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資料１ 全米ソーシャルワーク教育学校協議会の「教育方針２．１．６」 

 

 

教育方針２．１－専門力量の核（コア） 

 教育方針２．１．１－専門職ソーシャルワーカーとして自覚し、それに相応しい行動が 

とれる教育を行う。 

 教育方針２．１．２－ソーシャルワークの倫理原則を応用し、専門実践が行える教育を 

行う。 

 教育方針２．１．３－クリティカルな考え方（critical thinking）を応用し、専門的判断 

           が行える教育を行う。 

 教育方針２．１．４－多様性と個々の違いを尊重する実践が行える教育を行う。 

 教育方針２．１．５－人権と社会・経済正義を発展する実践が行える教育を行う。 

 教育方針２．１．６－リサーチに裏付けられた実践（research-informed practice）と実 

践に裏付けられたリサーチ（practice-informed research）が行え 

る教育を行う。 

 教育方針２．１．７－人間行動と社会環境についての知識の応用が行える教育を行う。 

 教育方針２．１．８－社会・経済的ウェルビーイングを発展し、効果的ソーシャルワー 

ク・サービスを行き渡らせる政策実践（policy practice）に参加 

が行える教育を行う。 

 教育方針２．１．９－教育プログラム背景を配慮した実践が行える教育を行う。 

 教育方針２．１．１０（a）－（b）－個人、家族、集団、組織、地域への参画（engage）、 

評定（assess）、介入（intervention）、評価（evaluation） 

   教育方針２．１．１０（a）－ 参画 

   ソーシャルワーカーは、 

・ 個人、家族、集団、組織、地域への実質的、効果的活動の用意し、 

・ 共感と対人関係技術の活用し、 

・ 作業（work）とその結果についての相互確認（mutually agreed-on）を発展させ

る。 
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資料２ ソーシャルワーク・リサーチの主な文献 

 

 

・Richard M. Grinnell, Jr. (1981). Social Work Research and Evaluation. F.E. Peacock  

Publishers, Inc. 
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・Richard M. Grinnell, Jr. (3rd Edition) (2001). Social Work Research and Evaluation:  

Quantitative & Qualitative Approaches. F.E. Peacock Publishers, Inc. 
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・Larry W. Kreuger and W. Lawrence Neuman. (2006). Social Work Research Methods:  

Qualitative and Quantitative Applications. Pearson Education, Inc. 
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ソーシャルワークリサーチの主な文献（１９９７年～２０１２年） 

・Sidney E. Zimbalist (1977). Historic Themes and Landmarks in Social Welfare  

Research. Harper & Row, Publisher. 

・Richard M. Grinnell, Jr. (1981). Social Work Research and Evaluation. F.E. Peacock  

Publishers, Inc. 

・Allen Rubin and Earl Babble (3rd Edition) (1997). Research Methods for Social Work.  

Brooks/Cole Publishing Company. 

・Christine Marlow (2001) (3rd Edition). Research Methods for Generalist Social Work.  

Brooks/Cole. 

・Irwin Epstein and Susan Blumenfield (Editors) (2001). Clinical Data-Mining in  

Practice-Based Research: Social Work in Hospital Settings. The Haworth Social Work  

Practice Press. 

・Richard M. Grinnell, Jr. (3rd Edition) (2001). Social Work Research and Evaluation:  

Quantitative & Qualitative Approaches. F.E. Peacock Publishers, Inc. 

・Leon H. Ginsberg (2001). Social Work Evaluation: Principle and Methods. Allyn and  

Bacon. 

・Robert W. Weinbach and Richard M. Grinnell, Jr. (5th Edition) (2001). Statistics for  

Social workers. Allyn and Bacon. 

・Denise Montcalm and David Royse (2002). Data Analysis For Social Workers. Allyn  

and Bacon. 

・W. Lawrence Neuman and Larry W. Kreuger (2003). Social Work Research Methods:  

Qualitative and Quantitative Applications. Pearson Education, Inc. 

・Larry W. Kreuger and W. Lawrence Neuman. (2006). Social Work Research Methods:  

Qualitative and Quantitative Applications. Pearson Education, Inc. 

・Rafael J. Engel and Russell K. Schutt (2010). Fundamentals of Social Work Research.  

SAGE. 

・Andrew Whittaker (2nd Edition) (2012). Research Skills for Social Work. SAGE. 
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資料３『社会福祉研究』（学界回顧と展望、ソーシャルワーク部門）をもとに 

 

ソーシャルワーク部門の回顧と展望 

北島 英治 

Ⅰ．はじめに 

 

 ここでは２０１１年度、２０１１年３月までに発行された国内と国外、特に北米のソーシ

ャルワーク部門の専門雑誌を基に、その回顧と展望をこころみた。参照した主なる国内の専

門雑誌を表１に示す。 

 

           表１．国内の専門雑誌と組織・団体 

   専門雑誌               組織・団体 

『社会福祉学』        日本社会福祉学会 

『ソーシャルワーク学会誌   日本ソーシャルワーク学会（旧・社会福祉実践理論学会） 

（社会福祉実践理論研究）』 

『社会福祉研究』       鉄道弘済会 

『ソーシャルワーク研究』   相川書房 

 

 国外、特に北米のソーシャルワークに関する主なる専門雑誌を表２に示しておく。 

 

表２．国際・米国の専門雑誌と組織・団体 

 Official journals 専門雑誌               Organizations 組織・団体 

International Social Work          International Association of Social Work (IASW) 

                 国際ソーシャルワーク学校連盟 

                                  International Council on Social Welfare (ICSW) 

                 国際社会福祉協議会 

                                  International Federation of Social Workers (IFSW) 

                 国際ソーシャルワーカー協会 

Social Work                       National Association of Social Workers (NASW) 

                 全米ソーシャルワーカー協会 

Journal of Social Work Education   Council on Social Work Education (CSWE) 

                 全米ソーシャルワーク教育協議会 

Families in Society                旧・Journal of Social Casework  

Social Service Review              School of Social Service Administration of  

the University of Chicago 

シカゴ大学、ソーシャルサービス学部 
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Smith College Studies in Social     School of Social Work, Smith College 

Work               スミス・カレッジ、ソーシャルワーク学校 

 

２０１１年３月までに発行された国内と国外、特に北米の専門雑誌を基に、ソーシャルワ

ーク部門に関する「回顧と発展」をこころみようとした。しかし、一方では、そのテーマは

非常に多様であり、他方、その内容においてはユニークな論文が多く見られた。全体を概観

し、それらをまとめて範疇化することは至難の業であることがわかった。そこで今回は、以

下の３つの視点に注目することにした。ソーシャルワーク実践における「ストレングスの視

点」、「エンパワーメント・アプローチ」、そして「コンストラクティブ・ソーシャルワーク」

である。そして、２０１１年３月までに発刊された論文等に記載された文献をたよりに、そ

の３つの視点の起源を求め、できるだけ過去へとたどってみることによって、その発展の経

緯を探求してみることで、今回の「回顧と発展」とすることにした。 

 

 

Ⅱ．ソーシャルワーク実践における「ストレングスの視点」の回顧と発展 

 

 『社会福祉研究』（２０１０年、１０月、第１０９号、２０～３０頁）において、田中英

樹は、「精神障害者支援の新パラダイム－精神障害者を支える実践と権利擁護－」をまとめ

ている。３つのモデルとして、ステイ・イン・サービス（場のサービス）、アウトリーチ・

サービス（届けるサービス）、ピアサポート・サービス（仲間によるサービス）を説明して

いる。その３つのモデルのもとに、精神障害者支援の思想の深化と実践の広がりがあること

を指摘している。その思想の深化として、「最近では、エンパワメントやストレングス、そ

してリカバリーが強調されてきている」と述べ、「この３つのキーワードは、エンパワメン

トが目標であり、その接近方法がストレングスモデルであり、そのプロセスがリカバリーで

ある」（論文、２８頁）と述べている。 

『社会福祉学』（２００９年、５月、Ｖｏｌ．５０－１、１３４～１４７頁）において、

奥村賢一は、「実践報告：ストレングスを基盤にしたケースメネジメントの有効に関する一

考察－軽度知的障害者の地域生活支援実践を通して－」の冒頭、「ソーシャルワーカーがク

ライエントと協働していくために良好な関係性を築いていくことは重要である」と述べて

いる。「ストレングスの視点」を基盤とし、クライエントとの良好な関係形成を可能にし、

地域生活支援における専門的援助技法として友好的機能することを軽度知的障害者の事例

を用いて示している。この論文の基礎となっている「ストレングスの視点」を基盤としたソ

ーシャルワーク実践に関連した文献をあげている。ここでは、「ストレングスの視点」の考

え方がどのように発展してきたか回顧するため、奥村があげている関連する文献を年代順

に示してみよう。 
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「ストレングスの視点」に関連する文献（奥村、２００９年） 

１９８９年：Ann Weick, Charles Rapp, W. Patrick Sullivan, and Walter Kisthardt. A  

Strengths Perspective for Social Work Practice. Social Work, July 1989, 

pp350-354. 

１９９２年：Dennis Saleebey. The Strengths Perspective in Social Work Practice.  

Pearson Education, Inc. 

１９９４年：Charles D. Cowger. Assessing Client Strengths: Clinical Assessment for  

Client Empowerment. Social Work, Volume 39, Number 3, May 1994,  

pp262-265. 

１９９６年：小松源助、「ソーシャルワーク実践におけるストレングス視点の特質とその展 

開」、『ソーシャルワーク研究』Ｖｏｌ．２２、Ｎｏ．１，４６－５５頁。 

１９９９年：(Rose) Rosalie J. Russo. Applying a Strength-Based Practice Approach in  

Working with People with Developmental Disabilities. Families in Society,  

January-February 1999, pp25-33. 

 

 この中の Ann Weick 他（１９８９年）の論文は、ソーシャルワーク実践の発展のなかで、

「ストレングスの視点」の起源をうかがわせることを述べている。その部分を引用してみよ

う。（以下、原文のニュアンスをそのまま受け取るため、できるだけ英文のままで示すこと

にした。）まず、伝統的な「“問題”に焦点化し、“問題”を定義する過程としてのソーシャ

ルワーク実践（the focus of the problem and the process of defining it）」の特徴を３つあ

げている。 

 

「“問題”に焦点化し、“問題”を定義する過程としてのソーシャルワーク実践（the focus of 

the problem and the process of defining it）」の特徴（Ann Weick 他、１９８９年） 

① the problem invariably is seen as a lack or inability in the person affected, 

② the nature of the problem is defined by the professional, and 

③ treatment is directed toward overcoming the deficiency at the heart of the problem. 

 

 そして、ソーシャルワーク実践において「発展しているストレングスの視点（Developing 

a Strength Perspective）」の節では、Smalley（１９６７年）の『ソーシャルワーク実践の

ための理論』を引用して次のように述べている。 

 

      「発展しているストレングスの視点」（Smalley、１９６７年） 

 The value of the profession provides the necessary foundation for an approach to 

helping that is dedicated to the development of people’s strengths. In the words of 

Smalley (1967), 
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 The underlying purpose of all social work effort is to release human power in  

individuals for personal fulfillment and social good, and to release social power for the 

creation of the kinds of society, social institutions, and social policy which make self-

realization most possible for all men [or women]. Two values which are primary in 

such purposes are respect for the worth and dignity of every individual and concern 

that he [or she] have the opportunity to realize his [or her] potential as an individually-

fulfilled, socially contributive person. (p.1) 

 

 Smalley（スモーレー）は「機能主義ソーシャル（ケース）ワーク」の旗頭でもある。『ソ

ーシャル・ケースワークの理論』（１９７０年）の中では、診断主義ケースワークの旗頭で

あったフローレンス・ホリスの論文である「ケースワーク実践への心理社会的アプローチ

（The Psychosocial Approach to the Practice of Casework）」と並べて、スモーレーの論文

である「ケースワーク実践への機能的アプローチ（The Functional Approach to Casework 

Practice）」が並べて記載されている。その機能的アプローチのケースワークの起源につい

て、『ソーシャルワーク実践のための理論』（スモーレー、１９６７年）の中で、「機能的ソ

ーシャルワーク（Functional social work）は、バージニア・ロビンソン（Virginia Robinson）

とジェシー・タフト（Jessie Taft）を指導者として、ペンシルバニア大学のスクール・オブ・

ソーシャルワークにおいて発展してきた。かれらは、ミード（Mead）とデユーイ（Dewey）

の思想と教えから多大の影響を受け、その後はオットー・ランク（Otto Rank）から影響を

受けた」（原著、ｘ頁）と述べている。 

すぐに続けて、「機能的ソーシャルワーク」と「診断的ソーシャルワーク（Diagnostic social 

work）」を比較して、前者は「病気の心理（psychology of illness）からではなく、成長の心

理（psychology of growth）から働きかけることであり、人間の創造的潜在力（the creative 

potential）とともに、人間の成長を促進する社会的、文化的要因にも重点をおくという心理

的基礎において異なるものである」と述べている。また、タフトがドイツ語から英語に訳し

たランクの『意志療法（Will Therapy）』（１９３６年）の第８章において「運命と自己決定

（Fate and Self Determination）」について述べられている。 

 このことから、「ストレングスの視点」は、奥村の研究（『社会福祉学』、２００９年）の

底にながれている考え方をたどっていくと、１９６０年代の「機能的ソーシャルワーク」へ

と導かれ、その考えや思想には、人類学者のミードや、教育学者のデユーイから、そしてフ

ロイドとの袂を分かち、「いま、ここ」におけるクライエントの“意志（will）”や「自己決

定（self-determination）」を重視したオットー・ランクへと導かれる。ソーシャルワーク実

践における「ストレングスの視点」のひとつの源流が、そこにあると推測できる。 

 また、奥村の研究のなかで示されている「ストレングスアセスメント」の基礎となってい

る Charles D. Cowger（１９９４年） の論文の中の「クライエントのストレングスを、ク

ライエントともにソーシャルワーカーが協同してアセスメントするための指標（Guidelines 
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for Strength Assessment）」をまとめて示しておこう。 

 

クライエントのストレングスを、クライエントとともにソーシャルワーカーが協同してア

セスメントするための指標（Charles D. Cowger、１９９４年） 

・Give preeminence to the client’s understanding of the facts. 

・Believe the client. 

・Discover what the client wants. 

・Move the assessment toward personal and environmental strengths. 

・Make assessment of strengths multidimensional. 

・Use the assessment to discover uniqueness. 

・Use language the client can understand. 

・Make assessment a joint activity between worker and client. 

・Reach a mutual agreement on the assessment. 

・Avoid cause-and-effect thinking. 

・Assess; don not diagnose. 

 

 ２０１１年３月までの過去２年間の「ストレングスの視点」に関連したその他の文献を以

下にあげておく。 

 

その他の「ストレングスの視点」に関連した文献 

April-June 2009. Families in Society. Volume 90, Number 2, p162-166. Barbara Probst.  

Contextual Meaning of the Strength Perspective for Social work Practice  

in Mental Health. 

July 2009 Social Work, Volume 54, Number 3, p278-?, Cheryl Waites. Building on 

Strengths: Intergenerational Practice with African American Families. 

社会福祉学 ２００９年．８月 Ｖｏｌ．５０－２、（１０３～１１２頁）狭間香代子、学 

会企画テーマセッション：福祉現場における人権とアドボカシー、「ストレン

グス視点とアドボカシー」 

July-September 2009. Families in Society. Volume 90, Number 3, p255-260. Edward  

Rawana & Keith Brownlee. Making the Possible Probable: A  

Strength-Based Assessment and Intervention Framework for Clinical  

Work With Parents, Children, and Adolescents. 

October-December 2009. Families in Society. Volume 90, Number 4, p425-430. Jill G.  

Grant & Susan Cadell. Power, Pathological Worldviews, and the Strengths  

Perspective in Social Work. 

October-December 2009. Families in Society. Volume 90, Number 4, p431-438. Kevin D.  
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Blair, David B. Taylor, & Craig J. Rivera. Strength and Stressors in a  

Population of Kinship Caregivers: Implications for Caseload Management  

and Administration. 

October-December 2009. Families in Society. Volume 90, Number 4, p454-461.  

Marie-Christine Saint-Jacques, Daniel Turcotte, & Eve Pouliot. Adopting a  

Strength Perspective in Social Work Practice With Families in Difficulty:  

From Theory to Practice. 

 

 

Ⅲ．ソーシャルワーク実践における「エンパワーメント・アプローチ」の回顧と発展 

 

『社会福祉学』（２０１０年．２月 Ｖｏｌ．５０－４、５５～６７頁）において、滝口

涼子と伊藤冨士江は、「論文：犯罪被害者遺族の被害者運動－エンパワメント・アプローチ

に着目して－」を発表している。その要旨の中で、「エンパワメント・アプローチ」の視点

から、＜パワーの欠如状態＞、＜エンパワメントの構成要素＞、＜パワーの生起するレベル

＞の３点に関して考察を加えたと述べている。犯罪被害者遺族の被害者運動の全体を通し

て、ある過程が見いだせるとして、それをまとめている。 

 

犯罪被害者遺族の被害者運動の過程（滝口、伊藤、２０１０年） 

① 事件後、遺族は絶望的な悲嘆や理不尽な思いを経験するなかで、「被害者の会」につな

がるようになる。 

② 遺族同士で交流を深め互いの状況を話し合うことで、憎しみ、悔しさなどのネ 

ガティブな感情を受け止め合うことができる関係を築くようになる。 

③ 自分を含めた遺族をめぐる困難な状況を理解することにより、社会制度的な問 

題に気づき、自分たちの進むべき道を見いだすようになる。 

④ 署名活動などを行い自分たちの要求を社会に訴えるようになる。 

 

「こうした過程は、当事者のもつ問題だけでなくパワーにも焦点をおくという認識を基に

すると、ソーシャルワーク実践におけるエンパワメントの過程と合致する。」（６４頁）と述

べている。また、「エンパワメントを構成するようそとしては、理論的研究の蓄積によって、

次の４つが明らかにされている。」（６４頁）と述べ、それらを列挙している。 

 

当事者のもつ問題だけでなくパワーにも焦点をおく見方（滝口、伊藤、２０１０年） 

① 自分自身や自分のおかれた社会政治的環境に対する態度や信念を批判的に検討するよ

うになる。 

② 集団的な体験を通して個々人の経験を正当化できるようになる。 
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③ 批判的思考や行動に向けた知識や技能を高めるようになる。 

④ 個人的および政治的な変革をおこすための活動をするようになる。 

 

 滝口と伊藤は、研究のまとめの中で次のように指摘している。「悲嘆にくれる遺族」ある

いは「加害者を糾弾する家族」というステレオタイプのイメージではなく、研究を通して浮

かび上がってきたものは、犯罪被害者の家族が「絶望的な状況におかれながらも、むしろそ

れを原動力にして被害者の権利獲得に向けて行動を起こす被害者遺族の姿・・・」（６５頁）

であったと述べている。その被害者のなかにみられた「力」を、Saleebey（２００９年）の

「レジリエンス（resilience）」の概念を引用して、「本調査において、レジリエンスの定義

にあてはまるような協力者の特徴がみられたが、被害者・遺族のレジリエンスの具体的内容

や特徴について検討したい」と述べ、「その際、家族を殺されたことによる喪失感、悔しさ

などの遺族の否定的・心情的な部分が、肯定的・社会的なものに変容するという力動的側面

の分析がもとめられる」と指摘している。 

参考のため、Saleebey（２００９年）の定義を示しておこう。他には Norman（２００

０年）の編集した『Resiliency Enhancement』の論文集がある。 

 

       「レジリエンス」の定義（Saleebey、２００９年） 

Resilience is a process – the continuing growth and articulation of capacities, knowledge, 

insight, and virtues derived through meeting the demands and challenges of one’s world, 

however chastening. [Dennis Saleebey (2009), p13] 

 

この論文の基礎となっている「エンパワメント・アプローチ」を基盤としたソーシャルワ

ーク実践に関連した文献をあげている。ここでは、「エンパワメント・アプローチ」の考え

方がどのように発展してきたか回顧するため、滝口と伊藤があげている関連する文献を年

代順に示してみよう。 

 

「エンパワメント・アプローチ」に関連する文献（滝口、伊藤、２０１０年） 

１９９４年：Cox, E. O. and Parsons, R. J. Empowerment-Oriented Social Work Practice  

with the Elderly. Brooks/Cole. （＝１９９７年、小松源助監訳『高齢者エン

パワーメントの基礎－ソーシャルワーク実践の発展を目指して』、相川書房） 

１９９８年：Lorraine M. Gutiérrez, Ruth J. Parsons, and Enid Opal Cox. Empowerment  

in Social Work Practice: A Sourcebook, Brooks/Cole Publishing Company. 

