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はじめに

　本書は、精神保健福祉士の養成カリキュラムに準拠しながら、精神保健

の課題と支援について、多角的にみる視点を提供しようと意図したテキス

トです。精神保健問題は、人間の生活（life）の中で生起します。人間の

生活は、時間と空間の広がりを持っています。本書は、人が生まれてから

死ぬまでの人生（時間）の中で、個別にどのような課題を持ち、どのよう

な生活の拡大と縮小（空間）を体験するのか、そして、それらが人間の精

神保健とどのように関連しているのかを把握できるように、できるだけ配

慮いたしました。

　本書は、序章として「人と環境と精神保健」と題し、精神保健の概念を

人間生態学的な視点から捉えた上で、人間生態学的視点から見た精神的健

康の概念が示されています。この概念は精神保健活動を展開してゆく上で

重要なものと考えられるものです。次いで第 1章として「精神的健康とは

何か」と題し、精神衛生と精神保健・メンタルヘルスについて、次いで

「健康」、「疾患」、「障害」についてそれぞれの概念について述べられてい

ます。第 2章は「精神保健へのアプローチ」と題し、精神の健康にかかわ

る者の心的態度、予防に対する考え方が述べられています。第 3章として

「精神保健問題のアセスメント」と題し、精神障害の定義と分類・診断に

触れた上で、精神保健問題のアセスメントの仕方を提示し、さらに自殺、

アルコール・薬物などの現在の日本が抱える社会病理現象について述べら

れています。

　第 4章は「人の一生と精神保健」と題し、人が誕生してから死亡するま

での一生をライフサイクルとして時間軸で捉え、各時期の精神保健上の課

題と問題点について詳述しています。この章は、精神保健問題を個別に時

間的に把握するために、特に多くの紙面を割きました。第 5章から第 8章

までは、人が生活を営む場として、「家庭」、「学校」、「職場」、「地域」に

おける精神保健上の課題と問題点について述べられています。その中で、

第 5章では現在の精神保健上のテーマである、発達障害とひきこもりにつ

いて、第 6章では、スクールソーシャルワークとスクールカウンセリング

について、第 7章ではうつ病と過労自殺について触れられています。第 9

章は「精神保健の視点から見た現代社会の課題」と題して、災害被災者、

犯罪被害者、ニートや貧困問題、ホームレス、性同一性障害の精神保健、

さらに多文化交流と精神保健問題について述べられています。第 10 章で

は「精神保健福祉対策と精神保健福祉士の役割」と題し「精神障害者」、
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「認知症」、「アルコール問題」、「薬物依存」「社会的ひきこもり」につい

