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終章 ケアラー学に向けて 

1 ケアラー学への視点 

 本書では、日常生活に困難を抱える人々をインフォーマルな立場でさまざまに支援する

人々をケアラーと総称し、そうした人々の多様な経験的世界、支援プログラムの実態と課

題、ケアラーの貢献認識に基づく施策化の先進事例などを検討してきた。現在の日本にお

いて、家族介護者の代わりに、友人や身近な他者を含めた包括的概念としてケアラーを提

起する理由は、介護や養育における家族の役割を自明視し、社会規範として強化し続け、

その前提で社会保障サービスが議論され提供されていくという枠組みを相対化するためで

ある。現実には家族の果たしている役割が大きな比重を占めているから、家族介護者とケ

アラーはかなりの部分重なる。しかし、強調したいのは重なる部分ではなく、重ならない

部分の方である。例えわずかであってもその部分への着目は、現在直面しているミクロか

らマクロまでの課題に対して取り組む方向性を提供するからである。 

こうした立場にたつと、ケアラーの経験は特定の状況におかれた人々の特別のものでは

なく、誰もが人生のさまざまな局面で経験するものとして一般化することができる。ここ

から二つの視点が導かれる。ひとつはライフスタイルとケアラー経験の関係であり、もう

ひとつはライフサイクルあるいはライフステージとケアラー経験の関係である。前者は、

誰もが誰かをいつかはケアすること、また、誰もが誰かにいつかはケアされることを指し、

ケアの相互的、互換的関係性を浮上させる。公的サービスの利用を前提とするから、逆に

こうしたインフォーマルな関係性を焦点化する必要がある。他方、後者は子どもや高齢者

など社会通念的にケアされる側と思われている人たちが、親や幼いきょうだい、あるいは

高齢の配偶者をケアしているという両義性を指す。英国やオーストラリアで“発見”され

てきたヤングケアラーの存在や、我が国で当然のごとく使われている老々介護の現実を思

い浮かべればわかりやすいであろう。ヤングケアラーにしても高齢ケアラーにしても、自

分のことで精いっぱいになりやすい人生段階にありながら、他者のケアや日常生活のため

の役割を果たしている。境界の理解がカギとなるのだが、家族の関係ではこうしたことは

自然でもあり不自然でもある。その見極めに、ケアラーの概念が重要となる。 

要するに、これらの視点を導入するにはさらに前提とすべき認識が必要であり、介護に

しても養育にしてもケアラーは現在では一定の公的サービスを利用しているということ、

そしてもう一方では、ケアラーとはインフォーマルな専従的存在ではなくライフスタイル

においても、ライフサイクルにおいても自分自身の人生を生きる存在でもあるということ

である。現実には家族関係にある者が過重な負担を担っているので支援のための公的サー

ビスの拡充が求められていて、それはその通りであるのだが、なぜ拡充の必要があるのか

という根拠部分に関してケアラーの視点を導入することで、単に負担過重のレベルだけで

はなく、より根底的な論点を提示できるのである。この点が後述する、ケアラーの果たし

ている“貢献”の認識の仕方に関わる問題である。ケアラーの視点に立脚した問題設定が
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急務となっているのは、介護保険にみられるように家族の中の介護・養育者は公的サービ

