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要旨
本稿はソーシャルワークによって擁護される権利を研究の対象とし、法学にいう権利と比
較することで、福祉における権利性の実践概念の形成を目的としている。実践された事例に
基づいて考察することにより、契約型福祉社会における社会生活に沿った権利の形成が期待
される。権利の救済手段については、法学における権利は司法救済であるに対し、福祉にお
ける権利は ADR（裁判外紛争解決制度 ;Alternative Dispute Resolutions）との親和性が指
摘された。
事業者段階の苦情事例から検討したところ、福祉における権利とは、
「権利のカタログ」
のようにあらかじめ用意されてあるのではなく、当事者の事情に沿ってオリジナルに構築す
るものであること、和解という形で苦情が解決されたとしても、当事者には「事業者からの
『報復』を過剰に恐れる心理」が働き、権利を十分主張できないとうことが明らかになった。
「和解」における危うさは、福祉型 ADR の特徴であり、福祉における権利の主体者が「弱
い個人」であることに起因するものと考察される。ゆえにエンパワメントの必要性が導かれ
た。

キーワード
権利擁護

1

苦情解決制度

エンパワメント

ADR（Alternative Dispute Resolutions）

はじめに
2000 年における介護保険制度の設立によって福祉社会は、措置型福祉社会から、契約型

福祉社会へと大きく転換し、ケアされる側はこれまで恩恵の対象であったに対し、権利の主
体者へと位置づけられた。社会的弱者と位置づけられる当事者に、主体性、つまり自己統治
権を認めることは、ノーマラーゼーション思想を鑑みると大きな価値を示すが、私法におけ
る私人間関係というステージに、社会的弱者が他者と対等の立場に立つ個人として擬制され
ることでもある。いかにその主体性を擁護すべきか、権利擁護へのニーズが高まっている。
当事者の主体性をいかにエンパワメントすべきかについて、先行研究が展開されてきた。
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例えば、権利擁護論においてしばしば用いられるアドボカシー（代弁）である。1990 年代
から福祉において普及してきた用語であり、比較的新しい概念であるが、そもそもアドボカ
シーそのものを権利擁護として位置づけてよいものなのか、といった議論や、エンパワメン
トとの関係においてどのように概念整理されるのかといった議論がある *1。また、アドボカ
シーを、エンパワメントというヒューマンサービスにおける支援の方法や手続きに基づく活
動であると位置づけた場合において、両者の概念整理 *2 などが挙げられる。
その一方で、そもそも権利擁護における権利とは何か、その意味や内容が、研究、教育、
実践のなかで明確に位置づけられていない側面もあり、その概念が具現化していないことは
否めない。特にソーシャルワークによって擁護される権利（以下、
「福祉における権利」と
する）とは何か、その権利とは私法によって救済される権利（以下、
「法学における権利」
とする）と比較した際にどのような差異はあるのか、福祉における権利そのものを明確化し
ていく議論はこれまで十分検討されてこなかったように思える。
そこで本稿は、福祉によって擁護される権利そのものを研究の対象とし、その性質、根拠
といった体系を踏まえたうえで、いかにその権利を実現していくかを考察し、権利擁護にお
ける権利性の実践概念の形成を目的としている。当事者の生活事情に関する事例を検討する
ことによって、
それぞれの権利性を導くことに主眼を置いた。この手法に象徴されるように、
本稿は、社会的事実とそれに対する妥当性の検討から実体法を構築していく、帰納法的アプ
ローチによって福祉における権利性を構成・展開した。これは、実践された事例からひとつ
の事実を導き出す社会福祉学の伝統的手法と合致する *3。いかに当事者の権利を救済するか
という極めて実践的な事例に基づいてアプローチすることにより、本稿が福祉における権利
の形成に結びつく、ひとつの糸口になることを期待したい。
本稿の構成は、次節において福祉における権利の性質を、法学における権利を比較対象に
しながら検討し、3 節においてその実現手段について検討した。4 節において、当事者の日
常生活に最も密着した事業者段階での実践事例を通じて、福祉における権利の性質に迫って
いる。

