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本章の目的は当事者論に沿って岡村理論を展開していくことである。その概略は以下のよ

うなものである。すなわち、岡村の社会福祉の本質の議論は、やがて岡村の地域福祉論に

つながっていく。その理由は主体性の原理を重視した岡村は、社会福祉を実現する主体と

して、共同体としてのコミュニティに注目し、さらに、そのコミュニティを地域社会に求

めたからである。一方で、当事者論は「同じ経験をもつものだけが互いに理解しあえる」

という「共通体験の原理」の上に成立した当事者組織を基礎としており、その当事者組織

はさまざまな人々が異なる生活をしながら共存する地域社会と対照的な性格をもっている。

したがって、岡村理論を当事者論によってさらに展開していくならば、社会福祉を実現す

る主体者は、地域社会のなかにではなく、地域社会の枠を超えた当事者組織に求めること

になるだろう。岡村が地域社会に社会福祉を実現する主体を求め、それを支援するための

学問を地域福祉論と名付けたと考えるのなら、私は「共通体験の原理」に基づいて成立し

ている当事者組織に、社会福祉を実現する主体になることを求め、それを支援する学問を

「当事者福祉論」と呼びたいのである。これが、この章の主旨である。 
 この章は、以上に述べたことを次のような順序で論じていく。まず、岡村理論は地域福

祉論を社会福祉の本質論の延長にくるものとして位置づけていたと考え、岡村が地域社会

に社会福祉の主体者としての姿を求めたことを、その理由にふれながら述べる。ところが、

岡村が考えていた地域社会はその性格を大きく変えてしまった。地域社会の関係はますま

す希薄になり、代わってインターネットで代表されるような情報通信技術の発達によって

岡村の時代には夢想することもできなかった仮想空間が成立し、また交通手段の発達や国

民の所得水準の上昇によって、地域社会の枠を超えたコミュニティ（その有力なものとし

て当事者組織がある）が無数に成立していることを述べる。最後に、地域社会の枠を超え

たコミュニティとしての当事者組織は脆弱なもので、また他の社会集団との関係も弱く孤

立しがちであり、社会福祉を実現する主体者としては多くの問題をかかえている。それを

いかに支援するかについて「当事者福祉論」の意義を含めて論じることにする。 
 
1. 社会福祉の本質論から地域福祉論へ 
  
 岡村理論の社会福祉は、当事者が自発的に生活の諸問題を解決することを、その本質と

していた。そこに、ここでいう当事者福祉論が岡村理論を基礎とする理由がある。社会福
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祉とは、本質的には行政や自治体から「与えられる」ものではなく、また行政や自治体に

圧力をかけて「克ち取る」ものでもない。岡村(1970)は次のように述べる。 
 
われわれの理解する社会福祉とは、問題の当事者による自発的解決の援助の体系であ

る。生活上の困難という問題をもつものが、個人であると、集団であるとを問わず、

みずから問題に対決し、利用しうべき資源を利用し、あるいは資源がなければそれを

開発して、問題解決のために立ちあがるように、側面的な援助をあたえる、という点

に社会福祉的援助の本質がある、というのが、われわれの理解である。（p. 109） 
 
当事者が個人であろうが、集団であろうが、それを問わないとあるが、個人であれば当然、

その主体性の発揮に限界がある。利用できる資源も限られているだろうし、問題解決のた

めに立ち上がるとしても社会への影響力は小さい。したがって、その当事者の主体性を十

分に発揮するためには、個人の枠を超えた集団が必要である。岡村は、その集団を地域社

会に求めていた。社会福祉の本質論の議論から地域福祉論へと岡村を導いた論理の一つと

して、当事者の主体性を実現させるための基盤としての地域社会への着目があった。岡村

(1974)は次のように言う。 
 

援助対象者の参加、すなわち主体性の援助を含まない社会福祉的援助はありえないと

いわなければならない。福祉国家における一般的政策はもちろんのこと、個別化され

た社会福祉に関する諸施策の立案、運営に対する市民参加によって、はじめて国民の

「福祉」は可能になるのである。それは. . . 市民運動による立法・行政機関への圧力以

上の市民参加、ないしは直接的な介入である。実際の施策の立案過程に対して住民が

参加するのみならず、施策や施設の運営・管理に対して住民が参加することを意味す

る。したがって問題は、このような直接的住民参加の場をいかにして確保するのかと

いうことになる。住民がその生活の場において、自主的に生活上の要求を表現し、こ

れを実現するための合理的な施策を討議し、実行に移していく場としての条件をもっ

た地域社会が、ここにおいて必要となる。(p. 10) 
 
