
 

Instructions for use

Title 高齢者の不満・要望の表出とその解決・処理方法の法社会学的分析 : エイジズムの視点から

Author(s) 田澤, 克之

Citation 北大法学研究科ジュニア・リサーチ・ジャーナル, 13, 205-238

Issue Date 2007-02-28

Doc URL http://hdl.handle.net/2115/34948

Type bulletin (article)

File Information No.13_2006_p205-238.pdf

Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers : HUSCAP

https://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/about.en.jsp


高齢者の不i骨要望の表出とその解恥鑑理方詰(J)法社会学的分軒

~エイジズムの視点から~

日次

た ざわかつ ゆき

回滞克之

第寧問題提起…“…“…“………υ…“…“…υ …“…“ 207

第一節はじめに…...・H ・..…...・H ・..……...・H ・..….........…….........…… 207

第二鋪I 介護保険制度下における苦情ー問題処理の現状 “日い…“・ 207

第三節分析の視点 ................................................................‘ 208 

第四節調査対象............................・...・e・-……............................208

第二議エイジズムとレイベワング議・…“……......…“・・ぃ… M ・208

第恥節 レイベワング重量とは 日..................................................‘ 208

第二節エイジズムとは・......................................・e・...・.....………… 209

第三節施設内におけるエイジズム …………………...・M ・..……...・M ・..… 210

第“攻介護綾員の持つエイジズム 日日… H ・・ H ….........… e ・210

第三袋 入所者自身』こよるよ乙イジズム ….....・M ・-…....・M ・....・H ・..........211 

第三;項 家主主によるエイジズム ………...・M ・..…。M ・M ・..……令H ・M ・..…… 212

第四節エイジズムとレイベワング論の関係 …...........................・ 212

第三章 不満・重要望の表Hl及び紛争処理過程の一般理論 …........……… 214 

第題意入所者・家篠の不満・要望の表出過程 ……....・M ・-….....……… 215

第ふ節義理の観念について…日日日…日日日…日日日…“… 215 

第二節 不満・主要望の表/11過程 ….................................................. 216 

第三節施殺内規範について ……......……………………………………… 218 

第四節不満や要望表出の抑制について日日日.........・日日日日‘ 219

第一環施設が「義理」の関係で入所者・家族も「義醇Jの関係 … υ222 

第二察 施設が「義理」の関係で入所者 B 家族が「契約」の関係 …・・ 223

第ニ攻施設が「契約Jの関係で入所者・家族も「契約Jの関係 M ・223

第四項 施設が「契約Jの関係で入所者・家族が「義弾Jの関係 …・・ 223

第五重苦紛争処理過程 …………..+.....・ψM・M ・-…………… φ・......……・ 224

第ふ節紛争処理過程の概観…“….........…“......日日日日日・ 224

205 



広鴻

第三節紛争処理過程における間難…....・H ・....…e・e・....・H ・....・H ・....・H ・226

第六章 まとめと援繋 ・・いい…・・….........…・““一・・“““・ 229



第一章問題提起

第ー節はじめに

高齢者の置かれている現状を考えてみると、企

業の経営者、政治家など一部には社会の中心にい

る者もいるものの、大部分の者は、定年退職後は

非生産者として社会の端に追いやられている1。こ

の現状に対して、多くの論者が、定年制度の柔軟

化などにより、現状の改善の余地があることを主

張している。しかし、人は加齢により、いつかは

働けなくなったり、満足に体を動かせなくなった

りするのであり、いつかは杜会の端に追いやられ

ることになるのである。では、本論文において杜

会の端に追いやられている高齢者を中心に置く意

義はどこにあるのか。多くの高齢者が権利侵害等

に晒されるにも関わらずその救済が満足になされ

ていないように感じられるというのが第一の理由

である。しかし、その射程は高齢者に限定される

わけではない。ロパート・パトラーは、 「一つの

年齢グループに影響を与える事柄は、他の年齢グ

ループにも影響を与える」と述べている o すなわ

ち、高齢者、特に施設で暮らす高齢者という社会

の端に追いやられた人たちを研究しその問題を明

らかにすることによって、同時に他の社会的弱者

も共有している問題を見つけることができるので

ある。

第二節 介瞳保険制度下におげる苦情・聞圃処理

の現状

1999年に始まった介護保険制度では、 「措置か

ら契約へ」というキャッチフレーズに象徴される

ように、利用者は権利の主体として位置付けられ

るようになった。措置制度の下では、 「行政から

の恩恵的な施策という心理的抵抗感がぬぐい難い

面があった」が、 「介護保険制度下では権利とし

て、適切な介護サーピスを選択して受けることが

できる」ようになったのである(厚生白書平成12

年)。つまり、サービス内容を自ら状況に応じて自

由に決めることができるようになり、選択したサ

ーピスを提供する事業者も利用者自身で遷択でき
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るようになったのである。

その一方で、介護保険制度により、介護提供契

約サーピスの問題や介護保険料の負担の問題、介

護認定の問題、介護契約履行等の問題が生じてい

ること、さらにそれらの問題が裁判や困民保険連

合会等の制度を通してなかなか解決されていない

ことは多くの識者によって指摘されている九それ

らの問題の解決は、介護保険制度の充実を図る上

で避けて通れない問題である。

しかし、本論文は、以上のような問題ではなく、

介護保険制度下における苦情・問題処理の現状に

焦点を合わせることにする。すなわち、介護保険

制度で利用者の法的位置付けが変わったことによ

り、利用者の介護サーピスに対する不満・要望の

表出、及ぴそれに続く紛争解決過程にどのような

変化が生じたか、逆に介護サーピス提供者には、

利用者との関係でどのような変化が生じたのかを

論じていくことにする。

法行動の前提となる不満・要望の表出を考えて

みたとき、虐待という極端な例を採ってみても、

なかなかそれがなされていない。高齢者処遇研究

会が行った「特別養護老人ホームにおける高齢者

虐待に関する実態と意識調査」によれば、約 3割

の施設で虐待が行われており、そのうちの約4割

は施設の職員によって行われている。しかし、そ

れらの数値に対して明らかになった虐待は、新聞

の記事を検索する限り圧倒的に少ないのである九

この事実から推測するに、入所者・家族の不満や

要望の表出は全体的に抑圧されており、虐待の場

合と同様に、ケアサーピスの適切な履行など他の

側面においても、不満・要望の表出がなされてい

ないという事態が生じている可能性が考えられる

のである。

本論文の一つ日の目的は、以上の問題を表面化

させるために、介護保険利用者の不満・要望の表

出の過程を明らかにすることである。もっとも、

介護保険の全ての制度を対象とする能力を私が持

ち合わせていないことから、特別養護老人ホーム

に焦点を合わせることにする。また、二つ日の目

的として、それらの不満・要望が表出された場合、

207 



北大法学研究科ジュニア・'}サーチ・ジャーナル軒。132IJ師

どのように解決・処理されるのかを解明すること

にする。不満・要望が表出された場合、それは施

設内で解決・処理されるのか、あるいは国民健康

保険連合会のような外部の機関に持ち出されるの

か、どのような経路を経ることにより問題が解決

されていくのかを明らかにする。さらに、三つ日

の目的として、それらの過程でどのような規定因

子が存在しているのかを明らかにする。

第三節分析の視点

次章以下では、不満・要望の表出、紛争の発生、

解決・処理という過程で、入所者や家族、介護職

員それぞれがどのような要因によって影響を受け、

その影響がどのように彼ら/彼女らに影響を与え

るのかを考察していく。そのとき、不満・要望の

表出から紛争の過程については、フェルステイナ

ーと和田安弘の枠組みを用いることによって、ま

た、それぞれの過程における影響を考察する際に

はエイジズム及びレイペリング論の視点を用いる

ことにする。

7ェルスティナーの紛争発生の理論枠組みにお

いては、侵害の認知あるいは紛争の発生は様々な

要因に左右されることが明らかにされている。施

設内においても、入所者がどのような不満を持っ

か等は、入所者を取り巻く環境に大きく左右され

ていることから、その視点は、入所者の侵害認知

及び紛争の発生を解明する上で大きな寄与をする

ことができる。また、和田の紛争処理過程の理論

枠組みは、フェJレスティナーの理論枠組みの延長

線上に位置付けられていることから、紛争発生ま

での段階でフェルスティナーの理論を用いたとき、

それとの整合性の高い理論であるのである。

また、エイジズムという視点が有用なのは、高

齢者、特に特別養護老人ホームの入所者が、不満

や要望を表出きせようとしたり紛争を処理しよう

としたりする場合には、高齢でない人々が同じこ

とを試みる場合と比べて異なった反応が予想され

るからである。つまり、入所者が不満や要望を表

出させた場合に介護職員がどのような反応をする

か、紛争を処理しようとするときに周りの家族や介
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護職員等の協力を得られる否かに、入所者や家族、

介護職員がそれぞれ持っている高齢者像が影響す

ると考えられるのである。そのとき、各々が持っ

ている高齢者像が、入所者の行動を適否を判断す

る基準となることから、レイペリング論を導入す

ることが重要となる。つまり、レイペリング論を

導入すれば、各々の抱いている高齢者像から入所

者が逸脱した場合の、各人の反応を鮮やかに描き

出すことができるのである。

第四節調査対象

今回の修士論文執筆のために以下の方々から話

を伺った，但し、介護職員及び施設ボランティア

の方については、匿名を条件に話を伺ったことか

ら名前を伏せさせていただくことにする。

-佐藤憲一(弁護士、道南法律事務所、 2005年11

月28日)

-鈴村美和(医療ソーシヤJレワーカー、 2005年10

月13日)

-永音大洋(介護施設経営者、 2∞5年10月30日)

・6名の介護職員の方 (2005年10月初、 28日、 11

月1、2、9、10日)

・1名の施設ボランティアの方(却05年11月29日)

第二軍 エイジズムとレイペリング幽

第一節 レイペリング酋とは

レイペリング論とは、 「行為者と逸脱カテゴリ

ー付与者との相互作用の発展的過程のなかで、逸

脱の形成のメカニズムとその意図せぬ結果を認識

しようとするものであるJ'，レイペリング論以前

の伝統的逸脱理論においては、 「逸脱者本人に照

準し、逸脱者側の作用=逸脱行為の原因を探求す

るという、逸脱原因論が主たる問題関心であった」

が、レイペリング論は「逸脱(者)に内的な逸脱

的属性を見出すのではなく、ある行為(者)を逸

脱{者)と規定する社会の側の定義過程=社会的反作

用に視点を移行させ、そうした社会的反作用が逸

脱を固定化・増幅させることを論じた」のである，

そして、本論文との関係では、レイペリング論



の数ある論点の中で、規則の制定及び「逸脱的特

性」と「主位的地位」という点が重要となる。ま

ず、規則の制定については、 「ある集団が社会内

の他集団に対して自分たちの設けた規則を謀そう

とし」、他集団の人々の「意思がどうあれ、またそ

の同意も得ずに、自分たちのもうけた規則を多か

れ少なかれ強制しているJ'という側面が重要であ

る。特別養護老人ホーム内では、入所者の意思に

関わらず、彼ら/彼女らはおむつを交換する時間

平食事をする時間などを強制されているのである。

入所者は、オムツは濡れたときすぐに換えてもら

いたいかもしれないし、少し運くまで起きていた

いかもしれない、あるいは好きなときに入浴した

いかもしれない。しかし、入所者の施設内での行

動は、施設により決められる規則に縛られている

のである。

次に、 「逸脱的特性」についてへ 「一つの逸脱

的特性を所有することは、一つの一般化された象

徴的価値を所有することなのである。このように

して、一つの逸脱的特性の所有者は自動的に、そ

れと密接に関連した望ましからぬ特性をも所有し

ているにちがいない、と予断されるJlOことになる。

また、 「主位的地位」については、ペッカーは以

下のように説明している。

「他の社会と同様われわれの社会でも、いく

つかの地位が他のすべての地位を圧倒し、なん

らかの優先権を有している。人種がその一つで

ある。ニグロ人種に属することは、社会的な集

団の規定として、いかなる状況においてもその

ほかの地位の考慮をすべて無効にしてしまう。

ある人聞が医師、あるいは中産階級の人問、あ

るいはまた女性であったとする。しかし、もし

その人聞が黒人であれば、なによりもまず黒人

として扱われ、そのほかのことはごの次とされ

ることは間違いないJ"。

ペッカーによれば、 「逸脱者という地位」は

「主位的地位」になるという。それらの視点から

考えれば、特別養護老人ホーム内では、食事や入
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浴を時開通りに行わなければ(逸脱)、職員や他の

入所者との人間関係も円滑に行えない者と見倣さ

れることになる(逸脱的特性)。また、その逸脱者

という地位は、たとえその入所者に高い教養があ

るなど尊敬できる部分があったとしても、あくま

でも逸脱者としか見られないことになるのである

(主位的地位)。

逸脱者と判断されれば、 「普通人には聞かれて

いる日常生活のルーテインが逸脱に対して閉ざさ

れる」ことになる。そのとき、 「彼にとって自由

な行動選択のまだ可能な時点で起こったものであ

るならば、逸脱の深化を導くことは」ないが、そ

うでない場合には逸脱集団への加入により逸脱の

増加がもたらされることになるヘ特別養護老人

ホームに当てはめて考えれば、逸脱者と判断され

れば、介護職員から他の入所者が受けているサー

ピスが受けられないことになる。もっとも、その

中においては、逸脱の増加は生じないと考えられ

る。入所者が身体的あるいは精神的に衰えている

者であることを考慮すれば、逸脱集団の形成は困

難であるからである。

以上のような逸脱現象を本論文は rr逸脱とみな

す者』と『みなされる者』、さらに『観客』をも含

む相互作用のドラマとして捉え、さらにそれが社

会生活に及ぽす多様な影響を分析するJI3という視

点から論じていきたい。すなわち、特別養護老人

ホームの職員、入所者、家族の相互行為を分析す

ることにより、施設内における生活を明らかにす

る。また、次節以降に論ずるエイジズムが、入所

者の差別に結び付いていることから、レイペリン

グ論の射程を「社会的差別論」にまで拡大し、

「ラベリングそのものが社会的差別であるという

視点JI4を導入することにする。

第二節ヱイジズムとは

高齢者とはどのような人たちなのだろうか。そ

して、どのような特徴を持っているのだろうか。

現在日本では65歳以上の者を高齢者として考えて

いるが、彼らの精神的肉体的状態は一様ではない。

60代であっても、痴呆が進んでいたり、体が不自
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由であったりして特別養護老人ホームに入所して

