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1. はじめに

本論文では、 (l)のように副詞「道理で」（以下、 ドウリデ）が「と思った」

（以下、 トオモッタ）を伴った文（以下、 ドウリデpトオモッタ文）を分析対象

とし、当該文の意味を明らかにすることを目的とする。

(1) （料理べたな娘が作ったと思った料理が意外にもおいしく不思議だと思って

いたところ、実はその料理は一流シェフが作ったものであることがわかった

という状況で） ドウリデうまいトオモッタ。

ドウリデpトオモッタ文は納得を表すとされるが、以下に見るように、 トオモッ
(1) 

タをワケダやハズダと言い換えても同様の意味を表せる場合が多い。

(2) ((1)と同じ状況で） ドウリデうまい｛ワケダ、ハズダ｝。

(2) 

しかし、 (3)のような状況では言い換えができない。

(3)（以前A口座に100,000円入金したにもかかわらず通帳を見ると1,000円と書い

てあり不思議に思っていたところ、実は見ていた通帳がB口座のものであり、

A口座の通帳には100,000円と書かれていることがわかったという状況で）

ドウリデA口座に1,000円しかないトオモッタ。

(4) ((3)と同じ状況で）

a.?？ドウリデA口座に1,000円しかない｛ワケダ、ハズダ｝。

b.?？ドウリデA口座に1,000円しかなかった｛ワケダ、ハズダ｝。

(3)の意味を考えてみるとこれも納得を表していると言えそうである。では、

なぜ(3)は不自然になるのだろうか。 (1)と(3)では何が違うのだろうか。これらを

よく観察すると、 (1)のpの部分は事実であるが(3)のpの部分は事実でないことが

わかる。以下を見られたい。
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(5) ((1)と同じ状況で）

ドウリデうまいトオモッタ。実際、本当にうまかった。

(6) ((3)と同じ状況で）

ドウリデA口座に1,000円しかないトオモッタ。でも、実際にはA口座に100,

000円あってよかった。

(5)では「実際、本当にうまかった」と続けられていることから、話者はPを事実

として把握していると言えるだろう。一方、 (6)では「実際にはA口座に100,000

円あってよかった」と続けられていることから、話者はPを事実ではないと把握

していると言える。

ところで、 (1)も(3)も納得を表していることは既に述べたが、ここで一つ疑問

が生じてくる。事実を納得するというのはよくわかる。なぜなら、ある事実を知

り、最初は理由がわからなかったが後に理由がわかったというということはあり

得るからである。しかし、事実でないことを納得するというのはどういうことだ
(3) 

ろうか。そもそも、事実でないことを納得することなどできるのであろうか。本

論文では、 ドウリデpトオモッタ文は、事実pや非事実pに納得したことを表す文

ではなく、 pと正しく思ったこととpと誤って思ったことに納得したことを表す

文であると主張する。つまり、 ドウリデpトオモッタ文自体はpと思った理由が

過去には明らかでなかったが、発話時には明らかになったことを表しており、 P

と思ったことを事実として捉えると(1)のような使い方となり、非事実として捉

えると(3)のような使い方になると考えるわけである。

以下では、まず、第2節で上述の2種類のドウリデpトオモッタ文のそれぞれの

特徴を詳しく見る。続く第3節では、 ドウリデpトオモッタ文が構成性の原理に

従い全体としてどのような意味を持つのかについての本論文の提案を行う。そし

て、第4節で、第3節で提案されたドウリデpトオモッタの意味が第2節で取り上

げられた諸特徴をうまく説明できることを示す。第5節では、まとめと今後の課

題について述べる。
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2. 二種のドウリデpトオモッタ文の特徴

本節では、 ドウリデpトオモッタ文が発話された時に発話者の思考内でどのよ

うなことが行われているかを、 【通常の納得用法】と【誤解に基づく納得用法】

に分けてを詳しく観察し、これらの共通特徴と相違特徴を抽出する。

2. 1. 【通常の納得用法】の特徴

以下に、 (l)を再掲する。

(1) （料理べたな娘が作ったと思った料理が意外にもおいしく不思議だと思って

いたところ、実はその料理は一流シェフが作ったものであることがわかった

という状況で） ドウリデうまいトオモッタ。

まず、 (1)のドウリデpトオモッタ文は、実際にうまいと認識した時点（以下、

認識時）に(7)を満たしていなければならない。

(4) 

(7)＜認識時に(1)が満たしていなければならないこと＞

a. 話者が直接体験し（すなわち料理を実際に食べ）て、「料理がうまい」

と思う。
(5) 

b. 認識時の話者の既存知識（すなわち「娘が作った」という知識）からは、

(7a)と矛盾する内容（すなわち「料理がうまいと思わない」こと）が予

測される。

これは、もし(7)のどちらかが満たされていない場合、 (8)で見るように(l)のドウ

リデpトオモッタ文の使用は不自然になることからも明らかである。

(8) a.（認識時に話者が「料理がうまい」と思わなかった状況で） ？？ドウリデう

まいトオモッタ。

b. （認識時に料理を誰が作ったかわからない等、「料理がうまいと思わない」

ことが予測されない状況で） ？？ドウリデうまいトオモッタ。
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また、発話時には次を満たしていなければならない。

(9)く発話時に(1)が満たしていなければならないこと＞

(7b)の既存知識（すなわち「娘が作った」という知識）に思い違いがあった

ことに気づき、「料理がうまいと思った」を予測させる新規梢報（すなわち

「一流シェフが当該料理を作った」等）を持つ。

(10)で見るように、もし発話時に(9)のような新規情報を話者が得ていなければ、

(1)のドウリデpトオモッタ文の使用は不自然になる。

(10)（「一流シェフが当該料理を作った」等の新規情報がなかった状況で） ？？ド

ウリデうまいトオモッタ。

以上のことから、 ドウリデpトオモッタ文の通常納得用法は、以下の特徴を持

つとまとめられる。

(11)＜ドウリデpトオモッタ文の通常納得用法の特徴＞

a. 認識時の特徴1:話者が直接体験して、 pと思う。

b. 認識時の特徴2:認識時の話者の既存知識からは、「----,(pと思う）」が予

測される。

C. 発話時の特徴： （llb)の既存知識に思い違いがあったことに気づき、「pと

思った」を予測させる新規情報を持つ。

つまり、 ドウリデpトオモッタ文の通常納得用法は、話者の思考内で次のような

ことが起きているというわけである。

(12)話者の直接体験から得られた思いは、既存知識から得られる思いと認識時

には矛盾していたが、それは既存知識に思い違いがあったためであり、新

規情報により既存知識が修正された発話時には、認識時にあった矛盾が解
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消された。

2. 2. 【誤解に基づく納得用法】の特徴

次に【誤解に基づく納得用法】の特徴について考える。以下に、 (3)を再掲す

る。

(3)（以前A口座に100,000円入金したにもかかわらず通帳を見ると1,000円と害い

てあり不思議に思っていたところ、実は見ていた通帳がB口座のものであり、

A口座の通帳には100,000円と書かれていることがわかったという状況で）

ドウリデA口座に1,000円しかないトオモッタ。

(3)のドウリデpトオモッタ文は、認識時に以下を満たしていなければならない。

(13)＜認識時に(3)が満たしていなければならないこと＞

a. 話者が直接体験していると思い違いをし（すなわち「残高が1,000円であ

る」と記帳されたB口座の通帳をA口座の通帳だと誤解し）て、 「A口座

に1,000円しかない」と思う。

b. 認識時の話者の既存知識（すなわち「A口座に100,000円入れた」という

知識）からは、 (13a)と矛盾する内容（すなわち「A口座に1,000円しかな

い」と思わないこと）が予測される。

もし、 (13)のどちらかが満たされない場合、 (14)に見るように(3)のドウリデpトオ

モッタ文の使用は不自然になる。

(14) a. （認識時には実際にA口座の通帳残高が1000円と記載されていてAD座の

通帳を見ていた等の状況で）

？？ドウリデA口座に1,000円しかないトオモッタ。

b.. （認識時にA口座に1,000円しかないと思わないことが予測されない状況

で） ？？ドウリデA口座に1,000円しかないトオモッタ。
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また、発話時に次のような新規情報を話者は得ていなければならない。

(15)く発話時に(3)が満たしていなければならないこと＞

「実際にはB口座の通帳を見ていた」等、 (13a)で直接体験したと認識時に思

い違いしていた（すなわち、 A通帳を見たと思ったが実際はその通帳がB通

帳であった）ことに気づき、 A口座に1,000円しかないと思ったことが誤解

であったことをわからせる新規情報を話者が持つ。

(16)で見るように、もし発話時に(15)のような新規清報を話者が得ていなければ、

(3)のドウリデpトオモッタ文の使用は不自然になる。

(16)（「実は見ていた通帳がB口座のものであり、 A口座の通帳には100,000円と書

かれていることがわかった」等の新規情報がなかった状況で）

？？ドウリデA口座に1,000円しかないトオモッタ。

以上のことから、 ドウリデpトオモッタ文の【誤解に基づく納得用法】は、以

下の特徴を持つと言えそうである。

(17)＜ドウリデpトオモッタ文の【誤解に基づく納得用法】の特徴＞

a. 認識時の特徴1:話者が認識時に直接体験していると思い違いをして「P

と思う」。

b. 認識時の特徴2:認識時の既存知識からは、「---,(pと思う）」が予測され

る。

c. 発話時の特徴： （17a)の直接体験に思い違いがあったことに気づき、「pと

思った」を予測させる新規情報を持つ。

つまり、 ドウリデpトオモッタ文の【誤解に基づく納得用法】は、話者の思考

内で次のようなことが起きているというわけである。

(18)話者の直接体験から得られたと思い込んでいた思いは、既存知識から得ら
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れる思いと認識時には矛盾していたが、それは直接体験していたと思い違

いをしていたためであり、新規梢報により実は直接体験をしていなかった

ことが明らかになった発話時には、当該の思いの内容が誤っていたことが

わかり、かつ誤りの理由もわかり、認識時にあった矛盾が解消された。

2. 3. 【通常の納得用法】と【誤解に基づく納得用法】の共通点と相違点

以下では、 【通常の納得用法】と【誤解に基づく納得用法】の特徴の共通点と

相違点をまとめる。

2. 3. 1. 【通常の納得用法】と【誤解に基づく納得用法】の共通点

認識時の共通点は(19)のようにまとめられる。

(19)く認識時の共通点＞

a. 話者の直接体験（話者の思い違いがある場合も含む）から「pと思う」。

b. 認識時の既存知識（一部話者の思い違いがある場合も含む）から「-,(p

と思う）」が予測される。

また、発話時においても共通点がある。これは(20)のようにまとめられる。

(20)く発話時の共通点＞

発話時に得られた新規情報により、認識時に何らかの思い違いがあった

ことがわかる。

つまり、認識時には話者の思いに矛盾があり、その矛盾の原因が発話時に新規

情報から得られることが共通しているわけである。

2. 3. 2. 【通常の納得用法】と【誤解に基づく納得用法】の相違点

相違点は認識時にはなく、発話時にだけある。発話時の相違点は(21)のように

まとめられる。

-8-



「道理でpと思った」は何を納得しているのか（齊藤 学）

(21)く発話時の相違点＞

a. 【誤解に基づく納得用法】は【通常の納得用法】と異なり、認識時に直

接体験していたと思っていたことが思い違いであったことがわかる。

b. 【通常の納得用法】は【誤解に基づく納得用法】と異なり、認識時の既

存知識に思い違いがあったことがわかる。

つまり、認識時の思い違いが「pと思わせる」ところにあったか、「pと思わせ

ない」ところにあったかのかが相違しているわけである。

3. ドウリデpトオモッタの構造と意味

前節では二種のドウリデpトオモッタ文の諸特徴を抽出した。本節では、 ドウ

リデ、 P、 トオモッタの已要素からこれらの諸特徴が導き出される論理を明らか

にする。本論文では、 ドウリデpトオモッタ文の意味は構成性の原理に従って得

られると考える。以下では、この文の構造、及びこの文を構成する已要素、すな

わちドウリデ、 p、 トオモッタ、それぞれの意味に対する本論文の主張を記す。

3. 1. ドウリデpトオモッタの構造

本論文では、 ドウリデpトオモッタ文は以下のような構造を有すると仮定する。

(22)［［ドウリデ］［［p］［トオモッタ］］］

pの部分は田窪1989のB2（事実）相当の事柄と考える。このpとトオモッタが
(6) 

まず合成され、その後にドウリデと合成され、全体の意味が決定されると考える。

3. 2. ドウリデpトオモッタの意味

上記の仮定に従うとまずpとトオモッタの意味が合成されることになることか

ら、まず、 pトオモッタの意味について考えたい。本論文ではpトオモッタの意

味を次のように考えたい。
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(23)〈pトオモッタの意味〉
(7) 

pと（話者が過去に）認識した

また、 ドウリデXは次のような意味を持つと考える。

(24)〈ドウリデXの意味〉

現実世界に対する話者の発話時の認識において、事実Xが他の関連する事実
(8) 

群（新規情報により修正された事実を含む）と整合的だ。

従って、 (23)と(24)からドウリデpトオモッタの意味は以下のようになる。

(25)＜ドウリデpトオモッタ＞の意味

現実世界に対する話者の発話時の認識において、「pと（話者が過去に）認

識した」という事実が他の関連する事実群（新規情報により修正された事実

を含む）と整合的だ。

また、 (25)は以下の会話の含意を持っていると考えることが可能である。

(26)＜ドウリデpトオモッタ＞の会話の含意
(9) 

現実世界に対する話者の認識時の認識において、「pと（話者が過去に）認

識した」という事実が他の関連する事実群（新規情報により修正される前の

既存知識）と整合的でなかった。

次節では(25)が第2節で見たドウリデpトオモッタの二用法の特徴をうまく説明

できることを示す。

4. ドウリデpトオモッタの意味と二用法

本節では、 ドウリデpトオモッタ文に対する前節のような捉え方が、 【通常の

納得用法】も【誤解に基づく納得用法】も共にうまく説明できることを示す。
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4. 1. 【通常の納得用法】

(l)と(25)を再掲する。

(1) （料理べたな娘が作ったと思った料理が意外にもおいしく不思議だと思っ

ていたところ、実はその料理は一流シェフが作ったものであることがわかっ

たという状況で）

ドウリデうまいトオモッタ。

(25)＜ドウリデpトオモッタ＞の意味

現実世界に対する話者の発話時の認識において、「pと（話者が過去に）

認識した」という事実が他の関連する事実群（新規情報により修正された

事実を含む）と整合的だ。

(1)において、 (25)内の「pと（話者が過去に）認識した」という事実は(27)にな

る。

(27) <(1)の「pと（話者が過去に）認識した」という事実＞

認識時に食べた料理がうまいと（話者が過去に）認識した

また、新規梢報が「一流シェフが当該の料理を作った」であることから、他の

関連する事実群は例えば(28)のようなものになるだろう。

(28) <Cl)の発話時における他の関連する事実群＞

a. ［新規情報より］一流シェフが当該の料理を作った

b. ［既存知識より］一流シェフがある料理を作ればその料理はうまい

c. ［既存知識より］うまい料理を食べた人はその料理がうまいと認識する

従って、 (27)が(28)と整合的であれば(l)は真であることになる。厳密に計算しよ

うとした場合にはいくつか仮定が必要になるが、 (27)と(28)は整合的であると言
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えそうであり、 (1)は真であると言えるだろう。

また、 (26)から (l)は以下の前提を会話の含意として持っていると考えること
(10) 

が可能である。

(29)＜ドウリデpトオモッタ＞の会話の含意

現実世界に対する話者の認識時の認識において、「当該料理がうまいと

（話者が過去に）認識した」という事実が認識時における他の関連する事

実群（新規清報により修正される前の既存知識）と整合的でなかった。

(29)における他の関連する事実群は(30)のようなものになるだろう。

(30) <(29)の認識時における他の関連する事実群＞
(11) 

a.［（認識時の）新規情報より］娘が当該の料理を作った

b. ［既存知識より］娘が当該の料理を作ったならその当該の料理はうまくな

し）

C. ［既存知識より］うまくない料理を食べた人はその料理がうまくないと認

識する

「当該料理がうまいと（話者が過去に）認識した」という認識時の事実は、

(30)と整合的ではないと言えるだろう。

従って、 (1)の意味と会話の含意から、 (1)は全体として次のようなことを述べ

ていると解釈できるだろう。

(31) 「当該料理がうまい」という話者の過去の認識は、認識時には「当該料理

は娘が作った」と思っていたのでこれを含む他の関連する事実群と整合

的ではなかったが、発話時には新規情報により「当該料理は娘が作った

のではなく、一流シェフが作った」ことがわかり、他の関連する事実群

と整合的になった。

ドウリデpトオモッタ文は納得を表すとされるが、 (31)はまさに納得の一形態
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であり、この文における納得とは話者の矛盾状態にあった認識が無矛盾状態になっ

たことを表すと考えられるわけである。

4. 2. 【誤解に基づく納得用法】

以下に(3)と(25)を再掲する。

(3) （以前AD座に100,000円入金したにもかかわらず通帳を見ると1,000円と害

いてあり不思議に思っていたところ、実は見ていた通帳がB口座のもので

あり、 A口座の通帳には100,000円と書かれていることがわかったという

状況で） ドウリデA口座に1,000円しかないトオモッタ。

(25)＜ドウリデpトオモッタ＞の意味

現実世界に対する話者の発話時の認識において、「pと（話者が過去に）

認識した」という事実が他の関連する事実群（新規情報により修正された

事実を含む）と整合的だ。

(25)において、「pと（話者が過去に）認識した」という事実は(32)になる。

(32) <(3)の「pと（話者が過去に）認識した」という事実＞

認識時にA口座に1,000円しかないと（話者が過去に）認識した

また、新規惰報が「『残高が1,000円である』と記帳されたB口座の通帳をAロ

座の通帳だと誤解した（誤って認識した）」であることから、他の関連する事実

群は例えば(33)のようなものになるだろう。

(33) <(3)の発話時における他の関連する事実群＞

a. ［新規情報より］「残高が1,000円である」と記帳されたB口座の通帳をA口
(12) 

座の通帳だと誤って認識した

b. ［既存知識より］「残高がX円である」と記帳されたY口座の通帳をZD座

の通帳だと誤って認識したなら、「Z口座の残高はX円だ」と誤って認識
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する

C. ［既存知識より］W口座の残高1,000円が予想よりもかなり少ない金額だと

認識したなら、「W口座の残高は1,000円しかない」と認識する

従って、 (32)が(33)と整合的であれば(3)は真であることになる。この場合も厳密

に計算しようとするといくつか仮定が必要になるが、概ね(32)と(33)は整合的で

あると言えそうであり、 (3)は真であると言えるだろう。

また、 (3)は以下の前提を会話の含意として持っていると考えることが可能で

ある。

(34) <(3)の前提としての会話の含意＞

現実世界に対する話者の認識時の認識において、「A口座に1,000円しか

ないと（話者が過去に）認識した」という事実が認識時における他の関

連する事実群と整合的でなかった。

(34)における他の関連する事実群は(35)のようなものになるだろう。

(35) <(34)の認識時における他の関連する事実群＞

a.［既存知識より］A口座に100,000円入金した

b. ［既存知識より］X口座にY円入金したならX口座の通帳の残高はY円以上

ある

C. ［既存知識より］Y円以上あるX口座の通帳の残高を見たらY円以上あると

認識する

「A口座に1,000円しかないと（話者が過去に）認識した」という認識時の事実

は、 (35)と整合的ではないと言えるだろう。

従って、 (3)の意味と会話の含意から、 (3)は全体として次のようなことを述べ

ていると解釈できるだろう。

(36) 「A口座に1,000円しかないと（話者が過去に）認識した」という話者の誤っ
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た過去の認識は、認識時には「A口座に100,000円入金した」と思ってい