すなわち地域社会こそが当事者が主体的に生活困難を解決するための条件なのである。こ

こでいう地域社会は、岡村にとってはコミュニティなのだが、このコミュニティ（地域社

会）は従来から社会福祉では重要視されてきた。しかし、それは問題解決のための手段と

してソーシャルワーカーが使う資源としてとらえられることが多かった。それに対して岡

村の地域福祉論では、このコミュニティ（地域社会）が主体であり、ソーシャルワーカー

は側面から支援する者にすぎない。すなわち「社会事業家がコミュニティに問題を提起し、

人々を“指導して”社会事業家の考えた解決策のためにコミュニティの資源を動員すると

いう社会事業家本位の立場
．．．．．．．．．．

からみたコミュニティ理解」（岡村, 1970, p. 35）が一方にある。
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それに対して「社会事業家中心の立場を離れて、社会福祉事業を生み出す主体者がコミュ

ニティそのものであると考え . . . 社会福祉の主体としての地域社会」（岡村, 1970, p. 35）
を主張するのが岡村の立場であった。 
  しかし、ここで私には疑問が生じる。なぜ、岡村理論では当事者の主体性が実現される

基盤として地域社会が考えられたのだろうか。地域社会である必然性はあるのか。地域社

会のありかたが大きく変わった現代でも、やはり当事者の主体性が実現される場として地

域社会を想定することは有効であろうか。やや先走っていえば、その役割は地域社会だけ

ではなく、当事者組織でも担えるのではないか。このような問題意識から、次節では、な

ぜ岡村が当事者の主体性の実現を地域社会に求めたのかを、その地域福祉論から振り返っ

てみたい。 
 
2. なぜ社会福祉の主体は地域社会に求められたのか 
 
 岡村が社会福祉の実現の主体者として地域社会を選んだ背景には、岡村が、地域社会は

社会福祉の実現に必要不可欠であると考えていたことがある。その根拠として、岡村の地

域福祉論(1974)は以下の 4 点をあげている。 
 まず、「社会福祉の対象となるような生活上の困難の発生しているのは、まさしく地域社

会においてである」(pp. 1-2)という理由である。これをここでは仮に「問題発生の場として

の地域社会」論と呼んでおこう。これには従来「社会福祉援助の対象者を、問題発生の根

源である地域社会や家族からひき離して、収容施設に隔離的に保護することで終ろうとし

てきた」(p. 2)ことへの批判がその裏にある。 
 第 2 に「社会福祉的援助は、その対象者のもつ職業や家族関係、近隣関係や友人関係お

よび地域的文化関係、一言にして言えば彼のもつ社会関係の全体を保存しながら、適切な

処遇を与えることを目途とする」(p. 3)のであり、社会関係を全体的に包み込んでいる地域

社会に住み続けられるように援助することが重要なのである。これを「社会関係の全体的

な集積地としての地域社会」論と呼んでおく。 
 第 3 に現代の社会福祉においては予防的機能が重要であるが、これまで十分にそれが認

識されてこなかった。今後は社会福祉の予防的機能を充実させなければいけない。「このよ

うな予防的社会福祉の対象領域は. . . 地域社会に居住する一般住民である。. . . 予防的社会

福祉に対する関心の増大によって、社会福祉は特定少数の要保護者収容施設への関心から、

一般の地域社会の制度的構造や社会関係に目を向けるようになる」(p. 5)から、地域社会が

重要になる。これを「予防的社会福祉実現のための手段としての地域社会」論としよう。 
 そして最後に、すでに前節で述べた「社会福祉の主体としての地域社会」論がある。す

なわち、岡村は社会福祉の主体としての地域社会に注目したのだが、なぜ地域社会だった

のかというと、地域社会は岡村にとって「問題発生の場」であり、「社会関係の全体的な集

積地」であり、「予防的社会福祉実現のための手段」であるという前提があったからだろう。
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しかし、この前提は社会の変化のために根拠が失われつつあるのではないだろうか。それ