いる者がいる一方で、 70ftであっても、趣味キボ

ランティアに熱中する者もいるのである。では、

人々はどのような高齢者像を描いているのだろう

か。それに対し一般の人々は、親戚や近所の住人

として、あるいはテレピキ新聞を通して接するこ

とを通して、それぞれの高齢者像を形成している。

したがって、人々が持つ高齢者像と実際の高齢者

が一致するとは限らないのである。そこで、エイ

ジズム、 「ある年齢集団に対する否定的ないし肯

定的偏見もしくは差別J15という視点を導入するこ

とにする。

ところで、本論文では、特別養護老人ホームに

入所している高齢者に焦点を合わせるが、社会一

般に存在するエイジズムと特別養護老人ホーム内

に存在するエイジズムを比較することにより、後

者の特徴を明らかにすることができると考えられ

る。そこで、それぞれの高齢者の置かれた環境に

注目しながら、それぞれのエイジズムを明らかに

していくことにする。

まず、社会一般に存在するエイジズムについて、

一体どのような特徴があるのだろうか。ここで、

ある年齢集団に対する否定的な偏見あるいは差別

を否定的エイジズム、ある年齢集団における肯定

的な偏見あるいは差別を肯定的エイジズムと定義

することにする。それぞれの特徴について、パル

モアは以下のような特僚を挙げている。

否定的エイジズムー病気、性的不能、醜き、精

神的衰退、精神病、孤独、貧困、軍事の 9つのタ

イプ16

肯定的エイジズムー親切、知恵、頼りになるこ

と、裕福、政治力、自由、永遠の若き、幸せの8

つのタイプn

しかし、それらの特徴の多く、特に否定的エイ

ジズムの特徴は、一部の高齢者にのみ当てはまる

ものの、多くの高齢者はそのような特徴を有して

いない。パJレモア、ロパ』ト・パトラ』鴎の両者と

も、エイジズムによって形成される高齢者像が誤
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ったものであることを指摘し、多くの高齢者は、

元気で、活動的であることを証明しているのであ

る。この人々の抱いている高齢者像と実際の高齢

者像の議離にエイジズムに特有の問題が存するの

である。もっとも、以上のパルモアによるエイジ

ズムは、アメリカ社会の実情を反映したものであ

る。パJレモアも指摘しているように19 還暦や古

希、喜寿などの祝いや敬老の日といった文化伝統

を考えれば、日本はアメリカよりも肯定的なエイ

ジズムが強いと推測することができる。

第三節施殴肉におけるエイジズム

第一項介護職員の持つエイジズム

特別養護老人ホーム内における介護職員の高齢

者に対するエイジズムを組上に載せる場合には、

職員の意識が重要になる。高齢者と接する時聞が

多くかっ密接に関わる者は、そうでない者と比べ

て異なった高齢者像を持つ可能性が高いからであ

る。介護士や看護師など、身体的機能や判断能力

が衰えている高齢者と日常的に接する職業に就い

ている者の中には、カリシュのいう「新エイジズ

ムjを抱いている者がいる場合があるへそのエイ

ジズムは、否定的な特徴を強く有しており、高齢

者を最も能力が劣り、最も健康に恵まれず、最も

敏捷さを欠く者、あるいは機関と組織による援助

を必要とする無力で依存した者といった偏見を有

しており、通常差別に転化するものであるへもっ

とも、カリシュはアメリカ社会を前提にしている

ことから、日本におけるエイジズムは異なってい

ると考えられる。日本の場合を考えてみると、最

近では、特別養護老人ホームで働いている多くの

職員は、高齢者に積極的に関わりたいという意欲

の下に福祉系の大学や専門学校に進んだものが多

くいるという事実がある。すなわち、彼ら/彼女

らの中には、肯定的エイジズムを持っていた者が

多くいるのであるへ

しかし、実際の入所者と介護職員が抱いている

高齢者像との聞には隔たりがある場合がある。つ

まり、入所者が、介護職員がその職に就く前に抱

いていた肯定的エイジズムと一致する高齢者であ



るとは限らないのであるへそのため、介護職員

は、大学や専門学校で行った施設実習のとき、あ

るいは就職後に、今まで有していたエイジズムに

対して疑問を抱くことになりへ一部の者は、カリ

シュの「新エイジズム」を抱くようになるのであ

る。また、対象が認知症の入居者に限定きれるも

のの、 「かわいい」というエイジズムを抱くよう

になることもある

ここで「かわいい」というエイジズムは、詳述

すれば、それは肯定とも否定とも言い難い側面を

持っているように恩われる。高齢者を受け容れる

という意味で肯定的であるが、高齢者を敬えない

という点から否定的であるのである。そのことは、

例えば、しばしば介護職員が入所者の頭を抵抗も

なく撫でることから伺い知ることができる。頭を

撫でるという行為は本来子どもに対して行われる

行為であり、敬老精神とは相容れないが、介護職

員は入所者に対して屈辱を与えようとしているの

ではない。入所者が、暖かい雰囲気の中で過ごせ

るよう努める中で自然と行われるのである。つま

り、この「かわいい」というエイジズムにより、

高齢者を子どもと見倣すことにより、同様に施設

外の高齢者に抱いている肯定的な高齢者像と、施

設内の一部の高齢者像に抱いている否定的な高齢

者像という 2つの高齢者像を整合させているので

ある。多くの人々は、大人であれば許きれないこ

とであっても、子どもであれば暖かく見守ること

ができるのであるへ

以上をまとめれば、施設職員のエイジズムは、

元々持っていたエイジズムと施設で出会った入所

者により、以下の 3つの要素が組み合わさりエイ

ジズムが形成されると考えられる。

① 施設外の高齢者と類似した比較的肯定的な

高齢者像

② カリシュのいう新エイジズムの特徴を有す

る高齢者像

③ 「かわいい」という高齢者像

高齢者の不満・要望の表出とその解決・処理方法の法社会学的分析

以上の要素から形成されるエイジズムは、介護

職員が入所者を含め高齢者一般に対して持つエイ

ジズムである。つまり、後述するように、一部の

入所者を、高齢者としてではなく、②の要素を強

〈持った入所者として捉えることもあるのであ

る。

第二項入所者自身によるエイジズム

介護職員が以上のような高齢者像を入所者に持

っていたのに対して、入所者自身はどのようなア

イデンティティ、つまり高齢者像を持っているの

だろうか。施設に入所することは、自分一人の力

で生きていけなくなること、つまり(自立した)

大人から除外されることを意味している。また、

歴史的に老人ホームに対して否定的なイメージを

持たれているという事実もあるへそのため、入

所は、家族の一員から排除されたことも示すこと

になるへそれらの事実は、入所者のアイデンテ

イティに対してスティグマを与えているのであ

る。

もっとも、入所に伴うステイグマは、時間の経

過と共に薄れ、入所者としての新たな7イデンテ

イテイが形成されることとなる。特別養護老人ホ

ームが、ゴッ 77ンのいう「全制的施設」の特徴

を有していることを考えると、入所者は以下のよ

うな状況にあるのである。

「現代社会における一つの基本的取り決め

曲目alarrangementは、個人は異なる場所で、

異なる参加者たちと、異なる権威に従って、全

面的に首尾一貫したプランもないままに、睡眠

をとり、遊び、仕事をするのが通例である、と

いうことである。全制的施設の中心的特長は、

通常、前記の生活の三領域を区劃する隔壁がな

いことである、といいうる。」その中において

は、 「諸活動の順序全体は、上からの明示的な

形式的規則体系ならびに一団の職員によって押

付けられる」。また、 「様々の強制される活動

は、当該施設の公式目的を果たすように意図的

に設計された単一の首尾一貫したプランにまと
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めあげられている戸。

全制的施設内に入所すれば、それまで持ってい

たアイデンティティは、無力化されることになる

のである竺具体的に、特別養護老人ホームでは、

就寝起床時間や、オム?を換える時問、入浴時間

など多くの行動スケジュールが施設によって決め

られている。また、それぞれの行動の際にも、定

型的なやり方が存在している。例えば、入浴の際

には、ベルトコンベヤー式に脱衣、入浴、着替え

が行われるのである。

もちろん以上の要素がどの程度存在し、それに

よってどの程度影響されるかは施設や個人によっ

て異なる。ゴッフマンのいう「全制的施設」の特

徴を強〈有する施設であっても、必ずしも入所者

のアイデンティティが多く損なわれるわけでない。

そのような施設であっても、入所者の中にはアイ

デンティティを持ち続ける者もいるだろうし、そ

のような特徴が比較的薄いのにも関わらず無力化

される者もいるだろう。

ただし、アイデンティティを無力化された入所

者は、施設に対して従順になる可能性が高いとい

う点を指摘することはできるヘ例えば、入所者の

中には、嫌われることを恐れ、施設職員に嫡ぴた

りするようになる者がいるのである。

以上のことから、入所前のアイデンティテイが

無力化されていない場合には、自分自身に対して

肯定的エイジズムを強く持つこともできるが、無

力化された場合には否定的エイジズムを強く持つ

可能性が高くなることが推測されるのである。す

なわち前者の場合には自分の技能や才能を誇りと

し続けることはできるが、後者の場合には、その

ような誇りを持つことは困難であると考えられる

のである。

第三項家族によるエイジズム

入所者が施設に入所する理由は多様である。一

人暮らしをしていて一人で生活をすることが困難

になったことが入所の契機になったのかもしれな

い。家族と同居していた場合には、家族の手によ
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つては介護が行えなくなったこと、あるいは虐待

されたことが原因で入所に至ったのかもしれな

い。入所者と家族の関係は、その関わり方によっ

て大きく異なることになる。一般的に入所の時間

の経過と家族の入所者への関心の低下が比例する

といえるものの、家族の入所者への関心は強い場

合から弱い場合まで多様である310 また、その関

心の度合いに従い家族は入所者に対して肯定的エ

イジズム、否定的エイジズムを抱いているのであ

る。

もっとも、施設に入った後の入所者は、家族よ

りも介護職員との関係が深くなる。詳しくは後述

することになるが、家族の持つエイジズムは、入

所者よりも介護職員など施設側との関係で重要に

なるヘ入所者の介護に対して不満や要望を持った

場合に、家族としてどのように対処するかが影響

を与えることになるのである。

第四節 エイジズムとレイペリング酋の関係

エイジズムとレイベリング論の接点は、人は社

会を単純化しなければ認識することができず必然

的にレイペリングがなされるという事実、及び高

齢者が産業社会においては非生産者すなわち逸脱

者であるという事実から生じる。そこから、エイ

ジズムに応じてレイペリングがなされることにな

るのである。もっとも、社会一般と特別養護老人

ホームとでは、存在するエイジズムの内容が異な

っており、それぞれエイジズムとレイペリング論

の結び付き方も異なっている部分がある。したが

って、社会一般に存在するエイジズムと、特別養

護老人ホーム内に存在するエイジズムをそれぞれ

別々に論じていくことにする。

まず、社会一般に存在するエイジズムについて、

エイジズムとレイベリング論の結び付きは、 「あ

る人びとや集団が他者(人ぴとや集団を含む)に

より『老人』だとラベルを貼られ、それが原因で

『老人』になってくこと」にありへ以下の図 1の

レイペリング過程を経ることになる。



図1老人化メカニズムu

成人文化

;ょ類型IJ↑ 

図1の過程は、 「成人文化のなかに若者文化と

老人文化を位置付け、老人化の意識や自我意識の

形成」を示しているヘ具体的には、老人と呼ばれ

て気になるが自分では老人だと思っていない状態

(1老人否定型J)から、老人と呼ばれて気になら

ずかっ自分を老人だと思うようになる状態 (1老人

自認型J)へと変化する。そして、 「老人自認型」

の状態になると、 「自我構造では、自分の存在も、

社会的な存在も、家族も、また生活、生きがい」

も低くなり、 「外的ラベリングへの依存、無能力

としての社会的ラベリングに晒され」る可能性が

高くなるのであるお。この過程を通じて「高齢者自

身が受容的に変わっていくとき、まだ元気だと思

っている高齢者自身が[否定的な特徴を持つ1r老
人JJになっていき、アイデンティティの形成が社

会からのレイベリングに依存することになるので

ある。

次に、特別養護老人ホーム内においてのレイペ

リングとエイジズムの結び付きについては、社会

一般の場合と比べていくつかの点で異なっている。

第一に、入所者である高齢者は、自活している高

齢者に比べ、レイペリングに対して弱い状態にあ

るということである。施設に入所している高齢者

は、認知症でなければ体のどこかに不自由な部分

を有している。体が不自由になることが「老人自

認型」への意識になるきっかけであることを考え

高齢者の不満・要望の表出とその解決・処理方法の法社会学的分析

く自我像〉

・生活・生きがい

(生きがい感・生活満足度)

.家族

(孤独ではない、家族に誇り)

・自己

(自己存在満足、能力発揮度)

・社会

(社会的不可欠性、貢献能力)

ると、彼ら/彼女らはもっとも外的レイベリング

に弱い存在である。そのとき、先に示したように

特別養護老人ホームでは、入所者のアイデンテイ

ティが無力化されている可能性もある。そのた

め、入所者は、施設職員や家族の持つエイジズム

に対して抵抗することが困難であり、彼らの抱く

高齢者像を受容しやすい状態にあるのである九

第二に、カリシュの新エイジズムがレイペリン

グされる可能性がある。特別養護老人ホームが、

ゴッ 7~ンのいう「全制的施設」の特徴を有する

ことから、特別養護老人ホーム内では単なる高齢

者とレイベリングきれない入所者が出現すること

になる。

「職員が被収容者[入所者]に対して若干の

人間的処遇の基準を維持することを義務付けら

れているという事実と、彼が被収容者を感情的

に包絡させるに相応しい理性的で責任能力ある

存在だと見倣すようになるという事実を、我々

が綜合するとき、人に関わる仕事にとくに固有

のいくつかの難問がそこで扱われるコンテクス

トが生じることになる。」濁

施設職員は、入所者を一人の人間として捉えよ

うとしても、道具的に扱うことを同時に要請され

ているのである。道具的に扱うことは、同時にそ
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の道具を操作するためのマニュアルの存在、そし

てその前提となる画一性が求められる。そのとき

マニュアル通りに動かない道具に対しては不良品

の熔印が押されることになる。施設内では、道具

がマニュアル通りに動かない場合不良品の熔印が

押されるのと同様に、ケアプラン通りに動かない

入所者には逸脱者としてレイペリングされること

になる。具体的には、施設内では一斉行動が食事

や入浴の際に要請されるが、施設職員が基準とす

るケア計画とマニュアルの通りに入所者が行動し

ない場合には、否定的な特徴を有するカリシュの

新エイジズムがレイペリングされることになるの

である。 したがって、入所者は、社会一般にいる

高齢者、あるいはカリシュのいう新エイジズムの

特徴をもっ高齢者としてレイベリングされること

になる。以下、便宜上、前者を「高齢者」とレイ

ベリングされた者、後者を「入所者」としてレイ

ペリングされた者と呼ぴたい調。

次章以降では、特別養護老人ホーム内では、不

満や要望を介護職員に対して直接申し立てること

が「逸脱的特性」になること、つまり不満等を直

接申し立てる入所者や家族は「入所者」としてレ

イペリングされるため、不満等の表出が抑制され

ることがあることを明らかにするへすなわち、程

度に差はあるものの介護職員の多くが高齢者に対

して慎み深いという肯定的エイジズムを抱いてい

るということを前提とすると、不満や要望を申し

立てる入所者を高齢者からの逸脱者と見倣し「入

所者」とレイペリングすることが考えられるので

あるへそして、レイペリング論治宝社会的差別論へ

とその射程を広げていくことが考えられるのであ

る。

第三章不清・要量の表出及び紛争処理過程のー

般理簡

入所者が、不満干要望を抱き、それを表出させ

解決・処理するまでには、いくつかの段階を経る

ことが必要である。もし一つの段階を乗り越える
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ことができなければ、入所者は、不満・要望が解

