムシフトを踏

むことができるのか、というところが関わってくると思うのです。

　これは実は認知症の世界では最近、「本人には絶対的な価値観がある」と言われている考え

方が出てきています。例えば、ある認知症の人の内在的論理を考えてみましょう。おむつの中

にうんちが入っていて、それが気持ち悪いから手で出して、タンスに入れてしまう人がいた、

とします。本人からすると、「なんだか気持ち悪いし、臭い何かがお尻についている」と、そ

竹端＃25

「病気・障害」ではなく、同じ人間としての

「生きる苦悩」に目を向けること

• バザーリア： 「病気ではなく、苦悩が存在するの
です。その苦悩に新たな解決を見出すことが重
要なのです。・・・彼と私が、彼の＜病気＞ではな
く、彼の苦悩の問題に共同してかかわるとき、彼
と私との関係、彼と他者との関係も変化してきま
す。そこから抑圧への願望もなくなり、現実の問
題が明るみに出てきます。この問題は自らの問
題であるばかりではなく、家族の問題でもあり、
あらゆる他者の問題でもあるのです。」

（出典：ジル・シュミット『自由こそ治療だ』社会評論社、p69)
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れが排泄物であることを忘れていたりするわけです。でも、次の瞬間、「あ、あそこに鬼がいる」

と。それは、同居している「お姑さん」のことが誰かわからなくなっていて、でもいつもうる

さくて叱る人という印象は残っているから「鬼」と認識していていた。「鬼が来た、ここに臭

いものがある。隠さなあかん。あ、そこにタンスがあった。隠そう」。それをお姑さんの視点

からみると、「おばあちゃん、どうしてタンスの中にうんこ入れてんの！」という怒りの表現

になる。結果、認知症の周辺症状（BPSD）とラベルが貼られて、精神病院の認知症病棟に放

り込まれてしまう可能性もあります。

　でも、先ほどからみてきたように、「うんこをタンスの中に入れる」という行為をする人にも、

それなりの理由があります。それをそのまま受け止める必要はありませんが、そのご本人の内

在的論理を探って理解して、その内在的論理に寄り添うことができるのか、が実は支援する側

にも求められています。また、本当に支援対象者の行動変容に結びつけるためには、この相手

の内在的論理の理解が必要不可欠になります。

　例えば宮本さんなどは被災地支援をしておられるのでよくお感じだと思うのですが、被災者

の語りに耳を傾けるというのは、それこそ語りに耳を傾けながら一緒に伴奏していくことなの

だろうと思うのです。普通「バンソウ」の「ソウ」は「走る」なのですが、僕は「奏でる」と

書いています。これは多分誤植で書いたのだけれど、よく考えたらもしかしたらこっちの方が

竹端＃26

本人の力をどう見るか？
「認知症の人への本人中心ケア」

• 年齢や認知能力に関係なく、全ての人間には
絶対的な価値があるとする価値観
– 市民としての権利と権限を促進する

• 各々の個性を大切にした個別アプローチ
– 神経学的疾病には個性や個人史が反映している

• サービス利用者の世界観への理解
– 個人の経験には心理学的妥当性があり、この視
点に寄り添うことに大きな可能性がある

• 心理的なニーズを支援する社会環境の提供
– 自分の疾病を補い、個人的成長の機会を促進す
る社会環境を必要としている

出典：Brooker, D.(2007) Person-centered dementia care, Jessica Kingsley Publisher p12-13.
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いいかもしれないです。つまり、例えば被災地に行って、被災者の語りに耳を傾けながら、一

緒にしゃべりあう中で、聴き手のこちらも音楽を奏でているのです。例えば私も、精神の当事

者たちのとてもしんどい話をじっくり聞いた後、「聞いてくれてありがとう」と言われること

があるのです。これは被災地でもそうだと思うのですが、実は聞きながら一緒に演奏している

のです。宮本さんの師匠である大阪大学の渥美公秀先生はそれを「集合的即興」とおっしゃっ

ていますが、まさにジャズなのです。

　ジャズを演奏する時には、その即興演奏で大事なのは、きちんと現場との呼吸をすることで

す。支援現場で専門家主導が危ないのは、専門家が自分の曲調を押し付けて、「あなたもこの

音楽の中で踊りなさい」と枠にはめてしまうと、うまくいくわけがないのです。その枠からは

み出した人は、「この人は問題行動をとる」とラベルを貼るだけでなく、「言うことを聞かない

なら、縛ったり薬物治療の対象だ」となりやすい。でも、本物の音楽家は、そんな枠に当ては

める事はしない。たとえば最近、「アール・ブリュット音楽」という取り組みが始まっています。

知的障害の人とか、自閉症の人とかが、楽器を前にして、何かすっきり楽しいのでトントン、

ブーブー、ポロポロと、楽譜も気にせず奏でている。本当に即興音楽ができる人は、障害者が

楽しくてテンテン、ヒーヒョロと奏でているのに、一緒にリズムを合わせたりするわけです。

そのうちに気付けば即興音楽の世界が拡がり、面白くなっていくのです。

竹端＃29

「物語再生」の伴奏型支援で重要な事

1. 本人の話をよく聴いた上で、ご自身の人生を取り
戻し、再生し、改善させる「捉え直し」のお手伝い

2. ご本人、家族、支援者、ボランティア、行政・・・の
強み（ストレングス）を活かせているか？ 悪口や
個人の欠点の批判に終始していないか？

3. 地域社会はその人の使える資源のオアシスとして
徹底的に活用する事ができているか

4. ご本人の決定（監督）権を尊重し、それを活かす
支援が行えているか？

5. 支援者と本人が信頼関係でつながり、同じ方向を
目指した協力関係が築けているか？

6. 家と居場所の往復、で閉ざされず、そこから地域
の中で試行錯誤できる体験につながるか？
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　NHKの連ドラ「あまちゃん」の音楽を作っている大友良英さんが、障害のある人との即興

