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Ⅰ．はじめに

１．背景
　2014年７月国際ソーシャルワーク連盟総会および
国際ソーシャルワーク教育学会連盟総会において

「ソーシャルワークのグローバル定義」（以下、新定義）
が改訂・採択された。これは14年ぶりの改訂である。
この定義に関しては従来のものに比してその定義と
注釈は「画期的かつ革新的な視点の転回が押し出さ
れ、ある意味過激」（中村2015，松山2015）との評

価がある。これは現在の世界情勢やソーシャルワー
クの在り方を反映している。この定義の最後には「（こ
の定義は）各国および世界の各地域で展開してもよ
い」つまり、各国および世界の各地域は、この定義
を基にそれぞれの置かれた社会的・政治的・文化的
状況に応じた展開ができる事になる。定義の展開が
可能な理由は、国や民族によりおかれた状況が異な
り、それぞれが重視する価値の内容が異なるからで
もある。国や民族により価値観が異なることは、世
界価値観調査（World Value Survey）が、５年毎
実施され、世界の異なる国の人々の社会文化的、道
徳的、宗教的、政治的価値観を測定し、その推移を
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公開しているが、それが刻々と変化を遂げているこ
とからも分かる。原は「文化の相違から生ずる民族
間の誤解、人種間の偏見、階層間の軋轢は避けがた
いものであろうが、一体何故そのような誤解偏見、
軋轢が起こるのであろうかそれらの源を探ってみる
とそこにはある程度価値観、価値指向の相違に基づ
く場合が多い（原1957：164）。」と様々な行為や見
解の基盤に価値があることを指摘している。
　2016年７月の日本ソーシャルワーク学会第33回大
会の学会企画シンポジウムは、「ソーシャルワークの

『グローカル』な展開を目指して－ますます世界的に、
あくまでも日本的に－」と題して開催された。その
際に「各国から提出された新定義案が集約され、合
意を図ったものが、再度各国で展開してもよいとす
るのは逆の流れではないか」「専門家の活用する理
論はどのように形成され、成立するのか」といった
内容が話題となった。
　新しい定義をどのように展開するかについては現
在、社会福祉専門職団体協議会４団体（日本社会福
祉士会、日本ソーシャルワーカー協会、日本精神保
健福祉士協会、日本医療社会福祉協会）及び日本
社会福祉教育学校連盟が、ナショナル定義検討ワー
キンググループを立ち上げ、その案を作成し各団体
で2016年９月末までに意見募集を行っている段階で
ある。
　この新定義を守り我が国独自の展開をする場合、
そこで重視されるソーシャルワークの価値や理論
は、我が国のソーシャルワークの研究の中で議論さ
れてきたものであるべきである。そして、その価値
のどのような部分が近年の研究で重要とされてきた
のか、焦点をあてて整理する必要がある。それには、
近年の社会福祉の研究の動向から探索する必要が
ある。

２．研究目的
　本稿の目的は、我が国におけるソーシャルワーク
の価値や思想を社会福祉学の研究動向から概観し、
新定義におけるわが国の展開で注目されている内容

を考察することである。

Ⅱ．研究方法

　研究方法は、ソーシャルワークの学術誌『社会福
祉学』に掲載された過去５年分（2010年度から2014
年度）の「学界回顧と展望」（以後、「回顧と展望」
とする）のレビューを足掛かりに我が国のソーシャ
ルワークの現在の動向、その中で議論されている価
値や思想を概観する。

１ ．日本社会福祉学会と学会誌『社会福祉学』「回
顧と展望」

　日本社会福祉学会は1954年５月に創立（初代会
長四宮恭二、会員数196名）。1960年には学会誌『社
会福祉学』を創刊し、1973年に学術会議において
正式に学術団体として認定されている。『社会福祉
学』は、日本社会福祉学会編集の学会誌である。一
年毎に前年度発表された社会福祉の研究成果を「回
顧と展望」として掲載している。そこでは、社会福
祉学における研究を「理論・思想」「社会保障・社
会福祉政策」「ソーシャルワーク」「子ども家庭福祉」

「高齢者福祉」「地域福祉」「国際」の７部門に分け、
執筆者が重要だとするその年の研究を選び、その
年の動向と今後の研究のしかるべき方向性を述べて
いる。執筆者の視点によっては俎上に上る研究に偏
りや分類法が独自のものとなるが、その時のその部
門に必要とされる視点だったり、その部門の主だっ
た研究の網羅を試みたり、国内のみならず、各部門
の海外での研究も含めた動向を知る事が出来る。な
により、社会福祉の各部門のとらえ方から社会福祉
の研究課題や方向性を把握することができると考え
る。

２ ．部門「理論・思想」「社会保障・社会福祉政策」
「ソーシャルワーク」を選択する理由
　ソーシャルワーク研究における価値や思想の動向
を概観するため、「理論・思想」「社会保障・社会福
祉政策」「ソーシャルワーク」の３部門に絞りレビュー
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を行うのは、この３部門の研究には、ソーシャルワー
クの考え方（志向）、視点、技術などが他部門より
濃く影響していると考えられるからである。「理論・
思想」「ソーシャルワーク」だけでなく「社会保障・
社会福祉政策」も含めた理由は、ソーシャルワーク
の価値や実践は、「その時代の背景にある文化・社
会的要因、経済や政治のシステム、社会の価値観
と無関係に実施されない」（高田1983，坂下・田中
2011，中村2015）からである。福祉制度における援
助活動とソーシャルワークは必ずしも合致するわけ
ではないが、「それでも福祉制度の影響はソーシャ
ルワーカーらの所属機関や施設の集団的価値に影響
を与え、ソーシャルワーカーにも影響を与えている」

