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はじめに

　本書の構成

　本書は、精神保健福祉士の養成カリキュラムに準拠したテキストとして

編纂された「精神保健福祉士シリーズ」の一冊です。本書の内容は、養成

カリキュラムの「精神保健福祉の理論と相談援助の展開」の後半部分に当

たります。

　本書は、精神の障害や情緒の問題を持つ人々を対象にして、精神保健福

祉士が行う相談援助活動のうち、個別的・集団的および地域を対象とした

支援・援助活動の部分を描き出そうとしています。つまり、精神保健福祉

士がどのような価値観や理念から、どのような視点に立ち、臨床現場でど

のような相談援助を展開しつつあるのか、ということです。

　精神保健福祉士シリーズは、臨床現場からの思い入れがよい意味でも悪

い意味でも強いシリーズです。本書も例外ではなく、やや荒削りですが、

現場の息吹が伝わってくることと思います。精神保健福祉士を目指す学生

はもちろん、現場の精神保健福祉士や当事者の方、他職種の方が読んでも

示唆と刺激に満ちていることと思います。

　本書は、12 章から構成されていますが、第 1章と第 2章はソーシャル

ワークの共通の視点と理念について、第 3章から第 7章までが個人や家

族、集団への直接支援について、第 8章から第 12 章までが地域における

直接・間接的な支援について紹介し、論じています。以下に具体的な内容

を紹介します。

　第 1章では、精神保健福祉士の活動の基礎理論である、ソーシャルワー

ク理論の現時点での到達点について簡潔に論じ、いくつかのモデルを比較

検討しています。第 2章は、ソーシャルワークの哲学であり、存在理由と

いってもよい「価値」について歴史的に掘り下げ、多角的に検討していま

す。

　第 3章では、インテークから終結までのソーシャルワークのプロセスを

概説し、各プロセスにおける留意点を抉り出しています。第 4章は、相談

援助の基本となる「面接」の考え方や技法についてわかりやすく解説して

います。第 5章は、日本における医療現場や地域において、個別援助場

面、集団援助場面、地域生活場面などで、精神保健福祉士がかかわる実際

の事例が登場し、臨場感あふれる章です。第 6章は、2009（平成 21）年

に実施された「家族支援に関する調査」の結果を織り込みながら、家族支

援の考え方の転換を提案しています。第 7章は、精神保健福祉士が専門性
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を向上させていくために必要な実務研修としてのスーパービジョンとコン