（＝２０００年、小松源助監訳、『ソーシャルワーク実践におけるエンパワー

メント：その理論と実際の論考集』、相川書房） 

１９９８年：和気和子『高齢者を介護する家族－エンパワーメント・アプローチの展開に 

向けて』、川島書房 
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 この『ソーシャルワーク実践におけるエンパワーメント：その理論と実際の論考集』（２

０００年）の中において引用されている Solomon （１９７６年）『ブラック・エンパワーメ

ント：抑圧されたコミュニティの中でのソーシャルワーク（Black Empowerment: Social 

Work in Oppressed Community）』から「エンパワーメント」の定義を引用し、原文とその

邦訳を列挙してみよう。（ここでは、邦訳として「エンパワメント」ではなく、「エンパワー

メント」の語句を使用することにする。） 

 

エンパワーメントの定義（Solomon、１９７６年） 

Empowerment is defined here as a process whereby the social worker engages in a set of 

activities with the client or client system that aim to reduce the powerlessness that has 

been created by negative valuations based on membership in a stigmatized group. (p.19) 

 

「エンパワーメントとは、スティグマを負った集団に属する成員間の底にある否定的評価

によって作り上げられてきたパワーレスネスを減少することを目標とする活動に、クライ

エントやクライエントシステムと共に、ソーシャルワーカーが加わろうとする一つの過程

であると、ここでは定義する。」（１９頁） 

 

 ここで重要な点は、「エンパワーメント」をソーシャルワーカーための、ソーシャルワー

ク実践の多くある過程の中の「一つの過程（a process）」としてとらえていることである。

この「一つの過程」を考えていく上で、たとえばパ－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。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、

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。） 

 

 

ソーシャルワーク実践の４つの過程 / 方法の定義 

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。



15 

 

(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

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。（パ

ールマン（１９５７年）『ソーシャル・ケースワーク：問題解決の過程』） 

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』） 

 

「エンパワーメント」にもう一度戻って、ソーシャルワーク実践の「一つの過程」である

ということを、Solomon （１９７６年）はその「序文」に、次のように特にことわって述

べていることからもわかる。 

 

「序文」（Solomon、１９７６年） 

Introduction 

This book has been written primarily for social workers in training and in practice who 

are seeking more effective strategies for helping client in black communities achieve 

personal and collective goals. (p.1) 

 

そこで、「エンパワーメント・アプローチ」はまた、ソーシャルワーク実践の一つの「過

程（process）」であり、ソーシャルワーク実践における「エンパワーメント・プロセス（過

程／方法）」として捉えることができる。その「過程／方法」をソロモンは次のようにまと

めている。「最初の段階が最も重要であるが、すべての過程において通じるものであり、必

ずしも順序通りになるわけではないが、四つのグループに範疇化することができるであろ

う。」 

 

「エンパワーメント・プロセス（過程／方法）」（Solomon、１９７６年） 

(1) Establishing rapport; 

(2) Establishing the practitioner’s expertise; 



16 

 

(3) Assessing accurately the client’s strengths; and 

(4) Establishing the client as causal agent in achieving a solution to the presenting 

problem. (p. 315) 

 

（１） ラポートを築き、 

（２） 実践者の専門性を築き、 

（３） クライエントの強さ（strengths）の正確なアセスメントを（訳注：クライエントと

ともに）おこない、そして 

（４） 提起されている問題の解決に向けて、影響力あるエージェント（causal agent）と

して、そのクライエントと（訳注：ともに）実践する。 

 

 そして、ソーシャルワーク実践者のエンパワーメント過程（process）の目標と、その技

法(原著、２６頁)として、つぎのように説明している。（わかりやすくするために、重要な用

語にハイライトとアンダーラインをつけてみた。） 

 

ソーシャルワーク実践者のエンパワーメント過程（process）の目標と、その技法 

(1) Helping the client perceive himself as causal agent in achieving a solution to his 

problem or problems. 

(2) Helping the client to perceive the practitioner as having knowledge and skills which 

he (the client) can use. 

(3) Helping the client to perceive the practitioner as peer-collaborator or partner in the 

problem-solving effort. 

(4) Helping the client to perceive the “power structure” as multipolar, demonstrating 

varying degrees of commitment to the status quo and therefore open to influence. 

 

 邦訳は以下のようになるであろう。 

 

ソーシャルワーク実践者のエンパワーメント過程（process）の目標と、その技法 

（１） クライエントが、自分自身を、[自らが問題の解決を達成する起因エージェント

（causal agent）であるということ]を、認識するよう、ソーシャルワーカーは援助

する。 

（２） クライエントが、ソーシャルワーカーを、[クライエントが利用できる知識と技術を

もっているということ]を、認識するよう、ソーシャルワーカーは援助する。 

（３） クライエントが、ソーシャルワーカーを、[問題解決を行っていくにあたって、同僚

としての協力者、あるいはパートナーであるということ]を、認識するよう、ソーシ

ャルワーカーは援助する。 
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（４） クライエントが、“パワー構造（power structure）”を、[複合的であり、現状に多様

なところに影響を及ぼし、その影響は変更可能であるということ]を、認識するよう、

ソーシャルワーカーは援助する。 

 

 ２０１１年３月までの過去２年間の「エンパワーメント・アプローチ」と「レジリエンス」

に関連したその他の文献を以下にあげておく。 

 

  その他の「エンパワーメント・アプローチ」と「レジリエンス」に関連した文献 

July 2009 Social Work, Volume 54, Number 3, p253-262, Colette V. Browne, Noreen  

Mokuau, and Kathryn L. Braun. Adversity and Resiliency in the Lives of  

Native Hawaiian Elders. 

社会福祉研究 第１０５号、２００９年７月、久田則雄「社会福祉実践を支える協働と 

エンパワメントの方法－職員のエンパワメントが図れなければ利用者のエン 

パワメントは図れない－」（７５～５５頁） 

社会福祉学 ２００９．８月 Ｖｏｌ．５０－２、（９８～１０２頁）田中千枝子、学会企 

画テーマセッション：福祉現場における人権とアドボカシー、「ソーシャルワ 

ークと権利擁護」 

July-September 2009. Families in Society. Volume 90, Number 3, p279-285. Abraham P.  

Greeff & Alicia Jo-Anne Fillis. Resiliency in Poor Single-Parent Families. 

 

 

Ⅳ．ソーシャルワーク実践における「コンストラクティブ・ソーシャルワーク」の回顧と発

展 

 

 『社会福祉学』（２０１０年、第５１号、第１号、５３～６５頁）において、墨田好美は、

「『病とともにその人らしく生きる』ための病の意味づけ－筋委縮性側索性硬化症（ＡＬＳ）

患者への質的調査をとおして－」を発表している。Berger と Luckmann (１９６６年)の文

献等を引用して、「アイデンティティは他者との関係、社会関係のなかで形成、維持、修正

され続けている」（６１頁）と述べ、結論として、「『ＡＬＳとともにその人らしく生きるこ

と』は、ＡＬＳによって崩壊された内面的価値観のアイデンティティを再構築することであ

り、“失った自分を取り戻し”病の意味づけを修正することで、ネガティブな病の意味づけ

が、ポジティブな病の意味づけに変化する。その再構築のプロセスは内発的な変化であり、

自己言及的な修正であると安定する」と述べている。 

また、『ソーシャルワーク研究』（Ｗｉｎｔｅｒ、２０１０年、Ｖｏｌ．３５－４、４８～

５５頁）において、安達映子は、「研究ノート：家族ソーシャルワークにおけるナラティヴ・

アプローチの展開－認知症介護家族との実践を通して－」を発表している。この論文の基礎
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となっている「コンストラクティブ」と「ナラティヴ・アプローチ」を基盤とした家族ソー

シャルワーク実践に関連した文献をあげている。安達があげているソーシャルワーク実践

に関連する文献を年代順に示してみよう。 

 

「コンストラクティブ・ソーシャルワーク」に関連する文献（安達、２０１０年） 

２０００年：Parton, N. and O’Byrne, P. Constructive Social Work: Towards a New 

Practice. Palgrave.  

２０００年：木原活信「第３章 ナラティブ・モデルとソーシャルワーク」、加茂陽編『ソ 

ーシャルワーク理論を学ぶ人のために』世界思想社、５３－８４頁 

２００１年：Understanding Narrative Therapy: A Guidebook for the Social Worker. 

Springer Publishing Company.  

２００５年：稲沢公一「第１２章 構成主義・ナラティヴ」、久保紘章、副田あけみ編『ソ 

ーシャルワークの実践モデル』川島書店、２２７－２５０頁 

２００５年：加茂陽・大下由美・前田佳代「児童養護施設で暮らす虐待された子どもへの 

効果的な対処法－ナラティヴ・アプローチ」『ソーシャルワーク研究』３１（２）、

相川書房、１３３～１３９頁 

 

以上の文献において、「構成主義」「構築主義」「社会的構成」「社会的構築」、「ナラティブ」

「ナラティヴ」といった語句がもちいられている。constructivism と constructionism を区

別するが、ここでは、文献や出典にあるそのままの言葉（翻訳）をもちいて示すことにした。

ソーシャルワーク実践に関連する文献としては、たとえば１９８８年の Dorfman 編纂の

『クリニカル・ソーシャルワークのパラダイム（Paradigms of Clinical Social Work）』の

中に、Rosen による「The Constructivist-Developmental Paradigm」がある。また、１９

９１年のフィシャー（Fisher、１９９１年）の『ソーシャルワーカーのためのコンストラク

ティビズムへの入門（An Introduction to Constructivism for Social Workers）』がある。 

「社会的構成」や「社会的構築」に関しては、たとえば、Berger and Luckmann (１９６

６年)の The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge に

もどることができる。その本の最初の１ページに次のように述べている。 

 

・・・reality is socially constructed・・・ 

 

「現実（Reality）」というものが、そこに人間の思考や活動から離れて普遍的に実在する

というより、その「現実」とは、人間の思考や活動のなかで、「社会的に構成（構築）され

る」ものであり、その「社会的に構成（構築）される現実」としては、「客観的現実として

の社会（Society of Objective Reality）」と「主観的現実としての社会（Society of Subjective 

Reality）」があるという。ソーシャルワーク実践においても、たとえば社会福祉の制度・法
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律に基づく機関・施設といった“制度化（Institutionalization）”や、ソーシャルワーク専

門職やその専門的権威等といった“正当化（Legitimation）”といった「客観的現実として

の社会」ともに、たとえばクライエントや利用者やその家族等が“語る”ところの“内在化

（Internalization）”された「主観的現実としての社会」があり、ソーシャルワーカーは、

その両方の「現実としての社会」にかかわっているとも言える。 

“不適応者”“社会的弱者”“障害者”“ホームレス”“貧困者”といった言葉が示す人間（者）

は、“弱く”“力のない”人間（者）であるという「普遍的で運命的な『現実』」なのであろ

うか。その人間（者）はまた、“強さ（Strength）”“レジリエンス（Resilience）”をもつ人

間（者）であり、そして“エンパワーメント”が可能な人間（者）であるという「現実」で

もあるのではないであろうか。ソーシャルワーカーがクライエント（者）の“問題（problems）”

というとき、その“問題”は「普遍的で運命的な『現実』」なのであろうか。それともその

時代、その地域、その人びと、その専門家によって「社会的に構成（構築）された『現実』」

なのであろうか。以上の言葉ともに、人間の性質、行為、活動について、“いじめ”“虐待”

“依存”や“性格（人格）障害”“アイデンティティ”等といった表現は、やはり「普遍的

で運命的な『現実』」なのであろうか、それとも、この時代、この地域、この人びとによっ

て表現され、「語られるもの（ストリー）」であり、「社会的に構成（構築）された『現実』」

なのであろうか。 

ここで重要なことは、もしそれらが「社会的に構成（構築）された『現実』」であるなら

ば、人間はその「現実」をあらたに「社会的に再構成（構築）する」ことが可能になるとい

うことである。「オールタナティブ・ストーリー（Alternative Story）」が可能になるという

ことである。そして、これからのソーシャルワークは、その「社会的な（再）構成（構築）」

に参画できるのではないかという問いへと、ソーシャルワーク実践とその学界が、あらたな

方向と広がりをもって歩みだしていけるようになるのではないであろうか。 

そのことと関連するであろうか、Berger and Luckmann (１９６６年)は、上の言葉に続

けてつぎのように述べている。 

 

 ・・・the sociology of knowledge must analyze the processes in which this occurs. 

 

このことばを少々強引にソーシャルワークにあてはめてみると、「知識のソーシャルワーク

（the social work of knowledge）」であるソーシャルワーク実践の“理論”やその“学界”

もまた、制度や法律や専門職としての「客観的現実としてのソーシャルワーク」と、クライ

エントや利用者が“語る”「主観的現実としてのソーシャルワーク」の両方が、今まさにそ

こでおこなわれている“日常生活（Everyday Life）”のソーシャルワーク実践の「過程

（process）」を分析すべきものであるということを示唆しているのかもしれない。ソーシャ

ルワーク実践そのものが、クライエント、利用者、その家族、他の専門職等の人びとともに、

その「現実」を「社会的に（再）構成（構築）していく過程」であると言えるのかもしれな



20 

 

い。 

最近では、２００６年のグリーン（Greene、１９９１年）『ソーシャルワークの基礎理論』

の邦訳なされ、その中には、ブランドとグリーン（Robert Blundo and Roberta R. Greene）

による「第９章 社会構成（Social Construction）」がある。その第２版、１９９９年版の

「コンストラクショニスト・アプローチを用いるソーシャルワーカーのガイドライン」の前

半の部分を、参考として列挙してみよう。 

 

コンストラクショニスト・アプローチを用いるソーシャルワーカーのガイドライン

（Guidelines for Social Workers using a Constructionist Approach）（原著、３２０頁） 

・The social worker takes a stance of unconditional respect for the uniqueness of each  

client and the context of the client’s life.  

・The social worker recognizes that both he or she and clients respond to situations in  

idiosyncratic ways that reflect their experiential history, biological propensities, and 

the community of shared meanings embedded in the language of their day-to-day life. 

・The social worker makes an effort to be aware of his or her preconceived ideas (both  

personal and theoretical about who the client is, what the problem is, and how the 

client should be helped, and refrains form imposing those ideas on the client. 

・The social worker takes the stance of open curiosity and interest in the client’s life  

narrative and the issue as perceived by the client. 

 

 ２０１１年３月までの過去２年間の「コンストラクティブ・ソーシャルワーク」に関連し

たその他の文献を以下にあげておく。 

 

その他の「コンストラクティブ・ソーシャルワーク」に関連した文献 

January-March 2009. Families in Society. Volume 91, Number 1, p60-66. Laura Béres &  

Melissa Page Nichols. Narrative Therapy Group Interventions With Men  

Who Have Used Abusive Behaviors.  

社会福祉学 ２００９．５月 Ｖｏｌ．５０－１、（１４８～２０９頁）立脇恵子、資料解 

題：病気・障害のある子をもつ親の「生きられた経験」の研究の意義－ 

July 2009 Social Work, Volume 54, Number 3, p232-243, Mary S. Tijerina. Mexican  

American Woman’s Adherence to Hemodialysis Treatment: A Social  

Constructivist Perspective. 

 

 

５．展望 
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以上、ソーシャルワーク実践における「ストレングスの視点」、「エンパワーメント・アプ

ローチ」、そして「コンストラクティブ・ソーシャルワーク」の３つに焦点化し、２０１１

年３月までに発刊された論文等に記載された文献をたよりに、その起源を求め、過去へとた

どってみることによって、その発展の経緯を探求してきた。今後、これらのテーマは“ソー

シャルワーク部門”において、どのように発展していくのであろうか。 

最初に、「ストレングスの視点」と「エンパワーメント・アプローチ」について展望して

みよう。２０１１年（１月－３月）、９２巻，１号の Families in Society の中で、Gray（２

０１１年）は、「基本にもどれ：ソーシャルワークにおけるストレングス・パースペクティ

ブについての批判」の中で、詳細な過去の関連した文献を精査したあとで、次のように述べ

ている（原文、１０頁）。 

 

While stemming from sound philosophical foundation, it is in danger of running too close 

to contemporary neo-liberal notions of self-help and self-responsibility and glossing over 

the structural inequalities that hamper personal and social development. 

