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まえがき

介護福祉士のカリキュラムは，優れて人間中心の倫理観・社会観をも
ち，介護についての知識・技術を体得した専門職の養成を目指していま
す。
介護とは，家庭でも行われる生活援助の行為ともいえます。それでは
家庭で行われる介護と専門職の行う介護とは何が違い，どこが同じなの
でしょうか。どちらの介護も求められているのは，要介護者の方々がそ
の人らしく安心・快適に毎日過ごす生活を目指した日常生活のお手伝い
といえます。そして，どちらも要介護者に対しての愛情とお世話がその
行為の出発点になっていることは共通のものです。
一方，国家資格としての介護福祉士に求められるものは，単に愛情の
ある介護・介助ということだけではありません。そこには，福祉の価値観，
倫理観を基盤に介護の専門職としての知識・技術が求められているので
す。家庭でのそれが，親族への日々の介護・介助であるのに対して，介
護福祉士には社会的・技術的な公正性・科学性を担保することが求めら
れるのです。

さて介護技術は，具体的な身体介護に関して，関連領域である看護技
術から学ぶことが少なくありません。それは人間の生理的な欲求や，援
助に関して人間工学的な的確性を求められる行為という点で，介護も看
護も同様な基礎的知識・技術が求められるからであるといえます。また，
ナイチンゲール以来の看護技術から，さらに先行科学技術として確立し
ている看護技術から学ばせてもらうことも多いからです。
しかし，看護と介護には，そこに日々の生活主体者としての利用者の
認識（視点）において異なる点があるのも事実です。社会的な公正や個
人の権利擁護と自立を目指す福祉と，病む人の治療，療養，回復を目的
とする医療・看護に多少目的や利用者観，サービス観の差異があるとい
うことができます。
介護福祉は，生活の主体者としての人の自立や自己決定権を重視しま
す。社会的なかかわりを大切なアプローチとして，日々の生活をその人
なりに過ごすことから本人の納得がいく生活実現を目指します。そのた
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めの生活支援・援助が介護福祉の基本の機能だといえます。
この巻では介護福祉の基礎として「人間の尊厳と自立」，「社会的な関
係性」，「人間関係の基礎であるコミュニケーション」を学びます。これ
らを学ぶことで，介護福祉の対象となる人の理解を深めていただければ
幸いです。

2013年11月

橋本　正明
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第 1 章　人間の尊厳と自立

章第

この章では
・「個人の尊厳」と「基本的人権」についての基礎知識を身につける
・介護福祉士としての倫理観を学び，介護場面における倫理的課題に対応するための基礎能力を身に
つける

・人間の自律・自立についての理解を深め，福祉における自立のあり方を学ぶ

人間の尊厳と自立

1

１　福祉の語源
「福祉」とは，人の幸せや安心できる生活を表す言葉です。「福」とい
う漢字は，豊かさや幸福を表しますが，「祉」もまた同じく「幸い」を
意味します。このことから「福祉」が語源的にも幸福を意味することが
理解できます。
「福祉」という言葉がいつ頃生まれたのかについては，あまり知られ
ていません。中国の漢文にも存在しませんし，江戸時代以前の日本の言
葉でもありません。「議会」や「憲法」のように，明治時代に外国語を
訳してできた新しい言葉でもありません。「福祉」とはもっと新しく，
第２次世界大戦後，日本国憲法の制定と同時に誕生した言葉です。連合
国軍の草案編

へん

纂
さん

関係者は，social welfareの訳語を探す際に，当時の辞
書にある「安

あん

寧
ねい

」とか「安
あん

泰
たい

」といった言葉はあまりに古くさい感じが
したために，新たな言葉をつくることにしたのです。welfare とは 
well-being（ウェルビーイング），つまり幸せな暮らしを表しています。
戦前の古い日本のイメージを刷

さっ

新
しん

する意図もあり，人の幸福な状態を表
す２つの漢字を当て，新しい熟語を作ったといわれています。戦後の日

Ⅰ 人間理解と尊厳

Ａ　福祉とは何か
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本に民主主義と国民生活の安定を期待したGHQ❶は，すべての国民が
幸せに暮らせる新しい日本社会の実現を，社会福祉という言葉に込めた
のでしょう。

２　人の幸福とは
人の幸福な状態（「福祉」）を実現するには，まず，人の幸福な状態と
はどのようなものであるかを明らかにする必要があります。個々人では
ある程度思い描くことができるでしょう。しかし，ほかの人や一般の人
も，果たして皆同じ状態が幸福だといえるでしょうか。同じだといえな
いのであれば，幸福感をもつ状態や瞬間が人によってどう異なるのか，
推量することは難しいでしょう。
しかも，社会福祉とは，幸福な状態を個人に対してだけでなく，多く
の人に同時に実現させることです。集団が共通して求める具体的な幸福
の形とはどういうものか，70億を超える世界中の人に共通した幸福な
状態とは存在するのでしょうか。
人間にとっての幸福な状態とは，一般的には「平和で安定した生活を
送り，家族や生きがいをもち，喜びに満ちた充実した生活」と表現でき
るでしょう。しかし，世界中の多くの人が，このような幸福を現実に手
に入れているわけではありません。
物質的に豊かであることや都会の快適な住居に住むことが，必ずしも
人間の幸福ではないはずです。たとえば，発展途上国❷で質素な住居に
住み，苦労の末に得たわずかな作物や賃金での暮らしであったとしても，

❶GHQ
第２次世界大戦に勝利した連合
国軍の代表として日本に駐留し
た米国軍の司令本部。女性解放，
労働組合結成の奨励，学校教育
の民主化，経済機構の民主化，
秘密審問司法制度の撤廃など日
本の戦後改革を行った

❷発展途上国
欧米などを先進諸国とよぶのに
対して，経済・社会の開発が先
進国より遅れ，これからの発展
の余地の大きい国を指して用い
られる。開発途上国，後進国と
もいう
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にこやかに幸せに暮らす人は多くいるでしょう。
つまり，幸福な状態とは，皆それを求めて生きているにもかかわらず，
一定の決まった形を定義することは難しいといえます。当然，福祉につ
いても同様で，すべての人に当てはまる福祉の形を規定することは困難
なのです。

３　多様な幸福のあり方
ここまで述べたように，幸福には万国共通の規準があるわけではなく，
言葉では明確に定義できないことが理解できるでしょう。また幸福には，

世界の幸福感

ヒマラヤのふもとの小国，ブータンは，工業力
やGDP（国内総生産）などの物質的な豊かさより，
仏教をもとに精神的な豊かさを重視する国家方針
で有名です。実際国民の心の満足度は高く注目さ
れていますが，世界各国の人々の幸福度はどのよ
うになっているのでしょうか。多くの指標や調査
がありますが，ここでは代表的な以下の３つを紹
介します。
地球幸福度指数（The Happy Planet Index）

イギリスの環境保護団体（Friends of Eartｈ）
が2006年，2009年に発表したもので，従来重
視されていたGDPやHDI（人間開発指数―住民生
活の質や発展度合いを示す）は，人間が本来望む
幸福と健康の度合いを測るものではなく，金銭的
発展度合いの指標であるという立場から，文明の
活動が将来にわたって持続可能かという視点で国
の幸福度を測る指標。そのため，中南米やアジア
の小国が上位を占めています（表 1）。
表１■地球幸福度指数上位国