たのでこれを含む認識時の他の関連する事実群と整合的ではなかったが、

発話時には新規情報により「話者がB口座の通帳をA口座の通帳だと誤っ

て認識していた」ことがわかり、これを含む発話時の他の関連する事実

群と整合的になった。

この用法においても、過去の認識時には矛盾状態にあった認識が発話時に無矛

盾状態になったことを表すこととなり、納得を表すこととなっていると言える。

5. まとめと今後の課題

以上、本論文ではドウリデpトオモッタ文が何を納得しているのか、また如何

にして納得を表すに至るのかについて分析した。

まず、 ドウリデPトオモッタは、オモッタの部分をハズダやワケダに言い換え

る（ただし、 pの時制を変える必要がある場合もある）ことが可能なものと不可

能なものの＝種があること、そして前者はpの部分を話者が事実であると認識し

ているのに対して、後者は非事実であると認識しているという違いがあることを

指摘した。そして、それぞれを【通常の納得用法】、 【誤解に基づく納得用法】

と名づけた。

続いて、 【通常の納得用法】と【誤解に基づく納得用法】の異同について指摘

した。具体的には、認識時には話者の思いに矛盾があり、その矛盾の原因が発話

時に新規惰報から得られるところが共通し、認識時の思い違いが「pと思わせる」

ところにあったか、「pと思わせない」ところにあったかのかが相違しているこ

とを指摘した。

また、 ドウリデpトオモッタは構成性の原理に基づき文全体の意味が計算され

るとの立場に立ち、実際にこの文がどのような意味になるのかについての提案を

行った。そして、構成性の原理によって得られた意味は、直接的には発話時の話

者の認識状態を表すのみであるが、それが発話されるところから認識時の話者の

矛盾した認識状態が会話の含意として得られること、そして両者から話者の認識

状態が矛盾した状態から無矛盾の状態に変化したことを表せていること、このこ
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とが納得の実体であることを主張した。

本論文では、副詞ドウリデがトオモッタと共に使用される場合のみを分析した

が、 ドウリデはワケダやハズダとも使用可能であり、この場合も納得を表す。ワ

ケダやハズダは、 ドウリデと共に使用されない状況では推量を表すことが多く、

推量を表せるワケダやハズダが意味的に大きく異なる納得を表せるのは不思議な

ことであると言えよう。ワケダとハズダがドウリデとどうして共起できるのか、

この時如何にして納得を表せるのか、今後の課題としたい。

注

(1)ただし、以下のように時制に調整を加える等しなければならない場合もある。

(i) A：昨日の試験、平均点が40点だったって。難しかったよね。

B：ドウリデ｛難しいトオモッタ、難しかったワケダ、難しかったハズダ｝。

(2)以下では、 ドウリデpトオモッタの(1)のような使い方を【通常の納得用法】、 (3)のような使

い方を【誤解に基づく納得用法】と呼ぶこととする。

(3)実際、ワケダとハズダが伴われる文ではpが事実でない場合は不自然になっている。

(4)ここで少し(7)を説明する。話者が何らかの認識をする時はその根拠が通常必要であるが、根

拠としては少なくとも二種考えることが可能である。一つ目は、雨が降っているのが見えたり、

魚が焼ける匂いがしたり、コーヒーの味がしたり等、対象に対する感覚器官の反応状態が認識

の根拠たり得る。また、既存知識も根拠たり得るだろう。例えば、「昨晩は台風が来ていた」

という既存知識から「昨晩は台風が来ていた」と発話時に認識することができるのは当然のこ

ととして、それ以外にもそこから推董して「今朝は電車が遅れる」や「電車が混む」と認識す

ることも可能である。そして、異なる根拠から同じ認識が導かれるなら問題がないが、互いに

矛盾する認識が得られる場合があり、これが(7)であるというわけである。

(5)本論文における「話者の知識」とは、話者が真であると見倣している命題のことであり、そ

の命題が現実世界において実際に真であることは含まない。また、既存知識とは、ある判断

（認識）がなされるときに、それ以前から存在する知識のことを指す。 【通常の納得用法】で

は、既存知識の誤りが新規情報によって（発話時に）明らかにされるが、これは話者の脳内で

それまで真であると見倣されていた命題が偽であると更新されたことを意味するわけであり、

言うまでもないが客観的な事実が真から偽に変わったことを意味するのではない。
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(6) ［［［ドウリデ］［p]]［トオモッタ］］の可能性も論理的にはあるが、 【誤解に基づく納得用法】はこ

の構造では処理できない。

(7)本論文では、認識を、断定、推量、推定等の判断をすべて含めた概念として使用する。従っ

て「認識した」は過去に断定、推量、推定等の判断がなされたことを表している。

(8) (24)を少し補足する。まず、ここで言う「事実」とは客観的事実ではなく、あくまで話者が

事実と認識している事柄である。人は度々事実誤認することがある。実際、前節で見たとおり、

本論文で扱っているドウリデpトオモッタ文は、認識時に事実誤認をしていなければ使われな

いが、事実誤認をした時点での事実誤認をしている本人にとっては、その事実誤認している事

柄は正に事実として認識されているわけである。 (24)における「事実」はこういった事実誤認

された事柄も含まれており、あくまで当該の認識がなされた時点において話者がなしている認

識上の事実という意味である。また、「整合的」とは「道理」という言葉の言い換えであり、

無矛盾と言い換えても構わない。

また、他の関連する事実群とは、話者の認識Xの整合性の検証に必要な事実のことである。

具体的には、 Xと矛盾する事実があればその矛盾する事実はこれに含まれるし、矛盾を導出す

る事実があればこれも含まれる。また、逆に、 Xを導出する事実があれば、それもこれに含ま

れる。

(9)ここでの過去とは認識時のことをいう。

(10) ドウリデpトオモッタ文はドウリデとオモッタにフォーカスがあり、このフォーカスが会話

の含意をもたらしていると考えられる。

(11)例えば娘がエプロンをつけていたのを話者が見た等が新規情報として考えられる。

(12)現実世界に対する話者の発話時の認識において「B口座の通帳はA口座の通帳だ」という命

題は事実たり得ないだろうが、過去（認識時）の認識において「B口座の通帳はA口座の通帳

だ」と誤って認識したという命題は事実たり得る。発話時の自らの認識を発話時に誤っている

とすることはできないが、過去の自らの認識を発話時に誤っているとすることは可能だからで

ある。
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〔論文〕

精神疾患をもつ人のレジリアンスに関する研究

-「労働」に焦点を当てて一

目次

1. レジリアンスとは何か

2. 精神疾患をもつ人にとっての「労働」

植山文雄西谷清美

3.精神疾患をもつ人の労働現場におけるレジリアンス

4. 精神疾患をもつ人のレジリアンスを発展させる「労働」の要素

［キーワード：精神疾患をもつ人 レジリアンス 労働〕

はじめに

H本の精神科医療はこれまで、精神疾患理解のための理論モデルとしては、ス

トレスー脆弱性モデルを中心にして実践されてきた。そのため、多くの精神医療

従事者は精神疾患をもつ人の就労に関して積極的に勧めることはなく、ストレス

に対する耐性を少しずつ獲褐し就労を目指す「train-then-place」モデルが採用

されることが多く、一般就労への道は遠かった（内閣府2019: 60)。

しかし、 2008年、日本精神神経学会総会において「脆弱性モデルからレジリア

UEY AMA, Furnia NPO法人備中玉島ファーレ・アッシエーメ、玉島湊屋作業所支援ワー

カー

NISHITANI, Kiyomi 四国学院大学社会福祉学部、教授
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ンスモデルヘ」というシンポジウムが開かれるなど、少しずつ日本の精神科医療

はレジリアンスモデルヘとパラダイムシフトしつつある。レジリアンスモデルの

特徴としては、「発病の誘囚となる出来事、環境、ひいては病気そのものに抗し、

跳ね返し、克服する復元力、あるいは回復力を重視・尊重し、発病予防、回復過

程、リハビリテーションに正面から取り組む理論的布置をもっている」と言われ

ている（加藤2009: 7)。

また、精神疾患をもつ人の就労支援に関しても、 2004年、 IPS(Individual 

Place and Support)が日本に導入され、就労後に職業訓練を実施する「place-t

hen-train」モデルに基づく就労支援が少しずつ展開されるようになってきた。

さらに、障害者雇用に関する法制度においても、 2018年4月、障害者雁用促進法

の改正により、精神障害者も屑用義務化の対象となり、法定雇用率は民間企業

（従業員45.5人以上）においては2.0％から2.2％に、国、地方公共団体、特殊法人等

においては2.3％から2.5％に、都道府県等の教育委員会においては2.2％から2,4%

に引き上げられ、今後ますます精神障害者の就労は増加すると思われる。全国的

にみると、精神障害者の雇用者数は、 2006年の約2,000人から、 2018年には約

67,000人に増加している（内閣府2019: 60)。

このように、近年、精神科医療においても、就労支援モデルにおいても、また

法律上においても、精神疾患をもつ人の就労は促進されつつあり、実際に増加傾

向にある。

ただ、「就業件数の拡大は、離職、入職を繰り返す者がいるためではないか」

という指摘もある（福井伸佳・高畑進一•田川精二·ほか2013 : 462)。実際、精

神障害者の職場定着率は、 2015年に実施された「公共職業安定所における障害者

の紹介就職・職場定着の実態調査」（以下、 2015年実態調査）によると、就職後3

か月時点で69.9%、1年時点で49.3％と、他の障害者に比べて低くなっている（障害

者職業総合センター2017:22)。

精神間害者の職場定着率が低いのはなぜだろうか。

精神障害者の早期離職に影響を及ぼす要因に関する先行研究として、福井伸佳

らは'’統合失調症患者＂＂採用形態（正社員） ＂＂仕事上の相談者の有無＂＂障がい（マ

マ）の開示の有無"’'発病前の仕事が専門的である＂＂仕事の困難ざ＇をその要因とし

て挙げている（福井伸佳・高畑進一・田川精ニ・ほか2013: 462)。
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また、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構により運営されている障

害者職業総合センターが2015年に実施した実態調査では「1年未満に離職した精

神障害者の具体的な離職理由」としては、＂不明＂が約 3割で最も多く、次いで＂障

害・病気のため＂、＂業務遂行上の課題あり＂、＂労働条件があわない＂、＂人間関係の

悪化＂などが高い割合を示している（障害者職業総合センター 2017:67)。

このように、精神疾患をもつ人が早期離職する要因としてはさまざまなことが

指摘されているが、離職を防ぎ職場に引き続き勤務するためにはどのような対策

が必要なのだろうか。

福井伸佳・酒井ひとみ・橋本卓也 (2014: 20) は、「離職理由が高い理由の一

つは、離職理由が多岐にわたっているため、離職を抑制する対策が不十分である

と推察される。現状のままでは精神障がい（ママ）者の定着は今後いっそう困難

となることが予測され、その結果、精神障がい（ママ）者にとっても事業主にとっ

ても不利益となり、今後大きな社会問題に発展する可能性があると考えられる」

と指摘している。

職場定着に関する先行研究としては、『精神障害者の職場定着及び支援の状況

に関する研究』（障害者職業総合センター 2014年）がある。この研究においては、

アーロン・アントノフスキー (AaronAntonovsky)が提唱している「健康生

成モデル」 (Aaron=2001) に基づいて8事例のヒアリング調査（精神障害者本人，

就労支援担当者，雇用先企業の雇用管理担当者）を分析している。各事例から把

握できる職場定着の共通要因として、①後遣障害及び残遺症状のセルフマネジメ

ント、②無理をさせない雇用管理方針の継続、③労働観に対する理解と承認、④

中長期的なキャリアアップを指向した雇用管理方針、⑤ポジティブフィードバッ

クの実践、⑥職務とのマッチングを挙げている（障害者職業総合センター2014: 

110-2)。確かに、この6つの要因は、精神障害者が就労していく上で必要な要因

であると思われるが、①以外の要因は雇用管理の視点のものである。

筆者は、労働そのもの、あるいは労働現場のなかに、職場定着を促進する要因

があるのではないかと考えている。

アントノフスキーは、健康生成モデルの鍵概念の一つとして「汎抵抗資源

(generalized resistance resources : G RRs)」を挙げており、「私は汎抵抗資

源を『一貰性 (consistency)、結果の形成への参加 (participationin shaping 
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outcome)、過小負荷と過大負荷のバランス (underload-overlordbalance) 

によって特徴づけられる』 (p187(（ママ）））一連の人生経験をもたらす現象と

定義した」と述べている (Aaron=2001: 24)。この汎抵抗資源に関して、 「汎

抵抗資源とは、ストレス対処のための様々な資源という理解で間違いない」（障

害者職業総合センター2014: 78) という解釈もみられ、筆者ば＇職場における様々

な出来事は、精神疾患をもつ人にとってストレッサーとなることもあるが、汎抵

抗資源となることもある＂と考えている。

また、アントノフスキーは、健康生成モデルのもう一つの鍵概念として、「首

尾一貫感覚 (senseof coherence : SOC)」を挙げ、その構成要素として＂把握

可能感＂＇処理可能感＇＂有意味感＇を挙げている。首尾一貫感覚とレジリアンスとの

関係については、「Resilience（ママ）はストレス対処の概念であり、定義が広

く、首尾一貰感覚がResilience（ママ）の概念の中に包含されるという考え方が

成立するし、 Resilience（ママ）研究の指標として首尾一貫感覚を位置づけてい

る研究もある」という指摘もある。そのような視点からみると、精神疾患をもつ

人が労働現場の様々な汎抵抗資源を活用して首尾一貫感覚をもつことは、その人

のレジリアンスを発揮していると考えられる。

そこで、本研究では、精神疾患をもつ人がレジリアンスを発揮し、職場定着し

ていくためには、労働現場のどのような要因（汎抵杭資源）が必要となるかを探っ

ていく。前半部分では、精神疾患をもつ人のレジリアンスとはどのようなものな

のか、また「就労」は精神疾患をもつ人にとってどのような意味をもっていたの

かについて、文献を参考に検討する。また後半部分では、精神疾患をもつ人の職

場定着に積極的に取り組んでいる企業で就労している精神疾患をもつ人にインタ

ビュー調査を実施し、職場で働き続けるために必要な労働現場における要因を明

らかにするために＂修正版グランデッド・セオリー・アプローヂ＇を用いて分析し、

またその結果について考察する。そして、精神疾患をもつ人のレジリアンスを発

展させるためには、どのような職場環境が適しているのか、検討する。

尚、精神疾患をもつ人の職場定着とは、＂精神症状を抱えながらも他の労働者

と協働し、自らの働き方をセルフコントロールすることによってその職場で働き

続けるこど＇と定義する。

この研究によって、日本の民間企業における労働現場が精神疾患をもつ人にとっ
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て、またその他の社会的ハンディを抱えている労働者にとって、より働きやすい

職場になることの一つのヒントになることを願っている。

1. レジリアンスとは何か

2008年、日本精神神経学会が提唱したレジリアンスモデルとはどのような内容

なのだろうか。レジリアンス概念の歴史的背景、精神科医療との繋がりについて

検討する。そして、レジリアンスモデルによって、精神科医療はどのように変化

し、精神疾患をもつ人の生活にはどんな影響があるのだろうか。精神疾患をもっ

人のレジリアンスに焦点を当てながら考察する。

1-1レジリアンスの概念と歴史

l) レジリアンスの概念

レジリアンス (resilience) の語は『オックスフォード英語辞典』によると、 16

00年代から「跳ね返る、跳ね返す」という意味で使用され、 1800年代なると「圧

縮された後、元の形、場所に戻る力、柔軟性」の意味で使用されるようになった

という（加藤2009: 9)。つまり、「外力による歪み」という意味で使用されてい

るストレス (stress)の語と対をなす言葉として、レジリアンスという言葉が創

られたようである。

1950年代にアメリカで始まったレジリアンス研究においては、「トラウマを乗

り越えて不都合な環境のなかで自らを構築し続けていく能力を、個人の素質に帰

するものとみなした」という (Serge=2016:8)。その後、「レジリアンスの意味

合いは、『過程』、『力』に拡大し、現在は『強靭な都市』だとか、『打たれ強い会

社』などと述べるように、集団を表現するのに適用される」ようになっている

(Serge=2016 : 13)。つまり、レジリアンスの構成要素として「個人内要因」だ

けでなく、「環境要因」の重要性が指摘されるようになっている。

そのため、レジリアンスの概念は物理学、生物学、医学、社会学、文化人顆学、

心理学など領域横断的に使用されている。レジリアンスの意味合いはそれぞれの

領域によって異なるが、心理学領域にば＇コンセンサスの得られた定義＇があると

セルジュ・ティスロン (SergeTisseron)は言う。その定義は、「トラウマ（外
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傷）を乗り越え、かつまた不都合な環境のなかで自らを構築し続けていく能力」

を意味するという (Serge=2016: 7)。一方、枝廣淳子は「心理面でのレジリア

ンスに関する定義はいろいろあって、一つの決まった定義があるわけではありま

せん」と言いつつ、共通している部分として「ストレスのある状況や逆境でも、

うまく適応し、精神的健康を維持し、回復へと導くもの」を挙げている（枝廣20

15 : 55)。このように、 レジリアンスの定義はまだ統一されていないが、私は

「ストレスに対してしなやかに対応し、上手くつき合える力」と定義する。

2) レジリアンスの要素

レジリアンスをつくり出すものは何か。レジリアンスの構成要素についてはさ

まざまな研究が行われている。

スティーブン・ J・ウォーリン (StevenJ.Wolin) とシビル・ウォーリン (Sy

bil Wolin)は「逆境を乗り越えるための七つのリジリアンス（ママ）」として、

以下のことを挙げている (StevenJ.Wolin and Sybil Wolin=2002 : 13-4)。

洞察：難しい問題について考え、誠実な答えを出す習慣。

独立性：問題のある家族と自分自身の間に境界を引くこと。つまりあなたの良

心からの要求を満たしながらも、情緒的かつ身体的な距離を置くこと。

関係性：他の人々との親密で、充足的な絆。これによって、自分自身のニーズ

への共感的で成熟した配慮と、誰かに与える能力とのバランスがとれ

るのです。

イニシアティブ：問題に立ち向かうこと。労の多い課題によって、自分自身を

強化し試していく傾向。

創造性：悩ましい経験や痛ましい感情の混沌に秩序、美しさ、それに目的を持

ち込むこと。

ユーモア：悲劇の中におかしさを見つけること。

モラル：よい人生を送りたいという希望を全人類にまで拡大していく良識。

この七つの要素は、レジリアンスを個人の能力•特性ととらえる立場からのも

のである。石毛みどり氏ら（石毛・無藤2006: 267)の紹介によると、この立場
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からのレジリアンス要素として、フラシュ (Flach) は創造性、忍耐強さ、洞察