スの枠組みに組み込まれ、もっとも身近に存在しているのに不可視化されがちになってい

るからである。インフォーマルな専従的存在という表現の意味である。提供されるサービ

スの不足分を暗黙のうちに期待され、状況的に介護者化のスパイラルに引き込まれかねな

い。家族規範が強かったかつてとは別の構造の中で家族介護・養育者は不可視化されやす

いのであり、介護保険施行 15年を迎え、介護の社会化の意味を制度創設期とは異なる視点、

すなわち、理念よりも現実の評価の観点から議論すべき時に来ている。 

 身近な他者との関係性とは親密性に象徴されるように双方の人生を豊かにするという面

と、犠牲と抑圧を強いる面を特徴とすると考えられ、ケアの関係要素が追加されるとこの

関係は非常に微妙なものとなりやすい。過重な負担を担いながらもケアに積極的な意味を

見出してもいることもよく知られているが、関係性の境界があいまいになり状況的な一体

感が支配的となりやすい。ケアラーの視点はこの境界の意識化、少なくとも境界があるこ

とを確認しやすくする。 

以上をまとめると、ケアラーという新たな視点の導入により歴史的というと誇張と思わ

れるかもしれないが、少なくとも時代状況、社会状況的に新たな局面を拓けるのではない

かという主張である。少子高齢化、形態や相互扶助機能における家族の縮小化、ライフス

タイルの個人化、地域社会の弱体化、公的社会保障制度の持続困難性等々に直面する今日

の社会において、当事者の日常生活に関わるミクロなレベルから、地域社会や中間組織の

メゾレベル、そして社会制度や社会そのものの在り方に関わるマクロレベルまで通底する

視点としてケアラーは戦略的である。なぜなら、これらの個々に関してはすでに言語状況

は飽和化しているからであり、ケアラーをライフスタイルとライフサイクルとの関連で位

置づけることにより、現行制度では高齢者、障害児者、精神保健、子育て、地域医療など

分断されそれぞれの枠内で従属的位置づけとされているケアラーを、固有の独立した存在

として認識し、制度横断的に位置づけなおすことにつながるからである。あるいは、現在

推進されている地域包括ケアがシステムとして機能するためには、包括的概念であるケア

ラーを強力に組み込むことが必要である。社会政策的には、ポスト福祉国家的課題、ある

いは福祉社会の成熟化への課題とみることもできる。 

 

2 本書での検討から 

 第一部では高齢夫婦間のケア関係について大都市郊外地域と中山間地を例に分析してい

る。第一章は、老夫がケアの意味づけを妻との関係から更新しながら、危ういバランスの

中で日常を維持している実態を理論モデルとして提示した。第二章は、中山間地という環

境特性とそこで一生を生きてきた夫婦の一体的関係から、介護状況における個人の意識よ

りは与件としての一体性（夫婦の来歴）の重要性を明らかにし、モデルを提示した。 

第三章は、若年性認知症の夫をケアする妻の立場から、原因が分からないまま日常生活

の中でさまざまな問題に対処し始め、やがて重度化していく中で、生活態勢の継続的再編
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成とアイデンティティの継続的再編成の相互的プロセスを明らかにした。診断の確定と当