2

福祉における権利の性質
福祉における権利の性質について、いわゆる実体法的側面を浮き彫りにするにあたり、岡

村重夫は根本的な問いとして欲求と権利の差異について社会生活上の基本的要求 *4 を挙げて
おり、本稿はこれを論の出発点とした。
岡村は社会生活上の基本的要求は経験的事実からの帰納によるものではなく、社会生活の
論理的必然として構成されたものとする一方で、その普遍性は論理的普遍性であって、普遍
的権利として説明したものではないとしている。社会生活上の基本的要求だけでは、合理性
を貫徹するための行動を起動するには足りず、それ以外に価値合理性ないし倫理的合理性が
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付帯しなければ社会的に承認された欲求、すなわち権利としての性格を有しないことという
脆弱性を指摘し、それを実現するキー概念こそが、基本的人権概念であるとしている。
単なる個人の欲求レベルでは、たとえ社会生活における人間像を意味した社会生活上の基
本的要求であったとしても、権利として主張するには足りず、それを社会に承認された欲求
のレベルとするには、社会的に承認された基本的人権概念に基づかなければならない、と読
み取ることができる。そして社会に承認された欲求こそ、権利と呼ぶことができるのであっ
て、逆に考えれば、社会生活上の要求の権利としての正当性を、基本的人権概念は補完する
役割を担うことを指摘している。つまり、福祉における権利とは、現実の社会生活において、
社会生活上の基本的要求に基本的人権概念を結びつけ、現実の社会生活から帰納的に構築し
ていく性質であることが導かれる。
この福祉における権利の体系や、性格は、法学における権利のそれと一線を画しており、
法学における権利の説明からも、
福祉における権利との差異について裏付けることができる。
法学における権利の本質は、諸説が分かれるものの今日の通説として支持されるのは法力
説概念である。法力説概念によれば、
（法学における）権利とは、法が一定の社会的利益を
享受するために一定の資格を有する者に認める法の力、つまり法によって与えられた力 *5 で
あるとしている。すなわち、法があってはじめて権利が派生するのであり、法と権利とは表
裏一体のような密接な関係にあるとする説である。この背景は、英米法における法の支配
（rule of low）に対し、法治主義を採用することで大陸法を継受する日本の法体系は、法あ
りきで権利が派生するということに由来している。
また、法学における権利は、司法救済を前提とする以上、権利内容の強行可能性という実
体を備えており、権利を厳格に捉えるスタンスをとっている。しかし、福祉サービスの分野
では、この法学における権利に該当するのは、一部の社会保障給付（例えば社会保険給付な
ど）を例に挙げられずに過ぎず、その膨大なニーズに比較して数少ないというのが現実の姿
である。ここで指摘できるのが、そもそもの権利とは、基本的人権思想にあるように、人間
の尊厳性や、天賦人権説によるものであって、法はそれを確認し、具体化するツールである
ことが指摘でき、法学における権利とは、あくまで法律による救済を前提とするために、そ
の性質を厳格に定めているということである。そこで、法によらなくても救済が可能な福祉
における権利性、つまり社会生活上の事実から導き出す権利を考察する余地が見いだせるの
である。
以上の法学における権利と比較しつつ、福祉における権利の性質、体系を考察した。両者
の共通基盤は、基本的人権概念である。しかし、法学における権利は法による枠組みがあっ
て演繹的に権利が派生するに対し、福祉における権利とは社会生活上の基本的要求を基本的
人権概念にあてはめながら帰納的に構築していく性質であることが導かれる。
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3

権利の救済手段―福祉における権利と ADR の親和性―

3-1

ADR による解決手段

前節において福祉における権利の性質、
すなわち実体法的側面を先行研究から整理したが、
それではどのようにその権利は実現されうるか、手続法的側面に注目したい。これを考察す
るうえで手がかりになるのが、平田厚による苦情レベルである *6。
平田は、苦情のレベルを要望のレベル、請求のレベル、責任追及のレベルの 3 つを挙げて
いる。３つの苦情レベルにおける最初の分岐点は、法的責任の有無である。法的責任が生じ
ないレベルを要望レベル（具体例として、施設サービスの中で、週に 1 回は刺身を食べたい
とか、ここの棚は使い勝手が悪いから一段の高さを 5 センチにしてくれとか、食堂の出入り
口をスロープにしてほしいなど）である。そして法的責任が生じる苦情のなかで、債務不履
行責任と不法行為責任に分岐させ、前者を請求レベル、後者を責任追及レベルとしている。
それではこの各レベルにおける当事者の権利は、どのように救済されるのだろうか。
紛争解決の両輪として、司法救済と ADR（Alternative Dispute Resolutions）が挙げられ
る。両制度の性格を鑑みた際、司法救済の守備範囲となる苦情レベルは、法的責任が生じる
責任追及レベルと請求レベルである。一方、ADR は和解というニュアンスに依拠すれば、3
領域すべてにおいて対応することになる *7。
ADR とは、
「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」
（以下、
「ADR 法」とする）
によれば、「訴訟手続によらずに民事上の紛争の解決をしようとする紛争の当事者のため、
公正な第三者が関与して、その解決を図る手続」*8 である。最広義では和解や調停も含むも
のとして判決に代わる紛争解決制度が、広義では和解は除いた調停を含むものとして訴訟に
代わる紛争解決制度が、狭義では和解・調停を除いた裁判所外での紛争解決制度の 3 通りが
挙げられている *9。
近代国家が確立してからは、私人間の紛争を自らの手で解決することが禁止（
「自力救済
の禁止」）される一方で、裁判制度を用意した。法という基準の下に私人間の紛争を裁き、
その実効性を確保する手段が強制執行制度であり、これが裁判制度の本質である。しかし裁
判制度のみによる当事者の救済が万全ということはできず、
ADR の機能的利点、
規範的利点、
理念的利点といったメリットが裁判制度の本質の脆弱性を補う機能として挙げられる *10。
ⅰ