カ、精神的自立性、社交性などを挙げており、ワグニルド (Wagnild) とヤング

(Young) は決断力、自信、忍耐強さを表す「人格的能力」囚子および自己受容

や目的意識を表す「自己・人生需要」因子を見出している、という。

一方、レジリアンスを過程ととらえる立場においては、「個人内要因」と「環

境要因」とが作用し、肯定的な適応に至る過程に注目している。たとえば、高辻

知恵 (2002: 41) はレジリアンスを「個人の内的な性格特性としてだけでなく、

個々のおかれた環境への適応プロセス全体も含めて包括的に捉えられている」と

述べ、幼児がストレス場面にどのように対応しているかをレジリエンス（ママ）

尺度とソシオメトリック・テストを用いて分析し、「レジリエンス（ママ）尺度

と仲間関係を中心とした園生活への遼応との関連が示された」としている（高辻

2002 : 41)。すなわち、園児の仲間関係が良好なほど、レジリアンスは発揮され

るというのである。

また、羽賀翔太らは大学生の精神的健康に関して、個人的要因と環境的要因が

どのように相互作用しレジリアンスを促進しているのかを調査した結果、「資質

的レジリエンス（ママ）」と「獲得的レジリエンス（ママ）」がどちらも高い場合

に最もストレス反応が低まることが示されたが、比較的「資質的レジリエンス

（ママ）」の影署力の方が大きく、「獲得的レジリエンス（ママ）」は「資質的レジ

リエンス（ママ）」のはたらきをサポートするようにはたらき、その結果レジリ

エンシーとしての効果が高まると考えられる、と述べている（羽賀・石津2014: 

10-11)。

さらに、「個人のレジリアンス」だけでなく、「家族のレジリアンス」「組織・

システムのレジリアンス」の要素に関する研究もある。

西大輔 (2016: 727) の紹介によると、ウォルシュ (Walsh) は家族のレジリ

アンスとして、①逆境に意味を見出すこと、②肯定的な見通しを持つこと、③ス

ピリチュアリティ、④柔軟性をもつこと、⑤結びつきを強めること、⑥社会的・

経済的資源、⑦明晰さ、⑧オープンな感情表出、⑨協働的な問題解決、を挙げて

いる。

組織・システムのレジリアンスに関しては、設計時、運用時、早期警戒時、緊

急時、回復時、イノベーション時におけるレジリアンス戦略が考えられているが、
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緊急時には①攪乱の検出・損害評価、②ダメージコントロール、③ポリシーの切

り替え、④現場のエンパワメントがその要素として挙げられている（新領域融合

研究センター2016: 35-98)。

このように、レジリアンスの要素に関しては、さまざまな視点からの研究がみ

られる。ただ、個人のレジリアンスに関して「環境要因」の具体的な内容につい

ての研究はまだ少ない。

1-2現代精神医学におけるレジリアンスの概念

l)脆弱性モデルからレジリアンスモデルヘ

生物学的精神医学や社会精神医学の領域を中心に、 1980年以降、力を持ってき

た精神疾患理解のための理論モデルは、①脆弱性モデル②ストレスモデル③生物

心理社会モデルである。

脆弱性モデルとは、精神疾患の病因、発病過程において、個体にすでに備わっ

ている発病促進的に作用する生物学的な基礎をもつ脆弱性を想定するものである。

また、ストレスモデルとは、病因が特定のストレスに一義的に決定されるとする

ものである。そして、生物心理社会モデルは、患者における脆弱性を含む生物学

的要因と心理的要因、ストレス要因を含む、患者をとりまく社会的要因の相互作

用において病態把握をすることを目指す統合モデルである（加藤2009: 6-7)。

2008年5月、第104回日本精神神経学会総会において、「脆弱性モデルからレジ

リアンスモデルヘ」というシンポジウムが開かれた。このシンポジウムでコーディ

ネーターを務めた加藤敏 (2008: 751)は「最近欧米で注目されだしているレジ

リアンスの概念に様々な角度から光をあて、精神医学における治療論、回復論を

正面から見据える方向でのパラダイムチェンジに資することをH指す」と述べて

いる。そして、加藤敏 (2009: 7)は「現代精神医学において、明確な予防・治

療的視点を打ち出す理論的布贋を持っているのがレジリアンスモデルである」と

述べ、そのモデルの特徴を以下のように述べている。

このモデルの何よりの特徴は、発病の誘因となる出来事、環境、ひいては病気

そのものに抗し、跳ね返し、克服する復元力、あるいは回復力を重視・尊重し、

発病予防、回復過程、リハビリテーションに正面から取り組む理論布置をもっ
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ていることに求められるだろう。病因論の観点からは、病因を一義的に特定す

る立場はとらず、単純な因果論的見方から離れ、発病は非線状的、あるいは多

元的に決定されるという柔軟な立場をとる（加藤2009: 7)。

すなわち、「レジリアンスモデルでは心身複合体としての個人に備わる復元カ

ないし回復力を引き出すよう心がけ、統合的な観点から柔軟な前向きの仕方で治

療に取り組むことが期待される」という（加藤2009: 8)。

2)精神医療におけるレジリアンスモデルの実践

では、精神探療の現場においてレジリアンスモデルはどのように実践されてい

るのだろうか。

日本においては、レジリアンスモデルによる実践報告は現段階ではほとんどみ

られないが、唯一、東京女子廃科大学病院神経精神科で実践されている心理教育

プログラムがレジリアンスモデルを標榜している（石郷岡2014)。

この心理教育プログラムは、統合失調症患者を対象とする「教育セッション」、

「SocialSkills Training（社会生活技能訓練、以下SST)」、家族を対象とする

「家族心理教育プログラム」から構成されている。教育セッションは、急性期病

棟入院中の統合失調症患者を対象にして、週1回病棟内のデイルームで実施され、

時間は1回40分程度、計4同でひととおりのテーマが終了する。 SSTは、外来患者

さんを中心に2週間に1度のペースで実施され、 1回1時間程度、全8同で1クールが

終了する。また、家族心理教育プログラムは、家族を対象として、 2週間に1回、

各1時間半程度、全6回を1クールとして実施されている。

ここでは、教育セッションにおいて、レジリアンスモデルがどのように実践さ

れているのか、検討してみたい。

教育セッションの進め方としては、第1部「統合失調症ってどんな病気？」、第

2部「薬と上手に付き合う方法～その1~」第3部「薬と上手に付き合う方法～そ

の2~」、第4部「ストレスと上手に付き合う方法」に分けられ、病棟担当医、指

導医、看護師、薬剤師、臨床心理士などが参加して実施される。

第1部では、「ストレスとドバミンの関係」「レジリアンスモデル：統合失調症

とストレス，ドパミンの関係」がテーマとして挙げられ、 ドパミンシステムが働
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くおかげでストレスに対応できること、レジリアンスを高めるということはその

ドパミンシステムのバランスを整えるということであり、そのために抗精神病薬

を服用する必要があることを参加者に伝える。そして、第2部、第3部では、薬と

上手に付き合う方法を説明し、第4部で、ストレスに対する対処法、不調のサイ

ンに気づいたら、早めに病院を受診することを勧めている。

つまり、この教育セッションにおけるレジリアンスとは、ストレスに対処する

ためにはドパミンシステムが働くことが必要であり、そのために抗精神病薬を飲

み続けることが大切であることを自覚すること、またストレスと上手に付き合う

方法を身につけること、そしてストレスに対処できなくなったら、早めに病院を

受診することである。

ただ、辻野尚久ら (2008: 388)の紹介によると「ハーロウ (Harrow) らは、

15年間の統合失調症例のフォローアップ研究で、抗精神病薬を服薬していない群

で、 40％が回復し、服薬している群の5％よりも多かったことから、統合失調症

患者に抗精神病薬の継続が必要ない群があることを示唆した。さらに、抗精神病
(2) 

薬を服薬せずに、同復している群で、 Locusof Controlや自己評価 (self-estee

m) のスケールが高かったことを示し、レジリアンスの強さと統合失調症の予後

とが関連していることを報告している」という。

このように、抗精神病薬を飲み続けることがレジリアンスを高めるということ

に関しては疑問が残るし、精神科病院内で実施される教育セッションによって精

神疾患をもつ人のレジリアンスが高まるとは筆者には思えない。

また、加藤敏はアメリカの精神科医モシャ (Mosher)が創始したゾテリア

モデルを紹介し、「患者の人間としての権利を尊重して治療にあたることを目指

すもので、われわれの見地からはレジリアンスモデルに立脚した治療法であった」

と述べている（加藤2014: 37)。加藤によると、「ゾテリアモデルは抗精神病薬を

使用せず、精神科病棟への入院にかえて民家の建物を使用して、そこで患者の回

復を試みた」という（加藤2014: 37)。また、モシャーは「ゾテリアヘの入院

（入所）患者に対する治療者の心得として、①柔軟かつ迅速に応答せよ、②患者

の選択、自己決定、拒否する権利、インフォームド・コンセントを大事にせよ、

③患者の怒り、依存、性的行動は許容されてよい、④治療者はリスクを負え、な

どといったことをあげている」という（加藤2014: 37)。そして、加藤は、「患者
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の主体性と自由を尊重するこうした姿勢は、患者を一人の人間として治療者と同

じ資格の主体として承認する態度を表明し、責任を促すことにつながる。これ自

体がレジリアンスを引き出し治療的な働きをもつはずである」と述べている（加

藤2014: 37)。

このゾテリアモデルは、東京女子廃科大学病院神経精神科で実践されているレ

ジリアンスモデルとは大きく異なるが、加藤敏はレジリアンスモデルに立脚した

治療法であったという。束京女子医科大学病院の教育セッションはレジリアンス

の「個人内要因」に働きかけ、ゾテリアモデルは「環境要因」に働きかけている

とも言えるだろう。

ただ、筆者は、薬物療法や心理社会療法に基づいた教育セッションの「場」よ

りも、精神疾患をもつ人の主体性と自由を尊重するゾテリアモデルの「場」の方

が、精神疾患をもつ人のレジリアンスは高まると考えている。

3)精神疾患をもつ人のレジリアンス

前章前項までの先行研究のレビューをとおして、筆者はレジリアンスを「スト

レスに対してしなやかに対応し、上手くつき合える力」と定義した。では、精神

疾患をもつ人はどのようにレジリアンスを獲得し、発揮しているのだろうか。

冨川順子ら（冨川・野嶋2015: 20-30)は、統合失調症をもつ人のレジリアン

スに着目し、ナラティブインタビュー法を用いて、レジリアンスの回復過程を促

進する力として〈考える力〉 〈受け入れる力〉 〈自分を守る力〉 〈楽しむ力〉

〈人とかかわる力〉 〈社会に参加する力〉 〈今できることをする力〉 〈自分を成

長させる力〉の8つの力を挙げている。冨川らによると、 〈考える力〉とは、状

況を分析して理解する力、手順や工夫を考える力、計画を立てる力のことである。

〈受け人れる力〉とは、自分や病気について受け入れる力、人のいうことや助け

を受け入れる力、現実を受け人れて現在に満足する力のことである。 〈自分を守

る力〉とは、自分の健康を守る力、病気のしんどさに耐える力、二度と悪くなり

たくないと思う力のことである。 〈楽しむ力〉とは、さまざまな状況において楽

しむことができる力のことである。 〈人とかかわる力〉とは、人を信頼し、人を

大事にし、うまくかかわる力のことである。 〈社会に参加する力〉とは、仕事や

当事者活動など、社会性のある活動を通して社会に参加する力のことである。
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〈今できることをする力〉とは、今の自分ができることを取り組む力のことであ

る。 〈自分を成長させる力〉とは、自主性を持って主体的な自分を作り、自分に

誇りをもって自分を成長させようとする力のことである。

また、冨川ら（冨）II・ 野嶋2015: 28)は、「対象者は統合失調症の発病後にも

成長したり、新たな力を獲得していると考えられる」と述べ、「本研究内で対象

者がもっとも成長したと思うと語っていたのは〈人とかかわる力〉であり、すべ

ての事例においてこの力が成長していた」と述べている（冨）II•野嶋2015 : 28)。

そして、回復の鍵は〈人とかかわる力〉と〈受け入れる力〉であると指摘してい

る（冨川・野嶋2015: 28-9)。

このように、精神疾患をもつ人のレジリアンスについて、回復過程を促進する

力は、さまざまな経験、人や社会との相互作用によって成長、発展すると考えら

れる。では、どのような経験、どんな人や社会と触れ合うことによって、精神疾

患をもつ人のレジリアンスは成長、発展していくのだろうか。

日本の労働現場は、精神疾患をもつ人のレジリアンスにどのような影響を与え

ているのだろうか。本研究で明らかにしたいと考えている主題である。

2.精神疾患をもつ人にとっての「労働」

日本の精神科医療がストレスー脆弱性モデルを中心として実践されている間は、

精神疾患をもつ人にとって「労働」、とくに一般就労は精神症状に悪影響を及ぼ

すものと考えられてきた。では、レジリアンスモデルに移行しつつあるなかで、

「労働」はどのように捉えられているのだろうか。精神疾患をもつ人にとって

「労働」がどのように変遷し、その人の生活や精神症状にどう影轡を及ぼしてい

るのか、検討する。

2-1 精神疾患をもつ人の就労の歴史的変遷

l)精神障害者に対する雇用政策

これまで日本の精神障害者支援は医療政策が中心となって展開され、入院中心

政策がとられていた。その結果、現在も、精神科病院の平均在院日数は267.7日

(2017年度病院報告）、精神病床数は33.2万床 (2017年度医療施設調査）となって
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いる。しかし、 1988年の精神保健法の施行（精神衛生法の改正）により、退院促

進・地域移行施策が開始される契機となった。精神保健福祉法では社会復帰の促

進が大きな柱の一つとされ、精神障害者社会復帰施設（授産施設援護寮，福祉ホー

ム）を設置することができるとされた。特に、授産施設が設置されることで、福

祉的就労や職業リハビリテーションが開始されることになった（倉知2013: 40)。

同時に、 1988年、身体障害者雇用促進法が改正されて障害者雇用促進法が施行

され、精神障害者に対する雇用支援の道筋が開かれた。この法律の施行により、

精神障害者も公共職業安定所の障害者窓口において、正式に障害者として求職登

録され、職業相談、紹介を受けることができるようになった。さらに、 1993年、

ハローワークに精神障害者職業相談員が配置され、 1997年には精神障害者ジョブ

カウンセラー、 2008年には精神障害者就職サポーター、 2012年には精神障害者雇

用トータルサポーターと職名を変えながら精神障害者への就労支援は継続されて

いる。

また、 1999年、地域障害者職業センターにおいて「精神障害者自立支援事業」

を開始し、 2002年には「在職精神障害者に対する職場復帰支援プログラム」が開

始された。

そして、 2006年には障害者雁用促進法の改正により、精神障害者は雇用義務の

対象ではないが、各企業の障害者雇用率に算定することができるようになった。

2013年には法定雇用率が1.8％から2.0% （民間企業）に上がった。さらに、 2018

年、精神障害者が法定扉用率の算定基礎の対象となり、精神障害者の雇用義務化

が実現した。

2)精神障害者の就労状況

精神障害者に対するさまざまな雇用政策が実施されるなかで、精神障害者の就

労はどのように変化していったであろうか。

民間企業に雇用されている精神障害者の数は、 2006年、精神障害者が初めて雇

用率制度に参入したときには約2,000人 (56人以上規模の企業：法定雇用率1.8%)

であるが、 2018年には約67,000人 (45.5人以上規模の企業：法定雇用率2.2%）に

増加している（内閣府2019: 59-60)。

と同時に、一般企業への就職後の障害別職場定着状況 (2015年）を障害別にみ
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ると、 3か月時点では、身体障害77.8%、知的障害85.3%、精神障害69.9%、発達

障害84.7％と、精神障害者の職場定着率が最も低くなっている。そして、就職後

1年時点の定着率においては、身体障害60.8%、知的障害68.0%、精神障害49.3%、

発達障害71.5％となり、就職した精神障害者の半数以上の人が1年以内に退職し

ているのである（障害者職業総合センター2017:2-3)。

なぜ、精神障害者は他の障害者に比べて職場定着率が低いのか。障害者職業総

合センターが2015年に実施した調査によると、 3か月未満で離職した精神障害者

の離職理由としては「不明」「業務遂行上の課題あり」「障害・病気のため」「労

働条件があわない」の順に割合が高くなっており、 1年未満3か月以降では「不明」

「障害・病気のため」「人間関係の悪化」

「業務遂行上の課題あり」の順に割合が高くなっている（障害者職業総合セン

ター2017:67)。しかし、他の障害者の離職理由と比較して、大きな差異はみら

れない（障害者職業総合センター2017: 45,56,78)。

では、精神障害者の職場定着率が低いのは「労働」におけるストレスに対して、

上手く対応できていないためなのだろうか。精神疾患をもつ人に、「労働」はど

のような影響を与えるのか、検討してみたい。

2-2 精神疾患をもつ人にとっての「労働」の意味

l)現代社会における「労働」の概念

「人間にとって労働とは何か」というテーマは、古今東西、多くの人たちが解

明しようと取り組んだテーマである。

清水正徳は、労働観の系譜として古代ギリシアの労働観、キリスト教の労働観、

東洋的労働観を挙げながら、近代資本主義社会の労働観について考察している

（清水1982)。そのなかで、清水は、近代資本主義社会の成立によって社会的労働

の理論が生まれ、労働価値説、禁欲的職業倫理、労働疎外論など、労働に対する

さまざまな見方が展開されたことを述べている（清水1982: 57-156)。そして、

現代社会の新しい労働思想として、 「自由な人間の連帯による労働」すなわち

「労働の自主管理」の可能性について論じている（清水1982:172-198)。

また、中岡哲郎は、現代社会の労働として、「能率向上」運動、システム化さ

れた労働などの現状を挙げながら、「自由な労働とは何か」について論じている
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（中岡1970）。中岡によると、現代社会の労働において失われたものは、対象とし

ての自然、人間と人間のつながり、全体とのつながりの3点である、という（中

岡1970: 182-4)。現代社会の労働から失われたものを取り戻すためにさまざまな

運動が展開されているが、未だに「自由な労働」は実現していない。

このように、現代社会における「労働」の概念はさまざまな視点から検討され

ているが、「人間にとって労働とは何か」という問いに対する、明確な答えはま

だ見つかっていない。もちろん、この問いは人間社会が続く限り、永遠に問い続

けることになるだろう。ただ、現代社会の労働は、人間疎外、能率化、システム

化と変遷しながらも、「自由な労働」を求めるさまざまな運動も展開されている

のである。

2)精神疾患をもつ人にとっての「労働」とは

「働くこと（労働）」について、目黒輝美らは「人間が何かに働きかけて、その

結果が人間生活に役立つことです」と述べ（目黒•佐々木・泉2012 : 1)、「（地域

で暮らす）障がい（ママ）者の存在そのものが労働である」とも述べている（目

黒•佐々木・泉2012 : 4)。

そのことを前提として、目黒らは、障害をもつ人の一般就労には三つの要素が

必要だという（目黒•佐々木・泉2012: 33)。その要素とは、第一に、就労した

いと思う障害者自身の意欲および仕事についての能カ・技術、および仕事を続け

られる生活環境という要素、第＝に、障がいのある人を雇って仕事の場を提供し

てもよいという考える雇用主の理解という要素、第三に、障がいのある人が働く

ことのできる職場とそこに働く職員という要素である。さらに、精神障害のある

人の場合には、病状のコントロール、生活のリズム、障がいの告知など、一般就

労に向けての要素が加わる。

このような要素が必要とされる一般就労は、精神疾患をもつ人にどのような影

聾を与えるのだろうか。

リチャード・ワーナー (RichardW amer)の紹介によると、サミュエル・テュー
(6) 

ク (SamuelTuke)は「患者を自制に導くすべての方法のなかで常勤雇用はお

そらく最も効果的である」と『療養所の描写』に記したという (Richard=2005: 

289)。そして「労働」は、サミュエル・テュークが提唱していたモラルトリート
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メントの体系の大黒柱であったという。この他にも、リチャード・ワーナーは、