2006年 2009年

１位 バヌアツ コスタリカ

２位 コロンビア ドミニカ共和国

３位 コスタリカ ジャマイカ

４位 ドミニカ共和国 グアテマラ

５位 パナマ ベトナム

６位 キューバ コロンビア

７位 ホンジュラス キューバ

８位 グアテマラ エルサルバドル

９位 エルサルバドル ブラジル

10位 セントビンセント・グレナディーン ホンジュラス

世界幸福度指数

イギリスの社会心理学者エイドリアン・ホワイ
トによって2006年に発表された先進国による国
際的な幸福度が投影された指標。健康，富，教育
などの満足度が重視されており，これをもとに作
成されたものが世界幸福地図（World Map of 
Happeness）です。欧米，アジアの先進国が上
位を占めていますが，アメリカは23位，イギリ
ス41位，フランス62位，日本は90位です（表 2）。

表２■世界幸福度指数上位国
１位 デンマーク ７位 スウェーデン

２位 スイス ８位 ブータン

３位 オーストリア ９位 ブルネイ

４位 アイスランド 10位 カナダ

５位 バハマ 11位 アイルランド

６位 フィンランド 12位 ルクセンブルク

 経済協力開発機構（OECD）＊によるより良い
暮らし指標（Better Life Index）

OECDが2011年から発表しているより良い暮
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個人の精神や心の満足などの心情的なものから，住居や食事などの物質
的で具体的な形の幸福まで，多様な形態があります。
幸福な状態とは，個人の主観的なもので，その人の価値観によって大
きく左右されます。福祉にとっても個人の価値観は重要な要素です（価
値観については本章Ⅰ-Ｃ-３「自己実現と価値観」で詳しく解説しま
す）。価値観は，国や民族，歴史，文化によってある程度共通しますが，
地域や家族などの生まれ育った環境や教育にも影響されます。また，そ
の人の性格や経験にも影響されるので，その価値観に影響される個人の
幸福も，人によって異なるのは当然といえます。

らし指標は，国民生活を国際比較するために住居
や仕事など11項目を数値化したものです。その
11項目の獲得値を平均することがどれだけ意味
あるものかは疑問ですが，加盟国の平均値トップ
はオーストラリア，２位カナダ，３位スウェーデ
ンと続き，日本は19位でした。2012年には21
位に下がり，オーストラリアは１位を維持してい
ます。
この指標の特徴は，住宅，収入，雇用，共同体，
教育，環境，ガバナンス，医療，生活満足度，安
全，仕事と生活の両立という11項目を各10点満
点で評価し，客観的なデータの数字と同時に，国
民のそれについての満足度のデータも加味されて
いる点です。
住宅でいえば，持ち家率や広さの客観的データ
のほか，現在の住まいへの満足度などの主観的
データも加えられています。日本は客観的数値で
は高得点の項目が多いのですが，国民の満足度が
低く，結果として幸福度の順位が低くなっていま
す（表 3）。
「安心，安全」「収入」「教育」「雇用」の項目で
は，日本は平均をかなり上回っていますが，「ガ
バナンス」「生活の満足度」では下回っています。

表３■より良い暮らし指標

日本 OECD
平均値

〈住宅〉 持ち家率 62％ 67％

一人当たり部屋数 1.8室 1.6室

〈収入〉 家計の可処分所得
（税引き後）

23,210
ドル

22,484
ドル

家計資産 70,033
ドル

36,808
ドル

〈雇用〉 年間労働時間 1,714
時間

1,739
時間

労働年齢人口中で有給
職に従事割合

70% 65%

〈ガバナン
ス〉

投票率 67% 72%

政治制度への信頼 53% 56%

〈健康〉 平均寿命 82.7歳 79歳

自分が健康と答える人
の割合

33% 69%

〈生活の満
足度〉

自分の生活に満足して
いる人の割合

40% 59%

否定的経験より肯定的
経験が多い人の割合

68% 72%

〈安心，安全〉殺人発症率10万人中 0.5件 2.2件

夜の路上で不安を感じる 35% 26%

＊ OECD（Organization for Economic Co-operation 
and Deveoopment ）

本部をパリに置く経済全般について協議する国際的機関。
経済成長と雇用の増大と同時に，発展途上地域への健全な
経済拡大，差別のない世界貿易などを目的としており，
2013年現在34か国が加盟している
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また，幸福とは人が人生を通じて求める目的であり，自己実現と深く
かかわっています。したがって，幸福と自己実現は，個々人の価値観に
従い，多様な形態をとることになります。そう考えると，人生のテーマ
である「人は何のために生きるのか」（実存の意味）が多様化すること
もうなずけるでしょう。価値観が定まらないと，自分の幸福像も定まら
ず，生きる目的を見失うことも多いといえます。

４　満足感と幸福感
幸福感とはその人にとっての生活や人生への満足感であることは，先
に述べたとおりです。したがって，期待や欲求水準が高い人ほどわずか
なことでは幸福に感じないともいえます。先進国では，人々は物質的な
豊かさや娯楽にあふれる環境に慣れすぎて，幸福に対する感度が鈍って
いる傾向があるともいえます。
都市生活においては，交通手段から住居環境まで便利で豊かになり，
快適に過ごせるようになりました。その一方で，マスコミやメディアに
よる情報があふれ，欲望は常に刺激され肥大し続けるのが現代社会です。
このような環境は，苦労や我慢によって人間の精神を成長させる機会を
減らし，自己中心的で感情をコントロールできない，いわゆるキレやす
い人間が増える一因ともいえるのではないでしょうか。

人間性と精神の成長の機会が不足しがちな現代は，満足や幸福
感を得るどころか，ストレスの多い生活のなかで慢性的欲求不満
と不全感をもちやすく，精神的な病いが増える傾向もあります。
科学の進歩による便利さは，人を満足感や幸福感からかえって遠
ざけることにもなっています。
自己実現と満足感の関係においても同じことがいえます。自己
実現は人生の目的ですが，どの程度で満足するかは個人の幸福感
に大いに関係してきます。格差社会といわれながらも日本は封建

的な身分制度❸もなく，高校や大学への進学や就職はかなりオープンで，
自己実現の可能性は開かれています。しかし，現実には希望や夢を達成
できる人はごく一部であり，多くの人が欲求不満，自分に対する不全感
を抱えていることになります。それと関連しますが，近年は自殺の主な
要因の一つであるうつ病患者が増加傾向にあります。また，毎年３万人
近い自殺者数は，社会的な問題にもなっています。
そのような不満や不全感を和らげ，人々の心にゆとりや潤いを与え，

❸身分制度
江戸時代には生まれながらの身
分制度があり，人はそこから抜
け出すことはできなかった。イ
ンドでは現在でも同じような
カースト制度がある
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日本の自殺者数

第２次世界大戦以降，日本では自殺者は増え続
け，アメリカの２倍，イギリスの３倍で，世界で
も８番目に多く，交通事故死の数を上回っていま
す。1998（平成10）年以降は年に３万人を超え
ていましたが，2012（平成24）年に15年ぶり
に３万人を割り２万7858人となりました。男性
が圧倒的に多く，地域では，数としては東京が一
番ですが，自殺率では秋田県，青森県など北東北
が高くなっています。2013年版自殺対策白書に
よると，年代別では，1998年に比べ，30歳代以