てそれらの現状と対策について述べられています。第 11 章は「精神保健

関連機関の役割と連携」と題し、精神保健にかかわる専門職と国、都道府

県、市町村、団体等の役割・連携、精神保健福祉士の役割と連携などにつ

いて述べられています。最後に第 12 章として「諸外国の精神保健活動の

現状および対策」と題して、世界における精神保健の潮流・実情などにつ

いて述べられています。

　現在の日本は、家族、学校・教育現場・職域・地域においてそれぞれが

関連しながら精神保健にかかわる問題を抱えています。こうした問題は、

世界情勢のグローバル化により世界の政治情勢、経済情勢の影響を受けて

存在します。その対応のためには理想的には人間生態学的な視点が要求さ

れると思われます。しかし、精神保健福祉にかかわる現場では、その現場

ごとに、顕在化している問題に対処すること、新たな問題をアセスメント

しそこから見えてくる事項に対処することが求められるのが現状と思われ

ます。

　また、「制度・法律・法規」や「社会資源」などのハード面は重要なも

のと考えられます。しかし、こうしたハード面だけでは精神保健活動を円

滑に機能させることができない事例も存在すること、また、そうしたハー

ド面にのっとって精神保健問題にかかわるのは、精神保健の専門職、当事

者、その家族、ボランティアなどの「人間」であることを忘れてはならな

いと思います。また、経済的な基盤の整備も重要なことと考えられます。

　さらに精神保健の活動も機関・施設で「待つ」姿勢ではなく、チームで

地域へ、利用者のもとへ出向いて活動する「アウトリーチ」の方法が重要

となってきています。こうして見ると、専門職としての適切な質をもった

人的資源を確保することが喫緊の課題となっています。

　本書が、人的資源としての専門職、精神保健福祉士の育成に役立てばと

思います。

　最後に、本書の分担執筆者の先生方へ感謝を述べ謝辞とします。

　2016 年 1 月

責任編者を代表して

松久保　章
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1
「精神保健」の概念を、

ICF（国際生活機能分類）の視点、
生態学的視点から捉えなおし、

個人因子、環境因子、生活因子等の
全体関連の中に位置付けることを試みる。

2
「精神的健康」の概念を、

人間の環境形成の営み（個人にとっては成長の営み）
および人と環境との「適合」（adaptation）

と関連付けて検討する。

3
精神保健のために必要な環境の側の条件を確認し、
「滋養豊かな環境」についてのイメージを描く。

4
精神保健問題を、

人と環境の「不適合」によってもたらされる
「生活ストレス」として捉えなおす。
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1. 人間生態学的視点と精神保健

A.「精神保健」の概念

　WHOの定義によると、健康とは単に疾患が存在しないことを意味する

のではなく、「身体的・精神的・社会的によりよい状態（ウェルビーイン

グ）となること」を意味している。さらに、「可能な限り最高水準の健康

に到達すること」は、「すべての人類に賦与された基本的人権の一つであ

る」としている。この健康の定義を精神的健康に応用すると、精神保健と

は、精神疾患や情緒の障害でないというだけではなく、人が心理的にも、

身体的・社会的にもよりよい状態となるための諸活動と定義できる。

　WHOが 2001 年に採択した「 国際生活機能分類（ICF）」によると、健

康状態は、生活機能（心身機能・身体構造および活動と参加）と背景因子

（環境因子と個人因子）との複雑でダイナミックな相互作用の要因の一つ

として位置付けられている（図 序─1─1 参照）。

B. 人間生態学からみた精神保健

［1］人間生態学のアイデア
　精神保健問題は、人間の人生（時間）と生活空間の広がりの中で生起し

ている。それらを統合的にみる視点として最適なものが 人間生態学（ヒュ

WHOの定義
世界保健機関、WHO憲
章（1948 年）より抜粋。

国際生活機能分類
ICF; International 
Classification of 
Functioning, Disability 
and Health

健康状態
ある個人の健康状態とは、
単に疾病や障害があるか
否かだけではなく、その
人なりの個人因子（年齢、
性別、人種、ライフスタ
イル、教育、職業、困難
への対処法、行動様式、
性格、心理的資質）と環
境因子（身近な環境およ
び社会文化的環境）との
かかわりのもとで、その
人がどのような人生を送
っているかによって異な
ってくるといえる。

人間生態学（ヒューマン
エコロジー）
human ecology
生物学をモデルにして、
人間と環境との関係を研
究する実証科学。現在で
は、ソーシャルワークの
基礎理論の一つとなって
いる。

心身機能・
身体構造

参加活動

個人因子環境因子

健康状態
（変調または病気）

図 序─1─1　ICF、生活機能と障害の過程─構成要素間の相互作用

出典） 世界保健機関（WHO）／障害者福祉研究会編『ICF国際生活機能分類─
　　　国際障害分類改定版』中央法規出版，2003，p.17．
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ーマンエコロジー）の理論である。人間生態学とは、人間も生物界と同じ