決きれないまま、その施設で生活を続けなければ

ならないことになる。本章では、不満・要望の表

出及び紛争処理過程の一般理論を通して、どのよ

うな段階を入所者が乗り越えなければならないの

かを明らかにすることにする。具体的に、本章で

用いる理論について、不満・要望の表出過程はフ

エルスティナーらの理論を参考にする位。また、

紛争の処理解決過程は和田安弘の理論を参考にす

るヘ両者の理論を合わせると、入所者等が抱いた

不満・要望は以下のように解決処理されていくこ

とになる。

① unPIE (損害や被害を引き起こしている経

験をしているが気付いていない)

② PIE (損害や被害を引き起こしている経験

に気付く)

③ grievance 特定の相手によって損害や被害

が引き起こされた侵害であることに気付く)

④ claim (救済要求)

⑤ reiection (c凶皿の一部又は全部を拒否する)

⑥ dispu出(紛争)

⑦ negotiation (当事者交渉)

⑧ mediation (調停)、 arbitration(仲裁)、

litigation (訴訟)など

補足すると、具体的に①から④までの段階は、

フェルスティナーらの造船所の労働者を例に挙げ

ると、労働者の中に体調不良になる者がいるとい

う状況から(①unPIE)、彼の体調不良がアスベス

ト症という病気であるということを認識し(②

PIE)、さらにアスベスト症の責任が雇用者あるい

はアスベストの製造者にあるという考えをいだく

ようになり(③grievance)、雇用者あるいはその

製造者に補償を求める(④claim)という過程であ

る。また、<Vnegotiationの段階は⑧の段階に進ん

だとしても、調停などと並行して紛争が処理解決

されるまで続くことになる。さらに、⑧の段階は、

「当事者が紛争処理を第三者機関(典型的には裁

判所)に委ねたり、その助力を求めたりする」段



階である。本論文では、弁護士等の専門家の関与

を、当事者交渉のときに用いられる当事者を取り

巻く社会集団に特有の規範ではなく、社会一般に

存在する規範によって解決処理の試みられる段階

として捉えることにより、<Vnegotiationではなく

⑧の段階に位置付けることとするヘ

また、上の図で次の段階に進むときには

transformation (変容)が生じる。①が②に進む

ときには気付いていなかった損害に気付く変容

(naming)が、②から③に進むときにはその気付

いた損害が憤りになる変容 (blaming)が、③か

ら④の段階に進むときにはその紛争にその損害が

ある特定の人物等にあると声を上げたり、損害の

責任があると信じ救済を求めたりする変容

(claming)がある。また、⑥から⑦の段階に進

むときには侵害者に紛争の解決のための働きかけ

を続ける変容 (recl副 ming)が、⑦から⑧の段階

に進むときには紛争処理を第三者機関に委ねたり、

助力を求めたりする変容 (re田 rting)がある。

特別養護老人ホーム内で起きる問題も、以上の

ような段階を経て、解決・処理されていくことに

なるだろう。続く第四章と第五章では、本章で明

らかにした理論に沿い、入所者やその家族が持っ

た不満・要望を解決処理するまでの過程で影響す

る要因について論じていきたい。すなわち第四章

では、①~④までの不満・要望の表出過程を取り

上げ、第五章では⑤~③までの解決・処理過程を

取り上げることにする。このことにより、施設か

ら不当な扱いを受けているときには芦を上げるこ

と自体が抑制されていること、また戸を上げ紛争

を生じた後には施設と入所者の関係が変容するこ

とをそれぞれ明らかにすることができるだろう。

ところで、不満・要望の表出から解決処理する

までの過程において、不満や要望を表出させたり、

紛争を解決したりする主体は入所者本人に限定き

れないことを指摘したい。入所者本人が認知症に

より意思表示ができない場合には、家族が入所者

に代わって意思表示をすることが必要である。ま

た、そのとき外見上変化が見られなければ、介護

職員からの協力が必要になる。さらに、家族と入

高齢者の不満・要望の表出とその解決・処理方法の法社会学的分析

所者の関係が疎遠である場合には、介護職員の自

己改革あるいは内部告発による他、介護内容の改

善を期待することはできない。したがって、不満

を表出したり紛争を解決したり主体として、入所

者本人の他、入所者自身に代わる家族や介護職員

を含めることが必要である。もっとも、家族と介

護職員の違いに注意することは必要である。家族

は、入所者の生活歴等を考慮することにより容易

に入所者の立場に立ちものを考えることができる

し、しようとする。他方、介護職員は、入所者に

とって家族のように振舞おうとしても限界がある。

すなわち、入所者の介護状況の改善を試みるとき、

介護職員の内部告発等を動機付けるものは、彼ら

/彼女らの持つ正義感や倫理観によると考えられ

るのである。

第四章入所者.a族の不満・要望の表出過程

第一節麓理の観念について

入所者やその家族が不満や要望を抱いた場合に

存在するその表出を抑制する要因として、様々な

ことが考えられる。入所者や家族の持つ資力や人

的つながりがあれば、法使用の動機付けになり有

利に交渉等を進めて行くことができるだろうへま

た、 「義理」の観念も重要なものとして挙げられ

てきた。例えば、ルース・ベネデイクトが日本人

の行動を理解する上でもっとも重要なものである

として指摘し舗、川島武宜や六本佳平らは、人々の

法使用に影響を与えていると主張している。また、

結論を先に述べれば、私自身も人々の行動を規定

するのに文化的な影響を重視する、すなわち「義

理」の観念が人々の法使用行動を規定するのに重

要であると考えている。そこで、本論文における

「義理」を明らかにすることにする。

源了固によれば「義理Jには、川島武宜が指摘

した条件が満たされれば日本に限らず現われると

いう「普遍的側面」と、中根千枝が指摘した日本

にのみ現われる「特殊的側面J"というこつの側面

があるというへまず、義理の「普遍的側面」は、

「特定の他人との聞に一定の『共同体』的な関係
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を維持し強化するために必要な行為の履行を要求」

する。その「共同体」的な関係の形成のためには、

i継続性、u.生活関係の包摂、出個人の私的支配領

域の弱いこと、もしくは欠けていること、 iv.1人

的な」 “personal" “personlich"な結合関係、 v.

情緒的なemotionalな結合であること、 vL身分階層

的社会性質があることが必要であるへ

次に、 「特殊的側面」について、 IA古切にもの

を与えるという当然の義務がなく、またBにそれ

を受ける当然の権利がなしたまたまA古書Bに与え

たものがBに非常にプラスであり、その重要性が

第三者に十分認識できるほどの意味をもっという

条件」却が必要である。そのとき、 「貧富の差があ

ろうとも、基本的に両者は同等、同位とみなされ

ているということ」と、 11もののやりとり』が一

対ーで二者間で完結するという形式をとっている

こと」が前提となっているへ

源の「義理」の定義は、その射程の面から優れ

ている。その定義により、日本的な法観念は「呆

たして、またはどの程度日本に特有のものであり、

かっ日本に特有の法観念によって説明されうるも

のであるか」瞬、 「日本人に特有とされている法観

念の内容自体をどのようにとらえるべきかJ"とい

う聞いに答えることができるのである。つまり、

今まで論じられてきた日本人に特有の観念として

の義理の中には、例えばゴッフマンの「全制的施

設」叫によって説明した方が妥当な現象、すなわち

日本に固有とは言い難い現象が多くあるのである。

後述する介護職員によって形成される施設内規範

の①直接的な申し立ての忌避、②「ウチ」と「ソ

ト」の区別といった特徴は、 「全制的施設」の特

徴と類似しているのである。そして、このように

義理を「普遍的側面」と「特殊的側面」に分ける

ことにより、文化的な背景を変えなければ状況を

明らかにすることにする。

第二節不満・要望の衰出過程

具体的な事例を通して、義理の「普遍的側面」

と「特殊的側面」の区別を明らかにしたいことか

ら、いくつかの事例を紹介することとする。

まず、①から②の段階に進むときには、次のよ

うな場合が考えられるへ

く事例1>騎

① 間違った棄を入所者に飲ませる。その後の様

子を見るが変化は見られない。

間違った薬を飲ませたという事実を知っている

のは薬を飲ませた介護職員だけであるが、その後

の観察で入所者に外見上変化が見られなければ健

康上問題はないと見倣し、上司等への報告は必要

ないと考えていることから②の段階に進まなかっ

た。

く事例 2>57 
① その経験を認知症のため記憶することができ

ない高齢者を、言うことを聞かないとき怒鳴っ

たり、叩いたりする。

そのとき、多少の暴言や暴力が介護上やむを得

ないことであると介護職員が思っているため、②

の段階に進めなかった。

く事例 3>鴎

①不適切な介護により入所者にけがをさせる。

そのとき、病院に行かなければならない程のけ

がをさせない限り、家族や上司に正確な報告は必

要ないと考えているため、②の段階に進むことは

できない。

改善きれない部分と、条件きえ変えれば改善する 次に、②から③の段階への進み方については、

ことができる部分に分けて考えることができるよ 施設内のことを問題にする限り同時に起こること

うになる。そこで、源の「義理」の定義に依るこ になる。介護職員の立場に立てば、不適切な介護

とにより、今まで義理の観念として一つに纏めら をしていた介護職員自身がその誤りに気付くこと

れてきた現象から、制度的な部分と、真に文化的 は、その損害や被害を与えている者の特定と同時

な背景による部分とを明らかにし、問題の所在を に行われることになる。また、入所者の立場に立
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つでも、施設内で不適切な介護を受けていること

に気付けば容易に加害者の特定はなされるであろ

うo もっとも、家族の立場に立てば、例えば、入

所者がけがをしたとき、それが自傷によるものな

のか、他の入所者によるものなのか、あるいは介

護職員によるものなのか分からない場合もあるが、

入所者がけがをすること自体の責任は施設側にあ

ることから、責任の所在は明確である。

では、③から④の段階に進む場合には、どのよ

うな事例があるのだろうか。

〈事例4>摺

① 車椅子に乗ったまま後ろに転倒したりするな

ど三件の事故に遭う。

②入所者が家族に「寮母に手をひねられた」

「同じ寮母につねられた」と訴えたことからそ

の損害に家族が気付く

③寮母を名指ししていたため分かっている。

そのとき、家族は悔しいが、入所者が施設を追

いやられて家に帰ってきても、介護できる人はい

ないため、多少文句はあってもその施設にいても

らうしかないと考えているため、④の段階に進め

なかった。

く事例 5>ω

①入所者の服が汚れている。

② 家族はその状態が気になる。また、介護職員

もそのことに気付いている。

③ 自分も含めて職員が加害者であることに気付

いている。

そのとき、介護職員が忙しそうに働いている上、

家族をお世話をしてもらっている立場上言いにく

いへまた、気付いた介護職員も、他の職員の介護

内容に口を挟むことに立場上抵抗を感じているた

め④の段階に進めなかった。

く事例6>飽

① 入所者が介護職員の服をつかんだとき、介護

職員が入所者を叩いたりしている。

②実習生が気付く。
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③職員は近くにいたことから特定されている。

そのとき、実習生という立場上、注意すること

には抵抗を感じたため④の段階には進めなかった。

く事例7>飽

①介護職員が実習生におむつ交換を見せる。

②見られるのを入所者が嫌がっている素振りを

見せていることに実習生は気付く。

③職員は近くにいたことから特定されている。

そのとき、実習生という立場上、注意すること

には抵抗を感じたため④の段階には進めなかった。

〈事例8>“
① 施設に預けてある入所者の預金通帳を見せて

もらったところいつもとは違う出費があったの

で、施設の職員に尋ねると、その入所者を商庖

街に連れて行ったときに服をかったとの説明を

受けた。

②家族がいるのに施設が勝手に金を引き出すの

はおかしいと思った。

③ 問題の預金を下ろした職員あるいは施設に管

理責任があることは分かつている。

そのとき、家族として文句をいうことはそれ以上

できなかったため、④の段階に進めなかった。

また、たとえ③の段階に進んだとしても、以下

のような場合もある。

〈事例 9>筋

①入所者を叩いたり、入浴時に水をかけたりする

など虐待している介護職員がいる。

②他の職員が叩く音を聞くことなどにより、虐

待の事実に気付く。

③虐待している職員は近くにいたことから特定

されている。

④ 「ちょっと待ってください」と水をかけるの

を止めさせる。

そのとき、 「もちろん、いけないことは充分承

知していたし、黙殺することは結局は自分も同罪

なのかと悩んだが、先輩寮母は介護職30年であり、
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後輩の自分は、それ以上とてもものを言える立場

ではなかった」ため、④の段階に一応進んだもの

のその介護職員の虐待を止めさせるのに有効な申

し立てまでは行えなかった。

以上の事例を考えると、施設内での不満キ要望

の表出過程、すなわち①から④までの段階で論ず

る必要がある段階は、①から②と③から④の 2つ

ということになる。①から②の段階においては、

明文化されてはいない施設内にある何らかの行動

規範(施設内規範)についてへまた、③から④の

段階においては、入所者が施設から出たときに他

に行き場がないこと、施設内の人間関係の中では

意見を申し立てにくいことについて分析すること

が必要である。

第三節施眠肉親範について

①から②の段階で考察すべき施設内規範は、介

護職員の介護内容の基準であり、特に、入所者が

認知症等により意思表示できず、あるいはその外

見上変化が現われないとき重要となる。すなわち、

施設内規範について、入所者あるいは家族が不適

切であると判断することができれば、不満の表出

が抑制されていたとしても、意思さえあれば苦情

等を述べることは可能である。しかし、入所者が

認知症等で意思表示が困難であったりすれば、入

所者家族双方とも本来不満を持つべき状況にも関

わらずそれを持つことはできない。したがって、

そのとき、状況の改善の糸口を握っているのは、

介護職員だけということになるのであり、彼ら/

彼女らがどのような規範を持っているかが重要に

なるのである。

ところで、介護職員が形成する施設内規範の如

き規範は、今までの義理論においては日本に特有

なことと考えてきた。しかし、本論文では、その

ような施設内規範の形成を日本に特有なこととは

考えない。つまり、例えばゴッフマンの「全制的

施設」併に見られるように、日本に限らず一定の条

件がそろえば他の閏や地域においても生じるとい

う義理の「普遍的側面」によるものである。すな
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わち、義理の観念の特徴と長く考えられてきた①