 

つまり、「ストレングスの視点」は、健全な哲学的基盤からでてきたものであるが、しかし、

その「ステレングスの視点」が、「自助」や「自己責任」を強調しすぎることになり、構造

的不平等を隠すことになり、個人や社会の発展を阻むことになる現代の“ネオ・リベラリズ

ム”に向けて突進していく危険性を秘めている、と Gray は警鐘を鳴らしている。 

次に、「コンストラクティブ・ソーシャルワーク」について展望してみよう。各種の論文

の中で多く引用されている文献の一部を示してみよう。先に引用した Fisher（１９９１年）

において、“第一部：Constructivist の理論”では、その歴史が述べられ、「Constructivist

とソーシャルワーク」について説明が加えられている。“第二部：応用”では、「Constructivist

の面接技法」が解説されている。１９９８年発行の Franklin と Nurius 編による『実践に

おける Constructivism』においては、個人、集団、家族、コミュニティ、組織、それぞれ

に対する Constructivist 実践と、その統合理論が述べられている。その内容に下線とハイ

ライトをつけて以下に示した。 

 

Part 1: Current Trends in Constructivist Practice 

Part 2: Assessment in Constructivist Practice 

Part 3: Constructivist Practice With Individuals and Groups 

Part 4: Constructivist Practice With Families 

Part 5: Constructivist Practice With Communities and Organizations 

Part 6: Integrative Practice Theory 

 

２００６年に翻訳されたグリーン（Greene、１９９１年）『ソーシャルワークの基礎理論』
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の中で、ブランドとグリーン（Robert Blundo and Roberta R. Greene）による「第９章 社

会構成（Social Construction）」があることは、先に述べた。その章末に包括的な文献が提

示されている。その「評論」において、「社会構成主義アプローチはいかに有効か？」と問

いかけ、「・・・、とりわけ１９９０年代における適用によって社会構成主義アプローチの

有用性を検証するものである。それは、パラダイムがシフトしつつある世界において、ソー

シャルワークの実践と教育に関する理論を反映したものである」（４２０頁）と述べ、その

問いに肯定的に答えている。 
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資料４ソーシャルワークの「理論の発見」と「理論の検証」 

 

 

ソーシャルワーク実践の「理論の発見」と「理論の検証」 

北島 英治 

 

Ⅰ．はじめに 

 

 ソーシャルワークは、メアリー・リッチモンドが“サイエンティフィック・チャリティー”

の理念のもとに『社会診断』（１９１７年）を書きあげたように、ソーシャルワークは、実

践（Practice）とともに、その基本に研究（Research）があったと言えよう。モダン、ある

いは、ポスト・モダンの時代だといわれる現在においても、その基本は変らない。そこで、

「ソーシャルワーク部門の回顧と展望」のテーマを与えられた機会に、ソーシャルワークに

関連した数多くの論文が昨年度提出され、多様な種類の貴重な論文があり、それら全体を

「回顧と展望」に含めるべきであるが、ここでは書くスペースの関係もあり、あえてテーマ

をソーシャルワーク実践におけるソーシャルワーク・リサーチ・メソッドに限定してみよう。

昨年度提出されたソーシャルワーク部門に関連する論文に用いられた研究方法を中心に、

ソーシャルワーク実践におけるソーシャルワーク・リサーチ・メソッドとしての“理論の検

証”と“理論の発見”について、その基本をもう一度ふり返り、その展望をこころみること

にする。 

 

１．ソーシャルワーク研究方法（Social Work Research Methods） 

 社会福祉とソーシャルワークの研究の源流について、Zimbalist（１９７７年）の『社会

福祉研究における歴史的なテーマとランドマーク』（Sidney E. Zimbalist (1977). Historic 

Themes and Landmarks in Social Welfare Research. Harper & Row.）の中で、以下のも

のを挙げている。 

 

貧困原因の研究（Research on the cause of poverty） 

貧困分布の計測（Measurement of the prevalent of poverty） 

社会調査活動（The social survey movement） 

ソーシャルワークの数量化と指標（Quantification and indexes in social work） 

ソーシャル・サービス効果評価研究（Evaluative research on social service effectiveness） 

多問題家族研究（Study of the multiproblem family） 

 

「貧困問題」に対する「社会調査研究法」と、ソーシャルワーク実践に対する「数量化」や
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「評価」が大きなテーマと成っていたことがわかる。 

 １９８０年代において、ソーシャルワーク教育の中で、ソーシャルワーク・リサーチの教

科書として幅広く使われてきた Grinnell（１９８１年）の『ソーシャルワーク・リサーチと

エヴァリュエーション』（Richard M. Grinnell, Jr. (1981). Social Work Research and 

Evaluation. F.E. Peacock Publishers, Inc.）がある。研究方法として、以下のもの挙げてい

る。 

 

ソーシャルワーク・リサーチとエヴァリュエーション（Grinnell、１９８１年） 

社会調査研究法（Survey Research） 

面接研究法（Research Interviewing） 

政策研究法（Policy Research） 

歴史研究法（Historical Research） 

既存データ二次的分析研究法（Secondary Analysis of Existing Data） 

参加観察研究法（Participant Observation） 

エスノメソドロジィ（Ethnomethodology） 

単一対象研究法（Single-Subject Design） 

プログラム評価研究法（Program Evaluation） 

 

 １９９０年代の後半には、モダンばかりでなく、ポスト・モダンからの影響、特に、構成

主義の影響を受け、ソーシャルワーク研究方法においても変化があらわれるようになる。そ

の中で出版される Rodwell（１９９８年）の『構成主義ソーシャルワーク・リサーチ』（Mary 

K. Rodwell (1998). Social Work Constructivist Research. Garland Publishing, Inc.）があ

る。その概要を以下に示しておこう。 

 

構成主義研究方法（Constructivist Research）（Rodwell（１９９８年）） 

構成主義の研究計画（Planning a Constructivist Study） 

  構成主義の研究方法（Designing Constructivist Research） 

  構成主義のデータ収集（Constructivist Data Collection） 

  構成主義のデータ分析（Constructivist Data analysis） 

  ピア・ブリーフィングとリヴュー、録音（Peer Debriefing, Peer Review, and the Audit） 

  構成主義ケース報告の例（An Example of a Constructivist Case Report） 

 

ここで、現在のソーシャルワーク・リサーチ・メソッドの概要を見ておこう。Thyer 偏（２

０１０年）『ソーシャルワーク・リサーチ・メソッド』（Bruce Thyer (Editor)(2nd 

Edition)(2010). The Handbook of Social Work Research Methods. SAGE Publications, 

Inc.）を参考にして、ソーシャルワーク研究方法の種類をまとめておこう（表  ）。 
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表（ ）ソーシャルワーク・リサーチ・メソッド（Thyer 偏、２０１０年） 

I. 量的アプローチ研究法（Quantitative Approaches: Types of Studies） 

1. 記述的研究法（Descriptive Studies） 

2. 社会調査研究法（Survey Studies） 

3. ニーズ評価研究法（Needs Assessments） 

4. 二次的データ分析研究法（Secondary Data analysis Studies） 

5. 前・準実験研究法（Pre-Experimental and Quasi-Experimental Research Designs） 

6. 無作為統制実験法（Randomized Controlled Experiments） 

7. プログラム評価研究法（Program Evaluation Studies） 

8. 単一システム研究法（Single-System Studies） 

9. コスト・経過・過程・結果分析（Using Cost→Procedure→Process→Outcome Analysis） 

10. メタ分析研究法（Meta-Analyses） 

11. システマティック・リビュー研究法（Systematic Reviews） 

II. 質的アプローチ研究法（Qualitative Approaches: Types of Studies） 

1. Narrative Case Studies 

2. Oral History Studies 

3. Naturalistic Inquiry 

4. Participant Observation Studies 

5. Ethnographic Research Methods 

6. Participatory Action Research Methods 

III. Conceptual Research 

1. Theoretical Research 

2. Historical Research 

3. Literature Reviews 

4. Critical Analysis 

5. Policy Analysis 

6. Logic Models 

 

 その他にも２０００年以降、以下のものが出版されている。表（  ）に、上で引用した

Thyer 偏（２０１０年）『ソーシャルワーク・リサーチ・メソッド』と Grinnell（１９８１

年）『ソーシャルワーク・リサーチとエヴァリュエーション』の現在９版を含めて示してお

こう。 

 

表（  ）２０００年以降のソーシャルワーク・リサーチ・メソッドに関する文献 

Ian Shaw and Nick Gold (2001). Qualitative Research in Social Work: Introducing 
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Qualitative Methods. SAGE Publications. 

W. Lawrence Neuman and Larry W. Kreuger (2003). Social Wrok Research Methods: 

Qualitative and Quantitative Applications. Pearson Education Inc. 

Margaret Alston and Wendy Bowless (2nd Edition) (2003). Research for Social Workers: 

An Introduction to Methods. Routledge. 

Bruce Thyer (Editor)(2nd Edition)(2010). The Handbook of Social Work Research 

Methods. SAGE Publications, Inc. 

Richard M. Grinnell, Jr. and Yvonne A. Unrau (9th Edition) (2011). Social Work Research 

and Evaluation: Foundations of Evidenced-Based Practice. Oxford University Press. 

 

 

Julianne S. Oktay (2012). Grounded Theory. In the series of Pocket Guides to Social Work 

Research Methods, Oxford University Press. 

 

 

２．「理論の検証（Verifying theory）」と「理論の発見（Generating theory）」 

 自然に関する研究（study/research）は、自然の「理論の発見（Verifying theory）」と「理

論の検証（Generating theory）」の相互循環によって発展してきた。たとえば、ガリレオの

時代は、地球を中心として世界が回っているとする理論としての“地動説”が信じられ、そ

の後に、その理論が覆され、“天動説”という理論にとってかわられるようになる。現在で

は地動説の理論が正しいと思う者はいない。だれもが天動説の理論が正しいと思っている。

近代に入り、自然に対する「理論の発見」と、特に、自然観察の機器の発展と、実験器具の

開発により、「理論の検証」の方法が飛躍的に発展し、自然科学発展の時代を迎えることに

なった。たとえば、ニュートンの「重力理論の発見」やアインシュタインの「相対性理論の

発見」があり、その後、それらの「理論の検証」のための観測と実験による大々的な研究が

おこなわれるようになってきた。理論の「発見」と「検証」の相互循環によって、自然科学

は発展している。その自然科学の研究者は、強いて言えば大きくは二つに分けることができ

よう。一つは、自然の「理論の発見」を専門とし、それに力をそそぐ者、他方には、どちら

かというと「理論の検証」にエネルギーをかける科学者がいる。前者は、“理論家”と呼ば

れ、後者は“実験家”と呼ばれることがある。 

その「理論」とは、先の天動説と地動説の理論のように、「理論」（たとえば、「地動説理

論」と「天動説理論」）そのものから、その「理論」は“正しい”とか、“まちがっている”

ということを決めることはできない。なぜなら、「理論」と呼ばれるものは、“正しい（真）”

“正しくない（偽）”というように、その“真偽”のどちらかを決めることができる「命題」

から構成される「複合（全称）命題」からなっているからである。その複合全称命題は、記

号（言語としての“文字”や“数式”）として表現さる。そして、研究者により、たとえば、
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自然科学では、その自然の中に「理論の発見」がなされ、「理論の検証」がなされる。 

そして、“その理論が正しいか、間違っているか”という「理論の検証」による、その理論

の真偽が問われる。 

その真偽をきめること、つまり、「理論の検証」は、その“自然（外界））”、あるいは、そ

の「外延（extension）」に、「理論」（「内包（intension）」、あるいは「概念（concept）」、そ

の概念から構成される「文」や「知識（knowledge）」）との“照合”が求められる。この操

作が観察、観測、計測、実験といった方法により、「検証（verification）」され、「確証

（confirmation）」されることを言う。カルナップ（１９７７年、９８頁）（ルドルフ・カル

ナップ（１９７７年）「テスト可能性と意味」、『カルナップ哲学論集』永井成男・内田種臣

偏、紀伊国屋書店、９７－１８９頁）は、「検証」と「確証」を次のように説明している。

「もし検証（verification）ということで真理の確定的で最終的な立証（establishment）と

いうことが意味されるならば、・・・（総合的）文は決して検証可能ではない。われわれには

文を確証（confirm）していくことだけしかできない。それ故、われわれは検証の問題と言

うよりはむしろ確証（confirmation）の問題を語ろうとしている。」（８９頁）と述べている。 

カルナップの上のことを理解するために、次のような総合的文（全称命題）で書かれた３

つの文である「理論」を考えてみよう。 

 

      文   全称(総合的)  主語    述語（概念、カテゴリー） 

     理論１：すべての    [物質] は、  必ず重力によりお互いに引き合う。 

     理論２：すべての    [人間] は、  必ず死ぬ。 

     理論３：すべての   [文明] は、  必ず滅亡する。 

 

これら３つの文である「理論」には、最初に「すべての・・・」と言う言葉がつけられてい

る。つまり、時間的には、「過去から、未来永劫にいたるまで・・・」という意味であり、

また空間的にも、「ここ、あそく、そしてすべての場所において・・・・」という意味であ

る。数学的用語における、「有限の・・・」に対する「無限（infinity）の・・・」と言う言

葉に近いものである。すると、「すべての[物質]」「すべての[人間]」「すべての[文明]」を、

観察、計測、実験することにより、「すべて」の＜もの＞、＜こと＞を、すべての場所と時

間において調べあげ、その個々において真であるかを確認し、そのすべてが真であると、そ

の文の真理の最終的確定、つまり「立証」することは不可能であろう。（ただし、一回の観

察や実験により、偽ということが分かれば、その理論そのものが偽であるという「反証」に

なる。）しかしながら、観察や実験を多く積み重ねることで、「確証」の程度（確からしさ）

を“高め”、「確証」し続けることは可能である。 

 「理論」の真理の最終的確認である「立証」はできないが、ある限定された領域に対する

全称命題による文からなる「理論」の「確証可能性（confirmable）」と「テスト可能性

（testable）」という概念を、カルナップは明確化している。「しかし、法則の個々の事例－
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すなわち法則と既に立証されている他の文とか導出される特定文（particular sentence）－

をテストにかけることにより法則をテストすることはできる。このようにテストにかける

実験をずっと続けていって、もしも否定的な事例が見だされずしかも肯定的な事例の数が

増していくとするならば、その法則に対するわれわれの信頼は次第に高まっていく。こうい

う訳で、われわれは検証の代わりにここでは連続的に増大していく法則の確証を語ること

ができる。」（１０３頁）先の例を以下のような特定文に変えて示してみよう。 

 

  文       特定文        主語     述語（概念、カテゴリー） 

  理論１ ：́ある領域のすべての     [物質] は、   必ず重力によりお互いに引き合う。 

  理論２´：ある領域のすべての    [人間] は、  必ず死ぬ。 

  理論３´：ある領域のすべての   [文明] は、  必ず滅亡する。 

 

そして、「全称文と特定文との間で検証可能に関して何ら根本的な相違はなく、ただ程度

の相違があるに過ぎないという結果にみちびかれるだろう。」（１０３頁）と付け加えている。

つまり、カルナップは、「検証（verification）」に代えて「確証（confirmation）」を用いて

使っている。ここでも、「理論の検証（verification）」は、「理論の確証（confirmation）」と

して考えていこう。すると、「理論（theory）」は、「仮説（hypothesis）」、あるいは「法則

（principle/law）」という言葉も同じ意味として理解することができるようになる。 

ところが、「理論の検証（Verifying theory）」、あるいはここで言う「理論の確証

（Confirming theory）」のための研究方法と研究手法は整い、形式化され体系化されてき

た。しかしながら、「理論の発見（Generating theory/ Discovery of theory）」のための研究

方法と研究手法は、「演えき的推論（ディダクション）」に対する「帰納的推論（インダクシ

ョン）」や「アブダクション」と呼ばれることもあるが、現在においても、研究者の“創造”

であり、“アート”であり、“天才的ひらめき”によるところが大きい。（これら３つの推論

について理解することは、「理論の検証」と「理論の発見」の違いを理解するためにも参考

になるので、馬場・山田（１９９９年）（馬場口登・山田誠二、『人工知能の基礎』昭晃堂、

１９９９年）を引用し、その概略を[付録１]に示しておいた。また、後述する「理論の発見」

として、「大型理論」や「中型理論」を問題とするのではなく、「「グランデッド・セオリー

（データ対話型理論）」という限定された領域の「小型理論」を考える上でも、先述した総

合文と特定文の関係は、「閉世界仮説」と「開世界仮説」との関連で考えられるであろう。） 

 

３．「演えき的論証」と「帰納的論証」 

 研究は、論証（argument）に基づいて行われる。その論証として、サイモン（１９８７

年、１６－２１頁）は、大きく二つの論証を示している。つまり、「演えき的論証」と「帰

納的論証」である。（詳細は、[付録１]を参照）。ここでは簡略化して、サイモンの例を示し

ておこう。 



30 

 

 

 演えき：     すべての哺乳類は心臓をもつ。 

          すべての馬は哺乳類である。 

        ∴ すべての馬は哺乳類である。 

 

 帰納：      いままで観察されたすべての馬は心臓をもっていた。 

        ∴ すべての馬は心臓をもつ。 

 

 この二つの論証に違いがある。演えき的論証は、必ず“正しい”と言える。その“正しい”

ことの程度（妥当性）は、必然的である。（ただし、[付録１]で詳細してあるように、“真で

ある（true）”、“偽である（false）”といった「真・偽の問題（truth）」と“正しい（）”、“正

しくない（）”という「妥当性（）の問題」を区別しておく必要がある。論証は妥当性が問

題とされるだけである。そこで、論証が真であるか、偽であるかを問うことはできない。論

証は正しいか、正しくないか、が問われるだけである。） 

 

 

Ⅱ．研究方法としての「理論の発見」の回顧と展望 

 

１．「理論の発見」の“（再）発見” 

自然に対する研究とともに、人間や社会についての研究も、「理論の発見」と「理論の検

証」の相互循環よって発展してきた。人間学や社会学の研究においては、「理論の検証」を

目的とする実験研究方法（experimental research）、準実験研究法（quasi-experimental 

research）、社会調査法（social survey）等がある一方、「理論（仮説）の発見」を主に目的

とする研究方法としの参加観察法やエスノグラフィ等がある。 

「理論の発見」に関する研究方法や技術は、自然科学と同じく、形式化された研究方法や

手法があるわけではない。また、社会学においては、「理論の発見」は、パーソンズやマー

トンの「“大型”（グランド）理論の発見」や「“中型”理論の発見」はあった。しかしなが

ら、限定的な分野における「“小型”理論の発見」の研究は少なかった。他方では、社会学

の学界では、「理論の検証」に関する論文を重視し、「理論の発見」に関する論文は研究論文

として認めにくいという傾向があったとも言われる。そのことを、グレイザーとストラウス

（１９６７年）は『グラウンデッド・セオリーの発見（The Discovery of Grounded Theory）』

（Barney G. Glaser and Anselm L. Strauss (1967). The Discovery of Grounded Theory: 

Strategies for Qualitative Research. Aldline Transaction. （Ｂ．Ｇ．グレイザー／Ａ．Ｌ．

ストラウス『データ対話型理論の発見：調査からいかに理論をうみだすか』後藤隆、大出春

江、水野節夫（訳）、新曜社、１９９６年）の冒頭で指摘している。社会学における「理論

の検証」を強調する傾向と、「大・中型理論の発見」を評価する学界のなかにおいて、対象
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を限定した「“小型”理論の発見」、「“グラウンディド・セオリー（データ対話型理論）”の

発見」の重要性を認識し、“熟練”や“カン”に任せるだけでなく、その方法や技法の形式

化と体系化を提示するため本書を書いたと述べている。 

 社会学の研究において、「理論の検証」に重きが置かれてきたことに関して、「社会学的方

法に関するほとんどの著作は、どのようにすれば正確な事実を手に入れられるか、そして、

そのことによって、どうしたら理論がより厳密にテストできるか、に関心をよせてきた。」

（１頁）と指摘している。そして本書の目的である“データから「理論の発見」”の重要さ

について、次のように述べている。 

 

      本書ではわれわれは、それらと同じくらい重要な企て、すなわち 

データ － 社会研究（social research）において体系的に獲得され 

分析されたデータからの理論の発見をどのように進めることができ 

るかに取り組む。われわれは、データから理論の発見（the discovery  

of theory from data） － われわれはグラウンデッド・セオリー 

（データ対話型理論）（grounded theory）と呼んでいるが－は今日の 

社会学に突きつけられているひとつの主要な課題であると強く考えて 

いる。（邦訳書、１頁） 

 

 

２．「グラウンデッド・セオリー（データ対話型理論）」 

 

第１章 グラウンデッド・セオリーの発見 

 

理論の「検証」と「発見」 

 

「社会調査の方法に関するこれまでの書物は、どのように理論を検証する（verify）かに主

に焦点を合わせてきた。このことは、今日の社会学において理論検証が強調されすぎている

結果、検証に先行する作業、すなわち調査したい領域にとってどんな概念や仮説が適切であ

るのかにつぃての発見がなおざりにさていることを、示唆している。」（邦訳書、２頁） 

 

「もちろん、理論を検証することも、社会学につきつけられている一つの基本的以下第であ

る。社会調査において、理論を生み出すことと理論を検証することとが手に手をとって進ん

でいくこと。この点については、われわれは全く賛成である。しかし、多くの社会学者は、

既存の理論か、自分たちがようやく産み出し始めた理論のいずれかお検証することに熱心

なあまり、この自明の理からはずれてきてしまっている。」（邦訳書、２頁） 
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「多くの社会学者にとっては、理論を産み出したいという欲求と、研究者としての訓練の過