様に、環境との間に相互的な関係をもちながら生息しているというアイデ

アである。したがって、このアイデアからいえば、人間にとってよりよい

状態は、環境との調和的な相互関係が維持されているか否かにかかっている。

　環境は、人間的環境、社会環境および自然環境（人工物も含む自然法則

によって形成される環境）に分類されているが、人と環境との不調和の一

つの現れとして精神保健問題が生じると考えることができる。

［2］「生活」の概念
　人間生態学的ソーシャルワーク理論によれば、人と環境とが相互にやり

取りし、お互いに影響を与え合う場を「 生活」（Life）と呼んでいる（図 

序─1─2 参照）。人は、それぞれ異なった遺伝的素質をもって生まれてくる

が、人生の最早期から外界とのやり取り（ 交互作用）をしながら生きてい

る。そうして、人は環境に適合するように自らを作り変えながら、その外

界の一部を素材として自らの環境を形成し続けていくのである（1）。この環

境形成の営みは、人間の生涯を通して続けられる。

　人間生態学では、人と環境との 接触面（interface）を「生活」と定義し

ている。生活には、生まれてから死ぬまでの間の時間的広がりと、家庭、

地域、自然環境などの空間的広がりとが存在している。

［3］「生活」と精神保健
　このように考えると、精神保健活動は、人間生態学でいう「生活」の場

面で展開されていることが理解されるであろう。

　人間生態学によると、人間にとって「よりよい状態」とは、「生活」の

場で、人と環境との複雑な交互作用が円滑に行われ、人と環境とがともに

変化することによって、個人と環境とがともに「適合」している状態を意

生活
Life
「生活」の概念には、①生
命活動、②日々の暮らし、
③人生などの意味が含ま
れている。

交互作用
transaction
交互に作用することでお
互いに変化するやり取り
のことを意味している。

接触面
interface

個人

熱　望
（やる気・野心）

能　力
（才能・対処能力）

自己評価
（自信・希望・効力感）

環境

人的資源

社会的資源

物理的資源

機　会

社会関係

生活
Life

交互作用
transaction

図 序─1─2　人と環境との交互作用

複雑な交互作用
人間の生活を形作る各要
素間の複雑な交互作用の
結果、あるいは要因の一
つとして健康状態を捉え
る ICF のモデルと、人
間生態学の考え方は、ほ
ぼ同じ現象を言い表して
いると思われる。人間生
態学には、時間の概念が
加わる。
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味する。したがって、身体的・精神的健康が脅かされる状況とは、個人と

環境との交互作用に、何らかの阻害要因が働き、個人と環境との関係がう

まくいかなくなった状態であると考えることができる。

C. 主体的環境形成者としての人間

［1］「外界」と「環境」との区別
　人間生態学的視点の特徴は、人間を単に生態システムの構成要素とみる

だけではなく、「主体的環境形成者」とみなす点にある。このことを説明

するために、岡田真は、人間生態学の論者であるジャーメインの理論を引

用しながら、「環境」と「外界」とを区別して用いるべきであると主張し

た（2）。「外界」とは、人が生まれる前から存在し、個人の営みとは無関係

に存在し続ける「所与の環境」のことを指している。人間は、その外界の

一部に働きかけ、それを加工して「環境」に作り直しながら生きていると

の主張である。岡田によると、「環境」とは、個人が外界の人や物とやり

取りをすることによって個別に作り上げた「世界」を意味している。

［2］人間の 環境形成
　近年は、乳幼児に備わった生得的能力が見直されているが、乳幼児は、

周囲の環境に適応し、積極的に養育者との関係を形成しようとする本能が

備わっているらしい。赤ちゃんの微笑、養育者への反応を通して、養育者

は育児に没頭する気持ちを引き出される。このようにして乳幼児と養育者

の関係が形成されるが、見方を変えると、赤ちゃんが養育者に働きかける

ことによって、「快く世話を受けられる環境」を形成していると捉えるこ

とができる。これが人間の環境形成の第一歩であろう。

　このような環境形成の営みは、生涯にわたって続き、各年齢に対応した

生活課題に対応して、個別に環境は作り変えられるものである。逆に、そ

の営みが滞り、「固定した環境」に人が縛られてしまうとすれば、人間の

人格的発展はそこで止まってしまうことになる。

［3］環境形成と 人格形成
　人間の主体的環境形成の営みと、人間の人格形成過程とは、同じ現象の

裏と表の関係である。岡田によれば、環境形成の営みとは、人が環境に働

きかけて環境を変化させるプロセスであるが、それは同時に、環境からの

影響によって自らが変化するプロセスでもある。

　乳幼児は、養育者との親密なやり取りを基盤として自己を形成し、他者

 ジャーメイン
 Germain, Carel B.