演奏をやっているのを、テレビでみたのですが、それは実に魅力的な奏で合いでした。実はそ

の伴奏型の即興演奏こそ、支援の現場の醍醐味なのです。開発教育でも途上国における支援で

も、なぜ参加型開発と言われるようになったのか。それは結局、欧米型の枠に現地の人をはめ

込んでも、現地の人は何も動いてくれない、というところから始まっていったわけです。

　同じように、支援を必要としている人にも、その人なりのリズムなり、間があるわけです。

だから、僕は今、こんな早口でしゃべっていますけれども、精神の当事者のたまり場に出かけ

たら、多分注意されます。「こんな早口はたまらん」「あんた、気ぃ張ってるなぁ」「ぼちぼち、

いこか」なんて声をかけられる中で、テンションを落としていくわけです。

　その場のペースやテンションに合わせた形での即興演奏をする、専門家が勝手に主旋律を奏

でず、相手のペースに合わせて、相手のペースの中で曲を一緒に作っていく。でも大事なのは

あくまでも伴奏であって、主旋律を奏でるのは支援対象者なのです。「当事者主体」というのは、

主旋律を奏でるのは支援対象者だ、という宣言でもあります。そのためには、支援という音楽

を奏でる前には、やはりチューニングが必要で、まずじっくり話を聞かなければいけないわけ

です。チューニングしながらじっくり話をうかがう中で、使えるものは何でも使わなければい

けない。支援者とか、あるいはご家族とかボランティアとか行政も、使えるところを何でも徹

底的に使い倒せばいいじゃないか。その中で、お互いが信頼関係で結ばれ、少しずつバラバラ

だったものが、チューニングを合わせてチーム作りができていくのではないか。

　私は先週、岩手県の釜石市と大槌町で、地域包括ケアの講演をしていました。その際に、こ

れからは被災地でも、「自分たちの地域をどう一緒に作っていくのか？」というチーム作りの

チューニングをしなくてはいけない、という話をしていたのです。それは個別支援というミク

ロなチーム支援でも、地域作りというマクロなチーム支援であっても同じなのではないかと思

い始めています。

　これまでお話ししてきたことをまとめると、対話をすることなく「専門家が知っていて、現

地の人は無知な人」という上下関係的な専門家支配から、対話に基づきながら、「現地の人は

現地のことをよく知っている専門家」「私はその現地の人がより良く生きるのを一緒に考える

専門家」と対等な位置づけに変える。その上で、お互いが即興演奏を奏でる中で、相手の内在

的論理をお互いに探り合いながら、関わり合いながら、相手の魅力を発見する中で、支援する

側・される側が相互変容していくということが、狭い意味での「専門家の枠」を超えるという

ことなのではないかと思うのです。

　専門家と言われる人はやはり標準化・規格化された「正解」をこれまで学んできています。

それが、室田さんが冒頭でおっしゃられた、例えば論文や先行研究というお作法だと思うので

す。もちろんそれは知っていて悪くはないけれども、これは宮本さんの現場のお師匠さんであ
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る京都大学の矢守先生がよくおっしゃっているのですが、その現場で「成功する解決策」とし

ての「成解」、ローカル・ノレッジに基づく「成解」を作らなければならない。これは、例え

ばレヴィ・ストロースが言っている「ブリコラージュ」と一緒なのです。つまり、「ありもの

仕事」なのです。地域福祉と一口に言っても、例えば釜石と吹田と甲府では、社会資源も土地

柄も人間性も違うので、何ができるか、は異なっています。その地域・その現場の人々でチー

ムを作り、その即興演奏の中から出来ることを探し出すしかない。レヴィ・ストロースの言う

「ブリコラージュ」とは、「この木の棒が何か使えへんかな。何かこれ使えそうやからこの木と、

ついでに葉っぱと石もとって帰ろう」と拾い集めたもの中で、「ありあわせのもの」を寄せ集

めて何かを作っていく、というありようを表現したものです。支援現場で求められているのも、

現場の人たちとブリコラージュをする中で、その現場でできる、成功する解決策を作りだして

いくということです。そういう意味で言ったら、僕は「専門は何ですか？」と聞かれたら、「ま

だありません」としか答えられない実情かもしれません。専門の枠にはめる仕事、というより

も、現場と協働する中で何かを産み出す存在なのではないか、と思っています。

　これを「編集」概念を通じて考えてみましょう。政策ができていく過程というのは、ニーズ

を「読み解き」「編集」して「組み立て」るプロセスとも言えます。その際、行政の事務職は「組

み立て」るプロです。一方、現場のソーシャルワーカーは「読み解き」のプロです。でも、「読

竹端＃31

個別支援から政策に至る３つのプロセス

「読み解き」
当事者が求めるニーズとは？
圏域毎の、全県的な課題とは？

「編集」
「読み解」かれた課題をどのように

加工して「組み立て」るか？

「組み立て」
A：実践組織による実践化

B：市町村による計画化・事業化
C：県や国での政策化

現場が得意な分野
直接現場に関わる
担当者や当事者、
家族、支援者が「読
み取る」のが得意

計画策定担当者が
得意な分野

Aは支援者にも可能
だが、B/Cは行政の
本来業務と認識

？？？？？
旧来はブラックボッ
クス。ゆえに官民協
働の仕掛けが求め

られる部分

３つの過程概念については平野隆之「地域福祉推進の理論と方法」有斐閣、より
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み解き」のプロはその政策言語に落とし込む議会対策は下手で、議会対策のプロは現場のニー

ズの「読み解き」が苦手で、わからないこともしばしばあります。

　そこで大切なのは、まさにこの共同「編集」の場です。とはいえ、例えば行政の福祉計画だ

と、「組み立て」のプロが立てているから全然現場のリアリティと違うような福祉計画ができ

ていたり、あるいは福祉現場で愚痴を言っても政策に反映されなかったりするわけです。なの

で、僕は、福祉政策の現場で、この共同「編集」作業において、なるべくミクロな現場とマク

ロな政策者とがつながるような編集のお手伝いもしています。

　行政学がご専門の同志社大学の真山先生は、「地方自治体の現場は、事業を設定してやって

実施してそれで終わりだ」と仰っています。いつも実施した事業の成果や課題を検証すること

なく、翌年度の事業をやってしまう。これは資料の図の青の箇所（「事業課題の設定→事業案

の作成」、「事業決定」、「事業実施」）しかやっていないと言うのです。あるいは「事業評価」

的なものは、飲み屋の端っこで「あれ、よくなかったよね」と、愚痴を言って終わりなのです。

大事なのは、飲み屋の愚痴を愚痴で終わらせずに、きっちりと事業評価することです。「あか

んかった」「なってない」「今の政策ダメや」と、飲み屋の愚痴で終わらせるのではなくて、そ

れをマイナスの事業評価として原因を探り、そのマイナスの事業評価を「問題の発見」につな

げ、「分析」するなかで「政策課題」として設定していく、このプロセスをどう回せるのか、

竹端＃32

施策体系の
確認→既存
事業の検討

政策課題の
設定→
政策の策定

問題の
分析

問題の
発見

事業課題の
設定→事業
案の作成

事業決定 事業実施 事業評価

政策形成過程

事業過程

自治体における望ましい政策形成過程と事業過程の関係
真山達志『政策形成の本質』成文堂、ｐ６２より
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が問われています。福祉政策の現場でも同様に、この図の青だけで終わってしまっているので

