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[資料１]『ダイレクト・ソーシャルワーク・プラクティスの理論と技術』の表紙 

Hepworth, D.H., Rooney, R.H., Rooney, G.D., Strom-Gottfried, K.S., Larsen, J. (2010). 

(Eighth Edition, International Edition) Direct Social Work Practice: Theory and Skills. 

Brooks/Cole. 

            

ヘプワース、ルーニー、ルーニー、シュトローム－ゴットフリート、ラーセン著、[監修]武

田信子、[監訳]北島英治、澁谷昌史、平野直己、藤林慶子、山野則子、『ダイレクト・ソーシ

ャルワーク・ハンドブック：対人支援の理論と技術』明石書店、２０１５年 

           

 

[資料２]『ダイレクト・ソーシャルワーク・プラクティス』の目次 
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PART 1（第１部） 

INTRODUCTION 

序論 

1. The Challenge of Social Work 

ソーシャルワークの課題 

2. Direct Practice: Domain, Philosophy, and Roles 

ダイレクト実践－対象領域、理念、役割 

3. Overview of the Helping Process 

援助プロセスの概要 

4. Operationalizing the Cardinal Social work Values 

ソーシャルワークの基本的価値の実現 

PART 2（第２部） 

EXPLORING, ASSESSING, AND PLANNING 

探索、アセスメント、計画 

5. Building Blocks of Communication: Communicating with Empath and Authenticity 

コミュニケーションの確立－共感的でオーセンティックなコミュニケーション 

6. Verbal Following, Exploring, and Focusing Skills 

相手の話に沿い、問題を探り、焦点を当てる技術 

7. Eliminating Counterproductive Communication Patterns 

逆効果を生むコミュニケーション・パターンの除去 

8. Assessment: Exploring and Understanding Problems and Strengths 

アセスメント－問題とストレングスの探求と理解 

9. Assessment: Intrapersonal, Interpersonal, and Environmental Factors 

アセスメント－個人的要因、対人的要因、環境的要因 

10. Assessing Family Functioning in Diverse Family and Cultural Contexts 

多様な家庭的・文化的背景を持つ家族の機能のアセスメント 

11. Forming and Assessing Social Work Groups 

ソーシャルワークにおけるグループの形成と評価 

12. Developing Goals and Forming a Contract 

目標の設定と契約の締結 

PART 3（第３部） 

THE CHANGE-ORIENTED PHASE 

変化をめざす段階 

13. Planning and Implementing Change-Oriented Strategies 

変化をめざす方略の計画と実行 
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14. Developing Resources, Organizing, Planning, and Advocacy 

介入の方略としての資源開発、組織化、プランニング、およびアドボカシー 

15. Enhancing Family Relationships 

家族関係の強化 

16. Intervening in Social Work Groups 

ソーシャルワーク・グル－プの介入 

17. Additive Empathy, Interpretation, and Confrontation 

専門家によるより深い共感、解釈、および直面化 

18. Managing Barriers to Change 

変化の阻害要因の扱い方 

PRAT 4（第４部） 

THE TERMINATION PAHSE 

終結の段階 

19. The Final Phase: Evaluation and Termination 

最終段階－評価と終結 
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[資料３] ユーチューブ：カール・ロジャースとグローリアさんの面接 

 

カール・ロジャースとグローリアさんの面接 

(https://www.yuotube.com/watch?v=24d-FEptYj8) 

[開始] 

１． 

 

２． 

 

３． 
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４．おはよう。カール・ロジャースです。グローリアさんですね。 

 

５．そうです。 

どうぞ、おかけください。 

 

６． 
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７．３０分間、時間がとってあります。どのようにつかうか、あなたの自由です。有効につ 

かいたいですね。 

 

８．じつは、ここでお話したいなことは・・・。 

 

 

 

[展開] 
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[終結] 

 

 

 



9 

 

[資料４]相談援助の実践モデルとアプローチ（『社会福祉援助技術』元原稿（２００８年）を

参考に作成） 

相談援助の実践モデルとアプローチ 

 

 ここでは相談援助の実践モデルとアプローチを考えていこう。まず、その相談援助を行う

専門家について見ておこう。ファイアストーン（２００２年）は、その専門家としてのソー

シャルワーカーを説明するため、相談援助風景である９枚の写真を『地域の援助者：ソーシ

ャルワーカーズ』の中に載せている。その理論・モデル・アプローチの話に入る前に、現実

の相談援助風景のイメージをとらえるため、その中の三枚を示しておこう。写真の中のソー

シャルワーカーも、その人々も、多様な人種から構成されていることに気づくであろう。 

 

 

 

Mary Firestone (2002). Community Helpers: Social Workers. Bridgestone Books, an  

imprint of Capstone Press. 
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 ４人の相談援助者 

 

 相談援助の各種の実践モデルとアプローチを考えるために、ここでは相談援助を行って

いる以下の４人のソーシャルワーカーを見てみよう。ソーシャルワーカーとクライエント、

あるいは相談援助者と利用者との相談援助の場面を（ ）図のように示す。（ただし、ソー

シャルワーカーの相談援助は面接室の中だけとは限らない。リーチ・アウトとしての家庭訪

問やその他多様な場面での対応となる。また、ソーシャルワーク実践は、面接の中だけで完

結するとは限らない。ソーシャルワーカーは常に、そのような面接の形を現実の中で実践し

ているというより、ソーシャルワーク実践の理論や技術を考察するため、ここでは、その基

本（概念）形としての“一対一面接”場面を想定する。以下、面接者をソーシャルワーカー

とし、来談者、あるいは利用者をクライエントと呼ぶ。） 

 

 図（ ）相談援助の場面 

 

 

 クライエントのことばに対して、ソーシャルワーカーは、どのように対応するのであろう

か。たとえば、図（ ）のように、「わたしは勉強ができなくて、悩んでいます」という文

章の第一の文章は、「勉強ができません」という相手に伝えたい内容やメッセージを含んで

いる。第二の文章は、クライエントが感じた気持ちや感情を伝えている。つまり、会話は『内

容のレベル』と『感情のレベル』に分けて考えることができる。（ただし、『感情のレベル』

は、言語的に表現されないことがあり、話すイントネーッション、発言の強弱、クライエン

 

わたしは勉強が

できなくて、 

悩んでいます。 
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トのしぐさといった非言語的に表現されることがある。）そこで、会話は、この両者のレベ

ルが同時にソーシャルワーカーに伝えられていると考えることができる。 

 

 

          「わたしは勉強ができなくて、悩んでいます。」 

 

 

        [内容のレベル]            [感情のレベル] 

１）「わたしは勉強ができません。」   ２）「悩んでいます。」       

 

  

そこで、以上のクライエントのことばに対して、ソーシャルワーカーは、前者の１）「わた

しは勉強ができません。」という『内容のレベル』に反応し、「どんな科目の勉強ができない

のですか？」＜質問＞と対応することもできる。また、ソーシャルワーカーは、後者の２）

「悩んでいます。」という『感情のレベル』に反応し、「悩んでいらっしゃるのですね。」＜

共感＞と対応することもできる。そのことを、図（ ）のように示すことができるであろう。 

 

               

          「わたしは勉強ができなくて、悩んでいます。」 

 

 

        [内容のレベル]           [感情のレベル] 

１）「わたしは勉強ができません。」  ２）「悩んでいます。」       

 

 

               

[内容にたいする＜質問＞]               [感情に対する＜共感＞] 

 

     １）「どんな科目の勉強が         ２）「悩んでいらっしゃるのですね。」 

できないのですか？」 

 

 

① ソーシャルワーカーＡ 

 ソーシャルワーカーＡは、クライエントの話した[内容のレベル]（「わたしは勉強できな

い」）に反応して、ワーカーの頭の中で“なぜ勉強できないのだろう？”という疑問が浮か

んできたので、その疑問をあきらかにするため、ソーシャルワーカーは「どんな科目が勉強
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ができないのですか？」という＜質問＞で対応している。 

 

 

          「わたしは勉強ができなくて、悩んでいます。」 

 

 

        [内容のレベル]           [感情のレベル] 

１）「わたしは勉強ができません。」  ２）「悩んでいます。」       

 

 

               

[考え・思考のための＜質問＞]                             [感情に対する＜共感＞] 

 

     １）「どんな科目の勉強が         ２）「悩んでいらっしゃるのですね。」 

できないのですか？」         

 

 

クライエントの話した[内容のレベル]（「わたしは勉強できない」）に反応しているため、

ワーカーの頭の中で“もっと勉強すればよいのに・・・”“勉強しないで、遊んでばかりい

るのではないか”といった考えが浮かんできて、そこで、ソーシャルワーカーが＜命令＞や

＜禁止＞で対応することもあろう。「もっと本気になって勉強しなさい」＜命令＞、   

「復習と予習を終わるまでは、けっして外に遊びに出てはいけない」＜禁止＞、とうの対応

になろう。＜誓約＞や＜約束＞を用いることもある。「かならず、勉強で A の成績をとるこ

とを約束してください」、あるいは、ソーシャルワーカーが＜説得＞で対応した場合は、以

下のようなものになるであろう。「明日から、かならず勉強するようにしてください」＜説

得＞、「明日から、かならず勉強すると誓約してください」＜誓約＞、「明日から、かならず

勉強すると約束してください」＜約束＞。＜励まし＞や＜勇気づけ＞という意味での暗示の

利用もある。「あなたはよくなってきていますよ」「なかなかよくやっていますね」「あなた

は改善しつつありますよ」という具合である。以下、「機能主義ケースワーク」のところで

触れることになるが、ロジャースは「古い方法」と呼び、それは指示技法（Directive）であ

り、表（ ）として示すことができる。 

 

表（ ）古い方法：指示技法 

１）＜命令＞、＜禁止＞によるものである。 

２）＜説得＞と呼ぶべきものである。誓約や約束が用いられる。 

３）＜励まし＞や＜勇気づけ＞という意味での暗示の利用である。 
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４）＜懺悔＞あるいは＜カタリシス＞の技術である。 

５）＜助言＞と＜指導＞である。示唆、指示。 

６）＜説明＞や＜知的解釈＞によって人間の態度を変容しようとする試みである。 

 

② ソーシャルワーカーＢ 

ソーシャルワーカーB は、緊急を要しないかぎりにおいて、「勉強ができない」という『内

容のレベル』は置いておいて、まず、「悩んでいます」というクライネントの『感情のレベ

ル』に反応し、「悩んでおられるのですね。」というクライエント現在の感情に対する＜共感

＞を示す。クライエントの発することばの「内容」ではなく、その「感情」に対して応答す

る。 

 

 

          「わたしは勉強ができなくて、悩んでいます。」 

 

 

        [内容のレベル]           [感情のレベル] 

１）「わたしは勉強ができません。」  ２）「悩んでいます。」       

 

 

               

[考え・思考のための＜質問＞]                             [感情に対する＜共感＞] 

 

     １）「どんな科目の勉強が         ２）「悩んでいらっしゃるのですね。」 

できないのですか？」         

 

 

クライエントの発することばの「内容」ではなく、その「感情」に対して応答することの

重要性は、ロジャース（１９４２）が指摘している。それをロジャースは、「新しい方法」

と呼び、そのアプローチは以下の３つの仮定に立つものであると述べている。表（ ）とし

てまとめて示すことができる。「新しい方法」であり、その「クライエント中心療法」ある

いは「非指示技法（Non-directive）」として、特徴付けられることばに、＜＞と『』をつけ

て示した。 

 

表（ ） 新しい方法：非指示技法 

１）＜人間の成長や健康＞、＜適応へと向かう動因＞についてより大きな信頼を寄せる。 

２）＜『知的』な側面＞よりも、＜『情緒的』な要素や状況に対する『感情的』な側面＞に、
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より大きな強調点をおく。 

３）人間の＜『過去』＞よりも、＜『今』『ここ』＞での状況により大きな強調点をおく。 

４）成長の経験として＜関係それ自体＞を重視する。 

 

ソーシャル・ケースワークにおいては、ランクの『意志療法』から影響を受けて発展した

「機能主義ケースワーク」の中で後述するが、バイステック(1957)が「ソーシャル・ケース

ワーク関係」の中で、「感情 feelings」の重要性を詳しく述べている。「ケースワーク関係の

原則」として、感情の目的ある表出、統制された情緒的関与、受容、非審判的態度等をあげ

ている。ここでのソーシャルワーカーは、相談場面におけるクライエントの“現在の気持ち”

に、主に対応し、“いま・ここ”のケースワーカー・クライント関係を重要と考え、クライ

ントの＜現在＞に焦点化することになる。図式的に示すと図（ ）となる。 

 

 図（ ）クライエントの現在への焦点化 

 

 

③ ソーシャルワーカーＣ 

 ソーシャルワーカーＣは、「悩んでいます」というクライネントの[感情のレベル]に反応

することなく、クライエントの話した[内容のレベル]（「わたしは勉強できない」）に反応し

て、「なぜ勉強ができないのだろうか？」とワーカーは疑問に思った。そこで、その原因を

現在 
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知りたいと考えた。原因を追及するために、クライエントはいつから勉強ができなくなった

のか、クライエントの過去になにが起こったのかを明らかにしていきたいと考えた。そこで、

「いつから勉強ができなくなったのですか」と聞くことから始めることにした。クライエン

トの過去を明らかにすることによって、勉強ができなくなった原因を取り除けば、問題は解

決すると考えたのである。 

 

 

          「わたしは勉強ができなくて、悩んでいます。」 

 

 

        [内容のレベル]           [感情のレベル] 

１）「わたしは勉強ができません。」  ２）「悩んでいます。」       

 

 

 

[内容に対する＜質問＞]                                [感情に対する＜共感＞] 

 

     １）「いつから勉強ができなく      ２）「悩んでおられるのですね。」 

なったのですか？」 

 

 

ソーシャルワーカーＣは、相談場面において、クライエントの“過去”を焦点化し、その

原因をあきらかにすることによって、問題を解決しようとしたことになる。たとえば、フロ

イドの精神分析によると、過去の心的外傷体験が現在の症状・問題の原因であるという仮設

が考えられる。その過去の記憶を取り戻すことによって無意識を意識化し、抑圧から解放さ

れ、症状や問題の解決を計ると考える。後述するように、フロイドの「精神分析」の影響を

受けた診断主義ケースワークの中に、その考え方と各種の技法、たとえば「発生的反省的考

察技法」（ホリス）がある。図式的に示すと図（ ）となる。 
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  図（ ）クライエントの過去への焦点化 

 

 

④ ソーシャルワーカーＤ 

 ソーシャルワーカーＤは、「悩んでいます」というクライネントの[感情のレベル]に反応

することなく、クライエントの話した[内容のレベル]（「わたしは勉強できない」）に反応し

て、「なんの勉強ができないのだろうか？」「どうしたら勉強ができるようになるのだろう

か？」とワーカーは疑問に思った。クライエントの勉強ができないという行動に焦点化し、

勉強ができるようにするためには、どのような行動を身につけていけばよいのか、とこれか

らくらいえんとが学び、習得する行動を考えた。そこで、「どうしたら勉強ができるように

なるか、いっしょに考えてみましょう」と対応し、クライエントのこれからの行動変容を一

緒に考えていこうとした。 

 

 

 

 

 

 

 

過去 現在 
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          「わたしは勉強ができなくて、悩んでいます。」 

 

 

        [内容のレベル]           [感情のレベル] 

１）「わたしは勉強ができません。」  ２）「悩んでいます。」       

 

 

 

[内容に対する＜質問＞]                                [感情に対する＜共感＞] 

 

     １）「どうしたら勉強ができるよう   ２）「悩んでおられるのですね。」 

になるか、いっしょに考えて 

みましょう。」 

 

 

ソーシャルワーカーＤは、相談場面において、クライエントの“現在”の気持ちを受容し

たり、“過去”の怒りや性的欲求といった隠された衝動や欲求を明らかにしようとする徹底

操作するのではなく、いまから“将来”、“未来”、クライエントはどのような行動を習得、

学習していくかに焦点が向けられる。こころが病んでいるかを問うたり、人格変容を求める

のではなく、まちがった行動を学習したのであれば、その行動を消去し、あらたな行動を学

習し,習得し,行動変容を目的とする、後述する「行動変容ケースワーク」の中に、その考え

方と各種技能がある。図式的に示すと図（ ）となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  図（ ）クライエントの未来への焦点化 
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⑤ ３つの焦点化 

 ソーシャルワーカーＡ，Ｂ，Ｃ，Ｄは、クライエントの「わたしは勉強ができなくて、悩

んでいます」ということばに対し、「どんな勉強ができないのですか」、「悩んでいらっしゃ

るのですね」、「いつから勉強ができなくなったのですか」、「どうしたら勉強ができるように

なるか、一緒に考えてみましょう」と対応している。概略として、ＡとＢは“現在”に焦点

化し、Ｃは“過去”を焦点化し、Ｄは“未来”に焦点化しようとした。ソーシャルワーカー

の以上の３つの焦点化は、ソーシャルワーク実践の各種のモデルとアプローチ、各種の理論

と技術に対応していると考えることもできる。単純化して示すと、図（ ）のようになるで

あろう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

未来 現在 
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  図（ ）クライエントの過去・現在・未来への焦点化 