事者の集まりである家族の会への参加が、このプロセスにおいて重要な意味を持つことを

示した。 

第四章は、重度心身障碍児の母親を対象にトータルコミットメントの意識状況から自身

の人生を模索しようとする姿を記述的に示した。自分の人生を希求するのは、重度障碍児

をもったことに対する自身の責任感と母親役割の規範圧力を内面化してそれに応えようと

努力してきたからこその希求であった。フルタイムの職業に就けるか否かという問いに、

母親であることとケアラーであることの関係が凝縮されていた。 

第五章は、子育ての困難性に焦点をおき、行き詰るプロセスとほっとするプロセスの関

係を理論化した。この関係が一方向のものではなく反復しながら、安定した受け止め方が

形成されるプロセスを明らかにし、さらにモデルの実践的活用に向けた調査にまで進んで

いる。第四章と重なるが、「子どものため」というあらゆる関心方向が、周囲だけでなく母

親自身も含め、ひとりの人間としての母親の存在が意識化されにくい構造を明らかにして

いる。母子分離サービスの欠如という概念も提起されており、本質をついている。 

第六章は、コンパニオン・アニマル（ペット）飼育について開始段階から要介護・終末

期までの全プロセスにわたってケアラーとしての飼育者の行動をモデル化した。家庭ケア

中心のケア体制と呼ぶ概念を中核に、ペット（イヌ・ネコ）の状態の変化に応じて家族が

分担によるケア体制を再編しながら対応していくプロセスが説明された。ライフスタイル

とケアラー経験の関係でみれば、ペットの存在は人々の日常生活にまで浸透している。 

第二部を構成する二つの章は、イギリスにおけるケアラーのエンパワーメントを目的と

する具体的なプログラムとオーストラリアにおけるケアラー支援の政策の体系性と施策化

の詳細を論じた。第七章で取り上げた Caring with Confidence のプログラムは困難な日常

にあるケアラーを対象に、その現実の中から少しずつエンパワーしていけるように周到に

配慮された内容で、ケアラー支援の主力サービスであるレスパイト・サービスに代表され

る負担軽減策と並立する、もうひとつの支援アプローチとして注目される。 

そして第八章は、ケアラー支援を現時点でもっとも精力的に展開している国としてオー

ストラリアの試みを論じた。ミクロ（当事者としてのケアラーへの日常的支援）―メゾ（民

間非営利団体・地域社会・地方自治体）―マクロ（連邦政府主導の制度枠組みと施策）の

各レベルによって全体が体系的に組み立てられ、ケアラー支援に関する総合的モデルとし

て位置づけられる。 

日本にとってオーストラリアが参考になるのは、ケアラー支援についての総合性と体系

性である。よく知られている「自助―共助―公助」の考え方をケアラーの支援について具

体化したものと理解することができる。ケアサービスの対象者だけでなく、ケアラーも支

援の対象としている点でこの概念枠組みを二重化でき、さらに両者の関係を検討できる。

なぜなら、ケアラーを要ケア者に対して従属的位置づけとし不可視化するのではなくケア

ラー自身を支援の対象者と設定することで二本立ての枠組み論が自然に導けるのである。 
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次節とも関連するが、この点を明確にするために英国やオーストラリアではケアラーの

貢献をケアラー支援法の根幹におき、レスパイトなどのサービスとともに、ケアラー自身

がアセスメントを受ける権利を保障している。仮に要ケア者が反対しても、ケアラーはア

セスメントを受けられる。ただ、現状ではアセスメントを受けられるもののその結果によ

り具体的なサービスが提供されるわけではなく、ケアラー支援の包括的サービスに接続さ

れるという制約はあるが、支援の方向性は確立されている。しかし、ケアラーを独立した

存在として公的に位置づける上でアセスメントを受ける権利を認めることには、それじた

いもさることならばシンボリックな意味も非常に大きい。 

 

3 ケアラーの貢献認識（recognition）をめぐる問題    

 家族が自発的に相互に助け合うことは家族の定義と重なるほど基本的なことであり、ど

の国においても価値ある行為とされているが、第二部で見た英国やオーストラリアであっ

てもケアラー支援については社会意識の啓発活動が継続されてきた歴史がある。伝統的に

自明とされてきたため政策的アジェンダとして設定するためには意識の変革が必要だった

のであり、住民への意識啓発だけでなく政治家へのロビー活動が活発に行われてきた。こ

の役割を担ってきたのは民間非営利団体が多く立法化や施策化以前から、というよりもそ

れを目標にした長い活動歴をもっている。ケアラー支援の民間団体は EU 圏やそれ以外の

国々にも設立されており、相互の連携活動もみられるようになってきている。日本でも一

般社団法人日本ケアラー連盟(http://carersjapan.com/index.html)が 2011年に設立され、精

力的に活動している。 

 オーストラリアの例からも分かるように、ケアラー支援の体系的な展開のためにはケア

ラー貢献認識法のような基本法の制定が必要である。英国やオーストラリアは連邦政府だ

けでなく各州においても立法化されている。ケアラーをどのように位置づけ、その支援が

なぜ必要であるのかの国家の意思を示すものだからである。日本ケアラー連盟は独自に市

民版としての法律案を作成し公表している。 

 介護保険に限ってみても、日本では 2015年改正においてもケアラー支援は、家族介護支

援事業なる名称により市町村が行う地域支援事業の中の任意事業となっており、この点は

今回の改正以前と変わらない。ケアラーの表現はまだ公的に認知されてもおらず、どこま

でも家族介護者という位置づけである。施設利用の要介護度を上げ、介護予防事業を市町

村の事業として移管し、地域包括センターの機能強化などによる地域支援事業の拡充とい

う改正の方向性の中で、家族介護支援がどの程度の位置づけとなっているかは一目瞭然で

あり、仮にこの比重バランスが適切であるとするならば家族介護者の果たす役割を軽視で

きるほど本体の介護サービスが充実している場合だけであろう。しかし、実際には家族の

果たしている役割は拡大し、その内容も過重化している。巨大な自然増の圧力のもとで社

会保険制度の持続のためにない袖はふれないという現実制約論が根底にあると言えよう。

そして、この立場は社会一般においてもさほどの違和感はもたれていないようである。家

http://carersjapan.com/index.html


『ケアラー支援の実践モデル』（木下康仁編著、ハーベスト社、2015） 

 

5 

 