す。全然この緑から（「事業評価」「問題の発見」「問題の分析」「政策課題の設定→政策の策定」

「施策体系の確認→既存事業の検討」）ができていません。

　昨今、福祉政策の領域でも盛んにPDCAサイクルが叫ばれていますが、この実践は、言う

は易く行うは難し、です。その最大の理由は、事業評価の部分がおろそかになるからです。事

業評価から問題の発見、分析、政策課題の設定へと動的なプロセスをきちんと回せないと、形

式合理性のみを踏まえたPDCAサイクルになって、書類上PDCAを「やったこと」にしてし

まいます。でも本当のPDCAというのは、この事業評価から問題の発見、問題の分析の中で、

何らかのブレイクスルーが起こるものです。「これまでわからなかったものをわかる」という、

何らかのブレイクスルーがないPDCAは形式主義に陥る可能性があります。

　このブレイクスルーに関して、博士論文を創り上げる際に気付いたこともご紹介しましょう。

現場のソーシャルワーカーで、地域を変える面白い実践をしている人たちのヒアリングをまと

める中で、その人達の実践に何らかの法則や共通点はないか、と思って整理していました。そ

の際見えてきたのは、「ほんまもん」の地域を変える実践をしている人たちは、当事者の話を

じっくり伺った上で、「この人達の本音を知った以上、それを実現するためには、まず自分自

身のアプローチを変える必要がある」と、支援対象者を変える前に自分が変わり始めます。た

竹端＃33

「読み解き」を「組み立て」に生かす戦略
－「しかけづくり」に共通する５つのステップ＋α－

５，自信・誇り・役割意識が当事者に芽生え
はじめる→当事者が変わる（事業評価）

３，一人では無理と気づき、問題を共有する仲間
を作る→人々を巻き込む（政策過程の設定→
既存事業の検討→事業課題の設定）

４，仲間の連携がやがて組織や地域を動かし、
居住環境や就労、所得などの側面が変わる
→当事者の生活条件が変わる（事業実施）

２，当事者の想いや願いを実現するために模索を
始める→支援者自身が変わってゆく（問題の分析）

１，当事者とじっくり向き合い、本音
を聞く（事業評価と問題の発見）

６，制度が実態に追いつこうと制度改変へ

竹端寛(2003) 「精神障害者のノーマライ

ゼーションに果たす精神科ソーシャルワー
カー（PSW）の役割と課題」大阪大学大学院
人間科学研究科博士論文、を基に改変
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だ、「自分一人では解決不可能だから、周りの人も巻き込もう」とする中で、やがてそれが個

人的つながりから組織的連携に変わり、具体的なサービスや拠点の創出として現実化され、そ

の結果として当事者に役割や誇り、自信が産まれ、当事者も変わるのです。さらに言えば、国

の政策は、この 5つのステップが成功している現場を視察して、他の地域でも取り入れられそ

うな形で制度化して取り入れる。

　例えば介護保険制度には「小規模多機能型」というのがあります。これは元々、富山の病院

で看護師をしていた惣万さんが、「病院で人生の最期を支援したくない」という想いを持ち、

地域の中でお年寄りを預かるところを作りました。ただオープン初日に来たのが、障害を持っ

たお母さんで、お子さんを預かってほしい、というニーズでした。「お年寄りを預かるつもり

やけど、障害を持ったお子ちゃんでも預かったろうか」と思って預かり始めたら、行政は当初、

「高齢者施設なのになぜ障害者を入れるんだ、ドアを別にしなさい」とか、形式合理性のみの

指導をしてきたわけです。でもそのうち「託老所」として流行るようになって、「富山型」と

して評判になるにつれ、以前は行政指導していた富山市の市長がフォーラムで、「富山型でご

ざいます」と宣伝するようになり、厚労省の官僚も視察に来て、介護保険の制度改正時に「小

規模多機能」として制度の中に位置づけられた。

　この 5つのステップの色というのは意識的であって、これは先ほどの政策過程分析と同じな

のです。つまり、本当に地域を変えてきた人々は、この「マイナスの事業評価」から支援対象

者が現状に満足していない、こういう問題がある、と知ったのです。しかも、そのことに気づ

けていない自分がいた。つまり「無知の知」です。自分は「これが分かっていない」「これが

できていない」と分かったのです。これを本気でやるためには、自分のアプローチを変えなく

てはいけません。多くの人は、「いや、今の仕事が忙しいから」とフタをして、「どうせ」「し

ゃあない」と、この青（事業実施）でフタしてしまいがちです。でも、「どうせ」「しゃあない」

とフタをせずに、この「マイナスの事業評価」を原動力として、「政策形成過程」のプロセス

に進んでいく人が、私が整理した「 5つのステップ」を踏んでいき、それが実は制度を変えて

いくのだということに気づきました。そして、この「 5つのステップ」を踏むこと自体が、支

配的パラダイム自体への問いであると、『枠組み外しの旅』を書いた後に気づきました。しか

しそれも、僕の専売特許でなくて、かの養老孟司大先生が言った『バカの壁』はそれだったの

だ、とその後で気づいたのです。
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　僕のゼミでは、一週間に一冊新書を読む、ビブリオバトルのようなことをやっています。先

日はちょうど、『バカの壁』がテーマでした。学生は『枠組み外しの旅』も読んでいるので、「僕

の本と『バカの壁』はどこが一緒でどこが違うか、教えて下さい」と無茶ぶりをしてみました。

するとある学生が、「『バカの壁』は自分の中でできた壁で、『枠組み外し』の枠組みとは外か

ら与えられた枠組みだ」、と上手に整理してくれました。

　いずれにせよ、「自分の中の思い込み」や「社会的に信じ込まされた枠組み」は、福祉現場

でも強く作用しています。それは繰り返しになりますが、「どうせ」「しゃあない」の壁です。

之に関連して、私が国の審議会の委員をやってみてよくわかったのは、優秀な中央官僚の中に

は、「出来ない100の理由」を考えるプロが沢山います。自分たちが作った牙城を崩すような新

しい提案をした時に、いかにこれができないか、という理由を巧みに作ってこられます。でも、

私は「出来ない100の理由」を考えるよりも、現場の人たち一緒に実践してきたのは、「出来る

一つの方法論」を探ることです。そのためには、「専門家支配の壁」を越えて、自分の枠には

まらない相手を、「わがまま」とか「人格障害」とかラベルを貼らずに、相手と伴奏しながら、

ブリコラージュで、その現場・対象者とできることから始めるのです。ただその際、現場支援

の伴奏者たちが気をつけなければいけないのは、ジャーナリストの佐々木俊尚が『当事者の時

代』という新書の中で書いたことなのですが、「マイノリティ憑依」です。つまり、例えば水

俣の問題にせよ、差別問題にしても、差別される側の立ち位置の「横」にいる私は、この差別

竹端＃35

地域福祉実践での「バカの壁」(養老孟司)

• 「どうせ」「しかたない」の壁・・・先入観・思い
込みを絶対化し、その枠組みを外さず、「出
来ない100の理由」を述べてはいないか？

• 専門家支配の壁･･･当事者・住民への「指導・
助言」の範囲に収まらないと、「わがままだ」「
人格障害だ」と切り捨ててはいないか？

• ＜マイノリティ憑依＞の壁（佐々木俊尚）･･･当事
者を「神」の位置に高め、その「代弁者」として
、それ以外の人々を糾弾してはいないか？

→自分自身がどのような「眼鏡（立ち位置・考え方）」
に囚われているか、に自覚的であるか？
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される側の「代弁者」なのだから、神の「声」を伝える立場にいるのだから、この私の「発言」

も絶対的に正しい、と権威主義になっていないか、という問いです。私自身も権利擁護の研究

をしているので、この「マイノリティ憑依」という指摘に、すごくグサッときました。この部

分を自覚化していないと、やはり気づいたらそれこそ「ミイラとりがミイラに」じゃないです

けれども、差別研究とか、権利擁護研究をしている人が、権威主義的になる危険性は常にあり

ます。

　ということは、自分の眼鏡、立ち位置に自覚的か、が問われます。それこそマックス・ウェ

ーバーが言った「価値自由」ではないですが、誰だって人間はバイアスがあり、特定の価値観

を持っているのが当たり前で、でもその自分のバイアスや価値前提に自覚的であるということ

が大事なんじゃないか、と思っています。

　さて、残りの時間もだいぶ少ないのですが、私が関わってきた現場の話を少しだけさせて頂

きます。このスライドは、ある福祉現場に半年入り込んでフィールドワークを行った際、その

現場の介護スタッフ全職員へのインタビュー調査をする中で気付いたことを整理したものです。

福祉現場って、結構「職人」的な気質が多いのかもしれません。質の高い福祉の支援者、当事

者に徹底的に寄り添おうとする支援者ほど、専門職同士では厳しいのです。つまり、徹底的に

当事者主体でやりたいがゆえに、手抜きの支援者・同業者は許せないのです。「職人的」と申

し上げたのは、「俺の背中見て育て」みたいなことが、未だに支配的な部分があったりします。

竹端＃36

福祉現場の構造的問題
（職人【ミクロ】と組織【メゾ】の関係）

• 方向性・速度・やる気のズレ
• 職員の連携のなさがもたらすもの
• 仕事や会議の非効率的・非効果的運営
• 職人芸ではまわりきらない
• 責任の所在の不明確さ
• 部下の育成と自己変革の失敗
• 自ら伸びていくことの失敗