 

 

 以上、人の援助の実践モデルとアプローチにおいて、時制（tense）として考える枠組み

として、現在から過去を振り返ることによって、現在の結果としての症状や問題を、その過

去に原因を見出そうとする＜レトロ・スペクティブ retrospective＞な焦点化、過去を問題

としないで、現在の本人の気持ち、その本人を取り巻く現在の状況や環境の相互の関係性を

とらえようとする＜パー・スペクティブ perspective＞な焦点化、そして、過去、現在に関

心を向けるのではなく、これからどのような目標を定め、どのような課題を達成し、どのよ

うな行動を習得していくかといった未来、将来をとらえる＜プロ・スペクティブ 

prospective＞な焦点化があろう。 

 

３つの視点 

 

 相談援助の各種の実践モデルとアプローチを考えるために、次に、以下の３つの視点につ

いて見ておこう。そのため、「ある一つの花」を理解しようとしているときのことを想像し

てみよう。そのとき人は、自分自身気づかずに、自然に、いろいろのとらえ方をしているで

あろう。「ある一つの花」の理解には、各種のとらえ方や視点があることに気づく。ここで

は、３つの視点の例を見てみよう。 

Ａ Ｂ 

Ｃ 

Ｃ 

過去 未来 現在 
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① 発生・成長、過去・未来への過程をとらえようとする視点 

 ある一つの花を理解しよとするとき、一つの種子から芽がでて、その芽が葉をつけ、花を

咲かせるように、その発生と成長の視点から理解することができる。図（ ）のように示す

ことができるであろう。 
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図（ ）発生・成長、過去・未来への過程をとらえようとする視点 
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 この視点については、ソーシャルワーク実践の中では、フロイドの「精神分析」から影響

を受けて発展する「診断主義ケースワーク」の中にその視点があることを後述する。クライ

エントの過去において、心に傷を負う（心的外傷、トラウマ等）体験が原因で、その結果と

して、現在の問題（“病気”）を引き起こしているという原因・結果を重んじる発達論的視点

と、その“正常”な発達からの“ずれ”としての病態論的視点といった「医学モデル」に通

じる視点である。 

 

② 内へと入り込んでいく視点 

 ある一つの花を理解しよとするとき、見える部分から、見えない部分へと視点を移すこと

もできる。外から見えている「花・葉・茎」等のレベルから、外からは見えていない「細胞・

染色体」等の内へと入り込んでいく視点がある。図（ ）のように示すことができるであろ

う。 
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図（ ）内へと入り込んでいく視点 
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この視点については、ひとの内的世界である人格や人の感情を重要視するソーシャルワ

ーク実践の中では、ひとの内的世界である人格変容を求める「診断主義ケースワーク」、現

在のクライエントの気持ち（feeling）や人間関係を重視する「機能主義ケースワーク」にも

通じる視点であろう。 

 

③ 外へと広がっていく視点 

ある一つの花を理解しよとするとき、その花を取り巻く“状況”や“環境”を理解し、そ

の花と環境からなる全体の相互の関係に着目する視点がある。内に向いていく視点ではな

く、外へと広がっていく視点がある。図（ ）のように示すことができるであろう。 
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図（ ）外へと広がっていく視点 

 

 

 

 

ミクロ・レベル 

マクロ・レベル 

メゾ・レベル 
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この視点については、特に、後述する「Ⅱ．ソーシャルワーク実践の発展 （１９７０－

１９８０年）」の中で詳しく見ていくことになる。ソーシャル・ケースワーク、ソーシャル・

グループワーク、コミュニティオ－ガニゼーションといった方法 / 過程から、１９７０年

以降発展することになる「ソーシャルワーク実践」の各種のモデルとアプローチの中に、こ

の視点が取り入れられていくことを見るであろう。 

 

 

Ⅰ．ソーシャルケースワーク、グル－プワーク、コミュニティ・オーガニゼションの成立

（１９１０－１９７０年） 

 

１．ソーシャルワークの方法と理論の発展 

 

先ず、ソーシャルワークの方法と理論の歴史、その発展を概観しておこう。１９１７年、

メアリー・リッチモンドは『社会診断』をまとめ、１９２２年、『ソーシャル・ケース・ワ

ークとは何か？』を書き、“ソーシャル・ケース・ワーク”に関する当時の枠組みを提示し

た。その後、１９５５年、『コミュニティ・オーガニゼション：理論と原則』（マーレイ）、

１９６３年、『ソーシャル・グループ・ワーク：援助過程』（コノプカ）が出版された。１９

００年初頭から、１９７０年には、ソーシャル・ケースワーク、ソーシャル・グループワー

ク、コミュニティ・オーガニゼーションといったソーシャルワークの方法が整ってきた。 

その後、この３つ方法が発展するとともに、それぞれの方法を専門とする独自の専門家が

現れ、ケースワーカー、グループワーカー、コムニティ・オーガナイザー、あるいはコミュ

ニティワーカーとして主張するようになった。その中でも、ソーシャル・ケースワークは、

その主流を占めるようになっていった。そこで、ソーシャルワーク実践はひとつのまとまっ

た専門性であり、専門家であるという専門（職）同一性が希薄となり、各方法（methods）、

あるいは専門分野（fields）によって乖離していく傾向が現れ、ソーシャルワーカーとして

の専門同一性が失われようとしたことがある。その議論の経緯をバートレットは『ソーシャ

ル・ワークの共通基盤』（１９７０年）の中で、専門性の深化にともなう“意図しなかった

副産物”として記述している。そこで、バートレットは、方法や技術の重要さは認めるとと

もに、その方法や技術を方向づける、ソーシャルワークの『共通基盤』として、ソーシャル

ワークの専門「価値（values）」（価値観）の重要性を主張した。専門家の間で、「ソーシャ

ルワーカーの倫理綱領」がまとめられた。（表（ ）参照）。 

 

      表（ ）ソーシャルワーク方法・理論と基本文献（原文は[付録１]参照） 

Ⅰ．（１９１０－１９７０年）ソーシャルケースワーク、グル－プワーク、コミュニティ・ 

オーガニゼションの成立 
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１９１７年 『』社会診断』（リッチモンド） 

１９２２年 『ソーシャル・ケース・ワークとは何か？』（リッチモンド） 

１９３０年 『ソーシャル・ケース・ワークにおける心理学の変遷』（ロビンソン） 

１９４０年 『ソーシャル・ケース・ワークの理論と実践』（ハミルトン） 

１９４１年 『ソーシャル・ケースワークの基礎概念』１）（アプテカー） 

１９５５年 『コミュニティ・オーガニゼション：理論と原則』（マーレイ） 

１９５７年 『ソーシャル・ケースワーク：問題解決過程』（パールマン） 

１９５７年 『ケースワーク関係』（バイステック） 

１９６３年 『ソーシャル・グループ・ワーク：援助過程』（コノプカ） 

１９６４年 『ケースワーク：心理社会療法』２）（ホリス） 

１９７０年 『ソーシャル・ケースワークの理論』（ロバーツとニー編纂）＊ 

Ⅱ．（１９７０－１９８０年）ソーシャルワーク実践の発展  

１９７０年 『ソーシャル・ワークの共通基盤』（バートレット） 

１９７０年 『ソーシャル・ワーク実践：都市の危機への対応』（メイヤー） 

１９７３年 『ソーシャル・ワーク実践：統合アプローチ』（ゴールドシュタイン） 

１９７３年 『ソーシャル・ワーク実践：モデルと方法』（ピンカスとミナハン） 

１９７４年 『ソーシャル・ワーク・トリートメント』（ターナー編纂）＊＊ 

１９７５年 『ソーシャル・ワークの過程』（コンプトンとギャラウエー） 

１９７５年 『ソーシャル・ワーク実践入門』（シポリン） 

１９８０年 『ソーシャル・ワーク実践のライフ・モデル』（ジャーメインとギッターマン） 

Ⅲ．（１９８０－２０００年）ソーシャルワーク実践：ジェネラリスト・アプローチの進展  

１９８３年 『ソーシャル・ワーク実践：ジェネラリスト・アプローチ』（ジョンソン） 

１９８４年 『ソーシャル・ワーク実践のジェネラル・メソッド』（オニール） 

１９９６年 『ソーシャル・ワーク実践のジェネラル・メソッド（第３版）』（オニール・ 

マクマホン） 

２００１年 『ソーシャル・ワーク実践：ジェネラリスト・アプローチ（第７版）』（ジョ 

ンソン） 

１）機能主義ケースワーク、２）診断主義ケースワーク 

＊ソーシャル・ケースワーク理論の編纂、＊＊ソーシャル・ワーク理論の編纂 

 

この３つの中でも、ソーシャル・ケースワークが、その方法の主流を占めるようになって

いった。そこで初めに、ソーシャル・ケースワークの理論を中心に話を進めることにする。 

 

２．ソーシャル・ケースワークの理論とは何か？ 

 

ソーシャル・ケースワークの理論とは何か？そのことに答えようとしたものに、１９７
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０年に出版されたロバーツとニーの編集による『ソーシャル・ケースワークの理論』がある。

その「序文」の中で、ロバーツとニーは、次のように述べている。ソーシャルワーク理論の

発展に尽くしたトール女史（Towle）の名誉を讃えるため、ケースワーク理論の現状を評価

するシンポジユウムを開催し、本書としてまとめたと述べている。「シンポジュウムの計画

は、重要な理論的アプローチとして認められるケースワークに関する主要な学者を招集し、

理論についての論文の提出を求め、そして１９６９年、５月１日から３日まで、３日間の集

中的な議論を行うことであった。シンポジュウムの参加を要請され、その論文を書けるシン

ポジストは、委員会の選挙によって選出された。その人々を召集する基準は、その理論構築

と、折衷的（an eclectic）ではなく、ある特定（a specific）の理論に専門的にかかわってい

て、学術的に優秀な業績を上げていることが、その選出の基準とされた。」(本文 xiv-xv ペ

ージ)ソーシャル・ケースワーク理論として、以下のように決まった。「最終決定は、一般的

アプローチとして（「心理社会的理論」「機能的理論」「問題解決理論」「行動変容理論」）、四

つの理論的アプローチが選ばれた。そして、“中間的範囲”のアプローチとして（「家族・集

団療法」「危機・中心的短期療法」「成人社会化」の３つが加えられた。（表（ ）） 

 

表（ ）『ソーシャル・ケースワークの理論』（ロバーツとニー編著、１９７０年） 

 ソーシャル・ケースワークの理論（一般的アプローチ）    執筆者 

1.ケースワーク実践への心理社会的アプローチ       フローレンス・ホリス 

2.ケースワーク実践への機能的アプローチ         ルース・Ｅ・スモーレイ 

3.ソーシャル・ケースワークにおける問題解決モデル    ヘレン・Ｈ・パールマン 

4.行動変容とケースワーク                エドウイン・Ｊ・トーマス 

ソーシャル・ケースワークの理論（中間的アプローチ）    執筆者 

5.家族療法の理論と実践                 フランシス・シェルツ 

6.短期療法としての危機介入               リディア・ラポポート 

7.社会化とソーシャル・ケースワーク           エリザベス・マックブルーム 

 

 ロバーツとニーの編集による『ソーシャル・ケースワークの理論』の最初の理論として取

り上げられている「ケースワーク実践への“心理社会的アプローチ”」（フローレンス・ホリ

ス）は、リッチモンド以来、ケースワークの基礎理論として、フロイドの精神分析から強い

影響を受けて発展した、いわゆる“診断主義ケースワーク”の主峰である。二番目に取り上

げられている理論「ケースワーク実践への“機能的アプローチ”」（ルース・Ｅ・スモーレイ）

は、精神分析医ではあったが、フロイド理論と対置したオットー・ランク（Otto Rank, 1936）

の『意志療法』から強い影響を受けて発展した、いわゆる“機能主義ケースワーク”である。

その他各種の理論について以下に詳述する。 
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３．診断主義ケースワーク：フロイドの「精神分析」からの影響 

 

 １）ソーシャル・ケースワークの成立 

 メアリー・リッチモンドが、１９１７年に大著『社会診断』を出版し、その後１９２２年、

小著『ソーシャル・ケース・ワークとは何か？』を書いた。この二つの本の内容を比較する

と、その量と質ともに大きく異なり、リッチモンドの考え方の変化を見ることができる。『社

会診断』は、タイトルでも示しているように“社会(Social)”が全面に取り上げられ、その

社会である、職場、学校、医療、近隣、社会機関といった、いわゆる社会資源の活用を主題

とした。ところが、『ソーシャル・ケース・ワークとは何か？』においては、ソーシャル・

ケース・ワークは、“個人と個人による、人格を成長させる過程”（本文、９８－９９ページ）

であると定義した。ソーシャル・ケースワークの視点が、＜“社会”の資源の活用＞から＜

“人格”の変容＞へと移っていった。リッチモンドは、人（individual）へのかかわりを「直

接援助（direct action）」、環境へのかかわりを「間接援助（indirect action）」と呼んだ。そ

の後、個人である“ケース”への働きかけ（“ワーク”）、つまり、“ケース・ワーク（Case 

Work）”は、社会への働きかけ、と環境へ働きかける環境調整の実践側面は薄れていき、ま

すます直接援助を主体とし、「個人変容（individual change）」、「人格の変容（personality 

change）」へと傾斜し、ソーシャル・ワークの援助方法の主流としての“ケースワーク”へ

と発展することになる。 

 

 ２）フロイド「精神分析」の北米への浸透 

その後、ケースワークが直接援助としての「個人変容」、「人格の変容」へと傾斜していく

なかで、ケースワーク発展の基礎理論となったのが、当時、北米に浸透してきた「フロイド

の精神分析」であった。そこで、フロイドの精神分析の初期の理論的発展過程を概観してお

こう。ドイツ語原本から英文に翻訳されたホーガス出版（The Hogarth Press）の『フロイ

ド全集』を参考にして、ケースワーク理論構築へ多大の影響を与えたフロイド精神分析の理

論的枠組みと、その概念を理解するため、初期の著作としては、『ヒステリーの研究』(1895

年)、『夢判断』(1900 年)、『性理論に関する３つのエッセイ』(1905 年)、『精神・分析（Psycho-

Analysis）に関する５つの講義』(1910 年)、『転移の力動』(1912 年)、『 自我とイド』(1923

年)等がある。それらを見ると、フロイドの精神分析理論は、ヒステリーといった主に神経

症を理解、診断するための、自我・イド・超自我といった、無意識の概念を伴った精神内界

の「構造論」、イドの性愛（エロス）・攻撃性（タナトス）や自我の現実検討機能、自我防衛

機制といったイド・超自我・自我の「力動論（Dynamics）」、そして、患者・治療者二者間

の背面法や対面法の構造化された面接を使っての夢解釈、自由連想法、抵抗解釈、転移操作、

徹底操作といった「治療論」等からなっていることがわかる。 

 

 ３）診断主義ケースワークの進展（１９３０年―１９７０年） 
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 ソーシャル・ケースワーク理論の進展状況を示す当時の論文雑誌（The Family, Journal 

of Social Case Work）から主に選び出し、それらをまとめたカシウス編集（Kasius、１９

５０年）の『ソーシャル・ケースワークの原理と技術：１９４０年－１９５０年の論文集』

と、カシウス編集（１９６２年）『１９５０年代のソーシャル・ケースワーク：１９５１年

－１９６０年の論文集』がある。前者の本の中に、「精神分析を強調した科学的アプローチ

によるケースワーク」（ワエルダー（Waelder）、２３－３３ページ）、「ケースワークの中の

転移」（ギャレット（Garrett）、２７７－２８５ページ）、「ケースワークの技術」（ホリス

（Hollis）、４１２－４２６ページ）等の論文が記載されている。後者の本の中には、「ケー

スワーク実践における自我機能の力動的利用」（クラッグ（Krug）、１３４－１４７ページ）、

「神経症的夫婦相互関係の診断」（アッカーマン（Ackerman）、１４８－１６２ページ）等

が記載されている。その当時、北米に浸透し発展していたフロイド精神分析の概念や理論か

らの強い影響を、ソーシャル・ケースワークの理論的発展の中に見ることができる。そこで、

いわゆる“診断主義ケースワーク”の基本文献の例を表（ ）に最初に示し、以下その内容

を示す。 

 

表（ ）診断主義ケースワークの基本文献の例 

１９５８年 『自我心理学と力動的ケースワーク』（パラッド編纂） 

１９６４年 『ケースワーク：心理社会療法』（ホリス） 

１９６８年 『ソーシャルワークにおける診断と治療』（ターナー編集） 

１９７２年 『ケースワーク：心理社会療法』（第２版）（ホリス） 

１９７６年 『ソーシャルワークにおける診断と治療』（第２版）（ターナー編集） 

＊ホリス、１９７２年、第２版は家族療法(Family Therapy)（スタム Stamm）を含む。 

＊『ケースワーク：心理社会療法』（ホリスとウッズ）第５版、２０００年まで出版。 

 