程で身につけた理論を検証しなければならないという必要との間の対立を反映して、理論

産出あるいは理論検証のどちらを目的として優先すべきかをめぐる葛藤が存在している。

そのこともまちがいない。今日の社会学の現場では、理論検証が優位にあるから、個々の調

査においては、理論を産み出したいという欲求は、まったく失われてしまうというわけでは

ないにしても、しばしば二次的なもとされるのである。」（邦訳書、２頁） 

 

「本書の基本的なテーマは、社会調査を通じて体系的に獲得されたデータから理論を発見

することである。いずれの章も、理論を生み出すためのいくつかの調査プロセスに関してわ

れわれが定式化に着手しているものを取り扱っている。われわれの基本的な見解は、データ

対話型理論の産出は、想定されている用途に見合った理論にたどり着く一つの方法である、

というものである。」（邦訳書、３頁） 

 

「理論の発見」の意義 

 

「社会学における理論には次のような相互に関連をもつ課題がある。すなわち、 

（１） 行動の予測と説明を可能にすること、 

（２） 社会学の理論的前進に役立つこと、 

（３） 実際的応用に役立つこと－・・・・ 

（４） 行動に関するパースペクティブ－行動を記述したデータを見ていく際のスタン

スといってよい－を提供すること、そして 

（５） ある特定領域の行動に関する調査のための、一つのスタイルを形作り、提供す

ること、である。」（３頁） 

 

「このように、社会学において理論は調査におけるデータを処理するための戦略であり、記

述や説明のための概念化の様式を提供するものなのである。理論は十分明確なカテゴリー

や仮説を提供すべきである。そうすれば、重要度の高いカテゴリーや仮説は、現在そして将

来の調査で検証できる。」（４頁） 

 

「これらの要件を満たしうる理論とは、調査が行われている状況に適合し、かつ実際に利用

される場合にも有効性を発揮するものでなければならない。「適合する」（fit）という語によ

ってわれわれは、研究中のデータにカテゴリーがたやすく（無理やりにではなく）当てはま

り、しかもそのデータによってカテゴリーが指示されなければならないことを意味してい

る。また、「有効性を発揮する」（work）というのは、カテゴリーが研究対象となっている

行動と有意味な関連性を持ち、しかもその行動を説明できなくてはならないということで

ある。」（４頁） 
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第Ⅰ部 比較分析によって理論を産出する 

 

第二章 理論を産み出すこと 

 

１．比較分析の目的 

 

理論を如何に発見するか：比較分析（comparative analysis） 

 

「われわれが最初にはっきりさせておかなくてはならないのは、独自の比較分析の用途－

つまり理論産出－に関することである。そこで第一に、われわれがここで披露する比較分析

法の使い方を他の用法と対照させ、次に比較分析を通してどのような種類の理論を産み出

すことができるかを明らかにし、これを記述していきたいと思う。」（２９頁） 

 

「比較分析は理論産出のための戦略的方法である。」（３０頁） 

 

証拠（evidence）、事実（fact）、概念（concept）、カテゴリー（category）の違い 

「理論の産出においてわれわれが基礎とするのは事実（the fact）そのものではなく、事実

から産み出された概念的
` ` `

カテゴリー
` ` ` `

（the conceptual category）（もしくは、そのカテゴリ

ーの概念的
` ` `

特性
` `

（a conceptual property of the category））なのだから。」（３２頁、p32） 

 

 ・・・; for in generating theory it is not the fact upon which we stand, but the conceptual 

category (or a conceptual property of the category) that was generated from it. (p23) 

 

 事実（fact）と概念（concept）の違い 

「一つの概念（a concept）は一つの事実（one fact）から産み出されてくるかもしれないが、

その事実はそうなった途端に、当の概念にとっては、可能性として存在する数多くの多様な

指標（indicators）と、可能性として存在する数多くの多様なデータの一つにすぎなくなる

のだ。」（３２頁） 

 

 A concept may be generated from one fact, which then becomes merely one of a universe 

of many possible diverse indicators for, and data on, the concept. (p23) 

 

 Indicators for the concept 

 Data on the concept 
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 証拠（evidence）、概念（concept）、カテゴリー（category）、特性（property） 

「理論発見をする場合、われわれはまず証拠（evidence）から概念的カテゴリー（conceptual 

categories）、またはその特性（properties）を産み出してくる。次に、カテゴリー（the concept）

が浮上するもとになった証拠（the evidence）の説明の具体例に使う。」（３２頁） 

 

 In discovering theory, one generates conceptual categories or their properties from 

evidence; then the evidence from which the category emerged is used to illustrate the 

concept. (p23) 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

Juliet Corbin and Anselm Strauss (3rd Edition)(2008). Basics of Qualitative Research : 

Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory. Sage Publications, Inc.

（Juliet Corbin／Anselm Strauss『質的研究の基礎：グラウンデッド・セオリー開発の技

法と手順（第３版）』操華子・森岡崇 訳、医学書院、２０１２年） 

 

 

用語の定義（邦訳、２１５頁） 

カテゴリー（Category）：「概念」（concepts）の中でも「比較的高次の概念」（Higher-level 

concepts）であり、「その他の諸概念（より低いレベル）」（lower-level concepts）は、共通

の「プロパティ」（property）によってこの＜カテゴリー＞のもとにまとめられる。＜カテ

ゴリー＞は時に「テーマ」（themes）とされることもある。＜カテゴリー＞は、「関連のあ

る現象」（relevant phenomena）を表わし、分析者が「データ」（data）を縮減したり、結

合する」（reduce and combine data）ことを助ける。 

コード化（Coding）：「生データ」（raw data）から「概念」（concepts）を「引き出す」（extract）

こと、それらの「プロパティ」（properties）や「ディメンション」（dimensions）という観

点から「概念」（concepts）を発展させること。 

概念（Concepts）：「データ」（data）の中にあるアイデア（ideas）を表わす「言葉」（words）。

「概念」は「解釈」（interpretations）、つまり「分析」（analysis）の成果である。 

ディメンション（Dimensions）：「プロパティ」（properties）内の多様性。「概念」を特定化

し、「概念」の範囲を与える。 

プロパティ（Properties）：「概念」を定義し記述する諸特性。 
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最も高い 

コア・カテゴリー            「図形」 

 

 

○  △    ●  ▲      ○  ●    △  ▲  

 

 

 

「色」というプロパティ      「形」というプロパティ 

 

               「図形」によるディメンション 

高い 

カテゴリー      「色」               「形」 

 

○  △    ●  ▲      ○  ●    △  ▲  

 

高い概念   「白い」    「黒い」      「円」     「三角」 

 

「白い」というプロパティ      「円」というプロパティ 

「黒い」というプロパティ      「三角」というプロパティ 

       「色」によるディメンション    「形」によるディメンション 

低い 

カテゴリー              「色と形」 

○        ●        △       ▲ 

 

低い概念  「白い円」    「黒い円」    「白い三角」  「黒い三角」 

 

    「色と形」のプロパティ 

「色と形」によるディメンション 

 

 

データ               ○ ▲ ● △ 
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具体例：「社会的損失（the social loss）」という（理論的）カテゴリーの発見 

 

具体例での説明 

タイトル：「死期が近づいている患者に対する看護師のケア」に関する研究 

研究目的：死期が近づいている患者を看護師がどのようにケアをするか、を明らかにする。 

 

証拠１（the evidence 1）：ＶＩＰ（大物）が集中治療室で特別なケアを受けている。 

証拠２（the evidence 2）：下層階級の黒人の場合、市立病院の救急病棟でしばしば放 

置される。 

 

カテゴリー１：「社会的損失」の産出 

 

「このいずれの観察からも「社会的損失」というカテゴリー自体は産出で 

きるだろう。」（３３頁） 

「こうした証拠がたとえ変化しようとも（あるいはさまざまな他の理由か 

ら別の病院で違っていても）、われわれは社会的損失が看護ケアに関連す

る一つのカテゴリーであるということを確信しうるし、このカテゴリー

に基づいて予測をたてることができる。」（３３頁） 

「つまり、“ある個人の死亡が大きな社会的損失を招くと考えられる患者の 

方が、社会的損失の小さい患者に比べ、よりよいケアを受けるであろう” 

という予測をたてることができるのである。」（３３頁） 

 

発見された理論（グラウンデッド・セオリー）：“ある個人の死亡が大きな社会的損失を招 

くと考えられる患者の方が、社会的損失の小さい患者に比べ、よりよいケアを受ける 

であろう” 

 （コメント）：ここでいう「予測」とは、「仮説」であり、「理論」であり、これを“グラ

ウンデッド・セオリー”と呼ぶことに問題はないであろう。 

 

 

「かりに、この予測が事実に反すると判明したら、次に、この両者の関連を無効にするのに

貢献してきた構造的条件はどういったものであるかを、おそらく発見するだろう。」（３３頁） 

 

「たとえば、われわれがあるタイプの病院観察から帰納的に推論したこのような社会的傾

向を、現場の医療スタッフはどのようにして克服してきたか、といった問いを投げかけるこ

とによって、である。要するに、われわれの発見した理論的カテゴリーは、いかなるデータ

群にとっても理論的に意味をもたないことが判明するまでは生き続けるということであり、
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他方、この場合のカテゴリーを指し示してくれた正確な証拠の寿命の方は短いものである

かもしれないということである。」（３３頁） 

 

「理論検定」と「正確な証拠」の確認のために「理論産出」を制限してはならない 

「・・・自分の理論を発見し産出する一方で、可能な限り正確な証拠を使って、可能な限り

多くの検証を行っていくことは必要なことである。しかし検証が最優先されるために、理論

産出を制限してしまうほどであってはならない
‘ ‘ ‘ ‘

。こうして、比較分析による理論産出は検証

と正確な記述を包摂し、これらを前提としてはいるけれども、そうしたことはそれらが理論

産出に貢献する限りにすぎない
‘ ‘ ‘ ‘

。」（３９頁） 

 

「ある人の目的が理論産出である場合には、実は正確な記述と検証はそれほど重要なこと

ではないのだが、そのことを関係者すべてがきちんと認識していないためである。」（３９頁） 

 

「（問題となっている理論がどの程度の一般性をもったものであったとしも）証拠と仮説の

テストによって理論が覆されることは決してないのであって、ただ単に理論が修正される

にすぎない。こうした事情があるからこそ、理論産出にとっては正確な記述と検証がそれほ

ど重要でないということはとりわけ正しいのである。理論にとって替わることができるの

は、よりよい理論だけなのだから。」（３９頁） 

 

（コメント）この理論は“覆される”のではなく、“修正される”だけであるという主張は、

そもそも、「理論」という普遍的で全称命題が「検証」されることはできないというカルナ

ップの言葉を思い出す。つまり、「検証」はできないが、「確証」ができるだけであるという

ことであろう。そうなると、「理論」「仮説」「法則」を同じ意味に使えるということになる。

（先述してある。） 

 

「理論産出にとっては、正確な証拠はさほど重要ではないのだから、証拠の種類も事例の数

もそれほど重要というわけではない。単一の事例でも一般的は概念的カテゴリーないし特

性を指示することはできるのであり、他の二、三の事例を用いれば、一つの事例が指示する

ことを確認できるのである。」（４１頁） 

 

母集団からの「無作為抽出（サンプリング）」と「理論的サンプリング」の違い 

「次章で、われわれは理論的サンプリングについて言及するが、そこで述べるように、比較

分析による理論産出は注意深く選びぬかれた多くの事例を必要とするものだ。しかし、そこ

で社会学者に加えられる圧力があるとしても、それは社会学者が「対象とする全領域を知っ

ている」ことか、あるいは「周到な無作為抽出から」全事実をひきだすことなど
‘

で
‘

はない
‘ ‘

。」

（４１頁） 
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「社会学者の仕事というのは、一つの領域を完全に記述するといったものではなく、関連の

ある多くの行動を説明する理論を発展させることなのである。理論的産出を主要な目的と

している社会学者は、具体的な状況に関与する人びと以上に、その状況のことを知っている

必要はないのである（いずれにせよ、そうしたことは不可能なことである）。」（４１頁） 

 

「社会学者の仕事や訓練の目的は、状況に関与する一般の人々にはできないこと、つまり一

般的な状況や問題、それから特殊な状況や問題にふさわしい一般性をそなえたカテゴリー

とその諸特性を産出することなのだ。そしてこれらは、一般の人々の行為に理論的な指針を

与えることができるものである。」（４１頁） 

 

               概念、カテゴリー 

 

「人びと」 

   「男性と女性」 

          「病院患者」 

               「Ａ病院患者」 「Ａ病院入院患者」 

                            Ａ病院入院末期がん患者 

                                     ・・・ 

 

 

 

 （コメント）もし、調査対象を「人びと」を母集団にするためには、それは、全称命題と

なり、多くの集団となり、その全体を把握することはできないことが多い。そこで、その母

集団を代表する標本（サンプル）を、厳密な無作為抽出（ランダムサンプリング）によって

行わないといけない。その操作をおこないと、その抽出されたサンプルのデータは、母集団

を“代表”しているとはみなされないからである。 

 グランデッド・セオリーにおける「理論の産出」は、そういった“一般の人 （々∀ｘＰ（ｘ）”

を問題とするわけではないのである。たとえば、“Ａ病院入院末期がん患者”にかんする研

究となる。 

 

２．どんな理論が産み出されるのか 

 

「データ対話型理論は複数の概念的カテゴリーとその諸特性を使って、十分コード化され

た命題群としても提示できるし、また現在進行形でなされる理論的論議という形で提示す

ることもできるものである。」（４３頁） 
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１ 

 Grounded theory can be presented either as well-codified set of propositions or in a 

running theoretical discussion, using conceptual categories and their properties. (p31) 

 

 プロセスとしての理論 

「われわれは、いくつかの理由から理論提示の方法として論議という形の方を選択した。理

論産出ために比較分析を行うというわれわれの戦略は、プロセスとしての理論ということ

を強く前面に押し出している。つまり理論というものは永遠に展開していく総体なのであ

って、完結した一つの成果などではない、ということである。」（４３頁） 

 

理論の諸要素 

「比較分析によって産出される理論の諸要素というのは、・・・第一に複数の概念的カテゴ

リーとそれらの概念的諸特性、第二に複数のカテゴリーとそれらの特性ヲ結ぶ諸仮説、ない

し一般化された諸関係のことである。」（４９頁） 

 

 

 

 

「複数のカテゴリーと諸特性 ここではカテゴリーと特性との間に区別をつけるが、その

ことによって、これら二つの理論要素間の体系的な一つの関係が示されている。一つのカテ

ゴリーはそれ自体、理論の一つの概念的要素として位置している。次に、特性というのは一

つのカテゴリーの概念的な諸側面ないし諸要素のことである。このようにして、カテゴリー

とその特性の両者が存在するわけである。」（４９頁） 

 

 グランデッド・セオリーの具体例の概略：看護ケア（４９頁を参考） 

死期が近づいている“患者に対する看護士の態度や行動は、その患者に対して、どうも平

等ではない”ということが、現場での観察（データ）やインタビィー（データ）から、“理

論（仮説）”として浮き上がってくるとする。そして、その観察とインタビューを続け、デ

ータを集めていく。そして、そのデータの分析（比較分析）を進めていくと、その看護士の

患者にたいする態度や行動の違いは、“その患者と家族の職業にとって死がどの程度の損失

をもたらすかという看護士の見方”（そのような見方の全体を「社会的損失認識」というカ

テゴリー１とする）によって影響されるのではないかと考えられるようになる。そして、そ

の“仮説”のもとに、比較するための観察（データ）とインタビュー（データ）を拡大し、

継続する中で、その患者にたいする態度や行動が平等ではないという看護士の自己認識に

は、“その患者と家族の損失によって異なってもしかたがない”（そのような看護士の見方を

「損失正当化」というカテゴリー２とする）という看護士自身の正当化が行われているので
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はないかと考えられるようになる。そして、看護士の患者に対する態度や行動が異なること

に対して、看護士自身の「損失正当化」により、その患者によって看護士としての自分自身

の態度や行動に違いがあってもよしとする正当化できるようになるので、看護士は、自分の

専門職としての「職業的冷静さ」（カテゴリー１とする）を保つことができるようになるの

ではないか、という“理論”が浮かび上がってくることになる。このようにして、データに

密着したあらたな「“理論”の発見」がなされるようになる。これが「グラウウンデッド・

セオリー」、つまり、「データ対話型理論」といわれるゆえんである。この過程を表（ ）に

簡略的に示す。 

 

表（ ）看護ケアの例（参考：グレイザー／ストラウス、１９９６年、４９頁） 

＜カテゴリー１＞：看護師の「職業的冷静さ」（professional composure） 

＜カテゴリー２＞：死期が近づいている患者に対する看護士の「社会的損失認識」 

（perceptions of social loss）－その患者の家族と職業にとって死が 

どの程度の損失をもたらすことになるか、という看護士の見方。 

＜カテゴリーの特性１＞：看護士の「損失正当化」（loss rationales）－患者の社会 

的損失について看護士が認識したことを自分自身に対して正当化 

すること。 

[カテゴリーと特質の相互関係]：すなわち看護士の「損失正当化」＜カテゴリーの特質１＞

は、看護士が高い社会的損失とみなすような（「社会的損失認識」＜カテゴリー２＞）患者

の死を説明する際、看護師の間に生起するものである。しかもこの関係は看護士が患者の死

に直面した時にも「職業的冷静さ」＜カテゴリー１＞を保つのに役立っている。 
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表（ ）看護ケアの例 

                      理論のタイプ 

理論の諸要素                  （Type of Substantive） 

（Elements of Theory）    領域限定理論        フォーマル理論 

                            （Substantive）                （Formal） 

＜カテゴリー＞       死期が近づいている患者    人びとの「社会的価値」 

（Category）         の「社会的損失」 

              看護士の「社会的損失認識」 

              看護士の「職業的冷静さ」 

＜カテゴリーの特性＞    看護士の「損失正当化」 

（Properties of Category） 

グラウンデッド・セオリー  患者の「社会的損失」が    人びとの「社会的価値」が 

（理論、仮説の発見）    大きいと考えられるほど、   高いと考えられるほど、 

（Hypotheses）           （１）患者はより良い     個人が専門家からサー 

ケアが得られる      ビスを受ける際に待た 

ようになる        される経験は、それだ 

              （２）看護士は、より      け少なくなる。 

                 正当化を行うこと 

                 により、冷静さを 

保てるようになる 

 

参考：Barney G. Glaser and Anselm L. Strauss (1967). The Discovery of Grounded 

Theory: Strategies for Qualitative Research.(Page 42) 
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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

抽象の階段（ハヤワワ、１９９７年） 

 

 “グラウンデッド（grounded）”の意味 

 “グラウンデッド（grounded）”の意味を考えてみよう。グレイザーとストラウス（１９

６７年）が、「“グランド”・セオリー（“grand” theory）」と「“グラウンデッド”・セオリ

ー（“grounded” theory）」を区別し、これらを「大型・中型理論」と「小型理論」として

説明している。あらためてここで、この“グラウンデッド（grounded）”の意味を考えてみ

ると、“地面についている”ということでもある。この“地面についた理論”ということば

を見ると、ハヤカワが『思考と行動における言語』（ ）の中で、“抽象の過程（process of 

abstracting）”ということを述べていることを思い出す。その抽象の過程を、“階段”に見立

てて、図（本書、１７３頁）にして説明しているが、その概略を以下のように示してみよう

（図  ）。 

 