「地域移行後の障害者地域自立生活を支えるスタッフ教育のあ

り方に関する基盤的研究」(2005) 
http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/resource/japan/takebata/03.html
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でも、今の若い子には「背中見て育て」ができないのです。そうするとやはり、「職人芸」で

はまわりきれないから、「先輩の専門職も、まず自分が変わる必要がある」というようなこと

を整理し、職員研修でコミュニケーションのあり方を変えるお手伝いをしたりもしました。

　あるいは、この図は元東洋大学教授の北野誠一先生の図を使わせて頂いているのですが、「支

援プラン」を作る支援者の内在的論理の中に、ある種の「内なる諦め」だとか、あるいは「も

う少しサービスを使ってもらって、施設が儲かるようにしなさい」という上司の指示（外なる

契機）が、支援者に無意識に影響を与えている。ということは、支援者自身の価値前提やバイ

アスによって、当事者の支援のやり方も変わるのだ、だから支援者がもう少し「価値自由」を

意識する必要がある、というようなことを、研修の場でお伝えしたりしています。

　それから、最近は高齢者領域の地域包括支援センターと一緒に仕事をする場面が多いのです

が、ある地域包括支援センターの業務分析をするなかで、よくビジネス書の世界で出てくる緊

急性と重要性のマトリックスに基づいた整理をさせて頂いたことがあります。今、各地の地域

包括支援センターが本当にどこも忙しい、としばしば聞きます。ただ、「忙しい」という時に、

「本当にAの部分の忙しさが大半なのか？」「緊急度は高いけれど、重要性は低い相談はないか？

しょっちゅう電話かかってくるけれども、本当はこの部分は地域包括支援センターだけでしか

対応出来ないの？　もっと他に対応力のある機関や人を地域で作ることは出来ないの？」とい

竹端＃37

①内なる契機
本人の諦め（がまん）

させられている夢・希望・
目標・自分らしさ・

仲間で助けあう力・成熟
する力・自然治癒力等

②外なる契機
様々な社会資源・

支援関係
トレーニング・プログラム

③外なる契機
職務上の要請

利用者からの要請

④内なる契機
支援者の志向性・関心

資質・可能性
偏見・恐れ・弱さ・諦め

【当事者】

【支援者】

当事者中心
のケアプラン

支援者
可能性開発

支援者の変化が
本人の変化へと
つながるか？

支援者が変わる
契機となる

支援計画か？
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った、現場の業務の整理をお手伝いする中で、一番現場での対応力が問われるB（「緊急度は

低いが重要」）にどう重点的に関われるのか、を一緒に考えるお手伝いもしています。

竹端＃39

C 重要度は低いが緊急
包括が振り回されやすいケース。
地域での関わり・支援が切れて
いるので、直接対応が求められ
る。CSW等の支援を受け、D領域

にどう持ち込めるかの課題

D 緊急・重要度が低い
本来この部分は地域での解決
力向上が求められる部分。住民
活動の組織化が求められ、コ
ミュニティ・ソーシャルワーカー
（CSW）が活躍出来る部分

A 緊急かつ重要
虐待事例や生活環境・病状の急
激な変化等、地域包括支援セン
ターや行政が中心になって、素
早く介入する必要があるケース

B 緊急度は低いが重要
この部分こそ、地域ケア会議や
相談支援等できっちり関わるべ
き部分。この領域を支援出来れ
ば、Aに持ち込まれないうちに

「事前予防」を果たすことも可能。

緊急

重要

行政の相談窓口に持ち込まれる事例の整理
（「地域ケア会議等推進のための手引き」より）

竹端＃40

出来事

•その人・地域の「物語」をじっくり伺う

•専門性を脇に置いて、「無知の姿勢」で相手の
内在的論理を「教えてもらう」というスタンス

パターン

•様々な「物語」の共通点に着目

•病気・障害、年齢や重度ではなく「生活のしづら
さ・困り事」での共有化と関連づけ

構造

• 「より大きな物語」の骨組みの整理と提示

• 「その地域での暮らしづらさ」の課題を構造化
（見える化）
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　あるいは、これは最近よく現場で講演している時に使っているスライドなのですが、現場の

方々は「出来事」のプロであっても、「構造化」するのは得意ではない方が多いのです。現場

で生起することについてじっくり伺うプロなのだけれども、それがその自治体の政策との中で

どういう関連性があるのか、つまり、より「大きな物語」の中での位置づけ、マッピングとい

うのが下手であったり、あまりできない方が多いので、「パターンを分析しながら構造に変え

ていくということをしようね」と話をするのですが、これだけ言っても分からないと言われる

のです。

　そこで、これは現場の人に作ってもらったスライドです。例えば、ある地区で緑が「多問題

家族」と言われる支援困難者がたくさんいるような家庭、ハートが「公共交通・移動」の問題、

あるいは「専門職の連携不足」とか「居場所のなさ」というのがA地区B地区C地区D地区

で話を聞いていった時に、いろいろとばらばらに出てきます。地区ごとに聞いたらばらばらだ

けれど、それを地域全体の課題にしてみると、実は 4つの問題に整理できますし、この 4つの

問題を例えばつなげてみたら、ひとつの図として整理できます。現場のバラバラな課題をバラ

バラなまま置いておかずに、このように整理しながら、どこから切り込んでいくのか、を考え

ます。当然行政が何かのアクションをするにしても優先順位が必要ですから、全体を整理した

中で、「今のうちの町では、専門職の連携からなら、予算化しなくてもできそうね」という優

竹端＃41

パターンや構造をあぶり出すこと

A地区

B地区

C地区

D地区

地区全体の課題に
関する「大きな地図」

多問題家族
への無理解
と支援不足

公共交通
のなさと
移動課題

居場所の
なさ・寂し
さ

専門職
の連携
不足

これらの課題
の共有は…

住民への
福祉教育は…

自助・共助の
助け合いは…

社会資源の
創出は…
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先順位づけをするために、「まずマッピングをしよう」というような整理のお手伝いをさせて