サルテーションについて、解説しています。

　第 8章は、精神に障害を持つ人の地域移行と主体的な地域生活を支える

ためのシステムと、活動のあり方について解説しています。第 9章では、

地域を基盤にしたリハビリテーションの考え方を紹介し、地域における精

神保健福祉活動の方向性を示しています。第 10 章は、地域支援の中核で

あるケアマネジメントの現状と方法、課題について丁寧に論じています。

第 11 章は、具体的な事例を基にネットワーキングの実際を紹介し、いく

つかの課題を提示しています。第 12 章は、精神科病院を廃絶したイタリ

アの精神保健のあり方を紹介し、今後の日本の精神保健福祉のあり方を模

索しています。

　本書の意図

　本書を読み進め利用していただくにあたって、以下のことを感じ、考え

る材料にしていただきたいと願っています。

　第 1に、精神保健福祉士の相談援助活動が、「相談援助」という用語で

は網羅できないほど広大な領域を含み、さまざまな視点やモデル・援助観

が交錯していることです。本書においても、また、当事者をあらわす用語

として、「利用者」「クライエント」「ユーザー」などが使い分けられてい

ますが、これらは、視点やモデル・援助観の違いによるものです。

　第 2に、それらの広大な領域とさまざまな視点とを包括的・総合的に統

合した援助活動を組み立てるためには、どうしたらよいかについて考察す

ることです。実際の現場で、包括的で総合的な相談援助活動を展開してい

く場合には、技術的、システム的な問題が次々と立ちはだかってきます。

それらを乗り越えていくための具体的な提言が必要とされているのです。

　第 3に、精神保健福祉士は、包括的で総合的な視野に立って活動します

が、だからといって、精神保健福祉士は決して指揮官ではありません。つ

まり、後方で指揮をとる司令官や参謀ではありませんし、評論家でもあり

ません。臨床現場で、当事者やその環境との複雑な相互作用に向き合って

います。現場の精神保健福祉士なりの、包括的で総合的な視野の生かし方

や工夫があるはずです。

　そのためには、精神保健福祉士の相談援助活動の原点を見つけることが

大切です。その原点の活動が、精神保健福祉士を精神医学や看護、リハビ

リテーションなどの他の専門職と分けるものであり、精神保健福祉士のア

イデンティティを形成するものといえるのです。その原点に立って、包括

的で総合的な視野を生かしていくことが必要なのだと思います。本書が、
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それらを探求していくための材料を提供できていれば幸いです。

　精神保健福祉士は当事者の何に働きかけるのか

　蛇足かもしれませんが、精神保健福祉士の活動の原点について少し検討

しておきたいと思います。精神保健福祉士は、精神保健福祉領域のソーシ

ャルワーカーですので、ソーシャルワーカーの活動の原点をふり返り、そ

れらを明らかにしておきます。

　当初、ソーシャルワーカーは貧困者を主な対象として、彼らを立ち直ら

せたいと活動を始めましたが、ソーシャルワーカーがはじめに気づいたこ

とは、単なる施しが当事者の生活の改善にほとんど意味を成さないことで

す。「施しではなく友人たれ」という、オクタビア・ヒル（19 世紀イギリ

スの社会改革者）の言葉は、それを象徴しています。

　次に気づいたのは、友人としての助言や指導、教化もそれほどの効果を

期待できないことです。前世紀初頭、ソーシャルワーカーは、心理学や精

神医学などの関連諸科学の知見を必死に学び、施しでも友人でもなく、当

事者のために役立つ関係のあり方を模索しました。そして、人と人との関

係が人間を変化・成長させるものであり、成長した人は、周囲の人々と相

互的な関係を築き、種々の問題によりよく対処できることを学びました。

ソーシャルワーカーは、前世紀の中ごろ、バイステックに代表されるよう

に、専門的な援助関係のあり方を整理し、人間を成長、変化させる関係の

あり方を明確化しました。

　同時に、ソーシャルワーカーは、当事者が家族を含む周囲の人達や地域

社会と形成する関係のあり方に着目し続けていました。それは、対象者が

立ち直る際に、周囲の人達との関係のあり方が決定的な意味を持つとわか

っていたからです。「関係」は、態度や情緒、金銭や情報などのやり取り

によって成立しています。このやり取りは、「相互作用」（interaction）と

表現されます。ですから、当初からソーシャルワーカーは、当事者が周囲

の人達や地域社会とよりよい相互作用をできるようになるために、当事者

だけではなく家族や周りの人達、地域社会にも働きかけなくてはならない

と考えてきたのでした。この考え方は、前世紀の後半、「エコロジカル・

ソーシャルワーク」理論として集大成されました。

　エコロジカル・ソーシャルワーク理論では、相互作用という用語に加え

て「交互作用」（transaction）という用語が使われています。本書でも、

両方の用語が使われていますが、交互作用とは、お互いが相互作用を繰り

返すなかで変化していくという双方向的な意味を含めたやり取りをあらわ

しています。同じように、関係という用語に加えて「関係性」
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（relatedness）という用語が使われていますが、これも同じように、お