「労働」が精神疾患をもつ人の回復にとって有効であるという精神医療関係者の

発言を4例挙げ (Richard=2005: 289-290)、「失業と物資的窮乏は精神障害の発生

にかなりの関連をもっており、就労は回復に大切なものである。働くことは精神

を病む人々の自己評価の改善と社会的役割の形成にしばしば決定的なものである」

と述べている (Richard=2005: 290)。

また、リチャード・ワーナーは＂労働と統合失調症についての研究＂についてい

くつかの研究事例を挙げ、「全体にこれらの研究は働いている精神障害者が働い

ていない患者より長く再入院せずに生活を続ける傾向があることを示し、雇用が

患者の成功に貢献する可能性を示唆している」と述べている (Richard=2005: 

294)。

このように、リチャード・ワーナーは、「労働」が精神疾患をもつ人の回復に

とって重要であるということを示唆しているが、自らの研究についての要約とし

て「この研究は雇用が患者の機能改善の原因だろうと示唆はしているが、証明は

していない」「働くことが精神病症状の改善をもたらすという臨床研究上の証拠

はない」とも述べている (Richard=2005: 312)。

つまり、「労働」は精神疾患をもつ人の回復にとってマイナス要囚ではないが、

プラス要囚であるということを証明する研究はまだないというのである。

確かに、慢性的に失業状態が続くと、無能力感、無気力感、低い自己評価、抑

うつなどの心理的なマイナス感が表出してくるため、精神疾患をもつ人にとって

は再発の誘因になる可能性がある。しかし、就労することにより、作業によるス

トレス、人間関係によるストレスなどが発生し、そのストレスが再発の誘因にな

ることもある。

田中英樹は、精神障害者が社会で働くことの意義の一つとして、「病気の軽減

や精神機能の回復訓練につながる」ことを挙げている（田中2009: 253)。田中の

紹介によると、「リバーマン (Liberman) は、計画された日程や課題をこなす

ことでうつ気分や不安、精神病などの症状から気を紛らすこと、働くことは集中

カ、記憶力、問題解決能力、決断力を必要とするために認知能力の改善をもたら

すこと、働くことはストレスと脆弱性に対する防衛となるので、再発防止に役立

つことを明らかにしている」という（田中2009: 253-4)。
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また、倉知延章は精神障害者が企業で働く意味として、＂収入＂ど＇役割を果たす

こど＇を挙げている（倉知 2007: 194)。倉知によると、＂収入＂によって、自分の描

いた人生設計を実現するという具体的な目標ができ、＂役割を果たすこど＇によっ

て、満足感・充足感を得ることができて自信や自尊心を取り戻す、というのであ

る（倉知2007: 195)。

このように、「労働」は精神疾患をもつ人にとってさまざまな意義があり、再

発防止に有効であるとの研究もいくつかみられるが、日本企業の労働現場におい

ても通用するのだろうか。これまで日本においては、「労働」はストレスに脆弱

な精神障害者には再発の刺激になると考えられ、多くの精神医療従事者は就労支

援に消極的であった。

実際、厚生労働省が5年おきに実施している労働者健康状況調査 (2012年）に

よると、「現在の仕事や職業生活に関することで強い不安、悩み、ストレスとなっ

ていると感じる事柄がある労働者の割合は60.9%[19年調査 (2007年） 58.0%］となっ
(10) 

ている」という。この割合は、昭和50年 (1975年）には50.6％であったが、徐々

に増加し、平成9年 (1997年）に62.8％となって以降、約6割で推移している（障

害者職業総合センター2018: 20)。また、強い不安、悩み、ストレスを感じる事

柄の内容 (3つ以内の複数回答）をみると、「職場の人間関係の問題」 (41.3%)

が最も多く、次いで「仕事の質の問題」 (33.1%）、「仕事の量の問題」 (30.3%)
(11) 

となっている。日本企業で働く労働者の約6割は日々、ストレスを感じながら労

働現場で働いているのである。

熊沢誠は、日本企業で働く労働者の「過労死・過労自殺」の事例を紹介し、そ

の事例に頻出する諸要因として＂労働時間管理が曖昧＂＂睡眠時間の確保が危う＜疲

労が蓄積される'"'ノルマの「必達」がきびしく督励されている＂＂仕事の質がスト

レスフル＂＂職場の要員が少ない＂＂上司が抑圧的＂＂労働者の収入に占める基本給の比

率が低い＂を挙げている（熊沢 2010: 34)。これらの諸要因は、日本企業の労働現

場にはよくみられる状況である。

このように、日本企業の労働現場は労働者にとってストレスフルな環境となっ

ている。このような日本企業においても、リバーマンの指摘するように、働くこ

とはストレスと脆弱性に対する防衛となるのであろうか。

筆者は、精神疾患をもつ人にとっての「労働」とは、社会的なある目的に向かっ
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てさまざまな特性をもつ人たちと協働し、自らの能力を発揮していくなかで、自

らの精神症状と折り合いをつけていく過程だと考えている。日本企業で、精神疾

患をもつ人が働くためにはどのような職場環境が必要なのか、精神疾患をもつ人

のレジリアンスに視点をあてながら探っていきたい。

3.精神疾患をもつ人の労働現場におけるレジリアンス

本章では、精神疾患をもつ人が労働現場で受ける様々なストレスに対してどの

ように対応しているのか、また、職場内にレジリアンスを促進する要因はあるの

か、実際に一般企業で働いている精神疾患をもつ人へのインタビュー調杏、分析

を用い考察する。

第1節では、本調査の目的、調査方法の調査概要について述べる。第2節では、

インタビュー調査分析の結果をもとに、結果図とストーリーライン、結果の考察、

調査から見えた課題について述べる。

3-1調査概要

1) 調査目的

本調査の目的は、精神疾患をもつ人が労働現場のなかでどのように働き、様々

なストレスにどう対処しているのか、レジリアンスの要因を明らかにすることで

ある。また、個人に起因するレジリアンスだけでなく、精神疾患をもつ人のレジ

リアンスを促進するような職場内の環境要因を明らかにすることである。

これらを明らかにするために、日本企業で働く精神障害者の「労働」に対する思

いに焦点化し、修正版グラウンデッド・セオリー・アプローチ（以下、 M-GTA)

を用いて分析を行なった。

3-2 調査方法

l)調査対象者

広島県、大阪府、岡山県の一般企業で働く精神疾患をもつ人、 6名．実際には、

7名の方にインタビュー調査をさせていただいたが、インタビューの文字起こし

後、本人に内容確認をしていただ＜段階で、ご家族からインタビュー内容の使用
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許可が得られなかったため、その人のインタビュー記録は破棄した。

インタビュー対象者の個人的属性は表l、就労に関する属性は表2のとおりである。

【表1】インタビュー対象者の個人的属性

インタビュー
年齢 性別 疾患名 障害等級

対象者

Aさん 54歳 男性 統合失調症 2級

Bさん 37歳 男性 うつ病 3級

Dさん 41歳 男性 不明（＂精神間がい＂と返答） 2級

Eさん 52歳 男性 不明（＂夢遊病＂と返答） 不明

Fさん 41歳 男性 統合失調症 2級

Gさん 48歳 男性 統合失調症 2級

【表2】インタビュー対象者の就労に関する属性

インタビュー 就労している
勤務形態 勤続年数

1日の 1週間の

対象者 産業 労働時問 労働日数

Aさん 流通業 パート 1年半 4時間 5日

Bさん 流通業 パート 1年半 6時間 5日

Dさん 製造業 パート 18年 7時間 5日

Eさん 製造業 パート 22年 7時間 5日

Fさん 製造業 パート 16年 7時間 5H 

Gさん サービス業 アルバイト 9年 6.5時間 5日

2) データ収集期間

データを得るための精神疾患をもつ人に対するインタビューは、 2018年11月上

旬から下旬にかけての約1ヶ月の間に実施した。

2名の方は広島県内の企業で、 3名の方は大阪府内の企業で、残り 1名の方は岡

山県内の民間保養施設の会議室でインタビューを実施した。

3) データの収集

本調査では、半構造化面接を用いてデータを収集した。インタビュ一時には、

本人の承諾を得て、 ICレコーダーに録音し、録音で得られたものをすべて逐語
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録としてデータ化した。

インタビュ一時間は、 30分から 1時間を予定し実施した。それぞれの対象者へ

のインタビューは、 20分から1時間ほどの間で実施することができた。

4) インタビュー項目

インタビュー項目の概要は以下の通りである。

•この職場で勤務していて、良かったと思うこと

•今までで最も苦労したこと

・仕事で困ったとき、相談する人は誰か

・職務内容で、最もおもしろいこと、最も難しいこと

•今後、やってみたい職務は何か

•この職場に勤務して、就労前とは変わったと感じること

・将来の夢や希望について

・基礎情報

（年齢、性別、疾患名、障害等級、勤務形態、勤続年数、労働時間）

5) 分析方法

本調査では、 M-GTAを用いて分析を行った。木下康仁（木下2007: 35) によ

ると、「M-GTAはデータの解釈から説明力のある概念の生成を行い、そうした

概念の関連性を高め、まとまりのある理論を創る方法」である。つまり、調査対

象者にインタビューをして得られたデータをもとにしていくつかの概念を生成し、

それらの概念から理論を構築する研究方法である。

また、木下康仁は、「M-GTAは研究対象がプロセス的特性をもっている場合

に適しています。この研究法はとくに人間を対象に、ある'’うごぎ＇を説明する理

論を生成する方法です」と述べている（木下2007: 67)。筆者が明らかにしよう

としているのは、精神疾患をもつ人が日本企業の労働現場で遭遇するさまざまな

ストレスに対してどのようなプロセスでレジリアンスを発揮しているか、という

ことである。

若林功は、 GTAを用いて取り組みやすい労働研究のテーマとして、「職業相談・
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キャリアカウンセリングやキャリア形成、傷害のある人等の社会的に不利な状況

に置かれている人を含んだ対象者への就労支援、安全衛生、労働相談といった分

野」を挙げている（若林2015: 54)。精神疾患をもつ人の就労支援に関してM-G

TAを用いた研究はみられるが、レジリアンスに関する研究はまだ見られない。

6) 分析ワークシート

M-GTAでは、得られたデータから概念を生成するために、分析ワークシート

と呼ぶ書式を用いる。分析ワークシートを用いるのは、データの深い解釈を実行

し、データに基づいた概念を生成するためである。このワークシートは生成した

概念の名称、その定義（データの解釈を論理表現）、具体例（バリエーション）、

理論的メモ（データ解釈の検討記録）からなり、 1概念． lワークシートとする。

表3は、本分析で用いた分析ワークシートの一例である。

7) 分析手順

分析の手順は、分析ワークシートを用いて得られたデータから概念生成し、 l

概念． lワークシートで概念を個々に完成させていくレベル、概念と概念の個別

検討からカテゴリーを生成していくレベル、カテゴリーとカテゴリーを比較しな

がら全体の中心となる概念あるいはカテゴリーを見いだしていくレベルに区別さ

れ、同時並行で実施する（木下2007: 187）。そして、生成した概念間の関係性や

カテゴリー間の関係性を見いだす一連のプロセスをたどる。

8)分析テーマの絞り込み

M-GTAでは、データが出そろったところで、データを読み込みながら分析テー

マの絞り込みを行う。分析テーマは、データの収集前にも検討するが、最終的に

は分析対象とするデータの内容を全体的に見た上で確定する（木下2007: 150)。

また、 M-GTAは、要素の特定や整理ではなく、人間のある動態を説明できる

理論の生成を目指している（木下2007: 143)ため、分析テーマの中に「プロセ

ス」という言葉を入れる（木下2007: 150)。

筆者がデータ収集前に検討した分析テーマは、「精神疾患をもつ人の労働現場

におけるレジリアンス」であった。データ収集後、得られたデータに密着した分
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・精神疾患をもつ人は、仕事上の悩みをどのように対応、解

決しようとしているのか？（4月25日）

・自分で対応できる悩みと、対応できない悩みがあると思わ

理論的メモ れるが、職場内での相談、話し合いはどのようにされている

［出典：筆者作成］

のか？（5月21日）

・概念6 「仕事のスピード」、概念17 「もの足りない仕事」

との関係は？（6月26日）
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3-3調査結果

l)結果図とストーリーライン

M-GTAによる分析の結果は、カテゴリーと概念の相互関係を表した結果図で

示される．分析の結果、図lのような結果図となった。カテゴリーは【 】、サ

ブカテゴリーは［ ］、概念は〈 〉で記している。また、カテゴリー間や、サブ

カテゴリ一間、概念間で示される矢印（•)は影響、変化の方向を表している。

生成したカテゴリーは、 【働くうえで大切にしていること】、 【就労後の変化】、

【仕事に対する思い】、 【上司・同僚とのコミュニケーション】の4つである。

また、 M-GTAでは、分析結果を確認するために、生成した概念とカテゴリー

だけを用いて、結果を簡潔に文章化する（木下2007: 223)。

以下、それぞれのカテゴリーについてストーリーラインを用いて記述しながら、

精神疾患をもつ人がレジリアンスを発揮するプロセスで起こるプロセス特性につ

いて考察する。尚、二重かぎ括弧（『』）内の口語体の文章は、逐語録のデータを

そのまま引用したものであり、本調査分析で概念生成したときに用いたバリエー

ション（具体例）である。

①【働くうえで大切にしていること】

【働くうえで大切にしていること】は、［生活上、注意していること］、［仕事の

達成感］、［自分で対応していること］の3つの生成したサブカテゴリーのまとまり

として生成した。

そして、［生活上、注意していること］と、［自分で対応していること］の2つのサ

ブカテゴリーは、［仕事上の達成感］へと向かうプロセス特性が見出された。また、

［生活上、注意していること］は［仕事への対応］に、［仕事上の達成感］は［良好な対

人関係］に、［自分で対応していること］は［不安の軽減］に影響を与えるプロセス特

性が示された。

以下に、 【働くうえで大切にしていること】で生成したサブカテゴリーについ

て、ストーリーラインを用いてそれぞれ説明する。

i)［生活上、注意していること］ ： 〈体調の自主管理〉 〈安定した生活リズム〉

〈ストレスの発散〉
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［生活上、注意していること］は、生成した3つの概念のまとまりとして生成し

た。 ［生活上、注意していること］は［仕事への対応］に影響を与えるプロセス特

性が示された。

〈体調の自主管理〉概念は、『苦労したことは、まあ、あと、まあ、そのピー

ク時で、ピーク時には結構、気が張ってたんですけど、終わった後、気が抜けた

りするから、その、体調管理ですね』や、『やっぱ、まあ、運動、えーと、仕事、

仕事で得られる充実感、仕事、自然、自然のなかで歩いたり、睡眠、睡眠と、あ

と、まあ、そんなもんかな。それは、もう、健康を維持するためには、必要不可

欠なもんやと思ってて』というようなヴァリエーションから生成した。ある人は、

「前職で、仕事を受けている最中に、している最中に、体調を崩すことがあって、

それで、精神科にかかって、うつ病ですって言われて』と語っている。このよう

に、精神疾患をもつ人が企業で働くうえで、体調管理は大切な要素となっている。

また、ある人は『ちょっと、もやもやが、ちょっと精神的にもやもやしたり、

いう時期はありましたね。今は、わりと、こう、リズム、というか、生活リズム

も、大体、つかめてきたんで、いいんですけど』と語り、生活リズムが安定して

いることが精神的な安定につながることを指摘している。ある人は、『やっぱり、

生活のリズムが、遊んだりとかして、だめですね、やっぱり、もう、生活のリズ

ム、健康管理、やっぱり一番大事ですね』や、『生活のリズムですね。リズムは

絶対、狂ったらだめですよ』と語る人もおり、 〈安定した生活リズム〉の大切さ

を強調していた。

〈体調の自主管理〉や〈安定した生活リズム〉の大切さとともに、 〈ストレス

の発散〉の大切さを語る人もいた。ある人は、『障害者も、ねぇ、ストレス溜ま

りますから、美味しいものを食べたりとか、おいしいお酒を飲んだりとか、そう

いうことをするために、働いているんやから』とか『自分がストレスを無くなる

ことに、金を使うようにしたいですねストレス溜まるようなことに小遣いを使っ

たら、もったいないじゃないですか』と語り、精神状態の安定のためには〈スト

レスの発散〉も大切であることを指摘していた。

ii)［仕事上の達成感］： 〈仕事の達成感〉
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［仕事上の達成感］は、生成した〈仕事の達成感〉から生成した。 ［仕事上の達

成感］は、［良好な対人関係］に影響を与えるプロセス特性が示された。

〈仕事の達成感〉概念は、『データをパソコンに入力したりする、データ入力、

まあ、自分のわりかし、できることは、まあ、そんなに、そんなに急がなくてい

いものとか、そういったことはまあ、わりと、苦労がないから、で、自分が出来

るから、達成感もある、みたいなもの、成功体験ですかね、出来て、わりとおも

しろいかなあ、とは思うんですけど』や、『おもしろいなあという作業は、あの一、

捨て穴を早く踏まなあかんのんやけど、あんまり遅うなったらあかんから、早く

踏めて、そういうときが、ちょっといいなあと思って』というようなヴァリエー

ションから生成した。職場のなかに自分が出来る作業があり、その作業が出来た

ときの嬉しさ、達成感を感じることの大切さを示している。また、『自分らでや

ったことを、自分らで、あれ、見て、リーダーとかに聞いたりして、コッコツや

ることがなんか、やりがいになっている』や『自分がやったことが人のために役

立っていると思えて、よかったです』というヴァリエーションもあり、自分の仕

事が他の人と繋がっていることを実感している。このように、 〈仕事の達成感〉

は、精神疾患をもつ人がその職場に定着していくうえで大切な要素となっている。

iii)［自分で対応していること］ ： 〈自分の症状を把握すること〉 〈精神症状への

対処〉 〈障害の非公開〉

［自分で対応していること］は、 3つの生成した概念のまとまりとして生成した。

［自分で対応していること］は、［薬の副作用］とお互いに影轡を与えるプロセス特

性が示される。

〈自分の症状を把握すること〉概念は、『判断というところで、判断力がやっば

り、ないのか、そういう判断というところが入ってくると、ちょっと、時間がとっ

たりとか、ちょっと、他の健常者の慣れてる人たちにはまだ追いつけてない』や

『期限が、納期のある、わりと差し迫った仕事とかも、結構、不安、プレッシャー、

で、心配でドキドキしたり、その辺が難しいです』というようなヴァリエーショ

ンから生成した。精神疾患をもつ人にとって、職場内でどのような症状が出るか
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を把握することの大切さを指摘していた。

そして、自分の症状に対して『そうそう、 ドライブがてら、リラックスしなが

ら会社に行って、で、さらに、 1時間余りぼんやりしてて、なんか、すごいエン

ジンかかるのが遅い、せいか、まあ、それぐらいの時間があるおかげで、なんと

かやってるんで』とか、『僕はねぇ、あのねえ、不安とかがストレスで、調子崩

すんで、あるんで、僕は、 7時間が一番、ベストちゃうかなと、正直、 8時間って、

結構、きついですよ』というような自分なりの〈精神症状への対処〉をしていた。

また、『職場の仲間とか、先輩とかには、あの、僕は障害です、というのをオー

プンにはしてないんです、特に』とか、『「実は私、障害者なんです」というこ

とを説明したりするとことはありますけども、全員に「障害者ですんで、配慮し

てください」というふうには言ってはないです』というように、障害者雇用で就

職していても、職場では〈障害の非公開〉を選択している人もいた。

②【仕事に対する想い】

【仕事に対する想い】は、［仕事への対応］、［仕事に対する充実感］，［悩んでいる

こと］の3つの生成したサブカテゴリ一のまとまりとして生成した。

［仕事への対応］は、［仕事に対する充実感］へと向かうプロセス特性が見出され

た。また、［仕事への対応］は［生活上、注意していること］に、［仕事に対する充実

感］は［心理面の変化］に、［悩んでいること］は［夢・希望］に影響を与えるプロセス

特性が示された。

以下に、 【仕事に対する想い】で生成したサブカテゴリ について、ストーリー

ラインを用いてそれぞれ説明する。

i)［仕事への対応］： 〈勤務時間の多様化〉 〈仕事を学ぶチャンス〉 〈仕事のエ

夫〉

［仕事への対応］は生成した3つの概念のまとまりとして生成した。［仕事への対

応］は、［生活上、注謡していること］に影響を与えるプロセス特性が示された。

〈勤務時間の多様化〉概念は、『勤務時間もそんなに、終わるのが、あの、遅

くないので、帰りもまあ、なんぼ一、残業が遅くなっても、まあ、 9時とかぐら
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いで、えー、だから、そんなに睡眠時間も圧迫されないんで、すごい助かってま