乳幼児に備わった能力
安川美杉『赤ちゃん─成
長の不思議な道のり』（3）
などで、新生児の強力な
適応能力が紹介されてい
る。
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を思いやる能力を獲得し、やがて、集団に適応できる技能を身につけてい

く。それらは、環境からの刺激によって、自らを形成し、環境への適応能

力を発展させていくプロセスである。それが人格形成の営みである。

　人間の環境形成の阻害要因は、怒りや恨み、嫉妬や僻みなどの些細なも

のであっても、長い間それらが放置されると、環境との悪循環が固定化し、

重大な精神保健問題として人生の節目に顕在化することが少なくない。

2. 人間生態学における精神的健康概念

A. 精神的健康の指標

［1］ 精神的健康の心理的指標
　国際生活機能分類（ICF）や人間生態学的な視点からみると、精神的健

康は相対的なものである。精神的健康と不健康あるいは精神疾患との間の

境界は不鮮明であり、各要因間の相互作用（生態学では交互作用）によっ

て便宜的に境界が設定されていることになる。

　一方、自分が健康であるか否かの主観的指標が存在している。半世紀前

の 1950 年代、アメリカのヤホダは、S. フロイト、E. フロム、E. H. エリ

クソン、G. W. オルポート、A. H. マズロー、C. R. ロジャースなどのよく

知られた心理学的理論を検討し、精神的健康についての心理的指標を 6項

目にまとめている。それらは、「自己受容」、「自己実現」、「自己の統合」、

「自律」、「現実認識」、「環境支配」である。

［2］主観的・価値的側面が人と環境の交互作用に与える意義
　この精神的健康に関する主観的感覚は、人間が希望をもって力強く生き

ていくための動機付けとしてとても重要な感覚である。

　その重要さについて、精神障害者の当事者運動の中から生まれた「 リカ

バリー」の運動が教えてくれる。リカバリーについての最近の考え方は、

「病気や健康状態の如何にかかわらず、希望を抱き、自分の能力を発揮し

て、自ら選択できるという主観的な構えや志向性を意味する」（4）というも

のであり、「健全さと意思」の感覚の再構築の過程である。再構築された

「健全さと意思」は、まさに精神的健康の心理的指標と、かなり重なるも

のである。リカバリーについての実証的研究は多くはないが、リカバリー

 ヤホダ
 Jahoda, Marie
1980 年代の終わり頃ま
で、「精神保健」と銘打
つ教科書には、必ずとい
っていいほど引用されて
いた。

精神的健康
精神的健康の感覚とは、
自分は自分であり（自己
の統合）、他者とは異な
った存在であり、自己責
任があり（自律）、生き
ていく価値をもっており
（自己受容）、限界はあ
るが（現実認識）、人を
助け、世の中を改善する
（環境支配）ことによっ
て、自分自身を発揮（自
己実現）できるという感
覚である。この感覚が精
神的健康を意味している
のである。

リカバリー
recovery
「回復」と訳されるが、
病気が治癒するとは別の
概念であり、病気があっ
てもなくとも、自分の人
生を再構築するという意
味で使われている。
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運動は、従来の専門家中心の精神保健活動ではなしえなかった、人間の主