直接的な申し立ての忌避、②「ウチ」と「ソト」

の区別“といったことは、日本以外にも見られる現

象であると考えるのである。そこで、 (1)直接

的な申し立ての忌避、 ( 2) Iウチ」と「ソト」

の区別が施設でどのように現れているのかを明ら

かにすることにする。

まず、 (1)直接的な申し立ての忌避とは、不

満干要望があった場合、直接相手にそれを申し立

てるのではなく、お互いが察しあうことによって

解決の道を探るということである。具体的には、

以下のような関係である。

「義理観念に表れている秩序原理の大きな特

徴は、人と人との特徴(社会関係)を規律する

一般的なルールの存在が想定きれていないこと

になる。

行為者の履行は、その相手方(履行による受

益者)の要求を待たずに、行為者が自発的に行

うべきであるとされる。何をなすべきか(履行

内容)についても、行為者自身がそれを知って

いるものとされるので、それぞれの状況におい

て、相手方の事情や心情を付度してその期待に

沿うよう特定することが期待される。受益者の

方から何かをせよと要求することははしたない

行為とされ、不信頼を表すものとして排除され

るω。」初

義理の「普遍的側面」のあるところでは、明文

化されていない、つまり当事者自身もはっきりと

は分からないルール71の中で、お互いの察し合いが

重視される。特別養護老人ホームでは、介護職員

は入所者・家族の抱いている不満や要望を察する

こと、またその逆の関係が重視されることになる

のであるへそのため、そこで直接行われる不満な

どの申し立てに対しては介護職員等に否定的な感

情を抱かせることになる。そのことは、介護保険

の受給者として、介護保険法を根拠に適切なサー

ピスの提供の要求がなされた場合に顕著に現われ

る。例えば、特別養護老人ホーム理事長である鈴



高齢者の不満・要望の表出とその解決・処理方法の法社会学的分析

木栄はその著書の中で以下のように述べている。 って、施設に何かを言ったために虐待されるので

はないかという不安を持つことになるへ

「介護保険が実施されて、第一番目に労せず ここでエイジズムとの関係で考えてみれば、

にすぐPRできた内容は、保険者である当人たち 「察し」の関係を重視する場合には「高齢者」と

が、遠慮しないで権利として受けられる楕祉サ してレイペリングされるに留まるが、介護保険法

ーピスということだったと思う。 の権利に基づいて自己主張する入所者には「入所

遠慮がいらなくなったという意識に置き換え 者Jとしてレイペリングがなされることになるへ

られたことによって際限のないサーピスの要求

が始まったのである。」四

入所者や家族の行った権利主張を、鈴木自身は

「遠慮がいらなくなったという意識〔観念)Jと否

定的に理解しているのである。鈴木は、自分たち

が日々より良い施設の構築を目指していることを

入所者らに察してもらい、あるいは施設で生活を

送れることに対しでありがたいという意識を強く

持つことを望みへその一方で入所者や家族の持つ

不満や要望を察することによって施設としてより

良い介護を行っていくことが大切だと感じている

のではないだろうか75。

次に、 (2) Iウチ」と「ソトjの区別につい

て、察し合う関係がその集団の中でしか適用きれ

ない独自規範を前提としていることから生じる。

この関係の特徴は「ウチ」だけで完結しているた

め、 rrヨソ者Jなしに『ウチの者』だけで何でも

やっていける、というきわめて自己中心的な、自

己完結的な見方に」たった認識概念花を導くことに

なる"。その中においては、生じた不満等を解決す

るために「ソトJ(一般社会)の規範の適用は必要

ないと考えているのである。そのため、施設内で

起こった事件・事故は介護職員、入所者双方とも、

介護職員以外の職員(施設長など)や家族に知ら

せようとはしないという事態が起こるのであるへ

また、たとえ家族を交えて解決がされる場合にも、

施設とは無関係の人聞からみれば奇異な解決方法

が採られることになるへさらに、施設の「ソト」

にある規範を、不満等を持ったときに持ち出すこ

とや適用することは、施設に対する不信を表明す

ることになるのである。そのため、家族や入所者

は、施設内規範の内容が不明確であることと相ま

ところで、 「かわいいJというエイジズムにつ

いて、施設内に義理の「普遍的側面」があること

を前提にしても、介護職員が「かわいい」という

エイジズムを強〈持っていた場合には、認知症で

ある入所者が不満や要望を表出させたとしても

「入所者」としてレイペリングきれず、あくまで

も「高齢者」とレイベリングされることがある叱

逆に言えば、介護職員が高齢者一般に対して「か

わいい」というエイジズムを持っていなかった場

合には、認知症の入所者が不満等を申し立てるこ

とは避けがたいことがあるにも関わらず、 「入所

者」としてレイペリングきれることになる。

第四節不満や要望表出の抑制について

③から④の段階に進むことを妨げている要因と

して、 「義理」の観念が重要であるとした。しか

し、施設によっては、入所者や家族が比較的遠慮

することなく不満や要望を表出しているところも

あるへまた、どの施設にでも、一定の割合で施設

に対して遠慮なく不満や要望を表出させる者がい

る。例えば、以下のような場合があるのである。

く事例10>"
①入所者の衣服が汚れている。

②家族が気付く。

③ 施設内のことなので責任の所在は明らかであ

る。

④施設に改善を求める。

そのとき、家族は介護の内容に対して意見をい

う権利を持っていると考えているへ

く事例11>“
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①入所者に対する言葉遣いの悪い職員がいる

②入所者はそのことを不適切だと気付く。

③ 施設内のことなので責任の所在は明らかであ

る。

④施設に改善を求める。

そのとき、家族は介護の内容に対して意見をい

う権利を持っていると考えているヘ

入所者や家族からの不満や要望の表出が多いと

ころと少ないところにはどのような違いがあるの

だろうか。また、施設に不満等を申し立てること

ができる入所者・家族とできない入所者・家族の

違いはどこのあるのだろうか。各々の施設、入所

者・家族の相違はどのような要因によって生じる

のかを明らかにすることが本節の目的である。も

っとも、施設内には義理の「普遍的側面」が見ら

れる。したがって、本章での主題を、どのような

施設において入所者や家族が容易に不満や要望を

表出させることができるのかと設定することは適

切ではない。むしろ、どのような施設であれば入

所者が不満や要望を表出させた場合に受ける影響

が少ないのか、あるいは表出させざるを得ない状

況におかれるのかという見地から検討することが

必要である。

まず、第一節で明らかにした日本文化の影響を

図2"'

X 

/¥ 
Y 

/¥ 
YI 

h. 
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大きく被っている義理の「特殊的側面」に注目す

る。そこから、義理の「特殊的側面」が強く見ら

れる施設とそうでない施設を比較することによっ

て、日本の施設に特有の側面を明らかにしていく

ことにする"。以下、施設内において「義理」があ

るときは、その「特殊的側面」が見られることを

指すことにする。

ここで中根千枝が示した「底辺のない三角関係」

と「底辺のある三角関係jを取り上げる。そのこ

とから、どのような施設に「義理」の関係が強固

にあるのか、それぞれの施設にはどのような特徴

があるのかを明らかにする。

中根によれば、 「底辺のない三角関係」が日本

的な「タテ」の関係であり、 「底辺のある三角関

係」はそれ以外の固にある「ヨコ」の関係である

という。それらの関係を、前者をX、後者をYと

すると以下の図 2のようになる。

XとYの相違点として、第一に加入条件の違い

がある。前者の関係にあっては、新しく成員とな

ろうとする者h.は、 「成員のいずれか一人(たと

えばb)に緊密な関係を設定し、 b.の他の成員へ

の依頼によって、はいることができるJ90。他方、

後者の関係にあっては、成員となろうとする者h

は、成員全員の承諾を必要とするが、 「集団成員

/¥ 

/¥ 
¥/ 



のJレール(規則)が明確に規定されていて、その

ル-}ルレにh

入団が可能になるJ91凪へo 。

ここで、先に挙げた中根の「義理」の定義と新

メンパーの加入条件を比較すれば、 「底辺のない

三角関係」を「義理」のある状態として考えるこ

とができる。 Xの関係にあっては、 b.はkに対して、

密接な関係が形成されることにより、義務ではな

く任意でものを与えることになる。また、そのと

き、 hは、 b.とC.どちらの下に付くかという選択

があることから b.とh

者の関係が「一対一で二者閲で完結」していると

いえる。それらの事実から、「義理」の関係が形成

されていると考えることができるのである汽他方、

Yについては、 a.やb.、C.からh.は同様に扱われ、

また個々の成員との人間関係よりも hの資質と集

団全体との適合性が重要視されることから、 「義

理」の関係に必要な条件が満たされないことにな

る。そこで、便宜上、 Xの関係を「義理」の関係、

Yの関係を「契約」の関係と呼ぶことにする。

また、 XとYとの相違点は、構成員のリーダー

の存在、意思決定の仕方に関しでも存在する。具

体的には、 Xにおいては①リーダーの交代が困難

であり、常に一人に限られる、②リーダーと他の

成員との関係が必ずしも等質のものではない、③

「集団成員の結び付きは、直接につながる者との

聞が圧倒的に強いという関係」にあるという特徴

を挙げることができる。そのため、集団の態様が

それだけ現実の人間関係に左右されたりセクショ

ナリズムが起きやすくなる。もっとも、リーダー

から末端成員までの伝達が、非常に迅速に行われ、

動員力にも優れている。 Yにおいては、集団の生

命が人間以外のルールにあるため、 「成員の直接

的な人間関係・力関係に集団の生命が影響される

ことがない、という集団としての強き、安定性を

図3
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もっている」。もっとも、成員聞の意見の隔たりが

大きい場合には、なかなか集団の意思決定がなさ

れないなどの側面があるへそして、 Xは「義理」

の関係であることから、 Xは施設が「義理」の関

係にある場合の特徴とみなし、 Yは施設が「契約」

の関係にある場合の特徴とみなすことができると

考えられる。

次に、入所者・家族について、施設との関係で

義理の観念を強く持つ者と、そうでない者がい

るへただし、ここでの義理は、その「特殊的側面」

ではなく「普遍的側面」に限定される。彼ら/彼

女らは、個々の施設職員から、任意でものが与え

られることはあっても、 「一対ーで二者間で完結」

する関係という条件が満たされる可能性は低いか

らである。そこで、入所者・家族が「義理」の観

念を強く有しているか否かは、施設との関係で、

「ウチ」と「ソト」の関係でとらえるか、あるい

は介護契約に基づいた関係で捉えるかによること

になる。すなわち、不満や要望を持ったときに、

施設の「ウチ」に組み込まれ施設内規範を優先的

に適用したいという意思があるか、あるいは契約

の当事者として関係を築いていきたいかというこ

とであるヘ以下で、入所者・家族の「義理」につ

いて言及する場合には、その「普遍的側面」を指

すこととする。

したがって、施設の持っている観念と入所者・

家族の持っている観念は図 3のようになり、それ

らを分類すれば図4のように 4つに分けて考える

ことができるへもっとも、入所者の義理の「普遍

的側面」の有無を考えてみた場合、アイデンテイ

ティが無力化されている者が多くいることを考え

れば、施設の「ウチ」に組み込まれている者が多

いこと、すなわち義理の「普遍的側面」を有して

いる者が多いと考えられる。

施設

義理の普遍的側面

ある

義理の特殊的側面

場合による

入所者、その家族 場合による ない
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図4

①施設が「義理」の関係で入所者・家族も「義理」の関係

②施設が「義理」の関係で入所者・家族が「契約」の関係

③施設が「契約」の関係で入所者・家族も「契約」の関係

④施設が「契約」の関係で入所者・家族が「義理」の関係

以下4つに分け、それぞれのとき、施設や入所

者・家族がどのような状況におかれることになる

のか明らかにしていく。

第一項施設が「襲理」の関係で入所者・家族も

『義理』の関係

施設が「義理」の関係にある場合には、 「契約」

の関係にある場合と比べて、入所者の地位がエイ

ジズムによって影響されやすくなる。介護の質を

保証するのは、ケアプランという契約ではなく、

個々の人間関係なのである。すなわち、前節で述

べた施設内規範も、この施設では内容、遵守の両

面において不安定な状態に置かれ、各々のグルー

プ聞の成員と入所者との関係に大きく左右されや

すくなるのである。例えば、 「入所者」とレイペ

リングされることにより、容易に例外規定が形成

されることになる。また、各グループ聞のコミュ

ニケーションが円滑になされず、入所者の情報が

共有きれないことから、介護事故が発生しやすく

もなる九

また、施設内には、単純化すれば、 「実際に介

護を行う者(新人)寺実際に介護を行うもの(ベ

テラン)司介護内容を指示する者司監督官庁」と

いう序列が形成されることになるへそのため、第

一に、序列の高い者の意識によってこそ適切な介

護は基本的に保障されることになり、言い換えれ

ば、適切な介護は上司からの指示に担保されるこ

とになるへそのとき、介護サービスは、入所者と

施設との契約ではなく上司からの指示として捉え

られるため、上司に対してのみその責任を負うこ

とになり、介護者が入所者に対して適切な介護を

提供する責任を持たないことになる。第二に、上

司が部下の介護職員の介護内容に無関心であり介
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護の質が部下の介護職員に委ねられている場合、