すね。こういうのも、理解というのかなあ。良かったなあと思います』や『7時

間というのは、家に帰ってちょっと遊べるぜ、ぐらいの体力があって、それが多

分、合ってるんちゃうかなと思って。正直、給料は下がりますよ。 1時間働いて

ないんで』というようなヴァリエーションから生成した。精神疾患をもつ人が職

場定培していくためには、不安・ストレスに対する対処、睡眠時間の確保のため

に〈勤務時問の多様化〉が指摘された。

また、仕事の内容に関しては、『大体、今は、全般的に携わってますね。最初

はもう、取り出しだけだったんです、封筒から、マークシートを取り出したり、

だけだったようなんですけど、徐々に、こう、仕事が増えて、仕事を任されてき

て、したんですけど』や『昔はあんまり、捨て穴とか、どういうことかなと思っ

て考えてたけど、あの、リーダーに教えてもらって、ちょこちょこ、分かるよう

になりました』というように、上司から仕事を教えてもらい、 〈仕事を学ぶチャ

ンス〉を生かすことの大切さを指摘していた。

そして、仕事への対応方法として『とりあえずやってみよう、やってみて、で、

2回目、 3回目ぐらいになったときは、あっ、ちょっとメモ取らにやあと気がつい

て、作業上のメモを取ったりとかして、まあ、エ夫はしてるんですけど、エ夫が

遅いのかもしれないんですけど、一応、そんなこんなで、まあ、時間がかかって

しまうんですよねえ』と語るように〈仕事を学ぶチャンス〉を生かすためにさま

ざまな〈仕事のエ夫〉をしていることを語る人もいた。

ii)［仕事に対する充実感］： 〈仕事を組み立てる遣り甲斐〉 〈自分のペースです

る仕事〉

［仕事に対する充実感］は、生成した2つの概念のまとまりとして生成した。

〈仕事を組み立てる遣り甲斐〉概念は、『この会社に入って、何を、予定はある

程度決まっているけど、やっぱ、組み立て、自分で組み立てられるという、例え

ば、これが、これがやる前にリーダーに一言言うて、これ、先にやっていいです

か、とか、こっち、こう、都合が悪いんで、とか、そういうことを言うのは、自

分で、楽じゃないですけど、あとでやりやすく、仕事が出来ますんで、そこはこ
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う変えていって、あれ、していって、ここはこうして、とか、段取りがええとか、

そういう、楽しみがこう』や、『組み立てられるというか、こんだけやらなあか

ん、そんなかで、こう、変えていくというか、ついでに、余った時間で、次のこ

とを、こう、入れていくとか、それを、今の部署では認められているんで』とい

うようなヴァリエーションから生成した。精神疾患をもつ人が労働現場で働くう

えで〈仕事を組み立てる遣り甲斐〉を感じること、また、そういう職場の大切さ

を指摘していた。

また、『僕は、一人で、やる仕事が多いんで、部署が、それで多分、身が持っ

てるんやと思います』や『自分がすること、する作業内容が、決まってますし、

やり方とか、ちゃんと、教えてくれるし、わかりやすいです。働きやすい』と語

る人もおり、 〈自分のペースでする仕事〉だから、働きやすいと指摘する人もい

る。

iii) ［悩んでいること］ ： 〈仕事のスピードが遅い〉 〈仕事内容における希望〉

〈仕事上の悩み〉

［悩んでいること］は、生成した3つの概念のまとまりとして生成した。

〈仕事のスピードが遅い〉概念は、『今、一番、感じているのは、やっばり、す

ばやく作業が出来ないなあというのがあるんです』や、『商品を並べる。手を使っ

て商品を並べる、そのスピードです。早く並べるのは、難しいんです。どうして

も、あの一、自分のペースだったら、遅いもんで、それを言われるんです』とい

うようなヴァリエーションから生成した。 〈仕事のスピードが遅い〉ことの原因

としては、『つい、なんか、考えてしまうとこがあるんで。考えるより、手が動

けばいいんですけど、なかなか、あ、ちょっと、これ、どうだったかなと不安に

思ったりとか、ちょっと、隙間というか、時間が開いたりするんで、ボーっとし

ているわけじゃないんだけど、悩んだりとかして』と語る人もおり、精神症状の

ためにスピードが遅くなっていることが示された。また、薬の副作用のため、若

干、体を動かしにくいと語る人もいた。

また、仕事内容における悩みは、『もっと、レベルの高いことをやらしてくれ

よと思いたいけど、させてくれないというね』や、『難しいと感じるものは、特
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に今はないというのが正直なところです。結構、単純な作業が多いので』と語る

人がいた。 〈仕事内容における希望〉は、単純作業だけでなく、レベルの高い作

業がしたいということを語っていた。

そして、 〈仕事上の悩み〉は、『なんか、判断の上で、というか、見極めとい

うか、人の、やってもらう、人を使うという面で、ちょっと、自分がどこまで、

作業をしていいかというのは、難しいですね』や『僕は、まだ、頑張れると思っ

てるんですが、でも、向こうは正社員やから、どんどん仕事を任せられて、どん

どん抜かれますわねえ、個人的にねぇ、偉そうに言われますわねぇ、それが嫌で

ね、それが今、悩んでいることなのでね』というような職場内での自分の立場に

関する悩みを語る人がいた。また、『今こうやって、パートで働いてますけれど

も、じゃあ、この先どうなるのかなという部分がやっばり』と語る人もおり、将

来の不安を感じるという指摘もあった。

③【上司・同僚とのコミュニケーション】

【上司・同僚とのコミュニケーション】は、［不安の軽減］、［良好な対人関係］、

［周囲の理解］の3つの生成したサブカテゴリ一のまとまりとして生成した。

［不安の軽減］は、［良好な対人関係］と相互に向かいあうプロセス特性が見出さ

れた。また、［周囲の理解］は、［良好な対人関係］へと向かうプロセス特性が見出

された。さらに、［不安の軽減］は［自分で対応していること］に、［良好な対人関係］

は［仕事上の達成感］と［夢・希望］に、影響を与えるプロセス特性が示された。

以下に、 【上司・同僚とのコミュニケーション】で生成したサブカテゴリ に

ついて、ストーリーラインを用いてそれぞれ説明する。

i)［不安の軽減］： 〈人と話すこと〉 〈自分の症状を伝える〉

［不安の軽減］は、生成した2つの概念のまとまりとして生成した。

〈人と話すこと〉概念は、『だから、まあ、そういうことをしているうちに、不

安を忘れるというか、結構、人と話すことで不安を抑えるというんですかね、結

局は』や、『話すことで、吐き出すことで、溜まっていることを吐き出すことで、

ストレスの発散になるんです。
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出しただけでも、聴いてもらえる人が居るというだけで、安心感のセーフティ

が安定するんです』というようなヴァリエーションから生成した。上記の語りの

ように、 〈人と話すこと〉は、職場内で感じた不安を抑えたり、ストレスを発散

したりするのに有効であると指摘している。

また、自分の精神症状については、『まあ、上司、社員の方とかは、まあ、も

ちろん、障がいのことは知っているんですけど。たまに、まあ、ちょっと、僕は

ちょっと不安になりやすいんですとか、そういうことは、あの、先輩とかに、話

したりはしてるんで、まあ、その辺は、気をつかってくださってんのかなあ、そ

ういう理解があるのか』や、『そういう時にね、僕らは、相談して、まずは話し

おうて、最近どう、大丈夫か言うて、だいたい話し合いでケリつきますね、調子

悪いか、いうのは』と語るように、 〈自分の症状を伝えること〉の大切さも指摘

している。

ii)［良好な対人関係］： 〈職場の良質な人間関係〉

［良好な対人関係］は、生成した〈職場の良質な人間関係〉概念から生成した。

〈職場の良質な人間関係〉概念は、『やけに攻撃的とか、そういう人がたまたま

居ないんですよ。職場のメンバーにも、恵まれましたね』や、『自分のことをわ

かってくれるし、自分の悩みとかもわかってくれて、作業を任せてくれています

ので、それがいいです』というようなバリエーションから生成した。精神疾患を

もつ人にとって、職場の人間関係が安定していることは、継続して勤務するうえ

で重要な要素であることを指摘していた。

iii)［周囲の理解］： 〈上司・同僚の理解のある対応〉

［周囲の理解］は、生成した〈上司・同僚の理解のある対応〉概念から生成した。

上司・同僚の対応として、『この人は障害者だから、という感じのつき合い方

というか、接し方はされないんで、ふつうに、あの、ふつうの、他の健常者の従

業員と同じようなかたちで接してくださるんで、あまり、自分が障害者だという

のを意識しないで済む。で、まあ、その辺は理解があるからこその、なのかな、
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とは、今、ながら、思うんですけど』や、『僕が3ヶ月休んだら、専務が「ちょっ

と、話しようか」言うて、社長も声かけてくれて、例えば、調子崩して休みまし

た、出勤しました、「大丈夫か」その一言でいいんですよ。そういう気遣いが、

他の部署から、いろんな人から「大丈夫か」「大丈夫か」という、そういう気遣

いがあって、うちの精神障害者は成り立っていると思うので』と語る人がいた。

精神疾患をもつ人のその時の状況に応じて、周囲が対応してくれていると感じて

いることの大切さ、 〈上司・同僚の理解のある対応〉は〈良好な対人関係〉のう

えに成り立っていることが示された。

④【就労後の変化】

【就労後の変化】は、［心理面の変化］、［夢・希望］、［日常生活の変化］の3つの

生成したサブカテゴリ一のまとまりとして生成した。

［心理面の変化］と［日常生活の変化］は、［夢・希望］へと向かうプロセス特性が見

出された。また、［心理面の変化］は、［仕事に対する充実感］に、［夢・希望］は［悩

んでいること］と［良好な対人関係］に、影轡を与えるプロセス特性が示された。

以下に、 【就労後の変化】で生成したサブカテゴリーについて、ストーリーラ

インを用いてそれぞれ説明する。

i)［心理面の変化］： 〈就労に対する想い〉

［心理面の変化］は、生成した〈就労に対する想い〉概念から生成した。

〈就労に対する想い〉概念は、『 1人がやる仕事が増えてくる、で、大変になっ

てきて、そういうのを、でも、今のところ、対応ができているというのは、まあ、

度胸もついているし、慣れてもきてるし、仕事がちょっと合ってきているのかな

という、感じですね』や、『お金ももらって、一人暮らししてますし、会社入っ

てから、もう、いいことばっかりですし、いいことの方が多いですね。お金の面

でも、精神的な面でも、だいぶ成長したと思いますわ』というようなヴァリエー

ションから生成した。就労することによって、精神的に成長したことを指摘して

いた。また、『なんか、一日が有効に使えたなあと思える、仕事をしているとね。』

と語る人もおり、就労前の生活よりも就労後の生活を肯定的に捉えているようで
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ある。

ii)［夢・希望］： 〈職場における夢や希望〉 〈生活における夢や希望〉

［夢・希望］は、生成した2つの概念のまとまりとして生成した。

〈職場における夢や希望〉概念は、『正社員になってみたいなあという、まあ、

過去に、今の会社より前に、大卒で就職した時は正社員で会社に居ったんですけ

ど、今の仕事で、人を使える要領をみつけたいというのがあるんで、今の会社で

も通用するような正社員になりたいというのがありますね．あと、まあ、給料が

上がらんかなあという』や、『まあ、その、木工はやってみたいです。今、難し

い』というようなバリエーションから生成した。今後、職場内でどのような立場

で働きたいのか、どのような作業をしたいのかを明確に語っており、職場内に定

着しているゆえの発言だと考えられる。

また、 〈生活における夢や希望〉では、『将来には、プライベートなんですけ

ど、プライベートでは、あの、やっぱり、もう一回、結婚したいし、子どもも欲

しいなと、もう、歳なんですけど、まあ、そういう、夢みたいなのはありますね』

や、『生活を、自分らで考えて、自分自分で、好きな、あの、アニメとかの声優

さんとかの、聴きながら、自立じゃないねんけど、そういうことを聴いて、頭に

おいて、自立やないけど、やりたいことを、なんか、あったらやってみたいなあ

と思ってる、自分では』と語る人がいた。就労していることによって生活が安定

し、今後の夢や希望が具体化していると考えられる。しかし、この概念について

は対極例があり、『夢、希望、難しいですね』や『将来の希望は描きづらいです

ね』と語る人もいた。就労はしていても、 〈生活における夢や希望〉は難しいと

いう指摘である。

iii) ［日常生活の変化］： 〈生活の充実〉

［日常生活の変化］は、生成した〈生活の充実〉概念から生成した。

〈生活の充実〉概念は、『えーと、まあ、規則正しい生活』や、『まあ、自由に使

える金が、全部は使わないですけど、あの一、いろんなことが出来るんで』とい
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うようなヴァリエーションから生成した。就労することによって、精神的にも金

銭的にも余裕のある生活が出来ていることを指摘していた。精神疾患をもつ人に

とって、就労は、生活を安定させる一つの要因となっている。

⑤その他のサブカテゴリー

i) ［薬の副作用］： 〈服薬による仕事への影響〉

［薬の副作用］は、生成した〈服薬による仕事への影響〉概念から生成した。［薬

の副作用］は、［自分で対応していること］に影響を与えるプロセス特性が示された。

〈服薬による仕事への影響〉概念は、『副作用は、今はないですね。すごい相性

が良くて、助かってます』や、『ないと思うんですけどね。やっばり、あの一、

若干、動かしづらいというのがあるかもしれないです』というようなヴァリエー

ションから生成した。精神疾患をもつ人にとっては〈自分の症状を把握すること

〉と同じように、 〈服薬による仕事への影響〉について把握することは重要であ

る。特に、身体の動きに影響がある場合には主治医との話し合いが必要となる。

2) 全体のストーリーライン

精神疾患をもつ人の労働現場におけるレジリアンスは、職場における【上司・

同僚とのコミュニケーション】を士台として成り立っており、精神疾患をもつ人

の【働くうえで大切にしていること】、 【仕事に対する思い】がレジリアンスを

強化し、結果として【就労後の変化】がみられ、職場定着が促進される。

【上司・同僚とのコミュニケーション】は、精神疾患をもつ人が〈上司・同僚

の理解のある対応〉をしてもらっていると感じることによって、上司・同僚に〈

自分の症状を伝える〉ことや、［不安の軽減］のために〈人と話すこと〉をするよ

うになり、上司・同僚との対話が促進されることによって、［良好な対人関係］す

なわち、 〈職場の良質な人間関係〉が構築されることになる。

また、精神疾患をもつ人は、 【上司・同僚とのコミュニケーション】を維持し

ていくために、生活面では〈体調の自主管理〉、 〈安定した生活リズム〉が保た

れるように注意するとともに、ストレスを溜めないように〈ストレスの発散〉を
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心掛けるとともに、職場内では、 〈自分の症状を把握すること〉、 〈精神症状ヘ

の対処〉、 〈服薬による仕事への影響〉について留意しながら、必要に応じて〈

障がいの非公開〉で対応することもある。そのような［生活上、注意しているこ

と］、職場内で［自分で対応していること］、［薬の副作用］に留意することにより、

〈仕事の達成感〉を感じることができ、職場内のストレスに柔軟に対応できるよ

うになる。

さらに、［仕事への対応］については、 〈勤務時間の多様化〉により自分に合っ

た勤務時間であったり、上司から〈仕事を学ぶチャンス〉を与えられたり、自ら

〈仕事のエ夫〉を実践していくことにより、 〈仕事を組み立てる遣り甲斐〉や〈

自分のペースでする仕事〉をするようになり、［仕事に対する充実感］を感じるこ

とになる。その一方で、 〈仕事のスピードが遅い〉などの〈仕事上の悩み〉を抱

えたり、もっと難しい、レベルの高い作業をしてみたいという〈仕事内容におけ

る希望〉を抱え、［悩んでいること］もある。

このように、精神疾患をもつ人が就労することは、 【働くうえで大切にしてい

ること】を自ら実践しながら、 【仕事に対する想い】を実現することであるが、

そこではさまざまなストレスを感じる事象が存在するが、そのストレスを柔軟に

乗り越えるために【上司・同僚とのコミュニケーション】を強化することによっ

て、レジリアンスを発揮し、職場定着を実現していく。職場定着していくことに

よって［心理面の変化］が起こり、 〈就労に対する想い〉が肯定的な内容となり、

〈職場に対する夢や希望〉が具体化するようになる。それとともに、［日常生活

の変化］も起こり、 〈生活の充実〉が促進され、 〈生活における夢や希望〉も具

体的な内容に変化していく。

3)考察

本調査の結果、精神疾患をもつ人がレジリアンスを発揮しながら、職場に定着

していくためには、自らの体調や精神症状を把握し対処するとともに、職場内で

の［不安の軽減］、あるいは［悩んでいること］を上司・同僚に話すことによって、

【上司・同僚とのコミュニケーション】を少しずつとりながら、 〈職場の良質な

人間関係〉を確立していくことが大切であることが示されたと考える。

つまり、 【上司・同僚とのコミュニケーション】は、スティーブン.J・ウォー
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リンとシビル・ウォーリンが指摘している(StevenJ.Wolin/Sybil Wolin=2002 : 

13-4)「逆境を乗り越えるための七つのリジリアンス」のなかの＂関係性＂にあたる

と考えられる。また、ウォルシュ(Walsh)が指摘している（西2016:727) 「家族

のレジリエンス」では、 【上司・同僚とのコミュニケーション】ば＇結びつきを

強めるこどにあたり、［不安の軽減］ば＇協働的な問題解決＂にあたると考えられる。

さらに、冨川順子らが指摘している（冨川・野嶋2015: 20-30) 「統合失調症をも

つ人のレジリアンスの回復過程を促進する力」に関して、今回インタビュー調査

で得られた個々の概念を当てはめると、 〈仕事のエ夫〉ば考える力’'、 〈自分の

症状を把握すること〉ば＇受け入れる力＂、〈精神症状への対処〉ば＇自分を守る力＂、

〈ストレスの発散〉ば＇楽しむ力’'、 〈人と話すこと〉 〈自分の症状を伝える〉ば＇

人とかかわる力＂、 〈生活の充実〉ば＇社会に参加する力＂、 〈仕事を学ぶチャンス

〉ば＇今できることをする力＂、 〈仕事を組み立てる遣り甲斐〉は'’自分を成長させ

る力’'にあたると考えられる。そのなかで回復の鍵は、＂人とかかわる力＂ど＇受け

入れる力＂であると冨川らは指摘し、「〈人とかかわる力〉は発病後の回復過程で

大きく伸びる可能性がある力であると考えられた」と述べている（冨川・野嶋20

15 : 29)。

また、今回のインタビュー調査の対象者は製造業、流通業、サービス業に従事

している方々を対象として実施したが、一つ一つの概念に関しては産業による差

異はみられなかった。ただ、勤続年数による差異はいくつかの概念でみられたと

考えられる。たとえば、勤続年数が3年未満の方々は、〈人と話すこと〉 〈職場の

良質な人間関係〉 〈職場における夢や希望〉概念についてヴァリエーションが見

当たらなかった。これは勤続年数が短いために職場での人間関係が確立できてお

らず、職場内で今後どういう仕事をしていくかという思いが具体化できないため

ではないかと思われる。それに対して、勤続年数が3年以上の方々は、『話すこと

で、吐き出すことで、溜まっていることを吐き出すことで、ストレスの発散にな

るんです。出しただけでも、聴いてもらえる人が居るというだけで、安心感のセー

フティが安定するんです』や『スタッフはどうかわかんないですけど、やっぱ、

ある程度、フォローしあって、フォローしてないと言うけど、何もしてないと言

うけど、個人ががんばっているからと言うけど、でも話ししてるときにフォロー

になっているんですよ、相談にのってあげてたら』『まあ、その、木工はやって
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みたいです。今、難しい』というようなバリエーションがみられ、職場での信頼