いただいています。

　次の図は山梨県で行ってきた、地域包括ケアシステムの研究会で創り上げたものです。「介

護保険制度だけに頼るシステムでは、このままならば破綻する。だから、地域でできることは

地域でやって下さい」という認識に基づき、国は「地域包括ケアシステム」の構築を進めよう

としています。そのための手段として、地域の課題を議論する「地域ケア会議」をしなさい、

とも推奨しています。

　ただ、国が言う「地域ケア会議」をどうやってやるか、という戦略・戦術を考える前に、「自

分たちの地域ではこれがなぜ必要なのか？」「うちの地域ではどういう問題があるのか？」を

問い直す必要があります。個人や地域の実態・特性の理解とか、自己・他者・地域の変容課題

の「自覚化」と書いたのですが、「うちの地域ではなぜ地域ケア会議をやる必要があるのか、

どんな内容を話し合わないといけないか、について、まず内省と対話が必要不可欠だ」と整理

しました。この内容に関しては、2015年の 3 月に、ミネルヴァ書房から、『自分たちで創る　

現場を変える　地域包括ケアシステム：わがまちでも実現可能なレシピ』という編著でまとめ

ました。この本を作るプロセスの中で、内省と対話に基づき、現場支援での「自覚化」された

内容を、言語化し、他の現場に普及啓発していく、というミッションが非常に重要である、と

竹端＃42

チーム山梨で考えた地域
ケア会議の７つの視点
（国の図と、どこが違う？）

「内省と対話」を通じて、地域
を知り、己を知ること（土台）

己や地域の強み・弱み・葛藤
の「自覚化」を通じた、地域
課題や地域ケア会議の目
的・目標の明確化（戦略）

土台と戦略がきちんと理解・
実践できた上で、初めて地域
ケア会議の運営上の課題や
評価に取り組める。（戦略）

こ
の
全
て
の
プ
ロ
セ
ス
で
学
び
・変
わ
り
続
け
る
専
門
性
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感じた次第です。

　そろそろまとめに入ります。東京大学の安富歩先生は『ドラッカーと論語』という本の中で、

学びに 3つのプロセスがあると整理されています。つまり、自分の行為の全てをまず注意深く

観察すること、その上で人の伝えようとしていることを聞き、自分のあり方を改めよ、と。先

ほどの話につなげると、まずは内省を通じて、自分の行為を注意深く観察する中で、他者との

対話を通じて「自分が何をわかっていないか」に気づき、それを「分かったフリ」をせずに分

からないことを誠実に他者と共に探究する中で、ある種、フィードバックに基づく行動変容が

できるのです。

　私は様々な現場に入り込んでの学び合いをずっとやり続けているのですが、それは結局「専

門家が与える人、現場が与えられる人」でもなく、現場から一方的に学ばせてもらうわけでも

なく、僕と現場の人が即興演奏をする中で、お互いが自分自身にフィードバックして、それで

お互いが「次の一手」という形で行動を変えていくという、フィードバックに基づく相互変容

ではないかと思い始めています。

　ということは、僕自身の立ち位置は、リーダーではなくファシリテーターなのだと、最近自

覚的になっています。リーダーが「住民のために事をなす」とするならば、ファシリテーター

というのは「住民たちが自分たち自身でできるようになるのを助ける」こと。

竹端＃43

学び：フィードバックに基づく行動変容
• 学びの3段階プロセス

–①自分の行為のすべてを注意深く観察せよ

–②人の伝えようとしていることを聞け

–③自分のあり方を改めよ

• ①自らの言動を「注意深く観察」する中で、
「内省」が出来ているか？

• ②他者との「対話」を通じて、自分が何を「わ
かっていないか」に気づけるか？

• ③「わかったふり」をせず、「わらかないこと」
を誠実に他者と共に探求できるか？

詳しくは→安冨歩『ドラッカーと論語』東洋経済新報社に
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　これはまさに室田さんがご専門のコミュニティ・オーガナイジングでも基本だと思うのです

が、住民たちがエンパワーされて、自分たちができるように、最初は影の黒子のリーダーかも

しれません。しかし少しずつ住民さんたちに役割を持ってもらい、自信を持ってもらって、「あ

んたらでもやったらできるやん」ということを引き出していく中で、彼らが真の問題に気づい

て、自分たちで解決する力を持っていく。これを、それこそ経営学の大家であるシャインは「プ

ロセス・コンサルタント」とおっしゃっているわけですが、結局僕がやっていることというの

は、ある種プロセス・コンサルタントなのではないかと思っています。

　これも皆さんにとっては「釈迦に説法」なのですが、私自身は、最近まできちんと理解して

いなかったことがあります。たとえば私が講演していても、結局話者である私が「説得モード」

でどれほど熱く語っても、誰もまともに聞いてくれないし、行動変容にはつながらないのです。

一方で、その現場の・専門職のみなさんが「納得」する言葉を見つけることが出来たら、すっ

と相手に伝わり、相手の行動変容の第一歩にもなる。その現場が「納得」する言葉を、私自身

がどう現場と共に作り出していくのか。その即興演奏において大事なのは、やはり「対話」の

中で相手が腑に落ちるような何かを一緒に探り合い、あるいは相手が「したい」と思ってくれ

る部分を見つけ出すことです。その「関わり合い」の中からお互いが学び合い、お互いがフィ

ードバックに基づく行動変容をするということが、本当の意味での「学び」なのだろうと思っ

ています。

竹端＃46

地域のリーダーとファシリテーター
• 地域のリーダー

– 住民活動を先導する地域（業界）のリーダ

– 「住民のために事を為す」ことが目的

– 強力なリーダーシップを発揮すると、住民たちの依存
心を増やすことにつながらないか？

• ファシリテーター
– 「住民たちが自分たち自身で出来るようになるのを助
ける」ことが目的。

– 住民が地域の真の問題に気づくのを助け、自分達で
解決する能力を増すための支援を行う

– 問題に気づき、解決力を高めるプロセスを支援する
「プロセス・コンサルタント」
• （シャイン 『人を助けるとはどういうことか』英治出版）
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　僕は『枠組み外しの旅』の中で「学びの渦」ということを書いたのですが、その「学びの渦」

というのは、渦の主体となる個人が、自分が囚われている枠組みの限界に気づいて、その枠組

竹端＃47

説得より納得

• 説得は、一方的・高圧的・強化的に他者の「～す
べきだ」を、相手に受け入れさせること

• 納得は、「対話」を通じて、相手の内在的論理の
中で「腑に落ち」、あるいは「～したい」と思って
自発的に受け入れること

• 説得は一方的管理・支配と通底、だが納得を導
く支援は双方向

• 「対話」というかかわり合いから、お互いが学び
合い、納得できる「協働の物語」が生まれる。

• そのために必要な「学びの渦」

竹端＃48

「学びの渦」とは何か？

• 「学びの渦」とは何か。それは、渦の主体となる
個人が、自らが囚われている枠組みの限界に
気づき、その枠組みを外す学習プロセスに身を
置くことから始まる。それが個人の中での「枠組
み外し」にとどまらず、その気づいた認知転換
に基づいて、行動や態度を変え、世界に対して
のアプローチを変える。このような「創発」から、
少しずつ渦が拡がり、やがてその「渦」が、「どう
せ」「しかたない」と諦めていた固い岩盤を地す
べりさせ、その下にある新たな可能世界を発掘
する機縁をもたらす。（『枠組み外しの旅』より）
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みを外す学習のプロセスです。つまり自分自身を注意深く観察するところから、変容プロセス