降の各年代の自殺率は下がっていますが，いじめ
を苦にしての自殺など20歳代が上昇傾向にある
のが特徴です。自殺の原因としては「健康問題」
が全体の半分近くを占め，次いで「経済・生活問
題」「家庭問題」となっています。高い自殺率の
背景にはバブル崩

ほう

壊
かい

後，成果主義や競争激化によ
りストレスが増加したことが考えられます。国で
も「自殺予防総合対策センター（内閣府）」，「自
殺防止対策事業（厚生労働省）」など，自殺防止
には力を入れています。

表■年齢別自殺者数と性別および原因
年齢階級別

原因・動機別 ～19歳 20～29
歳

30～39
歳

40～49
歳

50～59
歳

60～69
歳

70～79
歳 80歳～ 不詳 合計

合計

計 545 3,109 4,045 5,045 4,972 4,957 3,503 2,213 7 28,396

男 355 2,199 2,824 3,734 3,590 3,383 2,089 1,198 7 19,379

女 190 910 1,221 1,311 1,382 1,574 1,414 1,015 9,017

家庭問題

計 86 324 616 746 717 695 559 345 1 4,089

男 49 223 413 505 452 421 333 194 1 2,591

女 37 101 203 241 265 274 226 151 1,498

健康問題

計 125 1,053 1,616 1,977 2,062 2,796 2,393 1,607 13,629

男 65 586 929 1,211 1,200 1,706 1,326 869 7,892

女 60 467 687 766 862 1,090 1,067 738 5,737

経済・生活問題

計 18 454 678 1,260 1,396 1,029 314 66 4 5,219

男 17 409 616 1,138 1,264 905 267 40 4 4,660

女 1 45 62 122 132 124 47 26 559

勤務問題

計 29 508 593 642 497 169 28 6 2,472

男 24 420 510 587 459 150 27 5 2,182

女 5 88 83 55 38 19 1 1 290

男女問題

計 49 321 324 204 88 34 12 3 1,035

男 27 196 191 127 58 28 9 2 638

女 22 125 133 77 30 6 3 1 397

学校問題

計 180 226 6 5 417

男 129 196 4 1 330

女 51 30 2 4 87

その他

計 58 223 212 211 212 234 197 186 2 1,535

男 44 169 161 165 157 173 127 88 2 1,086

女 14 54 51 46 55 61 70 98 449

注 ： 遺書等の自殺を裏づける資料により明らかに推定できる原因・動機を自殺者一人につき３つまで計上可能としたため，
原因・動機特定者の原因・動機別の和と原因・動機特定者数（２万615人）とは一致しない

資料／内閣府：平成24年の自殺の状況．
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安定感と満足感を与えるものとして，教育，宗教，文化・芸術がありま
す。また，家族や友人との日常生活での情緒の交流や憩

いこ

いも，現代生活
でのストレスやマイナス感情を緩

かん

和
わ

する重要な役割をもっています。

１　人の理性と共感能力
人間がほかの動物と異なる点は，他人を理解できる能力と理性をもっ
ている点です。
地球上で人間も植物やほかの動物と共存しています。人間以外の動物
や植物なども種の保存の本能に従い，群れをつくって外敵から身を守り
繁
はん

殖
しょく

してきましたが，何百万年もの歴史の蓄
ちく

積
せき

によって進化し，高度
な文明社会を形成したのは人類だけであるといえます。
そしてそれができたのは，人間が知性や理性，そして感情をもつ動物
だったからです。人間が知性や理性によって，周囲も同じように主体性

をもつ同じ人間であり仲間だと認識できる能力
が文明社会を形づくってきたといえるのです。
人類は文明を形成する過程で，他者と関係を
築くコミュニケーション手段である言葉や文字
を生み出し，それによって他者との心の交流，
思いやりの心も発達させてきました。自分だけ
の幸福を求める利己主義や自己愛ではなく，家
族愛や仲間意識，また，地域社会の人々の幸福
を願う隣人愛や同族愛を成長させることができ

たのです。身近にいる人が悲しくつらい目に遭うとその気持ちに共感し，
うれしいときは一緒に喜び，助けがいるときには手を差し伸べてきまし
た。このように，集団生活や言葉の発達とともに，思いやりや助け合う
気持ちを発達させてきたともいえます。

２　他者への思いやりとヒューマニズム
他者への思いやりを，難しい言葉に置き換えると「惻

そく

隠
いん

の情❹」「憐
れん

憫
びん

」があります。これが人の心に備わった思いやり，他人の幸福を願う
能力であり，助け合いの精神です。人間は，その気持ちを個人から家族，

Ｂ　社会福祉と幸福

❹惻隠の情
あわれみの心，同情する心のこ
とをいい，相手の立場に立って，
ものごとを感じ取る共感の意で
もある



Ⅰ  人間理解と尊厳

9

親
しん

戚
せき

，地域住民，国民，そして人類へと広げて，人類愛，人道主義まで
拡大してきました。博愛の精神（フィランソロピー❺）は人への思いや
りの心，人道主義（ヒューマニズム）が根底にあり，それが慈

じ

善
ぜん

活動や
社会事業の原動力となっていきました。
国や民族によって，歴史や文化，風習，宗教によって，思いやりの表
し方は異なります。しかし，そういった国や民族や風習を越えて，人の
心には，他者も自分と同じように大切に扱いたいという気持ちが共通し
て存在するというのが，人道主義（ヒューマニズム）です。人類の歴史
には，多くの争い，戦争，破壊や暴力が存在し，宗教や正義の名のもと
に殺

さつ

戮
りく

や暴力が正当化されてきました。
しかし，その悲

ひ

惨
さん

さや苦しむ人を見て同情し，助けようとする人道主
義や善意が存在したことで，人類はここまで存続し発展してきたともい
えます。たとえば，デュナン（Dunant, J.H.）が赤十字❻の活動を始め
たのも，イタリア統一戦争で，打ち捨てられたままの傷病兵の悲惨な状
態に胸をいためたことがきっかけでした。
同じように，社会福祉とは個人の幸せだけを追求するのではなく，幸
福な状態を個人から家族や周囲の人，地域や社会に広げて実現すること
にあります。他者の痛みや苦しみを自分に置き換えて感じることができ
る思いやりという人間の力を活用し，互いに暮らしやすい社会を実現す
る。これが社会福祉の理念なのです。

❺フィランソロピー
もともとは人類愛にもとづいた
社会への奉仕活動にささげる気
持ちを指す。日本では企業によ
る社会貢献活動を指すことが多
い。フィランソロピーの実践者
はフィランソロピストとよばれ
る

❻赤十字
デュナンの祖国であるスイスの
国旗の白十字を赤に変え，国際
赤十字のシンボルとして，世界
各国の赤十字社に使われてい
る。イスラム圏諸国では，十字
軍によるいまわしい思い出があ
るため，三日月を使用し，赤新
月社としている

スイスの若き実業家であったデュナンは，
1859年のイタリア統一戦争の最前線をたまたま
通りかかった際に，おびただしい数の負傷兵が打
ち捨てられているのを目の当たりにしました。こ
の悲惨な光景に衝