関係が具体的な希望を引き出していると考えられる。

勤続年数の長さによる差異が最も顕著に表れたと思われるのは、＂将来の夢や

希望について＂の質問に対する返答であった。勤続年数 3年以上の方々は、『将来

には、プライベートなんですけど、プライベートでは、あの、やっぱり、もう一

回、結婚したいし、子どもも欲しいなと、もう、歳なんですけど、まあ、そうい

う、夢みたいなのはありますね』や『生活を、自分らで考えて、自分自分で、好

きな、あの、アニメとかの声優さんとかの、聴きながら、自立じゃないねんけど、

そういうことを聴いて、頭において、自立やないけど、やりたいことを、なんか、

あったらやってみたいなあと思ってる、自分では』と語っていたが、勤続年数3

年未満の方々は『夢、希望、難しいですね』、『将来の希望は描きづらいですね』

と答えていた。このことは、精神疾患をもつ人が職場に定着していくことによっ

て少しずつ、 〈生活における夢や希望〉が具体化していくと考えられる。

このように、勤続年数の長さは、精神疾患をもつ人の労働生活に影聾を与えて

いるが、勤続の長さだけでは乗り越えられないものがあることを、今回の調査で

は感じた。

それは正社員になることである。今回調査した3社は障害者雇用に関して積極

的で、実績のある企業である。しかし、インタビュー対象者に正社員は一人も含

まれていなかった。

勤続年数10年以上の人も3名いたが、全員がパート、アルバイトの勤務形態で

あった。インタビュー対象者のなかには、『できれば、社員になりたいです』、

『まあ、ちょっと、正社員にはなってみたいなあと思いますけど』と語る人がい

た。また、『僕は、まだ、頑張れると思ってるんですが、でも、向こうは正社員

やから、どんどん仕事を任せられて、どんどん抜かれますわねぇ、個人的にねぇ、

偉そうに言われますわねえ、それが嫌でね、それが今、悩んでいることなのでね』

や『今こうやって、パートで働いてますけれども、じゃあ、この先どうなるのか

なという部分がやっぱり』というような、パート勤務に対する不安を語る人もい

た。このように、社員になりたいという思いは強いが、実現していないのである。

以上、本調査では、精神疾患をもつ人が職場定着して、レジリアンスを成長、

発展させるためには、 【上司・同僚とのコミュニケーション】という社会的環境
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要因が必要であること、また、勤続年数が長くなるほど、その社会的環境要因は

強化されていく傾向があることが示された。しかし、正社員になりたいという、

精神疾患をもつ人の願いはなかなか実現していないというのが現状である。なぜ、

精神疾患をもつ人は社員に昇格できないのか。社員になることは、精神疾患をも

つ人のレジリアンスにどのような影響があるのだろうか。その点は今回の調査で

は解明できなかった。

4)調査からみえた課題

本調査によって、精神疾患をもつ人が職場定着していくためには【J::司・同僚

とのコミュニケーション】が、精神疾患をもつ人のレジリアンスに影響を与える

ことが示された。

しかし、 2015年の公共職業安定所の実態調査によると、就職後1年時点の定着

率は精神障害49.3％であり、身体障害60.8%、知的障害68.0%、発達障害71.5％に

比べて低くなっている（障害者職業総合センター2017: 2-3)。このことは、精神

疾患をもつ人が【上司・同僚とのコミュニケーション】をとりながら職場定着し

ていくことは現実的には難しいということを表しているのではないだろうか。

では、精神疾患をもつ人とどのような関係をもつと【上司・同僚とのコミュニ

ケーション】はうまく機能するのだろうか。精神疾患をもつ人とともに働いてい

る上司・同僚の人たちにその実際を確認する必要がある。また、企業が精神疾患

をもつ人の職場定着に向けて、どのような取り組みをしているのか、その取り組

みに対して精神疾患をもつ人はどう感じているのか、今後の課題である。

また、精神疾患をもつ人が障害者雁用制度を利用して就職した際、パート勤務

で就職することが多いと考えられるが、正社員に昇格するためにはどのような条

件があるのだろうか。

さらに、 〈仕事内容における希望〉概念のヴァリエーションのなかに、『もっ

と、レベルの高いことをやらしてくれよと思いたいけど、させてくれないという

ね』や『今の状態では、もう本当に、毎日、全く、ほとんど頭を使わないことの

繰り返しばかりですけどもそういった部分で、毎朝、起きぬけがしんどかった

りとか』と語る人がいるが、精神疾患をもつ人は単純作業に従事していることが

多いのだろうか。精神疾患をもつ人の作業能力に合わせた労務管理はどのような
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仕組みになっているのかを解明することも、今後の課題である。

これらの、調査からみえた課題は、第4章において、精神疾患をもつ人がレジ

リアンスを発展させるための社会環境要囚として、どのような職場環境が道して

いるのかを検討し、本論文の結論とする。一点は、精神疾患をもつ人のレジリア

ンスを発展させる【上司・同僚とのコミュニケーション】とはどのような関係づ

くりなのか、もう一点は、精神疾患をもつ人のレジリアンスを発展させる職場環

境についてである。

4. 精神疾患をもつ人のレジリアンスを発展させる

「労働」の要素

本章では、第3章第2節第4項の「調査からみえた課題」で指摘した、精神疾患

をもつ人がレジリアンスを発展させるための社会環境要因として、どのような職

場環境が適しているのかを考察する。その一点は、精神疾患をもつ人のレジリア

ンスを発展させる【上司・同僚とのコミュニケーション】とはどのような人間関

係なのかということである。そして、もう一点は、精神疾患をもつ人のレジリア

ンスを発展させる職場環境についてである。前者については、「人薬」という処

方箋を通して、精神疾患をもつ人のレジリアンスを発展させる職場の人間関係に

ついて検討する。後者については、「ティール組織」という組織形態を通して、

精神疾患をもつ人のレジリアンスを発展させる職場環境について検討する。

4-1人薬

l)人薬とは

人薬とは、元「こら一る岡山診療所」 (2016年閉院）の精神科医、山本昌知の

話に出てくる言葉であり（想田2009: 138-9)、2009年に公開された想田和弘監督

の『精神』という映画に出演し、その後の想田和弘監督との対談「山本昌知医師

との対話」（想田2009: 151-192)のなかで、山本昌知は「薬だけでなくて、人間

が必要なんだと思います」（想田2009: 157) 「薬はある程度利用するとしてもで

すね、人間のぬくもりというか人間的な触れ合いというものが豊かにあることが

必要なんじゃないかなと」（想田2009: 158) と話している。精神症状に対処する
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ためには、服薬だけでなく、人間的な触れ合いが必要である、というのである。

斎藤環は、 「おそらくそう遠くない将来において、精神科薬物療法をはじめとす

る身体療法はその進歩の限界を超えて長い停滞期に入り、精神医療の中心はコミュ

ニテイケアに移行するであろう。そのさいの中心は『人薬』になることはほぼ確

実である」と述べている（斎藤2014: 21)。もし、精神医療の中心が「人薬」に

なるとすれば、精神探療は精神科病院中心から、地域にその中心が移行すること

になるだろう。そのことについて斎藤環は、「精神障害は、現在よりもさらに非

特異的な援助希求行動と区別がつけにくくなるため、医療と福祉の境界、治療と

支援の区別、リハビリテーションと就労支援の境目はますます曖昧化するであろ

う。そうした見かけ上の混沌においてありうる不変項が『人間』である。探療シ

ステムの臨界において、＂人間は人間によってしか癒やされえない’'という単純な

事実が再確認されるはずである。ここで鍵を握るものが『人薬』である」と指摘

している（斎藤2014: 21)。

斎藤環が指摘するように、「人薬」が精神疾患をもつ人に対する治療の中心に

なるとすると、地域のコミュニティ、職場のコミュニティは治療の「場」として

重要な役割を果たすことになる。「人薬」について、斎藤環は、「そうした治療的

コミュニケーションの総体を指す言葉として、『人薬』は有意義である」とも述

べている（斎藤2014: 21)。

では、治療的コミュニケーションとはどのような関係性のことなのだろうか。
(12) 

石田悟は、モラル・トリートメントから学んだことの一つとして、「決して否

定されることのない、むしろ『自己肯定感』をしつかりと育むことのできる＂人

薬＂を含めた対人・対物環境という＂器＇の存在（薬は無くとも人は生きられるが社

会と他者抜きには生きることのできない存在であり、そうした関係性の中でこそ

患者自身が『個』を確立していくことができるとする思想性）が患者の『回復』

にとって何よりも重要ということであった」と述べている（石田2016: 161)。さ

らに、＂人薬＂の効用として、「聴く力、言葉が持つ力、寄り添う力による『回復』

に向けての関係性の構築」を挙げている（石田2016: 163)。

一方、斎藤環は、オープンダイアローグ (OpenDialogue) を参照しながら、

「対話こそが究極の『人薬』と考える筆者にとって、 OpenDialogue（ママ）は

コミュニテイケアの希望の星である」と述べている（斎藤2014: 22-3)。そして、
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斎藤は対話について「対話の目的は、合意に至ることではない。安全な雰囲気の

中で、相互の異なった視点が接続されることである」と述べている（斎藤2014: 

22-3)。

このように、「人薬」は精神疾患をもつ人と周囲の人が安全な雰囲気の中で、

聴くこと、対話すること、寄り添うことを実践するコミュニケーションであると

考えられる。

このようなコミュニケーションは、精神疾患をもつ人が働く労働現場にも達用

可能なのだろうか。精神疾患をもつ人のレジリアンスとの関係に着目しながら検

討する。

2) 人薬とレジリアンス

人薬とレジリアンスの関係について、斎藤環は、「『人薬』は『自己愛』を補

強し、それを通じて『レジリアンス』を高める効果を持っています」と述べてい

る（斎藤2011: 16)。

筆者が今回、実施したインタビュー調査においても『話すことで、吐き出すこ

とで、溜まっていることを吐き出すことで、ストレスの発散になるんです。出し

ただけでも、聴いてもらえる人が居るというだけで、安心感のセーフティが安定

するんです』や、『スタッフはどうかわかんないですけど、やっば、ある程度、

フォローしあって、フォローしてないと言うけど、何もしてないと言うけど、個

人ががんばっているからと言うけど、でも話ししてるときにフォローになってい

るんですよ、相談にのってあげてたら』や、『自分のことをわかってくれるし、

自分の悩みとかもわかってくれて、作業を任せてくれていますので、それがいい

です』と語るインタビュー対象者がいたが、こういう【上司・同僚とのコミュニ

ケーション】は精神疾患をもつ人にとって「人薬」として作用していると考えら

れる。

このように、 【上司・同僚とのコミュニケーション】が「人薬」として作用し

ている職場では、精神疾患をもつ人のレジリアンスは高められると考えられる。

しかし、日本企業の多くは、精神疾患をもつ人の【仕事に対する想い】を聴き、

対話し、その想いに寄り添うことは難しいと思われる。その職場が「人薬」とし

て作用しない場合、「人毒」（石田2016: 163) として作用することもあり、精神
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疾患をもつ人の再発を促進することになる。

では、精神疾患をもつ人が働く職場が「人薬」として作用するためには何が必

要となるのだろうか。

まず、精神疾患をもつ人自身が〈体調の自主管理〉、 〈安定した生活リズム〉、

〈ストレスの発散〉を自ら管理するとともに、 〈自分の症状を把握すること〉、

〈精神症状への対処〉を実践しながら、 【上司・同僚とのコミュニケーション】

を少しずつ深めていくことである。今回のインタビュー対象者の一人は、『だか

ら、まあ、そういうことをしているうちに、不安を忘れるというか、結構、人と

話すことで不安を抑えるというんですかね、結局は』と語っており、人と話すこ

とで「人薬」の作用を高めることが必要である。

また、企業としては、精神疾患をもつ人の想いをよく聴き、話し合いをもち、

その想いに寄り添っていく仕組みを構築することである。例えば、定期的に職場

内でミーティングをもち、お互いの想いを出し合い、対話する場を設定すること

である。今回のインタビュー対象者の一人は、『リーダーに話しするんだけど、

まあ、障害者の場合、 2ヶ月か、 3ヶ月に1回でもよろしいやん、こういうことで

悩んでる、こういうことで悩んでる、ていう』と語っており、定期的にその職場

のリーダーと話し合うことで「人薬」の作用を高めていると考えられる。

企業としてそういう場を設定することが難しい場合には、 IPS(Individual 
(13) 

Placement and Support)などの就労支援員の援助を受けることも一方法であ

る。この場合には、就労支援員が「人薬」として作用することになる。今回のイ

ンタビュー対象者には就労支援員が関わっている人はいなかった。

このように精神疾患をもつ人が働いている職場が「人薬」として作用するため

には、いくつかの方法が考えられるが、果たして、 日本企業は「人薬」が作用す

るような職場になれるのだろうか。

斎藤環は、うつ病に関して、「『仕事』をはじめとする『活動』もまた、自己

愛システムの維持に役立つ」と述べ（斎藤2011: 140)、仕事がレジリアンスを高

める効果を持っていることを示唆しており、「私は病状のある段階においては

『仕事』も『薬』たりうると考えています」と述べている（斎藤2011: 199)。

次節では、企業の新しい組織形態「ティール組織」が精神疾患をもつ人のレジ

リアンスにどのような影響を与えるのかを検討する。
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4-2場所薬

前述した、山本昌知医師は、「人薬」とともに「場所薬」も話のなかに出てく

るという。「場所薬」とは、精神疾患をもつ人がその「場」で過ごすことによっ

て癒される、そういう「場所」を指すと思われる。

l)ティール組織とは

ティール組織（進化型組織）とは、アメリカ合衆国の組織開発コンサルタントの

フレデリック・ラルー (FredericLaloux)が2014年に出版した『Reinventing

Organizations』で提唱した次世代型組織モデルである。 2018年には『ティー

ル組織』として、邦訳版も出版されている。ラルーは、アメリカ合衆国の現代思

想家、ケン・ウィルバー (Ken• Wilber) の「インテグラル理論」における、

意識の発達段階の色分けに基づいて、組織フェーズを5段階に分けてとらえてい

る。その内容は、衝動型組織（レッド）、順応型組織（アンバー）、達成型組織

（オレンジ）、多元型組織（グリーン）、そして進化型組織（ティール）である

(Frederic=2018 : 24-87)。それぞれの組織モデルの＂指針となる比喩（メタファー） ＂ 

としては、衝動型組織は「オオカミの群れ」、順応型組織は「軍隊」、達成型組織

は「機械」、多元型組織は「家族」、進化型組織は「生命体」を挙げている (Fre

deric=2018 : 24-87)。また、ラルーは現代にみられる事例として、衝動型組織は

マフィア、ギャング、順応型組織は軍隊、大半の行政機関、達成型組織は多国籍

企業、多元型組織は文化重視の組織を挙げ (Frederic=2018: 63)、進化型組織に

ついては自ら調査した12の組織を挙げている (Frederic=2018: 94-8)。

そして、ラルーは、「進化型組織（ティール）が開く三つの突破口（ブレイク

スルー）」（Frederic=2018: 92) として、「自主経営」、「全体性」、「存在目的」を

挙げている。「自主経営」とは、「階層やコンセンサスに頼ることなく、仲間との

関係性のなかで動くシステム」 (Frederic=2018: 92) のことである。「全体性」

とは、「私たちの精神的な全体性があらためて呼び起こされ、自分をさらけ出し

て職場に来ようという気にさせるような、一貫した慣行を実践している」 (Fred

eric=2018 : 92) ということである。「存在目的」とは、「組織のメンバーは、将

来を予言し、統制しようとするのではなく、組織が将来どうなりたいのか、どの

ような目的を達成したいのかに耳を傾け、理解する場に招かれる」 (Frederic=20
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18 : 92) ことである。具体的には、「自主経営」に関しては、ピラミッド型の階

層構造から各現場の自主経営チームに意思決定プロセスの権限を委譲すること、

あらゆる情報を透明化すること、人事プロセスを透明化することなどである

(Frederic=2018 : 235)。「全体性」に関しては、肩書が全くないこと、自分をさ

らけ出してコミュニティーをつくるための、物語ること（ストーリーテリング）

の実践大集団での振り返り会などである (Frederic=2018: 322)。「存在目的」

に関しては、組織の存在目的に耳を傾ける慣行、「競合他社」を受け入れ、共に

存在目的を追求すること、予算、予実分析はないことなどである (Frederic=2018: 

375-6)。

このように、ティール組織はこれまでの組織モデルとはさまざまな点で大きく

異なるが、このような組織において精神疾患をもつ人のレジリアンスは発展する

のだろうか。

次項で検討する。

2) ティール組織とレジリアンス

フレデリック・ラルーは、ティール組織のブレイクスルーの一つである「自主
(14) 

経営」の一つの例として、ビュートゾルフの自主経営チームを紹介している。こ

のチームには上司（管理職）は存在せず、実質的にメンバーで自主的に編成され

た自治組織である。リーダーがいないチームであるため、重要な問題を解決しな

ければならない場合はチーム・ミーティングが行われる。このミーティングは、

「一人一人の声がよく聞こえる環境を用意し、集団的知性こそが優れた意思決定

を生むことを全員が理解したうえで開かれるという (Frederic=2018: 111-2)。

しかし、こういったミーティングのテクニックを駆使しても行き詰った場合には、

チームに対する意思決定権を持っていない「地域コーチ」 (Frederic=2018: 113-

7) を呼ぶことができるという (Frederic=2018: 112）。この地域コ チの役割は、

「予想できる問題を防ぐことではなく、問題解決をしようとするチームを支援す

る（そしてこのプロセスを通じて自分たちがどのように成長したかを内省する手

伝いをする）ことなのだ」という (Frederic=2018: 115)。そして、「難しい局面

を乗り越えたチームは回復力（レジリエンス）と強い連帯感を育むことができる」

という (Frederic=2018: 115)。
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このような環境の職場は、精神疾患をもつ人のレジリアンスにどのような影響

を与えるのだろうか。今回、筆者が実施した調査のなかで、ある人は『コミュニ

ケーションが一番です』と述べ、またある人は『自分のことをわかってくれるし、

自分の悩みとかもわかってくれて、作業を任せてくれていますので、それがいい

です』と述べている。このように、チーム内の問題をその都度、ミーティングで

話し合い、問題解決を図るというティール組織の営みは、職場の良好な対人関係

を構築し、同僚とのコミュニケーションを強化することになり、精神疾患をもつ

人のレジリアンスを発展させる環境になると思われる。

また、ラルーは、「全体性（を取り戻すための努力）」のブレイクスルーに関す
(15) 