は始まります。その中で、自分の枠組みを外すことにとどまらず、その認知転換に基づいて、

まさにフィードバックに基づく行動変容をしながら、世界に対するアプローチを変える。それ

がある種のエマージェンス、創発であり、そのエマージェンスの中から少しずつ渦が広がって

いき、やがて岩盤が開いて、「どうせ」「しゃあない」と思っていた諦めの向こう側に、新たな

可能世界というものに広がっていくのではないでしょうか。

　「どうせ」「しゃあない」というダウンローディングをやめて、「何で？」という問いを続け

る中で、「出来ない100の理由」ではなく、「出来る一つの方法論」を徹底的に考えるのです。

その中で、「自分は何を分かっていないのか」を知ることの中から、思考のリミッターを外し、

枠組みを作り変える。それが、僕自身がこれまで続けて来た現場支援であり、もしそれを「ア

クションリサーチ」のと関連づけるならば、枠組み外しとアクションリサーチのちょうど出会

えるポイントなのではないか。というところで、ちょうどお時間が来ましたので、私の話とさ

せていただきます。ありがとうございました。

室田氏：竹端先生ありがとうございました。非常に内容盛りだくさんで、さらにご自身のさま

ざまなエピソードや関わられてきた現場でのお話も含めてお話しいただき、私も内省すること

が多いなと思いながら聞かせていただきました。それではここで10分間休憩を取らせていただ

いて、 6時から再開したいと思います。

司会者：それでは後半を始めさせていただきます。ここからは私が司会進行を行います。

　まず、室田さんからコメントをいただいて、そのコメントで何かあれば竹端さんの方に少し

お話しをいただいて、それから広げていくというスタイルをとりたいと思います。では最初に

室田さん、よろしくお願いします。

室田氏： 1時間という限られた枠組みの中ですが、みなさんおそらく多くの質問をされたいと

思います。私からは少し感想めいたことと、気づいた点を述べさせていただきます。あまり予

定調和的な場にしてもいけないと思いますので、少し意地悪っぽいことも質問しようと意識し

ながらご講演をお伺いしていました。

　最初に気づいたことですが、 2年半前に自分が大学の准教授という立場になり「まさに自分

がアイデンティティ・クライシスの真っ只中にいるのだ」ということを、お話を伺いながら感

じました。やはり合気道と山登りを始めないといけないということが、まず気づかされたこと

でした。それは半分冗談なのですけれども。

　私はアメリカでコミュニティ・オーガナイザーという勉強や仕事をしていたのですけれども、

その中で依拠していた理論が大学院時代に学んだパウロ・フレイレの『被抑圧者の教育学』と

いう本でした。その理論に依拠していたので、竹端先生にはフレイレの考え方をさまざまな角
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度から改めて言い表していただき、自分が普段言葉にできていない思いや考え方を説明してい

ただいたと、先生の本を拝読した時もそのように思いましたし、今回改めてそのことを強く感

じました。

　今回は、お話の中にもあったジャムセッションのように、あまり枠組みを準備してコメント

するというよりも、お話を伺う中で感じたことをご質問できればと思っています。

　実は竹端先生と同じような枠組みについて私自身が強く感じるようになったきっかけがあり

ました。確か22歳か23歳くらいの頃だったと思うのですけれども、当時ニューヨークで関わっ

ていたNPOから声がかかり、アフリカに 2 週間くらい滞在してコミュニティ・オーガナイジ

ングを手伝う活動に参加しないかというお誘いがあって、モザンビークという国に 2週間くら

い滞在して、現地の若者と一緒にいくつかのプロジェクトを支援していました。モザンビーク

はポルトガル語圏なので、ポルトガルとブラジル、あとはアメリカからオーガナイザー達が現

地に行くというプログラムでしたが、アジア人がそれに参加するということは珍しかったよう

です。現地の人も白人には慣れていたのですが、アジア人が来たということで少し興味を持っ

ていただきました。モザンビークという国は、自国のメディアが整っていないので、BBCと

かCNNといった海外メディアのニュースが放映されていて、国民は世界情勢にとても詳しく、

日本のこともよく知っていました。現地の人たちと交流する中で、日本人がモザンビークまで

行ってわざわざ支援を提供するという、まさに先生のスライド（竹端＃22）にある、「WE 

ARE GOING TO CHANGE YOU!」という状況を作り出していたことを思い出しました。

竹端＃22

「専門家」の「立ち位置」は抑圧的？

Werner & Bower (1982) Helping Health Workers Learn: Hesperian Foundation
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　現地で交流した15、16歳の若者から、「逆に日本に自分たちが行って何かできることはある

のか。日本にはどんな問題があるのだ」と言われた時に、当時日本には自殺者数が 3万人以上

いたので、私は「自殺かな」と答えた覚えがあります。日本では年間 3万人以上の人が自ら命

を絶っているという状況に対して、当時のモザンビークは平均寿命が38歳くらいで、生後 2か

月の赤ちゃんなどがマラリアでどんどん亡くなるという状況でした。現地の人たちは年間 3万

人の自死ということにショックを受けられました。

　彼らは、モザンビークのマプトという首都のスラム街から一生かかっても日本に行くことな

んかできないと分かっていました。一方で私はわざわざニューヨーク経由でモザンビークまで

行って、そこで日本の問題の話になり、年間 3万人の自殺者がいることに対して、現地の若者

達から憐れみの目で見られたのです。「そんなひどい状況なのか」と。私は何をしているのだ

ろうと思いました。その時に、自分がある意味「支配的な支援者」として関わってしまってい

て、余計なお節介をしているのではないか、と思ったことがありました。国際協力や国際開発

を否定するつもりはないのですけれども、その頃から改めて自分のコミュニティや、自分の関

与している地域で何かすることをしなくてはいけないと気づいたのです。もしくは自分の当事

者性のようなことを意識するきっかけになりました。

　そのような背景を含めて、竹端先生のお話を伺っていたのですが、その中で、先生のお話は

ダブルスタンダードなのか、そうではないのかというところが気になりました。例えば、お話

の中で、今の若者は「背中を見て育て」と言ってもなかなか通じなくて、現代の若者にはそう

いったものは無理だから別な形でそれを伝えなくてはいけない、とおっしゃられていたのです

けれども、その「現代の若者には無理」という枠組みは外せないのかということです。一方で、

今回の枠組み外しのロジックとして、ダイエットというひとつの例に基づいてご自身が変わっ

た。つまり自分が変わることができる。だからある意味、それは相手に変わりなさいと言って

いても自分が変わっていないということの問題性だったと思うのですけれども、自分が変わっ

たから相手も変われるということは、ややマッチョな思想ではないかと思うのです。つまり変

わることの、

竹端氏：強迫観念ですね。

室田氏：そうですね、その強迫している、という部分に関しては、先生ご自身はどう捉えられ

ているかということ。この二点を踏まえて、枠組み外しのダブルスタンダードといえるのかも

しれませんが、どう捉えるべきなのかと思いました。

　それに関連して、スライド（竹端＃33）の 5 つのステッププラスαという戦略のステップ

があります。これは、先生が現場に関わられるなかで意識されていることだと思うのです。こ

れ自体は、ひとつの理論の飽和といいますか、現場の実践者と研究者がこのような形で関与す

るという枠、ある意味「枠組み」なのかと思います。例えば、現場からこの枠組みを変えると
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いう提案が出た時に、それは可能なのでしょうか。また、現場の実践者がこのステップに疑義