しょう

撃
げき

を受けたデュナンは，負傷兵
の手当をしようと近くの農民に声をかけました。
戦争を迷惑がっている農民は手伝ってはくれませ
んでした。それでも，一人で必死に敵味方なく救
護活動を行っていると，しだいに納

な

屋
や

や家に運び
入れて手当てをしてくれる人々が現れはじめたの
です。この体験をきっかけに，デュナンはこの救

護活動を生涯の仕事にしたのです。
当時，ヨーロッパでは近代国家による戦いが至

るところで繰り広げられ，同じように傷病兵の救
護が必要とされていました。こうして，デュナン
の働きかけにより，1886年にスイスのジュネー
ブで16か国による国際赤十字が設立されました。
日本では1877（明治10）年の西南戦争の際，

博愛社として敗軍の傷病兵を手当てする組織が創
設されました。この組織は10年後にその名を日
本赤十字社と改め，国際赤十字に加盟しました。

デュナンの救護活動と国際赤十字
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１　「人間の尊厳」と「個人の尊重」
「人間の尊

そん

厳
げん

」とは，人の個別性❼を尊重することであり，個別性に配
はい

慮
りょ

することが「個人の尊重」につながります。そして，人間の多様性と
複雑さについての推察力，洞察力，探究心がなければ，「個人の尊重」
を実現することは困難です。
多様なニーズをもつ人々を支援する福祉の現場において，すべての個
人についてその人となりを理解することは容易なことではありません。
そこで支援する側は，一般的に共通する人の生活について理解したうえ
で，育った環境や年齢，その人のおかれた状況によって違いがあること
を認識することが必要になります。
その一方で，介護に携わる者は，人は皆，与えられた条件や環境のな
かで，その人なりの自己実現，つまり充実した人生に向かって懸命に生
きていることを心に留めておかなければなりません。どのような障害や
病気があっても，また恵まれない境遇にあっても，その人は自分の困難
に正面から取り組み，克服しようと毎日命を燃やし，努力しているので

Ｃ　人間の尊厳

❼個別性
同じ人間でも年齢，性別，人種
によって様々に異なっている。
日本人の同年代の高齢者でも，
過去の経験や性格，健康状態で，
個々に違う。このような違いが
個別性であり，看護や介護では
個別性の配慮が重要である

東日本大震災の悲しみを乗り越えて

2011（平成23）年３月11日の東日本大震災
では死者・行方不明者２万7000人を超える犠

ぎ

牲
せい

者が出て，20万人以上の人が家や家族，仕事を
失いました。
その被災者でありながら，建物や道路が崩

ほう

壊
かい

し
たなかで，自衛隊や消防団と一緒に行方不明者を
探す地元青年団の若者，病院から避

ひ

難
なん

した高齢者
の食事や寝る場所の確保に走り回る施設職員の姿
がありました。
自分たちの家族や身内に犠牲者がいるのにもか
かわらず，悲しむだけではなく，必要とされる使
命を果たす姿に多くの人が心を動かされ，ボラン
ティア活動に参加したのです。

懸命に生きる人々

世界では内戦や食
しょく

糧
りょう

難
なん

のため，約4500万人が
故郷や国から追われた難民となっています。アフ
ガニスタンやイラク，ソマリア，クルドなど紛争
は後を絶ちません。悲

ひ

惨
さん

な戦場から逃げ出した難
民ですが，キャンプでの生活はテントや生きるに
やっとの食料配給など，とても人間らしい生活と
はいえません。
それでも落ち着いた難民キャンプでたくましく

水汲
く

みなど親を手伝い，学校に行き，屈
くっ

託
たく

なく遊
んではしゃぎまわる子どもの姿が見られ，同時に
かいがいしく病人や高齢者の世話で活躍する国際
ボランティアのメンバーが報道番組などで紹介さ
れます。

人間の尊厳とは
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す。
そのように，与えられた条件のなかで懸

けん

命
めい

に生きる姿や，命の営みを
尊ぶことは，人間というものへの肯定感と信頼感につながります。そし
て，人が生きていること，生活する姿に対する尊敬の思いにもつながる
のです。そうした人間に対する肯定感や信頼感，また，尊敬の念をもつ
ことのできる人は，介護や福祉の仕事に携わることによって，自分自身
の充実感ややりがいを感じることにもなります。
人は皆，幸福を求めて自分の人生を精一杯生きています。それが介護
者と利用者との人間としての共通基盤です。それを大切にすることが人
間の尊

そん

厳
げん

への思いであり，個人の尊重につながるのです。

２　生きる意味と自己実現
人の生きる意味を理解するものとして，米国の心理学者マズローの欲
求（欲望）段階説，または自己実現理論とよばれるものがあります（図
１-１）。
生理的な欲求　マズロー❽（Maslow, A.H.）の欲求段階説の土台に位
置づけられているのが，人間の基本的な欲求である「生理的な欲求」で
す。これには排

はい

泄
せつ

，食欲，睡
すい

眠
みん

が該当します。
安全欲求　次の段階は，身の安全を意識して守るための「安全欲求」
です。これは危険から逃げたり身を守る防衛本能で，具体的には防寒の
ための衣服を着たり，外敵の攻撃から身を守るための住居がこれに当た
ります。
所属・愛情の欲求　安全が確保され
て安心すると，人は家族や仲間をつく
り，グループや親族などの集団を形成
する「所属・愛情の欲求」を満たそう
とします。人は一人では生きられない
動物です。仲間をつくるために，コミュ
ニケーションの手段と能力を発達させ
てきたといえます。
承認欲求　次に集団の一員であるだ
けでなく，他者とは違う優れた部分を
生かし，グループのなかで仲間から認
められたいという「承認欲求」が生ま

❽マズロー（1908～1970）
ユダヤ系ロシア人移民の子とし
てブルックリンで育つ。貧し
かったため独学で大学に入り心
理学博士号を取った。その後
ヒューマニスティック心理学会
を設立し，米国心理学会会長も
務めた。その理論は心理学だけ
でなく経営学，看護学など他領
域でも応用されている

創造的活動

認知欲求

集団帰属

安定思考

自己実現
の欲求

生きるうえでの
根源的欲求
　〈衣食住など〉

承認欲求

所属・愛情の欲求

安全欲求

生理的な欲求

図１-１■マズローの欲求（欲望）段階説
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れます。これが人類が進歩し，成長する原動力になります。
自己実現の欲求　そして最後に，「人生で何かを成し遂げたい」「生き
た達成感を味わいたい」という「自己実現の欲求」があります。これは
周囲と比較した優劣とは違い，自分の人生を意義あるものにしたいとい
う生きる目的です。この生きがいがある人とない人とでは，日々の満足
感，充実感は大きく違ってきます。人は本能に左右される動物的存在で
あると同時に，社会や他人を意識する社会的存在であり，自己の内面に
向き合う精神的存在でもあるのです。

３　自己実現と価値観
人は皆，できるだけ自分の思いどおりの生活を実現したいと考えてい
ます。自分の主体性・価値観が尊重された生活，つまり選択や自己決定
の範囲が大きい生活ほど，個人の尊