入所者が質の高い介護を受けるためには、介護職

員がその入所者に対して肯定的エイジズムを抱く

ことが必要となる。介護職員に好かれていれば、

その介護職員は入所者に対して質の高い介護を提

供しようと努めるからである。逆に、否定的エイ

ジズムを抱かれた場合には、例えば、オムツ交換

などの際に通常求められる「声かけ」を行わなか

ったり、雑に扱ったりすることが生じたりするこ

とになる。

他方、入所者や家族の側から考えてみると、彼

ら/彼女らが「義理」の観念を有していた場合に

は、施設に対して不満干要望を表出させる願望が

制限されることになる1∞。入所者の側からすれば、

直接自分の不満や要望を表出させることなしに、

察してもらいたいということになる。また、家族

の側からすれば、入所者の不満や要望を察しても

らいたいと感じると共に、施設の「ソト」の人聞

が施設の「ウチ」のことに口を出すべきでないと

いう観念をもつことになる阻。

このような状況下で入所者・家族と施設の関係

に亀裂が入る事態というのは、入所者・家族の持

つ不満・要望を施設側が気付かない場合、あるい

は介護職員が言いたいことを我慢している入所者

の様子を気付いているにも関わらずその改善を実

行しない場合に生じる。但し、入所者らが「義理」

の観念を持っている限り、質の高い介護を目指す

職員が入所者らの持っている不満等を察するよう

努力することによって、部分的に介護の質が向上

する可能性はある'00。もっとも、その情報を施設

全体で共有し、施設全体として介護の質の向上を

目指すことは難しいのである。



第二項施設が「義理」の関係で入所者・家族が

『契約』の関係

施設が「義理」の関係を持つ場合については前

項で述べた通り、施設内の介護の質が形成される

グループの力関係、上司の態度に大きく左右され

ることになる。

他方、入所者や家族が「契約」の観念を持つと

は、介護サービスを権利として把握しているとい

うことである。彼ら/彼女らは、適切な介護サー

ピスを自分が要求できることを当然のことと考え

ており、介護職員に対して宜接不満干要望を表出

させることになる。そのとき、施設には義理の

「普遍的側面」があるため、その不満等を介護職

員が肯定的に受け止めることは難しい。

したがって、その状態にある施設では、施設内

規範が不安定であるため、入所者や家族が直接苦

情や要望を介護職員に申し立て、その職員から

「入所者」としてレイペリングされれば、介護内

容の低下は避けられない。

第三項施股が「契約」の関係で入所者・家族も

『契約』の関係

施設が「契約」の関係の場合とは、施設内規範

が遵守される関係である。 I契約Jの関係にある

場合には、介護内容は自分のグループの上司だけ

でなく、職員全体の協同関係により保障されるこ

とになるのである1図。例えば、介護職員会議で、

介護の方法などその質について意見し合うことが

できる出。そのような場では、介護の質の低下を

危倶する者の年齢が低かったり、経験が少なかっ

たりしても容易に意見を言うことができることか

ら、また、その意見を職員全員で共有できること

から、施設肉親範の内容の低下を防ぐことができ

るのである1倍。さらに、介護職員の介護に関する

法知識についても、例えば、介護行為と医療行為

の違いを例挙げれば、職員同士で教え合うことに

より、各々の介護職員が何が医療行為にあたるか

を認識している可能性が高いのである1へ
他方、入所者や家族が「契約」の関係の場合に

は、不満や要望を比較的容易に表出させることに

高齢者の不満・要望の表出とその解決・処理方法の法社会学的分析

なる。そのとき、不満等を受けたのが一人の職員

であっても、介護職員会議を利用することにより、

全ての職員でその不満等を共有することができる。

また、場合によっては、その申し立てを契機とし

て施設内規範を改善することができるかもしれな

u、。

但し、直接意見を申し立てた場合、介護職員は

その入所者に対して否定的エイジズムを抱くこと

がある。そのときには、申し立てられた不満等は

改善されたとしても、介護職員の入所者に対する

察しは不十分なものとなる。

第四項施設が『契約』の関係で入所者・家族が

「義理』の関係

施設側が「契約」の観念を持っている場合には、

施設内規範は介護職員全員によって守られ、また、

場合によっては個々の職員の意識により内容の向

上が図られることになる。

他方、入所者・家族の側が「義理」の観念を持

っていた場合には、彼ら/彼女らの持っている不

満や要望を察してもらい、施設側がその状態を自

主的に改善することを望んでいる。そのとき、介

護職員の誰かにその不満等を気付いてもらう必要

があるが、職員の一人でも入所者らの抱いている

不満や要望を察することができれば、その不満等

は職員全員で共有されることになり、その状況の

改善が必要か否か吟味されることになる。

ところで、ここで重要なことは、入所者や家族

の立場に立った場合、他の入所者らが「義理」あ

るいは「権利」の観念を持っていたときに、それ

ぞれがどのような介護を受けているかを観察する

ことができるということである。すなわち、 「契

約」の観念を持っていたとしても、不満や要望を

申し立てることにより不利な扱いを受けている入

所者を身近で見た場合には、 「義理」の観念を持

っているように装うこともあるのである。また、

その逆も然りである。

また、①から④の組み合わせを通してみると、

④施設が「契約」の関係で入所者・家族が「義理」
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の関係の場合に介護職員と入所者・家族の聞でも

っとも良好な関係が築けるように思える。しかし、

施設側に不満や要望を申し立てることは、常に避

けられるべきことではない。施設内規範の内容や

介護職員の態度が極度に悪い場合には、苦情等を

直接申し立てた方が介護の質が向上する可能性が

あるのである問。

第五章紛争処理過程

前章で論じたように、施設は義理の「普遍的側

面」があるため、直接介護職員に対して不満や要

望を表出することに対しては、施設からは決して

肯定的に受け止められない。しかし、入所者や家

族の中には、 「契約」の関係の者もいるために、

あるいは「義理」の関係であってもやむを得ずに

苦情等を申し立てる者がいる。その申し立てによ

り介護内容等が改善されれば問題は生じないが、

施設側にその申し立てを拒否された場合には、彼

ら/彼女らはどうするのだろうか。その状況を耐

え忍ぷのだろうか。あるいはなおその状況の改善

を目指し新たな行動を取るのだろうか。そのとき、

どのような困難が待ち構えているのだろうか。⑤

から⑧の段階においてそれらの問題が組上に載る

ことになる。それらの問題を分析解明するのが本

章の目的である。

まず、第一節において、入所者から申し立てら

れた苦情や要望が拒否された場合に、どのような

過程を経てその苦情等が解決されていくのか、あ

るいは未解決のまま残されていくのかを明らかに

していくことにする。次に、第二節において、そ

の過程でどのような困難が生じているのかを分析

し、明らかにしていくことにする。

第一節紛争処理過程の概観

入所者や家族、場合によっては施設職員が苦情

や不満を施設側に申し立てたとき、その申し立て

が拒否されれば、泣き寝入りするか紛争に発展さ

せるかのどちらの選択を迫られることになる(⑤

から⑥)。紛争の中で交渉が行われるが、自分の力

で解決できない場合、泣き寝入りするか第三者の
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援助を求めるかの選択を迫られることになる(⑥

から⑧)。その過程において、具体的に施設で起き

ることにどのような事例があるのかを明らかにし

ていくことにする。

まず、⑤から⑥の段階に進む場合には、仮想事

例ではあるが、以下のようなことが考えられる瑚。

く事例12>

① ものが盗られる。

②入所者がものを盗られたことに気付く。

③施設の職員によることだと気付く。

④施設にそのことを訴える

⑤ 施設側としてそのような事実は認められない

と答える。

そのとき、しつこく言ったとしても「ものを盗

られた」と言うのは認知症の初期症状が表れたと

恩われるだけであることから、また職員に嫌われ

たくないことから泣き寝入りし、⑥の段階に進ま

ないことになるロ

く事例13>

① 強引に入所者の手を引くような介護する職員

iJ旬、る。

②入所者はそれを不適切な介護であると気付く。

③ 自分を介護してくれる相手のためその職員も

特定できている。

④別の職員に改善を訴える。

⑤ そのときは首を縦に振ったものの、状況は改

善きれない。

そのとき、職員に嫌われたくないことから泣き

寝入りし、⑥の段階に進まないことになる。

また、実際の事例として以下のようなことがある。

く事例14>皿

①入所者が、車椅子に乗ったまま後ろに転倒す

るなど、 3件の事故にあう。

② その事故が故意だと思う。

③車椅子を押していたのは寮母である。

④ その事故が寮母に引き起こされたと家族に訴



え、家族が施設に説明を求める。

⑤ 起こした職員は、 「故意ではないJI身に覚

えはない」という。

そのとき、入所者に他に行き場がないため施設

に強くものを言うことができないため、引き下が

るしかなかったm。

ここで一つ指摘しておきたいことは、以上のよ

うな事例は介護職員や施設の姿勢に関わり無く、

すなわちたとえ施設側が入所者に対して質の高い

介護を提供しようとしている場合であっても生じ

る可能性があるということである。

次に、⑥紛争の段階以降に進んだ事例を紹介す

る。

く事例15>1ll

① 入所者は、 4年前から入所しているが、半年

聞に相次いでケガをしている。

②家族は、急に事故が重なるので不審に思う。

③ 家族が面会に訪れとき額に大きなあざと釘撲

傷があったため、施設に説明を求めるが暖昧な

説明であり、また前回けがをしたときと同じ担

当職員だったため施設に不信感を抱く。

④施設に苦情をいう

⑤寮母長から謝罪も無く、また事故もなくなら

ない。

⑥紛争が生じる

⑦施設と話し合いを行う。

⑧ 担当の職員を業務上過失傷害容疑で刑事告発

する。

結果としては、その職員の過失は認められたも

のの、業務上必要な注意義務を怠ったとまでは認

められなかった。また、ホームの管理責任も問え

なかった。

〈事例16>112

① 妻が入所してすぐに紙おむつをあてられ、ま

たその交換も少なしさらに寝返りも打てない

ためひどい床ずれになる。

②夫がそのことに気付く。
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③職員が特定できる。

④職員に頼みごとをする。

⑤忙しいのを理由になかなか改善されない。

⑥改善きれないことから紛争が生じる

⑦交渉が続けられる。

⑧第三者委員会に普情を申し立てる。

第三者委員会の出した意見書では、 「職員数も

充分とは言えず、一人一人の利用者のニーズに応

えられていないのが現実」と結論付けられ、結局、

問題解決にはつながらなかった。

く事例17>旧

①個室にいた入所者が不潔な状態に置かれ、か

つ床ずれを起こしていた。

②新しく入ってきた看護師がそのことをおかし

いと感じる。

③介護職員看護師の様子から施設側に責任があ

ると知る。

④施設に改善を申し立てる。

⑤入所者や家族から苦情がないと否定される。

⑥紛争が生じる。

⑦交渉する。

⑧東京都に内部告発する。

結果としては、東京都が特別監査に入り改善指

導がなされた。しかし、虐待については確認され

ず、告発した看護師自身が解雇されることとなっ

7> ι 。

〈事例18>114

①介護職員から入所者に対して殴ったたりつね

ったりということが恒常的に行われていた。

②介護職員がふとしたことから、それが虐待で

あると思う。

③ 自分も含めて加害者を認識する。

④施設長に改善を求める。

⑤加害者がその行為を否定し、施設側もその意

見を信じる。

⑥紛争が生じる。

⑦施設側と話し合う。

⑧北海道新聞が報道する。札幌市に内部告発す
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る。

結呆としては、札幌市の立ち入り検査が行われ

ることになり、改善命令・改善指導が行われた。

しかし、告発した介護職員、北海道新聞が名誉鍍

損で訴えられる(現在係争中)。

く事例19>

場所:く事例6>と同じ特別養護老人ホーム

① 入所者が転んで脳に損傷を負い入院すること

になる。

② 病院からの説明で、そのような損傷は転んだ

程度の衝撃では生じないことを知る。

③ その施設では虐待が行われていた疑いが強か

ったため、それが施設側の行為によるものと確

信する。

④施設にそのことを問い詰める。

⑤施設は、虐待の事実はなく、あくまでも転ん

だとの説明をする。

⑥家族は納得しないことから紛争が生じる。

⑦交渉が行われる。

⑧訴訟を提起する。

現在係争中であり結論はまだ出ていない。

く事例20>'15

① おでこに「ベン先」で突付かれたような療蓋

がある。

②家族は虐待だと思う。

③介護職員によるものだと思う。

④施設に調査を求める。

⑤ 施設側が虐待の事実がないことを家族に告げ

る。

⑥家族は納得しないことから紛争が生じる。

⑦交渉が行われる。

⑧札幌市の家族が介護保険課に相談に行く。

結呆としては、札幌市が施設を任意に調査した

が虐待だとは認められなかった。入所者は施設を

移った。

く事例21>国

①母親の右手首や頬がアザになっている。
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②母親からの被害の訴えにより気付く。

③ また、そのとき母親が加害者を覚えていたこ

とから特定される。

④寮母長に尋ねる。

⑤ 一部はその訴えを認められたものの、加害者

に反省の態度は見られない。

⑥紛争が生じる。

⑦交渉が行われる。

⑧警察に被害届けを出す。

結果として、警察が調査に動き出し、施設にも

聞き取り調査を行うこととなった。しかし、父親

の介護に追われていたこともあり、結局訴えを取

り下げることとなった。

ここで指摘すべきことは、⑥から⑦の段階につ

いて、紛争が生じればほぽ必然的に交渉は行われ

ることから、⑥から⑦の段階へは容易に進むこと

になるということである1170 また、本来なら⑧の

段階にも、市町村の介護課や弁護士への相談、訴

訟の提起など様々な内容が含まれているが、それ

ぞれの事例を収集し分析することができなかった

ので、施設の「ソト」に紛争の解決処理の援助が

申し立てられた段階ということで一括りにした。

第二節紛争処理過程における困難

前節では、紛争が生じ解決処理されるまでにど

のような事例があるかを明らかにした。それらの

事例を分析したとき、⑤から⑧全ての段階で生じ

る困難と、⑤から⑥の段階に進む場合と⑥から⑧

の段階に進む場合とでは異なる困難がある。そこ

で、 l⑤から⑧までの全ての段階で生じる困難、

H ⑤から⑧の段階に進む場合に生じる困難、温⑥

から⑧の段階に進む場合に生じる困難に分けて論

じていくことにする。

まず、 l について、ここでは入所者や家族の言

っていることが本当かどうか分からないという事

情がある。入所者から不満や要望を申し立てられ

た施設、あるいは入所者から不満等を聞き施設側

にそれを申し立てた家族は、たとえその入所者が

比較的意思がしっかりしていたとしても、例えば



高齢者によくある勘違いではないかと疑い、彼ら

/彼女らが申し立てた事実には虚偽の内容が含ま

れていると認識する傾向がある。施設や家族は、

それらの申し立てを認知症の初期段階であると考

えることもある。

このことは、特に⑤から⑥の段階で顕著である

が、⑥から⑧の段階でも重要である。交渉のとき

には、そのような前提があれば交渉は及び腰にな

り、また第三者にとっては入所者のことを知らな

い分だけ証言の信湿性について疑うようになるか

らである。そのため、例えば虐待の場合には、そ

のことを確信できる客観的な傷や損傷がなければ、

⑥以降の段階へ進むことはためらわれることにな

る1180 つまり、施設が設けるオンプズマン、施設

とは独立したオンプズマン制度が充実してきてい

るものの、実際にそこに苦情が寄せられたとき事

実関係を確認しようとしたとき、入所者自身の証

言以外に物証等に頼ろうとすることになるのであ

る回。また、虐待という重い事実を家族が施設側

に訴えるためには、相当の覚悟が必要となる。

〈事例17>では、家族は入所者が虐待されている

のではないかと疑っていたものの、その施設での

虐待が新聞によって報じられ、札幌市の調査が行

われるまでは全員が口を閉ざしていたのである団。

また、入所者の年齢も関係していると考えられ

る。入所者の余命は一般的に短く、その問題が解

決されたときには亡くなっているかもしれないと

いう観念は、家族など入所者の状況を改善しよう

とする者たちにとって、紛争を生じきせたり争っ

たりすることを避けるよう動機付けるかもしれな
，，¥121 

o 

次に、 ii⑤から⑥の段階に進むときには、不満

や要望を表出させるときと同じように、入所者が

他の施設に移動するのが難しいため、入所者と家

族共に施設との聞で紛争を生じきせるのを避けた

いという気持ちを抱いているのである o く事例

12>では以下のように記されているのである。
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ことはできなかった。 r母が施設を追い出され