を持った場合に、竹端先生はどのように対応するのでしょうか。

　類似することなのですが、ハートや太陽などの絵があるこのスライド（竹端＃41）を現場の

方が自ら作られたというところが非常に面白いと思いました。つまり、現場の方は問題の構造

化が苦手です。しかしそれを説明する中で、現場の方が問題の構造化について理解を深めるた

めに、現場の責任者のような人がスライドを作られたということだと思うのです。その過程は、

先ほどの 6つのステップをどう変えていくのか、変わりうるのかということにつながると思い

ます。先生が現場に関わる中で、現場の方々が壁にぶち当たることがあると思います。現場の

方が「変われない」とか「理解が及ばない」と感じた時に、先生ご自身は現場を変えていくた

めにどのような実践をされているのか。その中で先生ご自身はどう変わっていくのかというこ

とが気になりました。例えば先ほどの 6 つのステップを現場が、「こういうふうなこともあり

得るのではないか」という代替案を提示した時に、そこで竹端先生自身はどのように変わるの

か、変わりうるのか、というようなことを少し考えました。

竹端＃33

「読み解き」を「組み立て」に生かす戦略
－「しかけづくり」に共通する５つのステップ＋α－

５，自信・誇り・役割意識が当事者に芽生え
はじめる→当事者が変わる（事業評価）

３，一人では無理と気づき、問題を共有する仲間
を作る→人々を巻き込む（政策過程の設定→
既存事業の検討→事業課題の設定）

４，仲間の連携がやがて組織や地域を動かし、
居住環境や就労、所得などの側面が変わる
→当事者の生活条件が変わる（事業実施）

２，当事者の想いや願いを実現するために模索を
始める→支援者自身が変わってゆく（問題の分析）

１，当事者とじっくり向き合い、本音
を聞く（事業評価と問題の発見）

６，制度が実態に追いつこうと制度改変へ

竹端寛(2003) 「精神障害者のノーマライ

ゼーションに果たす精神科ソーシャルワー
カー（PSW）の役割と課題」大阪大学大学院
人間科学研究科博士論文、を基に改変
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　あまり多くの時間を取りたくないのですけれども、私が用意した資料に基づいて今の話など

と関連付けてお話させていただきます。アクションリサーチの分類というところから始まる資

料（室田＃ 1 ）です。アクションリサーチと言われるものには、「実験型」というカート・レ

ヴィンなどの取り組まれていたアクションリサーチというものから、「組織型」と呼ばれるも

のや、「専門型」と呼ばれるもの、近年では「エンパワー型」という抑圧構造を変革していく

ようなアプローチになってきていると考えられています。アクションリサーチ自体がより「参

加型」のものに変わってきているといいますか、主流になってきている、というようにここで

は分類されています。

竹端＃41

パターンや構造をあぶり出すこと

A地区

B地区

C地区

D地区

地区全体の課題に
関する「大きな地図」

多問題家族
への無理解
と支援不足

公共交通
のなさと
移動課題

居場所の
なさ・寂し
さ

専門職
の連携
不足

これらの課題
の共有は…

住民への
福祉教育は…

自助・共助の
助け合いは…

社会資源の
創出は…



第 3回公開セミナー　2014年10月17日　（竹端） � 105

　次のスライド（室田＃ 2）の中では、量的調査や質的調査との対比でアクションリサーチを

整理しています。その表の下から 3番目の行にある「調査者の立場」において、例えば「量的

調査」では「影響を与えないような存在」、「質的調査」では「参与観察などで現場の参加者と

なりうるけれど、基本的には観察者」という立場ですが、それに対して、「参加型アクション

リサーチ」では「ファシリテーターや協働者」として関わるとなっています。このような整理

に基づくと、竹端先生の研究スタイルはより参加型アクションリサーチに近いものではないか

と理解しています。

室田＃1

武田（2011）「ソーシャルワークとアクションリサーチ［1］」『ソーシャルワーク研究』37(1)、pp.48．

アクションリサーチの分類アクションリサーチの分類

実験型

「科学的なアプローチによって社会問題や社会生活の改善
のための仮説の生成、その仮説の実験的な実践、評価、
改善」という循環過程を通して問題解決のための政策提言
を行っていくもの。

組織型

従業員の常習的な欠勤や無断欠勤といった企業内の問題
の解決、生産性の向上、組織におけるより生産的な人間
関係や体制の構築といった、組織の目的に沿った管理運
営的なもの。

専門型

看護、教育、ソーシャルワークといった分野の実践者たち
が、調査に基づいた実践を通して自分たちの領域を専門
職として確立していくことを目的に行われるもの。

エンパワー型

社会の中の脆弱なグループと協働して抑圧の構造を変革
していくコミュニティ・ディベロップメントのアプローチに近い
もの。
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　次のスライド（室田＃ 3）を見ていきます。これが全てのパターンではないと思うのですけ

れども、調査者がどのように現場に関わられているのかを、A（調査者がファシリテーターと

して当事者に直接関与する）、B（調査者がファシリテーターのアドバイザーとして当事者に間

接的に関与する）、C（調査者がファシリテーターとしてワーカーに直接関与する）と整理しま

した。調査者、つまり竹端先生がファシリテーターとして当事者に直接関与するという形のア

クションリサーチ、これがいわゆる参加型のアクションリサーチのイメージだと思います。こ

の図の黒い枠線は、調査の対象になります。アクションリサーチというのは、そのアクション

をとっている調査者自身も調査の対象の中に入る、ということになるわけですけれども、調査

者が直接関与するものがAになりますが、竹端先生のご研究はどちらかというとBの形態に

近いという印象を持ちました。図中のファシリテーターは、竹端先生の研究では現場のワーカ

ーの方などになると思うのですけれども、そのワーカーのアドバイザーとして当事者に間接的

に関与している、という形になるのかなと思います。それともCのように、調査者がファシ

リテーターとしてワーカーに直接関与していて、調査の対象に当事者が含まれないような形態

なのか。AとCの形態は似ていまして、Cの場合、いわゆる当事者がワーカーになるというイ

メージですので、竹端先生はCのような研究もされているように思います。その研究をアク

ションリサーチと呼ぶ場合に、竹端先生がどのようなイメージで研究されているのか、この図

室田＃2

調査のタイプ 量的調査 質的調査 ミックス法 参加型アクションリサーチ

世界観 実証主義 社会構成主義 実用主義 アドボカシー・参加

調査の目的
（価値）

体系的な手法による状況、現実、関係、プロセスなどの把握・理解
を通しての知識の蓄積

単に状況把握だけでなく、活
用できる知識をもとに状況改
善や発展的な変革を目指す

調査デザイン

サーベイ調査や実験
計画法

事例研究、グラウ
ンデッド・セオリー、
エスノグラフィー、
ライフヒストリー、
現象学など

量的調査と質的調
査を並行的または
連鎖的に活用

計画、行動、観察、反省、再
計画というステップを循環的
に行う

データ収集の
方法

質問票や尺度を用い
ての変数の統制や測
定

綿密で広範なイン
タビューや観察

量的・質的の両手
法の活用

質的な手法を用いることが多
いが、量的な手法も活用

調査者の立場
現実に影響を与えない
ようにデータ収集・分
析する不可視な立場

現場の参加者とな
りえるが、基本的
には観察者

量的・質的調査の
立場に準ずる

ファシリテーター、協働者

調査対象者の
立場

調査対象として情報提供 協働または調査対象者（当
事者）が主導

調査結果の活用
調査者や専門家が活用 調査対象者（当事者）が主に

活用

武田（2011）「ソーシャルワークとアクションリサーチ［1］」『ソーシャルワーク研究』37(1)、pp.50．

他の調査法との比較による参加型アクションリサーチの特徴他の調査法との比較による参加型アクションリサーチの特徴
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に沿ってお答えいただけますと幸いです。