る一例として、ハイリゲンフェルトの「大集団での振り返り」行事を紹介してい

る。この行事は「毎週火曜日の朝、 350名の社員が一堂に会し、 1時間以上もかけ

て共同内省会をしているのだ」という (Frederic=2018: 260)。毎週、その時々

の業務に関連があり、振り返りに役立ちそうな話題が議題として取り上げられ、

話し合いのテーマを説明する短いプレゼンテーションの後、参加者は6~10人の

グループをつくる。各グループはファシリテーターを選び、ファシリテーターは

いくつか基本）レールを決め、どこまで探求すべきか、どこまで本音で語り、自分

の弱みを見せてよいのかの余地をつくる。ある程度の時間がたつと部屋のなかを

マイクが回り、話したくなった人から話し合われた内容を共有する、という行事

である。「このミーティングにはあらかじめ定められたシナリオはない。予想さ

れる結論もない。その話し合いや意見交換を通じて一人一人が学ぶのだ」という

(Frederic=2018 : 261)。

この行事に対してラルーは、「このような共通の体験を通じて、私の知ってい

るほかの組織のどんな活動よりも強い共同体意識と共通の言語が育まれる」と評

価している (Frederic=2018: 262)。そしてラルーは、「社員全員が’'本当にあり

のままでよい＂という基本方針に守られた空間に毎週やってくる。お互いの人間

性の深い所を見つめ直し、強さと弱さを尊重し合うという美しい関係ができあが

る」という (Frederic=2018: 261)。

このような職場環境は、精神疾患をもつ人にどのような影響を与えるだろうか。

筆者が実施した調査のなかで、『やけに攻撃的とか、そういう人がたまたま居な

いんですよ。職場のメンバーにも、恵まれましたね』と語る人や、『話すことで、
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吐き出すことで、溜まっていることを吐き出すことで、ストレスの発散になるん

です。出しただけでも、聴いてもらえる人が居るというだけで、安心感のセーフ

ティが安定するんです』と語る人がいた。このように、ありのままで過ごすこと

ができ、社員同士が本音でつき合える関係があることは、精神疾患をもつ人のレ

ジリアンスを発展させると考えられる。

さらに、ラルーは、「存在目的（に耳を傾ける）」のブレイクスルーに関しては、

ティール組織にとって「競争という概念は組織行動に無関係」 (Frederic=2018: 

375)であるという。ラルーが調査したティール組織の年次報告書や内部資料の

なかに「競争」という言葉が見あたらないという。ラルーはその理由を「組織が

本当に自社の目的のために存在しているとき、競争は存在しないからだ」という

(Frederic=2018 : 327）。そして、「自社の存在目的を、より広くあるいはより早

＜達成するために協力してくれる人はだれであれ、友人や味方なのであり、競争

相手ではない」とも言っている (Frederic=2018: 327)。

すなわち、ティール組織は自社の利益を上げるために活動しているのではなく、

「生命体としての組織の存在目的」のために活動しているというのである。

このような組織で働くことは精神疾患をもつ人にどのような影響を与えるだろ

うか。

筆者が実施した調査のなかで、『判断というところで、判断力がやっばり、な

いのか、そういう判断というところが入ってくると、ちょっと、時間がとったり

とか、ちょっと、他の健常者の慣れてる人たちにはまだ追いつけてない』と語る

人や、『商品を並べる。手を使って商品を並べる、そのスピードです。早く並べ

るのは、難しいんです。どうしても、あの一、自分のペースだったら、遅いもん

で、それを言われるんです』と語る人がいた。しかし、その組織に「競争」とい

う概念が存在しなければ、精神疾患をもつ人は自らの労働を健常者と比較したり、

他の労働者からスピードについて指摘されることはなくなるのではないだろうか。

このように、ティール組織という「場」で精神疾患をもつ人が働くことは、ティー

ル組織の三つのブレイクスルーの存在によって、より働きやすい職場になると考

えられる。そのような、精神疾患をもつ人の「場所薬」として有効な職場におい

ては、レジリアンスを発展しやすい、と筆者は考えている。

本章においては、精神疾患をもつ人がレジリアンスを発展させるための社会環
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境要因としての職場環境について、「人薬」、「場所薬」の視点から検討した。

今後、日本企業で働く精神疾患をもつ人は増加していくと思われるが、「人薬」、

「場所薬」としての職場環境は構築されていくのだろうか。精神疾患をもつ人が

地域で、労働現場で、さまざまな人たちとともに生きていく、そういう社会が実

現することを願っている。

おわりに

精神疾患をもつ人が一般企業の労働現場で職場定着していくのが難しいのはな

ぜなのか。精神疾患をもつ人の、ストレスなどに対する脆弱性が原因であるとす

るならば、その「ストレスに対してしなやかに対応し、上手くつき合える力」を

発揮するためには何が必要なのだろうか。

このような疑問を解明するため、筆者は一般企業で働いている精神疾患をもっ

人にインタビュー調査を実施し、自らの症状、また職場のストレスに対してどの

ように対応し、レジリアンスを発揮しているのかについて考察した。

その結果、精神疾患をもつ人が一般就労の現場でレジリアンスを発展させ、職

場定着していくためには、自らの体調、生活リズムを安定させること、また自ら

の症状を把握し、その症状に対処すること、さらに、上司・同僚とのコミュニケー

ションを密にすることによって、オープンな人間関係を確立することが大切であ

ることがインタビュー調査から示された。

しかし、日本企業の実態として、＂厳しいノルマ＂＂サービス残業＂＂成果主義の浸

透＇など、現場で働く労働者にとってストレスフルな状況があることもまた事実

である。このような現状のなかで、精神疾患をもつ人を今後採用していこうとす

る企業に何が必要なのか。筆者からの提案として、「人薬」と「場所薬」を紹介

した。精神疾患をもつ人にとって、職場に人薬としての上司・同僚が居ること、

また、「自主経営」「全体性」「存在目的」などのブレイクスルーを実践している

企業であれば、より職場定着が進んでいくと考えられる。

本研究では、広島県、大阪府、岡山県の企業で働く 6名の精神疾患をもつ人を

対象としてインタビュー調査を実施した。もちろん、より広範囲でより多くの人

たちに調査を実施すれば、さまざまな結果が得られると考えられる。また、より
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レジリアンスに特化した調杏を実施すれば、より具体的な結果が得られたかもし

れない。さらに、調査対象者の労働内容、上司・同僚との関係など、企業内での

動きが観察できていれば、より詳細な結果を導き出すことができたのではないだ

ろうか。そのためには、その企業の障害者雇用に対する取り組みの内容の把握、

また上司・同僚に対するインタビュー調査も実施する必要がある．今後の課題で

ある。

本研究で導き出された結果が、精神疾患をもつ人の労働現場でどのように実践

されているのか、今後も検証していきたい。

注

(1) Resilience（英語）の日本語表記には、レジリアンス、レジリエンス、リジリエンスなどさま

ざまな表記がみられるが、本研究では、日本精神神経学会が最初に使用した＂レジリアンス＂の

表記を採用した。

(2) Locus of Control（ローカス・オブ・コントロール）とは、行動や評価の原因を自己や他人の

どこに求めるかという教育心理学の概念である。

(3)精神障害者の社会的入院の解消・退院促進に関わる事業としては、大阪府が2000年から「社

会的入院解消研究事業」を、 2002年から「精神障害者地域生活移行支援研究事業」を実施して

おり、これらの動きを受けて国は2003年に「精神障害者退院促進支援事業実施要綱」を策定し、

「精神障害者退院促進支援事業」を開始した。

(4)現在の精神障害者総合雇用支援の職業準備支援事業自立支援カリキュラム。

(5)現在の精神障害者総合雇用支援の在職精神障害者職場復帰支援事業。

(6)サミュエル・テューク(1784-1857)は、 1796年にヨーク療養所を設立したウィリアム・テュー

ク (WilliamTuke)の孫であり、ヨーク療養所が実施していたモラルトリートメント（心理

的療法）の名でよばれることになる人道的患者処遇について1813年に『療養所の描写 (theD 

escription of the Ratreat)』を発表し、世界的な精神科病院改革のきっかけになったといわ

れている。

(7)筆者が勤務していた精神科病院においても、退院後就労し、症状が再発して再入院される患

者が数名いた。

(8)田中は精神障害者が社会で働くことの意義として、①障害者の基本的権利、②生計の手段、

-67-



四国学院大学『論集』 160号 2021年3月

収入の獲得、③個性の発揮、自己実現、自己効力感、④病気の改善や認知機能の改善、⑤社会

的役割の実現、社会参加、ステイグマの軽減、⑥所得税収入の増加、社会保障費の軽減、社会

統合の促進、などを挙げている。

(9)労働者健康状況調査は平成24年 (2012年）をもって廃止されている。

(10)厚生労働省「平成24年労働者健康状況調査」における＂結果の概要 "p19参照。

(11) 厚生労働省「平成24年労働者健康状況調査」における＂結果の概要 "p19参照。

(12)モラル・トリートメントとは、フランスのピネルや英国のディーク、イタリアのキアルジ、

米国のディックスなどにより精神科の病院に導入された治療活動の総称である。
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evere Mental Illness, Oxford University Press. (=2004, 大島巌•松為伸雄・伊藤順一郎
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いる。従業員7000人。

(15) 990年にドイツで設立されたメンタルヘルス病院。リハビリテーション・センターと四つの

メンタルヘルス病院をドイツ中央地域で運営している。従業員600名。
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［キーワード：遠隔授業、教材研究、コミュニケーション］

はじめに

2020年度に新型コロナウイルス感染症が世界中に広まった。四国学院大学では、

授業については前期の授業を 2ヶ月間遠隔授業に切り替え、 6月から三密（密閉．

密集・密接）を避るための様々な対策を講じた上で、一部の対面の授業を再開し

た。対面授業の再開にともない、本講義「心理学概説」も、 4月の時点では4月

~5月の全学遠隔授業期間のみ遠隔授業を行なう予定であったが、受講生が100

名を超えたため、全15回すべての講義を遠隔授業で行なうことになった。

本報告では、学生の授業アンケートをもとに、遠隔授業についての検討を行な

YAMAGUCHI, Kuniko 四国学院大学社会福祉学部准教授、臨床心理学専攻
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う。考察では、遠隔授業を通して見えてきた大切な要素について検討する。

1. 「心理学概説」の授業概要

四国学院大学では、学問分野を越えて学ぶことができるリベラルアーツを実践

している。また、メジャー制度により、専攻するコースを超えて幅広い分野から

学びたい学問を選択して学べる制度を取り入れている。この制度により、心理学・

カウンセリングメジャーの講義「心理学概説」は、社会福祉学部の学生だけでは

なく、文学部、社会学部の学生もまた履修している。

講義「心理学概説」では、心理学の基礎的な内容を中心に講義を展開している。

講義内容には、専門的な学びとあわせて講義内容を自分の身近な問題として考察

できるようにエ夫している。身近な問題とは、具体的には、心理検査と自己分析、

青年期の発達課題や精神疾患とその治療についてである。これらの身近な問題を

考察することを通して、心の健康の保持増進にも結果的に役立つ内容となってい

る。

(1)授業概要

「心理学概説」のシラバスは以下の通りである。全15回の授業である。

表 1の通り前半の心理学の基礎と後半の実践とが結びつくように構成されてい

る。第 1回から第6回までは心理学の基礎について理論を中心に学ぶ。知覚の特

徴、情動、条件づけ、記憶と学習、知能は、心理学の基礎として大変重要な学び

である。後半は、心理測定、パーソナリティ、発達心理学、対人関係の形成、い

ろいろな異常行動、力動論と療法などを学ぶ。後半では、具体的な事例を挙げな

がら、実践的な学びとなるよう考慮している。心理学概説の全体を通して、理論

と実践が結びついて学べるように工夫している。前半と後半にまとめと小テスト

のかわりとなるレポートの提出を求める。
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表1 心理学概説シラバス

1 
心理学の成り立ちと ， パーソナリティ
人の心の基本的な仕組み及び働き

2 知覚の特徴 10 発達心理学

3 情動 11 対人関係の形成

4 条件づけ 12 いろいろな異常行動

5 記憶と学習 13 力動論と療法

6 知能 14 後半のまとめとレポート

7 前半のまとめとレポート 15 まとめ 心理学概説

8 心理測定

(2)授業例

遠隔授業の実施にともない、前半の第 1回から第6回までである心理学の基礎

では、要点をまとめたテキストとなる資料を教員が作成した。第 2回授業のアウ

トラインを表 2-1に記す。後半の 8回から13回では、具体的な事例を挙げなが

ら、実践的な学びとなるよう考慮した。第8回授業アウトラインを表2-2に記

す。

① 第 2回授業（前半授業例）

第2回『知覚の特徴』の授業についてアウトラインを表2に示し、内容につい

て説明する。第2回『知覚の特徴』では、 1. 知覚・認知とは何か、 2. 形の知

覚について学ぶ。課題は、「 1. 知覚について学んだことを200字以上でまとめ

なさい。 2. 知覚について学んだことで疑問点や質問を 2つ以上書きなさい。」

とし、知識の定着を図った。
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表 2-1 第 2回授業アウトライン

知覚の特徴（概要）

1 
知覚・認知とは何か

〈考えよう〉知覚、感覚、認知の区別ができるようにしつかり整理してください。

形の知覚

(1) 図と地（2)群化の法則

2 
〈調べてみよう〉群化の法則には、他にどのようなものがあるでしょうか。

(3) 空間知覚（4) 運動知覚（ 5)知覚のずれ（6) 知覚の選択性

(7)社会的認知

〈参考〉ブルーナーの実験

課題

1.知覚について学んだことを200字以上でまとめなさい。

2. 知覚について学んだことで疑問点や質問を 2つ以上蓄きなさい

② 第8回授業（後半授業例）

第 8回『心理測定』の授業についてアウトラインを表3に示し、内容について

説明する。第8回『心理測定』では、心理テストを行い、その結果を記入するこ

とを課題とした。

心理テストを購入し、心理テストを行なってみる。さらにその結果をもとに、

解説を見ながら自分自身を自己分析するというものである。

解説では、 1. 回答例：課題 1~4の回答例、 2. スコアの見方の注意点、 3. 

資料、参考資料の添付、 4. 主要資料のまとめを行なった。各自が課題を行いな

がら、心理テストを理解し、自己分析を行った。このような実践的な課題を通し

て理解不足のための臨床的な問題が起こらないよう、心理テストの選定を考慮し、

心理テストのスコアの見方の注意点などを丁寧に伝えるように心がけた。
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表 2-2 第8回授業アウトライン

心理テスト概説

解説

1. 回答例：課題 1~4の回答例をしめす。

1 2. スコアの見方の注意点

3. 資料、参考資料の添付

4. 主要資料のまとめ

課題

1. 心理テストの結果の点数を記人してください。

2 2. 一番高かった項目と点数を記人してください。

3. 資料をみて、自分の特徴についてわかったことを書いてください。

4. 心理テストを行なって気がついた自分の特徴を書きなさい。

質問事項をうけつける旨を明記

(3)遠隔授業のためにエ夫した点

遠隔授業では、教材研究を行い毎回 1回読み切りのテキストを作成した。テキ

スト作成ではわかりやすい解説を書くように心がけた。

前半の第 1回から第6回までは心理学の基礎では、要点をまとめたテキストと

なる資料を教員が作成した。テキスト作成では、 〈考えよう〉 〈調べてみよう〉

などの項目を設け、学んだ知識を整理することができるようにエ夫した。またテ

キストの最後には、おまけや関連の参考資料、読み物、挨拶などを加え、興味を

もって読みやすいようなものになるように努めた。課題では、疑問点や質問を書

くように促し、学んだことの理解度を確認した。

後半の 8回から13回では、具体的な事例を挙げながら、実践的な学びとなるよ

う考慮した。課題に調べてまとめるものや、実際に行なって分析するものなど理

解と応用の組み込まれた学びとなるようにした。課題完成のために、資料の精読

やレポート作成の技術を必要とした。そのため、論文を読み解く力や、レポート

を作成する力がつくように教材を工夫した。レポート作成のためには、模範レポー

トや、レポート作成のための解説を加え、苦手意識なくレポートを書くことがで

きるように促した。
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2. 問題と目的

「心理学概説」の講義の達成目標は、心理学の成り立ち、人の心の基本的な仕

組み及び働きを学ぶことである。この講義を通して、心理学の理論と実際を学ぶ。

講義では、専門的な学びとあわせて講義内容を自分の身近な問題として考察でき

るように工夫している。

「心理学概説」では、心理学への関心をもち、心理学の知識を日常生活や専門

的な場面で役立てたいと願い受講している受講生の割合も多い。授業に対する満

足度では、総合的な満足度で「満足」 64.9%、「おおむね満足」 16.2％の評価を

得ており、受講生の満足度の高い講義であることがうかがえる。これにより、講

師の授業達成目標と受講生のニーズは合致している授業であると考えられる。

遠隔授業「心理学概説」を実施したことを通して、著者は、教材作成、授業の

構成、教授方法において、現時点でのできるかぎりの工夫を行なった。しかし、

学生にとっては、不便や不都合、学びにくさなどがあることが考えられる。遠隔

授業「心理学概説」の教育実践を振返ることで、さらに発展的な授業を行なうた

めの要素を発見できるのではないかと考えられる。

そこで、本研究では、受講生の視点から「心理学概説」の遠隔授業の良かった

点、問題点を調査する。考察では、遠隔授業の実践から得られた教育実践におけ

る重要な点を検討する。

3. 調査

本章においては、「心理学概説」の遠隔授業に関する調査を行なう。調査結果

をもとに、遠隔授業の実践から得られる教育実践における重要な点を検討する。

(1) 目的

「心理学概説」の授業において遠隔授業の良かった点、問題点を調査する。
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(2)方法

調査対象者： x大学Y年度「心理学概説」履修生 28名

（履修生数103名中回収28名 回収率 27.2%)

28名（男性14名、女性14名）

2年生12名、 3年生11名、 4年生5名

調杏方法 ：記述式質問紙調査 質問項目は、「遠隔授業の良かった点」「遠隔授

業の問題点」分析方法： KJ法による分析 カテゴリー分類

(3)結果と考察

3 - 1 遠隔授業の良かった点

（1) 結果

遠隔授業の良かった点（複数解答数字単位 名）については、 4つのカテゴ

リーに分類することができた。カテゴリー名はそれぞれ『学びの深まり』『教材

の重要性』『通学しない利点』『遠隔授業による利点』であった。それぞれを小力

テゴリーに分類した。結果について、表3-1にまとめた。表3-1-1～表3-

1-4は回答の記述を抜粋し記した。

表3- 1 調査結果：遠隔授業の良かった点（数字延べ数単位名）

学びの深まり 20 通学しない利点 6 

(l)自分のペース ， (l)感染回避 4 

1 (2)自主性 5 3 (2)時間の有効活用 2 

(3)資料の読み返し 5 
(4)集中 1 

教材の重要性 ， 遠隔授業による利点 2 

2 (l)わかりやすい教材 5 4 (l)忘れ物をしない 1 

(2)課題の効果 4 (2)先生方と連絡をとりやすい 1 
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表 3-1 -1 良かった点（抜粋） （カテゴリー： 『学びの深まり』）