（黒木2015）それゆえ、この３部門の研究動向を合
わせてレビューを行う必要があると考える。
　対象は2011年度からの５年間の15本の「回顧と
展望」を対象とした。担当執筆者は「理論・思想」
部門は加藤博史（2011・2012）、児島亜紀子（2013・
2014）、衣笠一茂（2015）、「社会保障・社会福祉政
策」部門は鎮目真人（2011・2012）、秋元美世（2013）、
所道彦（2014）、平野寛弥（2015）、「ソーシャルワー
ク」部門は北島英治（2011・2012）、福山和女（2013・
2014）、松倉真理子・木原活信（2015）である。

Ⅲ．研究結果

１．文献数
　部門ごとの文献（最終頁に文献として掲載されて
いる物のみ）を年度別で集計した（図１）。毎年度
使用文献の一番多いのが「社会保障・社会福祉政
策」部門であった。制度政策の決定過程や転換への
今後のあり方等の研究が多い分野でもある。使用さ
れた文献の最高本数は秋元（2013）の86本であっ
た。この年は、日本社会福祉学会から「対話社会福
祉学」全５巻、日本社会保障法学会から「新講座社
会保障法」全３巻が公刊され、「社会保障・社会福
祉政策」部門での研究対象の数も多かった。論文数
が少ないのは「ソーシャルワーク」部門の北島（2012）
で16本で、ソーシャルワークの実践におけるリサー

チ・メソッドに限定し論じたものであった。ソーシャ
ルワーク研究は、実践例を報告する論文が多い部門
であるが、担当執筆者の視点は、研究枠組みやソー
シャルワーク研究の実証的研究、つまり、理論の検
証や理論の発見といったところであった。

２．参考・引用文献の国内外比
　各部門の研究は、海外の影響を調べるため、参考・
引用文献の総数とその中での海外文献数を比較した

図１　各部門の引用論文数

図２　各部門文献の国内外比
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（図２）。「理論・思想」部門は132本のうち12本で
９％。「社会保障・社会福祉政策」部門は300本の
うち５本で1.7％。「ソーシャルワーク」部門は158本
のうち42本で26.6％であった。ソーシャルワーク部
門の「回顧と展望」は執筆に際し４分の１がその源
流である欧米の理論・研究方に関する文献を使用し、
今なお、その研究は欧米の理論の影響を多く受けて
いる。

３．最古参考・引用文献
　各部門の１年間の論文を執筆者の視点からまとめ
ていく際に、その主張を根拠付ける参考・引用文献
の起源はどこまで遡るかについて「回顧と展望」の
15本の論文の参考・引用文献から最も古いものを抽
出した（表１）。「理論・思想」部門では戦後の「慈
善事業の概念」の起源として吉田（1952）に遡った
ものと、「糸賀一雄に象徴されるような」という記述
も含めると５年間で４回、担当執筆者が糸賀（1968）
の思想を採り上げている。「社会保障・社会福祉政策」
部門はイギリスの戦後の社会保障の基盤となったベ

ヴァリッジ報告（1942）の新訳以外は2000年代以降
の最近の文献であった。「ソーシャルワーク」部門の
最も古い参考文献は「ケースワークの母」と評される、
Richmond（1917・1922）の文献が５年間で３回あがっ
ている。

４．各部門の研究射程と概要
　ここでは、３部門の５年間分の概要を担当執筆者
ごとにソーシャルワークの価値と思想を中心に整理
する。

（１）理論・思想部門
　加藤（2011・2012）は、人間観・社会観の欠落、
人間性への洞察力と権力の批判を持たない今日の社
会福祉学は存在理由の危機だと指摘している。加藤
は新たな貧困問題に取り組む湯浅誠やアフガニスタ
ンで活動する医師中村哲らの仕事を石井十次、留岡
幸助、山室軍平、糸賀一雄らの福祉思想の系譜に
つながるものと呼び、石井や糸賀の思想が現代につ
ながっていることを強調しているが、その意味する
ところは思想とその体現としての実践を兼ね備える

表１　各論文中の最も古い参考・引用文献
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働き・活動・人物を福祉思想の権化とするのだろう
か。また、加藤は、社会福祉原論は社会福祉という
フィールドが現実にあるというところからの出発で
あり、先達は社会の底辺の人たちと共に生きようと
し、それを原点にそこから思想的継承を行ってきた
のに、現在の研究者のフィールドとルーツの軽視を
嘆いている。加藤のいうところの研究者の立ち位置
は、ファーマー（2011）の社会福祉の対象者とその
問題から安逸に暮らす自己を自覚しながらも、共に
ソーシャル・アクションを起していくべきだと研究と
実践の結束と立ち位置についてその距離を詰め、決
して第三者とさせまいと迫っている。
　児島（2013年）は「社会福祉原論」が「学」の
アイデンティティや固有性と深くつながっている