 ４）『自我心理学と力動的ケースワーク』（パラッド編纂、１９５８年） 

 ケースワーク診断主義派の先駆けとなる重要な本として『自我心理学と力動的ケースワ

ーク』（パラッド偏、１９５８年）を挙げることができる。スミス・カレッジのスクール・

オヴ・ソーシャルワーク論文集から選出されたものであり、家族サービス協会からの出版と

なっているところに特徴がある。当時のソーシャル・ケースワークは、スミス・カレッジが

診断主義派の中心であり、現在もその伝統を引き継いている。その出版が、家族サービス協

会からのものであり、ソーシャルケーワークの活動の場が主に家族サービス機関にあった

ことをしめしている。“力動的”とは、「自我力動」を意味し、「自我」を中心に、その働き

を診断し、その「自我」を強化する治療を行うケースワークである。この本は、大きく３つ

に分かれている。第一部は、自我心理学とケースワーク理論、第二部、ケースワーク実践の

応用、第三部、実践のための新たな知識、である。第１部と第２部の最初の７つの論文の題

名を表（ ）に示す。 
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表（ ）『自我心理学と力動的ケースワーク』（パラッド編纂、１９５８年）の内容 

１．パーソナリティ理論：ソーシャルワークへのフロイドの貢献（Ｇ．ハミルトン） 

２．現代ケースワーク：自我心理学の貢献（Ａ．ギャレット） 

３．ワーカー・クライエント関係（Ａ．ギャレット） 

４．ケースワーク反応におけるクライエントの無意識の影響（Ｎ．リットナー） 

５．ケースワークにおけるパーソナリティ診断（Ｆ．ホリス） 

６．境界例パーソナリティ構造に関する治療的考察（Ｉ．カウフマン） 

７．境界状態に関する診断と治療の基礎概念（Ｊ．ワインバーガー） 

 

第二部の中のオースティン（１３７～１５８ページ） の例は、力動的ケースワークの特

長を良く示している“不安ヒステリー”と診断された事例研究である。最初の面接において、

あるクライエントは強い“不安”を示すことがあるとオースティンは指摘している。その不

安の程度は、急激なものから漠然とした慢性的でしつこい不安まであると言う。その不安に

付随して、人から感謝され、愛されてはいないといった不全感や劣等感を伴っていることが

ある。一般に初回面接において、“不安ヒステリーの人”は、より病人に見え、“性格障害  を

伴った妄想のある統合失調症”の人は、より健康に見えるとオースティンは言う。クライエ

ントの問題として、家族関係の困難、職場での問題、個人的な適応の難しさ等を訴えてくる

ことがあるとも言う。 

 オースティンは、クライエントの社会的な場面における問題や困難さは、不安ヒステリー

としての神経症という“病気”が基にあり、その“病気”が原因で、社会的場面における不

適応や困難さが起きていると考える。ケースワーカーによる、クライエントの神経症の“診

断”が先であり、その重要性の方が高く、ワーカーの専門的“診断”にもとづいて、クライ

エントの問題を把握し、その治療計画をたてることを意味している。その“病気”は、性格

障害ではなく、不安ヒステリーという神経症であると判断している。この考え方が“診断主

義”と呼ばれる一つの理由でもある。 

オースティンは本論文の最初に、「精神病や性格障害と同じように、神経症の中でも、自我

の強さ、超自我障害の程度、自我防衛機制の種類、症状、行動障害の性格に関して、広い種

類のものがある」（１３７ページ）と、ケースワークの“診断”の内容に関して述べている。

このことから、オースティンのケースワーク診断の理論基盤が、その当時のアメリカ合衆国

に導入され、浸透していた精神分析学であり、特に自我心理学に置かれていたことが分かる。 

 

 ４）『ケースワーク：心理社会療法』（ホリス、１９６８年） 

  フローレンス・ホリスの『ケースワーク：心理社会療法』（１９６４年）は、精神分析

学を基礎理論とする自我力動的ケーワークの集大成であり、診断主義派（Diagnostics）の

ケースワーク理論の一つの金字塔である。ケースワーク関係の中に意識レベルのみならず、
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無意識レベルを取り入れた理論枠組みになっている『ケースワーク：心理社会療法』の構成

「理論」「診断」「治療」の３部から構成されている。ホリスは、第１章「人格、社会適応、

そしてケースワーク方法」において、ケースワークと精神医学の違いについて述べている。

両者の専門家は、“人々がより良く社会的機能する”ことを目指すことにおいては共通の専

門性をもっていると考える。しかしながら、「ケースワークは、人々の社会的側面における

適応を目指し、精神医学は、人々の内面における心理的適応を目指していると、としばしば

言われてきたが、それは間違った区別の仕方である」（１１ページ）と指摘した。「両者は、

人々の社会的機能に関心をもち、両者とも最終的には、人々の精神内界の機能を高め、多く

の結果として、人格変容をもたらすものである」（１１－１２ページ）と述べている。続け

て、ホリスは「両者の違いは、主に技術的方法に関することである」と結論付けた。その違

いを強調し、ケースワーク独自の技術的方法に焦点化しまとめたものが、ホリスの『ケース

ワーク：心理社会療法』であると言える。 

 ホリスは、第８章「ケースワークと無意識」（１３１－１４８ページ）の中において、ケ

ースワークが対象とするクライエントの意識レベルについて触れている。精神分析治療技

法においては、患者の自我の防衛機制により、例えば抑圧の結果、無意識に押し込められ、

本人が意識できない性的欲求や攻撃性をもった怒り、憎しみ等を患者の意識に取り戻すこ

とを“（患者自身が）洞察する”と言う。ホリスは、精神分析技法としての、この洞察を目

的とする洞察技法、あるいは“洞察の発展”技法とケースワーク技法との区別を意識し、精

神分析技法との違いについて、ケースワーク技法の特殊性に関して、対象とするクライント

の“無意識レベル”あるいは、“意識レベル”の違いを強調している。「１９４０年代、（ク

ライエントの）無意識的材料を意識化させることを目的としたケースワークの“（クライエ

ントの）洞察の発展”の必要性を多くのケースワーカーが信じていた」（１３８ページ）と、

ホリスは述べている。しかしながら、「私自身の経験や他のケースワーカーから、そのよう

な事例が見つかると考えられる精神保健分野や家族機関のケースワーク実施機関において

も、厳密な意味で無意識を意識化させた例というのは非常にまれであろうという私の印象

を証拠付けるものであった」（１３９ページ）と指摘した。以下、“診断主義ケースワーク”

の専門技術法として、ホリスの本の第２部「治療（技法）」について概観しておこう。 

 

①  ＜支持技法( Sustaining Process )＞ (８３－８９ページ) とは以下のような過程で

ある。たとえば、不安をかかえ、自信を失い、良心の呵責にたえ、まさにそれらの気

持ちに打ち負かされようとしているクライエントとして、ソーシャルワーカーの前に

現れることは多い。そのとき、ソーシャルワーカーは、すぐにクライエントの問題に

入り、その問題解決を一緒に開始しようにも、クライエントは感情の渦にまきこまれ、

問題解決に向けていくどころか、自分自身を失い、その感情に翻弄されているかもし

れない。そのときまずソーシャルワーカーは、そのクライエントの気持ちを“ささえ”

“支持する”ことから始めなければならないと判断することがある。そのとき、クラ
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イエントの気持ちを“ささえる”手法である。たとえば、そのときのワーカーの対応

として、クライエントを支えるために以下のような技法を用いる。同情的傾聴、受容、

再保証、激励、愛情供与がある。＜指示技法 ( Direct Influence )＞ (８９－９６ペ

ージ)としては、ワーカーからクライエントに対する以下のような対応を言う。具体的

技法として、助言)、示唆、忠告、介入がある。＜浄化技法 ( Ventilation )＞ (９６－

９８ページ)とは、クライエントの内に押さえ込んでいる悲しみや怒り等の感情を吐

き出せるように、“煙突掃除”の役をワーカーがとることを言う。 

② ＜人－状況の枠組みに関する反省的話し合い技法 ( Reflective Discussion of the 

Person-Situation Configuration )＞とは、クラアイエントとそのクライエントを取り

巻く物理的状況、対人関係、その時の感情等に関して、クライエントの置かれている

“現在の状況”について、クライエントと一緒に話し合い（Discussion）、振り返って

考えてみる（Reflective）ようクライエントの理解をすすめるためのかかわり方であ

る。たとえば、娘に怒りをぶっつけ、時には、手が出て、娘を叩いてしまうという若

い母親の訴えに対し、ソーシャルワーカーは、母親と一緒に、その状況を振り返りな

がら、話し合ってみる。ワーカーは、「娘さんに怒りをぶっつけるときとは、どんなと

きでしょうか」と問いかける。すると、母親は、朝、会社に出かける夫と喧嘩になり、

そのまま夫が、問題の解決をみないまま会社に出かけてしまったことを思い出した。

そして、その後に、ささいなことで、娘に対し怒りがこみあげてきて、娘に暴力をふ

るってしまうことがあることに母親は気がついた。つまり、夫に対する怒りを、幼い

娘に“置き換え”をおこなっていたことに母親は気付いた。このような、現在の状況

について、ふりかえって、クライエントと一緒に話し合い、クライエントの置かれた

現在の状況をクライエント自ら気付けるようにかかわる技法である。ここでは、クラ

イエントの意識レベルないし、前意識レベルの自己の気付きを目的とする。無意識レ

ベルの抑圧された感情や考えを意識化するための洞察を目的とする技法ではない。 

③ ＜力動的・発達的事実に関する反省的考察技法( Reflective Consideration of Dynamic 

Factors )＞について外観する。ここで言う「力動 ( dynamics )」とは、「精神力動 

( psycho-dynamics )」を意味し、その「精神」は、精神分析学の概念である超自我・

自我・イドから構成される「精神」の構造を意味する。特に自我 ( ego )におけるはた

らき（ダイナミクス）、つまり「自我力動」を意味する。この自我力動に関する理論体

系を「自我心理学」と言う。そこでホリスの『ケースワーク：社会心理療法』は自我

心理学に則って書かれていると言える。それらの概念や理論の理解なしに、＜力動的・

発達的事実にかんする反省的考察技法＞を理解し、その技法を使用することはできな

い。「人の行動が、その人自身が充分に意識することなく精神内界の力に強く影響さ

れることがあるならば、行動が合理的でなくなり、知覚さえその現実性を失うことが

ある。そのような場合、＜人の状況についての考察技法＞は、その人が問題に適切に

対処できるよう援助するための技法として充分なものでないかもしれない。」（１１７
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ページ）とホリスは述べている。ホリスは続けて、「もし、その人自身が精神内界の力

の理解を発展させることができるならば、その力はどのように働いているか、その内

省を進め、その人の小さいときからの精神発達過程を理解していくよう働きかけるこ

とは望ましいことである」（１１７ページ）と指摘している。以下、＜力動的要因に関

する反省的考察技法＞と＜発達的要因に関する反省的考察技法＞を分けて説明する。 

（i）＜力動的要因に関する反省的考察技法＞：ホリスの言う“力動的”とは、自我

の働きを意味する「自我力動」を指している。その自我のはたらきにおける、特に「自

我防衛機能」を理解することを意味している。“反映的”とは、「クライエントと一緒

に、相互のはたらきかによって」という意味であり、“考察”とは、クライエントと話

し合うなかで、クライエントと一緒に「考え、探求する」という意味である。精神分

析技法である“洞察療法”、つまり、精神科医の方から専門知識に基づく「クライエン

トの無意識の“解釈”」（解釈技法）と、ケースワークの技法は異なったものであると、

ホリスは強調しようとしたと考えられる。この技法を使用することは、ソーシャルワ

ーカーが、自我のはたらきである「自我力動」「自我防衛機制」「自我親和的」「自我違

和的」等の事柄によく精通していることが要求される。ホリスは、「時々、クライエン

トは問題行動に気づいていないことがある。つまり、その問題行動はクライエントに

とって自我親和的である。もしクライエントが問題行動を理解し、変えようと思って

いるならば、その問題行動はクライエントにとって自我違和的にならなければならな

い。」と述べている。（１１８ページ） 

具体的な例をホリスはあげている。「食事中に子供とよく言い争いになる母親は、

そのけんかの原因は、のろまで、だらしない息子の食事態度にあるとその母親は考え

ていて、そのようなことが起こるのは、（息子のせいであり）しかたがないことだと

母親は感じていた。」（１１８ページ）その母親に対し、母親のはなしをしばらく聞い

たソーシャルワーカーは、「それは、まるで二人のこどもどうしがけんかをしている

ようですね」と言った。あるいは、「あなたとジョージ君の間のことで、理解しなけ

ればならない何かがあるような気がします」と、すでに母親との信頼関係が築かれて

いるならば、そのように言うもできるとホリスは言う。そのワーカーからの働きかけ

（自我力動（防衛）に関する＜反映的考察技法＞）によって、そのようなけんかを引

き起こすことによって、息子を叩かざるをえないような状況を母親自らがつくりだ

し、彼女は、直接夫に対してけっして表現できない夫への怒りを、自分の息子と夫と

を“同一化”することで、その怒りを息子に“置き換え”、その怒りを息子にぶっつ

け、吐き出す口実に（“合理化”）していたことに気づくかもしれない（１１８ページ）

とホリスは言う。力動的要因に関する反省的考察技法として以下の技法を説明して

いる。(169-175 ページ)  
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図（ ）自我防衛機規制に関する力動的要因に関する反省的考察技法                     

自我防衛 

１．防衛的攻撃 

「人は他人からおどされると、その人に対して怒り出すことがあることを知っ 

ていますか？」 

２．投影 

「あなたの奥さんは、ほんとうに怒っているのでしょうか。ひょっとすると、 

本当はあなた自身が怒り狂っていて、むしろ奥さんが怒っていると感じている 

のではないでしょうか？」 

３．知性化・合理化 

「メアリーにたいするあなたの気持ちを尋ねると、あなたは理論的な議論を始 

めてしまうことに気がつきましたか？」 

４．否認・回避 

「あなたがすべて“うまくいっているよ”言うのは、息子さんの行動について 

気になっていることを見ないようにしているからではありませんか？」 

５．置き換え 

「内心、奥様にたいする不満を感じているのに、会社の社長さんに対して、そ 

の不満を吐き出してしまうことだってあるのですよ。」 

６．自己懲罰 

「あなたがフレッドに対して怒っているから、あなた自身が落ち込んでしまっ 

ているとは思いませんか？ときには、他人に対する怒りの感情が自分自身に向 

いてしまい、自分自身が抑うつに落ちこんでしまうことがあるのです。」 

 

 

（ii）＜発達的要因に関する反省的考察技法＞：ホリスは、「一般的に、ケースワー

クは幼児期の無意識にかかわろうとしない。しかしながら、むしろ児童後期あるいは

思春期の出来事に関する意識ないし、意識に近いところでかかわろうとする」（Ｐ１

２４）と述べている。しかしながら、「クライエントの注意を、適切でない、現実に

そぐわない自分の行動に向ける必要なときがある」（１２５ページ）と言い、クライ

エントの小さい頃のことにクライエント自身が注意を向けるように、以下のような

ワーカーの言い方を例として述べている。 

 

    ・「以前にも、このような感じを経験したことがありますか」 

    ・「このことは、あなたに起きた同じような事柄を思いつきませんか」 

    ・学校の作文の宿題において平均点を取った息子に戸惑っている母親に対して「あ

なたが学校に行っているときは、どうでしたか」と具体的に問う。 
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    ・学校でうまくいっていない弟にひどく戸惑っている男性に対し、「あなたは弟さ

んのことを私に話してくれたことはありません。いったいどのような弟さんだ

ったのですか」と問う。 

 

この技法の使用について例をあげて、ホリスは説明している。「ある母親は、自分

のクセサリーの宝石を使ってしまう思春期の娘に対して、何故だか怒ってしまう。ワ

ーカーは、この母親の中に、自分自身の母親に対する深い怒りがあることに気づいて

おり、娘にその怒りが置きかえられていると考えていた。母親が思春期の時とその後

も、家族のために過剰な経済的負担を背負わされ、自分の好きなことができなかった

ことも、ワーカーは知っていた。「自分自身のために可愛らしいアクセサリーを買う

ことをあなたの母親が許してくれなかったときにあなたが感じた感情を、自分のア

クセサリーを取り上げたことにより、あなたの娘さんも同じように感じていないの

かしらね」と、ワーカーはその母親に言ってみた。このワーカーの言葉は、母親の奪

われた思春期とその後の感情をいっきに思い出させ、自分自身の子供時代にため込

んできた感情を娘にぶっつけていたことを気づかせることになった。」（１２６ペー

ジ） 

 

 ５）診断主義ケースワークに関する議論 

 『ソーシャル・ケースワークの理論』（ロバーツとニー編集、１９７０年）の「１．ケー

スワークと科学：歴史的出会い」（３～３２ページ）について、ジャーメインは診断主義ケ

ースワークに関する議論を述べている。「とにかく、１９３０年代において、科学的に援助

を行うことを目標とし、その達成を最も約束してくれたものとして、医学モデルである精神

療法的なかかわりへと傾倒いくことを擁護することは、その後、いくつかの否定的な結果を

もたらすこととなった。」（２１ページ）と指摘している。「たとえば、複雑に絡み合ってい

る問題を人格の問題としてだけ捉えようとする傾向に加えて、強調点が関係における感情

転移に置かれ、コミュニケーションにおける文化的、社会的影響に注意を払われることは少

なくなっていった。」（２１ページ）と述べ、診断主義ケースワークの問題点を議論している。 

 