機能的利点
第一に簡易・迅速性である。民事裁判は、その強制性のため、不可避的に手続きがある程

度複雑になり時間を要する。当事者の合意に基づく ADR では大胆な手続の簡易化・迅速化
が可能になる。第二に廉価性である。民事裁判では通常弁護士である代理人を選任する必要
があり、その報酬等の費用を当事者が負担する必要がある。これに対し、ADR では当事者
本人が追行可能な手続きを構築できる可能性があり、代理人費用の節減が可能となる。第三
に秘密性である。民事裁判は原則として公開が原則であるに対し、ADR では非公開手続が
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原則とされる。福祉における権利のように個別的事情が強く秘密保護に特化した紛争につい
ては、ADR による処理が適しているといえよう。第四に専門性である。専門的知見につい
ては素人である裁判官が専門性を要する訴訟（例えば医療過誤紛争）の判断者の中核とする
には限界がある。第五に宥和性である。両当事者の対立構造を中核とする民事裁判に対して、
ADR は当事者間の合意による解決を中核としている。紛争当事者の対立性の宥和が可能と
なる場合があり、将来の関係を継続する可能性が生じる。
ⅱ

規範的利点
裁判制度は法規範の適用を基本的前提とするのに対し、ADR では法と異なる規範を適用

して解決する余地が認められる。実定法上も、調停では条理にかなった解決が認められ *11、
仲裁では解決規範の法定はなく仲裁人の判断に委ねられると解されている。その結果、
ADR では裁判における規範面・対象面などの法実証主義の限界を超え、裁判における法の
淵源（制定法、慣習法、判例法、条理）以外の社会規範、例えば慣習、道徳、宗教などの規
範を紛争解決の淵源に沿えることが可能となる。また、当事者の主張においても法律要件以
外の社会的事実を取り入れられることから、紛争の全体的解決の可能性を開くものと捉える
ことができる。
ⅲ

理念的利点
ADR とは紛争「処理」ではなく紛争「解決」という訳語が用いられるようになった背景

として、当事者の主体性を促す作用、すなわち当事者の紛争解決に関するエンパワメント機
能が挙げられる。これは、そもそも紛争解決は当事者の主体性の下で行われるべきとの認識
に基づいている。
裁判と比較した際に、ADR のメリットが多々見受けられ、紛争を網羅的に解決できるよ
うな錯覚を覚えるが、山本和彦は 7 つの問題点を指摘する *12。
第一に慎重性である。ADR のメリットとして簡易・迅速性を挙げたが、慎重性と簡易・
迅速性の完全な両立は困難であるし、手続の慎重性や当事者の手続保障がある程度、トレー
ドオフの関係になるのはやむをえない。第二に費用増である。費用を原則として税金で吸収
できる裁判に対し、ADR では費用を直接利用者の負担とすると、訴訟に比べて遥かに高価
なものとなり、利用を事実上禁圧することになりかねない。第三に、信頼性・中立性である。
国の運営する裁判に比較して、ADR はその信頼性・中立性をいかに確保すべきかが問題と
して指摘できる。第四に分散性である。ADR の現状として、紛争類型ごと・業態ごとに多
数の ADR が乱立状況にある。これは専門性の確保に利点がある一方、利用者の立場からは
非常に分かりにくい状態にあり、また資源も分散・重複して非効率性が指摘される。第五に
非強制性である。ADR は、裁判とは異なり、常に何らかの形での合意調達が必要となる。
しかし、紛争状態にある当事者の合意調達が困難なことはいうまでもなく、この点が制度利
用のネックとなりうる。もちろん ADR が当事者の合意をその存立基盤とする以上、安易に
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合意要件を緩めることには問題があるが、紛争状況下の合意という特性に鑑み、合意を成立
しやすくする工夫の必要性が問われている。第六に事実認定の困難である。ADR には裁判
のような強制手段が欠如しているため、証拠保持者の協力が得られない場合には事実認定が
困難である。仲裁においては裁判所の援助が可能とされ *13、民事調停では調停委員会の事実
調査や裁判所への嘱託が認められる *14 が、このような方法は ADR の簡易迅速性を大幅に損
なうおそれがある。第七に不透明性・予測困難性である。法により手続・実体規範が明示さ
れている裁判に対し、ADR では手続・実体両面で規範が不安定であり、必然的に解決の手
続きや結果が不透明になり、また当事者から見てその予測が困難とならざるをえない。これ
も ADR の柔軟性とある程度はトレードオフの問題ではある。