（2013：103）と指摘し、そしてソーシャルワーク原
論の構築にはその理論の蓄積をより積極的に取り入
れ、価値や倫理に関する討議もすぐれて社会福祉原
論（社会福祉理論）の扱うテーマだと主張している。
また、児島は排除や抑圧などの社会的不正が常態化
する中で社会正義が社会福祉学の重要なテーマとな
り、その概念がはらむ諸問題を考察することが社会
福祉理論に重要だとし、社会福祉とは何かについて
は「対象論・あるいはニーズ論・運営論・経営論・
主体論・当事者論・公私関係論」とソーシャルワー
ク論との境界に位置するケア論・援助関係論・規範
理論たる正義論などもその範疇（2013：108）とする。
更に児島（2014）は、援助の関係性を深田耕一郎「福
祉と贈与」（2013）から「贈与としての福祉」、「相
互贈与」、介護者の「疚しさ」などをキーワードに説
明しているが、この関係を非対称としながらも人間
の身体やいのちの脆弱性つまり「弱さ」に着目し、
この「弱さ」や傷つきやすさを肯定する言説の広が
りを意識していると捉え、「弱さの研究」から「降り
ていく」という上昇が望めない下降について受け止
めて弱さを素直に出す、こうした言説は東日本大震
災後の日本人の心に寄り添ったもの（児島2013：
123）と指摘している。そして、近年福祉哲学を構
想する営みが広がりつつあるが、そのルーツを糸賀

一雄だと述べている。
　衣笠（2015）は2015年４月開始の「地域包括ケア
システム」の導入、「生活困窮者自立支援法」施行、

「社会福祉法人のあり方等に関する検討会」の報告
から社会福祉は「地域・在宅」の展開を志向し、「生
活の安定への寄与」に向けた具体的な取り組みが求
められ、社会福祉が「何によって」だけでなく「何
を実現しようとしている価値・原理・行為の体系な
のか」が改めて問われていると言及した。彼は、「社
会事業」とその思想の変換や源流へ遡る、石井洗二

「『慈善事業』概念に関する考察（石井2014）」の研
究を取りあげ、そこにある日本の慈善の「近代性を
持つものとして移入されながら、しかも日本の社会
基盤は慈恵性があまりに強いためこの二重の性格を
背負わされた」（吉田1952：118）点に注目して合理
性という単純な概念による「近代」の枠組において
社会福祉の理論・思想を問うことの限界から、科学
的な手続きに基づき明証化された事実を価値あるも
のとし、結果のみを真実とすることを警戒している。
そして、京極（2014）の糸賀一雄の思想を今日的福
祉理念である自立支援と重ね「自立概念」のもとに
措定し「望ましいひとモデル」としての「自立でき
る個人」だけではなく「この子らを世の光に」とい
う理念とWHOのICFの障害概念の理解の仕方との
類似などから、広義の自立生活を社会的に支援する
という抽象的意味の自立支援を新たな福祉理念だと
している。ここでも、糸賀の思想が基盤となり、さ
らに今日の支援のあり方にも通じる思想としている
と、考える。
　衣笠（2015）は最後に、今後の「理論・思想」が
考えるべきこととして、現在の社会福祉の理論・思
想は従来それが依拠してきた概念や枠組みだけでは
説明しきれないことから、合理性や客観性、普遍性
や再現可能性といった科学方法をもって社会福祉の
事象を「分析」するのではなく実践の「意味的世界」
を読み解くこと、科学性を重視した「近代」だけで
なく「近代性という単一の指標に依らない」理論・
思想の構築（衣笠2015：107）が求められていると
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している。
（２）社会保障・社会福祉政策部門
　鎮目（2011）は、2010年度は若年層や男性世帯主
の雇用の不安定化、ケアと仕事の両立問題、子ども
の貧困など「新しいリスク」が生じる中、そのよう
な社会問題とそれに対する社会制度改革の内容や方
向性の議論があったと回顧している。この年にクロー
ズアップされた「無縁社会」という現象に対して無
縁死の最大予備軍である高齢単身男性の抱える問
題には現段階の社会保障では対処しきれないとして
いる。そして鎮目は、ワークライフバランスと社会
保障制度間のバランスについては子ども手当に関し
ては所得制限が撤廃したことは、つまり日本の現金
給付制度に初めて所得制限が課せられなかったもの
で、子どもの扶養と親による私的負担が強調される
領域において、社会の責任を明らかにし、それを制
度化したこと（鎮目2011：82）を一定の評価として
いる。彼は、社会保障制度以外の支出分野も視野に
入れた分配見直し、社会保障財源のパイの増大と見
直し（所得再配分の仕組みや男性稼ぎ主モデルに関
する改革）をあげている。そして、社会保障制度改
革を年金・医療・介護の３領域に分けて議論してい
る。この新しいリスクやライフスタイルの変容は日
本の福祉レジームの特徴である社会保険中心主義に
も変容をもたらすかもしれないと述べている。
　2011年度の「展望と回顧」で鎮目（2012）は、東
日本大震災における被害を社会保障の問題から、
サービス供給とアクセス、コミュニティと住宅復旧、
ジェンダー、雇用に分け東日本大震災に関する研究
を概観し、災害対策として論じられた住宅、ジェン
ダー、雇用など（外国人の労働者が日本人労働者に
先立って賃金カットや解雇された等も含む）に関す
る問題は平素の社会保障制度の不十分さによる結果
としている。雇用対策・社会保険と福祉サービス・
生活保護が旧来からの問題である震災対策でも問題
であったことを指摘した。そして、財源論という手
段だけでなく「普遍主義に基づく最低保証のモデル」
に近づけるための政策議論が乏しかったこと、普遍