そん

厳
げん

が守られた自分の理想の生活とい
えます。これがマズローのいう「自己実現の欲求」が満たされることで
す。
人は幼児期から老年期まで，折々に自分の進む方向を主体的に選び，
様々な経験を積み重ねて成長します。その人生の選択のすべてが，その
人の「自己実現」達成へのプロセスを意味しているのです。
「自己実現の欲求」は個人の人格，主体性と深い関係があります。つ
まり，人生の最終的な目的である「自己実現」は，「幸福の姿」や個人
の人格同様，多様だといえます。そのように人によって人生の目的が異
なるのは，個人の価値観が違うからで，人の人生が十人十色となるのは
当然のことなのです。
価値とは『広辞苑』によると「物事の役に立つ性質・程度・ねうち・
効用・『よい』といわれる性質」とあります。価値観とは事物について
何を大事にするかという価値判断の基準です。社会や集団，個人にはそ
れぞれに固有の価値観があり，それに基づいて世界のすべての物事の価
値に順位づけがなされているのです。
社会における価値分類（表１-１）には，宗教や家族の愛情などといっ
た非物質的な価値，金銭や不動産のような物質的な価値，そして名誉や
名声のような社会的な価値など，様々なものがあります。時代により変
化する価値観もあります。たとえば，古代・中世には宗教的な価値が力
をもっていましたが，産業革命を経て物質的な価値が重視されるように
なり，現代では情報や技術，そして経済的な価値に重きが置かれるよう

表１-１■ 社会における価値
分類

非物質的
価値

道徳（倫理），
論理，宗教，
美，愛など

物質的
価値

金銭・経済，
消費財，土地，
自然など

社会的
価値

政治，学問，
権力，歴史，
名誉，情報など
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になってきています。
福祉との関係でいえば，自己実現の重要な要素である価値観のなかで，
特に宗教，道徳❾（倫理）は大きな要素を占めます。人の命にかかわる
自己決定（主体的選択）である「尊

そん

厳
げん

死
し 10」は，その人の人生観や死生観，

宗教観や倫理観に深く関係します。
また介護者個人の価値観は，個人的には基本的人権で保障されている
範囲で何を優先しようと自由ですが，仕事上では専門職としての職業倫
理が最優先されることは当然です（本章Ⅰ-Ｅ-２「なぜ福祉に職業倫
理が必要か」21頁参照）。

４　福祉と価値
人間の生きる意味と深いところでつながる価値（観）は，介護や福祉
の実践に密接に関係しています。一つの価値（観）に偏ったり，縛られ
ないために，価値について広く深くとらえられることは，福祉実践者，
介護者にとって重要なことです。その手がかりとして，前述の価値分類
という整理と，価値体系という理解のすじ道があります。
価値分類は，①非物質的価値，②物質的価値，③社会的価値に分類さ
れ，価値体系は，①本質的価値と手段的価値，②対的価値と相対的価値，
③範的価値と事実的価値，④遍的価値と個別（特殊）的価値に整理され
ます。それぞれ前者の，本質的，絶対的，規範的，普遍的なものが非物
質的価値であると同時に精神的価値でもあり，哲学や宗教の重要なテー
マとして過去には重要視されてきました。福祉は実践的な領域であるた
め，後者の手段的，相対的，事実的，個別（特殊）的といった具体的な
価値も重要視されますが，土台となる理念は前者の精神的価値にも支え
られています。
価値観が共有される範囲は，個人，グループの集団，そして社会全体
に分けられます。個人の価値観が無数にあるように，社会や集団での価
値観も多数あります。表１-２にごく一部の価値観の例をあげてみまし
た。個々の価値観が，いつ，どのように生まれ，どの程度の影響力をも
つかは，国や社会・政治の流れで大きく変わってきます。
現代の社会福祉や介護の実践領域に関連する価値観として重要なもの
を表１-３に示しました。それぞれの職能団体11の倫理綱領などに盛り込
まれている価値ですが，共通したものが多くあることがわかります。

❾道徳
人々が正しい行動をするための
規範の総体で，法律とは異なる
次元の善悪。道徳や哲学を現代
社会の実践的な問題に適用する
学問が応用倫理学であり，生命
倫理学，経済倫理学，医療倫理
学などがある

10尊厳死
患者本人の人格の尊厳と自己決
定を尊重し，無意味な延命のた
めの処置を中止し，安らかな死
が迎えられるようにすること
で，安楽死とは異なる。リビン
グウィルともいわれ，生前に意
思表示しておくこともできる

11職能団体
法律や医療などの専門的資格保
持者が，知識や技術の向上と専
門職としての地位や待遇を改善
するために活動する組織。福祉
関係では，日本介護福祉士会，
日本社会福祉士会，日本介護支
援専門員協会，日本精神保健福
祉士協会などがある
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５　福祉と価値観の葛藤
個人，集団，社会は，それぞれの文化的背景や歴史に影響され多様な
価値観をもつことは，今まで述べてきました。これは福祉や介護のサー
ビスを利用する個人（以後「利用者」とする）にも当てはまります。そ
して，福祉の実践者も様々な価値観をもっています。価値観は物事を決
める場合の土台となる重要な要素です。したがって，同じ集団に属する
者同士が同じ価値観を有していない場合，共通の理解が阻まれ，対立な
どの葛

かっ

藤
とう

が起こりやすくなります。
福祉実践の領域で考えられる価値観の葛藤にも様々なレベルがありま
す。介護者自身に起こりやすい価値観の葛藤を生む主な関係を順にあげ
ると以下のようになります。
①介護者と利用者（その家族）
②介護者と職場の同僚（上司）
③介護者と地域や隣人
④介護者とほかの関連職（医療や司法，教育）

表１-２■様々な価値

社会全体やシステム
にかかわる価値

個人主義，ヒューマニズム（人道主義），民主主義，自由主義，資本主義，パターナリズ
ム，社会主義，共産主義，グローバリズム，功利主義，合理主義，民族主義，平和主義
など

一定の範囲や地域，
時代に影響を及ぼし，
福祉に関係の深い価
値

人権尊重，社会的公平，社会的連帯，社会的正義，共生，自立支援，自立自助，自己責任，
ノーマライゼーション，ソーシャルインクルージョン，権利擁護，エンパワメント，利
用者本位，インフォームドコンセント，措置から契約，公費負担，受益者負担，応能負担，
市場原理，競争原理，予防など

表１-３■社会福祉や介護の実践領域に関連する価値

社会福祉全般の価値 命と健康（生活の保障＝ウェルビーイング），人間の尊厳と人権，社会正義，ノーマライ
ゼーション

ソーシャルワークで
の価値（日本社会福
祉士会倫理綱領2005
年）

人間の尊厳，社会正義，人間の尊厳と社会正義への貢献，倫理綱領への誠実，専門的力
量への責任

日本介護福祉士会倫
理綱領（1995年）

利用者本位・自立支援，専門的サービスの提供，プライバシーの保護，総合的サービス
の提供と積極的な連携・協力，利用者ニーズの代弁，地域福祉の推進，後継者の育成

全米ソーシャルワー
カー協会（1996年）

サービス，社会的公正，個人の尊厳と価値，人間関係の重要性，誠実，コンピテンス（実
践の力量）
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⑤介護者とその属する組織（施設長，院長，法人理事長）
⑥介護者と制度（行政機関，医療機関）
上にあげたような価値観の葛