互いに一定の変化を及ぼす（あるいは及ぼさない）ある程度固定した関係

のパターンをあらわす用語です。

　大雑把ですが、臨床現場のソーシャルワーカーが専門職として関心を持

ち続けてきた事柄をふり返ってみると、その核心は、当事者が変化・成長

するために必要な「関係性」についての考察であるといえます。これは、

社会福祉政策が、サービスの分配システムとその効率的な運営・管理に主

な関心を持ってきたことと対照をなしています。ソーシャルワーカーは、

社会福祉政策のあり方を、サービスやシステムとそれを利用する当事者と

の関係のあり方という、人間的な側面に着目して考察する専門職といえま

す。さらに、ソーシャルワーカーは、当事者の主観的体験を尊重します。

　つまり、精神保健福祉士の仕事の独自性は、当事者の主観的体験に寄り

添いつつ、当事者とその環境との間の「関係性」に働きかけ、よりよい

「交互作用」がなされるように側面的に支援することにあるといえます。

　現代のように、ソーシャルワーカーが、社会の中のいろいろな部門で働

くようになると、ソーシャルワークの本質がわかりづらくなります。

　ブトゥリムが指摘するように、社会施策の立案や運営の仕事、行政のな

かでサービスの管理者としての仕事を続けていると、ソーシャルワーク以

外の業務が増え、本来の業務が何なのかわからなくなってしまうというこ

とがあるようです。

　本書においても、第 8章以降の地域における相談支援を紹介し論じた各

章では、精神保健福祉施策の管理とサービス計画、運営のあり方について

の記述にかなりのボリュームが割かれています。しかしながら、精神保健

福祉施策と当事者との関係性を考察していく視点は貫かれています。精神

保健福祉施策が充分に機能するためには、地域のあらゆる人々の「関係

性」の向上が求められています。

　本書が、精神保健福祉士の国家資格を目指す学生のために役立つととも

に、臨床現場の精神保健福祉士や関係者の方々が利用してくださることを

願っております。

2016 年 1 月

責任編集　坂野憲司
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1
約 100 年のソーシャルワーク理論史が