3-2

権利擁護システムの福祉型 ADR としての位置づけ

ADR は福祉における権利の救済手段とどのように結びつくのだろうか。橋本宏子は広義
における ADR として、オンブズマン制度、苦情解決制度（運営適正化委員会・第三者委員会）
等を挙げている *15。また、齋藤哲は都道府県運営の適正化委員会の事業報告やその他提供を
受けた資料を素材に、苦情解決制度の運用の実態を考察し、ADR としての位置づけとなり
うるかについて検討している *16。
権利擁護システムの福祉分野における広義における ADR、すなわち「福祉型 ADR」とし
て位置づけることについて、ADR のメリットで挙げた、機能的利点もさることながら、紛
争解決の本質といえる規範的利点、理念的利点からその親和性の高さを導くことができる。
規範的利点として、裁判制度は法規範を淵源とするに対し、ADR では法と異なる規範を
適用して解決する余地が認められることを指摘した。その結果、ADR では福祉における権
利の特色ともいえる当事者の生活の事情や生活歴、生活の背景といった個別的事情に柔軟に
対応できることになる。そのような、当事者の法律要件以外の社会的事実を取り入れられる
ことから、紛争の全体的解決の可能性を切り開くものと捉えることができるのである。
理念的利点に挙げられる、紛争解決は当事者の主体性のもとで行われるべきとの認識であ
る。ADR とは裁判外紛争「処理」ではなく裁判外紛争「解決」という訳語が用いられるよ
うになった背景として、当事者の主体性を促す作用、すなわち当事者主権のもと紛争解決さ
れるようエンパワメントとしての機能が挙げられる。そもそも権利擁護の基本理念は、当事
者がたとえ判断能力を欠く状況にあったとしても無能力者扱いをせず、できる限り当事者の
意思を汲み取り、これを支援するということ、つまり、代行決定ではなく自己決定の支援に
あるべきというエンパワメントがその中核である *17。
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4

実践事例から帰納的に導かれる福祉における権利の性質

4-1

本検討事例の意義及び出所

全国社会福祉協議会では、
都道府県の運営適正化委員会が行った福祉サービスの苦情受付・
解決状況を毎年まとめている *18。それによれば「苦情」と「相談等」の件数が制度設立時の
2000 年以降右肩上がりであること、
また苦情の種類は「職員の接遇」と「サービスの質と量」
が約半数を占めていることがわかっている。しかし、このデータは量的調査ゆえに「職員の
接遇」や「サービスの質と量」などといったカテゴライズされた数値的な統計にすぎず、当
事者の実際の日常生活において、どのような苦情や相談等があるのか、ブラックボックスの
ままである。
本節で扱う事例は、事業者段階、つまり当事者の日常生活において最も密接に関連した段
階での苦情解決事例である。福祉の権利性を福祉現場から導くという本稿の主旨から事業者
段階の苦情に焦点を当てた。当事者がどのような要望や、請求をしたのか、それに対する施
設職員の対応、さらには申立てに至るまでの当事者やその家族の複雑な想いについて、より
ミクロレベルで詳細に情報を収集できることが最大のメリットとして挙げられる。
都内の特別養護老人ホームの協力を得て、当該施設における苦情解決の事例及び資料を提
供していただいた。運営する法人は当該施設以外にも社会福祉法人として特別養護老人ホー
ムなど 6 施設を、医療法人として病院や老人保健施設など４施設を運営している。当該特別
養護老人ホームは 2008 年に新設された全室個室のユニット型の施設である。定員 152 名で
４フロア、1 フロアにつき定員 8 ～ 10 名のユニットが４つで構成されている。日中、職員
は 1 ユニットにつき 2 ～ 3 名で対応するが、職員の休憩中や他利用者の入浴介助中などは 1
人でユニットに待機する時間もある。夜勤帯は 1 フロアにつき職員 2 名、
職員 1 名が 2 ユニッ
トを担当することになる。当該施設に寄せられる苦情や相談は、要望、問い合わせ等も含め
毎月 5 件以上にのぼる。そのうち、解決までが長期化する件数はわずかである。そのわずか
ながらの件数ではあるが、本稿では、当事者の権利性が問われている事例に着目して以下の
3 事例を挙げた。
【事例Ⅰ】K.M

女性

1920 生まれ

関西生まれ。2005 年、ショートステイ利用中に転倒し、右大腿骨骨折する。同年、三女
宅（東京都）に引っ越し、三女、三女の夫、三女の夫の母（要介護度２）
、三女の長女（病弱）、
三女の長女の夫と同居する。三女は、K.M、三女の夫の母、三女の長女の介護等を主介護者
として担う。2008 年 11 月、主介護者たる三女は自身の頸椎の持病による介護等の限界を理
由に、K.M はショートステイ、老人保健施設を経て当該特別養護老人ホームに入所する。
同年 12 月、職員に対する暴言・暴力、介護拒否が始まる。
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【事例Ⅱ】T.O

女性

1930 年生まれ

明るく朗らかな性格であるが、集団生活においてはかなりの遠慮がちである。例えば、し
ばしば生じる麻痺側のけいれん発作によりいずれ救急搬送されるのではないか、職員に迷惑
をかけてしまうことからいずれ当該施設から追い出されるのではないか、また、思うように
できない車いすでの自操に対して、職員が手伝った際には、感謝をしつつ自らの覚えの悪さ
を詫びているなどの不安を常に抱えている。
【事例Ⅲ】S.M

女性

1916 年生まれ

会話による意思表示ができず、声かけに対して辛うじて反応している。食事は全介助を要
する。嚥下能力の低下により誤嚥のリスクが極めて高く経管栄養の導入が再三検討され、後
にキーパーソンである長女は導入が決断する。しかし、長女は S.M にできるだけ経口から
摂取し、食事を楽しんで欲しいという想いが強くある。