 

 

図（ ）抽象の階段（参考：ハヤカワ、１９９７年、１７３頁） 

 

                       [概念・カテゴリーの包含関係] 

       ８．「富」“wealth”                「富」 

７．「資産」“asset”              「資本」 

６．「農場資産」“farm assets”        「農場資産」 

５．「家畜」“livestock”           「家畜」 

       ４．「牝牛」“cow”             「牝牛」 

       ３．「ベッシー」“Bessie”       ベッシー 

２． 

１．地面（ground） 

 

８．「富」という語はきわめて高いレベルの抽象で、ベッシーのほとんどの特性が無視され 

ている。 

７．ベッシーを「資産」という時、さらに多くの特性が落ちている。 

６．ベッシーが「農場資産」の一つとして数えられる時は、ただそれと農場の他のすべて 

の売れる物件とに共通の点だけが言及されている。 

５．ベッシーが「家畜」と呼ばれる時は、それが豚、ニワトリ、ヤギ、等々と共有してい 

る特性だけを指している。 
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４．「牝牛」の語は、われわれが牝牛１、牝牛２、牝牛３、・・・牝牛ｎに共通の特性を抽象し 

たものを代表する。特定の牝牛に固有の特性は捨てられている。 

３．「ベッシー」（牝牛１）の語は、２つのレベルの知覚の対象にわれわれが与えた名である。 

名は対象そのものではない。それはただ対象を代表し、対象の諸特性の多くに言及し 

ない。 

２．われわれが知覚する牝牛は、語ではなく、経験の対象である。われわれの神経系が、 

過程－牝牛を形成する亜鉛体から抽象（選択）したもの、過程－牝牛の多くの特性は 

堕ちている。 

 

 

 

表（ ）抽象の階段の上がり下がり（ハヤカワ、１９９７年、１７７－１７８頁） 

 抽象の階段を上がる例  

 「赤
`

という語はどんな意味だ？」 

            「それは
‘

色だよ」 

            「
‘

色って何だ？」 

            「それは物の一つの性質
` `

さ」 

            「性質
` `

って何だ？」 

            「いったい、それを聞いてどうしよって言うんだ？」 

 抽象の階段を下がる例 

            「赤
`

という語はどんな意味だ？」 

            「交叉点で自動車が止まっている時に、前方の信号燈 

を見たまえ。消防署に行って消防自動車がどんなぐ 

あいに塗ってあるかを見ても良い」 

 

 

 ハヤカワは「抽象の階段」を下りないで会話すると、“コトバのどうどうめぐり”が起き

ることがあると言っている。このコトバのぐるぐる回りを止めるには、「われわれが常に抽

象のハシゴをより低いレベルに下りれば、われわれは言語の迷路に迷わなくてすむ」と言っ

ている。野村 他（２０００年）（野村豊子 他『ソーシャルワーク・入門』有斐閣、２０

００年、２１９－２２０頁）の中では、ハヤカワのこの“コトバのどうどうめぐり”を、バ

イステックの「受容」の定義に関する学生と先生の会話の例として示している。 

 

学生 「先生、ソーシャルワークにおける受容とは、どういう意味でしょうか？」 

先生 「受容とは、クライエントを現実のままに受け入れるということです。」 

学生 「そのクライエントを現実にあるがままに受け入れるというのは、どういう意味か 
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わかりません。」 

先生 「それは、クライエントの強いところも弱いところも認めてあげるということです。」 

学生 「その強いところも弱いところも認めてあげるというのは、どういう意味なんでし 

ょうか？」 

先生 「その人の好ましい性質も好ましくない性質も両方を受け入れて、その人の尊厳と 

価値を尊重するということだよ。」 

学生 「ますます分からなくなりました。その好ましい性質も好ましくない性質も両方受 

け入れ、そしてその人の尊厳と価値を尊重するというのはどういうことなんでし 

ょうか？」 

先生 「あなたは、人間性も感受性もない人だね。それは、そのままにその人をこころか 

ら『受け入れてあげる』ということだよ。つまり、受容するということだよ。」 

 

以上のことを整理すると、「抽象の階段」を“上っていく”とともに、“地面へと向かって

下っていく”ということ、つまり、“地面にあるデータ”から、その“概念”や“カテゴリ

ー”の抽象度をあげて“理論化していく”とともに、その高い抽象にある“理論”から、地

面にある“データに戻って行ける”という過程の両方ができなければならないということを

強調している。これをグレイザーとストラウスが「グラウンデッド・セオリー」、つまり“地

面から昇っていき、そして地面へと下っていける理論”“概念やカテゴリーをデータという

地面から上がったり下がったりすることによって見つけ、理論を発見する”ということであ

り、邦訳では「データ対話型理論」と呼ばれるが、ハヤカワのこの「抽象の階段」という考

えは、この「グラウンデッド・セオリー」を考えるうえでも参考になるであろう。 
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表（  ）グランウンデッド・セオリーに関する一部の文献 

Barney G. Glaser and Anselm L. Strauss (1967). The Discovery of Grounded Theory:  

Strategies for Qualitative Research. Aldline Transaction. （Ｂ．Ｇ．グレイザー／Ａ．

Ｌ．ストラウス『データ対話型理論の発見：調査からいかに理論をうみだすか』後藤隆、

大出春江、水野節夫（訳）、新曜社、１９９６年） 

Anselm L. Strauss (1987). Qualitative Analysis for Social Scientists. Cambridge  

University Press. 

Anselm Strauss and Juliet Corbin(Editors) (1997). Grounded Theory in Practice. SAGE  

Publications. 

Anselm Strauss and Juliet Corbin (1998). Basics of Qualitative Research: Techniques  

and Procedures for Developed Theory. SAGE Publications. 

Juliet Corbin and Anselm Strauss (3rd Edition) (2008). Basics of Qualitative Research:  

Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory. SAGE Publications.

（Juliet Corbin ／ Anselm Strauss 著『質的研究の基礎：グラウンデッド・セオリー開  

 発の技法と手順（第３版）』操華子・森岡崇 訳、医学書院、２０１２年） 

Julianne S. Oktay (2012). Grounded Theory. Pocket Guides to Social Work Research  

Methods. Oxford University Press. 

 

 

 研究の意義を、「理論の検証」による、理論の“厳密さ”“テスト（検定）”に限定するの

ではなく、また、かならずしも「理論の検証」の重要さを否定するのではなく、「理論の発

見」にも目を転じることにより、理論の“有効性”にも重きを置こうとするものである。そ

のことを次のように述べている。「さらに、非常に重要なことなのだが、そうした理論（グ

ラウンデッド・セオリー）は有効性（works）をもっているということ、すなわちわれわれ

にとって適切な予測（predictions）、説明（explanations）、解釈（interpretations）それに

応用（application）が可能になるということである。」（１頁）つまり、“有効性”を強調す

る点においては、プラグマティスト（Pragmatist）と言えるし、Oktay（２０１２年、２２

頁）の『ソーシャルワーク・リサーチにおけるグラウンデッド・セオリー』（Julianne S. Oktay 

(2012). Grounded Theory. In the series of Pocket Guides to Social Work Research 

Methods, Oxford University Press.）の中では、ポジティビスト（Positivist）に位置付け

ている（表  ）。 

vist） 
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表（ ）グラウンデッド・セオリーの３つの理念型（“Ideal Type”） 

        オントロジー     エピステモロジー    メソドロジー 

               (Ontology)             (Epistemology)          (Methodology) 

ポジティビスト リアリティは存在し、 理論は研究者によって  データ分析の後に 

(Positivist)    発見できる      発見される       文献検索を行う 

                   グラウンデッド・セオ  分析から“コア・ 

                   リーによって、デー   カテゴリー”が現 

                   タから理論が現れて   れてくる 

                   くる 

                   研究者はフィールド   すべてのカテゴリー 

                   に、なんにも書かれ   は、“コア・カテゴ 

                   ていない石板に向か   リー”と関連して 

                   うように入っていく   いる 

                   研究者は客観性を維   分析を書きあげる時 

                   持し、先入観を最小   には、研究者（の 

限にする        作為）を消していく 

コンストラク  すべてのリアリティ  研究者と応対者によ   研究者と研究者の 

ティビスト   は構成される     って構成された視点   見方が研究の中心 

（Constructi-             が大切である      的な構成部分である 

vist）    複数のリアリティが  研究者は研究と無関   研究者は構成を見え 

        ある         係ではありえない    るものとするために 

                               再帰的（reflexivity） 

                               であろうとする 

        相対主義                                      複数の見方が示され 

（Relativist）                  る 

                               単一の“コア・カテ 

                               ゴリー”と一つの社 

                               過程からなる組み合

わせは省かれる 

プラグマティ  外在的リアリティを  客観的見方と主観的   ポジティビストとコ 

スト      受け入れる      見方を合併する     ンストラクティビス 

（Pragmatist）                        トのグラウンデッド・ 

                               セオリーモデルの両 

                               方を用いる 

        研究目的のために最  研究目的のために最   研究目的のために最 
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        も有効なリアリティ  も有効な研究者のス   も有効な方法を選択 

        についての仮説を選  タンスを選択する    する 

        択する 

Julianne S. Oktay (2012). Grounded Theory. Pocket Guides to Social Work Research 

Methods. Oxford University Press.（Page 22） 

 

 

３．ソーシャルワーク実践に関連した論文において「理論の発見」としてのグラウンデッド・

セオリー研究方法に用いている論文の例 

 

表１．グランデッド・セオリーを研究方法に用いた論文 

出版年月      専門雑誌名         論文数 グラウンデッド・セオリー 

２０１１年５月 『社会福祉学』Vol.52-1,No.97     ９      １（表２） 

２０１１年８月 『社会福祉学』Vol.52-2,No.98     ９      ３（表３） 

２０１１年１１月『社会福祉学』Vol.52-3,No.99      ４       １＊ 

２０１２年２月 『社会福祉学』Vol.52-4, No.100      ５             1＊ 

２０１１年６月 『ソーシャルワーク学会誌』第２２号  ０      ０ 

２０１１年１２月『ソーシャルワーク学会誌』第２３号  １      ０ 

２０１１年３月 『医療社会福祉研究』第１９巻     ７        ３ 

＊「概念」や「カテゴリー」を用いた質的研究；（数字を□で囲った論文の概略は表１と 

表２として示した。） 

 

 

表２．『社会福祉学』Ｖｏｌ．５２－１（Ｎｏ．９７）、２０１１．５の中の「理論の発見」

としてのグランウンデッド・セオリー研究方法に用いた論文の概略 

１．保坂友子「医療ソーシャルワーカーの実践能力変容過程－新人期から中堅期に至る３段

階－」（９６－１０８頁） 

１）研究目的：医療ソーシャルワーカーの新人期から中堅期への実践能力の変容過程を示す。 

２）研究方法：  

調査対象 １２名（１５年以上のＳＷ経験と現在ＳＷを行っている。） 

調査方法 インタビュー調査 

分析方法 修正版グラウンデッド・セオリー（Ｍ－ＧＴＡ） 

３）研究結果： 

 次の理論の発見（グラウンデッド・セオリー）がなされた。新人期から中堅期に至る実践

能力変容過程は３段階ある。その３段階に見られる４つの特徴がある。 

（１） 新人期に、周囲の環境次第で、葛藤が生じる可能性がある。 
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（２） 新人期から中堅期への移行に、「限界との直面化」「自信獲得のアクション」が鍵と

なる。 

（３） 中堅期に、恒常的介入力、自らのスタンス確立、周囲との関係確立と相まって、ソ

ーシャルワーク実践を確立する。 

（４） 新人期から中堅期の実践能力の変容過程は、なだらかなスロープ状ではなく、階段

上である。 

 提言 ＭＳＷの教育・研修において、医療機関という組織の理解、他職種との連携のあり

方、交渉術やプレゼンテーション能力等の周囲との関係を築く能力の養成の必要性がある。 

４）研究方法関連文献： 

Glaser, B. and Strauss, A. (1967). The Discovery of Grounded Theory: Strategies for  

Qualitative Reserch. Aldine. （＝１９９６．後藤隆・大出春江・水野節夫『データ対応 

型理論の発見－調査からいかに理論をうみだすか』新曜社。 

木下康仁［２００７］『ライブ講義Ｍ－ＧTA 実践的研究法』弘文堂。 

 

 

表２．『社会福祉学』Ｖｏｌ．５２－２（Ｎｏ．９７）、２０１１．８の中の「理論の発見」

としてのグラウンデッド・セオリー研究方法に用いた論文の概略 

１．厨子健一、山野則子「スクールソーシャルワークの実践プロセスに影響を与える要因－

当事者に問題意識がない領域に関わるスクールソーシャルワーカーに着目して－」（３２－

４２頁） 

１）研究目的：スクールソーシャルワーカーの実践プロセスに影響を与える要因を実証的に

明らかにする。 

２）研究方法：  

調査対象 ９名（３年以上のスクールソーシャルワーク経験がある。） 

調査方法 半構造化面接 

分析方法 修正版グラウンデッド・セオリー（Ｍ－ＧＴＡ） 

３）研究結果： 

 次の「理論の発見」（グラウンデッド・セオリー）がなされた。【市町村教育委員会指導主

事の認識】【教師の認識】【SSWer の認識】が、SSWer の実践プロセスに影響を与えている。

３つの認識が相互に影響しあうことで、市町村教育委員会指導主事と教師のSSWer活用や、

SSWer の教師との対等認識の復活の促進が生じる。 

 今後の提言として、実践への以下の３つがある。 

（１） SSWer による教育委員会への働きかけの必要がある。 

（２） SSWer による教師の認識の理解の必要がある。 

（３） SSWer の認識を意識化する必要がある。 

４）研究方法関連文献： 
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木下康仁（１９９９）『グラウンデッド・セオリー・アプローチ－質的実証研究の再生』弘 

文社。 

木下康仁（２００３）『グラウンデッド・セオリー・アプローチ－質的研究への誘い』弘文 

社。 

２．一瀬早百合「障害のある乳幼児をもつ母親の変容プロセス－早期の段階における４つの

ストーリー」（６７－７９頁） 

１）研究目的：乳児期に発見される障害に限定し、早期の段階に特定した母親の変容プロセ

スを明らかにする。 

２）研究方法：  

調査対象 ２５名（月１回の５カ月間の育児支援グループに参加した母親） 

調査方法 グループ参加観察と２５名中２３名のフォローアップ面接 

分析方法 グラウンデッド・セオリー・アプローチ（シンボリック相互作用論の認識に 

     立つストラス・コービン版使用） 

３）研究結果： 

 次の「理論の発見」（グラウンデッド・セオリー）がなされた。早期の段階の母親の経験

とは、《自己のポジショニング》の揺らぎをめぐる物語である。母親の《自己のポジショニ

ング》とは、自己のイメージという＜自己＞そのものと、自己と他者、広くとらえれば自己

と環境との接点である＜関係＞の２つを包含する。変容プロセスは「再生」「逃避」「獲得」

「境界」という４つのストーリーがある。 

 今後の示唆として、早期介入の段階におけるソーシャルワークへの示唆 

（１） 子どもの障害特性への着目 

（２） 「自己」と「関係」の循環という視座 

４）研究方法関連文献： 

三毛美代子（２００２）「ソーシャルワークの調査方法としてのグラウンデッド・セオリー・ 

アプローチ」『ソーシャルワーク研究』２７（４）、１８－２７． 

宮本真己（２００３）「臨床社会学の体験と方法－精神看護の実践・研究を通して」野口裕 

二・大村英昭偏『臨床社会学の実践』有斐閣選書。 

３．「ＤＶ被害者は、いかに暴力関係からの「脱却」を決意するのか－「決定的底打ち実感」

に至るプロセスと「生き続けている自己」－」（９４－１０６頁） 

１）研究目的：ＤＶ被害者の暴力関係から「脱却」を決意するプロセスを明らかにする。 

２）研究方法：  

調査対象 ７名（暴力関係から「脱却」したＤＶ被害者） 

調査方法 インタビュー調査 

分析方法 修正版グラウンデッド・セオリー（Ｍ－ＧＴＡ） 

３）研究結果： 

 次の「理論の発見」（グラウンデッド・セオリー）がなされた。つまり、暴力関係からの
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「脱却」は、被害者自身の「決定的底打ち実感」である。「決定的底打ち実感」に至るプロ

セスは、「限界感の蓄積」を基底に、現状への意味と気づきを再形成し、限界を限界と認識

するプロセスである。そのプロセスを下支えするのは、「生き続けている自己」である。 

 今後の提言として、支援者は、「生き続けている自己」を支えることが重要である。 

４）研究方法関連文献： 

木下康仁（２００３）『グラウンデッド・セオリー・アプローチの実践－質的研究への誘い』 

弘文堂。 

木下康仁（２００７）『ダイブ講義Ｍ－ＧTA－実質的質的研究法修正版グラウンデッド・セ 

オリー・アプローチのすべて』弘文堂。 

三毛美予子（２００５）『Ｍ－ＧＴＡを用いた社会福祉実践研究の実際と研究への提言－こ 

れからＭ－ＧＴＡを用いる人へ』木下康仁偏『分野別実践編－グランデッド・セオリー・

アプローチ』弘文堂。 

 

 

４．ソーシャルワーク実践「理論の発見」の回顧 

 ソーシャルワークにおいても、その実践、教育、研究の歴史的発展のなかで、多くの「理

論（theory）」（ここでは「方法（method）」「過程（process）」「モデル（model）」「アプロ

ーチ（approach）」「パースペクティブ（perspective）」等の表現を含め、以下に「理論」と

それぞれの表現との区別をしてみよう。）が提起されてきた。その「理論」等は浮かんでは、

沈み、また現れ、消滅し、そして新たな発展をみせてきた。たとえば、診断主義ケースワー

クの基礎理論としての精神分析的理論、機能主義ケースワークのランク理論やクライエン

ト中心理論、行動変容ケースワークのもとにある行動・学習理論がある。また、ジェネリッ

クやジェネラリスト・ソシャルワークの基礎となるシステム理論、生態学理論がある。また、

システム・モデル、エコロジカル・モデル、ライフ・モデル、あるいはエコロジカル・パー

スペクティブと呼ぶこともあった。その後のエンパワーメント・モデル、ストレングス・モ

デル、現在では、ポスト・モダンの影響を受け、構成主義、ナラティブ、レジリエンスとい

った概念や理論がソーシャルワークの中に取り入れられようとしている。以上は、いわゆる

「“大型”理論（グランド・セオリー）の発見」や「“中型”理論の発見」であるが、他方、

限定した領域における「“小型”理論の発見」として、たとえば、“障害受容過程”“悲嘆作

業過程”“危機介入過程”といった研究があり、“心的外傷”“愛着障害”“虐待の世代間伝播”

に関する理論や仮説の研究がおこなわれてきた。 

ソーシャルワーク研究（ソーシャルワーク・リサーチ）の歴史的発展のなかで、「理論の

発見（Generating theory）」とともに、「理論の検証（Verifying theory）」も活発に行われ

てきた。 
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Ⅲ．研究方法としての「理論の検証」の回顧と展望 

 

実験研究法（Experimental Research） 

 

                                  実験の試行 

            計測１            計測２ 

   研究対象 

             実験群（Experimental Group） 

 

 

      無作為抽出  統制群（Control Group） 

 （Random Assignment） 

 