どのように変遷してきたのかを理解する。

2
治療モデル、生活モデル、ストレングスモデルの認識枠組みと

支援方法における有用性と限界について理解する。

3
三つの支援モデルを比較検討し、

実践においてどのように意識的に活用すれば
いいのかについて理解する。



2

1. 多様なソーシャルワーク理論

A. ソーシャルワーク理論の歴史

　ソーシャルワーク理論（ソーシャルワーク実践理論）とは、基盤となる

理論を基に支援の対象となる現象（問題）を説明し、支援展開を示してい

る概念的体系である。欧米では約 100 年の間に、多様な理論基盤から数多

く出現している。

　ソーシャルワーク理論の原点は、1917 年の 『社会診断』と 1922 年の

 『ソーシャル・ケースワークとは何か』でソーシャル・ケースワークを体

系化したリッチモンドから始まるとされる。ターナーの著書 『ソーシャル

ワーク・トリートメント』では 27 の理論が紹介されている（1）。なかでも

主な理論と思われる 12 の理論を紹介しよう（2）。

　①心理社会的アプローチ（治療モデル）、②機能的アプローチ、③問題

解決アプローチ、④家族療法とソーシャルワーク、⑤行動療法とソーシャ

ルワーク、⑥課題中心ソーシャルワーク、⑦生態学的／エコロジカル・ア

プローチ（生活モデル）、⑧ジェネラリスト・アプローチ、⑨ケアマネジ

メント、⑩ソーシャルサポート・ネットワーク、⑪エンパワメント・アプ

ローチ、⑫構成主義／ナラティブ（ナラティブ・アプローチ）である。

　研究者によって理論の数に関する見解はさまざまであるが、 ソーシャル

ワーク理論史から概観すると、いくつかの特徴が指摘できる。

　第 1に、約 100 年の理論史には「個人」に着目してかかわろうとした初

期の理論と、第 2次世界大戦後 1950 年代以降、「社会」（環境）の変革を

めざす理論が「あたかも時計の振り子のように」（3）存在したことである。

なかでも、「個人」に着目してかかわろうとした理論は、後年、 生活モデ

ルが登場した際に 治療モデル（医学モデル）と位置付けられた。第 2に、

その振り子現象が一般システム理論や生態学の導入によって「個人」と

「社会」の交互作用
4 4 4 4

という形で理論的に統合されたことである。つまり、

介入の焦点は「個人か社会か」ではなく「 人と環境の交互作用」にあると

いう人 ─環境の二重焦点がもたらされた。この考え方に基づいて体系化さ

れたソーシャルワーク理論が生活モデルであり、現代ソーシャルワークの

基本的な理論枠組みとなっている。第 3に、近年ではストレングスやエン

パワメントの視点を取り入れた理論の他、利用者の語りや主観的世界を重

 リッチモンド
 Richmond, Mary Ellen
「ケースワークの母」と
呼ばれる。慈善組織協会
の活動をもとにしてソー
シャル・ケースワークを
体系化した。ここに示し
た 2冊はソーシャルワー
クの古典的名著である。

 ターナー
 Turner, Francis J.

『ソーシャルワーク・ト
リートメント』

ソーシャルワーク理論史

生活モデル

治療モデル（医学モデル）

人と環境の交互作用
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視した ナラティブ・アプローチなど ポストモダニズムを背景とした理論が

登場していることである。

B. ソーシャルワーク理論が説明する次元

　ここまで「ソーシャルワーク理論」と一括して説明してきたが、実は説

明している内容の次元はそれぞれ異なっている。ある理論は非常に抽象的

で、違う理論ではかなり具体的に手順が述べられている。

　このような次元の違いを整理するに当たって、ここでは便宜的にモデル

とアプローチという分け方をしておく。ソーシャルワーク理論における モ

デルとは、社会福祉実践の対象となる問題を設定し、その問題に関連する

要因を体系的に説明し、支援の方向性を概念的に指し示すもので抽象度や

普遍性が高い。これに対して アプローチとは、社会福祉実践の対象となる

問題に対して、どのように支援展開するかを指し示すもので具体性が高い。

実際には両者の境界は明確ではないが、一定の整理が可能である。

　本章では、主要モデルである治療モデル、生活モデル、ストレングスモ

デルを紹介する。いずれも、独自の立場・視点を提供しているが、支援を

マニュアル的に説明したものではなく実践者の自由度が高いといえる。

　支援を行うに当たっては、すぐに実践に移すことができるアプローチや

技法論に目を奪われやすいが、時代によって変化しやすいものである。視

点の異なるいくつかのモデルをしっかりと身につけることは、支援の原理

を理解することであり、最も必要とされる。その上で、アプローチなどの

具体的な支援方法を学ぶと理解しやすい。

2. 治療モデル

A. 認識枠組みと支援方法

　 治療モデルは、 医学モデルや 欠陥モデルとも言われる。これは、ソーシ

ャル・ケースワークを体系化したリッチモンドが著書 『社会診断』におい

て、医学における治療の概念（調査・診断・治療）を持ち込んで支援展開

を説明したことにはじまる。具体的には、問題に関する情報を集めて原因

を特定する「社会診断」を行った上で、利用者や環境に働きかけて問題を

ナラティブ・アプローチ

ポストモダニズム

モデル
model

アプローチ
approach

治療モデル
therapy model

社会診断
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解決・改善し、最終的には利用者のパーソナリティーの発達をめざす「社