体性の回復や社会システムの変革という成果をあげている。

［3］精神的健康の内容
　ジャーメインの人間生態学では、環境とのよりよい交互作用を行う人間

の側の能力を「 対処能力」（coping ability）と呼んでいる。人間の対処能

力は、「関係性」、「力量」、「自己管理・自律性」、「自己評価」の四つの要

因のバランスによって成立しており、ヤホダの心理的指標と類似している。

「 関係性」（relatedness）とは、お互いを尊重しながら共存できる関係の

パターンを意味しており、「 力量」（competence）とは、環境に働きかけ

る動機と実行力とを意味する。「 自己管理・自律性」（self-direction・

autonomy）とは、自分を統制しながら自己決定していく力を意味し、「 自

己評価」（self-esteem）とは、自己受容と自尊感情に基づいた「自己概

念」を形成し維持する力であり、アイデンティティと同義である（5）。

　人間生態学から精神的健康の意味を表現すると、「人と環境とのよりよ

い適合（adaptation）を形成できる人間の状態」ということができる。こ

こでいう「適合」とは、「人間が物理的・社会的環境を作ったり、逆に環

境によって作られたりする交互作用的なプロセス」（6）と定義されている。

つまり、環境に働きかけ、環境の質を高めるように変革（環境支配）しな

がら、自らも変化（人格形成）し、全体の生態系が保たれている状態を指

している。人間の対処能力は、環境の側の反応がよければ強化され、その

逆であれば弱体化する。したがって、主観的健康の指標は、環境の側の応

答性との関連で評価されるものである。人間の「対処能力」は、環境との

「適合」を形成する潜在的な能力であるが、この潜在能力を発達させるの

は「 環境的滋養」である。

B. 現代社会と精神保健問題

［1］身近な精神保健問題
　家族、学校、職場、地域社会など、個人にとって身近な環境における人

間生態学的問題は、相互に関連しており、個人の精神保健に直結する諸問

題である。また、身近な環境における人間生態学的問題は、より大きな社

会・経済・文化的な「外界」（個人が直接交互作用を行っていない環境）

の諸問題と密接に関連している。

　現代の高度に分業化し、都市化した社会では、一定の地域空間を越えた

 生活圏の拡大と、一定地域内での人と人との関係の希薄化が招来されてい

対処能力
coping ability

関係性
relatedness

力量
competence

自己管理・自律性
self-direction・
autonomy

自己評価
self-esteem

環境的滋養
environmental nutriments

生活圏の拡大
大都市圏では、職場、住
居、遊びの場が分離する
傾向がある。「 職・住・
遊の分離」といわれるが、
それぞれを交通機関で結
んだ範囲が人々の「生活
圏」となっている。その
ように拡大し、点と線で
結ばれた地域を都市社会
学では「 結節地域」と呼
んでいる。
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る。このような地域は、安全さと快適さを失い、人々は塀を高くして家庭