て家に帰ってきても、介護できる人はいない。

だったら、多少文句があっても、そこにいても

らうしかないんですjJ国

入所者をその施設に入所させるまでに、在宅で

介護をしてきた家族、あるいは病院などの施設を

定期的に移動させなければならなかった家族にと

っては、その施設に入所者がいられなくなるかも

しれないという恐れは大きな心理的負担になるの

である。そして、入所者も、そのような状況を認

識しているのである。また、同時に介護職員や施

設との聞で扮争を生じきせることにより、さらな

る状況の悪化を招くことも恐れている団。そのた

め、施設側への不満や要望の申し立てが拒否され

た場合に、施設との聞に紛争を生じさせ争うこと

は避けなければならないと意識されるのである。

ui⑥から⑧の段階に進むときには、その施設と

直接関係のない者が紛争に関わることになる。施

設内には義理の規範が存在していることを前章に

て明らかにしたように、その紛争が施設の「ウチ」

から「ソト」に持ち出される場合には、入所者と

家族は心理的抵抗に遭わざるを得ないのである。

「ソト」の世界の弁護士や市町村の介護課等に不

満を訴えることは、施設と入所者の聞の信頼関係

の崩壊を意味するからである。また、前章では、

施設内の人間関係に大きく左右される施設がある

ことも明らかにした。そのような施設内での信頼

関係の喪失は、介護の質の低下を招くことに直接

繋がる可能性が高いのである出。

また、施設の「ソト」に問題を持ち出すとき、

申し立てられた不満や要望には、社会一般に存在

する規範が適用されることになる。例えば、虐待

は傷害罪を構成することができる場合がある。し

かし、そのためには法益侵害や故意といった犯罪

性が認められることが必要である。入所者を罵っ

たりすることは虐待に該当するが、またその証明

も困難なので傷害罪で告発するためにはPTSDな

rr悔しい』と泣いて電話してきた女性の家族 どの精神的傷害を被っていることが必要であり、

は、だが、男性のように表立って施設側と闘う 全ての虐待を包摂することはできないのである。

227 



北大法学研究科ジュニア・'}サーチ・ジャーナル軒。132IJ師

また、 「高齢者虐待防止法」が制定されてこなか

ったことから、施設の「ソト」へ問題を持ち出そ

うとする介護職員などの告発者の権利保護も不十

分なものとなっている。

さらに、ケアプラン通りの介護をしていない場

合には、債務不履行に基づく損害賠償請求も可能

だが、仮にそれが認められたとしてもごく僅かな

金銭しか得られない場合が多いだろう。何より入

所者や家族が望むものが介護内容の向上であるこ

とを考えれば、損害賠償請求が直接問題の解決に

結び付かないと考えられるのである。

以上が紛争を解決・処理していく中で生じる困

難である。確かに、⑤以降の段階を考えると、入

所者がその施設を追い出された場合に行き場がな

いという要因や、施設の「ソト」に問題を持ち出

しでも申し立てられた不満や要望が社会に存在す

る規範によって解決されないといった側面が存在

している。しかし、ここにもエイジズムの影響は

存在する。まず、 「高齢者」とレイベリングされ

ることにより 125、記憶力や意思がしっかりしてい

て他者に正しく起こった状況を説明できるにも関

わらず、入所者の言うことは疑わしいとの先入観

により彼ら/彼女らの言うことが真撃に受け止め

られない可能性があるのである園。

また、ほとんどの地域の特別養護老人ホームで

は多くの待機者を抱えているため問、入所者がそ

の施設を出たときに他に行き場がないという事実

も、社会一般にあるエイジズムの影響により施設

整備が進まないことに起因していると考えること

もできる。高齢者古吉社会の端に位置付けられれば、

彼ら/彼女らに十分な資源配分がなされないこと

になるだろう。何度か指摘したように、現代社会

では、定年制度により一定の年齢に達した高齢者

は、非労働者となり、産業社会においては中心に

いられなくなるのである園。

さらに、 「高齢者虐待防止法」や介護内容を対

象とする調停制度などが、高齢者が社会的弱者で

あるにも関わらず充実していないということにも、

社会一般にあるエイジズムの影響が考えられるの

である。杜会一般に存在する否定的エイジズムの
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影響により高齢者が社会の端に追いやられれば、

高齢者の利用できる法や法制度も乏しいものとな

るのであるロロナルド・ブラックによれば、経済

力、社会への中心への近接性、支配的文化の共有、

組織性、および支配的規範による評価といった資

源の量と、持っている法の選択肢の数が比例して

いるという(ブラック1976)129。また、法律や法制

度は、江口隆裕の指摘するように、社会一般に存

在するエイジズムを前提に形成される側面を持つ

ている。

「高齢者福祉法制における権利擁護のあり方

を考えるためには、手続きや内容といった制度

面のみならず、どのような高齢者像が制度の前

提になっているかということが重要になる。し

かし他方、現実の高齢者の実態は多様であるの

みならず、その姿は時代とともに変化するため、

すべての高齢者に共通の高齢者像を抽出し、こ

れを保持し続けるのはほとんど不可能に近い。

それにもかかわらず、高齢者に着目した法制度

を創設し、維持していくためには一定の高齢者

像を前提とすることが必要となり、ここに制度

と実態との議離というすべての法制度に共通の

問題が内在的に発生することになる。J'鈎

日本においては、高齢者に対して、敬老精神と

余生というイメージがある。前者は、古希などの

祝いや敬老の日などから窺い知ることができる。

また、後者は、先に示した定年制から窺い知るこ

とができ、そこから「静かなところに住むべき」

というイメージも持たれることになる1310 それら

の高齢者像が持たれれば、高齢者を腐したりする

者や、紛争に巻き込まれたりする高齢者の存在は

想定し難いことになるかもしれない。西欧社会で

は1980年代に高齢者虐待問題が社会問題化したに

も関わらず1銀、日本では最近までその問題は明ら

かにならず「高齢者虐待防止・養護者支援法」の

制定・施行瑚まで長期間を要することとなったと

も考えられるのである1へまた、介護保険法にお

ける苦情処理制度は、市町村や閏民健康保険連合
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会等で設けられているが、その処分は、行政処分 には、必要以上に強者に依存したり距離をとった

ではなく、事実行為に止まっているという事実も りしてパランスを失することがあるように、特別

同様に指摘することができょう。 養護老人ホーム内においても、入所者という弱者

第六章 まとめと風車

本論文では、様々な要因が、入所者や家族、介

護職員の行動に影響を及ぼすことを明らかにした。

まとめとして、施設など義理の「普遍的側面」が

存在する場所において、人々が具体的な行動を起

こすときに、家族や入所者がもっ義理にエイジズ

ムが影響することを明らかにしたい1弱。入所者や

家族が、特別養護老人ホーム内で生じた不満や要

望を介護職員に申して立てるときや、紛争を解決

・処理するために施設の「ソト」の機関等を利用

しようとするときには、入所者がその施設以外に

行き場がないということが紛争処理過程における

困難として現われている。そのような状況下にお

いては、家族や施設職員らのもっているエイジズ

ムが義理の「普遍的側面」に対して特に強く影響

することになるのである。肯定的エイジズムを持

っていれば、家族が義理の観念を抱いていても、

入所者がその施設内でより良い介護を受けること

ができるよう、施設との聞に距離を置くことを決

意するなど、自分の観念に反した行動を取る可能

性が高くなるのである1360 すなわち、義理の「普

遍的側面」は相手の秩序に依存するという受動的

な側面であることから、その観念を有している場

合、例えば、法律など施設の「ソト」の規範を持

ち込むなどといった能動的な行動を起こすために

は大きな力が必要となるのである。そして、肯定

的エイジズムはその力となり得るのである。

最後に本論文の展望として、 「高齢者の自由・

平等・人権」を実現するために、法社会学的視点

からいかなる寄与をすることができるかを明らか

にすることとする。第一に、施設内に義理の「普

遍的側面」があることを前提とすれば、入所者や

家族に一定の距離感が必要だということである。

そのことはあらゆる人間関係の構築において基本

的なことであるが、弱者という立場に立ったとき

と、施設側という強者という関係の中でも同様の

ことが起こっている場合があるのである。そのと

き、法律は、そのパランスをとるために用いるこ

とができるのである。

また、介護職員は、法律に代表される施設の

「ソト」の規範を学ぶことが必要である。そのと

き、具体的に憲法平民法を法学部生のように学ぶ必

要はなく、テレピのニュースキ新聞の記事で、世

の中で起きている事件等に法律が絡んでいること

に気付けばいい。法律は、ただ単にその社会で行

ってよいこととそうでないこととを区分けしてい

る訳でなく、その社会のあるべき姿を表明してい

る側面もあるのであるlへそのため、法律を学ぶ

ことによって施設内規範の内容に「ソト」の視点

を取り入れることができるのである。もっとも、

施設内規範の存在がなくなるわけではない。しか

し、施設内規範に存在しがちな自己中心的な内容は

改められることになるにちがいないのである。

1 定年退職後の役割としてボランテイアなどを

非生産的である非経済活動として挙げる者は多い

が、それらの活動を行うことにより社会の中心に位

置付けることは難しいように思われる。

2 パトラー、ロパート(内薗耕二監訳他)r老後

はなぜ悲劇なのか?J (メヂカルフレンド社・ l卯 1

年)22頁。

3 例えば、佐藤進『介護保険運営における自治

体の課題J(法律文化社 .2003年)52-回頁。

4 日本福祉大学図書館『新聞福祉News デ

ータベース』を調査した。

5 話を伺わせていただいた方々には心から感謝

したい。

6 宝月誠『逸脱論の研究J(恒星社厚生閤・ 1990

年)10頁。

7 佐藤恵『レイベリングに対する批判としての

向調Jcrソシオロジ』必巻1号・ 2∞1年)55頁。

22骨
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8 ベッカー、ハワードs(村上直之訳)rアウト

サイダーズJ(新装版新泉社・ 1993)27頁。

9 ベッカーは、 EverettC. Hughes，“Dilemmas 

andωn回 dictionof S祖国"AJ.s.. L (March，l945) 

，pp.353.359を参考にしている。

10 ベッカー前掲書(注8)43頁。

11 ベッカー前掲書(注8)49頁。

12 ペッカー前掲書(注8)回 54頁。

13 宝月前掲書(注6)239頁。

14 辻正二『高齢者ラベリングの社会学j(恒星社

厚生閤・ 2∞o年)38頁。

15 パルモア、 E.B.(奥山正司他訳)rエイジズム」

(法政大学出版会・ l関5年) 4頁。

16 パルモア前掲害(注15)22頁。

17 パルモア前掲害(注15)37-43頁。

18 エイジズムについて、その言葉を最初に使っ

たロパート・パトラーは、 1老化、 2非生産的、

3生きることに後ろ向きになる、 4硬直化、 5ぽ

け、 6のどかなどの固定観念や作り話で表される

という(パトラー前掲書(注 2) 9 -14頁)。それ

に対して、 E'B・パルモアによれば、その定義は、

エイジズムを人種主義セクシズムとは異なった形

態の変化としかとらえていず、否定的な側面ばか

りを強調しているという。私自身は、高齢者に対

しては両側面があると考えており、また、そのよ

うな両側面があることを前提に論じたいのでパル

モアの定義を用いたい。

19 もっとも、パルモアは、日本のような伝統社

会には高齢者に対して肯定的態度が見られ、高齢

は誇りと称賛の源であると指摘しているパルモア

前掲害(注13)44頁。

20 以下の整理は、パJレモアがKalish，R.(“The 

new ageism and the白iluremodelS" Gerontologist. 

19.1979，398)を参考に行ったものである。

21 パルモア前掲書(注15)34.頁。

22 自分の祖父母や、場合によっては近くに住ん

でいる高齢者との関係から肯定的な高齢者像を形

成している例は数多いのである。

23 判断能力のある入所者の中には、乱暴な者や、

わがままな者、あるいはセクハラをする者などが
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いる。また、職員に嫌われることをおそれ彼ら/

彼女らに加ぴる入所者もいる。さらに、痴呆の老

人の中には、汚物を手でいじる者や、暴言を吐く

者、乱暴をする者などがいるのである。

24 介護職員の持つ高齢者像との議離が生じる一

つの要因として、高齢者との接触の減少があると

考えられる。つまり、地域内において高齢者と接

触する機会が減少しているため、抱かれる高齢者

像は自らの祖父母を基本として形成されることが

多い。そのとき、核家族であれば、祖父母と会う

のは一年に数回ということが多いのであり、その

場合、彼らは孫の前では「いいおじいちゃんJrい
いおばあちゃん」を演じている可能性が高い。そ

のため、介護職員の中には、美化された高齢者像

を抱く者がいるのである。

25 そのことを示すように、多くの介護職員は、

成人としての判断能力のある入所者の大人気ない

態度に対しては厳しい反応を示すのである。

26 老人保健法において、 「養護老人ホームが、

養老施設の流れを汲んで、経済的に困窮している

高齢者を入所対象としていたのに対し、特別養護

老人ホームは、心身の障害が著しいため常時介護

を必要とするにもかかわらず居宅において養護を

受けることが困難な高齢者を入所対象とした。」

([厚生白書』平成12年)