を次節で述べることにする。 
 
3. 地域社会の弱体化 
  
 岡村の地域福祉論が 1974 年に出版されたことを考えれば、それ以前の地域社会をイメー

ジして構築された理論であることを忘れてはいけない。1970 年前後といえば、昭和 40 年

代半ばであり、30-40 年後の現代と比べると、地域社会での人間関係のありかたも大きく違

うことが考えられるのである。問題は、大きく変わった地域社会においても上記の地域社

会を重視する根拠は以前と同様に有効であるかということである。もちろん、人々の現代

の生活もまた以前と同じように地域社会と結びついたものであることは自明であろうから、

問うべきは、程度の問題なのである。それを念頭においたうえで以下、「問題発生の場とし

ての地域社会」「社会関係の全体的な集積地としての地域社会」「予防的社会福祉実現の手

段としての地域福祉」をひとつひとつ見てみよう。 
 まず「問題発生の場としての地域社会」であるが、これは以前にあった周囲から隔離さ

れた施設との対比で論じられていることを忘れてはいけない。1970 年代のころと比べると、

福祉施設は地域との関係を重要視するようになった。改めて言うまでもなく、施設と地域

社会といった二分法は古いものになっている。そのかぎりにおいては、「問題発生の場とし

ての地域社会」論は、以前ほどには重要な論拠ではないと言えるだろう。 
 「生活の場が地域社会であるから、生活の問題や困難も地域社会で発生する」という考

え方もあるが、それも 1970 年代と比べたら現代は少なくなっているはずだ。グロバーリゼ

ーションの影響で、食の安全も雇用問題も地域社会の枠を超えた問題になっている。日常

の買い物についても、地元の商店街は廃れ、近所の顔見知りの店で買うのではなく、自動

車で遠く離れた巨大なスーパーマーケットで買うようになった。インターネットでの購買

行動は地域社会とまったく縁のないものとなっている。それでも「地域住民からの偏見や

差別が問題だ」と言えるかもしれないが、それでも「村八分」的な差別は非常に少なくな

っただろう。「それだけ人権意識が高くなった」というわけではなく、「村八分」をしよう

にも、そのような地域共同体じたいが消滅してしまったのである。 
 次の「社会関係の全体的な集積地としての地域社会」論も、地域社会の崩壊につれて有

効性は失われつつある。「対象者のもつ職業や家族関係、近隣関係や友人関係および地域的

文化関係」（岡村, 1974, p. 3）など、人によってはもう地域社会には無いのである。1 時間

も 2 時間も電車に乗って通うサラリーマンの職場は地域社会には無い。地域の小中学校に

通わず、遠く離れた私立の学校まで電車で通学する子どもたちには、地域社会は他人の住

む場所にすぎない。単身世帯が増え、「遠距離介護」という言葉が一般に使われるようにな

り、一つの地域社会に家族が住むということも少なくなった。通う学校が地域社会になく、

青年団といった伝統的な年齢集団も消えつつあるなかでは、若者が地域社会に友人をもつ
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ことも少なくなっただろう。女性がフルタイムで働くことも一般的になり、地域社会が女