的シティズンシップに基づく再分配をこれからの課
題として述べた。
　2012年の「回顧と展望」を秋元（2013）は、日本
社会福祉学会公刊の『対論社会福祉学』（日本社会
福祉学会編）第２巻「社会福祉政策」から特に生
活保護制度と医療・年金制度や老人福祉などの社会
福祉制度との「調整」という視点、今後の最低生活
保障の枠組みを考える際の視点の課題を指摘し、日
本社会保障法学会公刊の『新講座社会保障法』全
３巻の特に第３巻『ナショナルミニマムの再構築』
では「ナショナルミニマムを生活保護、社会保障に
限定せず開かれた概念として用いて、国民生活の
ベーシックなニーズの保障にあたっては、他の諸法
制も含めた重層的な保障からの視点が欠かせないと
して、先の『対論社会福祉学』における最低生活保
障のあり方に関する議論の問題関心と問題設定が重
なっているとした（秋元2013：116）。
　2013年の「回顧と展望」で所（2014）は、敢えて
本部門のタイトルを「社会保障・福祉政策」と変更
しているが特にその説明はない。制度・政策研究に
は現実の政策との間に時差が生じていると述べるも、
2013年の動向として重要な点が２点あるとした。１
点目が、社会保障制度改革国民会議の報告書（以下、
国民会議の報告書）の提出と社会保障制度改革の
プログラム法（以下プログラム法）の成立をあげる。
プログラム法の成立は右肩上がりの経済や人口増を
前提とできないなかでの「財政的に」持続可能をめ
ざすならば、費用負担の増加と給付の削減がセット
で提示されるというメッセージが込められている（所
2014：131）。２点目は、国民会議の報告書では社会
保障制度の方向性として「1970年代モデル」から

「2025年モデル」への転換・再構築が重要課題とさ
れたことによる、世代間の公平と世代内の公平も重
要であること、「年齢別」から「負担能力別」への
切り替え、女性、若者、高齢者、障がい者などすべ
ての人が働き続ける社会をめざすこと、少子化対策、
医療・介護、年金の各分野での改革について方向性
を示していると概観している。所は、格差・貧困問
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題の深刻化は、社会の統合を脅かし、社会の分裂を
招くため、社会保障の規模のあり方、格差が問題に
なりこれまで以上に「分配」や「公平」をめぐる議
論が重要だとしている。
　そして、総論として「生活保障」「社会的包摂」

「自助・共助・公助」「人権」をあげ各論として「生
活保護法の改正と生活困窮者自立支援法」「子ども・
子育て支援新制度と子どもの貧困対策」「『家族』と
福祉政策」「民間組織と福祉政策」「ケア政策」「震
災後の社会保障」「地域政策」に2013年度の社会保
障・福祉政策の研究を分類し概観している。そして
今後の展望として大友ら（2013）を引用し今日の政策・
理論の対象の研究は「既存の研究・理論の枠組み
に照らし合わせながらみていくのではなく『対象』
の実態、それに対する政策、制度の矛盾や問題、そ
の分析と総括からの社会福祉のあり方や理論をもう
一度整理して、社会福祉学における政策研究の位置
についての議論も必要」（所2015：139）だと社会福
祉のあり方や理論の再考を社会保障・福祉政策から
も必要としていることを示唆している。そして所は、
研究者の貧困問題を「欠乏」ではなく「格差」と認
識できること、「自助」「共助」「社会保障」といった
概念の整理やそれらの仕組みに関する欧米の歴史や
思想から再確認の重要性をあげている。
　2014年度の「展望と回顧」で平野（2015）は消費
税率の段階的引き上げが2015年10月に予定されて
いたが2017年４月までに延期されたことによる2015
年度予算に大きな影響をもたらしたこと、2015年10
月から実施予定だった「年金生活者支援給付金に
関する法律」や、老齢基礎年金の受給資格期間の
短縮も2017年４月に延期となったことを重要事項と
して述べている。社会保障の圧縮という現政権の姿
勢への批判、危惧に関する論文は多数あるが、里見

（2014）の2006年以降に厚生労働省が採用するよう
になった「自助・共助・公助」を批判的に論じ新解
釈の下、社会保険を共助として、社会保障を共助と
公助に分断して相対化し、社会保障への公的責任
を縮小しようとしていること、公助を救貧的・選別