会的治療」を行った。リッチモンドは「個人」と「社会」（環境）への両

方の関心を強調していたにもかかわらず、このように医学や治療の概念を

用いて説明したことから、後年、北米で隆盛を極めた精神分析学などの精

神医学を基盤とした治療モデルが確立していった。治療モデルが登場した

背景には、基盤となる理論を持つことでの科学化や専門職化を願う関係者

の強い意志があったことも関与している。

　さて、治療モデルでは利用者が抱える「問題」に着目し、精神医学や心

理学の知識からその「原因」を探索することに焦点が当てられる。これを

 直線的因果律といい、「問題」とその「原因」が 1対 1 で直線上に関連付

けられる。そして、原因の探索に関しては「個人」の内面のどこかに、問

題を生じさせている歪みや欠陥があると考える。これが治療モデルの最大

の特徴である。そのため、問題の経緯やエピソードに関する情報収集、利

用者の心理社会的側面の理解や生育歴・家族関係の聴取などを行う。支援

目標は、個人の中にある問題の原因が解消（あるいは改善）された状態で、

最終的には人格的成長である。

　このように治療モデルでは、原因の探索のために精神医学などの多くの

知識が前提となる。また、面接を中心とした支援方法で、比較的長い時間

をかけて利用者との信頼関係を形成して進められる。支援展開の考え方は、

治療と同様、インテーク→調査→診断→治療（処遇）という直線的・段階

的な流れで進められる。なかでも問題の原因を特定する診断を重視する。

　ソーシャルワークのアプローチとしては、 診断主義や 心理社会的アプロ

ーチが治療モデルの代表格であり、詳細な心理社会的アセスメントの確立

と、面接技法の洗練や分類に貢献してきた。

B. 有用性と限界

　治療モデルは、利用者の「問題」に着目して「原因」を特定し、利用者

との面接を中心にした治療関係に近い支援を基本にしている。また、他の

二つのモデルよりも人間の精神・心理的側面や、比較的小さい環境レベル

である対人関係について、知識ベースで理解していく。

　以上の特徴から、利用者が精神・心理的側面の問題を抱え、治療的な関

係をもつことが望まれる場合などには有効な支援モデルとなる。しかし、

治療モデルの有する特徴ゆえの限界も理解しておく必要がある。

　第 1に、基盤理論からくる限界であり、ソーシャルワークが有する環境

面への関心の希薄さである。問題の原因を個人の精神・心理的側面に見出

直線的因果律
これに対して、円環的因
果律がある。円環的因果
律は、原因 ─結果という
直線的理解ではなく、結
果が原因になってまた新
たな結果を生み、それが
また原因になって……と
円環状に原因と結果がつ
ながり、ある一定のパタ
ーンを形成していると考
える。円環的因果律は一
般システム理論の特徴で
ある。

診断主義
フロイトの精神分析の考
え方を取り入れたアプロ
ー チ で ハ ミ ル ト ン
 （Hamilton, Gordon）や
 ホリス （Hollis, Florence）
が代表的。現在は、心理
社会的アプローチに受け
継がれている。

心理社会的アプローチ
診断主義の発展形でホリ
スが体系化した。人と状
況の全体関連性に焦点を
当てた。
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すことに焦点が当たっているために、問題に関係する環境要因が見落とさ