 

 

社会調査研究法（Social Survey） 

 

              サンプリング       標本（サンプル、Sample） 

                        （ 標本無作為抽出） 

            （Random Sampling） 

       母集団                                データ 

     （Population）                       統計分析（Statistical Analysis） 

                                              推定（Estimation） 

                                  検定（Test） 

 

 

                   社会調査研究法の過程 

１．研究目標・研究対象・作業仮説・研究方法の設定 

２．調査項目、調査用紙の作成 

３．サンプリング方法を決める（主に無作為抽出法） 

４．社会調査実施、（調査用紙の配布、面接調査、郵送調査等） 

５．データ収集（調査用紙回収） 

６．データ入力（コード化、ＳＰＳＳ統計ソフト等利用） 

７．データ分析（主に統計分析による推定と仮説検定） 

８．分析結果の報告、論文作成 
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グタウンデッド・セオリーの「理論的サンプリング」（参考：グレイザーとストラウス（１

９６７年）「第３章 理論的サンプリング」邦訳、６４－１１２頁） 

 

「理論的サンプリングとは理論を産み出すために行うデータ収集のプロセスである。この

プロセスを通じて分析者はデータの収集とコード化と分析を同時に行い、どのデータを次

に収集すべきか、それをどこで見つけてくべきか、といった決定を行う。」（６４頁） 

 

「理論発見をおこなおうとする社会学者は、調査研究の初めの時点で研究全体を通してい

くつかの集団を選び出すのかあらかじめ断言することができない。いいかえれば、調査研究

の最後になってはじめて選択した集団の数が数えられる、ということである。」（８５頁） 

 

 理論的飽和 

「・・・それぞれの理論的目的のためにどのくらいの集団を抽出すべきなのかを継続的に判

断していくことは必要である。一つのカテゴリーに関連したさまざまな集団の抽出をいつ

やめるべきか、これを判断するための基準がそのカテゴリーの理論的飽和なのである。飽和

というのは、あるカテゴリーの特性をそれ以上発展させることができるようなデータがも

う見つからない状態のことである。」（８６頁） 

 

グレイザーとストラウス（１９６７年、８８－９０頁）は、「カテゴリーの理論的サンプリ

ング」と「統計的サンプリング」対比させいる。それを以下のように要約してしめしてみよ

う。 

 

 

表（ ）理論発見のための「理論的サンプリング」と理論検証のための「統計的サンプリン

グ」の対比（参考と引用：グレイザーとストラウス（１９６７年、邦訳、８８－９０頁） 

理論発見のための「理論的サンプリング」   理論検証のための「統計的サンプリング」 

カテゴリーとその特性を発見し、それらの   記述や検証に使われ、そのために各カテ 

相互関係を一つの理論として提案していく   ゴリーに人々がどう分布しているか、そ 

ために行う。                の状況に関する正確な証拠を得るために 

                      行われる。 

サンプリングが適切であるかどうかは、分   サンプリングが適切であるかどうは、抽 

析者がカテゴリーを飽和させるために、展   出した一つまたはそれ以上の集団の社会 

開させたいと思う理論のタイプにしたがっ   構造に関連して使われた無作為層化抽出 

てどれだけ広範かつ多様に集団の選択を行   の技術に基づいて判断される。 

なったかという点に基づいて判断される。 

理論的サンプリングと不適切であれば、そ   不適切な統計的サンプリングというのは、 
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れは簡単に見つけられる。なぜなら、そう    往々にして見つけるのがより困難である。 

したサンプルと結びついた理論は通常、内   というのは、方法論上の専門家に指摘さ 

容的に乏しく理論統合も十分ではなく、し   れなければならず、さらにまた専門家以 

かも目立った例外が説明を与えられないま   外の研究者は技術的に洗練されている点 

ま、あまりにたくさん存在するためである。  を無批判に受け入れる傾向があるためで 

                      ある。 

理論的サンプリングの使用はそれをやめる   どれほどたくさんの理論的飽和を認めよ 

べき時を社会学者が修得しなければならい。  うとも、データの収集を続行しなければ 

この技術を修得するには時間と分析と柔軟   ならない。なぜなら、正確な証拠という 

性が必要となる。というのは理論的飽和に   規則にしたがえば、最も正確な数値を得 

関して理論的に感受性のある判断を下すと   るためにデータの守備範囲を最大限にす 

いう場合、その判断は決して厳密なもので   る必要があるためである。 

はないからである。 

データ収集とコード化と分析の手続きを同   データ収集とコード化と分析の三つは、 

時に、可能な限り最大限まで行う。コード   それぞれ分離して段階的に行われる。 

化と分析を同時に行わずに理論的サンプリ   データ収集を行っている間はコード化と 

ングをするなどということは不可能である。  分析についてはほとんど何もしないか、 

                      するとしてもごくわずかである。 

 

 

表（ ）『社会福祉学』Ｖｏｌ．５２－１（Ｎｏ．９７）、２０１１．５の中の「理論の検証」

（統計的検定）としての研究方法を用いた論文の概略 

１．橋本真紀「地域を基盤とした子育て支援の現状と課題－地域子育て支援拠点事業センタ

ー型実践の検証から－」（４１－５４頁） 

１）研究目的：地域子育て支援拠点事業センターの子育て支援実践を、コミュニティベース

ドソーシャルワーク（ＣＢSW）の機能と実際業務との関連から探索的に検討する。 

２）研究方法：  

調査対象 子ども未来財団 i －子育てネット（２０１０．１．３０検索）に掲示さてい 

た地域子育て支援拠点センター型で住所が明示されていた３，４９２カ所。 

回収数（率）、１，４００分（４０．０％）。そのうちの回答数が半数を超え 

ていた１，３７２部。 

調査方法 調査表の郵送調査 

     調査表はＣＢＳＷの２７項目、実際業務の１１２項目から構成 

分析方法 統計ソフト（ＳＰＳＳ）による因子分析、一元配置分散分析 

３）研究結果： 

 ＣＢＳＷの項目の因子分析により、回答者を４群に類別した。その分析結果から、次の「理
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論の検証」（統計的検定）がなされた。 

（１） ４群の実践には、個々に特性が認められた。 

（２） ＣＢＳＷ高群は、ＣＢＳＷを意識しつつ実際に地域支援活動業務に積極的に取り 

組んでいた。 

（３） 地域支援意識群は、ＣＢＳＷを意識しつつも実際業務に反映しにくい傾向があっ 

た。 

（４） 予防支援群は、予防支援の意識が高く施設内の実践に取り組む傾向が高かった。 

（５） ＣＢＳＷ低群は、ＣＢＳＷの意識が低く実際業務にも積極的に取り組む傾向は認 

められなかった。 

 今後の提言として、この元強をセンター型実践の多様性としてとらえ支持するのか、セン

ター型実践への理論的期待を実現するために条件整備を行うのか、今後検討する必要があ

る。 

４）研究方法関連文献：特になし。 

 

 

Ⅳ．おわりに 

 

 「理論の発見」と「理論の検証」は手に手をとって、研究が行われてきたし、これからの

ソーシャルワーク実践の研究の発展は、この両者の相互連関によっておこなわれていくこ

とになるであろう。たしかに、時代的によって、その強調点がどちらかに偏ることがあるか

もしれない。たとえ、モダン、あるいはポスト・モダンと呼ばれる時代においても、その両

者の重要性は変ることはないし、普遍的な研究方法なのであろう。ソーシャルワーク学界に

おいても、その両者の調和をこれからも大切にしていく必要があるのではないであろうか。 

 

 

[付録１] 演えき、帰納、アブダクション 

 論理としての命題論理と述語論理は無矛盾で、完全であることが知られている。演えき推

論は、その無矛盾性と完全性が証明されている形式論理である。その無矛盾性と完全性をし

めすとは限らない推論を非演えき推論と呼ぶことがある。その非演えき推論として、帰納と

アブダクションがある。その推論（論証（argument）と呼ばれることがある）は、[前提]と

[結論]からなる。その“[前提]が真なら、[結論]が真でなければならない”という関係にある

とき、その“推論は妥当である（validity）”と言う。つまり、妥当性は、その論証がもつ性

質であり、その推論の“正しさ”“正しくない”を問題としているだけである。ところが、

“真である”“偽である”といった真理性（truth）の問題は、その前提、あるいは結論とし

ての（複合）命題（立言（statement）と呼ばれることがある。参考：サイモン（１９８７

年）（Ｗ．Ｃ．サイモン『論理学』（三訂版）山下正男訳、培風館、２２頁、１９８７年））
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がもつ性質である。そこで、サイモン（１９８７年）の言うように「論証が真なる結論をも

つということを示しても、その論証の妥当性を証明したことにはならない。また論証が偽な

る結論をもつということを示しても、その論証の非妥当性を証明したことにはならない」と

いうことになる。 

論証は、[前提]と[結論]の関係だけを問題としている。つまり、「理論の検証」には演えき

推論が使用され、「理論の発見」には帰納やアブダクションが利用されることがあるが、妥

当な推論は演えき推論であり、帰納、アブダクションは妥当な推論や論証と言えないことが

あるということである。中島（２０００年）（中島秀之『知的エージェントのための集合と

論理』共立出版株式会社、３９頁、２０００年））は、「・・・演えきだけが正しい操作であ

る。より正確にいうと、演えきだけが健全（sound）な操作である。帰納とアブダクション

を無制限に適用すると様々な、論理的にも実用上も無意味な結論が導かれてしまう。」と指

摘している。 

そこで、演えき推論と非演えき推論としての帰納とアブダクションの区別を理解してお

く必要がある。その[前提]と[結論]の関係を、３つの推論パターンである演えき、帰納、ア

ブダクションについて、馬場・山田（１９９９年、１０８頁）は次のように説明している。

（鳥の例に変更する。） 

 

（１） 演えき：[大前提]と[小前提]が正しいとき、必然的に[結論]、すなわち論理的帰結

が導かれるという推論であり、必然的三段論法とも呼ばれる。 

 

[大前提]     鳥であるならば  飛ぶ     Ａ（ｘ）→ Ｂ（ｘ） 

[小前提]  花子は鳥である            Ａ（花子） 

[結論]            花子は飛ぶ           Ｂ（花子） 

 

（２） 帰納：[小前提]と[結論]から[大前提]を仮定する推論で、観測された事例集合から

事例に属するクラスに関する一般的規則を得るものである。 

 

           [小前提]     [結論] 

 花子は鳥である  花子は飛ぶ     Ａ（花子） Ｂ（花子） 

 太郎は鳥である  太郎は飛ぶ     Ａ（太郎） Ｂ（太郎） 

       .        .         .     . 

 健太は鳥である  健太は飛ぶ     Ａ（健太） Ｂ（健太） 

[大前提]     鳥である ならば 飛ぶ     Ａ（ｘ）→ Ｂ（ｘ） 

 

 （３）アブダクション：[大前提]と[決論]から[小前提]を仮定する推論である。 
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[結論]            花子は飛ぶ           Ｂ（花子） 

 [大前提]       鳥である ならば   飛ぶ     Ａ（ｘ）→ Ｂ（ｘ） 

 [小前提] 花子は鳥である            Ａ（花子） 

 

 上の図の右側に、述語論理の表現形式である、たとえば述語としての「鳥である」をＡ、

「飛ぶ」をＢとして示し、「太郎は鳥である」をＡ（太郎）、「太郎は飛ぶ」、Ｂ（太郎）、「花

子は鳥である」、Ａ（花子）、「花子は飛ぶ」、Ｂ（花子）として示した。また、「・・・なら

ば・・・である」という含意（implication）を→で示し、「鳥であるならば、飛ぶ」をＡ（ｘ）

→Ｂ（ｘ）とし、「すべての」を示す全称命題としての記号∀は省略した。 

 ところで、これまでの説明の中でおかしいと感じるところがあったのではないであろう

か。つまり、[大前提]としての「（すべての）鳥であるならば飛ぶ」という、いわばこの「理

論」は“おかしい”“正しくない”“真ではない”のではないか・・・。もし、ある鳥の名前

である（次郎）をみつけてきたとする。その次郎はペンギンであったということが、あとか

ら分かったとする。すると、「次郎は鳥である」が、「次郎は飛ぶことができない」というこ

とになる。[大前提]である「（すべての）鳥であるならば飛ぶ（ことができる）」という「理

論」は正しくないと言うことになる。つまり、外界における対象の範囲をどのように指定し、

限定するかによって、その「理論」は、“正しい”か、“正しくない”かが決まることになる。 

 この「外界」とか、「外延」とか、あるいは「世界」といわれるなかにある“対象”をど

のように「指定」し、その範囲を「限定」するかによって、その「論証」の“正しさ”と、

「理論」の“真偽”は異なってくることになる。たとえば、以下の二つの世界を考えてみよ

う。 

 

 

 

世界１（外延）＝｛花子、太郎、・・・、健太｝×｛「鳥である」、「飛ぶ」｝ 

世界２（外延）＝｛花子、太郎、・・・、健太、次郎｝×｛「鳥である」、 

「飛ぶ」、「飛ばない」｝ 

 

そして、「すべての鳥は、飛ぶ（ことができる）」という「理論」（あるいは、この段階で

は、「仮説」と呼ばれることがある）を立ててみることにする。すると、世界１では、この

「理論（仮説）」は“正しい”ということになるが、世界２では、“ただしくない”というこ

とになる。このとき、外延としての対象を、ある概念（述語）に＜あてはめる＞ことを、「解

釈」という。つまり、外延としての（花子）を、たとえば、「（花子は）鳥である」という“述

語”（“述語”を、“概念”と言ったり、“カテゴリー”と言ったりすることがある。（備考：

この“述語”は、「理論（グラウンデッド・セオリー）の発見」のところででてくる専門用

語、“概念”“カテゴリー”と関連してくる）に＜あてはめる＞ことを意味する。 
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     [世界(外延)]  （解釈） [述語（概念、カテゴリー）]   

 

      花子             「鳥である」    世界１（モデル１） 

      花子             「飛ぶ」 

      太郎             「鳥である」    世界２（モデル２） 

      太郎             「飛ぶ」 

       .             「 . 」 

       .             「 . 」 

      健太                      「鳥である」 

      健太              「飛ぶ」 

      次郎              「鳥である」 

      次郎              「飛ばない」 

 

 

 世界の対象を集合（set）と考え、その対象の“包含”を基に、集合論（圏論）的に示して

みると、以下のように示すことができるであろう。 

 

                  述語（概念、カテゴリー）：「鳥である」 

    「飛ぶ」 

 

         花子      . 

            太郎 

       健太  .                 「飛ばない」 

              .     次郎 

 

 

 

外界の対象である外延に、述語（概念、あるいはカテゴリー）を＜あてはめる＞ことを「解

釈」という。そして、その解釈によって、世界１とするか、世界２とするか、といった限定

がなされる。その限定された「世界」を「モデル」とよぶ。そして、その「モデル」の中で、

「正しい論証」による“真である”立言や命題（多くの場合、複合、全称命題となる）を「理

論」と呼ぶのである。ここでは、世界２、つまり、モデル２において、その論証は“正しく”、

そして、「（すべての）鳥は飛ぶ」という「理論」は、“真”ということになる。しかし、そ

の「理論」は、世界２（モデル２）においては、“偽”となる。（以上は、閉世界仮説と単調

推論を前提としたが、グラウンデッド・セオリーの研究方法は、その世界を開世界仮説と非



58 

 

単調推論を前提とする必要がある（中島（２０００年、１１０－１２１頁））。自然界におい

ては、たとえば、光速よりかなり遅い運動をする力学系の世界（モデル）においては、ニュ

ートン力学理論は“真”であるが、光速に近づく力学系の世界（モデル）では“偽”となる。

光速に近い運動系の世界（モデル）では、あらたな“真”となる特殊相対性理論を必要とす

ることになる。日常言語におけるセマンティック（意味論）の深まりや、オントロジーの基

礎理論の深まりにより、「概念」に関する表現や“言語”が開発さている。たとえば、赤間

（２０１０年、８０頁）（赤間世紀『オントロジーがわかる本』工学社、２０１０年）の例

を以下に示してみよう。 

 

日常言語        「女性である人」 

            「女性の子どもがいる人」 

記述論理（ＤＬ）     Person⊓Female 

                      Person⊓∃hasChild.Female 

集合論         
 
 ))(&),(_(&)(|

)(&)(|

yfemaleyxchildhasyxpersonx

xfemalexpersonx


 

一階述語論理（ＦＯL）  
))(&),(_(&)(

)(&)(

yfemaleyxchildhasxperson

xfemalexperson


 

 

 ここまでのことをまとめておこう。演えきは、[大前提]と[小前提]が、“最初に分かってい

る”ことから、その[結論]を正しいものとして自然に、あるいは形式的に“見出す（導き出

す）”ことができる。演えきは、論理形式と体系が確立され、その無矛盾、完全性は証明さ

れている。ところが、帰納は、[小前提]と[結論]は、観測された幾つかの事実（データ）と

して、“最初に分かっている”が、その事実（の集合）から、[大前提]としての理論を“見出

す（発見する）”ことをしなければならない。また、アブダクションは、[結論]である結果が、

事実（データ）として“最初にわかっている”のであるが、その[大前提]である「理論」と、

予測する事実としての[小前提]を、あらたに“見出す（発見する）”ことが必要になる。つま

り、帰納とアブダクションは、その大前提としての「理論」と、そのことから新たに予測で

きる「事実」としての[小前提]を“見出す（発見）”ことであり、その大前提としての「理論」

は“発見されなければならず”（かならずしも“発見できるとは限らない”）、その「理論の

発見」における方法や形式が確立されているわけではない。その「理論の発見」は研究者の

“カン”や“天才のひらめき”といったものにまかされてきた。「理論の発見」の方法や形

式、体系化が必要になってくるであろう。 

 

 

 

 



59 

 

資料５『居宅ケアプラン』をもとに 

 

藤林慶子・北島英治『居宅ケアプラン』有斐閣、２００４年 
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学会発表 

Abstract: 17th World Congress of the International association of Gerontology 
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資料６『居宅ケアプラン』の「ケアマネジメント・サイエンスの開始」原稿から 

 

居宅介護サービスのマネジメント・サイエンスの開始 

北 島 英 治 

 

 ここでもう一度、第（ ）章で述べた「ケアマネジメントとは？」を復習しておこう。先

ず、「マネジメント」を「現実にマンパワー、社会資源、サービス量、時間、資金等に制約

（条件）がある場合、その目標となる利益（効果）を最大にし、コストを最小にするための

意思決定や問題解決の過程である」と定義した。そして、「ケアマネジャー」とは、「介護（ケ

ア）に関する直接のサービスの種類、量、マンパワー、資金等の評定、計画、手配、記録等

を、高齢者と家族とともに、最小の資金において、サービの最良で最大の効果が得られるよ

うに、『マネジメント』を行う専門家である」と定義した。そこで、マネジメントの構成と

は、その専門家である「ケアマネジャー」がいて、「サービスを利用する人々」と、その「サ

ービスを提供する人々」からなると考えることができる。つまり、現状の限られた利用可能

サービスの中で、各種の居宅介護サービスの種類と量を如何に効果的に行うかを、ケアマネ

ジャーは利用者、家族と一緒に計画を立て、その計画にそって実施していかなければならな

い。そこで、以下示すように本コンピュータ・ソフトを利用することにより、マネジメント・

サイエンスを開始することができる。 

 

１．その利点① 

 