的制度と位置づけていることの２点を指摘し、自助
の強調を問題としている。こうした社会保障の圧縮
と経済産業界からの規制緩和の要請による政府の経
済政策の方針も注視すべきだとしている。日本経済
再生本部発表『日本再興戦略改訂2014－未来への
挑戦』では産業復興と新たな競争的市場の創造を目
指し、女性の活躍促進、外国人材の活用、働き方改
革、健康産業の活性化と質の高いヘルスケアサービ
スの提供などが取り上げられ、これを踏まえ「『産業
競争力の強化に関する実行計画』2015年版」が発
表され労働関連法制の規制緩和といった日本国内の
政府の方向性に影響を与えたトマ・ピケティの著書

「21世紀の資本」（Piketty=2014）の主張はいわゆる
「トリクルダウン理論」を明確に否定するもので、こ
の本の支持は人々が「格差」の拡大を実感ないし予
感しているからではないかと推察している。次に平
野は、各論として、社会保障全般・福祉国家・年金
政策・医療・介護政策・雇用・労働政策・社会福祉・
地域政策・地方政策・貧困政策国際比較の順で分
野別の動向をあげている。雇用・労働がますますリ
スク要因化していく中、働き方の変化が成果重視や、
労働時間の考慮されない評価制度、日本のジョブ型
ではなくメンバーシップ型の雇用に自分の仕事の範
囲が決まっていないという働き方に成果を重視する
評価制度は労働者に不利に働く可能性があると危惧
する。そして、政策や問題解決のフレームとしての「地
域」の重要性、TPP（環太平洋パートナーシップ協定）
の影響、地域に定着している外国人の地域住民とし
ての権利と義務なども地域社会というフレームで考
えることが求められているとしている。ナショナルな
生活保障が縮減低減されていく中で、共助の仕組み
や公助の充実を求めていく必要があるが、そのビジョ
ン、どのような社会構想を描くのかが欠けているこ
とが問題だと指摘している。

（３）ソーシャルワーク部門
　2011年度、2012年度の「回顧と展望」で北島は、
ソーシャルワーク研究方法へと限定し理論の検証と
これらの起源を求め経緯を探求することを目的とし
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た。2011年度は国内外、特に北米のソーシャルワー
ク部門の専門雑誌から回顧と展望を試みて、ソーシャ
ルワーク実践における３つの視点である「ストレン
グス視点」「エンパワーメント・アプローチ」「コント
ラクティブ・ソーシャルワーク」の起源を求め経緯
を探求した。（「エンパワーメント」「エンパワメント」
などの用語は、以下文献にあるままを用いる。）
　その結果は、ストレングス視点は1960年代の機能
主義ソーシャルワークへと導かれ、その考えは人類
学者のミードや教育学者のデューイ、心理学者のラ
ンクへと遡った。また、エンパワーメント・アプロー
チは、Solomon（1976）のエンパワーメントの定義
から「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つくり上げられたパワー
レスを削減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ともに、ソーシャルワー
カーが加わろうとする “一つの過程”」（北島訳）で
あるとした。次に、北島は “一つの過程” に注目し、
Saleebey（2009）のレジリエンス、Richmond（1922）
やPerlman（1957）のソーシャル・ケースワーク、
Ross（1955）のコミュニティ・オーガニゼーション
の定義をも辿りこれらの定義が “一つの過程” とさ
れていることを確認し、これらは現在我が国で直接・
間接援助技術といわれ、福祉専門職の教育養成にお
いても基本として学ぶ技術であるが、Solomon（1967）
の序文を引用しそれらの技術はソーシャルワーク実
践のあくまでも一つの過程であると間接的に述べた。
さらに、ストレングスの視点が「自助」「自己責任」
を新自由主義に向けて強化されていくことについて
今後の危惧する点であるとも述べている。
　北島はコントラクティブ・ソーシャルワークの起
源を「社会的構成」「社会的構築」などに追い求め
ると1966年まで遡りそこから、「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『現実』なのであ
ろうか、それともその時代、その地域、その人々、
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、（中略）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」を新たに「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（北
島2011：102）として、ソーシャルワークがそれに参
画することによってソーシャルワークの実践がさら
に展開する可能性を述べた。また北島（2012）はソー
シャルワークの実践におけるソーシャルワーク・リ
サーチ・メソッドについて「理論の発見」と「理論
の検証」そして「理論の発見」の（再）発見につい
て、システム理論やエンパワーメントモデル等は
“大型” “中型” 理論になるがその他に、限定した

領域における「“小型” 理論の発見」があり、“障害
受容過程” “悲嘆作業過程” といった研究から理論
の発見と共に理論の検証も行われてきたとして、グ
ラウンデッド・セオリー（データ対話型理論）の手
法を概観し、「科学」としての“研究”について議論
した。そしてこの「理論の発見」と「理論の検証」
が相互関連で行われ発展していくことがソーシャル
ワークの実践において重要だと指摘した。
　2012年度の「回顧と展望」で福山（2013）は、欧
米から輸入されたソーシャルワークが日本的に変容、
実践され活用され発展してきたことに対して、「（我
が国の）ソーシャルワーク論の研究は日本という独
自の文化圏に存在する構築源に根差したものに基づ
き展開されることこそが、その原則であるところの
個別化と人間の尊厳を保持したものである。（2013：
125）」として、日本的展開の基盤となる岩盤の探索が、
さらなる我が国のソーシャルワーク、社会福祉学の
発展に結びつくと述べている。
　福山（2013、2014）は文献の分類枠組みを検討し
小松（2002）の４つの研究視点とCaplan（1964）の
予防精医学の「予防の概念」を組み合わせ、ソーシャ
ルワークで援用することを試みた。第２次予防の「他
部門の人に伝達ができ、詳細な評価を行い、説明さ
れていない目標も達成できること」（Caplan（=1970））
は、伝統的な理論と方法を修正し用いることの効果
についても考察する、小松型研究枠組み③共通基
盤を支える基礎理論となる「基本的視点」の研究、
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研究領域はメゾ・マクロである。第３次予防は「個
人個人の適応という問題にまず取り組む」（Caplan