4-2 「権利のカタログ」は成立するか
【事例Ⅰ】より「好きなテレビ番組を見たい」要望

三

女「あと、テレビは横になっても見られますから、母は演歌や歌謡曲が好きなので、
今度 1 週間分（のテレビ番組）をピックアップして職員さんに伝えるので、その時間に
なったら見せてあげてください。」

【事例Ⅰ】より「常に温かい食事を提供してほしい」要望

三

女「この前面会に行ったとき居室に冷たいおにぎりが置いてあって、冷たいおにぎり
を食べていると（K.M から）聞いて、悲しくなったわ。」

【事例Ⅱ】より「他に遠慮せず安心した毎日を過ごしたい」要望

長

女「（けいれん発作について、）病院での MRI 検査で緊張が高まって疲労していたの
ではないか。本人（T.O）は寝ていたら、病院でのことを思い出し、ここ（当該施設）
で生活できるのか心配している。ユニットでの生活において、もっとイベントの時間が
あると家族も参加しやすい。母は無趣味で引っ込み思案なので、家族も協力したいし、
他利用者とその家族とも仲良くなる機会があればと思っている」

【事例Ⅲ】より「経管栄養によらず食事を楽しみたい」要望

S.M はペースト状の食事形態で全介助によって食事をしていたが、誤嚥が多く食事中にも
かかわらず看護師による詰まった食物の吸引処置を必要とする状況であった。経管栄養導入
について当該施設から長女に提案されていた。長女は、困難な食事介助で職員に負担をかけ
たくないと思う一方で、「（S.M にとって）食べる楽しみは大事なのよ。」と話し、胃ろう導
入に伴う居室の移動を余儀なくされていることに対しても、「せっかく慣れてお友達（多利
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用者）もいるのに、移動を（経管栄養導入に伴った居室移動を）したくはない。」と葛藤し
ている。
【事例Ⅰ】から「好きなテレビ番組を見る権利」
、
「常に温かい状態で食事をする権利」を、
【事例Ⅱ】から「他に遠慮せず安心した毎日を過ごす権利」を、
【事例Ⅲ】からは「経管栄養
によらず食事を楽しむ権利」のそれぞれを事例から抽出した。特徴として窺えることは、福
祉における権利とは、当事者の生活歴、性格、生活環境など当事者に係る「個別的事情」に
よる作用が強く、その権利性は一身専属的な性格であるということである。例えば、K.M
が訴えている「好きなテレビ番組を見る権利」を、そのまま T.O や S.M に援用しても、T.O
や S.M が望んだ権利とはいいがたい。また T.O の
「他に遠慮せず安心した毎日を過ごす権利」
は T.O 自身が気がついていない。いわば潜在化しているニーズを家族や職員といった周囲
の者が気づき、T.O のために実現に向けて主張された権利である。S.M の「経管栄養によら
ず食事を楽しむ権利」も直接本人の口から発せられたわけではなく、周囲の者が S.M の意
思を尊重して導いた権利といえる。
このように福祉における権利は、その形成過程も当事者によって異なり、その救済のされ
方も柔軟に対処される必要性が窺える。このことから、福祉における権利を「権利のカタロ
グ *19」のように章典化できないということが浮き彫りになった。あらかじめ用意されてある
法学における権利と違い、事例で考察したように当事者の生活からニーズが抽出され、帰納
的に権利が構築され、主張されていくものであるといえる。

4-3

エンパワメントの必要性

福祉における権利とは個別的事情によって、それぞれ派生する過程が異なることが指摘さ
れた。当事者本人による主張もさることながら、周囲によってアドボケイト・エンパワメン
トされて、その権利を主張している。特に控えめな性格である T.O は、信頼の置ける家族
に思っていることを主張し、家族がその意向を代弁する構造であり、意思を外部に発信する
ことが困難な S.M は、S.M 自身の表情やそれまでの生活の様子から長女が S.M の意向を汲
み取り、主張する構造となっている。
ここで法学における権利と福祉における権利の差異として、前提となる当事者が法学にお
ける権利においては強い個人であり、福祉における権利においては弱い個人であることが挙
げられる。近代法において、想定される人権の主体者とは、自己決定をし、自己責任に耐え
られる個人、すなわち強い個人が前提であるといえる。近代法は、もともと、諸個人の意思
によって私人間がとり結ばれる世界を想定しており、この意思主義に対応する側面が、自己
決定を可能にする枠組み形式としての権利である。法学における権利に要請されている当事
者には前提として強い個人であることが理論的に求められている *20。
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これに対して、福祉を求める当事者とは、しばしば社会的弱者と称されているように弱い
個人 *21 である。弱さの要因としては経済的な面や自身の障害等が挙げられること、また福
祉的サービスを請求する場合とは私的扶養が困難である者が対象であることが定められてい
ることから *22、福祉における権利とは弱い個人が前提といえる。福祉における権利の主体者
が弱い個人であることが出発点である以上、アドボカシーによるエンパワメントの必要性が
必然的に導かれるのである。
T.O について、長女が指摘しているように、T.O は控えめな性格により、ふだん感じてい
ることを職員には言えず家族に話す、
そして家族から職員を通じてその意向が伝わっている。
これには元々の性格の他、入所後幾度にもわたる脳梗塞の後遺症による発作により救急搬送
されることで、
職員に迷惑がかかっていると思い込んでいることが日常生活から推測される。
T.O の潜在化している権利である「他に遠慮せず安心した毎日を過ごす権利」を実現するに
は、他者によるエンパワメントが必要であることがわかる。
S.M については「経管栄養によらず食事を楽しむ権利」を長女が汲み取り、できる限り食
事によって栄養を摂取し楽しめるよう職員に働きかけることで、S.M の権利をエンパワメン
トしている。S.M の体調面等により結果的に経管栄養になったが、それまでの過程において
熟慮を重ねておりあらゆる手段を尽くしている以上、この権利は十分エンパワメントされた
といえるのではないだろうか。