かっ

藤
とう

において，介護者が関係する場合は職
業倫理が優先します。法律，福祉の価値観，一般常識に従い，自分と相
手，そして周囲との価値観を調整し，行動決定していきます。
介護など社会福祉領域における援助では，社会正義や社会改善という
大きな視野の福祉も目指しますが，むしろ利用者やその家族の幸福の実
現という身近な福祉実践が重要視されます。これが利用者中心という個
人の尊重です。続く②～⑥の価値観の葛藤は，介護者や福祉実践者の関
係者であれば，職業倫理など，比較的価値観が共通する場合が多いで
しょう。しかし，管理者と一般の介護職員という立場の違いや倫理綱領
のどこに重点を置くかにより，職員間に葛藤が生じることもあります。

６　ジレンマへの対処と葛藤の調整
介護者自身の生き方や生活環境での価値観の葛藤もあります。「仕事
優先か，家庭優先か」「収入が第一か，仕事のやりがいが第一か」「余暇
を楽しむか，残業もいとわず働き出世するか」などの選択に迷うことが
あります。
また，１つのものに２つの感情をもつことをアンビバレント12な状態
といい，このような葛藤のなかで迷い，身動きができない状態をジレン
マ
13といいます。ジレンマが多い状況ではストレスが強まり，バーンア

ウト（燃えつき症候群）に至ることもあります（16頁のコラム参照）。
ａ　 利用者との関係におけるジレンマ

介護者自身が職業倫理や福祉の価値観のなかでジレンマに陥
おちい

る場合も
あるでしょう。利用者が目先の楽さを優先して自立のためのリハビリ
テーションや訓練を避ける選択をした場合などがそれに当たります。「自
立支援」と「自己決定」の間で，介護者は迷うことになります。これは
「社会正義」と「利用者中心（の利益）」との葛

かっ

藤
とう

といえるかもしれませ
ん（図１-２）。
「自立支援」を優先すれば「社会正義」にかなうでしょうが，利用者
と対立することになり，「優先すべきは利用者の利益」に背

そむ

くことにな
ります。逆に「自己決定」を優先すると「利用者中心」にはかなっても，
自立を損なう結果が目に見えています。このようなジレンマは実践の場
でよく起こります。すべての状況に当てはまる正解はないでしょう。ジ

12アンビバレント
両価感情，両価性。同じものに
まったく逆の２つの価値を認め
ること。父親や母親に対して「好
きだ」という感情と「嫌いだ」
という正反対の感情を同時に感
じ，自分が引き裂かれるような
思いにとらわれるところからき
ている

13ジレンマ
語源はラテン語で日本語では
「板ばさみ」「２つの選択のどち
らも選べない」「二方からの相
容れない要求によって身動きが
とれない」という意味。「抜き
差しならない羽目」「窮地」に
も使われるようになった。人と
深く付き合いたいが，互いに傷
つけるのが怖く一歩が踏み出せ
ないことを，鋭いとげがあるヤ
マアラシにたとえて「ヤマアラ
シのジレンマ」という



16

第 1 章　人間の尊厳と自立

バーンアウトとは，仕事上のストレスが強く長
期にわたった場合，心身のエネルギーが燃え尽き
てしまい，業務継

けい

続
ぞく

の意欲がなくなる状態を指し
ます。燃え尽き症候群ともいわれます。
その要因は，個人のパーソナリティの問題，自
分の達成基準と実態とのギャップ，過重労働，待
遇への不満，利用者との人間関係，職場の人間関
係など様々です。特に福祉分野では，個人の尊重
などを必要とする精神的労働であること，もとも
と奉仕精神が強い人が多いこと，業務内容が労働
時間で区切れないこと，利用者との価値観の相違
による葛藤などで心身の消

しょう

耗
もう

が激しいことなどが
要因として考えられます。
バーンアウトの予防は職場での労務管理も大い
に関係しますが，個人の自己管理が大切です。業
務時間とオフとの切り替えをきっちりとして，気
晴らしや趣味活動などでリフレッシュしましょ

う。また，仕事では力を尽くすが，自分の力の及
ばないことは割り切って，決して自分を責めず，
無理をしないように心がける必要があります。
近年の社会変化により，仕事や職場でストレス

を感じる労働者が増えており，自殺者も8000人
以上にのぼり，社会問題になっています。このた
め厚生労働省は「労働者の心の健康の保持増進の
ための指針」を出し，職場でのメンタルヘルス対
策を推進しています。その指針のなかでも，労働
者自身によるセル
フケアと職場内外
でのヘルスケアの
支援の重要さが強
調されています。

バーンアウトとメンタルヘルス

図１-２■職業倫理でのジレンマとその具体例の一部
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レンマに陥
おちい

った場合には一人で抱え込まずに，同僚や上司に相談して
意見を聞くことが大切です。
ｂ　 同僚・上司との関係におけるジレンマ

ときには，職場内で上司や同僚を批判しなければならない場合もある
でしょう。経理や行政への不正手続き，業務の怠

たい

慢
まん

や不正，虐
ぎゃく

待
たい

や不
要な抑

よく

制
せい

の疑いがある場合などがそれにあたります。内部告発も辞さな
い覚

かく

悟
ご

で批判することもあるかもしれません。そこまでではない小さな
価値観の違いはできるだけ話し合いで解決し，利用者の平穏な生活環境
と職場の明るい雰囲気を守ることを優先したいものです。
ｃ　 調整役をする場合

ときには介護職が，利用者や関係者の利害の対立，価値観の葛
かっ

藤
とう

の調
整役を果たさなければならない場合もあります。①利用者とその家族，
②利用者の家族同士，③利用者とほかの利用者（同じ施設，近所），④
自分の属する組織（施設）とほかの組織（地域，行政）などです。これ
らの関係調整は主にソーシャルワーカーの業務ですが，介護者の場合は
①，②，③の調整は仕事のうちになりますが，④については組織の管理
者の役割です。関係調整は基本的には自分の担当する利用者の利益中心，
次に倫

りん

理
り

綱
こう

領
りょう

に従うのがよいでしょう。
利用者の利益中心の原則をあまりに強

きょう

硬
こう

に主張することで，利用者
とその家族の関係や，施設内のほかの利用者との関係が悪くなったりす
ることは避けなくてはなりません。
また，利用者の声を施設や行政に届ける代弁機能（アドボカシー14）

も介護者の役割の一つです。施設や行政に利用者の声が反映されるよう
働きかける姿勢も，介護職には必要です。

１　「個人の尊厳」と民主主義
第２次世界大戦後，世界的な平和を求める気運が高まり国際連合が組
織されました。それに先立って，ファシズムや独裁利権をなくし，民主
主義を世界に普及させるため，1945年，国際連合憲章15が調印されまし
た。続いて1948年の国際連合の総会で世界人権宣言が採択されました。
前文には，「人類社会のすべての構成員の固有の尊