（=1970））ことであり、個人の適応を助け環境の改
善も現在では大切だとする。小松型研究枠組み④
方法・技術論を具体的に展開するために必要な「新
しいアプローチ」の研究、研究領域はメゾ・ミクロ
になる。第１次予防は「膨大な価値あるものである
ことを示すこと」が求められ（Caplan（=1970））小
松型研究枠組みの①方法・技術の基底になっている

「思想」の研究②方法・技術の「共通基盤を構成す
る基本的枠組み」の研究、研究領域はマクロになる。
この分類結果に基づき、ソーシャルワーク論が次年
度へと歩を歩めるうえでの総合的包括的研究のある
べき方向性を提示したいとした。この視点の起源は
Richmond（1917）まで遡れるとして、ソーシャルワー
ク論の研究で考えると「包括的・総合的」に展開す
るには、①第２次予防の研究によって、人々の社会
生活上の問題への施策を含めた対応方法や技術を
活用し、援助活動や実践に関する十分な実績の検証
を行い、②それに第３次予防の援助活動・実践の評
価により理論体系や専門領域の知識・技術の理論の
必要性を検証し、③これらの予防レベルの研究実績
に基づき第１次予防の概念、思想の研究、すなわち
理論構築が必要である（福山2013：135）と論じて
いる。そして今後のソーシャルワーク研究は問題を
取り除く術の研究から効果的な悪化予防策へ理論や
概念の開発へと発展することにより、ソーシャルワー
クもミクロ領域の実践だけでなくメゾ・マクロ領域
の予防機能を果たす統合的なソーシャルワークから
予防的なソーシャルワークへと進展するのではない
かと考察している。
　2014年度の「回顧と展望」で松倉・木原（2015）
は2014年にソーシャルワークの国際定義の見直し
と「社会福祉専門職団体協議会」による日本語訳が
確定したことを主軸に該当年度の研究を概観してい
る。その方法はCiＮii（国立情報学研究所学術ナビ
ゲーター）を中心とした2014年度の文献検索を行い、
重複や学会報告等を削除した研究論文195編、単行

本19冊を対象とした。そして、研究を①ソーシャル
ワーク実践や方法などを振り返り考察・提案する論
文、②ソーシャルワーク理論や価値そのものについ
て検証したもの、③ソーシャルワーカーや専門職の
役割・機能について論じたもの、④ソーシャルワー
ク教育について提示したものと4つに分類した。研
究フィールドは子ども・児童、親子・家族・家庭、
障害、高齢、地域、貧困、医療、災害、学校と９分
類とした。
　新定義において際立つ点は第１に、ミクロからマ
クロ（政治）レベルでの実践の連続性にあると強調
した。「社会開発」という概念が新たに「中核となる
任務」に提示されたことにより、今まで以上にソー
シャルワーカーがクライエントの状況や背景に関わ
り社会変革を意識することの自覚が示された。第２
にソーシャルワークの知のあり方への言及で「利用
者との双方向性のある対話過程を通して共同で作り
上げられるもの」であり、西洋の理論や知識のみの