4-4

福祉型 ADR における「和解」の危うさ

【事例Ⅰ】

① 2009 年 6 月の懇談会
懇談会冒頭において、精神科医師から三女へ、K.M と三女が関西に住んでいた頃の話に
ふれ「いろいろご苦労されたことでしょう」と話すと、三女はうなずいていた。その後、K.M
の長男（脳梗塞後遺症の既往あり）について話され、三女は涙ぐんでいた。
三

女「改めて言うことでもないんですが、私どもは本当にここでの生活に対して不満は
一切ないんです。皆さんが母のために一生懸命やってくださっているのは十分に理解し
ております。ただ一つだけ申し上げたいのは、常に笑顔で接して欲しいということです。」

介護主任「今後もこのような形で、ご家族からいろいろ K.M のお好きなもの等のお話を伺
えたらと思っております。」
② 2009 年 8 月の懇談会
介護主任「現在睡眠導入剤を服用されていて、よくお休みになるときもありますが、先週の
金曜日（7 月 31 日）はいつものように睡眠導入剤を服用された後、2 時くらいに覚醒さ
れまして、そのときからナースコールを頻回にならされ、職員が訪ねると『呼んでいな
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い』と言われそのような感じを繰り返されていたようです。その際に介助した職員の名
札の紐を思いっきり引っ張られ、腕につかみかかり 2 か所の大きな傷ができてしまいま
した。」
三

女「（介護主任の話を途中で遮り）そういうときは母に近寄らないで距離を置いてく
ださい。母は腕の力がものすごく強いんです。（以下、略。）」

介護主任「私たちも K.M のご機嫌が悪いときにむやみに近づいているわけではないんです。
私たちも危険を察知したときは回避するようにしています。それでも傷ができてしまう
のは、避けきれない状況、不可抗力である場合が多いんです。コールが鳴ってお布団を
かけ直してと言われれば直すために介助をしますが、そういったときに手や足を出され
る場合があります。私自身も K.M のトイレ介助に何度か携わりましたが、急に手でお
腹を叩かれ、何でそういったことをするのか尋ねても、理由なんかないとおっしゃるの
です。」
三

女「（再度、話を遮り）それでも逃げる努力をしてください。布団が少しくらい曲がっ
ていたってかまわずほっといてください。母が手を出すことは重々私たちも承知してい
ます。でも暴力行為はいけないことなので、職員さん自身も危険回避をされるよう努力
していただきたいです。そういったことも介護者としてのテクニックじゃないんですか」

介護主任「そのほかにも、他利用者様に暴言や手を挙げる行為が見られることがあります。
また、面会に来られた他利用者様のご家族に対しても、帰れ等の暴言を吐かれることが
あります。」
（中略）
三

女「母がそういった行為をするようでしたら、部屋に戻って山本譲二の CD をかける
とか、落ち着く環境を整えてくださればいいんです。あの家族がこういった、この家族
がこういったと一つ一つ取り上げていったらきりがないですよ。私たちだって皆さんに
言いたいことは、たくさんあるんです。この職員さんの対応はちょっと…と思うことも
ありますし、でもそれを言ったらきりがないので私たちも我慢しているんです。」

看護部長「それでしたら遠慮なくおっしゃってください。」
三

女「ここの施設としての理念で安心・安全をうたっておられますが、果たして本当に
安心・安全な生活が提供されているのか。母が暴言・暴行があるのであれば、それをど
うしていくのかを考えていくのは家族なのか、施設なのか。ですが、暴力行為は確かに
あってはならないことですし、再発防止を考えていかなければならないと思います。医
療と介護とでそういったことを話し合う、この場がそうではないんですか？私たちは今
日、看護部長から声がかかったとき、本当に胸が突き刺さる思いでした。母がまた何か
をしたのではないかと気が気でなりませんでした。」

長

女「（涙ぐんで）私も母をここに預けたから放ったらかしというわけではないんです。
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毎晩、母が皆さんに何かご迷惑を掛けているのではないかと思うと、眠れない日もある
んです。」
三