利用者・家族とケアマネジャーが相談し、各種の居宅介護サービス・プランにおける「単

位総数」をコンピュータ画面上で相互に確認し合い、最良のプランをリアル・タイムに決め

ていくことができる。 

 

次に具体的に見てみよう、第（ ）章の( )図を簡略化して、「サービス利用者」「サービ

ス提供者」「ケアマネジャー」の３者を第（ ）章の( )図で示したが、以下は、３人のケア

マネジャーのいる“あさがお居宅介護サービスセンター”のケアネジャーＡさんから、その

地域を見た（仮に１）図として示した。図中における本人Ｃさん・家族である「サービス利

用者Ｃ」とケアマネジャーＡさんである「ケアマネジャーＡ」との間の相互関係を示す太い

点線の部分に、特に注目しながら以下述べてみよう。太い点線は、この両者の間にコンピュ

ータ上に本コピュータ・ソフトの画面が映し出されて、それを両者が見ながら相互の話し合

いを行う過程を意味している。 
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         図（仮に１）．ケアマネジャーＡとサービス利用者Ｃさん 

 

 １）利用者Ｃさんの居宅介護サービス・プラン１の単位総数 

 第（ ）章で例示した要介護２であるＣさんの例を、理解を深めるためにもう一度示して

見よう。ケアマネジャーＡさんは、サービス利用者であるＣさんに対する一週間居宅介護サ

ービスに関するプラン１を表（仮に１）のように立てた。 

 

  表（仮に１）．Ｃさんの一週間の居宅介護サービス・プラン１ 

   居宅介護サービス    曜日      時間           単位 

   １．訪問介護サービス 

身体介護       火  １：００～１：５９ （１時間未満）402 

           木  １：００～１：５９ （１時間未満）402 

          

   ２．通所介護サービス 

                月  １２：００～３：００（３時間）  354 

                水  １２：００～３：００（３時間）  354 

                             単位総数  1,512                                                                                                     

サービス利用者 C サービス提供者 1 

サービス提供者 2 

サービス提供者 3 

ケアマネジャーA 

訪問サービス 

(a1,a2,…an) 

通所サービス 

(b1,b2,…bn) 

あさがお居宅介護サービスセンター 
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 一週間の居宅介護サービス・プラン１を図示すると、第（ ）章の５図と同じになるが、

身体介護サービスと区別するために、通所サービスの部分を明るく明示してみると、（仮に

２）図となる。 

 

図（仮に２）．Ｃさんの一週間の居宅介護サービス・プラン１ 

 

                       ４月 

 

        １日（月）    ２日（火）   ３日（水）    ４日（木）  ５日（金）  ６日（土）  ７日（日） 

 

 午前 8:00 

       9:00     

      10:00 

      11:00                                             1,512 

 正午 12:00 

 午後  1:00     ＋    ＋    ＋ 

        2:00 

        3:00 

        4:00 

        5:00 

        6:00 

        7:00 

 

 

 ２）利用者Ｃさんの居宅介護サービス・プラン２の単位総数 

ところが、Ｃさんと家族とコピュータの画面を見ながら話し合った結果、より身体介護の

方が必要だということで、ケアマネジャーＡさんは、その単位総数を大きく変えることなく、

プランを身体介護サービス中心に変えて、Ｃさんと家族に、（仮に２）図のようなコンピュ

ータの画面を示しながら、新たなプラン２を提示してみた。 

 

  表（仮に２）．Ｃさんの一週間の居宅介護サービス・プラン２ 

   居宅介護サービス    曜日      時間           単位 

   １．訪問介護サービス 

身体介護       月  １：００～１：５９ （１時間未満）402 

           火  １：００～１：５９ （１時間未満）402 

402 402 354 354 

19,480 
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                水  １：００～１：５９ （１時間未満）402 

                木  １：００～１：５９ （１時間未満）402 

                               単位総数  1,608                                                                                                     

 

 新たな一週間のプラン２を図示すると、（仮に３）図となる。 

 

図（仮に３）．Ｃさんの一週間の居宅介護サービス・プラン２ 

 

                       ４月 

 

        １日（月）    ２日（火）   ３日（水）    ４日（木）  ５日（金）  ６日（土）  ７日（日） 

 

 午前 8:00 

       9:00     

      10:00 

      11:00                                             1,608 

 正午 12:00 

 午後  1:00     ＋    ＋    ＋ 

        2:00 

        3:00 

        4:00 

        5:00 

        6:00 

        7:00 

 

 

 以上のように、Ｃさんとその家族と一緒に、コピュータの画面を介して、相互に話し合い

ながら居宅介護サービス・プランを決めていくことが可能になる。コンピュータの画面を見

ながら、本人・家族とケエマネジャーがお互いに話し合いながらケアプランを作成すること

ができるようになるだけでなく、ここからマネジメント・サイエンスに入ることができる。 

 

 ３）利用者Ｃさんの２つの居宅介護サービス・プラン単位総数の比較 

以上のＣさんの二つのプランを、もう一度二つ並べて、両者の「残りの単位数」を計算し、

その違いを比較してみよう。 

 

 表（仮の３）「残りの単位数」の計算 

402 402 402 402 

19,480 
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   居宅介護サービス  曜日      時間          単位 

    （第１プラン） 

１．訪問介護サービス 

身体介護     火  １：００～１：５９（１時間未満）402 

         木  １：００～１：５９（１時間未満）402 

   ２．通所介護サービス 

              月  １２：００～３：００（３時間） 354 

              水  １２：００～３：００（３時間） 354 

                           単位総数 1,512 

        残りの単位数＝介護報酬額－単位総数＝ 19,480 – 1,512 = 17,968                                                                                                    

   （第２プラン） 

   １．訪問介護サービス 

身体介護     月  １：００～１：５９（１時間未満）402 

         火  １：００～１：５９（１時間未満）402 

              水  １：００～１：５９（１時間未満）402 

              木  １：００～１：５９（１時間未満）402 

                             単位総数 1,608 

        残りの単位数＝介護報酬額－単位総数＝ 19,480－1,608 = 17,872                                                                                 

 

以上の表（仮に３）のように、「残りの単位数」を本コンピュータ・ソフトでは即座に計

算して画面上に見せてくれる。その「残りの単位数」を本人・家族とケアマネジャーが見な

がら、新たなケプランを相互の話し合いを通して作成することも可能になる。あるいは、希

望サービス量の“枡の水”（単位総数）が増えて、介護報酬額である“桶の水”があふれ出

てしまうこともあるかもしれない。そこで、介護報酬額を超えて、自己負担を覚悟するかど

うかの判断を行う情報を与えてくれることにもなる。このような過程は、いわゆるマネジメ

ント・サイエンスにおける、＜本人・家族の希望（希望サービス量）＞と＜現実のコスト（負

担量）＞を考えて、サービス利用者とケアマネジャーの相互の話し合いを通してリアル・タ

イムで、その最適値（均衡値）を求めるための“フィードバック”過程を可能にしてくれる。 

 

４）居宅介護サービス・プラン単位総数の計算の仕方 

 以上の「単位総数」「残りの単位数」の計算の仕方をもう一度振り返ってみよう。その計

算を簡略化して、例としてＣさんの第１プランの計算の仕方を以下のように表すことがで

きる。 

 

 Ｃさんのプラン１の「単位総数」 

 ＝身体介護（単位：４０２）×回数（２回）＋通所介護（単位：３５４）×回数（２回） 
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 ＝（ ４０２×２ ）＋（ ３５４×２ ） 

 ＝（８０４）＋（７０８） 

 ＝１，５１２ 

 

 Ｃさんの「残りの単位数」＝「介護報酬額（単位）」－「Ｃさんの単位総数」 

             ＝ １９，４８０－１，５１２ 

             ＝ １７，９６８ 

 

数式化して以下のように示すことができる。 

 

「単位総数（Ｙ）」 

＝サービス A1(単位 A1)×回数（ｘ１回）＋サービス A2(単位：A2)×回数（ｘ２回） 

 

Ｙ ＝（Ａ１×ｘ１）＋（Ａ２×ｘ２） 

 

「残りの単位数(Ｒ)」＝「介護報酬額（単位）（Ｚi）」－「単位総数（Ｙ）」 

  

Ｒ ＝ Ｚ － Ｙ 

 

つまり、サービス種別の単位と回数を掛けて、それをすべて足したものが「単位総数」に

なっているというあたりまえのことを示したにすぎないことになる。そして、計算された

「単位総数（Ｙ）」を「介護報酬額（単位）（Ｚi ： i = 0, 1, 2, 3, 4, 5 )」から引けば、「残り

の単位数（Ｒ）」になることがわかる。この計算を、本コンピュータ・ソフトが行っている

ということである。では、手で計算すれば良いと考えるかもしれない。では、その数が多く

なった場合はどうであろうか。そして、リアルタイムにサービス利用者と家族と話し合いな

がら決めて行かなければならないときには、コンピュータは有効な支援手段となるであろ

う。（以上をより深めたい人は、巻末のマネジメント・サイエンス[付録１]を参考にできる。） 

 

 

 [演習１－１] 要介護度３の１人の居宅介護サービス利用者を想定して、その人のための

“訪問介護サービスにおける身体介護と通所介護サービスとの混合プラン”を先ず作成す

る。次に、“居宅介護サービス中心プラン”に変えたとき、本コンピュータ・ソフトを利用

して、二つのプランにおける支給限度額に対する「残りの単位数」を計算し、その違いを比

較し、それを提示しなさい。サービス種別混合の仕方による単位総数の変化を理解する。 

 

 



67 

 

 

 [演習１－２] 要介護度５の１人の居宅介護サービス利用者を想定して、その人のための

“訪問介護サービスのみの単独サービス・プラン”を先ず作成する。次に、“訪問介護サー

ビス”を＜一回の時間を短くし、回数を増やしたプラン＞と、＜一回の時間を長くし、回数

を減らしたプラン＞を作成し、本コンピュータ・ソフトを利用して、二つのプランにおける

支給限度額に対する「残りの単位数」を計算し、その違いを比較し、それを提示しなさい。

サービス時間と回数の関係を理解する。 

 

２．その利点② 

 

居宅介護サービス利用者別のプランの「ケース単位総数」を集計し、ケアマネジャーは、

自らが立てた複数のプランの「ケース単位総数」を分析し、評価することができ、今後のサ

ービス向上に役立てることができる。 

 

 以上は、ケアマネジャーＡさんが担当した居宅介護サービス利用者Ｃさんとの関係であ

った。同一の利用者Ｃさんに対する幾つかの居宅介護サービス・プランの比較であった。次

は、ケアマネジャーＡさんの担当に、利用者Ｃさんが加わり、担当する利用者が複数になっ

た場合を考える。そこで、介護度も異なった複数の利用者に対する居宅介護サービス・プラ

ンを比較することが可能となる。 

 

 １）居宅介護サービス利用者Ｄさんが加わった場合 

 次に、サービス利用者Ｃさんに対するプランに加えて、サービス利用者Ｄさんが加わった

場合のプランを考えてみよう。図（仮に３）に、サービス利用者Ｄさんを加えて図示したも

のが図（仮に４）である。 
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        図（仮に４）．サービス利用者Ｄさんが加わった場合 

 

 ２）居宅介護サービス利用者Ｄさんのプランにおける単位総数 

 例えば、サービス利用者Ｄさんは、要介護１である。ある一週間の居宅介護サービスにつ

いて考えてみよう。支給限度額は、１６，５８０単位となる。訪問介護サービスと通所介護

サービスを受けたいとのことであったの、ケアマネジャーＡさんは、Ｄさんの一週間の居宅

介護サービスの計画を表（仮の４）のように考えてみた。 

 

  表（仮の４）．Ｄさんの一週間の居宅介護サービス単位総数 

   居宅介護サービス     時間        回数        単位 

   １．訪問介護サービス 

身体介護     １時間以上        ２回   584×2 = 1,168  

   ２．通所介護サービス 

              ４時間以上６時間未満  １回     506×1 =  506  

                             単位総数 1,674                                                                                                     

残りの単位数＝介護報酬額－単位総数＝ 16,580 – 1,674 = 14,906 

 

以上の「単位総数」から「残りの単位数」の計算をしてみよう。計算の仕方を以下のよう

に表すことができる。 

サービス利用者 C サービス提供者 1 

サービス提供者 2 

サービス提供者 3 

ケアマネジャーA 

訪問サービス 

(a1,a2,…an) 

通所サービス 

(b1,b2,…bn) 

あさがお居宅介護サービスセンター 

サービス利用者 D 
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 身体介護（単位：５８４）×回数（２回）＋通所介護（単位：５４７）×回数（１回） 

 ＝（ ５８４×２ ）＋（ ５06×１ ） 

 ＝（１，１６８）＋（５０６） 

 ＝ １，６７４ 

 

 Ｄさんの「残りの単位数」＝「介護報酬額（単位）」－「Ｄさんの単位総数」 

             ＝ １６，５８０－１，６７４ 

             ＝ １４，９０６ 

 

 ３）利用者Ｃさんと利用者Ｄさんの単位総数の比較 

 次に、Ｃさんのプラン１とＤさんのプラン２を見やすくするために、以下のように並べて、

一つの表にしてみよう。 

 

表（仮の５）居宅介護サービス単位数と回数 

 身体介護(402) 身体介護(584) 通所介護(354) 通所介護(506)  Ｙ    Ｚi     Ｒ 

Ｃ    2 回          0 回          2 回          0 回      1,512  19,480  17,968 

Ｄ    0 回          2 回          0 回          1 回      1,674  16,580  14,906 

        2 回          2 回         2 回         1 回      3,186  36,060  32,874 

 

 以上のように、ＣさんとＤさんのプランを比較することが可能になる。その上で、Ｃさん

へのサービス内容と量がＤさんのそれとどのように異なるかを比較し、今後のサービス計

画を立てることに参考にすることができるようになるという利点がある。（以上を深めたい

ひとは、マネジメント・サイエンス[付録２]を参照することができる。）以上のことで大切な

ことは、ケアマネジャーＡさんが担当しているすべての利用者についてデータをまとめる

ことが可能になる。その上で、ケアマネジャーＡさん自身のケアプランの立て方の特徴が自

分自身で把握し、理解を深め、今後のケアマネジメントの質の向上に役立てることができる

ようになる。その月のサービス種別数、単位総数等を各担当利用者に応じて分析し、評価す

ることも可能となる。 

 

 

 [演習２－１] 要介護度が異なる居宅介護サービス利用者において、その「単位総数」の

違いを考えてみよう。あなたが行った各サービス利用者の要介護度の異なった人々を抽出

し、要介護度に応じた「単位総数」の平均値を計算して、その違いを比較しなさい。要介護

度が高くなるに従って、「単位総数」が高くなっていくか、あるいは利用者の要介護度と「単

位総数」とは関連がないか、をあなたの立てた居宅介護サービス・プランにおいて確認しな
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さい。 

 

 

 

 [演習２－２] 要介護度が異なる居宅介護サービス利用者において、そのサービス利用

「時間」の違いを考えてみよう。あなたが行った各サービス利用者の要介護度の異なった

人々を抽出し、要介護度に応じたサービス利用「時間」をリストアップし、その違いを比較

しなさい。要介護度が高くなるに従って、各居宅介護サービス種別の「時間」の長短、「時

間帯」の特徴について、利用者の要介護度との関連がないか、をあなたの立てた居宅介護サ

ービス・プランにおいて確認しなさい。 

 

 

３．その利点③ 

 

居宅介護サービス別の一ヶ月間、一年間当の「単位総数」を、ケアマネジャ－が立てたプ

ランにおいて利用したか、を計算することができる。その地域の居宅介護サービス利用可

能程度（居宅介護サービス提供可能量（アクセシビリティ））を分析、推定、評価すること

ができる。 

 

 先に、＜居宅介護利用者別の「単位総数」＞を求め、比較することを考えた。次に、同じ

ケアマネジャーＡさんが立てた複数の居宅介護サービス・プランにおいて、週、月、年の＜

居宅介護サービス別の「単位総数」＞を計算し、分析することができる。 

 

 １）居宅介護サービス別の「単位総数」 

 先に示したＣさんのプラン１とＤさんのプラン２の表（仮の５）では、＜利用者別＞にＣ

さんとＤさんの「単位総数」を求めた。ここでは＜居宅介護サービス別＞に「単位総数」を

もとめてみよう。そのために、表（仮の５）の居宅介護サービス別のサービス回数をそれぞ

れ囲ったものが表（仮の６）である。 
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表（仮の６）居宅介護サービス単位数と回数 

 

身体介護(402) 身体介護(584) 通所介護(354) 通所介護(506)  Ｙ    Ｚi     Ｒ 

 

Ｃ    2 回          0 回          2 回          0 回       

Ｄ    0 回          2 回          0 回          1 回       

      2 回          2 回         2 回          1 回      

 

402×2= 804   584×2=1,168  354×2= 708  506×1= 506 

 

 

 ２）居宅介護サービス別の単位総数の計算の仕方 

そこで、例としてＣさんとＤさんの「身体介護サービス（単位：４０２点）」に関する「単

位総数」を計算してみよう。 

 

 居宅介護サービス種別（単位：４０２）×（ 回数（２回） ＋ 回数（０回） ） 

 ＝ ４０２（ ２ ＋ ０ ） 

 ＝ ８０４ 

 

以上を公式化すると、 

                    利用者１      利用者２ 

 身体介護（単位：Ａｎ）×（ 回数（ X1 回） ＋ 回数（ X2 回） ＋・・・） 

 

と表すことができる。 

また、二人の「身体介護サービス（４０２）」に関する平均値をもとめることもできる。

その人数が今回は２人であるため、「単位総数」を２で割った４０２が、その平均値という

ことになる。このように、週、月、年間というように、各居宅介護サービス種別に「単位総

数」と、その平均値、分散等を計算することができ、その週、月、年単位で、ケアマネジャ

ーは居宅介護サービス別にデータを収集、分析、評価することによって、利用者と家族のた

めに今後のサービスの質の向上に役立てることができる。以上を深めたい人は、マネジメン

ト・サイエンス[付録３]を参照することができる。） 

 

 

 [演習３－１] あなたが行った各サービス利用者の要介護度の同じ人々を抽出し、要介護

度に応じて、サービス種別に特徴があるかを見てみよう。各要介護度別において、サービス
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種別の利用単位数（単位×回数）に違いがあるかを確認しなさい。そして、要介護度別にサ

ービス種別ごとに、その利用回数と利用単位数に特徴があるかを確認しなさい。 

 

 

 

 [演習３－２] あなたが行った各サービス利用者の要介護度の同じ人々を抽出し、要介護

度に応じて、サービス種別に特徴があるかを見てみよう。各要介護度別において、サービス

種別の利用「時間」の長短、「時間帯」に違いがあるかを確認しなさい。そして、要介護度

別にサービス種別ごとに、その利用回数と利用単位数に特徴があるかを確認しなさい。 

 

 

 

 [演習３－３] あなたが担当した居宅介護サービス利用者において、居宅介護サービスの

「種別」「単位総数」「時間総数」「時間帯」に関して、＜利用者の特徴＞と関連があるか、

を議論しなさい。たとえば、利用者の「性別」「年令」（可能であれば、「家族構成」「地域別」

等）において関連があるか、議論してみましょう。 

 

 

４．その利点④ 

  

各ケアマネジャーの居宅介護サービス・プランを比較することが可能となり、ケアマネ

ジャー間で話し合い、専門知識や技術をお互いに高めるために利用することができる。ま

た、機関・施設全体の居宅介護サービス・プランを管理・運営することが可能になる。 

  