性のインフォーマルなネットワークでつながっていたというのも昔の話である。「地域的文

化関係」も、通勤圏が広がり、ネットで同じ趣味の人々がつながり始め、やはり地域社会

の枠組を超えてしまっているのである。 
 第 3 に「予防的社会福祉実現の手段としての地域社会」であるが、上記のように地域社

会のなかの人間関係が希薄化したいま、予防的社会福祉の実現のために人間の集団として

の地域社会がどこまで機能できるか、甚だ疑問である。もちろん末端行政がサービスの対

象とする地理的範囲としての地域は、予防的社会福祉の実現にとって重要な単位であろう

が、それは地理的範囲にすぎないのであって、その範囲に住む人々が形成している（地域）

社会は、岡村が地域社会に注目した 1970 年代と比べたら、はるかに弱体化してしまってい

るに違いない。 
 要約すると、岡村は地域社会が社会福祉の主体となることを求めていたが、それはそこ

が人々の生活の場であり、社会関係を集中的にもつ場であり、予防的社会福祉を実現する

ことが期待される主体でもあったからだった。しかし、その前提は社会の大きな変化によ

ってある程度、失われてしまった。もちろん、地域福祉論にとって地域社会が社会福祉の

主体となるという考え方はまだあるし、その考え方はいまでも有効であろう。ただ、岡村

が地域福祉論を著したころに比べて、地域社会は弱体化し人々の生活のスタイルは大きく

変わってしまった。したがって、地域社会が社会福祉の主体になるという岡村理論の実現

は 1970 年代当時と比べて難しくなったのではないかと思われるのである。そして、その地

域社会を補うように、社会福祉のもう一つの主体としてあがってきたのが当事者組織であ

る。次節では、社会福祉を実現させる主体としての当事者組織を論じてみよう。 
 
4. 社会福祉の主体としての当事者組織の可能性と限界 
  
  社会福祉を実現させる主体として当事者組織を考えた場合、どのような可能性と限界が

あるだろうか。ここでは、まず岡村にとって地域社会が社会福祉の実現のために重要であ

るとした根拠が、当事者組織には必ずしも当てはまらないことを確認したうえで、それで

もなお当事者組織には社会福祉の主体者としての可能性があることを、地域社会との比較

を通して示したい。そのとき岡村理論の社会福祉の 5 つの機能論を用いる。これによって

社会福祉の主体者としての当事者組織の可能性と限界が明らかになるだろう。 
 まず、岡村がなぜ地域社会を重要と考えたかというと、すでに述べたように、地域社会

に「社会福祉の主体」を求めたばかりではなく、地域社会が「問題発生の場」であり、「社

会関係の全体的な集積地」であり、「予防的社会福祉実現のための手段」であると考えたか

らであった。当事者組織が地域社会に替わるものとして、あるいはそれを補完するものと

して社会福祉の主体となれるというのが私の主張であるが、では地域社会に岡村が求めた

その他のこの 3 点（すなわち「問題発生の場」「社会関係の全体的な集積地」「予防的社会
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福祉実現のための手段」という点）についてはどうかと考えてみると、それは難しい。 
 第 1 の「問題発生の場」であるが、地域社会がさまざまな社会福祉的課題の発生の場で

あるのに対して、当事者組織は社会福祉的課題が発生した後に結成されるのが通常であり、

問題発生の場とは明らかに違う。したがって、社会福祉的課題は組織の外にあって、当事

者組織がその課題を解決できるかどうかはわからない。たとえば障害者差別の問題が地域

社会にあるとしても、地域社会が福祉の主体であれば、その問題を正面から取り上げるこ

とができるが、当事者組織にとっては、それは組織の外の問題であって、その影響力には

限界がある。 
 第 2 の「社会関係の全体的な集積地」という点でみると、当事者組織は非常に限定され

た人間関係で成り立っている。そのため、たとえば当事者組織の中で受け入れられても、

その外の世界では全くの孤立に耐えなければならないという事態は相変わらず残っている。

ある難病児をかかえた母親は、患者組織を「オアシス」に例えていたが、逆に言えば、当

事者組織の外は彼女にとっていまでもその生存を脅かす「砂漠」なのである。しかもその

当事者組織は、ほとんどの場合、その「砂漠」を「オアシス」に変える方策を当面はもっ

ていない。 
 第 3 の「予防的社会福祉の実現のための手段」については、当事者組織は生活困難が発

生した後に加入することが通例であるために第一次予防（発生予防）、第二次予防（早期発

見）の機能はほとんど期待できない。しかし第三次予防（社会的リハビリテーション）で

は当事者組織は大きな力を発揮する。 
 このようにみると、地域社会が社会福祉の主体となった場合に比べて、当事者組織が社

会福祉の主体となった場合のメリットはあまりに弱い。そこで別の角度から当事者組織と

地域社会を社会福祉の主体として考えた場合の特性の違いを次の 4 点にまとめて考えてみ

たい。すなわち①地域社会の構成者の多様性（異質性）に対する当事者組織の構成者の同

質性、②地域社会の包括性に対する当事者組織の排他性、③地域社会の全体性に対する当

事者組織の部分性、④地域社会の地理的限定性と当事者組織の地理的無限定性である。 
 第 1 の「地域社会の構成者の多様性（異質性）に対する当事者組織の構成者の同質性」

であるが、地域社会は雑多な人々の集まりである。高齢者から乳幼児まで、単身者もいれ

ば、家族をもつ者もいる。職業もバラバラであり、ライフスタイルも異なる。このような

多様性が地域社会の特性である。もちろん、都市と農村を比べたら地域ごとの類似性があ

るかもしれないが、その類似性は当事者組織の構成員の同質性とは比較にならない。当事

者組織は似たような人々の集まりであり、それが当事者組織の最大の特徴でもある。 
 この当事者組織の同質性は社会福祉の主体として考えたとき、その構成員が、いま自分

たちがどのような社会的状況にあるのか、そして今後どうすれば良いのかという理解を深

めることにつながるだろう。すなわち、似たような生活困難をかかえている人々が集まり、

体験をわかちあうことによって自らの生活状況が明らかになる。たとえば、父子家庭の会

で家計が逼迫するとき、個々人で考えていたときにはそれが個人の家計のやりくりが拙い
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からだと考えていたのが、父子家庭の当事者組織の活動を通して社会的な問題として父子