女「ちょっとお聞きしたいんですが、母の他にこういった暴力行為が見られるような
利用者いないんですか？」

介護主任「他にも認知症のある方で暴言・暴行がみられる利用者もおります。」
三

女「そうですよね。確かに母は皆さんにご迷惑を掛けるようなこともありますが、一
概に手がかかるとくくるのではなく、職員さんもケアの仕方とかいろいろと考えたりさ
れているんですよね？」

介護主任「もちろん私たちも K.M がどうしてそのような行為をされるのか、お通じが出て
いない不快感からくるのかとか、不穏になられる時間帯は朝方が多いのか、よるが多い
のかなどいろいろな角度から検証をしています。お食事に関してもただ食べないと終わ
らせるのではなく、今日も油物が多いから残されたのかななど、可能な限り、K.M のこ
とを理解していきたいと考え、関わらせていただいています。」
三

女「そうやって観察していただければ、いろいろとデータが分析されるんではないで
すか？何でも薬で解決というのはいかがなものでしょう？」

看護部長「ですが、あまりにも度が過ぎた場合は何かしら対応策を考えなければならないと
思います。職員も一生懸命やってはおりますが、限界が来ている感があります。K.M 自
身もこのままの状態では本人も辛い状況ではないでしょうか。」
三

女「看護部長のお話はよく理解できました。（中略）今日は、看護部長が後で医務室
に来てくださいとおっしゃったとき、本当に心臓が止まるような思いをしました。もう
少しなにかワンクッションおいてお話ししてくだされば良かったんですが…。いかにも
何か言いたいというような顔をされてこられたので、私たちも心中穏やかではいられま
せんでした。職員さんに何かあったのか、とても心配でした。」

看護部長「そうですね…。それではセルシンを 1 週間試して様子を見たいと思います。そん
なに強い薬ではないので、すぐどうこうなるわけではないと思いますが、様子を見た上
で、またご家族様に相談させていただきます。」
これまで福祉における権利の実現に向けて、その救済のされ方として当事者間、つまり施
設利用者といった福祉サービス受給者またはその家族と、福祉サービス事業者間による話し
合いによる合意、和解といった解決によって、その権利の性質によって柔軟に対処されては
じめて権利の実効性があることを述べてきた。しかし、この「和解」という解決策の危うさ
が事例を通じて指摘できる。
2009 年 6 月の懇談会において、三女はこれまでの苦情や不満があったにも関わらず、当
該施設に対して一切不満がないと話している。この懇談会は、K.M による主張及びそれに
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伴う家族からの苦情が増加して、医師やそれぞれの担当責任者を交えた初めての懇談会であ
る。冒頭において精神科医は三女のこれまでの苦労を受容する内容で話を切り出し、比較的
穏やかな懇談会が催されており、K.M の家族と当該施設側双方の歩み寄りが垣間見ること
ができる。しかし、懇談会後も根本的な K.M の暴言・暴力は解決されることなく、福祉サー
ビス従事者の心労は増す一方、その被害は他利用者にまで及ぶようになっている。8 月の懇
談会では前回の穏やかさとは逆に、家族が K.M の現状を突きつけられ混乱しているように
思える。この際に、三女は介護長の話を 2 度にわたり遮って、職員への不満があることを示
し、それを我慢していることを明言している。一方の長女は、K.M を施設に預けているこ
とへの自己の責任を踏まえつつ、当該施設に対して迷惑を掛けていることを憂慮している。
結局、8 月の懇談会での議題である精神安定剤服薬開始についての看護部長の説明に対して
三女は「よく理解できました」と述べ合意を示している。
【事例Ⅰ】における本稿の関心事は精神安定剤による解決に対して肯定・否定することで
はなく、注目したいのは、6 月の懇談会での「一切不満がない」との発言と、8 月の懇談会
における会話の内容のギャップと精神安定剤の使用について、本当に家族は納得し合意した
のか、という点である。両懇談会ではいずれも形式上「和解」という形で終結している。こ
れに対して「事業者からの『報復』を過剰に恐れる（恐れざるを得ない）利用者や家族の心
理」が家族にもたらされていなかったのか、という点を指摘したい。
そもそも和解とは、当事者が互いに譲り合って紛争に終止符を打つことである。あくまで
「互いに」がポイントである。しかし、事例からは、当事者自身または家族が過度に権利主
張することによって、施設職員からの報復されるのではないかと懸念している可能性が示唆
される。着目すべきは、当該施設において、権利主張に対する報復があった、またはある可
能性があるということを指摘しているのではなく、当事者自身、または家族にとってみれば
身内が、施設に入所しそこが居住の場所となっている以上、心理的に報復の恐れが生じ、そ
れによって多くの主張されるべき権利が主張されないことへの危惧である。
もっともこの問題は、福祉型 ADR に限った問題ではなく、福祉における権利擁護につい
て考察される際にしばしば指摘されている問題である。河野正輝は、長期施設入所者となっ
て介護を受けるときは、サービス（または支援費）を提供してくれる介護職員及び施設・行
政機関などに対して弱い立場に立たされ、いわゆる情報の非対称性ということに加えて福祉
の従事者による報復を恐れて、言いたいことが言いえないことも少なくないと指摘し