「科学的植民地主義」を是正すべきだとし「利用者
の知」や実践の中で得られる「ローカルな知」に基
づくことを強く促そうとしていると指摘した。松倉ら

（2015）はこの「知」は、ソーシャルワークが実践さ
れる「現場」における「現実」や「文化」「グロー
バルな定義」を共有しようとすることの必然性は、
ソーシャルワークの根源を掘り下げれば歴史や文化
を超越するような人間存在に共通する課題や動機が
あるはずであるという考えに基づく（松倉ら2015：
138）と述べている。また、2014年の新定義の「実
践に基づいた専門職であり学問」を志向するソーシャ
ルワークの原点について多くの研究において課題を
三点から取り上げている。一点目は利用者との「か
かわり」で、ソーシャルワークにおける「かかわり」
不全になっている現状（北川2014）を「ソーシャルワー
クの大義（cause）と呼べるような何かを共有できな
い」（松倉ら2015：139）こと、つまり、ソーシャルワー
クの価値の共有がなされていないことが「かかわり」
不全を起こしていると考えてる。そして、その要因
の一つをソーシャルワーカーの技術の習得のみに重
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点がおかれ思考基盤が脆弱になっていると推察して
いる。二点目は、当事者の「知」を挙げ、現代のソーシャ
ルワークにおいては当事者主体がソーシャルワーク
の原点として根付いていること等から「理論や理屈
で論理的に説明する知のみならず、現場の取り組み
と呼応する、時には多義性、当事者性も包含できる
ような懐深い知」（松倉ら2015：140）という当事者
の知への敬意を挙げている。三点目にソーシャルワー
クの基盤では、岩間（2014）のソーシャルワークの
固有性としての「価値」の論議を取りあげソーシャ
ルワークの価値の特質、重要性はソーシャルワーク
の実践を方向付けるものであるからであり、この原
点を掘り下げる考察が再帰的になされることが必要
だと述べている。
　松倉ら（2015）は、これまで見過ごされてきたよ
うな、あるいは法や制度の規定外とされてきた新し
い利用者、社会的認識が乏しく、それらの人々のウェ
ルビーイングへの関心が低いまま置き去りにしてき
た声なき「マイノリティの中のマイノリティ」の存在
に思いを馳せることが重要だとした。そして、当事
者の重視は実践評価に関しても、実践当事者におけ
る「参加型評価」「エンパワメント評価」という新潮
流を紹介し科学的評価一辺倒だったことからの新機
軸を歓迎している。最後に定義の改訂に際し、「本場」
ソーシャルワークの北米に比べると、日本のソーシャ
ルワークは特異なものである（松倉ら2015：146）と
するが、それはどのような点なのかは明確にされて
いない。この点も、今後のソーシャルワーク研究の
課題となる。ソーシャルワークは我が国では地域の
中で独自性を発揮しているのではなく、カタカナ「輸
入」傾向としての「北米」傾向は依然残っていると
断言している。しかし、その違いは本流にはエビデ
ンスに基づく実証的なソーシャルワーク理論、実証
的検証、評価に力点が置かれているが、我が国では
この点はあまり輸入されていないと評している。

５．重複し別部門でも取り上げられた論文
　社会福祉学界の研究を、異なる視点つまり別部門

からみても重要だとして取りあげられた論文は三宅
（2014・2015）と村田（2012）の論文の３本であった。
　三宅（2014・2105）論文は、生活保護受給世帯に
おける高等教育機関への就学問題は養育者の制度
理解の貧しさやソーシャルワーカーの不作為によっ
て制約されうるとしたものである。これを平野（2015
年度社会保障・社会福祉政策部門）は、生活保護
制度（の実施要領）においても高等教育機関への進
学が経済的自立手段として位置づけられているとし
子どもの教育そのものを目的とする観点の欠如であ
り、教育を保護廃止の「手段化」する観点のみで採
られていると指摘し、このような状況下の中で受給
世帯の子どもが教育の機会を制限／剥奪されていく
プロセスを経済的要因以外の諸要因の解明は急務で
あると述べている。一方、松倉ら（2015年度ソーシャ
ルワーク部門）は、ソーシャルワークの原点として「利
用者とのかかわり」において同論文を採りあげ、ワー
カーがそもそも相談相手とみなされていないなど援
助者としてのかかわりや意図しないながらも不作為
において活用できる資源の選択の制限をワーカーが
作り出していることを重篤にとらえ、ソーシャルワー
クを担うものとしての「『鮮烈な問題意識（アイデン
ティティ』『実践感覚（哲学）』の共有とソーシャルワー
カーとしての思考基盤の脆弱化」（松倉・木原2015）
を危惧している。これらは、福祉の行為が業務となっ
た際に福祉の思想や行動が抜け落ちソーシャルワー
クの価値が内在されていない場合に発生すると考え
られる。
　村田（2012）論文は、新しい公共における市民的
公共性にＮＰＯを位置づけた。児島（2013年度理論・
思想部門）は「本来のボランタリー部門の役割やＮ
ＰＯが生み出す社会的価値の重要性が強調されてい
る点を注視し、秋元（2013年度社会保障・社会福
祉政策部門）は、ＮＰＯの社会的機能の可視化を重
要な指摘だとした。そして、福山（2013年度ソーシャ
ルワーク部門）は前述の独自の分析枠組みで村田論
文の目的と結果を、第２次予防～第２次予防に組織
システムを設定したものとして分類し「研究成果を
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第２次予防の組織システムにとどめている点に特徴
がある。ソーシャルワーク論の基礎的視点の研究と
して十分になされている」（福山2013：131）と評した。