そん

厳
げん

と平等で譲るこ

14アドボカシー
高齢者や障害者の権利を代弁
し，擁護すること。社会的弱者
の権利を代弁することは，ソー
シャルワークの主要な役割であ
る

Ｄ　「個人の尊厳」と「基本的人権」

15国際連合憲章
国際連合の設立根拠となる条約
で，安全保障理事会や平和のた
めの紛争解決について，前文か
ら19章まで明文化している。
「基本的人権と人間の尊厳及び
価値と男女及び大小各国の同権
とに関する信念を改めて確認」
するとして，「個人の尊厳」を
基本原理としている
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とのできない権利とを承認することは，世界における自由，正義及び平
和の基礎である」と記されています。

第１条　すべての人間は，生れながらにして自由であり，かつ，尊
そん

厳
げん

と権利と
について平等である。人間は，理性と良心とを授けられており，互いに同胞の
精神をもって行動しなければならない。
第22条　すべて人は，社会の一員として，社会保障を受ける権利を有し，かつ，
国家的努力及び国際的協力により，また，各国の組織及び資源に応じて，自己
の尊厳と自己の人格の自由な発展とに欠くことのできない経済的，社会的及び
文化的権利を実現する権利を有する。

30条からなる世界人権宣言の内容のほとんどが，人間の自由と権利
の尊重，つまり「基本的人権」に関するものです。第１条で述べている
「個人の尊厳」は，「個人の尊重」と同じ意味であり，すべての個人が人
間としてもっている権利をお互いに尊重することを意味しています。
これは，個人にすべての価値の根源が属するという個人主義が反映さ
れた近代民主主義の考え方であり，第２次世界大戦後，日本の新憲法で
ある日本国憲法にも盛り込まれました。現在，民主主義の立場をとるす
べての先進国では，「基本的人権」の遵

じゅん

守
しゅ

が法的に保障されています。
同じく第22条では，すべての人の社会保障を受ける権利にふれ，国家
は社会保障によって，個人の尊厳が守られる経済的・社会的・文化的生
活の実現を図る責任があることを明記しています。それは日本国憲法第
25条（第１編第２章38頁参照）の「最低限度の生活の保障」（ナショナ
ルミニマム16）につながっています。

２　日本国憲法の基本的原理
日本国憲法は，国民主権と平和主義に個人の尊厳を加えた３本を柱と
しています。「個人の尊厳」とは具体的には，「個人の人格の尊重，基本
的人権の尊重，個人の価値の尊重」を差します。第11条の「基本的人
権の性質」から始まり，それを行使する国民の責任も明記されています。
憲法全体（103条）のうち30か条が基本的人権について規定しており，
特に13条の幸福追求の権利と第25条の生存権が有名です。
基本的人権は大きく自由権，平等権，社会権，参政権，請求権に分け
られます。

16ナショナルミニマム
国が国民に対して保障する最低
限度の生活水準をいう。どの地
域に住んでいても一定の公共
サービスが受けられること。日
本では憲法第25条の生存権が
これに当たり，その水準は時代
や経済状況で変化する
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・自由権：身体の自由，精神の自由，経済活動の自由を指す
・平等権：法の下での平等を指す
・社会権：生存権，教育を受ける権利，勤労の権利，労働運動の権利を指す
・参政権： 選挙権，被選挙権，請願権，最高裁判所裁判官の国民審査権，憲法

改正の国民投票権を指す
・請求権：公正な裁判を受ける権利，国や行政への損害

日本の法律の多くは，基本的人権の原則に基づいており，「民法」「家
事審判法」「医療法」「社会福祉法」「障害者基本法」「民生委員法」「身
体障害者福祉法」「知的障害者福祉法」なども基本的人権について言及
しています。また新しいところでは，「男女共同参画社会基本法17」「個
人情報の保護に関する法律18」「高齢者の虐

ぎゃく

待
たい

の防止，高齢者の養護者
に対する支援等に関する法律（高齢者虐待防止法）19」においても「個人
の尊重」が扱われています。
このように法で規定される基本的人権とは，個人に固有のものであり，
国家や他人がむやみに干渉したり，侵害や制限したりすることはできな
いものです。しかし，ここで強調しておきたいのは，第13条にある「公

17男女共同参画社会基本法
男女が人権の尊重を基本に，お
互いにその責任を分かち合い，
対等な構成員として社会に参画
する基本理念を示した法律。
1999（平成11）年成立

18個人情報の保護に関する法律
個人情報の流出・漏洩，不正利
用などを防ぎ，個人の権利を守
ることを目的に制定された法
律。2003（平成15）年５月30
日施行

19高齢者の虐待の防止，高齢者
の養護者に対する支援等に関す
る法律（高齢者虐待防止法）
高齢者の尊厳を守り，虐待を防
止することを目的に制定された
法律。2006（平成18）年４月
１日施行

日本国憲法において，基本的人権と人間の尊
そん

厳
げん

にかかわる条項を以下に示します。
・「基本的人権の永久不可侵」（第11条）
国民は，すべての基本的人権の享

きょう

有
ゆう

を妨げら
れない。この憲法が国民に保障する基本的人権
は，侵すことのできない永久の権利として，現
在及び将来の国民に与えられる
・ 「基本的人権を保持利用する責任と濫

らん

用
よう

の禁止」
（第12条）
この憲法が国民に保障する自由及び権利は，
国民の不断の努力によって，これを保持しなけ
ればならない。又，国民は，これを濫用しては
ならないのであって，常に公共の福祉のために
これを利用する責任を負う
・ 「個人の尊重，生命・自由・幸福追求の権利」（第

13条）
すべて国民は，個人として尊重される。生命，

自由及び幸福追求に対する国民の権利について
は，公共の福祉に反しない限り，立法その他の
国政の上で，最大の尊重を必要とする

・ 「法の下の平等」（第14条）
すべて国民は，法の下に平等であって，人種，

信条，性別，社会的身分又は門地により，政治
的，経済的又は社会的関係において，差別され
ない

・「生存権，国の社会的使命」（25条）
すべて国民は，健康で文化的な最低限度の生

活を営む権利を有する。国は，すべての生活部
面について，社会福祉，社会保障及び公衆衛生
の向上及び増進に努めなければならない

日本国憲法における基本的人権への主な条項
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共の福祉20に反しない限り」という条件がついている部分です。

３　基本的人権と権利擁護
憲法で保障された基本的人権を自分で行使できない人たちもいます。
子どもや知的障害者，精神障害者，認

にん

知
ち

症
しょう21の高齢者などは，一般の大

人でもわかりにくい行政の手続きや法律的な契約をすべて一人で行うこ
とは困難です。特に判断能力が衰えたり，知的障害のある人にはいっそ
う難しくなります。
子どもの場合には親や保護者が代わって行うことができますが，知的
障害者や精神障害者，認知症や一人暮らしの高齢者は，情報や知識もな
く，相談する人もいない場合が多いので，複雑な契約や書類の手続きが
困難なだけでなく，悪質商法22の被害に遭

あ

うことも考えられます。
介護などの福祉サービスにおいては，利用者と提供者は対等な関係で
あり，情報の透明性が求められています。そのため，提供者は，サービ
ス内容を詳しく説明し，利用者に納得してもらったうえで契約する必要
があります。
そこで，本人の判断能力が不十分で自己決定できない障害者や高齢者
などの福祉サービスの利用については，権利擁