家庭の問題を理解するようになる（平野・岡・町野・赤阪, 1987）。これは岡村の社会福祉

の機能論の類型を用いると、評価的機能にあたるだろう。また同じ生活困難をもつ者が集

まっているために、ソーシャルアクションによって達成しようとする社会的目標がきわめ

て限定的かつ具体的で、それに向けて組織の構成員が一致した行動をとることが比較的容

易である。すなわち、同じく岡村の社会福祉の機能論の用語を用いれば、開発的機能に優

れていると言えるだろう。地域社会では多様な生活条件にあるために、まとまりにくく社

会的に行動しようとしても利害が対立してしやすいと考えられる。 
 しかしこの当事者組織の同質性は、社会福祉の主体としての当事者組織に大きな限界も

与える。すなわち問題関心の狭隘性である。たとえば、身体障害者団体は身体障害に関連

しての問題、精神障害者団体は精神障害に関連する問題にしか関心をもたない。関心に広

がりがないのである。したがって極端な場合は利益団体のように自分たちの利益のみを追

求しているように一般市民からは思われてしまい、その結果、一般市民からの支持が得ら

れない。 
 地域社会と比べての第 2 の特徴は、地域社会の包括性に対する当事者組織の排他性であ

る。すなわち、地域社会は基本的には誰でも受け入れる態勢になっているが、当事者組織

は一定の条件をもつものしか受け入れない。そこから得られる利点としては、部外者によ

る批判や非難から免れているということである。たとえば社会的忌諱にふれる問題に悩む

当事者が自己の状況を率直に語りわかちあえるのは、誰でもが参加できる地域社会の開か

れた集団のなかではなく、同じ体験をもつ者だけを受け入れる当事者組織の場において初

めて可能であろう。これは岡村の機能論の用語を用いれば、当事者組織は社会福祉の保護

的機能をもっているといえる。理想を言えば、たとえば精神障害からくる辛さを地域社会

が受けとめてくれるのが一番良いのだが、それが現実的には難しいために当事者組織で保

護的に受けとめるのである。 
 一方、この当事者組織の排他性は、明らかに社会福祉の主体としての当事者組織に大き

な限界をもたらす。再び岡村の機能論を使えば、調整的機能と送致的機能が劣るというこ

とになる。当事者組織は、岡村のいう福祉コミュニティの一部である。なぜなら「『福祉コ

ミュニティ』の組織の中核をなすものは. . . 現実的または可能的なサービスの受給者ないし

対象者である」（岡村, 1974, p. 70）からである。しかし岡村の福祉コミュニティは「生活

困難の当事者と同じ立場に立つ同調者や利害を代弁する代弁者」を「第 2 の構成員」とし、

さらに「生活困難者に対して、各種のサービスを提供する機関・団体・施設」を「第 3 の

構成員」とする（岡村, 1974, p. 70）。このような福祉コミュニティにあっては、調整的機

能も送致的機能も容易に実現されるだろう。なぜなら調整や送致に必要な関係者がすべて

同じコミュニティに含まれているからである。しかし当事者組織はそうではない。当事者

だけで組織を形成しているために、調整や送致は容易ではないと考えられる。 
第 3 点として、地域社会の（生活に関する）全体性に対する当事者組織の部分性である
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が、これは地域社会が人々にとって生活の場であり、生活の全体にかかわるのに対して、