３．機能主義ケースワーク：ランクの「意志療法」からの影響 

 

先述した『ソーシャル・ケースワークの理論』（ロバーツとニー編集、１９７０年）の第

１章「ケースワークと科学：歴史的出会い」の中で、ジャーメインは、フロイドの「精神分

析」から影響を受けて発展した診断主義ケースワークの問題点を議論したあと、機能主義ケ

ースワークの発展について述べている。「１９３０年代の初め、ペンシルバ大学、ソーシャ

ルワーク学校（the University of Pennsylvania School of Social Work）において、オット

ー・ランク（Otto Rank）の精神分析学概念を用いて、ケースワーク実践アプローチを構築
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していった。」（１６ページ）と説明している。 

 

 １）オットー・ランク『意志療法』（１９３６年） 

 精神分析医であったオットー・ランクの『意志療法（Will therapy）』は、ペンシルベニア

大学ソーシャルワーク学校の教授であったタフト（Jessie Taft）によって、ドイツ語で書か

れた“精神分析の技法”の３部作から英訳され出版された。「精神分析」理論を構築したフ

ロイドが批判することとなるランクのこの“精神分析技法”は、ソーシャルワーク実践の世

界で、当初歓迎され、受け入れられ、後述する社会機関の“機能”の概念を取り入れ、ケー

スワーク理論として応用され、「機能主義ケースワーク」へと発展し、ケースワーカー・ク

ライエント関係の中で実践されていくことになる。また、当時のケースワーカーの実践から

大きく影響されながら、その実践事例（たとえば、シカゴ大学ソーシャル・サービス・アド

ミニストレーション学部教授であったトウル（Towle, 1941）の『精神科診療におけるソー

シャル・ケース記録』等）を参考にして、後述するカール・ロジャースは「カウンセリング」

「クラインエト中心療法」を創出していくこととなる。あるいは、患者と治療者の現在の関

係を強調するランクの理論と技法は、クライエント・ケースワーカー関係を重視し、その「ケ

ースワーク関係」を７つの原則へと完結にまとめたバイステックへと繫がっていく。 

ここで、ランクの理論と技法を、以下概観しておこう。 

 

① クライエントの意思（will）の尊重：ランクは、「Ⅱ．意志療法の基礎」において、「フ

ロイドの精神分析においては、意志（will）は患者の側においても、分析医の側から

も特別の役割をもつものではない。“自由連想法”の分析上の基本規則は、神経症から

快復するために、自分自身のはからいを止め、無意識のままに、イドの欲するままに、

そして超自我による自分自身を見張っている倫理的禁止を取り除くように、意志（will）

をすべて少しずつ取り除くよう求めている。」（１１ページ）と述べている。しかしな

がら、治療にとって重要なことは、患者がもっている意志（will）であることをラン

クは主張した。「治療の成功はただ次のことにかかっている。患者自身の健康になろ

うとする力を分析医にまかせて（投影）しまうのではなく、 この“健康への意思（will-

to-health）”の力を、患者自身が持ち続け、患者自らが、その健康への意志（will）を

強化していこうとすることにかかっている。」（１７ページ）と指摘している。 

② クライエント・ワーカー関係における“現在”の強調：「IV. 過去と現在」 ( ３３－

４５ページ)の中で、従来の精神分析技法については、「精神分析療法は、どのように

援助しているのであろうか？患者が否認したかったすべての過去を想い出させるよ

う働きかけることによって、患者がある感情、あるいは考えを破壊してしまった事柄

を連想し、取り戻すことによって治療することである。」（３５ページ）と述べている。

このフロイドの精神分析技法に対抗して、しかしながら、ランクは次のように指摘し

ている。「精神は、人がすべての過去について考えたり、感じたりすることは、見た夢
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を明らかに教えてくれると同じように、現在において実際に可能であるという、その

ことはまさに現在の現象である。」ランクは、フロイドが重視した患者の“過去”よ

り、治療者と患者のいるまさに、その“現在”を強調した。つづけて、「考えることと

感じること、意識することと意志すること（willing）は、常にこの現在にだけ存在す

ることができる。想い出したり、忘れてしまったりすることはすべて次のことにかか

っている。つまり、現在という瞬間のその患者の意思（the will）が建設的な治療を成

り立たせる、なぜならば、現在の体験（においてのみ、そして、その治療的過程その

ものの中でしか、目標を達成することができないからである。」（３８ページ） 

③ クライエントの受容と責任への方向付け：ランクは、「建設的な治療の課題は、すでに

患者は自分自身への幻滅を味わっており、自然科学への信頼を失いかけている人を、

なんとか説明付けようとするのではなく、そのままの自分自身と、自分自身の責任を

自ら受け入れること（受容へと方向を変えていくことである。」（４５ページ）と述べ

ている。 

④ 自己決定の定義：ランクは、「VIII.運命と自己決定」（８６－９６ページ）の中で、患

者の“自己決定（self determination）”について定義している。「ここで、自己決定と

は、人として自分の運命を自らが意識的に創造していくことである、と定義すること

ができるであろう。この意味は、外から決められた運命があるということではなく、

運命として、そして、その運命が力をあたえてくれることを、自らが受け入れ、認め

ていくことである。」（９１ページ）と述べている。 

 

 ２）ケースワーク実践における「社会機関の機能」の利用 

 “機能主義”の由来について、『ソーシャル・ケースワークの理論』（ロバーツとニー編集、

１９７０年）の本の中で、「人間の意志（will）や援助を受けることへの抵抗、援助の開始・

終了の意味についてのランクの考え方に加え、社会機関の機能（agency function）の概念

を、ペンシルベニア派（Pennsylvania School）はケースワーク理論に加えた。」（１７ペー

ジ） とジャーメインは述べている。「社会機関の機能」をケースワーク実践に利用するとい

う意味は、社会機関の機能の一として、援助（サービス）をクライエントに提供するという

ことがあるが、その提供する「援助を求め、その援助を利用する力を、クライエントがここ

ろみようとする」（１７ページ）、そのクライエントの意志（will）をケースワーク実践理論

と技術に組み込もうとすることである。 

“機能主義ケースワーク”の意味を、以下のように要約することができるであろう。社会

機関は、人々に“援助（サービス）”を実施するという一つの機能（function）をもってい

る。その社会機関で働くケースワーカーはその機能（役割）を担っている。他方、クライエ

ントは、その援助（サービス）求めようとする意志（will）をもっている人々であると考え

られる。つまり、社会機関の機能のひとつである提供される援助（サービス）を求めようと

するクライエントの自主的意欲（意志 will）があり、“援助（サービス）を利用しようとす
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るクライエントの自主的力（意志 will）を持っていると考える。そこで、援助（サービス）

を実施する機能（役割）を持つ社会機関に所属するケースワーカーは、クライエントの援助

を求め、利用しようとするクライエントの意志（will）を尊重し、その意志（will）を受け

入れ、ケースワーク実践過程において、クライエント自身が成長しようとする意志（will）、

つまりクライエントの自己決定する力を伸ばしていくよう、そのクライエント・ワーカー両

者の相互の「関係」を重要視しながら、ケースワーク実践を行っていくというものである。

その機能を利用するケースワーク（Functional casework）の実践アプローチは、「機能主義

ケースワーク」と呼ばれるようになった。機能主義ケースワークの基本文献の例を表（ ）

にあげておく。 

 

   表（ ）機能主義ケースワークの基本文献の例 

１９４１年 『ソーシャル・ケースワークの基礎概念』（アプテカー） 

１９６７年 『ソーシャルワーク実践のための理論』（スモーレイ） 

 

機能主義ケースワークについて概観しておこう。先述した『ソーシャル・ケースワークの

理論』（ロバーツとニー編集、１９７０年）の中の「３．ケースワーク実践への機能的アプ

ローチ」において、スモーレイは、機能主義的アプローチによるケースワーク実践に関する

定義をあげている。 

 

定義：ソーシャル・ケースワークとは、（クライエント・ケースワーカー）関係 

の過程をとおして、特に一対一で、社会福祉全般とクライエントに対する社会的サー 

ビスを利用する中で、クライエントにかかわるためのひとつの方法（a method）であ 

る。（８１ページ） 

 

 スモーレイは、機能主義ケースワークの基本にある理念を次のようにまとめている。診断

主義派は、フロイドの精神分析からの影響により、人間の病態を診断し、治療していこうと

する医学モデルに基づくものであるが、ランクの「意志療法」の考え方を取り入れ、「機能

主義派は、人間の根源にある生命、健康、自己実現へと向かおうとする力に目を向け、人間

の自分自身の能力と自分を取り巻く環境にある制限と機会を利用し、変化し続ける自らの

目標に基づいて、人生をとおして、自分自身と自分を取り巻く環境を変えていく存在である

と捉える。」（９０ページ）と述べている。「この見方は、自己実現に向けて、自分自身の目

標を見つけ、強化していくため、ソーシャルワーカーとの関係を含む、その人間関係を利用

する力をもっていると、人間をとらえていこうとするものである。」（９０ページ）と付け加

えて述べている。 

 

 ３）ロジャースの「クライエント中心療法」 
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 カール・ロジャース（Carl R. Rogers）は、１９４２年『カウンセリングと心理療法』、１

９５１年『クライエント中心療法』を出版する。先述したように、ロジャースは「カウンセ

リング」や「クライエント中心療法」を創出するうえで、ランクの『意志療法』からの影響

を受けるとともに、当時のケースワーカーやケースワーク実践例を参考にしている。先に述

べたように、ランクの『意志療法』は、ペンシルベニア大学ソーシャルワーク学校の教授で

あったタフト（Jessie Taft）によってドイツ語から英訳され、北米に紹介されたものである。

ロジャースは、『カウンセリングと心理療法』の巻末の付録（４３９－４４５ページ）の中

で、ロジャースが影響をうけたものとしての「関係療法は、オットー・ランクの考え方を源

として、いろいろな（ケース）ワーカーにより修正されたり、出版されてきたものからかた

ちづくられてきた見方である。」（４３９－４４０ページ）と述べている。その参考文献の中

には、当時、ケースワークの理論を発展させていったフローレンス・ホリスの文献、ケース

ワーク実践の研究が多く発表されているスミス・カレッジ研究論文雑誌からの２つの論文、

ジェッシー・タフト（Jessie Taft）のランク理論に基づく児童の二つの事例、そして、先に

述べたシカゴ大学ソーシャル・サービス・アドミニストレーション学部教授であったトウル

（Towle, 1941）の『精神科診療におけるソーシャル・ケース記録』を、ロジャースの『カ

ウンセリングと心理療法』の参考文献の中に見ることができる。 

そこで、当時、ケースワーカー達が発展させていたフロイドの「精神分析」からの影響を

受けた診断主義ケースワークとランクの「意志療法」から影響を受けた機能主義ケースワー

くの理論と技法の違いを理解するためにも、ランクの「意志療法」と機能主義ケースワーク

のいくつかの文献を参考にして、その後、カール・ロジャースが発展させた「カウンセリン

グ」と「クライエント中心療法」の技法を、ここで概観しておこう。ロジャースは、「第２

章カウンセリングと心理療法における新旧の見解」の中で、“古い方法”と“新しい心理療

法”を比較している。（以下の「古い方法」「新しい方法」の表は『カウンセリングと心理療

法』末武康弘・保坂亨・諸富祥彦共訳から文章を引用して作成した。文章中の[  ]は筆者が

書き加えた。） 

 

               古い方法 

①悪評高き諸方法：もっとも古い技術の一つは、[命令]と[禁止]によるものである。歴 

史的な興味に関連する第二のアプローチは、[説得]と呼ぶべきものである。そこでは[誓 

約]や[約束]が用いられてきた。第三のアプローチは、[励まし]や[勇気づけ]という意味 

での[暗示]の利用である。「あなたはよくなってきていますよ」「なかなかよくやってい 

ますね」「あなたは改善しつつありますよ」 

②カタルシス：古典的な系譜につながる別の心理療法的アプローチは、[懺悔]あるいは

[カタルシス]の技術である。懺悔の場は何世紀にもわたってカトリック教会で使用され

てきた。」 

③助言の使用：日常的に用いられている心理療法のもう一つのタイプは、[助言]と[指
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導]である。「もしも私があなただったら・・・」「・・・というように考えてみたらどう

でしょう」「・・・すべきではないでしょうか」 

④知性化された解釈の役割：もう一つの心理療法のアプローチがある。それは[説明]や

[知的解釈]によって人間の態度を変容しようとする試みと呼べるものである。 

基本的な仮定 

不適応の個人に対するここまで述べてきたアプローチは、（一つのものを除く）すべて

が次のような二つの基本的仮定を共有している。まず、これらのアプローチでは、カウ

ンセラーこそが、個人の目標がいかなるものであるべきかを決定し、また、命令と禁止、

暗示と個人的影響や、さらに解釈といったアプローチにあてはまる。カタルシスを除く

これらのすべてが、カウンセラーによって選択された目標としてもっている。さらに第

二の基本的な仮定は、カウンセラーは専門的吟味によって、選択された目標にもっとも

効果的な方法でクライアントを到達させる技術を見だすことができる、というもので

ある。（邦訳  ページ） 

 

 

     新しい方法 

この新しいアプローチは、あるまさに新しい目的をもつという点において、古いアプロ

ーチとは異なっている。このアプローチは、もしもカウンセラーが問題解決の手助けを

するならば、これこれの結果が生じるだろうと期待するよりもむしろ、人間がより大き

な自立と統合へと向かう方向を直接的にめざすものである。その焦点は、問題にではな

く人にある。その目的は、ある特定の問題を解決することではなく、個人が現在の問題

のみならず将来の問題に対しても、より統合された仕方で対処できるように、その個人

が成長するのを援助することである。（邦訳３２頁） 

①第一に、この新しいアプローチは、人間の成長や健康、適応へと向かう動因について、

きわめてより大きい信頼を寄せている。心理療法とは個人に対して何かをなすことで

もなければ、自分について何かをするように個人を仕向けることでもない。心理療法と

はそうではなくて、自然な成長や発達へと向かうために個人を解きは放ち、再び前進で

きるように障害となっているものを取り除くことなのである。（邦訳３２ページ） 

②第二に、この新しいアプローチは、知的な側面よりも、情緒的な要素や状況にたいす

る感情的な側面に、より大きな強調点をおいている。（邦訳３２ページ） 

③第三に、この新しい心理療法は、人間の過去よりも、今ここでの状況により大きな強

調点をおいている。（邦訳３２ページ） 

また、この新しい見解がもつさらに総括的な特性について言及しておくべきであろう。

このアプローチは、この分野で初めて、成長の経験としての心理療法の関係それ自体を

重視するものである。前述した他のアプローチではすべて、個人は面接時間を終えたあ

とに成長し、変化し、よりよい決定をするようになると期待されている。しかしこの新
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たな実践のなかでは、心理療法的接触それ自体が成長の経験である。個人はここで、自

分自身を理解し、重要な自立的選択を行い、より成熟したやり方で他者とかかわること

などを学ぶのである。（邦訳３３頁） 

 

 ４）バイステックの「ケースワーク関係」（１９５７年） 

ソーシャル・ケースワークにおいては、ランクの『意志療法』から影響を受けて発展した

「機能主義ケースワーク」の中で後述するが、 

 

バイステック (1957)が「ソーシャル・ケースワーク関係」の中で、「感情 feelings」の重

要性を詳しく述べている。「ケースワーク関係の７つの原則」を表（ ）にまとめて示す。 

 

表（ ）ケースワーク関係における７つの原則  

     1. 個別化 

     2. 感情の目的ある表出 

     3. 統制された情緒的関与 

     4. 受容 

     5. 非審判的態度 

     6. クライエント自己決定 

     7. 秘密保持 

 

バイステックは、社会機関の「機能（function）」の利用について強調しているわけでは

ないが、ランクが記述した「関係」「自己決定」の概念を強調している。 

 

４．行動変容ケースワーク 

 

 アイゼンクは、１９５２年に「心理療法の効果」について論文を書いた。その論文と「討

論」が加えられて、『心理療法の効果』（１９６６年）として出版され、日本語にも翻訳され

た。その中で、広範な文献の精査を通して、「心理療法や精神分析の効果について発表され

た報告は、方法論的にみて価値に乏しく、種々の点から批判できる。とくに、成功したとい

う評価は主観的なものであり、通常、精神科医自身によってなされている。」（邦訳、１ペー

ジ）と指摘し、「心理療法や精神分析の効果について発表された報告が、自然寛解について

発表された報告と比較された時、心理療法がすぐれているという証拠はどこにもみられな

かった。むしろ、精神分析は、全く治療受けていない者よりも効果に乏しかった。」（邦訳、

１－２ページ）と結論付けている。その“心理療法”として、「Psychotherapy PA は、精神

分析的方針による心理療法を意味する。Psychotherapy CR は、カール・ロジャースの理論

による非指示的心理療法を意味しよう」（邦訳、２１ページ）、そして折衷主義的心理療法を
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意味すると述べている。その結論とともに、「さらに決定的なことは、精神分析的心理療法