よう

護
ご

のしくみが整えられて
います。意思能力が低下した高齢者や障害者の代わりに契約したり，金
銭管理を行うシステムとして，成年後見制度と日常生活自立支援事業が
あります。

１　宗教，哲学，倫理学と福祉
宗教や哲学は，歴史・文化を形づくる要素として大きな役割を担って
きました。特に宗教は，古来から民衆の心を支配し，社会の秩序を守る
力としてその力を発揮してきました。
すべての宗教と哲学が，常に人間社会や文明を正しい方向に導いたと
は限りませんが，人々の心の安定と慈

じ

善
ぜん

活動の源に宗教があったことは
事実です。貧困者や病人の救済に始まった西洋の社会事業の歴史には，
多くのキリスト教の宗派が関与しています。
日本でも聖徳太子の時代から近世まで，仏教の教義と僧による慈善事

20公共の福祉
集団や社会全体に関する幸福・
利益をいう。個人一人ひとりが
有している基本的人権と矛盾や
対立する場合があり，その際の
調整をする考え方

21認知症
加齢に伴う脳の器質的疾患に
よって生じた，後天性で回復困
難な認知の混乱した状態をいう

22悪質商法
問題商法，悪徳商法ともよばれ，
不要な高額商品や権利などを強
引に売りつける商法のこと。振
り込め詐欺などと同様に高齢者
がターゲットにされることが多
い

Ｅ　福祉と倫理
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業23は，民衆を貧困から救済し，人の心をまとめるのに大きな力となっ
てきました。また，明治期には多くのキリスト教者がパイオニアとなっ
て医療や社会事業の分野で活躍しました24。
宗教と哲学，また，規

き

範
はん

や道徳について考察する倫理学は，根底では
つながっています。つまり宗教も哲学も「人の道」や「生きる意味」を
説くものであり，倫理とは「人の道」「道徳とし守るべきこと」を指す
からです。「人道主義」とも訳されるヒューマニズムに発し，「人の幸福
を追求する」福祉が，「人の道，生き方」を問う宗教や哲学，倫理学と
切り離せないものであることは当然といえます。

２　なぜ福祉に職業倫理が必要か
福祉や医療の現場で働く人には，なぜ職業倫理が必要になるか考えて
みましょう。それには社会福祉サービスの対象となるのはどのような人
が多いかを考えてみることが手助けになります。
健康で理性があり，自己主張と自己決定が可能な人は，自由と権利を
行使して，自分の思いどおりの日常生活を送ることが可能です。しかし，
福祉や介護の対象者になるのは，それが不可能な人たちであるといえま
す。病気や障害のために，不自由な生活や経済的に恵まれない生活を強
いられる場合が多く，また，ふだんは判断力がある人でも，災害やトラ
ブルによって一時的に理性を失い，適切な判断ができなくなる場合もあ
ります。
そのような人に直にかかわり，時には病院や施設で重要な相談を受け
たり世話や介護をする福祉の専門職者は，人の人生に重大な影響を与え

23僧による慈善事業
奈良時代の僧行

ぎょう

基
き

は，国中を
布教しながら慈善活動を行い，
行きだおれの病人や旅人を救う
布施屋を設置した。庶民に仏教
が広まった鎌倉時代には重

ちょう

源
げん

，
叡
えい

尊
そん

，忍
にん

性
しょう

の三大慈善家が飢饉
に苦しむ窮民を救った

24岡山孤児院を設立した石井
十
じゅう

次
じ

，知的障害者施設である
滝野川学園を設立した石井亮
一，非行少年らの感化事業を
行った留

とめ

岡
おか

幸
こう

助
すけ

らがいる

キリスト教の教えである隣人愛は，慈
じ

善
ぜん

活動の
土台となっています。
イタリアのアッシジの裕福な家に生まれた聖フ
ランシスコ（1182～1226）は，若い頃，放

ほう

蕩
とう

の末病気になり，回心して自然と一体化して清貧
と貞
てい

潔
けつ

の修道生活を送りました。その生涯は，数々
の伝記や絵画，映画でも紹介され，その精神を伝
える「平和の祈り」は有名です。布教活動の傍

かたわ

ら

ハンセン病の患者への奉仕活動を行い，同志を集
めて，現在の最大の修道会であるフランシスコ会
の礎
いしずえ

を築きました。
仏教でも富める者が貧しい者に施

ほどこ

しをすること
を喜

き

捨
しゃ

として奨励しており，奈良時代の僧侶であ
る行基などの社会事業家がいます。８世紀の光明
皇后の貧者のための悲

ひ

田
でん

院
いん

，医療施設である施
せ

薬
やく

院
いん

が有名です。

宗教による「福祉」活動
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る立場に立つことになります。ですから，相手の状況をよく見極めて，
精神・生活の両面を支え，中立的な情報を提供し，また人道的に接しな
ければなりません。いばったり，利用者の弱みにつけ込むような行為は
許されないことです。
援助される立場は，援助する側と比較すると弱い立場になりやすいの
で，その上下関係を利用して威圧的な態度をとったり支配したりするこ
とは許されないことです。このような理不尽な行為を防ぐためにも倫理
が必要となります。安全確保を超える抑制は虐

ぎゃく

待
たい

になります。援助の
過程で起こりやすい虐待は，立場の優位さを利用した支配であることを
自戒しなくてはなりません。
人の財産や名

めい

誉
よ

など法的に重要な決定に関与する弁護士や司法書士，
人の命を左右する医師や看護師などと同様に，介護職をはじめとする福
祉関連職も人の人生や生活を大きく左右する仕事であり，人の道にはず
れないためのブレーキとして，職業倫理が必要となります（資料１-１
参照）。

３　援助者と援助される人の関係
家庭や社会で繰り広げられる人間関係には，友だち同士のように対等
なものと，先生と生徒，親と子，社長と社員のように上下関係が伴うも
のがあります。民主主義の社会では，本来，個人同士に上下関係はなく

対等のはずですが，現実には家庭での親，会社での上役
のように，責任を伴う立場があるのも事実です。これら
の責任ある立場には，養育，保護，指導，管理など立場
に伴う責任を果たすことが期待され，それは強く支配す
る上下関係とは異なります。
福祉における援助に上下関係は伴いませんが，世話や
保護という行為には，世話をしてあげるという「上」か
らのニュアンスがあります。また援助してもらう人に
は，助けてもらうという弱い立場であることからどうし
ても「下」のイメージがつきまとってしまいます。
第２次世界大戦後，日本国憲法を基礎とした社会福祉
が制度化されましたが，障害者や生活保護受給者25には
措
そ

置
ち 26の対象者として，スティグマ27（惨

みじ

めなイメージ）
がつきまといました。このように措置や援助されるとい

25生活保護受給者
高齢や疾病・失業によって最低
生活を維持することが困難であ
るために，国から経済的な保護
を受けている人。憲法第25条
の生存権に基づき，困窮者は生
活保護法の規定に従って，現金，
医療，住居や福祉サービス等が
受けられる

26措置
行政処分をいう。福祉の領域で
は，福祉が必要と認められた人
に行政の権限と責任で施設入所
や在宅サービスの提供などをす
ること

27スティグマ
昔，奴隷や囚人の腕やからだに
押した焼印が語源であり，汚名，
烙印と訳され，「差別」と同義
語
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