当事者組織は生活の一部にしかかわらないということを言う。当事者組織のなかには構成

員が共同生活をおくるものがあるが、これは例外的である。たいていは週 1 回、月 1 回、

あるいは年数回集まるというだけの限定したつながりである。なかにはインターネット上

の集まりであって、ほとんど互いに会うことがないというグループもある。これについて

の、社会福祉の主体としての強みはあまり考えられないだろう。互いの家庭を訪問するこ

ともないので生活の実態が相互にわかりにくい。きわめて限定された生活の一面の共通性

を核として集まっているのが当事者組織であるために、生活の全体性にかかわろうとする

と、かえって構成員の差異が明らかになり、同一性の感情によって維持された組織が弱体

化する恐れもある。たとえば、ある依存症者の当事者組織においては就職の斡旋はしない。

依存症に苦しみながらも、片や企業の重役であり片や無職である。その重役が無職の人が

雇用されるように援助すると、当事者組織の構成員間の平等性が失われるというのである。

これもまた、岡村の用語を用いれば、当事者組織が調整的機能や送致的機能を持ちがたい

ということの例証になるだろう。 
そして最後に、地域社会の地理的限定性と当事者組織の地理的無限定性を考えてみる。

この当事者組織の地理的無限定性は自明のことではない。原理的にいえば、当事者組織は

地理的に限定されないのだが、実際には交通・通信手段の限界から地理的な限定がある。

たとえば日本のほとんどの当事者組織が日本という国の枠を超えていないが、これは日本

国内においてのみ日本語が公用語として使われているという事情が関係しているだろう。

アメリカとカナダにまたがる当事者組織の数の多さが英語を共通語としていることからく

ると考えれば、このことはよく理解できる。さらに言えば、交通・通信手段が発達してい

なかった過去においては、当事者組織は地域ごとに限定されたものであった。その典型が

「地区内網羅的当事者組織」（岡, 1991）と呼ぶべきもので、終戦後まもなくは多くの当事

者組織が、地区を限定してそのなかに居住するすべての当事者を自動的に含むという組織

体制をとっていた（もっとも、そのような組織形態は、交通・通信手段の未発達のためと

いうより、組織を支援する末端行政との関係性から生み出されたと言うべきであるが）。そ

れが地域性を限定することなく広がり始めたのは、そう古いことではない。その変化には、

インターネットに代表される通信技術と交通手段の発達が大きく寄与していると言ってい

いだろう。 
当事者組織の地理的無限定性は、地域ごとのソーシャルサービスの違いを当事者に明確

に認知させることにつながる。たとえば、同じ疾病であっても住んでいる地域によって受

けられる医療・福祉サービスが異なるということがある。先進的な充実した事例を知るこ

とによって、当事者組織の構成員は自分たちの住む自治体や地域のサービスの改善を進め

ることができるだろう。間接的ながら、評価的機能と開発的機能に寄与することが考えら

れる。 
最後にこのような社会福祉の主体としての当事者組織の特性を考慮しながら、どのよう
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にそれを援助していけばよいか、その援助を岡村の社会福祉の機能論と関連させながら論

じてみたい。 
 
5. 当事者組織への援助 
  
ここまで、地域社会に代わるものとして、あるいはそれを補うものとして、社会福祉の

主体としての当事者組織を考えたとき、その長所、短所にはどのようなものがあるのかを

検討してきた。社会福祉の主体としての当事者組織を支援するソーシャルワーカーとして

はその長所を伸ばし、短所を補うという方向で実践を行う必要があるだろう。その実践方

法を岡村の社会福祉の機能の分類法、すなわち評価的機能、調整的機能、送致的機能、開

発的機能、保護的機能という 5 分類を用いて整理してみよう。 
 まず評価的機能であるが、当事者組織が、構成員が共通してかかえる課題を明らかにす

ることができることはよく知られている（Levy, 1979）。すなわち、同じような生活困難を

かかえた人々が体験をわかちあうことによって、共通点が見えてくる。問題が普遍化され、

問題の社会的側面が顕示されてくる。また同様の体験をもつ者によるアセスメントは、自

己の体験と他者の体験の混同という危険性はあるものの、対象者の抵抗が少なく、微妙な

問題をも把握できるという長所があると考えられる。 
 当事者福祉を進めるソーシャルワーカーとしては、その当事者組織の評価的機能を尊重

し、他の援助専門職による評価的機能と矛盾が生じないように調整をするという課題が出

てくるだろう。というのも、松田(2001)が指摘するように、当事者組織は「専門職のもつ文

化とは異質かつ対抗的な文化を生み出してい」て、そこでは「援助縁門職者が用いるもの

とは異質なことばや知の体系が用いられている」(p. 12）からである。ソーシャルワーカー

は当事者組織と専門職集団の間にたって、専門職から当事者組織に、あるいは当事者組織

から専門職に、その言葉を「翻訳」し、仲介者（通訳者）としての役割が求められるだろ

う。 
 開発的機能もまた当事者組織がその長所を発揮できるところである。当事者の声を代表

し、ソーシャルアクションによって制度改善のために働くことはもちろん、自らサービス

の提供者となり新しい社会資源を生み出すことができる。開発的機能は制度や社会資源の

開発だけではなく、個人の成長も含めている。当事者組織において活動を担ったり、他者

を助けたりすることで個人が成長することはhelper-therapy principleとして知られている

(Riessman, 1965)。孤立して苦しむ者から、自らの生活を確立し、そして他者を援助し、ま

た社会を変革しようとする社会的存在へと成長していくのである（平野他, 1987, pp. 
97-102）。しかし、その当事者組織の開発したシステムや個人の活動が、既存の社会制度や