Ⅳ．考　察

１．各部門における価値・理念の研究動向
　理論・思想部門の整理から、児島（2014）は社会
福祉とは何かを問う中で社会福祉の価値と倫理研究
を担うのはこの部門であるとして、その内容は、対
象論・ニーズ論・運営論・経営論・主体論・当事者
論・公私関係論とソーシャルワーク論との境界に位
置するケア論・援助関係論・規範理論たる正義論な
どが含まれるとした。それらがソーシャルワークの
価値の構成要素を検討していく際に手がかりになる
と考えられる。さらにその中でも近年の研究に「弱
さ」が注目されている（加藤2012，児島2013，児島
2014，松倉ら2015）が、福祉の思想の一つの概念と
して挙げられていた。そしてその対象は、マイノリ
ティ（加藤2011，松倉ら2015）、底辺の人たち（加
藤2012）、貧困・差別・孤独（加藤2012，所2014）
の中にいる人、弱いとされている人々（児島2014）、
棄民（加藤2012）などと呼ばれる「社会の構造」に
おいても弱さを背負う人たちである。社会の最も弱
いとされる人達に光をあて援助するソーシャルワー
クの正当性、根拠がソーシャルワークの価値になる
だろう、その根拠となる理論の研究についてさらに
深める必要がある。加藤はこれを「根源的弱さから
照射される人間観」（加藤2012：100）と呼ぶが、そ
の根底に糸賀一雄の思想があり、その沿線上に今日
の「弱さを背負う人」とその支援のあり方の理論が
構築できると考える。
　社会保障・社会福祉政策部門では、所（2014）が
指摘するように資源の確保や再分配、その分配モデ
ルとなる今日の家庭像などの理解や公正性・正当性
には社会福祉の価値や思想の今日的意義がある。公
的扶助の給付、各種手当の根拠として「なぜ他者を
助けるのか」といった問題に対しての根拠を社会福
祉の価値や思想から求められている。ということは、

社会福祉の価値や思想が理論から実践での需要が
生じていると考えられる。
　ソーシャルワーク部門では、援助のアプローチを
源流へ遡る（北島2011，2012）ことを試みて、ソーシャ
ルワーク研究の枠組みを広げる（福山2013，2014）
ことでソーシャルワークの援助の値打ちを改めて見
直す事は、ソーシャルワークの新定義を意識した援
助観を再構築することになると考える。また、社会
福祉の援助が「かかわり」不全に陥る際のソーシャ
ルワークの価値の欠如の状態の指摘（松倉ら2015）
等は今日のソーシャルワークの価値の存在の重要な
意義の一つであると考える。

２．グローバル定義との比較
（１）新しい援助観
　ソーシャルワークの旧定義にはソーシャルワーク
は「問題解決」をするとしていたが新定義は「生活
課題」に取り組むとしている。これはソーシャルワー
クがさらに総合的に包含的な展開をすることを意味
する。福山（2013・2014）が予防精神医学の「総合
的予防の構造」と「小松型研究枠組み」を組み合わせ、
研究分析を行った視点は、新定義において「ソーシャ
ルワークは実践であり研究である」とする内容に合
致するものであり、今後のソーシャルワーク実践に
も援用できると考える。

（２）ソーシャルワークの知
　社会福祉の研究では多様な「知」が紹介されて
いた。当事者の知、西洋の知、現場の知、ローカル
な知、科学的な知などであるが、不合理な知や意味
的世界の知などもあろう、ソーシャルワークは当事
者の声にさらに向き合いその声を聴くことをもって
知る必要が重視される。ソーシャルワーカーの不作
為（三宅2014・2015）という問題が取り上げられたが、
専門的立場の福祉実践の倫理は今後更に厳しく問わ
れると考える。そしてその教育に関しても、仏作っ
て魂入れずではないが、福祉サービスの実践環境で
働けば社会福祉の専門家になるわけではない、その
価値を内在する教育や専門家の養成の問題も存在す
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るはずである。加藤（2011）や衣笠（2015）のいう
ところの「当事者」の側の人として、社会福祉の理
念を体現するような視線が価値や理論の研究に、ま
たは教育に求められている。

（３）我が国のソーシャルワークの独自性
　独自性を確認する手掛かりに衣笠（2015）の指摘
する近代化以前の慈善事業と呼ばれる以前の相互扶
助の仕組みをたどることも我が国の独自の助け合い
の起源を知ることになるだろう。それは、北島（2011）
がソーシャルワークの源流に遡ったように変容過程
を遡ることで土着の仕組みや思考にたどれる可能性
がある。また、逆方向に現在の社会問題でソーシャ
ルワークが行き届かない新しい社会問題に対して手
を差し伸べる活動の成立過程にも我が国の社会事情
に適した福祉活動の理論や方法を学ぶことができる
かもしれない。ここにも当事者や地域の知があるは
ずである。
　もう一つは、日本人の「援助観」である。援助が
必要な「弱いとされる人」への援助の正当性につい
て、配慮や共存についても深める必要がある。

Ⅴ．おわりに

　我が国のソーシャルワークにおける価値や理念研
究の動向を学会誌『社会福祉学』「回顧と展望」の
３部門のレビューにより検討を行った。
　我が国のソーシャルワークの価値の今日的意味を
検討すると、これから向かう厳しい社会情勢の下降
にある時代の援助、社会保険や福祉サービスの分配・
公正には、弱いものの価値を見出す根拠としての、
福祉の理念や哲学が求められている。それをさらに
探求する手掛かりは、近代の慈善事業と呼ばれる前
からあった相互扶助、新しい社会問題に地域やＮＰ
Ｏが取り組んでいる「知」の中にも発見できるだろう。
共助・自助が強いられる中で偏った「自己決定」や「自
己責任」を中心とする「自立」が弱い立場の人々を
排除しない理念を更に研究していく必要がある。学
界の総評のレビューには限界があるが、ここで整理
した重要概念を手掛かりに更に我が国のソーシャル

ワークの価値と倫理、その構成について研究するこ
とを次の課題としたい。
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