にかわる他の仮説に基づいた短期治療の方法が、神経症患者の治療において成功する度合

は、前者のそれを有意差をもって上まわることを示唆する強力な証拠が存在することが見

出されたことである」（邦訳、１０４ページ）と、新たな理論と技法を提起した。「遥かに有

望な学習理論に基づく治療方式に乗り換えるのが賢明な策であろう」（邦訳、１０５ページ）

と提案している。アイゼンクは、１９６０年に『行動療法と神経症』を編集して出版した。

その理論と方法は、以下のように要約できるであろう。 

 

・神経症にみられる障害を条件反射または学習された習慣とみなす。 

・神経症症状は、強化を受けると症状は持続する。 

・他の習慣と同様、神経症の症状も近代学習理論の法則にしたがって消去することが 

できる。 

 

  学習理論に基づく行動療法が、ソーシャル・ケースワーク実践分野に導入されてくる経

緯について、先述した『ソーシャル・ケースワークの理論』（ロバーツとニー編集、１９７

０年）の「５．行動変容とソーシャル・ケースワーク」（１８１－２１８ページ）の中で、

トーマスは、次のように述べている。１９７０年代において、「ソーシャルワークは、ほん

の最近になって、行動的方法が（ケースワーク）直接援助に有効であるかもしれないという

ことに、真剣に注意を向けるようになってきた」（１８３ページ）と指摘している。「ソーシ

ャルワーク学校は、行動変容に関する科目を教え始めている。その数は増加している。行動

アプローチを取り扱った出版物が、ソーシャルワーカーのために用意さてれてきている」と

付け加えている。トーマスが、「５．行動変容とソーシャル・ケースワーク」の中で述べて

いる行動変容の各種の技法と、その例を表（ ）にまとめて提示する。 

 

  表（ ）行動変容の各種技法 

  オペラント（自発的）関連技法 

１．正の強化 

２．負の強化 

    ３．各種の強化 

４．反応シェイピング 

５．罰 

レスポンデント（応答的）関連技法 

  １．古典的条件づけ 

  ２．系統的脱感作 

  ３．フラディング 

混合技法 
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  １．負の練習（条件性制止療法） 

  ２．セシエイション 

  ３．シェイピング（“フェイディング”） 

言語的インストラクション 

リハーサル（ロールプレー） 

ルール・メイキング 

モデルの提示（社会的模倣療法） 

ストラクチャリング 

 

行動変容ケースワークの基本文献の例を表（ ）にあげておく。 

 

 表（ ）行動変容ケースワークの基本文献の例 

１９７０年 「行動変容とソーシャル・ケースワーク」（トーマス）＊ 

１９７５年 『ソーシャル・ケースワーク：行動的アプローチ』（シュワルツと 

ゴールダイアモンド） 

１９７８年 『効果的ケースワーク実践：選別的アプローチ』（フィシャー） 

＊『ソーシャル・ケースワークの理論』（ロバーツとニー編集）の中にある。 

 

５．診断主義・機能主義・行動変容のケースワークの位置づけ 

 

 ここで、ひとまず簡単にまとめておこう。先に示した表（ ）『ソーシャル・ケースワー

クの理論』（ロバーツとニー編著、１９７０年）の中で、＜ソーシャル・ケースワークの理

論（一般的アプローチ）＞として、「診断主義ケースワーク」として、1.ケースワーク実践

への心理社会的アプローチ（ホリス）、「機能主義ケースワーク」として 2.ケースワーク実践

への機能的アプローチ（スモーレイ）、（3.ソーシャル・ケースワークにおける問題解決モデ

ル（パールマン））、「行動変容ケースワーク」として 4.行動変容とケースワーク（トーマス）

があげられていた。そこで、ソーシャルワーク理論についてその歴史的発展過程を振り返っ

た。そのことから、「診断主義ケースワーク」「機能主義ケースワーク」「行動変容ケースワ

ーク」に関するソーシャル・ケースワーク理論の発展過程を、（ソーシャル・ケースワーク

における問題解決モデル（パールマン）を除いて（後述する））、大枠として以下のように概

略的に示すことができよう。 
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             フロイド「精神分析」 

 

             診断主義ケースワーク 

 

                         ランク「意志療法」 

 

                         機能主義ケースワーク 

 

  アイゼンク「行動療法」          

 

  行動変容ケースワーク 

 

 

 

 

 

６．問題解決ケースワーク：（パールマン、１９５７年） 

 

 これまで述べてきた「診断主義ケースワーク」「機能主義ケースワーク」「行動変容ケース

ワーク」は、フロイドの「精神分析」、ランクの「意志療法」、アイゼンクの「行動療法」と

いった源流をたどることができる。また、その共通点は、神経症を治療するためであり、個

人の人格変容や行動変容を目的とする“精神分析”“意思療法”“行動療法”であった。そう

いった“療法”から影響を受けて発展してきたケースワワークを、一方では受け入れながら、

他方では、その当時のケースワークに疑問を投げかけたもののひとりにヘレン・Ｈ・パール

マンがいた。パールマンは、論文として「ソーシャル・ケースワークに“社会”をとりもど

そう」（１９５２年発表）、「ケースワークの社会的要素」（１９５３年発表）、「ケースワーク

は死んだ」（１９６７年発表）、「ケースワークは有効か？」（１９６８年発表）を発表した。

これらの論文は、『ソーシャル・ケースワークの展望』（パールマン、１９７１年）としてま

とめられ出版された。 

その論文集の中に、「社会福祉へのフロイドの貢献」（１９５７年発表）があり、そこで、

一方において、診断主義ケースワークの評価として、パールマンは「ソーシャルワークへの

フロイドの主要な３つの貢献について、私は述べたことがある。つまり、無意識の力の発見、

幼児期の体験の重要性に関する発見、そして、きわめて重要な治療技法についての３つであ
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る。」（７４ページ）と、フロイトの、特に診断主義ケースワークへの影響と、その貢献を述

べている。他方では、そのケースワークに疑問を投げかけるようになっていく。１９６７年

に発表した論文「ケースワークは死んだ」の中で、パールマンの友達である２年生担任教師

宛てに、クラスの児童の母親から受け取った手紙を紹介している。（１４７－１４８ページ） 

 

    わたしの娘、ダーレンについて手紙を書かせていただきます。わたしの 

娘が、しばらく学校に行っていない理由をお知りになりたいと思われてい 

るのではないでしょうか。あなたに知っていただきたいことは、わたしは 

夜に働いています。わたしの仕事時間は、夕方の４時から夜１２時までで 

す。なにかをしてみたいと思っても、そんな時間はわたしにはありません。 

わたしゃ（I has to heat）、ガスストーブでお湯をわかさなければなりませ 

ん。わたしゃ、小さなやかんでしかお湯をわかすしかないのです。本当に一 

生懸命、わたしは働いています。しかし、２週間ごとにしか給料を払って 

もらえません。それは、しんどいことです。・・・。わたしは、あなたか、 

あるいはだれかが、学校に行っていないこどもに、学校に来てほしいと思 

っているなら、その子の家庭を訪ねて、本当は何がおきているかを見てほ 

しいのです。もしも、ダーレンと同じ歳のこどもが学校に行っていないな 

ら、それには理由があるのです、ちゃんとした理由が。その子のような家庭 

で、ひとがどのようにすごしているか、あなたは知らないのです。わたし 

は、どんなほどこしも受けていないことを、あなたに知ってほしいのです。 

ほんとのことを言いましょうか、わたしは、どんなほどこしも受けたいと 

は思っていませんよ。わたしは健康ですし、気力もあります。わたしが言 

っていることを、あなたにわかってほしいだけです。ダーレンは、夏の学 

校には、いつも行っているように、行くでしょう。そして、勉強もみんな 

においつくでしょう。 

                 ロウラ・メイ・ジョーンズ（仮名） 

 

 続いてパールマンは、ダーレンとジョーンズ夫人のような人々に対して、「何が必要なの

か、私自身自問した。つまり、必要なのは、マクロ・システムにおいて、十分なスケールで、

基礎的な予防的介入が行われる社会計画である－システム変革（system-change）であり、

単なる対症療法（symptom-change）ではない」（１５１ページ）と指摘している。そして、

その活動計画プログラムに必要な５つのリスト（１５１ページ）をあげている。 

 

 １．まともな住宅の必要性（ニーズ） 

   ２．経済保障の必要性 

   ３．こどもの養育の必要性 
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   ４．利用可能な医療の必要性 

   ５．コミュニティ・サービス・センターの必要性 

 

 パールマンは、「ケースワークは有効か？」（１９６８年発表）の中で、ケースワークがす

べてに万能なのではなく、ケースワークに限界があり、その限定した範囲があることを明確

に述べている。「ケースワークはソーシャルワークの中のひとつの過程（one process）であ

る」(１５９ページ)。つづけて、「ソーシャルワークが、その目的を実行に移すための他の主

な過程（process）は、グループ・ワークとコミュニティ・ワークである」と述べている。 

 「診断主義ケースワーク」「機能主義ケースワーク」「行動変容ケースワーク」においては、

ある前提がある。そのひとつは、基本的は個別援助ということ。そして、その個人は、機能

主義ケースワークの言葉を使うと、ランクの「意志療法」の考え方を取り入れ、「機能主義

派は、人間の根源にある生命、健康、自己実現へと向かおうとする力」をソーシャルワーカ

ーが“信じ”、その人間の「能力と自分を取り巻く環境にある制限と機会を利用し、変化し

続ける自らの目標に基づいて、人生をとおして、自分自身と自分を取り巻く環境を変えてい

く存在であると捉える。」（９０ページ）と述べている。「行動変容ケースワーク」において

も、あるいは、「診断主義ケースワーク」の言葉で使うと、自ら「病気」や「症状」を自覚

し、治療に“自らやってくる”、いわゆる神経症の自我違和性の人々を主に対象とするため

に開発された理論・技法であった。自ら「病気」「症状」から解放されたい、と願って、治

療に“自らやってきて”、治療契約を結ぶことができ、いわゆるワーカー・クライエント関

係である治療関係のなかで“自己決定”する能力を有する人々を対象とすることが多い。 

しかしながら、ソーシャルワーク実践の原型は、友愛訪問員から出発していることを忘れ

てはならない。その人々の生活している家庭を“訪問（visit）”し、その人々のいる“地域”

の中の“集団”とともにかかわってきた。貧困の状態にあり、社会機関や相談機関に自ら出

かけてくることができない人々、社会から差別・排除されている人々のところへ、ソーシャ

ルワーカーが“出かけていく（reach-out）”ことによって、その人々と一緒にかかわろうと

してきた。そのような人々へのかかわりに対して、従来の「診断主義ケースワーク」「機能

主義ケースワーク」は効果を発揮することができないことがあり、ときにはまったく“歯が

立たない”ということもあることに、ソーシャル・ケースワーカーたちは気が付いていくこ

とになる。そのことを、先述したように、パールマンは論文として「ソーシャル・ケースワ

ークに“社会”をとりもどそう」（１９５２年発表）、「ケースワークの社会的要素」（１９５

３年発表）、「ケースワークは死んだ」（１９６７年発表）、「ケースワークは有効か？」（１９

６８年発表）を発表した。ソーシャルケ－スワークはソーシャルワーク実践の一つ過程 / 方

法であり、限定性がある。そこで、コミュニティをベースにして、集団とかかわる他の過程 

/ 方法の発展を重要と考えるようになっていった。 

パ－ルマンは「過程（process）」という言葉を、「方法（method）」という言葉と同様の

意味で使っている。他の個所、たとえば同論文集の中の「ケースワークと“萎んだ人 The 
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Diminished Man”」（１７７－１９４ページ）の中では、「ケースワークは、ソーシャルワ

ークの中の一つの方法（method）である。」（１７９ページ）と書いている。 また、論文

集の中には「ケースワーク過程の基本的枠組み」（１９５３年発表）がある。その後、パー

ルマンはそれらの考えを『ソーシャル・ケースワーク：問題解決の過程』としてまとめ、１

９５７年に出版した。その中で、ケースワークを定義している。 

 

ソーシャル・ケースワークは、人間福祉機関によって、社会機能における問題を、より効

果的に対応することができるよう、個々人を援助する一つの過程（a process）である。  

 

 ソーシャル・ケースワークの理論や技術の発展をパールマンは、一方では評価しながら、

ソーシャルワーク実践において、ソーシャル・ケースワークを過大視し、万能化することに

警鐘を鳴らした。そこで、ソーシャル・ケースワークはソーシャルワーク実践のなかの“一

つの過程（a process）”であり、同じ意味であるが“一つの方法（a method）”と位置づけ、

その限定性を認めることの重要さを指摘した。そのことによって、他の過程 / 方法である

ソーシャル・グループワークやコミュニティ・オーガニゼッション等の発展を見ることにな

る。 

 

７．ソーシャルワークの３つの方法 / 過程の発展 

 

 １）３つの方法 / 過程の発展 

 ソーシャル・ケースワークの理論とその発展を見てきた。リッチモンドによって創設され

当初は、“ケース”と“ワーク”が別々に書かれ、その両者が統合され、“ケースワーク

( Casework )”として、その方法、理論、技術が発展し確立していった。先述したように、

パールマンは、ソーシャル・ケースワークを限定された一つの過程（a process）、あるいは

一つの方法（a method）としてとらえ、ソーシャルワーク実践全体の中の限定された一つ

の過程 / 方法として定義した。他の方法 / 過程として、個人を対象とするケースワークと

ともに、集団を対象とするソーシャル・グループワーク、地域を対象とするコミュニティ・

オーガニゼーションといった主に三者の方法 / 過程が、１９００年から１９６０年までの

約６０年間に発展した。（後に、他の方法 / 過程としてソーシャル・アドミニストレーショ

ン、ソーシャル・アクション、ソーシャル・リサーチ等も加えられた。） 

 

表（ ）３つの方法 / 過程の定義 

ソーシャル・ケース・ワークは、人と人の一対一関係により、人とその社会環境との意識的

で効果ある適応を実現することで、その人の人格の成長をはかる過程（processes）である。

(リッチモンド（１９２２年）『 ソーシャル・ケース・ワークとは何か？』) 

ソーシャル・ケースワークは、人間福祉機関によって、社会機能における問題を、より効
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果的にたいおうすることができるよう、個々人を援助する一つの過程（a process）である。

（パールマン（１９５７年）『ソーシャル・ケースワーク』） 

ソーシャル・グループ・ワークとは、個人的な問題、集団的な問題、そして地域的な問題に

対し、より効果的に対処できるように、目的を持った集団体験を通して、その人の社会的機

能を高めるために、個々人を援助するソーシャルワークの方法（a method）の一つである。

（コノプカ（１９６３年）『ソーシャル・グループ・ワーク』） 

本書の中で用いられる用語としのコミュニティ・オーガニゼーションは、次のことを意味す

る。ある一つのコミュニティがそのニーズと目標を見出し、そのニーズと目標を順序付け

（ランク付け）、そのニーズと目標に基づいて働く意欲をつくりだし、そのニーズと目標に

必要な（コミュニティ内あるいはコミュニティ外の）資源を見出し、それらに則った活動を

開始し、そうすることによって、そのコミュニティの中に協調し協働する態度と実践を広げ

発展させていく過程（a process）である。（ロス（１９５５年）『コミュニティ・オーガニゼ

ーション』） 

 

ロス（1955 年)は、「ここで述べ、定義されたコミュニティ・オーガニゼションとは、基

本的ソーシャルワーク過程の一つ（one of the basic social work processes）であり、同じ

基本的目標を達成するためのもので、ケースワークやグループワークと同様の方法が用い

られる。」（本文６０ページ）また次のように指摘している。「つまり、ケース・ワーカー、

グループ・ワーカー、コミュニティ・オーガニゼションのワーカーが働いている枠組みは、

まったく異なっているが、追及する目標と最終目標を達成するために使用している手段は

基本的に多くの共通するものをもっている。」（本文６０ページ）コノプカが、ソーシャル・

グループ・ワークはソーシャル・ワークの方法の一つである（a method of social work）”

と述べたように、ロスもまた、コミュニティ・オーガニゼッションは“基本的ソーシャルワ

ーク過程の一つ（one of the basic social work processes）”であることを強調した。 

 

 ２）ソーシャルワークの３つの方法の乖離 

 ソーシャルワークの各種の方法が発展することによって、問題も起きるようになった。バ

ートレット（1970 年）は、『ソーシャルワーク実践の共通基盤』（全米ソーシャルワーカー

協会（ＮＡＳＷ）出版）の中で、次のように指摘している。「ケースワーカー、グループワ

ーカー、あるいはコミュニティ・オーガニゼッション・ワーカーとして教育を受けた実践者

は、専門的力量( competence )として、当然ながら自分が習ったその一つの方法だけを用い

ることにこだわるようになった。このことは、そのソーシャルワーカーが提供できる特定の

種類の援助に適合するクライエントを、ソーシャルワーカー達が求めるようになっていっ

た。」その結果、ある一つのソーシャルワークの方法や技術によって援助可能なクライエン

トを限定的に選び出し、その方法に対応しているかどうかによって、クライエントからの申

請の受け入れ、あるいは拒否が起きるようになった。 
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つまり、クライエントに応じて、ソーシャルワーカーの力量を発展させようとするのでは