27 本間郁子の調査によると、介護保険法施行前

ではあるが、 「約九割の人が特養ホームに入所し

たときの気持ちを『私がなぜ、こんなところには

いらなければならないのか』とか「こどもに捨て

られた』、あるいは『人生の最後をここで暮らすの

かと思うと悲しい』と表現した」という(本間郁

子『特養ホームが変わる、特養を変えるj(岩波書

庖 '20∞年)187頁。

また、あるグループホームで入所者を外に連れ

出そうとしたところ、入所者を人目につかないよ

うにしてくれとの要望を家族から受けたという。

親を入所させることは、家族内介護が理想とされ

ている場合、近隣の者などに知られではならない

事実なのである。

28 ゴッ 77ン、E.(石黒毅訳) rアサイラムJ



(誠信書房・ 1984年) 6頁。

29 ゴッフマン前掲書(注28)16頁。

30 草柳千早の「不利なアイデンティティを付与

されうる事情のある者は、それを回避すべく、当

座与えられているアイデンティテイの管理に腐心

するJ(草柳千早 rr暖昧な生きづらさ』と杜会』

(世界思想社・ 2004年99頁)との指摘が参考にな

る。

31 訪問回数を倒に挙げれば、時閣が経つに従っ

て少なくなる家族もいるが、週に何回か訪れ続け

る家族もいる。

32 極端な例を挙げれば、特別養護老人ホーム内

では、傍若無人な振舞いをする入所者であっても、

家族の前では慎み深い高齢者である場合には、施

設側と家族側でそれぞれ別のエイジズムを持つこ

とになり、両者の聞で信頼関係が築けないことに

なる。場合によっては、その関係が入所者の介護

に反映されることになる。

33 辻前掲書(注14)282頁。

34 辻前掲書(注14)193頁。

35 辻前掲書(注14)192頁。

36 辻前掲書(注14)192頁 また、辻の調査によ

れば、 70歳を超えた辺りから「老人自認型」が増

加してきているので(辻前掲書(注14)182頁)、

周囲からのエイジズムに対して抵抗力が弱まるの

はその辺りからということになるのだろう。

37 入所者が、認知症あるいは体のどこかが不自

由であるという事実は、 「抵抗」という問題を排

除している。多くの論者が、ベッカー理論の欠点

として(佐藤恵「被レイペリング者の受容的抵抗」

(WソシオロジJ44巻 3号2町均年)39頁)、あるい

は否定的エイジズムに対抗する手段として(辻前

掲書(注12)287頁)I抵抗」を挙げる。しかし、

入所者の多くは、否定しようとする側面、例えば

病弱であるとか精神的衰弱などの要素を実際に持

っているために、その問題を組上に載せることは

難しいのである。

38 ゴッフマン前掲書(注28)87頁

39 例えば、犯罪者としてレイペリングされる場

合を考えてみると、窃盗犯とされるのと、強盗殺

高齢者の不満・要望の表出とその解決・処理方法の法社会学的分析

人犯とされるのとではなされるレイベリングは異

なっているはずである。同様に、施設内の高齢者

についても、 「高齢者」とレイペリングされる場

合と、 「入所者」とレイペリングされる場合があ

ると考えられるのである。

40 介護職員の中には、弄便行為などの不潔行為

から「入所者」とレイペリングする者もいるのも

事実であり、常に不満や要望を表出させることが

そのレイベリングに結びっく訳ではない。しかし、

特別養護老人ホームという職場の環境上、ある程

度の不潔行為については認容される場合が多く、

そのことが「入所者」とレイペリングする契機と

なることは少ないのである。

41 I問題行動」を起こす入所者について、川超

智子は以下のように述べている。高齢者虐待を考

えたとき、 「いわゆる『問題行動』を起こしやす

い高齢者が一番危ないと、現場の話をきいて感じ

る。暴れる、わめく、点滴を抜く、オムツをはず

す、などのいわゆる「問題行動』のある高齢者は、

まず『身体拘束』の対象となってしまう。または、

夜勤の疲れた職員の手によって密かに殴られる。

罵倒されたり、無視・放置される場合もある。薬

漬けになって人格を失わされる場合もあるJ011越
智子「施設内虐待の構造的要因J(r月刊総合ケア』

14巻 3号2004年)33頁)。レイベリング論、特に

「逸脱的特性」という視点から考えると、不満干要

望を表出させる入所者は、他の入所者と同じ行動

をしていたとしても「問題行動」を起こす者と見

倣される可能性が高い。 I問題行動」を起こす者

と見倣されれば、川越の指摘していることが生じ

やすくなるのである。

42 Fels出町、 Will皿 L.F.他..The Emergence 

and Transfoロnationof Dispute" Law回 dSociety 

Review VoL15 pp.631-63 (一部、和田安弘の訳を

参考にさせていただいた)

43 和田安弘『法と紛争の社会学J(世界思想社・

1994年)104ー106頁。

44 弁護士等の関与の位置付けについて和田安弘

は明らかにしていないが、⑧の段階に位置付ける

ことにした。③の段階は、紛争の解決を第三者機
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関、すなわち当事者を公平に裁くことのできる機

関に委ねる段階であるとすれば、弁護士等の関与

は⑦当事者交渉の中に位置付けられるべきであろ

う。しかし、⑧の段階を、当事者を取り巻く社会

集団に特有の規範ではなく、社会一般に存在する

規範によって紛争の解決処理が試みられる段階と

して捉えたいことから、弁護士等の関与も⑧の段

階に位置付けることにする。

45 例えば、後述するく事例18>では、知り合い

の弁護士に相談し、その後訴訟に至っている。

46 Iあらゆる風変わりな道徳的義務の範時の中

でも、最も珍しいもののーっ」であり(ベネデイ

クト、ルース(長谷川松治訳)I菊と刀J(講談社

学術文庫・ 2005年)165頁)、日本に特有のものだ

とも述べられている。

47 義理の「特殊的側面」は、かつての日本社会

に広く見られたかもしれないが、現在では都市化

や情報化により人と人との結び付き方は多様化し

てきているため、かつて程の広がりは見られない

と考えられる。特別養護老人ホームでも、その側

面が見られない施設が多くあるのである。

48 源了圃「義理J(三省堂・ 1996年)22-23頁。

49 川島武宜「義理Jcr思想J327号・ 1951年)24

28頁。

50 補足すれば、 AからBにものを与えることが

「社会的に当然」のことではないのであり、親が

子どもを世話をする場合には義理は発生しないの

である。また、指摘する必要もないと思うが、も

のには、 「サーヴイス(何か相手にとって役に立

つことをする)Jも含まれる(中根千枝「義理人情

の普通性と特殊性JrエネルギーJNo.52・1968年)

2 -3頁)。

51 中根「義理人情の普遍性と特殊性J(注回) 3 

頁。

52 六本佳平『法社会学J(有斐閣・ 1986年)212 

頁。

53 六本前掲書(注52)220頁。

54 ゴッフマン前掲書(注28)。

55 特に明記しない限り、発生した場所は特別養

護老人ホームでとする。
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56 私の調査による。

57 私の調査による 0

58 私の調査による。

59 小林篤子『高齢者虐待J(中公新書・ 2004年)

88-89頁を基に構成した。

60 私の調査による。

61 介護職員の視点であるので、家族の視点では

違った解釈がなされるかもしれない。

62 私の調査による。

63 私自身の経験による。

64 本間郁子著 I特養ホームが変わる、特養ホー

ムを変えるJ(岩波書脂・ 20∞年)59頁)を基に構

成した。

65 高齢者処遇研究会の調査(高齢者処遇研究会

『虐待経験』筑旧2年)15頁を基に構成した。

66 私の調査によれば、介護職員が、言うこと聞

かない入所者を叩いたりやベッドに拘束したりす

ることは介護内容として許されると考えられてい

た場合もあったロ

67 ゴッ 77ン前掲書(注2坦)。

68 特別養護老人ホームと入所者・家族の聞に、

「ウチ」と「ソト」の区別するためのクリアな線

を引くことは難しい。すなわち、第一に施設内に

いる介護職員・入所者と施設外にいる家族の聞で、

第二に施設と関係している介護職員・入所者・家

族と施設と関係していない一般市民との聞にそれ

ぞれ線が引かれる場合があるのである。すなわち、

入所者が抱いている不満等を解決するために、弁

護士などに相談する場合だけでなく家族に対して

表出させる場合にも、施設の「ソト」にその不満

を持ち出すことを意味する場合もあるのである。

しかし、それらの線の関係をつかみきれなかった

ため、本論文では「ウチJと「ソト」の区別は、

第三の線によってなされることとする。

もっとも、中根千枝の第ーから第三カテゴリー

の区別は参考になると考えられるので紹介するこ

とにする(中根千枝『適応の条件J (講談社現代

新書・ 1972年)110-122頁)。第一カテゴリーを構

成するのは、 「自己にとって最も重要な意味をも

っ仕事を通して形成される仲間」であり、農村に



おける部落の成員や同じ職場の人々である。第二

カテゴリーを構成するのは、部落と関係の深い隣

接地域の村々を包む範囲の人々や大企業の場合は

その会社の全員であり、 「なんらかの既存のネッ

トワークに支え」られている人々である。第三カ

テゴリーは、 「ヨソのヒト」である。そして、第

一カテゴリーの者は、後二者のカテゴリーに対し

て「第一カテゴリーの人間関係のパターンをおし

つけよう」とする。そのとき、そのパターンを受

け入れれば第一カテゴリーの人聞になることがで

きるのである。

この枠組みを特別養護老人ホームで考えると、

職員同士が第ーカテゴリー、入所者・家族は第二

カテゴリー、社会の一般成員は第三カテゴリーと

いうことになる。そして、入所者・家族で、第一

カテゴリーのパターンを受け入れた者は第ーカテ

ゴリーへと編入されることとなる。すなわち、結

果として、第一カテゴリーに編入した入所者や家

族、第二カテゴリーに残る入所者・家族に分かれ

るのである。そうなると前者は、施設の「ウチ」

に含まれることになるが、後者は「ウチ」と「ソ

ト」の中聞に位置付けられることとなるのである。

このように解釈することにより、第二カテゴリ

ーという中間カテゴリーによって「ウチ」と「ソ

ト」を区別する線をどこに引くべきかを説明する

ことが可能になるのではなかろうか。また、第一

カテゴリーのパターンを受け入れることを、後述

する家族や入所者が義理の「普遍的側面」の持つ

ことと考えることができるように思える。

69 なお、 「行為者は相手方がこのような要求を

する立場に追い込まれないように、先んじて履行

しなければならない」という部分が後に続いてい

るが、その部分は、たとえ当事者に身分階層的社

会性質があったとしても対等な立場に置かれると

いう義理の「特殊的側面」の要素であることから

除外した。

70 六本佳平『日本の法と社会J (有斐閣・ 2004

年)24頁。

71 効率性という規範が形成されることが多い。

例えば、オムツ交換や時聞を本来の起床時聞を無
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視し、介護の効率の良い時間帯に行うことを挙げ

ることがしばしば見られるのである。

72 入所者の様子が気になる家族に対しては、些

細なことであっても、例えば「今日はご飯を少し

しか食べませんでした」などであっても報告して

いる場合がある。

73 鈴木栄『特別養護老人ホームJ (NHK出版・

2002年)153頁。

74 例えば、ある特別養護老人ホームで、味噌を

入れ忘れ、ダシの味しかない味噌汁を出したこと

があったそうだが、そのことを指摘した入所者は

一人もおらず、普が「おいしい」といって食べて

いたという。あるソーシャルワーヵーによれば、

その背景には、若い人にいろいろ Lてもらって

「ありがたい」という気持ちが強いことからその

ような不満や要望を出すことに遠慮してしまった

のではないかということであった。

75 実際、多くの介護士が、ほとんどの入所者に

とって終の棲家となることから少しでも家庭的な

雰聞気を作ろうと努力しているという事実がある。

76 中根千枝『タテ社会の人間関係J(講談社現代

新書・ 1967年)49頁。

77 そのため、施設の「ソト」から見れば入所者

が不満・要望を抱いていても当然と感じる場合で

あっても、介護職員の側からすれば損害や被害を

生じきせていることに気付かないということが生

じるのである。例えば、ある施設では、間違った

薬を与えてしまったり、あるいは与えるべき薬を

与えなかったりしても、その入所者に外見上変化

がなかった場合には看護師や施設に対して報告を

する必要がないという規範が形成されている。し

かし、薬剤師である梶田絵美に伺ったところ、外

見上変化がない場合であっても、危険な状態に陥

る危険があるとのことである。

78 ある特別養護老人ホーム内でいじめが発生し

たとき、事態を面倒にさせないために、被害者側

の家族には説明しなかったとのことである。

79 ある特別養護老人ホームで、施設内で起こっ

た問題の処理方法を尋ねたところ、プライパシー

を理由にして断られたため実際にどのような事件
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がどのように処理されたのかは分からなかった。

しかし、そのとき、 「全くかかわりのない人がそ

の処理方法を見れば、誤解が生じる可能性が高い

し、その処理方法が妥当であることを理解するこ

とはできないだろう」と何度も言われた。

80 特別養護老人ホームでボランティアをしてい

た者の話による。

81 そのような主張に対して、若い介護職員の中

には「金を払っているのであるからサーピスの提

供を受けるのは当然である」と理解しようと努め

ている者もいるが、彼ら/彼女らであっても実際

には肯定的に受け止めることは難しいようである。

82 両親が痴呆になった座司洋子によれば、 「か

なりの痴呆が進んだ高齢者の場合でも、サーピス

の質に対する反応は敏感で、何らかの抵抗のシグ

ナルを発する」という(庄司洋子「多様化したサ

ーピスを生かせぬ使い勝手の悪さJAERAMOOK 

『新版社会福祉学がわかる』朝日新聞社・ 2003年)

139頁)。また、認知症の入所者が介護の内容によ

って喜怒哀楽の感情を示すことは、介護職員も述

べている。

83 ここで注意しなければならないことは、 「懇

願Jr歎願」と「請願」の区別である。暖昧ではあ

るが、前者による申し出は直接的なものではなく

かっその申し出を受けるかどうかは受ける側に委

ねられているが、後者による申し出は直接的であ

りかっ申し出を受けることを強〈求められると考

えることができょう。従って、不満要望の申し立

ては、 「懇願Jr歎願」による場合は、その頻度や

個々の介護職員の姿勢により異なるものの、比較

的許容される場合もある。しかし、 「請願」によ

る場合は、その許容範囲は狭いといえよう o

本論文における不満要望の表出は、主に「請願」

による場合を念頭に置くことにする。

84 私の調査による。

85 介護職員の視点による。

86 私の調査による。

87 介護職員の視点による。

88 もちろん個々の職員の中では、 「義理」の観

念を強く持つ者とそうでない者がいることが事実
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であるが、本論分では単純化して「施設」を単位

とし「義理むの有無を考えたい。

89 中根前掲書『タテ社会の人間関係J (注76)

117頁を参考に作成。

90 中根前掲書『タテ社会の人間関係J (注76)

118頁。

91 中根前掲書『タテ社会の人間関係J (注76)

119頁。

92 土居健郎によれば、中根の「底辺のない三角

形」の関係は「甘え」を重視しており(土居健郎

rr甘え』の構造」新装版(弘文堂・ 2000年)33 

頁)、また「相互の関係に甘えが働く場合には、す

べて親子関係に準ずるか、あるいはそれとなんら

かのかかわりを持つ場合と考えられるJ(47頁)と

いう。そうだとすれば、中根のいう義理の第一の

条件を、 「他人にも関わらず親のようにものをく

れること」というように読み替えることができる

ことになる。

ところで、注68において、第一カテゴリーの者

は、第三第三カテゴリーの者にそのパターンを押

付けると述べたが、施設が「義理」の関係にある

場合には、その一つは親子のパターンであると考

えられる。

土井は、 「甘え」の定義について、根本的には

「他者に接近し、そして相手と一体になりたいと

いう、そういう感情であり行動である」、と大塚久

雄、川島武宜との対談の中で述べている(大塚久

雄他 rr甘え』と社会科学j(弘文堂・ 1976年) 9 

頁)。

93 中根前掲害『タテ社会の人間関係J (注76)