以上、ケアマネジャーＡさんが担当するサービス利用者Ｃさんに対するケプランに加え

て、サービス利用者Ｄさんが加わった場合のケアプランを考えみた（図（仮に４））。次ぎに、

ケアマネジャーＦさんを加え、あらたにケアマネジャーＦさん担当のサービス利用者Ｌさ

んとＭさんを加えて図示したものが図（仮に５）である。 
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図（仮に５）．ケアマネジャーＦさんが加わった場合 

                 

 

 

 あさがお居宅介護サービスセンターは、ケアマネジャーＡさんとケアマネジャーＦさん

が働いているとします。ケアマネジャーＦさんが担当する利用者ＬさんとＭさんを加えて、

ケアプランを考えてみよう。ケアマネジャーＡさんの担当したＣさんのプラン１とＤさん

のプラン２を示した表（仮の５）に、ケアマネジャーＦさんが立てた利用者Ｌさんのプラン

３と利用者Ｍさんのプラン４を加えて示したものが表（仮の６）である。 

 

表（仮の６）居宅介護サービス単位数と回数 

 身体介護(402) 身体介護(584) 通所介護(354) 通所介護(506)  Ｙ    Ｚi     Ｒ 

Ｃ    2 回          0 回          2 回          0 回      1,512  19,480  17,968 

Ｄ    0 回          2 回          0 回          1 回      1,674  16,580  14,906 

Ｌ    3 回          0 回          0 回          0 回      1,206  19,480  18,274 

サービス利用者 C 

サービス利用者 D 

サービス提供者 1 

サービス提供者 2 

サービス提供者 3 

ケアマネジャーA 

ケアマネジャーF 

訪問サービス 

(a1,a2,…an) 

通所サービス 

(b1,b2,…bn) 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

あさがお居宅介護サービスセンター 

サービス利用者 L 

サービス利用者 M 
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Ｍ    4 回          2 回          0 回          0 回      2,776  16,580  13,804 

    9 回          4 回         2 回          1 回 

   402×9=3,618  584×4=2,335  354×2=708  506×1=506 

 

この場合は、ケアマネジャーＡさんとケアマネジャーＦさんの居宅介護サービス・プラン

を比較することが可能となる。 

 

 

 [演習４－１] 要介護度が異なるサービス利用者において、それぞれのケアマネジャーは

どのようにケプランを立てているかを比較してみよう。要介護度の程度に応じて、各ケアマ

ネジャーは同じか、お互いに近い「単位総数」になっているか比較してみよう。また、サー

ビス種別の利用にそれぞれのケアマネジャーにおいて違いがあるかを確認しなさい。 

 

 

 

 [演習４－２] 同じサービス利用者を見立てて、各ケアマネジャーでケアプランを作成し

なさい。その後、各ケアマネジャーの立てたケアプランにおけるサービス種別と「単位総数」

「時間帯」等の違いを比較し、そのことについて議論し合いなさい。 

 

 

 

 [演習４－３] あなたの居宅介護サービス機関・施設における、利用者全員の＜利用者別

の「単位総数」＞をリストアップして、そこから何が分かるか話し合いなさい。また、機関・

施設全体の＜居宅介護サービス別の「単位総数」＞をリストアップし、そこから何がわかる

か話し合いなさい。 

 

 

５．今後の発展 

 

 １）地域全体居宅介護サービス量モニターとオペレーショナルな対応の開始 

 居宅介護サービス利用者のＣさんとＤさんとケアマネジャーのＡさんから開始し、サー

ビス提供者を含めて、その数が増えるに従って、サービス提供・利用構造関係（システム）

が複雑になってくる様子を順に図で説明してきた。最後に、居宅介護サービス機関が２箇所

になり、そのサービス利用者とサービス提供機関が増えた場合を示したものが図（仮に６）

である。 



75 

 

 

図（仮に６）．居宅介護サービスセンターと他のサービス提供者とケアマネジャーが 

複数になった場合 

                 

 

 図（仮の６）は、複雑なシステムのように見えるが、以下のように、いくつかのルールや

構造を見て取ることができる。１）ある「地域」を一つの＜全体システム＞として考えるこ

とができる。２）その「地域」である＜全体システム＞の中に、居宅介護サービスの「サー

ビス利用者」「サービス提供者」、そしてその２つの間の居宅介護サービスを調整しマネージ

する「ケアマネジャー」という構成要素として、３つの＜下位システム＞を考えることがで

きる。この３つの関連は、すでに、第（ ）章「ここでのケアマネジメントとは何か」の中

の図（ ）において示してある。そこで、もっと簡略化した図（仮に７）として示すことが

できる。 

サービス利用者 C 

サービス利用者 D 

サービス提供者 1 

サービス提供者 2 

サービス提供者 3 

ケアマネジャーA 

ケアマネジャーF 

訪問サービス 

(a1,a2,…an) 

通所サービス 

(b1,b2,…bn) 

・ 

・ 

居宅介護サービスセンターＡ 

サービス利用者 L 

サービス利用者 M 

ケアマネジャーＧ 

ケアマネジャーＨ 

・ 

・ 

・ 

居宅介護サービスセンターＢ 

サービス利用者Ｑ 

サービス提供者４ 

サービス提供者５ 

サービス利用者Ｐ 

サービス提供者６ 

・ 

・ 

・ 
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  図（仮に７）地域全体の居宅介護サービス・システム概略 

 

 

 ある地域全体の居宅介護のサービス供給とサービス需要との均衡は、市場システムで動

いているわけではない。そこで、居宅介護サービス利用（需要）が居宅介護サービス提供（供

給）を上回ることもあり、反対にサービス提供（供給）がサービス利用（需要）を超えて無

駄になってしまうこともあろう。また、ある居宅介護サービスの供給が不足する事態もおき

るかもしれない。そのサービスの需給変動は、サービス料金が変動する市場システムで統御

されているわけではない。（ただし、自己負担額が設けてあり、その範囲内において自己統

御システムは働く。）そこで、その地域の居宅介護サービス総数を逐次モニターする手段を

必要とする。マネジメント・サイエンスが重要になる。たとえば、その地域全体の居宅介護

サービス利用程度を予測する指標として、その地域の居宅介護サービス「単位総数」を算出

することが考えられる。本コンピュータ・ソフトをデータ・ベース化することで、居宅介護

サービス支援の一助になることが可能であろう。 

 あるいは、地域サービス提供量の格差が起きることもあろう。また、地域の広大さや、山

岳の多さ、雨や雪による季節的にサービス利用が難しくなるといったように、サービス提供

者への利用者からのアクセシビリティ(accessibility)の問題も、地域によっては起きるかも

しれない。その変化は、地域にある居宅介護サービス機関の居宅介護サービス「単位総数」

「利用時間総数」とともに、その地域全体の居宅介護サービスをケース「単位総数」「利用

時間総数」、サービス種別「単位総数」「利用時間総数」等をデータ・ベース化し、モニター

することは可能である。たとえば、ある地域全体の居宅介護サービスを表（ ）のようにデ

ータ・ベース化することが可能となる。 

 

サービス利用者 

 （需 要） 

 

サービス提供者 

 （供 給） 

ケアマネジャー 

  （仲 介） 

 

サービス種別 

ある地域全体の居宅介護サービス・システム 
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表（仮の７）ある地域全体の居宅介護サービス単位総数と回数 

身体介護(402) 身体介護(584) 通所介護(354) 通所介護(506)・・・ Ｙ    Ｚi     Ｒ 

Ｃ    2 回          0 回          2回          0回    ・・・  1,512  19,480  17,968 

Ｄ    0 回          2 回          0回          1回    ・・・  1,674  16,580  14,906 

Ｌ    3 回          0 回          0 回          0 回   ・・・  1,206  19,480  18,274 

Ｍ    4 回          2 回          0 回          0 回   ・・・  2,776  16,580  13,804 

   ・      ・      ・      ・  ・  ・   ・   ・ 

   ・      ・      ・      ・  ・  ・   ・   ・ 

   ・      ・      ・      ・  ・  ・   ・   ・ 

     回           回           回            回   ・   ・   ・   ・  

 402×  =____  584×  =____  354×  =____  506×  =_____ 地域全体「単位総数」 

 

 地域における居宅介護サービスに関して、サービス量（サービス需要量）と、サービス時

間量（サービス供給量）等の測定、量的モニターを可能とし、そのデータからオペレーシャ

ナルな対応（オペレーシャナル・リサーチ）が可能となる。居宅介護サービスに関して、ど

れだけ、何のサービスが、その場に必要としているかを、リアル・タイムに捉え、その対応

が短期間に可能となる。 

 地域全体に関するマネジメント・サイエンス[付録４]により、＜地域全体の「単位総数」：

Ｙ利用者＞と＜地域全体の居宅介護サービス別「単位総数」：Ｙサービス＞の計算することができ

る。本コンピュータ・ソフトを利用して、地域全体のサービス提供者の各サービス別「時間

総数」（マンパワーに関する一つの指標）を計算することも可能となる。 

 

 ２）居宅介護サービスのＡＩ化 

 図（仮の７）において、地域全体の居宅介護サービス・システムを概略で示した。この図

において、「サービス利用者」と「サービス提供者」と「ケアマネジャー」の３者の間に「コ

ンピュータ」と、そのソフトを導入して示したものが図（仮の８）である。 
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  図（仮に８）コンピュータを導入した居宅介護サービス・システム概略 

 

 

 実は、本コンピュータ・ソフトは、「介護支援専門員の介護サービス計画立案を支援する

インタラクティブ（双方向）コンピュータシステムの開発に関する研究」（参考文献：北島

英治、藤林慶子、岡田進一、岡田まり、西村秋生、堀昌太、「介護支援専門員の介護サービ

ス計画立案を支援するインタラクティブ（双方向）コンピュータシステムの開発に関する研

究」（ニューロ・コンピューティング・システムＣＤ付属）、平成１３年厚生科学研究費補助

金、長寿科学総合研究事業、Ｈ１１－長寿－０３３）における、データ入力・ソフトとして

開発されたものを改良したものである。ケアマネジャーの平成１３年の研究において、「ニ

ューロ・コンピューティング・システム」を開発した。ケアマネジャーのプラン作成に関し

て、専門家であるケマネージャーのプランを入力すると、そのデータに基づいてコンピュー

タが学習し、次に、入力項目（アセスメント項目）を入れるだけで、コンピュータが自動的

に「プラン」を作成するＡＩ化（人口知能化）されたシステムの開発であった。システムの

概略は[付録５]を参考にすることができる。今後、各地域にある居宅介護サービス利用への

コンピュータＡＩ化とともに、それぞれの地域の特徴を生かすことができるマルティエー

ジェントの応用も考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

サービス利用者 

  

 

サービス提供者 

  

ケアマネジャー 

  

 

サービス種別 

ある地域全体の居宅介護サービス・システム 

コンピュータ 
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マネジメント・サイエンス付録 

 

（マネジメント・サイエンス付録１） 

 

 利用者の１月の居宅介護サービス・プランの「単位総数」の計算 

 サービス種別が多くなった場合を考えてみよう。すると、以下のような計算をおこなうこ

とになる。（簡略化して示すために、地域別乗率、派遣資格別等は、以下の計算式の中に含

まれていない。ただし、本コピュータ・ソフトでは計算できる。） 

 

「単位総数：Y」 

  ＝サービス A１×回数ｘ１＋サービス A2×回数ｘ２＋・・・＋サービス An×回数ｘｍ 

  ＝A1×ｘ１＋A2×ｘ２＋・・・＋Aｎ×ｘｍ 

 

 つまり、 

         Y = A1×ｘ１＋A2×ｘ２＋・・・＋Aｎ×ｘｍ 

 

ベクトル表記すると、以下のように簡略化することができる。 

 

         ( )

























=

=

=

m

n

t

t

A

A

A

a

xxxx

axY

2

1

21







 

 

 例：Ｃさんプランにおける単位総数を計算してみよう。 

         

( )

512,1

35424022

354

402
22

=

+=









=Y

 

 

この「単位総数：Y」が「介護報酬額（単位）：Zi」から引くと、「残りの単位数：R」が計

算できる。 
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          R = Zi － Y  

 

 また、「残りの単位数」の求め方は以下のように表すことができる。 

 

          R = Zi － Y  

 

 例：Ｃさんプランにおける「残りの単位数」を計算してみよう。 

 

         Ｒ＝ 19480 – 1512  

= 17986 

 

マネジメント・サイエンスとして、サービス利用者は「介護報酬額にできるだけを近づけ、

利用サービス量を最大にする」と考えてプランを決定するとき、その計算は以下の不等式で

表すことができる。（ただし、さらなる自己負担を考えないとする。） 

 

          A1×ｘ１＋A2×ｘ２＋・・・＋Aｎ×ｘｍ ≦ Zi 

                          Y ≦ Zi 

 

 

（マネジメント・サイエンス付録２） 

 

 居宅介護サービス＜利用者別「単位総数」＞の計算 

 表（仮の５）を一般化したものにして表現すると以下のように表すことができる。 

 

         居宅介護サービス単位数： An 

         サービス回数：      xmn 

         単位総数：        Y 

         介護報酬額（単位）：    Zi 

         残りの単位数：      R 

 

         利用者    A1     A2    A3  ・・・  An     Y   Zi    R 

              1          x11    x12    x13  ・・・ x1n 

              2          x21    x22    x23  ・・・ x2n 

              3          x31    x32    x33  ・・・ x3n 

              ・     ・   ・  ・     ・ 
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              ・     ・   ・  ・     ・ 

              ・     ・   ・  ・     ・ 

              3          xm1    xm2    xm3 ・・・ xmn 

 

 つまり、 

         Y1 = A1×ｘ11＋A2×ｘ12＋・・・＋Aｎ×ｘ1n 

                  Y1 = A1×ｘ21＋A2×ｘ22＋・・・＋Aｎ×ｘ2n 

                  ・   ・   ・   ・・・  ・ 

         ・   ・   ・   ・・・  ・ 

         ・   ・   ・   ・・・  ・ 

                  Y1 = A1×ｘm1＋A2×ｘm2＋・・・＋Aｎ×ｘmn 

 

と表すことができる。ベクトルと行列表示で数式化すると以下のようになる。 
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 例として表（仮の５）から、ＣさんとＤさんの「単位総数（Ｙ）」を計算してみよう。 

            





























=









=

506

354

584

402

1020

0202

1674

1512

AXY


 

次に、「残りの単位数（Ｒ）」を計算する。 
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−








=









−=

1674

1512

16580

19480

14906

17968

YZR


 

 

 

（マネジメント・サイエンス付録３） 

 

 ＜居宅介護サービス別「単位総数」＞の計算 

 表（仮の５）を一般化したものにして表現すると以下のように表すことができる。 

 

         居宅介護サービス単位数： An 

         サービス回数：      xmn 

         単位総数：        Y 

         介護報酬額（単位）：    Zi 

         残りの単位数：      R 

 

 

         利用者    A1     A2    A3  ・・・  An     Y   Zi    R 

 

              1          x11    x12    x13  ・・・ x1n 

              2          x21    x22    x23  ・・・ x2n 

              3          x31    x32    x33  ・・・ x3n 

              ・     ・   ・  ・     ・ 

              ・     ・   ・  ・     ・ 

              ・     ・   ・  ・     ・ 

              3          xm1    xm2   xm3 ・・・ xmn 

 

                          Y1    Y2    Y3 ・・・ Yn  

 

 数式化すると以下のようになる。 
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 例として表（仮の６）から、ＣさんとＤさんの一週間の居宅介護サービス別「単位総数（Ａ

ｎ）」を計算してみよう。 
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804

 

 

 

（マネジメント・サイエンス付録４） 

 

 地域全体の居宅介護サービス・プランの「単位総数」の計算 

 地域全体は、「サービス利用者」「サービス提供者」からなる。付録１において、＜ある一

人のサービス利用者の「単位総数」＞は以下のような計算をおこなうことを示した。そこで、

サービス利用者が増えた場合は、付録２に示したように、以下のように＜複数のサービス利

用者の「単位総数」＞表すことができる。つまり、 

         Y1 = A1×ｘ11＋A2×ｘ12＋・・・＋Aｎ×ｘ1n 

                   ・   ・   ・   ・・・  ・ 

                  Y1 = A1×ｘm1＋A2×ｘm2＋・・・＋Aｎ×ｘmn 

つまり、表（仮の７）を参照したがら、計算は以下のように表すことができる。 

（１）居宅介護サービス機関１番目のサービス利用者全体の「単位総数」： 

         Y11 = A1×ｘ11＋A2×ｘ12＋・・・＋Aｎ×ｘ1n 

         ・   ・   ・   ・・・  ・ 

                  Y1m = A1×ｘm1＋A2×ｘm2＋・・・＋Aｎ×ｘmn 

同じように、 

   （２）居宅介護サービス機関Ｐ番目のサービス利用者全体の「単位総数」 
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         Yp1 = A1×ｘ11＋A2×ｘ12＋・・・＋Aｎ×ｘ1n 

         ・   ・   ・   ・・・  ・ 

                  Ypm = A1×ｘm1＋A2×ｘm2＋・・・＋Aｎ×ｘmn 

つまり、＜地域全体の居宅介護サービス利用者別「単位総数」：Ｙ利用者＞は以下のようにし

て計算することができる。 

Ｙ利用者  =  (Y11+・・・+Y1m) 

+ (Y21+・・・+Y2m) 

 ・ ・・・ ・ 

+ (Yp1+・・・+Ypm) 

同じように、付録３により、＜地域全体の居宅介護サービス別「単位総数」：Ｙサービス＞の

計算は以下のように計算することができる。まず付録３から、ある一つの居宅介護サービス

機関のサービス別「単位総数」は、 

            
=

=
m

m

mnnn xAY
1

1  

と計算できる。そこで、その地域のすべての居宅介護サービス機関の＜サービス別「単位総

数」＞を加えたものであるから、 

Ｙサービス =  (Y11+・・・+Y1n) 

+ (Y21+・・・+Y2n) 

  ・ ・・・ ・ 

+ (Yp1+・・・+Ypn) 

と表すことができる。 

 

 

（マネジメント・サイエンス付録５） 

 

 居宅介護サービス・プラン作成のニューロ・コンピューティング・システムの概略 

 

 『介護支援専門員の介護サービス計画立案を支援するインタラクティブ（双方向）コンピ

ュータシステムの開発に関する研究』（北島英治、藤林慶子、岡田進一、岡田まり、西村秋

生、堀昌太、平成１３年厚生科学研究費補助金、長寿科学総合研究事業、Ｈ１１－長寿－０

３３）に付属している「ニューロ・コンピューティング・システム」について概略を述べる。

ニューロ・コンピュティングとしてはバックプロパゲーションを利用した。 

 先ず、本コンピュータ・ソフトにより、エキスパートとしての熟練したケアマネジャー（複

数）により、約５０人程度のサービス利用者のプランを立て、そのデータを蓄積する。蓄積

されたデータを「ニューロ・コンピューティング・システム」に入力し、“学習”させる。

その結果が図１である。 
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  図１．ニューロ・コンピューティング・システム 

 

 

 その学習過程を示したものが図２である。 

 

 図２．ニューロ・コンピューティング・システムの学習過程 

 

 

 学習結果にもとづいて、新たな利用者のアセスメント項目を入力すると、今度はコンピュ

ータが自動的に、その利用者に合ったプランを作成する。その結果が図３である。 
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 図３．ニューロ・コンピュータによる新たなプラン作成結果 

 

 

 

 

 

 

 