なく、ソーシャルワーカーがあらかじめ特定の方法と技術からなる専門力量を限定し（the 

method-and-skill model, p54）、そのワーカーの特定の力量に合ったクライエントの方をソ

ーシャルワーカーが選別することが起きるようになった。図（ ）で示すように、ソーシャ

ルワークの３つの方法や技術が個々に専門分化や専門分派し、その３つの方法に応じて

別々の専門家へと分化、あるいは分派して、専門職間に乖離が生じるようになった。クライ

エントの多様な問題やニーズに応じて、ソーシャルワーカーの専門性を発展させてきた一

つの専門性と専門家であるソーシャルワーカーが、専門的同一性を失うことになっていっ

た。一方、ソーシャルワークの理論、方法（methods）、技術（skills）において、ソーシャ

ルワーカー間で乖離が生じるようになっていった。他方、ソーシャルワークの専門分野

（settings, p23）において、たとえば家族福祉ソーシャルワーカー、司法ソーシャルワーカ

ー、生活保護ソーシャルワーカー等の特殊の分野というふうに、ソーシャルワーカーが専門

分化や専門分派し、専門的同一性を失い、ときに利害を争い、拮抗することもあったとバト

レット(1970, pp23-25)は指摘している。 

 

     図（ ）ソーシャルワーカーの３つの方法 / 過程の専門分化 

     [ 実践方法 / 過程 ]              [ 専門家 ] 

 

       ソーシャル・ケースワーク           ケースワーカー 

 

 

 

      ソーシャル・グループワーク               グループワーカー 

 

 

 

    コミュニティ・オーガニゼーション         コミュニティ・ワーカー 

 

 

 

３）ソーシャルワーク活動の統合化 

 フリードランダー(1955 年)は『社会福祉入門』の中で、『ソーシャルワークの過程（Social 

work processes）』としてソーシャル・ケースワーク、ソーシャル・グループワーク、コミ

ュニティ・オーガニゼッション、ソーシャル・アクション、ソーシャル・ワーク・リサーチ

の５つをあげている。『社会福祉入門（第４版）』（１９７４年）がある。）では、「ソーシャ

ルワーク活動は幾つかのタイプに分類されるであろう。」（１２５頁）と述べ、「現在の傾向
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は、将来、ケースワークとグループワークが以前より分離されることがより少なくなってい

くことを示している。幾つかのソーシャルワーク学校は、両方の方法と技術を用いることが

できる“ジェネリック実践者（generic practitioners）”を養成するために、両者の方法の統

合を図ろうとしている。しかしながら、それぞれのソーシャルワークの方法はソーシャルワ

ーク実践において現在も重要な手段である。」（１２６頁）つまり、ソーシャルワーク方法は

そのままにしておいて、一人の専門家として、そのソーシャルワーカーがいくつかのソーシ

ャルワークの方法を統合（combined）して用いることを指摘している図（ ）。つまり、５

つのソーシャルワークの方法を統合して、一人の専門家が各種の方法を駆使する統合モデ

ルを提示したものであった。しかしながら、すべてのソ－シャルワークの方法に一人のソー

シャルワーカーが実践するというこのモデルには無理があった。 

 

図（  ）ソーシャルワーク実践の方法 / 過程の統合 

[ソーシャルワーク方法 / 過程]             [統合的実践者] 

 

 

  ソーシャル・ケースワーク 

   

 

 

ソーシャル・グループワーク             ソーシャルワーカー 

 

 

 

 コミュニティ・オーガニゼーション 

 

 

 

４）その他の理論 

 表（ ）ソーシャルワーク方法・理論と基本文献（原文は[付録１]参照）の中で、１９７

４年に出版された『ソーシャル・ワーク・トリートメント』（ターナー編纂）の初版を示し

ておいた。その内容は、表（ ）となり、１４からなるソーシャルワークの基礎理論を示し

ている。 

 

表（ ）ソーシャルワークの理論（ターナー編纂、１９７４年） 

1. 精神分析理論  

2.  自我心理学 
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3.  心理社会療法 

4.  問題解決理論 

5.  ソーシャルワーク実践のための機能理論 

6.  クライエント中心システム：成長的視点 

7.  認知理論 

8.  実存的ソーシャルワーク 

9.  役割理論 

10. ソーシャルワークのための一般システム理論 

11. コミュニケーション概念と原理 

12. 行動変容：社会変革の技能 

13. 危機理論 

14. 家族療法 

 

 ターナー編纂になるこの本は版を重ね、『ソーシャルワーク・トリートメント』（ターナー

編纂）、１９９６年、第４版は２９の章立てになって、他の基礎理論を加えている。 

 

 

Ⅱ．ソーシャルワーク実践の発展 （１９７０－１９８０年） 

 

 最初に、相談援助の各種の実践モデルとアプローチを考えるために、３つの視点について

述べた。そのため、「ある一つの花」を理解しようとしているときのことを想像した。「ある

一つの花」の理解には、各種のとらえ方や視点があり、そこでは３つの視点の例を図で示し

た。その中の「③ 外へと広がっていく視点」において、その花を取り巻く“状況”や“環

境”を理解し、その花と環境からなる全体の相互の関係に着目する視点について図（ ）で

示した。ここでは、これから述べようとしている１９７０年以降に発展してくる「ソーシャ

ルワーク実践（social work practice）」を考えるために、その図の中に、ある花を“見て、

理解する”視点（アセスメント）だけでなく、その図の中に、ソーシャルワークの実践

（practice）である「かかわり方」（インターベンション）を示すために、メタファーとして、

その図の中に＜蝶々＞を入れ込んで、ソーシャルワーク実践の「かかわり方」を象徴的に示

してみよう（図 ）。 
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図（ ）「かかわり方」の範囲 
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１．『ソーシャルワーク実践の共通基盤』－バートレット 

 

 バートレットは、１９７０年に『ソーシャルワーク実践の共通基盤』を全米ソーシャルワ

ーカー協会（ＮＡＳＷ）から出版した。１９００年からソーシャル・ケースワーカーの誕生

後、そのときから１９６０年代にかけて、ケースワーク、グループワーク、コミュニティ・

オーガニゼッションと方法論が専門分化し、ケースワーカー、グル－プワーカー、コミュニ

ティ・オーガナイザーとして専門職団体がその専門性を主張し、その専門性の間に乖離が生

じ始め、あるいは分野別へと専門性の特化が始まり、ソーシャルワーク、あるいはソーシャ

ルワーカーとして、一つの専門職アイデンティティを失いかけた、その時に出版され、その

後のソーシャルワーク専門性のあり方と、その発展の方向性を提言した。 

 

１）ソーシャルワーク実践の発展の背景－“予期しなかった結果” 

 第１部「１．初期の傾向」の中で、「１９２０代の終わりまでに、５つの分野が現われて

きた－ソーシャルワーカーが公的福祉機関によって採用される家族、児童福祉分野、ソーシ

ャルワーカーが非公的福祉機関によって採用される一般医療、精神医療分野、学校ソーシャ

ルワーク分野。これらの分野ごとに、ソーシャルワーカーは、尖鋭化し、しかし自分自身の

領域の中で、彼らの専門力量の特徴を際立たせるために働いた。」（本文２２－２３ページ）

と述べている。そして、「当時、二つの概念が顕著であった、つまり、ソーシャルワーク方

法（social work method）の概念と領域（setting）の概念であった。方法の概念は、ケース

ワークを中心に最初に発展し、後に、グル－プワークとコミュニティ・オーガニゼションと

の関連で発展した。そのことは人間行動に関する理論群に支えられていた。領域の概念は、

サービスが与えられる組織的状況に関連付けられるものであった。この概念は、ソーシャル

ワークが行われる場にある機関や活動の性質に向けられたものであった。」（本文２３ペー

ジ）以上のようにソーシャルワークの方法の違い、ソーシャルワークの領域の違いが先鋭化

するにしたがって、まさに「そのことは、まとまった全体としての実践に非常な分裂を引き

起こすとなった。」（本文２３ページ） 

 

 ２）ソーシャルワーク実践の必須要素－“価値要素”と“知識要素” 

 ソーシャルワーク実践が方法と領域によって、“分裂”の傾向を深めるに従って、ソーシ

ャルワーク実践の“必須の要素”とは何かが問われることとなった。その問いの中で、ソー

シャルワークの「作業定義を議論しているとき、本委員会は、ソーシャルワーカー達が知識

（knowledge）と価値（values）を混乱していることに気がついた。つまり、知識と価値の

関連、特にその区別は、ソーシャルワーク実践を明確化するためにはより深い理解が必要で

あるということであった。」（本文６３ページ）そこで、ソーシャルワーク実践の介入

（intervention）を、「それ（ソーシャルワーク実践介入）は、ソーシャルワーカーの前に展
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開される特異な状況にふさわしい対応を選択できるソーシャルワーカーの意識的活動を通

して行われる。そこで、その介入は適切な知識と価値が統合されたものになる。」（本文７８

ページ）とバートレットは定義し、“ソーシャルワーク実践”を図（ ）として示している。 

 

 

 

２）ソーシャルワーク実践の共通基盤 

「８．共通基盤への動き」の中で、「価値と知識はソーシャルワーク実践者の介入活動を

方向づける。」（本文１２９ページ）と指摘し、“ソーシャルワーク実践の共通基盤”を図式

化して提示した（図（ ））。そして、共通基盤の考え方を次のように明確化した。「ソーシ

ャルワーク実践の共通基盤は、知識と価値と介入に関連する概念、一般化、そして原理から

構成される。つまり、抽象的考えである。実践者は、これらの“共通要素”を学校で学び、

専門実践においてそれらを応用する。その基盤は、行うことではなく、その行うことの底に

よこたわるものである。」（本文１２９ページ） 

  ソーシャルワークの共通基盤として、ソーシャルワーカーの価値と知識の重要性を指

摘した。なぜならば、ソーシャルワーカーのもつ価値と知識によって、クライエントの理解

の仕方－アセスメントと、ソーシャルワーカーのかかわり方－インターベンションは、異な

ってくるからである。知識と価値、そして技術を加えた３つの関係を以下の例で述べてみよ

う。たとえば、原子エネルギー理論に関する知識を習得した科学者を考えてみよう。その科

学知識を取得し、その応用を考え、原子エネルギーの開発とその実現を、その科学者が目指

すとする。原子エネルギー理論の知識そのものは普遍的なものであり、人類すべてが共有で

きる知識である。その知識を、「原子爆弾を製造するために応用するか」、「医療や福祉のた

めの平和利用に応用するか」、そのどちらを選択するかは、その科学者のもつ価値（感）に

ソーシャルワーク実践の要素 

価値の体系 知識の体系 

介 入 

図（ ）ソーシャルワーク実践（バートレット） 
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基づいて判断される。知識だけでなく、原子エネルギー開発の技術においても、同じように

戦争や殺戮のための武器製造に応用するか、平和利用に応用するか、その選択はその科学者

の価値に基づく。特に、価値は知識と技術の応用を方向づける基本となるものである。 

そこで、ソーシャルワーク実践においても、専門価値、専門知識、専門技術をソーシャル

ワーク専門性の共通基盤とすること、これが“ソーシャルワークの共通基盤（the common 

base）”という考え方である。ソーシャルワークの専門機能を加え、「ソーシャルワーク専門

性の共通基盤」の考え方を図式化したものが図（ ）である。 

 

          図（ ）ソーシャルワーク専門性の共通基盤 

     [共通基盤としての専門性]               [ 専門家 ] 

 

      ソーシャルワーク専門価値 

 

 

 

       ソーシャルワーク専門機能  

 

                                                          専門家 

                          ソーシャルワーカー 

 

      ソーシャルワーク専門知識 

 

 

 

       ソーシャルワーク専門技術 

 

 

 

２．ソーシャルワーク実践の定義（全米ソーシャルワーカー協会（ＮＡＳＷ）） 

 

 １）ソーシャルワーク実践の定義 

１９８１年９月、全米ソーシャルワーカー協会が、『ソーシャルワーク実践の基準』

（NASW, 1981）の中で提示した「ソーシャルワーク実践（Social Work Practice ）」の定

義を述べる。本定義で重要なことは、「治療」や「処遇」に対し、「インターベンッション（介

入）」という言葉が使用されるようになったことと、「診断」に対して、「アセスメント」と

いう言葉が使用されるようになったことである。ソーシャルワーク実践の定義」を図（ ）
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のように概略化して示す。 

 

図（ ）ソーシャルワーク実践の定義（ＮＡＳＷ、１９８１） 

 

 ソーシャルワーク実践は、以下の４つの事柄（目標）に対する専門的責任ある援助（介入 

intervention）からなる。 

 

  （１）人々( people )に対しては、その成長、問題解決、対処能力を強化する。 

 

（２）制度( system )に対しては、人々に社会資源やサービスを提供する効果的で人道的

な制度を発展させる。 

 

  （３）社会資源、社会サービス、社会的機会を与える制度と人々を連携する。 

 

（４）政策( social policy )に対しては、その改善と発展に貢献する。 

 

 

以上をより簡略化して示したのが図（ ）である。人に働きかける直接援助と環境に働き

かける間接援助といったリッチモンド以来の二分割法を超えて、本定義においても、ソーシ

ャルワーク実践の対象として、（１）人々、（２）制度、そして（３）その両者の連結、そし

て、（４）政策へと統合的に関わる実践が強調されている。この定義は、診断主義ケースワ

ークの視点でもあったクライエントの“病態”を診断し、その“病態”を“健常”な状態へ

と治療、あるいは処遇するといった医学的病理モデル（Meyer, 1976）からの距離を置こう

とした定義になっている。ソーシャルワーク実践は人と制度を連結することに加え、その連

結する制度が整っていないときは、その制度変更し、新たに作り出すための政策の策定にか

かわることも、ソーシャルワーク実践であることを明記している。 
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 ２）ソーシャルワーカーの専門家同一性 

ソーシャルワーク専門性の構造を、第２章の終わりにプロの野球選手の例で示したが、こ

こでは、専門家としてのソーシャルワーカーのソーシャルワーク実践の例として以下に示

す。「カウンセリング理論」（専門知識）による“共感技法”（専門技術）を駆使して面接を

行っている二人の異なった専門家を考えてみよう。一方のＡさんは心理相談を行っている。

他方のＢさんはソーシャルワーカーである。Ａさんを観察すると、面接室でカウンセリング

を行っているし、Ｂさんも相談室で共感しながらクライエントの話を傾聴していることが

わかる。ＡさんもＢさんも同じ理論と技術をつかっているように観察できる。この二人は、

同一の専門家と言えるのであろうか。どちらがより専門家なのであろうか。知識・技術中心

の側面から専門性を定義すると、ＡさんとＢさんは同じ専門家であると考えることができ

る。 

図（ ）「専門家同一性の捉え方」を見ながら、２つの図形の捉え方として考えてみよう。

図形Ａと図形Ｂは、その図形の底から見ると、両方とも円として見える。そこで、ＡとＢは

同じ図形であると結論することもできる。しかし、２つの図形を側面から観測すると、Ａは

長方形、Ｂは三角形として見える。つまり、立体の図形は見る側面や次元によって、同じに

見えることがあり、あるいは異なって見えることがある。結論として、ＡとＢは異なった実

体であると言える。同じように、心理相談員であるＡさんとソーシャルワーカーであるＢさ

んは、知識・技術中心の側面と、価値・機能中心の側面を別々に理解するのではなく、その

両側面の総合として見ると、ＡさんとＢさんは明らかに異なった専門家（図形では円筒と円

錐）であることがわかる。図形の捉え方のメタファから、ソーシャルワーカー専門職は価値・

人々（ People ） 

制度（ System ） 

政策（ Social Policy ） 

専門家 

ソーシャルワーカー 

図（ ）ソーシャルワーク実践 ( NASW, 1981 ) 

（１） 

（２） 

（３） 

（４） 
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機能の側面と知識・技術の側面を別々に切り離して捉えるのではなく、その総合体としてソ

ーシャルワーカー専門家同一性を理解する必要がある。 

 

 

  

このことを、もう一つの例である「児童虐待」の問題の捉え方として考えてみよう。すで

に、第２章の「ソーシャルワーク専門性の共通基盤」において、ソーシャルワーカーの価値

と知識によって、クライエントの理解の仕方－アセスメントと、ソーシャルワーカーのかか

わり方－インターベンションは、異なってくることを、科学技術者の例で説明した。つまり、

原子エネルギー理論に関する知識を習得した科学者は、その科学知識を応用し、原子エネル

ギーの開発とその実現を目指すとする。原子エネルギー理論の知識そのものは普遍的なも

のであり、人類すべてが共有できる知識である。その知識を、「原子爆弾を製造するために

応用するか」、「医療や福祉のための平和利用に応用するか」、そのどちらを選択するかは、

その科学者のもつ価値（感）に基づいて判断される。知識だけでなく、原子エネルギー開発

の技術においても、同じように戦争や殺戮のための武器製造に応用するか、平和利用に応用

するか、その選択はその科学者の価値に基づく。特に、価値は知識と技術の応用を方向づけ

る基本となるものである。 

「児童虐待の問題」の捉え方の違いとして、もう一度、二人の専門家のＡさんとＢさんを

考える。Ａさんは、児童を虐待する親が問題であり、その虐待を行う親の性格や行動を変容

することが必要であると診断し、Ａさんは親の人格や行動変容を目的とする治療的機能を

[専門性] 