122-130頁。

94 入所者自身は「義理」の観念を持っているが、

家族は「契約」の観念を持っているという場合、

また、その逆の場合も存在するが、議論を明確に

するため家族と入所者の観念構造が同じであると

仮定することとする。例えば、調査の中では、入

所者は「義理」の観念をもっているが、家族は

「契約」の観念を持っている場合があった。その

場合、介護職員は、家族に対しては肯定的な感情

を持たないものの、入所者に対しては肯定的な感



情を抱いていた。しかし、本論文では、そのよう

な事例は取り扱わないことにする。

95 入所者・家族の有している義理の「普遍的側

面」は、土井健郎のいうところの「甘えJ (土居

前掲書注92) という視点から捉えなおすことがで

きる。

96 例えば、 施設が「義理」の関係であるところ

に、 「契約」の観念を持つ入所者・家族が関わる

ようになることには違和感を抱かれるかもしれな

いが、図 3のように分類することができるのは、

入所者・家族が新参者であるからである。施設に

とっては、入所者・家族は、農村社会に入ってき

た都会人と同様に捉えることができるのである。

都会人が農村社会に入ったとき、そこにある「義

理」の関係を尊重できる場合もあるであろうし、

できない場合もあるだろう。

97 たとえば、退院の際に医師から介護職員に

「骨が完全についていないので十分に気をつける

ように」との注意があったにも関わらず、それが

全職員に知れ渡っていないために、再び骨折する

事故が起こったという事例がある(本間『特養ホ

ームが変わる、特養を変えるJ(本間前掲書(注

63) 56頁)。そのことは、グループ聞の意志疎通が

円滑に行われていないために生じたと推測される。

98 家族の位置付けについては難しいところがあ

るが、家族の後ろに監督官庁等の影が見えた場合

には施設よりも上位に立つことになると考えられ

る。

99 もちろん実際に介護を行う者(新人)の中に

は、適切な介護を行おうとする者がいることが事

実であるが、その場合であっても、彼/彼女は他

の職員の介護内容に対して指示をすることはない

のであり、適切な介護を行わない者を排除するこ

とは困難であり、施設全体として適切な介護水準

を保つことはできない。

また、そのとき、重要なことは、直近の者の影

響が大きいということである。それぞれのランク

には、それぞれのコミュニテイがあることから、

上の者になればなるほどその親近度は減少してい

き、それと比例して相手が上役になるほど意思疎
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通がしづらくなるのである。

100ペッカー前掲著(注8)40頁以下で次のよう

に述べている。 I人聞は、見かけに比べ、空想の

中ではきわめて逸脱的なものである」。しかし、

「個人は、過去にとった行動の結果、あるいは種

々の制度的慣例の手順に従った結果、もしそうし

なかったなら自分が直接関与している他方向の活

動に悪影響を及ぼすだろうという危倶から、ある

種の行動方針に固執しなければならなくなるので

ある」。ここでは入所者ゃ家族が「義理」の観念を

持たざるを得ない場合もあることが想定される。

つまり、 「義理」の関係にあることが良いと思っ

ている者の他に、仕方なしにそのような者を装っ

ている者もいるのである。本論文では後者も「義

理」の観念を持っている者とすることにする。

101例えば、娘が他家に嫁いだ後には、その嫁の

両親は嫁ぎ先に対して娘のことで口を出すべきで

ない考えられたことなどに類推可能である。

102介護の質について、入所者が望む内容は、ケ

アプランといった契約内容としては包摂しにくい

という事実は重要である。入所者にとっては、ケ

アプランによって保障されるオムツ交換や風呂の

回数以上に、介護職員から「誕生日おめでとう」

や「風邪の調子は良くなった」などの声を掛けら

れることが重要なのである。つまり、生活の質を

考えた場合には、 「察しJにこそ介護の質の向上

の鍵があるのである。

また、その察しが重要なことは特別養護老人ホ

ームを調査している本間郁子の以下の記述からも

伺える。 I職員の言動は、職員が考えている上に

家族の心に影響を与えるものだ。日頃お世話にな

っているという負い目があるため、入居者や家族

の受け止め方は、どうしても否定的で被害妄想的

になりがちだ。職員は、こうした家族の気持ちを

考えて、仮に何か注意しなければならないことが

あっても、決して一言でいうものではなく、なぜ

かという理由を十分に説明することが大切だ。ど

んなに忙しくても、相手に与える影響の大きさを

考えると、その時間を惜しんではならないほど重

要なことなのである。J(本間『特養ホームが変わ
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る、特養を変えるJ(注64)51-52頁)。

103もっとも、 「契約」の関係にあるとしても、

直接先輩や上司の行っている介護について意見を

言うことにはためらいがあるようである。そのよ

うな場合であっても、会合の場であれば、名指し

ではないために比較的意見しやすいようである。

lO4田中とも江は、川越智子からの身体拘束に対

するインタピューの中で、 「一番大切なのは、『自

分たちの頭で考えること』だと」述べている(川

越智子『誰が老人を救うのかJ(全日出版・ 2003

年)218頁)。おそらく身体拘束だけでなくあらゆ

る介護の面においてそのことは妥当するであろう。

そして、その考えたことを表出する機会として介

護職員会議は重要だろうし、また、その機会があ

ることは職員が介護の質について考える動機付け

になるはずである。

105もっとも、その施設内規範が施設の「ソト」

から見て妥当なものになるかどうかは違う次元の

問題である。施設が「契約」の関係にあっても、

形成される施設内規範の内容は「ウチ」の職員の

意識に影響されているのである。

106一概に言うことはできないが、施設が「義劃

の関係にある場合、特別養護老人ホームの中には、

上司からの命令により介護職員の多くが医療行為

ということを認識せずにそれを行われることが比

較的高いことを指摘できる。例えば、ある施設で

は、夜間や正月には看護師がいなくなるため、本

来看護師が行わなければならないこともすべて介

護職員によって行われている実情があるが、介護

行為と医療行為の区別が暖昧であればその実情に

対する危機意識が芽生えないことになる。

lO7ところで、第二章第三節第二項において、介

護職員は、①施設外の高齢者と類似した比較的肯

定的な高齢者像、②カリシュのいう新エイジズム

の特徴を持つ高齢者像、③「かわいい」という高

齢者像の 3つの組み合わせによって、高齢者一般

に対して対して抱くエイジズムを形成すると述べ

た。その点に関して、個々の介護職員が、最終的

にどのようなエイジズムを抱くかはそれぞれの職

員の性格等に依ることになる。しかし、施設内に

236 

いる職員のエイジズムの内容は、施設が「義理」

の関係にあるか否か、どれくらいの入所者・家族

が「義理」の観念を持っているかに影響されると

考えられる。すなわち、施設が「義理」の関係に

ある施設で、介護職に誇りを持っていないグルー

プに加入した場合には、そのグループ内における

相互作用から②の要素が強〈持つようになるだろ

う。また、入所者の多くが「義理」の関係にある

場合には、自分のことを察してくれる彼ら/彼女

らに対して、①の要素を強く持つようになるだろ

つ。

108仮想であるのは事実であるが、介護職員への

インタピューの中で、ものを盗られたと訴える入

所者がいるという話を伺ったため真実性は高いと

考えられる。

109小林前掲書(注59)87-92頁を基に構成した。

110但し、施設との聞に直接交渉は行われなかっ

たものの、く事例15>の男性に助けを求めたとこ

ろ、その男性は神奈川県に苦情を申し立てること

なった。もっとも、結果としては、県は施設に改

善計画書の提出を求めたり特別監査に入ったりし

ているが、施設の状態に変化は見られなかった。

111小林前掲書(注59)お-87頁を基に構成した。

112小林前掲書(注59)95-96頁を基に構成した。

113小林前掲書(注59)98ー100頁を基に構成し

h 

~。
114私の調査による。

115私の調査による。

116川越智子著『誰が老人を救うのかJ(全日出版

・2003年)98-108頁を基に構成した。

117和田安弘によれば、⑥から⑦の段階について

次のように述べている。 Ire-claimingの変容がな

いための脱落とは、 dispute状態になったあとに要

求者がその主張を通すことをあきらめた場合など

であり、 negotiationの状態の入ってからの脱落と

の区別は、実際には多分に流動的であろうと思わ

れるJ(和田前掲書(注43)lO6頁。それらの理由

からクリアな区別が困難だったためので、⑥から

⑦の段階にかけての脱落についての議論は省略さ

せていただくことにする。



118く事例114>及びく事例15>おいて、家族が虐

待を確信したのは、一回目のけがのときではなく、

不自然にけがが続いた後である。〈事例16>では、

ひどい床ずれという客観的に不適切な介護状況が

明らかになっており、またく事例19>では、医師

から転んだ程度で生じる損傷ではないとの説明を

受けているのである。

また、言葉で罵られたことにより精神障害を引

き起こした場合にも傷害罪は成立するが、被害に

遭ったのが入所者であれば、認知症が発症したあ

るいは進行したと判断されることが考えられるの

である。

119特養ホームオンプズマンを長〈務めた道南法

律事務所の佐藤憲一弁護士によれば、施設を訪れ

た際に入所者と話をしても、年に 2固という回数

では、入所者の言っていることに対してどこまで

信じてよいか分からないとのことであった。

12圃その問題を難しくしているのは、家族が虐待

と確信するけがを入所者が負ったとしても、それ

は虐待ではない場合があるという事実である。

〈事例却〉では、家族は虐待であると確信してい

たものの、おそらくそのような事実はないのであ

る。

121逆に、敬老の精神、すなわち終の棲家でこそ

良い生活の質でなければならないという観念が、

家族などが入所者のために努力するよう動機付け

られるかもしれない。しかし、私の印象では、非

協力的に動機付けられる場合の方が多いように感

じられる。

122小林前掲害(注59)89頁。

123く事例15>では、実際に施設との闘で紛争が

発生した後、入所者への虐待が酷くなっている。

124私自身は、紛争の解決のために施設の「ソト」

に持ち出すことには大きな意義があると考えてい

る。施設内規範によりその問題が発生した場合や、

一部に酷い介護職員がいるが施設はそのことに気

付いていない場合には、問題を「ソト」に出すこ

とにより、 「ソト」からの評価を受けることがで

きるからである。そのことにより、施設側は視野

を広げ、介護の質の向上が期待できるからである。

高齢者の不満・要望の表出とその解決・処理方法の法社会学的分析

125 1入所者」とレイベリングされている必要は

ない。

126実際の調査においても、入所者の中にはよく

「ものを盗られたJ100さんが~だ」という者

がいると話してくれる者がいたが、入所者のそれ

らの訴えに対して真撃に対応していないような印

象を受けた。

127このことは、虐待の疑惑をもたれた施設であ

っても変わらない。

128たとえボランティアなどの活動に生きがいを

見出すことがきたとしても、それは産業社会にお

いては「残余カテゴリ」としか位置付けられない

のである(加来和典「高齢者の社会参加」辻正二

他編『エイジングの社会心理学』第 5章(北樹出

版.2003年)93頁)。

また、 「わが国では社会的役割jを重視する傾向

にあり、その役割を呆たせなくなると価値が低い

かのように考えられがちである。すなわち、生存

的役割(個人が存在することそのものの価値)は

軽視され、社会的役割が高いほど重用きれる傾向

にあるのであるJ(山本和儀「高齢者の心理J(介

護保険情報15巻12号・ 2∞5年).閃頁)。

129プラックは、 “The Behavior of Law"にお

いて、第二章で杜会成層 (Stratification)、第三

章で社会形態 (Morpho]ogy)、第四章で文化

(Cu]ture)、第五章で組織 (Organization)、第六

章で社会統制(SocialControI)といった社会構造

の次元で法的資源の配分について論じている。

※社会成層等の訳語は、宮津節生の訳語に従った

(宮津節生「法過程のリアリティ J (信山社・

1994年)39-44頁)。

130江口隆裕「高齢者福祉法制の現状」新井誠他

編『高齢者の権利擁護システムJ(頚草書房・ 1998

年)104頁

131山口正三の大学生に対する高齢者への差別感

情の調査において、多くの大学生は高齢者は「静

かなところに住むべき」という考えていることが

明らかとなった(辻前掲書(注12).130頁、 .154

頁)。そのような意識は、テレピや新聞などのマス

コミなどによって形成される面も考えれば、おそ
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らく若者でなくとも持っていることが伺える。

132田中荘司による(田中荘司「日本高齢虐待防

止学会の設立の背景と目的J [Gpned 51巻8号・

2∞4年)23頁)。

133平成17年11月1日に成立し、平成18年4月1

日施行。

134田中荘司によれば1949年には潮谷総一郎と杉

村春三による「老人福祉法(試案)Jの中で高齢虐

待に関する記述があるという(田中前掲書(注131)

23頁)。私自身が見つけた例では、 1987年に出版

された金子善彦著の I老人虐待』において、特別

養護老人ホームにおける虐待は触れられらており

(p.203)その対策として「老人虐待防止法」の制

定を訴えられている (269頁)。

135和田安弘は、日本人の法観念の特殊性につい

て、次のように述べている。 I権利主張という行

為が準則の実現過程の中で当然に導かれるか杏か

という点にこそ求められるように恩われる。つま

り、日本人が権利主張をする事例が多いか少ない

かという結呆としての事実が問題なのではないと

いうことであるJ(和田前掲書(注43)204頁。こ

のような和田の指摘は妥当である。権利主張した

くともできない場合、あるいはその逆の場合も大

いに考えられるのであり、単純に権利主張をした

事例では捉えるべきではない。権利主張がなされ

ることに対して相手がどのような反応をするか、

そしてなぜそれが許されたのかあるいは許きれな

かったかの理由を探ることが大切なことなのであ

る。

本論文では、そのような視点から、法観念が重

要だということを論じていくことにする。

136第四章第二節第四項で述べた自分の持ってい

る観念と反する行動を取るかどうかにエイジズム

は大きく影響しているのである。

238 

また、日本では、一般的に肯定的エイジズムが

比較的強いことを考えれば、入所者や家族ともそ

の介護の質を考え、義理の観念をもっているよう

に、あるいはもっていないように装うことが少な

くないように思われる。

137ところで、紛争が施設の「ソト」に持ち出さ

れた場合には、施設に義理の「特殊的側面」があ

る場合には、中根千枝の指摘する以下のような反

応が生じることが考えられる。問題が「ソト」の

世界に拡大したとき、 「ソト」の世界にいる「一

般の人々は、よくもこんなひどいことが行われて

いたことだと驚き、慨嘆し、また攻撃する。一方、

その渦中にある人々[Iウチ」の人々]にとって

は、自分たちの行動が、一般の常識や法を破って

しまった、とうことに気がついて、反省し引き下

がるのはなく、 [このように『ソけから介入さ

れるようになる事態を1[誰がもたらしたのかJ

ということが何より強い関心となる。集団内、あ

るいは局部的な現象としてだけにとどまるはずな

のに、そうならなかったことに対する驚きである」

(中根千枝『タテ杜会の力学J(講談社現代新書・

1978) 144頁)。すなわち、義理の「特殊的側面」

がある施設においては、紛争が生じるなどして施

設の「ソト」にその介護内容が知れ渡り、それが

「ソト」から批判されることになったとしても、

その批判に対して無反省になる可能性が高いので

ある。すなわち、 「ソト」からの注目が消えた後、

元の状態に戻る可能性が高いのである。そのため、

義理の「特殊的側面」がある施設にあっては、特

に施設の「ソト」に日を向ける必要があるのであ

る。

(たざわ かつゆき 北海道大学法学研究科修士

課程修了)