専門職の援助活動とぶつからないとも限らない。ことに当事者組織の運動の背景には専門

職主義(professionalism)への強い批判があるとされ(Gartner & Riessman, 1977, p. 12)、そ

の下位文化の相違は相互の誤解を招く危険性がある。ソーシャルワーカーは、ここでもま
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た両者の「通訳者」的な役割を果たすことが求められるだろう。 
 保護的機能もまた、当事者組織が十分に果たしうる機能であろう。「援助対象者が社会関

係の全体的調和を実現しえないとき、あるいは実現するまでのあいだ、一般的専門分業制

度の要求基準を緩和した特別の保護的サービスを提供するのが、社会福祉の保護的機能」

（岡村, 1983, p. 126）であるが、これを広く解釈すれば、本来は家族によって、あるいは

身近な友人関係によって支えられているべきところを、かかえた問題が重すぎるために、

あるいは家族や友人には理解されにくい問題のために当事者組織が当事者の心情を受けと

め、支えていることがあるのも当事者組織の保護的機能と考えてよいだろう。あるいは、

本来は医療ソーシャルワーカーが対応するべきところを、患者団体が医療ソーシャルワー

カー的な働きをし、社会資源についての案内をしたり、困難な状況に対処するための知識

を提供したりしている。これも当事者組織の保護的機能だろう。保護的機能の過剰な重視

は「社会福祉を一般社会から隔離するもの」と岡村(1983, p. 126）は警戒していたが、同様

に当事者組織の保護的機能だけが発展していった場合には、当事者組織による当事者の一

層の社会的疎外が助長される危険性がある。ソーシャルワーカーは、その点にも十分留意

する必要がある。 
 最後に、調整的機能と送致的機能であるが、これは社会福祉を実現する主体としては当

事者組織がもっとも非力なところではないか。なぜなら当事者組織は同じ体験をもつもの

だけが理解しあえるという「共通体験の原理」なるもので結ばれており、そのような体験

をもたない外部者にはどうしても排他的になる傾向がある。たとえ、そうでなくても、当

事者組織の下位文化は周辺の専門職や一般市民に理解されないことがあり、その点でも、

ソーシャルワーカーは「通訳者」、仲介者としての役割を果たすことがここでもまた求めら

れることになる。 
 要約すれば、同じ体験をもつものだけが理解してくれる、他の人には理解できないとい

う思いから成立している当事者組織は、その結成原理からして孤立しがちであり、特に独

自の下位文化を発展させている場合には周囲から理解されにくいという難しさをもってい

る。ソーシャルワーカーは、その孤立しがちな、そして誤解されがちな当事者組織を専門

職や一般市民と結びつけていくことが援助の基本的な原理になるのである。 
 
6. 現代社会と当事者福祉論 
 
 本章の結びとして、当事者組織を通じて当事者を援助していくという当事者福祉論がも

つ意味あいを現代社会との関連で積極的な側面と消極的な側面をそれぞれ述べておきたい。

積極的な側面とは、社会福祉を実現するという役割の広がりが、歴史的にいえば「神」や

「国家」から始まり、専門職や一般的なボランティアまで降りて
．．．

きたが、いまや「当事者」

という従来もっとも力がないと思われていた人々にまで到達したということである。歴史

的には「最後に来た」社会福祉の主体が「当事者」であり、これより後にくる主体は、お
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そらくは無いだろう。一方、消極的な側面には、当事者福祉論を考えることは最善のこと