*23

、齋

藤はこれを福祉サービス利用に対する苦情全般に強く見られる傾向と分析し、さらに「事業
者からの『報復』を過剰に恐れる（恐れざるを得ない）利用者や家族の心理」がはたらくと
まとめている *24。今回の事例検討から、福祉事業者による報復を恐れるあまり権利主張でき
ないという事態が、福祉型 ADR における「和解」であっても例外ではないとことが改めて
浮き彫りになった結果といえよう。
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この「和解」における事業者からの『報復』を過剰に恐れる、または恐れざるを得ない利
用者や家族の心理という危うさは、前章で指摘した山本による ADR のデメリットでは挙げ
られていない。その理由として考えられることは、救済すべき福祉における権利の特性では
ないだろうか。福祉における権利の主体者たる福祉サービス受給者は、権利主張する力の弱
さが指摘でき、エンパワメントの必要性について述べた。つまり、福祉における権利が（法
学における権利の主体者が強い個人であるに対し）弱い個人であることが前提になっている
ことに起因するものであって、様々分野において ADR が発展するなかで、この問題は福祉
型 ADR 独自の問題と指摘できるのである。

5

おわりに

5-1

福祉型 ADR から導かれた福祉における権利の性質と課題

社会福祉学、法学における権利とは天賦人権説や人間の尊厳性、基本的人権に由来する共
通性がある一方、福祉における権利は、厳格性を要求される法学における権利と異なり、当
事者の個別的事情を鑑み、柔軟に解釈されうる性質を帯びることが分かった。
厳格性が要求される法学における権利は司法救済が前提となっているのに対し、福祉にお
ける権利の救済手段は、苦情解決制度、オンブズマン制度、権利擁護事業等といった福祉型
ADR が挙げられる。時間、費用を要し、金銭賠償が原則である司法による救済に対し、
ADR は当事者間の協議による「和解」によって解決を目指す、柔軟な解決方法であり、福
祉における権利の救済に対して親和性が高いことが指摘できた。
実際の苦情解決制度における事例を元に福祉における権利性を考察したところ、以下の三
点が浮き彫りになった。第一に福祉における権利において「権利のカタログ」のようにあら
かじめ用意されてあるのではなく、当事者の事情に沿って、オリジナルに構築していくもの
であるということである。第二に、法学における権利が前提としている権利の主体者は自己
決定し自己責任に耐えられるような強い個人を想定しているに対して、福祉における権利は
経済的な面や自らの障害等によって社会的弱者としばしば位置づけられているように、福祉
における権利の主体者が弱い個人であることが前提ということである。ゆえに、他者による
エンパワメントの必要性が必然的に導かれる。第三に、福祉的 ADR における「和解」の危
うさである。形式上「和解」という形で終結していたとしても、福祉サービス利用者は、権
利主張することで「事業者からの『報復』を過剰に恐れる心理」がもたらされている。この
「和解」における危うさは、一般的な ADR のデメリットとして挙げられておらず、福祉型
ADR の特徴であると言える。その理由として、福祉における権利の主体者が弱い個人であ
ることに起因するものと考察された。
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5-2

本稿の課題と今後の展望

福祉における権利とは、当事者のニーズから帰納的に構築していくものであり、その当事
者は弱い個人であるがゆえに、権利を主張するためのエンパワメントが必要なことが導かれ
た。一方で、その権利救済において柔軟な解決が期待される ADR であるが、
「和解」とい
えども、当事者に事業者からの報復を恐れる心理が働き、結局権利を主張できない恐れが指
摘されるという課題が残った。もっともこの問題は、福祉における権利擁護について考察さ
れる際にしばしば指摘されている問題であるが、今後、運営適正化委員会やオンブズマン等、
他の福祉型 ADR による権利救済の場面において同様の結果が得られるか、検討していくこ
とを課題としたい。
（以

上）
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Study of social welfare rights in the contract
Case of the grievance resolution system at the stage office
KUMAGAI, Takashi
This paper is intended for the rights to be defended by research in social work and
welfare, by comparing the rights referred to in the law, are intended to form the concept
of rights in welfare practices. By considering scenarios that are based on practice, it is
expected the formation of social rights in line with social welfare contract. For the right
remedy, the right to a judicial remedy at law, welfare rights in ADR（Alternative Dispute
Resolutions）and affinity were noted.
A case was investigated complaints stage businesses, and rights in welfare, not have
been prepared like a catalog of rights, it builds along the original situation of the parties,
the form of settlement even though the complaint is resolved, the parties' businesses from
the "revenge" over-the psychology of fear "is activated, it became clear enough not to
claim rights. "Reconciliation" is in danger is a characteristic type of ADR welfare, welfare
rights are the subject of "a weak person" shall be considered to be caused. Therefore led
to the need for empowerment.
Keywords
Advocacy, Grievance resolution system, Empowerment,ADR（Alternative Dispute
Resolutions）
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