の中に ひきこもり、身の安全を守らなくてはいけない状況に追い込まれて

いる。家庭は地域社会から孤立しているのである。 家庭の孤立は、子ども

の成長に重大な影響を与えている。

　家庭の孤立と関連して、 不登校や 学級崩壊の問題は、子どもと学校との

交互作用のあり方に重大な問題が起きていることを示唆している。それは、

家庭の養育上の問題が尾を引いているのかもしれないし、学校と親との連

帯の弱さが関係しているかもしれない。また、学校が地域社会から隔絶さ

れている環境になっているからかもしれない。むしろ、それらの問題がか

らみあい、学校が、親や地域、子どもの個別なニーズに応答できる「滋養

豊かな環境」として機能できなくなっているのであろう。

［2］「圧迫」と「公害」
　また、高度に組織化された社会では、「 力」（power）の不均等が起きや

すい。よい条件に恵まれた職場は、力のある者から占められてくる。個性

の発揮やよりよい収入の機会は、性別、年齢、国籍、社会階層、障害の有

無によって不平等になりやすい。また、営利優先の活動がある限界を超え

ると、社会的格差、失業、貧困、保健・福祉への不充分な分配などの「 社

会的公害」（social pollution）が発生する。

　それにとどまらず、現代は、温暖化や自然環境の破壊などの「技術的公

害」（technological pollution）を生み出し、個人の生活だけではなく、地

球の生態系が破壊される危機状況が生み出されている。

［3］精神保健の捉え方
　人間生態学では、一人の個人を、身近な環境と交互作用を繰り返し、お

互いを作り変えながら自らの「生活空間」を形成する「主体的環境形成

者」として描いている。人間のある時点における「生活空間」は、ジャー

メインによると、①「 生活推移」（life transition）、②「 人間関係過程」

（interpersonal process）③ 環境的性質（environmental properties）の

力動的な相互関係によって成り立っている。「人間が成長し、発達し、社

会機能が発動される」のは、これらの三つの領域においてである（8）。した

がって、人間の精神保健問題は、具体的にはこれらの 3領域の相互関係に

よって説明することができる。

（1）生活推移とストレス

　乳幼児期、思春期、老人などの発達上の変化は、人生の歩み（生活推

移）の中で避けることはできない。また就労や失業、偏見などによる社会

隔絶された環境
都市部の多くの小中学校
は、外部からの不審者の
進入から子どもたちを守
るため、有刺鉄線で囲ま
れた要塞のような構造に
なっている。また、警備
員の常駐する学校も存在
する。これは、学校を包
み込む地域自体が崩壊し、
無法地帯と化しているこ
とを意味しているのであ
ろう。

「力」（power）の不均等
政治や経済の支配的集団
による力の制圧をジャー
メ イ ン は「 圧 迫 」
（oppression）、力の悪
用と乱用により、人と環
境との生態学的なバラン
スが崩されることを、「 公
害」（pollution）と呼んだ。
両者とも「 生活ストレ
ス」の項目である（7）。

社会的公害
social pollution

生活推移
life transition

人間関係過程
interpersonal process

環境的性質
environmental 
properties
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的地位・役割の変化、災害や戦争等の危機を伴う出来事に遭遇することも

ある。それらの変化や出来事は、ストレスを伴い、発達の停止と退行、パ

ニックや自殺、発病などの精神保健問題に直結する可能性がある。

（2）人間関係過程とストレス

　人と人との関係は、人生の喜びの源泉であると同時にストレスの源であ

る。夫婦、友人、家族、集団、社会的ネットワーク、組織での関係のあり

方（関係性）が、精神保健問題の発生とその解決とに関連している。

（3）環境的性質とストレス

　精神保健政策、サービス制度、人的・物的資源の有無など、社会的環境

と物理的な環境の両方を含んでいる。

　生活推移と人間関係過程は、人間が生きている限り、必然的に生起する

ものである。生活推移におけるストレスは、人間関係過程において解決で

きる場合があるかもしれないし、環境的性質によって緩和されるかもしれ

ない。逆に、あまりにも劣悪な環境的性質は、それだけで大きなストレス

になる。それぞれの領域におけるストレスが、精神保健問題として「事例

化」するか否かは、それぞれの相互関係いかんにかかっている。

注）
（1）  岡田真『ヒューマン・エコロジー─人間環境の一般理論』春秋社，1972，pp. 

125─126．
（2）  岡田真「ヒューマンエコロジーと社会福祉システム論Ⅱ」常磐大学人間科学部紀

要『人間科学』第 11 巻 1 号，1993，p. 2．
（3） 安川美杉『赤ちゃん─成長の不思議な道のり』日本放送出版協会，2007．
（4）  野中猛『精神障害リハビリテーション論─リカバリーへの道』岩崎学術出版社，

2006，p. 165．
（5）  ジャーメイン，C．他著／小島蓉子編訳・著『エコロジカル・ソーシャルワーク

─カレル・ジャーメイン名論文集』学苑社，1992，pp. 192─197．
（6） 前掲書（5），p. 108．
（7） 前掲書（5），p. 197．
（8） 前掲書（5），p. 204．

●  ジャーメイン，C．他著／小島蓉子編訳・著『エコロジカル・ソーシャルワーク─カ
レル・ジャーメイン名論文集』学苑社，1992．
カレル・ジャーメインの論文集。人間生態学的な援助について学ぶための必読書である。

●  レーガン，M．著／前田ケイ監訳『ビレッジから学ぶリカバリーへの道─精神の病か
ら立ち直ることを支援する』金剛出版，2005．
精神障害者のリカバリーについて紹介している。病気の有無にかかわりなく、精神的
健康の回復が可能であることを、実感をもって伝えてくれる示唆に富んだ著書である。

理解を深めるための参考文献