　最後のスライド（室田＃ 4）についてですが、アクションリサーチを考える上で胆となるこ

とは、研究という営みにおいては研究者が当事者であり、対象者が非当事者になるということ

です。一方で、アクションにおいては対象者が当事者であり、研究者は非当事者なわけですけ

れども、アクションリサーチはこの行動のところで、研究者自身もそのアクションの一部にな

って、ともにアクションをとることにより、下の「非」というものがなくなって、行動という

営みにおいては両者が当事者になるのではないかと思います。アクションリサーチの研究を専

門にされている方が会場にいらっしゃるので、私の理解が誤っていたら訂正していただきたい

と思いますが、一方で、図の上の部分の研究という営みにおいては、非対称性というものは存

続するのかどうかというところが気になっています。研究者が研究の当事者であり、対象者は

非当事者であり続けてしまうものでしょうか。それとも、当事者が研究のアウトプットに関与

することによって、研究という営みにおいても対象者が当事者になりうる、というような方法

もあると思います。参加型アクションリサーチというと、研究者と対象者の両者が当事者にな

りうるという気がしています。この点について、竹端先生がされてきた研究では、研究という

営みと行動という営みにおいて、どこまで対象者が当事者になるのか、ということについても

室田＃3

調 当

当調

調 当フ

ワ

調査者がファシリテーター
として当事者に直接関与
する

調査者がファシリテーター
のアドバイザーとして当事
者に間接的に関与する

調査者がファシリテーター
としてワーカーに直接関与
する

A)

B)

C)

当調

調査者は当事者に関与しない

調査者の立場と参加型アクションリサーチの現場調査者の立場と参加型アクションリサーチの現場

非アクション型のリサーチ



108

ご意見ください。

竹端氏：ありがとうございます。このパワーポイント（室田＃ 4）の話からしたいと思います。

私自身が、室田さんの整理してくれたこの真ん中の部分にあたります。研究者のみなさんを前

にして叱られるかもしれないのですが、実際は行動の方に重きを置いていて、「ついでに研究

できたらええなぁ」といった感じで考えてしまっています。やはり現場が変わることのお手伝

いをしたいという意味での「当事者性」がありまして、対象者と共に一緒に変わっていけばい

いじゃないかといった、相互エンパワメントや相互変容というものを大事にしています。「つ

いでにその成果を研究もさせてもらえたらそれでええかな」というくらいの、割と道具主義的

関与をしているという気がします。

　その上で、具体的にどのように関わっているのかということなのですが（次のスライド、室

田＃ 3）、実は支援者エンパワメントに関しては、以前、桃山学院や東洋大学で教鞭を執られ、

今は西宮の現場支援に携わっておられる北野誠一先生が、もともと支援者変革論や支援者エン

パワメント論というのをおっしゃっていました。私は北野先生から学んだことが多いのですが、

やはり支援現場の人々がエンパワメントされなければ当事者エンパワメントができるわけがあ

りません。やはり支援現場において、介護報酬が低い、あるいは何か非常に報われない仕事も

室田＃4

研究者 ⇔ 対象者

非当事者 ⇔ 当事者

当事者 ⇔ 非当事者

研究者と対象者の非対称性研究者と対象者の非対称性

研
究
と
い
う
営
み

行
動
と
い
う
営
み
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あるなど、いろいろな理由でディスエンパワメントされている支援者が多いのです。僕はよく

障害当事者の人に「あなたはどうして支援者エンパワメントって言うのですか。当事者をエン

パワメントしなきゃいけないんじゃないのですか」と言われるので、そうしたご意見に対して

こう申しています。「確かにその通りですよね。でも実際支援している人らが当事者主体の形

でエンパワメントされへんかったら、より質の悪いケアになるよね」。当初、私はAをするよ

りも、割とCを重視してきました。支援者をエンパワメントするということをやってきたの

ですが、今いろいろな地域福祉計画などに関わると、結局はその当事者であられる地域住民の

みなさんと、ファシリテーター役の専門職と私が一緒に進めるという意味では、最近ではC

からBに移ってきているような気がしています。

　また、室田さんにいただいた質問の中で、構造化のスライド（竹端＃41）のものがありまし

た。私には、自分で全部やらないというポリシーがございまして、やはり多くの人に役割を持

ってもらうために、その人の役割を引き出すのも私達研究者の仕事ではないかと思っています。

私がスライドを作ってしまうよりも、現場の人が作った方が説得力がある、ということで現場

の方に「作って」とお願いしたり、泣き落とししたりしながら作っていただきました。逆に言

えば私が今研究者としてその現場でファシリテーターとしてやっていることを、その現場でや

っている人が、次を引き継いでくれてもいいのです。

　結局、次に出てくる支援者の変革論の話にもなるのですが、やはり福祉の現場ではカリスマ

専門職が多いのです。しかし、カリスマ専門職というものはその人がいなくなると次が続かな

いという「壁」があります。またカリスマ専門職は支配者にもなりうるという問題がある時に、

いかに継承していくことが大事かという中で、やはりこのようなスライドも現場の人がどんど

ん作ってくる中で、引き継いでいってくれるのではないかと思っています。

　それから、 5つのステップ（竹端＃33）を「現場の人からちがうと言われたらどうするんで

すか」ということなのですが、この 5つのステップは作業仮説です。なので、これが違うと言

われたらあっさり捨てるつもりです。ただ、ありがたいことに10年間喋り続けていますが、ま

だ頷かれているので、この作業仮説はまだ一応活きているのかなと思っています。

　それから、「現代の若者は無理と言われたが」というご指摘についてです。言葉足らずだっ

たのですが、私が大学の教員になった時に、全然授業がうまくいかなくて、学級崩壊しかけた

のです。その時に、「学生がアホや」と他人のせいにするのは簡単だけど、それではうまくい

きません。むしろ、「まず僕自身のやり方を変えないかん」と思って、彼らが理解してくれる

ようなアプローチをできる限り採ろうと思いました。要は、私が支援現場の支援者に申してい

るのは、「あなた方が背中を見て育てというやり方では、コミュニケーションとしては破綻し

ています。今のコミュニケーションにきちんと変えるためには、まずコミュニケーションをき

ちんととるという関係性を作らなければいけない。そのためには人が変わるよりも自分が先に
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変わらないとあかんよね」というような使い方をしています。ですから「納得してもらうよう

なやり方が必要だよね」という話をしました。

　その上で二つ目の、「お前はマッチョなのか」という質問なのですが、マッチョかどうかは

別として、本気で何かを変えるなら、その道しかないように思います。相手を変える前に自分

が変わることによって、社会に対する自分のアプローチが変わります。でもその上で相手が変

わるかどうかは相手次第です。基本的に相手が変わるかどうかはわかりません。わかりません

けれど、それこそハッピーに生きるという草郷先生の話ではないですけれども、自分がハッピ

ーに生きるためには、まず自分が変わって「妻を変えるよりも僕が変わった方が早い」という、

その方が家庭の平和は続きやすいというのと同じです。やはり自分と認知枠組みが違う人を説

得するよりは、自分が納得して受け入れられることをやっていきながら、「あんたはどう？」

と尋ねる方が、結果的には変わっていく可能性が高いのではないかと思っています。