ではなく、やむを得ない消極的な選択肢としてとらえるべきだという立場がある。この二

つの側面について述べておく。 
 最初に積極的な側面であるが、岡村の社会福祉の理解によれば、もっとも古い形の社会

福祉は相互扶助であった（岡村, 1987, p. 6）。その次に「宗教的動機に基づく」慈善事業が

始まる（同書, p. 14）。いってみれば「神」や「仏」が社会福祉の主体であったわけである。

時代が下れば、「国家」が社会福祉を実現する主体として出てくる。そしてブルジョワジー

であるボランティアも社会福祉の担い手として現れる。さらに社会福祉で働く専門職が一

般化し、青少年も含めた一般市民もボランティアとして社会福祉の実現に寄与するように

なる。この流れのなかで最後に来たのが「当事者」であると言っていいだろう。最も非力

とされていた人々、ときには差別され、抑圧され、あるいはパターナリズムによって無力

な存在として扱われていた人々がついに社会福祉の主体として、自ら社会福祉を作り出す

者として歴史上に現れたのである。おそらくは社会福祉の主体を担う最後の集団として当

事者は社会福祉の歴史のひとつの終わりを告げる者なのである。 
 これは社会福祉が従来は貧困対策と一体であり、社会福祉の対象者も貧しい人々であっ

たが、社会福祉の発達により、社会福祉の課題はより一般的な社会関係の問題になったと

いうことと無関係ではないだろう。高度な教育を受け、豊富な職業体験をもつ人々もまた

当事者となっているのが現代である。こうした当事者の人々が社会福祉の対象者としての

受け身の立場に甘んじているはずはなく、自ら福祉を作りだそうとする動きになるのは当

然のことだと言える。「当事者福祉論」は、当事者が社会福祉の主体になれるように、いま

さらのように「教え導く」のではなく、すでに社会福祉の主体として大きく歴史に登場し

た当事者とどうかかわっていくか、後れ馳せながら社会福祉の側から考えようという提案

なのである。 
 次に消極的な側面を述べてみると、「当事者福祉」を特に考える背景としては、当事者組

織の質的・量的な拡大が現代社会において観察されるということがあるが、これが果たし

て現代社会の健全な発展の方向なのかという疑問があるということである。すなわち「共

通体験」がなければ人は理解しあえないというのが「共通体験の原理」であり、当事者組

織の多くはそれを活動の中核に置いているのであるが、一方で、異なる人間が互いに全く

同一の体験をもつことは論理的にありえないということも事実なのである。あるいは逆に、

人は誰でも生まれて死ぬのであるから、その意味では誰もが人生という「共通体験」をし

ている。問題は「共通体験」はゼロから 100％までの間のどこかにあり、そのどこに線引き

をするかである。いいかえれば、「共通体験の原理」で結ばれた当事者組織が増えていくと

いうことは、私たちの「共通体験」の総量が減っているということなのである。全く同じ

体験をしないとわかりあえないところまで、相互に距離が出来てしまったとも言える。こ

のことについては、私は 20年以上前に以下のように書いたが、今でも考えを変えていない。 
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現代の福祉のニーズのあり様は二つの方向性をもっているように思われる。ひとつは

「孤独」へと収束していく「普遍化」の傾向である。現代人のみが以前の世代に比べ

て「孤独」を愛するというわけではない。労働生活や家族生活、教育制度や住宅事情、

サービス産業の動向などによって、人びとはますます「孤独」な生活へといやおうな

く追い詰められつつある。. . . もうひとつは、人びとをそれぞれ「少数者(minority)」
に変貌させていくニーズの「特殊化」の傾向である。この「ニーズの特殊化」をもた

らした原因については、さまざまなものが考えられる。医療の発達、価値観・生活パ

ターンの多様化等があげられるだろう。しかし、忘れてはならないのは、人びとがそ

れぞれ孤独な生活をしているという状況そのものが「ニーズの特殊化」を促進させて

いるということである。すなわち、人びとが話し合ったり、相談しあったりしていた

時代には「問題」にならなかったことが、誰にも語り得なくなったため、あるいは誰

からも情報を与えられなくなっため、それ（が）. . . 「問題」になってしまったという

ことがあるのだ。人間がちょっとした会話で解決できるような「問題」は、おそらく

無数にあり、それらがなくなった現在、すべてが「ニーズ」として. . . 出現するように

なったと考えることも可能であろう。すなわち「孤独への普遍化」と「少数者への特

殊化」という二つの傾向は、ある意味ではひとつの現象のウラオモテであるといえる

だろう。そして、このニーズの「普遍化」と「特殊化」という一見、相互に矛盾する

二つの方向性をもつ私たちの現代社会. . . （そこ）では絶対多数の人間が特殊なニーズ

をもつ「少数者」となるのである。（岡, 1987, pp. 189-190） 
 
当事者組織が質的、量的に拡大するとき、これまで無力な存在とされていた人々が社会福

祉の主体となるのである。その意味では、社会福祉の充実にたいへん重要な役割を担って

いる。しかし「同じ体験がない人にはわからない」という組織ばかりが増えてしまえば、

私たちは互いにますます疎外しあい、理解しあえないようになってしまうだろう。社会の

大多数の人々が、それぞれに「他の人には自分たちは理解されないだろう」と「少数派」

となり、社会は互いに行き来のない無数の小部屋へと分解していくのである。いわば「少

数派」が多数を占める社会が到来するのである。このような社会にあって、当事者組織の

「共通体験の原理」を原則的に認めつつも、当事者組織どうし、あるいは当事者組織と一

般市民、専門職が互いに理解しあえるように促し支援していく誰かが必要である。私は、

ソーシャルワーカーこそがその役割を担うのだと信じている。そして、そのための支援を

体系的に考えていく学問として「当事者福祉論」を提唱したい。 
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