専門価値 

専門機能 

[専門性] 

専門知識 

専門技術 

[専門家同一性] 

Ａ Ｂ 

図（ ）専門家同一性の捉え方 

[専門家同一性] 
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果たし、治療者としての役割を遂行する必要があると判断した。その治療にあたり、虐待す

る親の性格や行動に関する理論や治療方法に関する専門知識を適用し、訓練によって修得

した治療技法を駆使し、その目的を達成しようとした。概略を示したものが図（ ）である。 

 

             図（ ）専門家Ａの専門性 

         [専門性]                   [専門家] 

 

          専門価値 

     親の人格と行動に問題 

 

 

           専門機能                

親の人格と行動を変容する治療者          専門家Ａ 

 

 

 

          専門知識 

    カウンセリングと人格理論 

 

 

             専門技術 

   共感技法、傾聴技法、面接技法 

 

 

 他方のＢさんは、虐待を受ける児童の人権を最優先することを専門価値とした。その価値

にもとづき親の児童の権利を侵害することを防止するため、援助を求めてこない虐待を行

う親に対し、児童虐待やネグレクトが発見し、通告する緊急通報システムを整備し、通報を

受けたときの警察官を加えた緊急に出向いて対応する体制作り、リスク・アセスメント作成、

一時保護施設の確保、地域活動との連携、必要な制度の策定等を専門知識を用いて、児童の

人権擁護人権擁護、通報システム整備、児童の一時保護所設置等の専門機能を遂行する。そ

の役割を果たすため、基本的人権、社会資源、制度に関する専門知識を駆使し、共感技法、

評価技法、政策策定等の専門技能を発揮し、実践を行う。専門Ｂさんの専門性を概略的に示

したものが図（ ）である。専門家Ａさんと専門家Ｂさんの実践において、特に、専門性の

要としての専門価値の違いを見てとることができる。 

 

             図（ ）専門家Ｂの専門性 
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         [専門性]                   [専門家] 

 

          専門価値 

       児童の人権 

 

 

           専門機能                

人権擁護、通報システム整備、保護          専門家Ｂ 

 

 

 

          専門知識 

   基本的人権、社会資源、制度 

 

 

             専門技術 

   共感技法、評価技法、政策策定 

 

 

３．『ソーシャルワーク実践』－メイヤー 

 

 メイヤーは、第２版『ソーシャルワーク実践：変革の光景』を１９７６年に出版した。メ

イヤーは、「個人か、あるいは環境が変化の対象になりえた。」（本文２７ページ）と指摘し、

新たなソーシャルワーク実践の方向を紹介する。「新しいアプローチは、この二者択一性を

避けて、生態学的単体として、人と状況を捉え、相互に関連する非適応性を直裁に追求する。」

（本文２７ページ）二者択一化が難しく、複合的に関連する人と状況に対し、「種々の活動

過程は、これらのアプローチのそれぞれに適用され、以下の図表は、そのことをわかりやす

くするためのものである。」（本文２７ページ）として、図（ ）をメイヤーは示した。 
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図（ ）ソーシャルワーク実践の分類方法 

               Ⅰ  Ⅱ  Ⅲ  Ⅳ 

過程           人 家族 集団 地域   環境 

内的・精神         Ｘ          社会施設、法律、政策、 

                         社会政策と活動 

相互・活動            Ｘ  Ｘ  Ｘ   経済階級、文化的・ 

                         人種的要因 

交互・活動         Ｘ   Ｘ  Ｘ  Ｘ  学校、職場、住居、近隣、 

                         ライフ・スタイル 

（原著：２７ページ） 

 

 ２）未婚の母の例 

 メイヤーは、相反する二つの理論を提示し、その理論に応じて実践内容が異なることを説

明している。 

 

 Ａ．精神分析的療法の考え方 

 最初の考え方は、以下の理論に基づいている。「エディプス・コンプレックスの解消を目

的とした未婚の母親という考え方は、この問題に対する最も伝統的なものである。その概説

として、無意識に父親との性的関係を求めている少女は、自分の父親を意味する“見知らぬ

男”を見つけ出す。その少女にとって、最終的なエディプス・コンプレックスの解消は、父

親の赤ん坊を産むことである。」（本文１０６ページ）そこで、少女にたいする専門家の対応

として、以下のように考えられ実践されてきた。「伝統的な社会機関のサービスとソーシャ

ルワーク実践は、この理論に則って構造化されてきた。たとえば、現実を否認すること、つ

まり、妊娠しているという現実を認めるよう援助することが、ケースワーク治療の最優先目

標である。」（本文１０６ページ）そして、その援助専門家として、「ここでの治療目標は、

高い熟練した精神療法スタッフ－大学院か、それ以上の教育によって資格を得たソーシャ

ルワーカー、精神科医、心理療法士－を必要とする。」（本文１０７ページ）その実践モデル

を図（ ）によってメイヤーは示している。 
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図（ ）精神分析的療法の考え方に基づく実践モデル 

 

 

 

未婚の母親   未婚の母親   特定された    熟練の     未婚の 

の全体の    の地域と数   未婚の母親    精神療法の   母親の 

調査      の特定     の知能や     スタッフを   精神的葛藤を 

                言語能力の判定  準備する    解消する 

 

                             （原著：１０７ページ） 

 

 

 Ｂ．若い女性の性習慣という考え方 

 上に述べた精神療法の考え方に対して、次の考え方は、以下の理論に基づいている。「相

対するものとして、若い女性たちの現代の性習慣としての未婚の母親という考え方がある。」

（本文１０７ページ）続けて、「ここでの理論枠は、性習慣とは急速に変化しているもので

あり、十代の若者は性交体験を自由に経験することが可能となり、そのことによって妊娠す

る危険性も増すことになった。その過程には、経済的、心理的要因が関係している、特に、

性に関する知識や避妊用具、避妊薬が利用しやすくなったことと関係があり、強い家族関係

の存在、若い女性の地域における現代的な生活モデル、学校や仕事場での競争意識、リクリ

エーションはレジャー時間への欲求、そして、刺激を求める急速な多様性の広がりが要因と

してあげられる。」（１０８ページ）その解決策としては、「このような広い範囲の要因の可

能性を考えると、広範にわたるサービス構造を必要とし、しかもそれぞれの妊娠した女性の

特殊で、個別化されたニードに対応したものになろう。」（１０８ページ）メイヤーは、この

考え方に基づいたサービスの構造を図（ ）で示している。 
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図（ ）若い女性の性習慣という考え方に基づく実践モデル 

 

未婚の母親   出産前の    未婚の母親の   学校へ復帰    里親紹介 

の全体の    ケアーと    家族、胎児の   ための準備、   自宅 

調査      未婚の母親   父親との     乳児ケアの    養護施設 

        の生活の場、  調整、母親へ   準備、個別    の一時入所 

シェルター   の悩みの相談   ・グループ     

を設置する   を行う      ワークへの 

                 参加 

 

                            （原著：１０９ページ） 

 

 ３）新たな用語と考え方 

 メイヤーは、ソーシャルワーク実践理論の発展に新たに加えられた重要な幾つかの用語

を整理している。 

 

① 一般システム理論によるパー・スペクティブ 

ソーシャルワーク実践において新たに導入されてきたパースペクティブとしての一般シ

ステム理論（General systems theory (GST)）について、次のように説明している。「それ

は、システムがどのように働くかを説明するための知識の枠組みであり、変数間の相互の関

係性であり、その過程を意味する。」（１２９ページ）と指摘し、「それは単に、登場人物た

ちを（動的、そして静的に、心理的、そして社会的に）、実践者の介入の可能性を見出すた

めに、ひとつの注目の単位（a unit of attention）にまとめる方法を提供するものである。」

（１２９ページ）と述べている。 

 

 ②生態学的システム（ecological systems）、あるいは生態/システム（eco/systems）によ 

るパー・スペクティブ 

このパー・スペクティブについてメイヤーは、ジャーメイン（１９７３年、ｐ３２６）を

引用して、一般システム理論と生態学の科学からきた概念であり、『ダイナミックな均衡と

相互性を達成することによって、組織体とその環境への適切な適応』を意味するとメイヤー

は説明している（１２９ページ）ソーシャルワーク実践との関連については、一般システム

理論と生態学を統合した生態 / システム概念（eco/systems concept）の重要性を次のよう

に指摘している。「環境の中における人（person-in-environment）の構成は、ソーシャルワ

ーク実践において中心的な考えであったし、現在も引き続き中心的考え方であるが、しかし、

その直線的な見方からシステム立体的見方へと、その捉え方が移行してきたことは、ソーシ

ャルワーク実践の目的と過程にいくつかの変化を起こしてきた。」（１２９ページ）次のこと
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も付け加えている。「ソーシャルワーク実践が進化し、個人とその特定の環境との相互関係

性を拡大、あるいは再認識するにしたがって、生態/システム・パースペクティブは、事例

を構成する要素の相互関係を捉えるために有効なものとなってきた。」（１２９～１３０ペ

ージ） 

 

４）医学モデル 

医学モデルと新しく発展してきた生態/システム・パースペクティブとを比較し説明して

いる。「実践の伝統的で直線的な見方である心理・社会的捉え方でかかわるとき、ケースワ

ーカーは、社会的側面を個別援助者、社会機関で働く実践者、そして理論家の気まぐれな考

えかたであるとして、その方程式の半分である心理的な理解へと焦点化させてしまうこと

によって、その実践の目的、知識、そして価値をあいまいなものにしてしまう。」（１３０ペ

ージ）と指摘し、「この心理的側面への焦点化は、実践者を、その人の内面の問題にその原

因を求めることとなり、その人が問題を起こし、闘争的で、不適応、騒ぎを起こす等々であ

れば、その人を“病気である”、“責任あり”とし、あるいは社会の要求に対応することに不

適切であると見なしてしまうことになる。」（１３０ページ）と、ソーシャルワーク実践者に

対して警鐘を鳴らしている。「このパースペクティブ（視点）が、実践の医学モデルであり、

病態類型である。」（１３０ページ）と定義している。 

 

５）ケースの範囲 

 従来のケースワークと新しいモデルにおけるケースの範囲の違いを、次のように述べて

いる。「ソーシャル・ケースワーク実践において、直線的パース・ペクティブにケースをと

らえることが従来の見方であった。つまり、問題の捉え方は、あたかも鉛筆をもってＡから

Ｂを導き出すように、その因果要因を追求することであった。そこでケースを、問題をかか

える両親によって引き起こされた子どもの問題ケース、精神内界の障害によって引き起こ

された統合失調症のケース、学校の先生と子どもの間の関係破綻から引き起こされた読み

書きを身につけることの失敗ケースといった具合である。ケースの知覚された範囲（は、本

人の中か、あるいは本人に基づいて、直線的な視点にそって狭くとらえられる。」（１３３ペ

ージ） 

 ケースを見るため、先述した従来の“直線的メガネ”に対し、新たなソーシャルワーク実

践のケースの範囲の見方として、“相互関係メガネ”と“双方向関係メガネ”の違いについ

て説明している。相互関係メガネについて、「我々のメガネが相互関係プリズムを装着して

いれば、相互に関係し合う個々人の活動を照らし出し、ケースの理解の仕方に多くの光を集

めることとなるであろう。」（１３４ページ）たとえば、「この格上げされたメガネは、従来

のメガネより目的に適合したものとなり、多様な役割をもつ個々人の相互影響を反映する、

少なくとも二元的構成によって、ひとつのケースをとらえられるようになるであろう。」（１

３４ページ）と述べ、その結果「そこで、そのようなメガネは、ひとりの男性、ひとりの女
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性、そしてひとりの子ども、あるいはひとつの家族単位をひとつのケースとしてとらえるこ

とではない。むしろ、夫としてのひとりの男性、父親としてのひとりの男性、働き手として

のひとりの男性と、妻としてのひとりの女性、母親としてのひとりの女性、主婦としてのひ

とりの女性と関連付けて理解するであろうし、息子として、娘として、その家族の中での役

割があるものとして理解し、学生についても、その仲間集団の一員として理解する。これら

のすべての個人の相互の繋がりを観察し、その繋がりによってケースを説明する。」（１３４

ページ） 

 ソーシャルワーク実践におけるケースを見ようとするとき、相互関係メガネだけでなく、

双方向関係メガネを必要とすると主張する。「すべてのケースにおいて、これら多様な部分

の意味するところを捉えるためには、双方向関係メガネに変える必要がある。そうすること

によって、その個人が影響を受け、反対にその個人が影響を与えるといった、その人を通し

ての双方向の影響を理解することになる。双方向関係の意味することは、お互いの関連にお

いて、そのすべてが多元的な相互関係にあることである。」（１３４ページ）ケースの新たな

理解の仕方として、次のように説明している。「ケースの双方向的視点は、単に構成要素を

つけ加えるということではなく、ケースの再概念化であり、絡み合う力のシステムを見出し、

すべてにおいて、双方が関係し合い、フィードバックを与え合っていることを見ることを可

能とするものである。」（１３５ページ）この新たなメガネと視点を身につけることによって、

ケースの範囲が大きく変わってくることを指摘している。「このことは、拡大家族と拡大し

た関係、仕事の場、子どもの通う学校、住んでいる地域、そして生活と関わる社会的、政治

的、そして商業的施設を含むことになる。その他に、ケースの範囲は、文化、人種、階級と

特定の価値観へと広げたものとなる。」（１３５ページ） 

 

 ６）システムとしての“ケース” 

 ソーシャルワーク実践の“ケース”をシステムとして理解するということに関し、具体的

な“ケース”を提示し、その説明している。 

 

 － 病院に入院してきた３歳の少年のケース － 

 アフリカ系アメリカ人の３歳の少年が洗たく用アルカリ液で深刻で広範な火傷を負って

一般病院に入院した。両親のけんかのとき、その両者のいさかいのとばっちりを受けて火傷

を負った。母親が手近かにあるものを夫に投げつけた。その投げつけたものが、台所のテー

ブの上にあった洗たく用アルカリ液の入れ物であった。その子は、皮膚の移植を受ける間数

か月、病院にとどまらなければならなくなった。そこで、ソーシャルワーカー、精神科医、

臨床心理士、その他の多くの科の医師の定期的訪問を受けることとなった。彼の家族は、母

親１９歳、父親２２歳、１歳半の妹である。家族は古いスラムにある質素なアパートに住ん

でいる。母親はパートタイムの仕事をもち、父親は車の修理工場で働いているが、機械工と

しての地位を上げたいと考えている。 
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 メイヤーは、この“ケース”をシステムの枠組みからとらえ、そのインターベンション様

式を以下のように図式化して示している。 

 

 

                             （原著：１４８ページ） 

 

 “ケース”のアセスメントとインターベンション（介入）が従来のケースワークのとらえ

方と大きく変化したことを述べている。「“ケース”は関連する要素からなるひとつのシステ

ムになった。アセスメントは、その個人と関連する種々のシステムを含むものへと拡張され

た。インターベンション（介入）は、部分がお互いに影響しあっているため、そのケースの

どの部分に対しても行われることとなった。」（１４９ページ）“クライエント”に関すると

らえかたも変化したことを、「その個人（the individual）、あるいは、その施設（the 

家  族 

父親 母親 

息子 

乳児 

個々の人格 

相互関係 

家族文化 

階層、人種、地位、役割 

自我適応性 

家族ライフスタイル 

病 院 

 医療スタッフ 

 看護師 

 ソーシャルワーカー 

学校 

 父親の職業訓練校 

 母親の高校 

 新生児の保育園 

 （？） 

スラム近隣住民 

 住居 

 地域活動グループ 

 ＯＥＯ職業訓練所 
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institution）が“そのクライエント（the client）”となる」（１４９ページ）と指摘してい

る。 

 

 ７）介入（インテーベンション）の鍵としてのアセスメント：ケース・マップ 

 メイヤーは、一つのケースを二つ方法で示し、その二つのモデルを比較している。第一は、

診断に基づいた処遇計画と、第二は、生態/システム・アプローチによるアセスメントとイ

ンターベンションである。第一のものは、医学的病理モデルであり、第二のものは生態/シ

ステム生活・モデルと呼ぶことができる（１７７ページ）。  

 

－ １３歳の少女のケース － 

このケース場面は、児童相談クリニックにもたらされたもので、１３歳の少女が突然学校

に行くことを拒否するようになり、他の事実として退行的行動を示すようになったという

ものであった。学校の紹介で、母親が子供を伴ってこの相談所にやってきたが、母親自身も

疲れ果て、その問題に当惑していた。そして、すぐに明白になったことは、１３歳の娘の父

親が彼女に性的行為（a sexual advance）を行ったことにより、その娘は友達、学校、そし

て社会生活から完全に引きこもってしまったということであった。この母親は自信を完全

に喪失してしまい、彼女自身の自分にたいする考えや感情を家庭内の習慣にまかせ、彼女の

関心を家庭、教会にだけにまったく限定してしまっていた。（１７７～１７８ページ） 

 