れがちか、中心的テーマとならないことが多い。第 2に、支援者主導の展

開である。利用者は問題を抱える人とみなされる傾向にあり、支援過程に

主体的に参画し自己決定していくプロセスが他のモデルよりも希薄で、 パ

ターナリズムに基づく支援関係になりやすい。第 3に、長期にわたる面接

中心の支援となりがちな点である。

3. 生活モデル

A. 認識枠組みと支援方法

　 生活モデルは、ジャーメインとギッターマンが 1980 年に体系化したモ

デルである。改訂を加えながらも現代ソーシャルワークの基本的枠組みの

一つとなっている。また、 エコロジカル・アプローチや ライフモデル、 エ

コシステムモデルともいわれる。

　生活モデルが登場した背景は、1960 年代のアメリカの社会的混乱を背

景に、ソーシャルワークが治療モデルに傾倒してきたことに対する批判が

ある。そもそもリッチモンドに始まったソーシャルワーク理論は、治療モ

デルなどの台頭によって個人の内面へと関心が焦点化されたため、北米に

おいて 1960 年代に噴出した貧困問題や人権問題などに対して功を奏さな

かった。この状況に対してソーシャルワーク内外から批判が相次ぎ、環境

へのかかわりや、社会変革の必要性が認識され、精神医学や心理学以外の

多様な理論からソーシャルワーク理論が登場したのである。なかでも注目

されたのが、個人の心理的側面と社会環境の両方を一体的に説明できる 生

態学と 一般システム理論を取り入れた生活モデルである。

　生活モデルでは、生態学のメタファー（隠喩）を用いながら、個人と環

境が互いに不可分な一体的関係だと捉える。これを「 人と環境の交互作用」

という。この考え方が生活モデルの最大の特徴である。生活モデルにおけ

る環境とは、利用者の対人的環境、物理的環境、制度的環境、社会文化的

環境などを意味している。そして、個人は環境から影響を受けるが、自ら

環境を変える存在でもあり、環境もまた同様だと考える。支援の目標は、

個人と環境の交互作用の質の向上である。

　したがって、利用者が抱える問題の原因は、個人や環境の側に一方的に

パターナリズム
一定の権限ある者が相手
によかれと思って行う干
渉や、必ずしも同意を必
要としない決定などを行
う関係のこと。父性的温
情主義ともいわれる。

生活モデル
life model

 ジャーメイン
 Germain, Carel Bailey

 ギッターマン
 Gitterman, Alex

生態学
19 世紀に生物学者ヘッ
ケル（Haeckel, Heinrich 
Ernst）が体系化。ある生
物とその生物が生きる環
境の相互作用を扱う科学。

一般システム理論
1968 年に生物学者のベル
タランフィ（Bertalanffy, 
Ludwig von）によって体
系化。有機体の構成要素
を相互の関係性や全体性
から説明した理論。

人と環境の交互作用
transaction
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あるのではなく、環境との交互作用によって生じていると捉える。さらに

いうと、問題とは個人が環境との交互作用に問題を抱えて不均衡になった

状態だとし、その不均衡な状態によってもたらされるのが 生活ストレスだ

と理解する。仮に、同じ出来事が起こっても個人によってそのストレスの

度合いは異なるが、どの人もそのストレスを軽減しようとして対処行動を

とることは共通している。生活モデルでは、利用者がその環境に対して適

切な対処行動を起こせるよう支援すると同時に、環境の側も利用者のニー

ズに柔軟に対応できるような応答性を高めるように働きかける。これを、

 個人の適応能力向上と、 環境の応答性向上といい、両者によって 個人と環

境の適合点を見出していく。

　支援は初期・中期・終期という過程全体の連続性を重視する。特に、ア

セスメントでは、「人と環境の交互作用」を意識できるように開発された

 エコマップが用いられる。また、クライエント中心の視点から利用者が支

援過程に参画する パートナーシップを重視する。

B. 有用性と限界

　生活モデルは、これまで述べてきたように単なる新しいモデルの一つと

いうよりは、「生活問題状況の捉え方に関する発想の転換、視野の広がり、

対象認識の変化を強調した」（4）点でソーシャルワーク理論史においても大

きな意義をもつ。

　しかし、全体として概念説明が中心なため抽象的な記述にとどまってお

り、具体的な支援展開を導くものではない点がモデルとしての限界である。

また、生態学や一般システム理論を基盤にしているため、人間の存在に対

する文化的側面や実存的側面の理解に乏しい面がある。文化的側面とは、

人が暮らす国や地域の文化、歴史、社会経済的な背景や家族間で共有され

る家族文化なども含めた側面である。実存的側面とは、一人ひとりにとっ

ての「生きる意味」や経験によって醸成される人生の哲学、価値観、宗教

観の側面のことである。さらに、生活モデルで取り扱う環境のレベルが対

人環境や制度・サービスなどが中心となるため「社会制度的要因に対する

認識の甘さ」（5）も指摘されている。

個人の適応能力向上
例えば現実検討の力、認
知の仕方、行動する力、
コミュニケーション能力、
社会資源の活用能力、環
境に影響を与える力など
を高めていくこと。

環境の応答性向上
例えば地域資源の人や制
度・サービスなどを有機
的に結び付けてネットワ
ークを形成することや、
組織や政策の実施主体に
影響を与えるなど。

個人と環境の適合点
goodness of fit

エコマップ
eco-map
生態地図や社会生態地図
といわれる。マッピング
技法の一つで利用者や家
族のまわりにある社会資
源を図示する。

パートナーシップ
partnership
利用者をパートナーとし
て捉え、協働的な援助関
係をもつこと。