0 対面授業では、時間内に提出用のレポートを書けないことが多いので自

分のペースを守りながら自分の都合の良い時間にできたこと。

〇 レジュメを読み、自分で調べて課題を提出するため、ただ聞くだけの講

義形式に比べ、身についた。

〇 自分で調べて課題を記入するために資料をしっかり読み込まねばならず、

話を聞いているよりも難しく感じる時もあったが能動的な学習になったと

思う。

〇 授業をいつでも見られるので復習がとてもやりやすかった。

〇 他者に気をつかうこともなく、気をとられることもなかったので、とて

も集中できた。好きな場所で学べるので、自分が集中できる環境で学べて

よかった。

表 3-1-2 良かった点（抜粋） （カテゴリー： 『教材のわかりやすさ』）

〇 毎週送ってくださる課題が明確にされていてわかりやすかったです。ま

た授業内容も面白く、対面だったらもっと面白かっただろうなと思いまし

た。

0 Word文書での遠隔授業であったが、文面も具体例が多く、非常にわかり

やすいものであった。

〇 学んだことで疑問点や質問を考える、という課題のおかげで、更に学び

が深まった。

〇 課題が適量で、期限も一週間あってよかった。

表 3-1-3 良かった点（抜粋） （カテゴリー： 『通学しない利点』）

〇感染症の危険が無い点

〇家から出ずに授業に参加できるのはいいと思った。県外勢にはうれしい。

〇通学時間がなくなりその時間を有効活用できる点

表 3-1-4 良かった点（抜粋） （カテゴリー： 『遠隔授業による利点』）

〇 忘れ物をしない点

〇 質問などできるように先生方のメールアドレス一覧を用謡してくれたこ

とが助かった。
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(2) 考察

3 -1 -1 学びの深まり

遠隔授業の良かった点として第 1のカテゴリーに『学びの深まり』が挙げられ

た。「レジュメを読み、自分で調べて課題を提出するため、ただ聞くだけの講義

形式に比べ、身についた。」「授業をいつでも見られるので復習がとてもやりやす

かった。」「..・話を聞いているよりも難しく感じる時もあったが能動的な学習

になったと思う。」のような記述があった。遠隔授業という中で、自主性を高め、

能動的な学習の実現ができたと考えられた。

3-1-2 教材のわかりやすさ

教材のわかりやすさにおいては「・・・文面も具体例が多く、非常にわかりや

すいものであった。」「・・・授業内容も面白く、対面だったらもっと面白かった

だろうなと思いました。」との記述があった。また課題については「課題が適量

で、期限も一週間あってよかった。」との記述があった。

わかること、面白く学べること、そして課題の明確さや量が適量であることの

重要性が考えられた。

3-1-3 通学しない利点

「感染症の危険が無い点」などの記述があり、通学による感染の回避、通学時

間のないことによる時間の有効活用が挙げられた。遠隔授業の実施により、学校

に集まらないこと、通学によって人と接触しないことが実現でき、感染回避をす

ることができた。

3-1-4 遠隔授業による利点

「忘れ物をしない点」「先生方のメールアドレスが得られた点」が挙げられた。

とくに先生方のメールアドレスを得たことにより、先生と個人的に連絡をとる機

会は対面に比べて増えた学生がいたと考えられる。メール等による方法の方が、

先生とコミュニケーションをとりやすい学生が一定数いることが考えられた。遠

隔授業を行うことにより、先生とのコミュニケーションをよく取り，学びを深め

ることができるという利点もあったことがうかがえた。メール等による連絡がH
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常的である、いわゆるデジタルネイティブ世代だからこその利点というべきであ

ろう。

3-2 遠隔授業の問題点

(1) 結果

遠隔授業の問題点（複数解答数字単位 名）については、 3つのカテゴリー

に分類することができた。カテゴリー名はそれぞれ『コミュニケーションの必要

性』『遠隔システムの問題』『問題点なし』であった。それぞれを小カテゴリーに

分類した。結果について、表3-2にまとめた。表 3-2-1～表 3ー 2-3は

回答の記述を抜粋し記した。

表 3-2 調査結果：遠隔授業の問題点（いやだった点、困った点） （数字延べ数単位 名）

コミュニケーションの必要性 16 問題点なし 4 

(1)質問や補足説明の必要性 11 

1 (2)文字資料の限界 2 3 
(3)意欲喪失 2 
(4)友達の存在 1 

遠隔システムの問題 14 
(l)機器の操作 ， 

2 (2)課題提出の日程管理 2 

(3)提出期限 2 
(4)画像状態 1 
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表 3-2-1問題点（抜粋） （カテゴリー： 『コミュニケーションの必要性』）

〇 去年の対面授業時は前回の授業の質問の回答や復習を行っていたが、遠

隔授業では質問の回答が少なかったと感じました。遠隔授業のため難しい

ですがあればより良かったと感じました。

〇 先生とのコミュニケーションが取れないことは残念だと思った。

〇 文字だけではわかりにくいところがあり、対面で説明を聞きたかったと

思った。

〇 文字だけでの授業だっため、自分自身、授業内容をあまり理解できてい

ない気がした。

YouTubeなどの動画配信サイト・アプリを使って授業をおこなっている先

生もいらっしゃって、動画での授業の方が理解しやすかった。

0 対面でないためどうしても意欲がかけてしまい「学ぶく課題をこなす」

になりがちだった。

0 対面授業だと知り合いが一緒だったり、友達ができたりして、何か聞く

ことができたりしたかもしれませんが、遠隔授業なので、誰が受講してい

るかもわからないし、友達もできず、少し気になることができて誰かに聞

きたくても聞けないのが困りました。

表 3-2-2 問題点（抜粋） （カテゴリー： 『遠隔システムの問題』）

0 パソコンがないとすごく不便だった。 4人兄弟で全員が遠隔授業となり

パソコンの取り合いになり課題に取り組む時間がかぎられていたが、他の

教科も課題がでるため大変だった。

0 バソコンなどの機器のトラブルが起こる。

0 メールで課題を送信していた際にネット環境の影響かメールの送信がちゃ

んとできていないことがあり、その点が困った。

〇 提出期限を意識していないと簡単に課題を出し損ねることにもつながり

かねない。

表3-2-3 問題点（抜粋） （カテゴリー： 『問題点なし』）

〇 ありません。

〇 遠隔授業の問題点に関しては特に何も感じなかった。
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(2) 考察

3-2-1 コミュニケーションの必要性

質問への即時の回答や補足説明ができない点が問題点として挙げられていた。

とくに「対面でないためどうしても意欲がかけてしまい「学ぶく課題をこなす」

になりがちだった。」では、対面によって学習意欲が増すことがうかがえた。さ

らに、「・..動画での授業の方が理解しやすかった。」のように「文字よりも動

画」、「動両よりも対面」のように、理解度や学習意欲が増すことが考えられた。

また、「遠隔授業なので、誰が受講しているかもわからないし、友達もできず・・

・」より、学生と先生のコミュニケーションに加えて、学びにおける学生同士の

コミュニケーションの重要性も考えられた。授業が出会いの場、学生同士の教え

合いの場として重要な役割を果たしていることがうかがえた。

3-2-2 遠隔システムの問題

パソコンなどの機器のトラブル、ネット環境についてオンライン・オンデマン

ド講義の導入においては十分な準備が必要であることを再認識した。「4人兄弟

で全員が遠隔授業となりパソコンの取り合いになり」に見られるように 1人1台

のパソコン機器の準備が必要である。その他、課題が送信できないことがあるな

どのシステム上の問題や対面でないため課題提出忘れなどが挙げられた。

3-2-3 問題点なし

28名中 4名が問題点を感じず、授業に取り組むことが出来たと回答した。遠隔

授業に柔軟に対応でき、学びを深められたということであろうか。または、対面

授業で直接講義を受けることと、遠隔授業で講義を受けることとの間に、元々感

覚的差異すら無い人が一定数いるということであろうか。遠隔授業で現場全体が

疲弊気味であることはかくしきれないので、思いやりの心で多少の問題点はあげ

なかったということも考えられる。大きな問題点があれば書くであろうことから、

「問題点なし」との回答から、どのような環境あれ一定以上の学びの質を保つこ

とができるという積極的な結果を得ることができた。
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4.考察

調査結果より、受講生の視点から遠隔授業の良かった点は。カテゴリー『学び

の深まり』『教材の重要性』『通学しない利点』『遠隔授業による利点』に分類す

ることができた。遠隔授業の問題点は、『コミュニケーションの必要性』『遠隔シ

ステムの問題』『問題点なし』に分類することができた。各カテゴリーを検討し、

遠隔授業「心理学概説」より教育実践として「学びを深める」ことと「コミュニ

ケーション」の重要性が再確認できた。

そこで考察では、第 1に「学びの深まり」に関連して、わかる感覚という概念

を中心に考察し、第2に「コミュニケーション」に関連して、学生と教員のコミュ

ニケーションの場合と学生同士のコミュニケーションの場合とに分類して考察す

る。

(1) 「わかる」感覚

講義内容が「わかる」ことによって講義を「面白い」と感じることを、私たち

はこれまでに体験している。わからない講義は「つまらない」講義と感じたこと

も事実である。心理学概説は心理学を学び始めた学生が多く履修する。初めて心

理学を学ぶ学生を対象とする科目のため、特に「わかる」部分が増えていくこと

が重要である。そのため、対面であるか遠隔であるかにかかわらず、元来「わか

る感覚」を味わえる授業にするための工夫が必要であった。

対面の授業では、教員が一方的な講義を行い、「わからせてしまう」という点

がある。学生はこのようなトーク中心の講義によって「わかった気」になる。そ

の結果、対面の講義では「講義を聴くとわかった気になるが、あとで復習すると

わかっていないことに気づく」ことがよくある。講義形式としては、対面の形式

が最も「わかる」ものと学生に認知されており、ついで動画の形式が資料を読む

形式よりも「わかる」と回答されている。実はこれは「わかった気になる」順番

といったほうが真実に近いのではないだろうか。ただ「わかった気になる」から

講義を面白いと感じることは否定されるべきかというと必ずしもそうではない。

「わかった」から面白いと感じるほうが学生にとっては良いには違いないが、「わ

かった気になる」ことで、さらに学習を重ねていき、最終的に「わかる」ところ
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へ移行していくことはしばしばある。入り口が若干遠いというだけで、方向は間

違っていない。

以上のことをふまえて、遠隔授業での「わかる」感覚について考えてみる。質

問紙の結果には、遠隔授業の良かった点として「文面も具体例が多く、非常にわ

かりやすいものであった。」との記述が挙げられていた。このことから遠隔授業

であるため、教材のわかりやすさがことさらに「わかる」感覚の後押しに重要で

あることが考えられた。対面でのトーク中心の講義に代替する「わかりやすい教

材」は、遠隔授業における「わかる」感覚を得るために必須であり、それが学生

の学ぶ姿勢を後押しする。

遠隔授業には、学生の学ぶ姿勢がこれまで以上に必要である。そして、わかっ

た感覚を読むという行動を通して得る。遠隔授業の資料を読む講義では、そのよ

うにして講義を受けるうちに読んで理解する力を増進していく。遠隔授業の良よ

かった点として「自分のペースを守りながら」「能動的な学習になった。」「身に

付いた」のような記述があったことは、読んで理解する力が増進したことの説明

となっていると考えられる。つまり、遠隔授業「心理学概説」は、学生の「わか

る」感覚をベースとした積極的な学ぶ姿勢があってこその「わかる」講義の実現

であったと考えられる。

(2)学生と教員のコミュニケーション

遠隔授業を行うことで、対面授業での学生と教員のコミュニケーションの必要

性が再認識された。

遠隔授業の問題点として「質問の回答や復習が少なかった」との記述から、授

業の中での質問への回答や補足説明を求めていることが考えられた。また「対面

で説明を聞きたかった」という記述から、対面の中で生み出される対話の中での

説明の重要性が考えられた。

講義直後になされる質問により「わかったという感覚」を得ることができる。

また、質問をして自分にとって勉強になる答えがかえってくることを通して「こ

の先生にこれからもいろいろ質問してみよう」という勇気を得るためには、質問

は十分な効果がある。さらに、質問をすることで、講義に積極的に参加している

感覚や、学びが進んでいるという安心感をも得ることができるのではないだろう
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か。

ところで、質問をすることに関連して、心理学概説の対面の講義では、最後に

質疑応答の時間を設けている。通常の対面授業では約100名の履修生のうち、数

名の方からの質問がある。また、全講義15回のうち中間と終盤の 2回の講義のそ

れぞれ30分くらいを用いて、質疑応答専用の時間を設けている。例えば全講義の

うちの中間の 1回目の質疑応答では、学生は前半6回分の講義を復習して、質問

点や疑問点をよく考えて記述して提出する。その質問の山に対して、質疑応答の

時間に教員は時間のゆるす限り答えていく。学生がよく学んで提出した質問の中

には、講義の的を得た質問や、質問を一緒に考えることによって学びが深まる、

まさに「良い質問」が多くある。教員がうなる質問が出されたときには、臨場感

のある良質の学びをすることができる。教員が困っている姿は学生にとっては刺

激的であり、学びを深めるきっかけにもなる。緊張感のある学びの場ということ

ができる。このような臨場感緊張感、わくわく感は対面授業でこそ得られるも

のである。

心理学では「聴く」ことを重視する。「聴く」とは傾聴ともいわれ、全身全霊

を使ってその人の言葉や非言語を聞き取ることが求められる。とくに言葉になら

ない非言語を聴くという訓練を行い、 H常では聞き取れないことばを聴いていく。

ロジャーズ (1961) は、「クラインエントは相手が自分の感情に受容的に傾聴し

ていることに気づくにつれて、少しずつ自分自身に耳を傾けるようになっていく。

彼は自分の中から伝えられるものを受け取り始める（ロジャーズ， 1961, p62)」

と記している。クライエントは、聴いてもらうことを通して、クライエント自身

が自分を傾聴することを学び、自分自身を受容することを学んでいくのである。

心理学の授業では、心理学を題材にしながら同時に「聴く」訓練をも行なって

いるといっても過言ではない。講義を通して教員も学生も傾聴の訓練をうけてい

るかのようである。教員にとっては、講義をしながら学生の態度やしぐさ、表惰

から学生の言葉を聴く訓練をし、それに応答して講義を行なう。学生もまた、講

義を聴き、教員の言葉とともに、言葉ではない言葉である態度やしぐさ、表情な

どを聴いて、講義内容を学びとっているのではないだろうか。その中には、さき

ほど述べた「わかる感覚」にあわせて、安心感、臨場感、緊張感など様々な感情

的な感覚も含まれている。
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「聴く」ことには、感情を聴くことも含まれる。感情を聴くことは傾聴では重

視される。そのため、感梢的な感覚を感じ合うことはきわめて重要なことである

といえる。ロージャーズ (1942)はカウンセリングにおいて習得するのがもっと

も難しいスキルとして 「表現されている感情に注意を払いながら応答する技術

（ロジャーズ， 1942, p121）」を挙げている。

コロナ禍により、音楽、演劇、スポーツなどの分野において、多くの「無観客

公演」や「オンライン配信」がなされるようになった。それに伴い、高名な音楽

家、俳優、選手などのインタビュー記事も目につく。空間を客と共有している場

合と無観客の場合との相違点について、彼らは異口同音に大きな差があると語っ

ている。客の歓声、拍手、それがないとしても単なる笑顔、視線、息づかいだけ

でも同じ空間に在れば、パフォーマンスはその客たちに向けられる。客たちは、

彼らのエネルギーやメッセージをわざわざこの場まで足を運んで受け取りに来た

から今こそ受け取ろうという温かい意志力を発している。こうした同じ空間に在

る観客に向けられるからこそ、音楽家、俳優、選手などのパフォーマンスの質も

量も増幅されるのである。同様に、教室における教員と学生たちも、場を共有す

ることでこそ学びの質や量が増幅すると考えられる。新しい知への貪欲性、「わ

かった」という楽しさ、質問の雨により引き出されていく知識や理論の躍動感と

いったものは、場の共有によってこそ得られるものである。遠隔授業に様々なメ

リットがあることを考慮しても、やはり学びにおいて教員と学生との直接的なコ

ミュニケーションに勝るものはないのではないか。

そもそも、学生は教員との対面のコミュニケーションに何を求めているのであ

ろうか。「コミュニケーションが取れないことは残念だ」「対面でないとどうして

も意欲がかけてしまい」とあるように、対面だからこそ体得できる先述の学びの

エネルギーのようなものの存在を学生たちも気付いているのではないかと考えら

れた。教員も、学生とコミュニケーションが取れないことが残念であり、対面で

ないとどうしても意欲がかけてしまうことがあった。学生と教員の対面での対話

から生まれる学びの楽しさ、うれしさなどのエネルギーの体得、または相互のエ

ネルギーの補完は空間の共有にあるのではないだろうか。
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(3)学生同士のコミュニケーション

「対面授業だと知り合いが一緒だったり」という記述にあるように、対面授業

の果たす役割として、友達と一緒に学ぶ場を提供することが挙げられる。友達と

一緒に学ぶ事の効果は教え合いや励まし合いができることである。そして何より

も楽しい。学友がいることは学びを促進する効果がある。また「友達ができたり」

の記述から、授業は友達づくりの場としての役割も果たしている。とくに、心理

学概説は、 2年生になり，心理学専攻科日を学びは始めるときに履修する講義で

ある。心理学概説の講義の場が、これから心理学を学ぼうとするものたちの出会

いの場であることがわかる。

たとい知り合いでなく同じ教室にいるだけの、パターソン (2013)の言う「焦

点の定まらない相互作用」であっても、授業は大切な学生同士のコミュニケーショ

ンの場所である。つまり例えば、教員の解答に満足したときに、知らない学生同

士で目が合い、つい微笑みを交わしたりするだけの小さい非言語コミュニケーショ

ンであっても、教室という同じ空間を共有することで学生にとって相互に無形の

効用が生じる。まして、講義のあと「あの質問は自分もしたかった」といった話

ができれば、その交流は学習上も精神安定上もどれほど有益であり、かつ楽しい

ことか。雑談ができにくい遠隔授業では、どんなに質の高い教材を作り上げて提

供しても、場の共有をしていれば容易であったこのようなコミュニケーションや

出会いを根こそぎ不可能にしてしまっているのである。些細なことのように見え

て、それこそが若い伸び盛りの知性に何より必要なものだったのかもしれない。

学生同士の出会いを、コロナ禍の遠隔授業は失わせた。教員は何によってそれを

代替させられるのか現状では見当もつかない。これについては今後の課題とした

しヽ。

教員にとっての学生との出会いの場は、学生にとっては、教員と友達との出会

いの場であった。教員にとっての教える場は、学生にとっての学ぶ場、教え合い

の場であることが考えられた。学生同士の教え合いが盛んである授業はいかに活

気のあるものであろうか。学生同上が出会い、学生同上が教え合う場としての、

講義の場を再確認することができた。

-87-



四国学院大学『論集』 160号 2021年3月

おわりに

遠隔授業「心理学概説」の教育実践により、わかる感覚とコミュニケーション

の重要性が再認識された。学生がわかる感覚を得るためには、教員の工夫された

授業とともに、学生の積極性が必要であることが示唆された。コミュニケーショ

ンの重要性として学生と教員のコミュニケーションでは、対面授業において学ぶ

エネルギーのやりとりがあることが考えられた。また、学生同士のコミュニケー

ションでは講義が出会いの場、教え合いの場となっていることが考えられた。

遠隔授業の実践により、対面授業の重要な要素を再確認することができた。対

面授業が再開されたのちは、対面授業を行なうことができる喜びとともに、これ

らの利点を心にとめながら学びを深めていきたい。

調査に協力してくださった受講生の皆様に感謝の意を表します。
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