 ①医学的病理モデル 

 母親と子供に対する個々人の成育歴面接の後、臨床会議が開かれ、心理社会的診断が行わ

れた。その娘は、性的体験によって心的外傷を受け、その体験と父親に対する感情の徹底操

作が必要であると判断された。このことは、少女のエディプス的空想を取り除き、成長して

いる１３歳の少女としての現実を受け入れることができるよう、感情転移を使って、ソーシ

ャルワーカーが行うことが最善であると考えられた。母親がその治療計画に加えられるこ

とはなく、治療における時間制限が設定されこともなかった。（１７８ページ） 

 

 ②生態/システム生活・モデル 

 母親が相談所に再来することが求められ（もちろん、父親は来所することはなかった）、

その母親と娘とソーシャルワーカーは、家族の生活に影響を与えている問題をもう一度考

え直した。自分たちのために、自分たちのケースを表現するマップ（a map）を描いた。図

解する見方を創作する過程をとおして、面接の中で、それぞれの特有の貢献をすることとな

り、それと同時に、家庭問題についての物語を発展させることとなった。そのマップは以下

のようなものである。 
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                            （原著：１７９ページ） 

 

 このアセスメントを通して、父親の性的行動を別にしても、その娘は過保護に育てられ、

少年たちや性に対するおそれは、出かけること、新しい関係をつくること、あるいは成長す

ることそのものに対するおそれへと拡大（汎化）していた。家族は宗教熱心で、母親は教会

儀式に出かけるが、そのことが母親の主な外出となっていた。しかし、その教会においてさ

え、母親は、人と付き合いをすることには非常に引っ込み思案であった。少女は芸術のクラ

スを通して、また教会から中世の芸術に興味を持っていた。おたがいの話し合いによるアセ

スメント（a mutual assessment）が行われ、その娘の引きこもりと社会・心理的退行は、

彼女の両親の全般的な社会的孤立とは異なったものであり、両親の社会的孤立は、年齢相応

に家族や仕事の役割、各種の課題を達成するというより成熟した段階におけるものであっ

た。性的行動は一過性のものであり、そのことについて話し合われることはなかった。 

 最初から計画は、その少女の求める興味を支えるために、そのときに応じて変更され、少

女は中世の芸術を展示する美術館に行くこととなった。それから、クリニックでおこなわれ

ている、その少女と同じように、生活の中で恐れを抱く少女たちのグループに参加すること

になり、ソーシャルワーカーは、彼女に代わって学校と連絡をとり、彼女の復学と、欠席中

の遅れを取り戻す作業を調整することとなった。 

母親 父親 

娘 

タクシー運転手 

孤立している 

事件の発端 

 父親の性的行為 

家族の孤立 

 教会のみ参加 
娘への過保護 

登校と友達を好む 

 現在は連絡なし 

教会を通して、 

中世の絵画に 

対する興味をもつ 

男性への恐れ 

外出への恐れ 

成長への恐れ 
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 ソーシャルワーカーは、その問題を理解するときは、行動課題にいつも移し変えていく。

たとえば、母親が教会の社会的活動に参加することに恐れをいだいていると、その活動に参

加するよう促していく。母親と娘は、ソーシャルワーカーとともに継続して相互に問題を定

義付けていく（mutual definition of the problem）ことに全面的に参加し、新しい経験に挑

戦していくことできて、時間の経過とともに、ソーシャルワーカーからの支援は減少し、母

親と娘が自らを見出し、自信をつけていった。もちろん、母親がはつらつとした感覚を得る

にしたがって、娘がもっと自分の考えを表現し、人生に向き合い、怖がることなく成長でき

るよう援助することができるようになった。このケースでは、父親はクリニックに来ること

はなかったが、家族がバランスを取り戻すことによって父親も影響を受け、おそらく幸運に

も、母親と娘の幸福の拡大に、父親が障害となることはなかったと我々は確信する。（１７

９～１８０ページ） 

 

 メイヤーは、以上の２つのモデルを提示し、その２つのモデルの特徴をまとめている。「第

一のものは、診断は症状分析に限定され、問題は精神内界のものとして認識されている。感

情転移を通して少女を成長させるという計画は、治療における主要な影響力は、もし彼女の

生活の中にあるのではなく、ソーシャルワーカーとの専門関係にあるという考えに基づい

ている。診断そのものは臨床会議においておこなわれ、問題を再考するために、認知と現実

検討を行う自我の強さを使う機会を母親と娘に与えることはなかった。そのケースは、形式

的に一対一の言語的出会いに限定され、心理社会的体験や成長の場としての少女の生活空

間や家族や社会的ネットワークは排除された。」（１８０～１８１ページ）ところが、「第二

のものは、母親と娘は問題を把握するために加えられ、その状況をいかに改善するかという

選択の機会が母親と娘に与えられた。マップに描かれたように、理解する範囲は、母親と娘

が望む限り、そして考えることが可能なところまでとし、その母親と娘の判断にまかすこと

である。」（１８１ページ）とメイヤーは説明し、その両者モデルにおける診断やアセスメン

トの違いを明確化している。   

その違いに加え、「病気であるとか、健康であるという考え方を、不調和、あるいは調和

し、適合しているという考え方に変更することにより、クライエントの生活空間を、困難の

原因にもなったものを、幸福の源泉へと変化させることができるであろう。」（１８１ページ）

と述べている。インテーベンション（介入）に関して、「インターベンションへの鍵は、適

切な（クライエントとソーシャルワーカー）相互のかかわりによって定義されるアセスメン

ト（mutually defined assessment）であることであり、ケースについての正しい理解なし

には、インターベンッションは危うく、そして危険なものになる。」（１８１ページ）と指摘

している。 
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４．『ソーシャルワーク実践：モデルと方法』－ピンカスとミナハン 

 

ピンカスとミナハンは『ソーシャルワーク実践－モデルと方法』を１９７３年に出版した。

システム理論とその概念を使って、ソーシャルワーク実践を体系化した。 

 

 １）ソーシャルワーク実践の定義 

 ピンカスとミナハンはソーシャルワーク実践の定義している。実践対象を「人々」と「社

会環境」と、「その相互関係」であるとした。 

 

ソーシャルワーク実践の定義(ピンカスとミナハン, 1973 年) 

ソーシャルワークは、生活課題を解決し、苦痛をやわらげ、希望と価値を実現するための

人々の能力に影響する環境と人々の相互関係にかかわることである。そこで、ソーシャルワ

ークの目的は、（１）人々の問題解決と対処能力を高めること、（２）社会資源、サービス、

機会を提供するシステムと人々をつなげること、（３）効果的で人間的に機能するシステム

を推進すること、そして（４）社会政策の改善と開発に貢献することである。（９ページ）   

 

 その上で、「人々」に対しては、目的（１）として、その人々の“問題解決”と“対象能

力”を高めるように働きかける。従来のケースワークにおける“病気”や“不適応”の人々

に対し“診断”し“治療”するのではなく、“人々”の“問題解決”を高めることを目的と

することが強調されている。目的（３）の社会環境に関しては、従来のケースワークの「人

―環境」といった二者択一の考え方ではなく、均衡を保った全体システムの中の相互に関係

する（部分）システムとしてとらえるところに特徴がある。そのシステムと人々をつなげる

ことが、目的（２）で述べられている。そして、システムの改善と、システムそのものが無

い場合、社会政策の開発により新たなシステムを創出することが目的（４）となっている。 

 

 ２）ソーシャルワーク実践の機能 

 続いてソーシャルワーク実践の機能を明確化している。つまり、ソーシャルワーカーは、

何をする専門家であり、どのような役割をもつかを明らかにした。 

 

ソーシャルワーク実践の機能（原著１５ページ） 

１．ソーシャルワーカーは、人々の問題解決と対処能力 を強化し、かつ効果的につかいえ 

るよう、その人々を援助する。 

２．ソーシャルワーカーは、人々と社会資源システムとの連結を誘導する。 

３．ソーシャルワーカーは、人々と社会資源システムとの間の相互関係を促進し、あるい 

は変更し、あるいは新たな関係を作り出す。 

４．ソーシャルワーカーは、人々と社会資源システムの中に相互関係を促進し、あるいは 
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変更し、あるいは新たな関係を作り出す。 

５．ソーシャルワーカーは、社会政策の開発、あるいは改正に貢献する。 

６．ソーシャルワーカーは、物的資源を提供する。 

７．社会的執行機関として、サービスを提供する。 

 

 

１）４つのシステム 

 ピンカスとミナハンは、ソーシャルワーク実践におけるシステムとしての考え方を強調

し、４つのシステムの説明を行っている。例として、「裁判所に関わるソーシャルワーカー

は、裁判所員、家族、学校、職場、裁判所、弁護士、自らが所属する機関、他の地域機関と

ともに働く。ナースイング・ホームで働くソーシャルワーカーは、利用者、施設長や他の施

設職員、家族、家庭医、保険庁や福祉部の職員、病院、教会、ボランティアグループ、そし

て他の地域の社会資源とともに働く。地域センターのソーシャルワーカーは、家族、多様な

年齢層、多様なインタレスト（十代、幼児、高齢者、生活保護を受ける母親、地域の会社員）、

家主、市の建物調査官、保健所、職業相談所、地域の民生院員や施設とかかわる。」（５３ペ

ージ）と述べている。このような多様な人々、機関、施設、サービスや社会資源とのかかわ

りの中でのソーシャルワーク実践において、ソーシャルワーカーは多様な対象を把握し、関

連づける専門的概念枠組みを必要とする。その概念枠組みとして、４つのシステム概念を提

起し、説明した（表 ）。 

 

表（ ）４つのシステム 

１．チェンジ・エイジェント・システム：社会機関や雇用されている組織に所属するチェ 

ンジ・エイジェントとその人々である。 

２．クライエント・システム：チェンジ・エイジェントからのサービスを受ける許可と、 

そのサービスを求める人々であり、サービスの恩恵を求め、その社会機関からの承認を

得るか、あるいは契約を結ぶ人々である。 

３．ターゲット・システム：チェンジ・エイジェントの目標を達成するために、変わる必 

要のある人々である。 

４．アクション・システム：チェンジ・エイジェントであり、チェンジ・エイジェントと 

ともに、目標を達成するため、そしてターゲット・システムに影響を与えるために、共

に働く人々である。 

（原著６３ページ） 

 

 ４）ソーシャルワーク実践の過程 

 ケースワークの診断主義派の場合、ケースに対し、“診断”を行い、その診断に基づいて

た“治療”を行うといった直線的な過程で、ソーシャル・ケースワーク実践を捉えることが
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あった。身体的病気のように、その症状から、その病気の原因を追求し、たとえば、病原菌

とか、外傷とかの原因が特定できれば、その原因を取り除くことで、治療が行われることに

なるという考え方である。いわゆる、因果関係の特定可能性が、その治療（実践）過程の前

提としてある。 

しかし、ソーシャルワーク実践における“問題”は、その因果関係を特定できるとは限ら

ない、むしろ因果関係を特定することが不可能なことが多い。そこで、ピンカスとミナハン

は、ソーシャルワーク実践は“問題解決の過程”であるとした。先ず、ソーシャルワーク実

践の「目的」を明確にし、その目的を達成するための具体的な「課題」を設定する。その後、

その課題が達成されたか「評価」を行う。その評価は「終結」か、目的を変更するか、新た

に設定するか、あるいは、未解決として、最初の過程に戻るかを決定する。ピンカスとミナ

ハンは、この問題解決過程をソーシャルワーク実践の過程として、図（ ）のように図式化

した。 

 

 

（原著８６ページ） 

 

５．『ソーシャルワーク実践のライフ・モデル』－ジャーメインとギッターマン 

 

 ジャーメインとギッターマンは『ソーシャルワーク実践のライフ・モデル』を１９８０年

開始 

他に 

目的は？ 結果目標 

方法目標 

課題  1 2 

評価： 

課題は目的を

達成したか？ 

はい 

いいえ 

なぜ 

いいえか？ 

目的 

いいえ 

はい 1 

終了 

目的の 

変更 

課題の 

再作成 

1 

2 

図（ ）ソーシャルワーク実践の過程（ピンカスとミナハン, 1973 年） 
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に出版した。３つ実践モデルを比較している。臨床モデル（clinical model）、ソーシャル・

アクションモデル（social action model）、ライフ・モデル（生活モデル）（life model）であ

る。 

 

① 臨床モデル 

もしも人々が体験している問題が、その人の内面にあるとし、精神病理であると理解され

ると、専門的介入は精神療法用語によって説明されることになるであろう。目標は内的変化

を意味するであろう。実践方法は、クライエントの感情や態度の気付きを得て、行動変容を

達成するよう、心理的技法の使用に頼ることになるであろう。“具体的サービス”として、

狭く考えられるところの、多少の注意が、環境調整に与えられるかもしれない。 

 例として、リッキィー少年、８歳が学校に行くことを拒否し、現在、学校側は彼を特殊学

校に転校するように迫っている。問題は学校恐怖症と考えられた。精神病理の強調は、直線

的で、二者択一的な少年に対する見方となり、彼の生活空間からかけ離れたものとなる。彼

は、心理的“消費税”を必要とする精神的障害を抱えていると理解される。望ましいことと

して、親子分離に伴って、彼と母親は同様の問題を抱えていると判断され、母親も治療に加

えられるかもしれない。少なくとも今は、それぞれ別々に治療され、おそらく別々の治療者

によって行われるであろう。援助は精神内界の心理的過程に焦点が向けられ、その問題に関

連していると考えられる学校や近隣状況について注意が向けられることはほとんどない。

（１１ページ） 

 

 ② ソーシャル・アクション・モデル 

 もしも人々の問題やニーズが環境の内に存在するとし、社会病理として理解されるなら

ば、専門的インターベンション（介入）は、ソーシャル・アクッションについての社会―制

度的用語を使って説明されことになろう。目標は外的変革を意味するであろう。実践方法は、

クラス（class-）、あるいはケース・アドボカシー（case-advocacy）技術を使用することに

なるであろう。その人口のウェル・ビーイングについての人間性への関心があるものの、と

きに大々的な変革を達成することになる個別のニーズ、弱さ、あるいは痛みに対する関心に

はほとんど配慮されることはない。 

 このような問題の理解の仕方をすると、リッキー少年の問題は抑圧的学校制度の問題と

して捉えられる。学校の政策である少年の転校への脅しに対し、ソーシャルワーカーは、そ

の地域の親たちを動因し、合法的なクラス・アクションを巻き起こすか、あるいはリッキー

少年に代わって、個人的アドボカシー（individual advocacy）を行うであろう。どちらの方

法であれ、リッキー少年の個人的ニーズや生活状況の中で経験している家族の痛みに対し

ては、ほとんど注意がはらわれることはないであろう。リッキー少年の権利が勝ち取られ、

その学校に残ることが可能かもしれないが、彼が援助を受けることにはならないであろう。

彼が学校に通学することを妨げていた最初の問題はそのままに残され、彼は学校に戻るこ
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とにはならないであろう。（１１～１２ページ） 

 

 ③ ライフ・モデル（生活モデル） 

 もしも人々の問題やニーズが人と環境の間に存在するとし、生活空間内の不適合相互関

係として理解されるならば、専門的インターベンション（介入）は、ライフ・モデル（生活

モデル）についての相互適合過程の用語を使って説明されることになろう。目標は、（その

人の）強化された適合能力と、増強された環境の対応性を意味するであろう。心理的に方向

付けられた技術は、（その人の）認知、知覚、感情、そして行動の理解を大切にしながら、

（その人の）パーソナリティの中の（病理ではなく）成長力に向けられるであろう。それと

同時に、社会的場面と心理的場面において（その人を）支持することであり、（ソーシャル

ワーカーの環境への）はたらきは、ワーカー自身の所属する組織を含めて、クライントが頼

りにしている組織の対応を強化することに向けられる。 

 リッキー少年の例については、顕著で関連する要因により、効果的援助を可能とするため

に、生活空間の中で最初にかかわるポイントが幾つかある。１）問題は家族内関係の中にあ

るかもしれない。２）問題は、家族と学校との相互関係（transactions）の中にあるかもし

れない。そこで援助は、家族と学校とのコミュニケーッションの障害となるものを取り除き、

相互のかかわり（reciprocity）を増やしていく。３）薬物依存者は暴力的な若者たちのいる

近隣を、学校へ通学するために通り抜けなければならない少年の現実の恐怖が、問題のきっ

かけとなっていると理解する。少年の両親が、他の親たちと一緒になって、学校区内の警察

官の巡回やバスの利用について、学校や警察に相談にいくよう援助できるであろう。４）そ

れからまた、学校体制やリッキー少年のクラス環境が原因の可能性もある。ソーシャルワー

カーと教師がクラスのミーティングを考えるかもしれないし、教師と生徒は共通の体験に

ついての感情や考えを表現することを学ぶことになるであろう。そのようなアプローチは、

リッキー少年への援助になるだけでなく、予防として、すべての子どもと教師への援助とも

なるであろう。子どもたちによってスケープ・ゴートをつくりだすことや、教師の歪んだ対

応や期待、あるいはクラス内の不適合相互関係を少なくしていくことができるであろう。も

っとも多くの場合、問題は多様な領域に存在し、それぞれに専門的かかわりを必要とするで

あろう。（１２～１３ページ） 
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