族介護者の負担が過重にならないように支援することは共有されていても、家族の役割と

して当然視されると支援の必要性は全体状況の中ではどこまでも相対化されていくであろ

う。文化規範として家族のあるべき姿とされているし、民法の相互扶助規定もある現状で

は、寝た子は起こさずという政策意図がうかがえる。 

 ただ、注目すべき動向として、近年国民生活にとって深刻な問題への対象の方向性が、

超党派の議員立法の形で具体化してきていることである。2013 年に制定されたいじめ防止

対策推進法（2015 年 4 月 1 日施行予定）、同じく 2013 年制定の子どもの貧困対策推進法

（2014 年 1 月 17 日施行）、そして、2014 年制定の過労死等防止対策推進法（2014 年 11

月 1 日施行）であり、具体的な施策よりも基本理念と責任主体を規定する内容であるが、

今後の取り組みの基盤となるものであり、その意義の大きさは言を俟たない。むろんこの

背景には関係者の並々ならぬ活動があったのであるが、ケアラー支援に関しても方向性は

示されていると言える。先に言及した日本ケアラー連盟が公表している法律案はここに位

置づけられるものである。 

 ここで課題となるのは、ケアラー支援の根拠となるケアラーの果たしている役割につい

ての一義的規定である。英語圏では recognitionという単語が用いられており、一般的な意

味としては認識とか認めることという意味になる。ただ、この言葉には肯定的に評価する、

感謝するといった価値的なニュアンスがある。これが法律名になるということは、ケアラ

ーの貢献をどのように位置づけるかという問題となり、単に尊いこと、敬意を表すべきこ

とという以上の政策課題として承認するための明確な意味が求められる。それは

replacement cost（代替コスト）と表現されている。つまり、本来は政府の責任で行うべき

ことをケアラーは自発的に行っているのであり、その結果公的支出の増加を抑制できてい

るという論理である。これが政策的な貢献認識であり、政治家や行政府へのロビー活動は

この点を強調している。 

 日本においても、少なくとも介護保険法の次回の改正時には主たるケアラーがアセスメ

ントを受けられるようにすべきである。ケアラーとしての貢献を示すことになると同時に、

ケアラーの実際の心身状態を当事者および要介護者を含めた関係者が的確に把握すること

になるので、支援の必要性と内容について現実的、具体的な検討できるようになる。 

 

4 ケアラーの現象特性と支援モデルの根幹 

 さて、この節ではケアラー支援の理念や制度政策の議論とは別の角度から当事者として

のケアラーの経験的世界とその共通特性を考えてみたい。ケアラー体験のエッセンス、根

幹とは何であろうか。そこは当然、どのような形であれ支援が最も重要な意味をもって接

続する戦略的部分でもある。第一部で用いた研究法M-GTAは、データに密着した分析から

独自の理論モデルを生成する質的研究法であり、理論化を進める上で重要な方法的概念と

して「現象特性」が組み込まれている。分析焦点者からみたときの当該現象を特徴づける

“うごき”とは何であるかであり、したがって上記の問いは、ケアラーにおける現象特性
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とは何かと置き換えることができる。 

 本書から、それはケア対象者の「そばに一緒にいる」対「離れる」の構図と理解できよ

う。ケアラーは見守りのような比較的軽度の支援から夜間の体位交換や日常生活動作（ADL）

の重介護までさまざまな内容と程度でケアしているのだが、それは、夫婦、親子といった

両者の関係性に基づき共同の日常生活の延長線上で行われているのであり、さらに生活環

境との相互作用も影響している。こうした多様性が認められるが、基本的特性は一緒にそ

ばにいることが求められるという点にある。その一方で日常生活上の必要や自身にとって

の必要性のために「離れる」ことも迫られる。このバランスをいかにとるか、とれるかが

現実的には切実な問題となる。 

 ここで、状態、行為、存在から考えると問題が何かを理解しやすい。「そばに一緒にいる

／離れる」というのは状態であり、一方、多様な具体的なケアは行為である。家族介護者

とは公的サービスの利用を前提としても依然として、状態と行為の一体視により専従的存

在として価値的にも現実的にも構成されている。ケアラーの概念は柔軟で包括的な意味範

囲により、積極的意味づけにせよ、必要に迫られる形にせよ、存在と呼ぶのがふさわしい

ほど固定化される家族介護者を相対化、可視化することをうながす。つまり、存在として

ではなく、状態と行為に分離し、そのバランス関係で考えることができる。いうまでもな

く、状態と行為はケアラーの場合だけでなく、公的サービスさらには主たるケアラー以外

のケアラーの役割を含めて、「誰が」に加えて、「いつ、何を」機能的に関連付けて検討で

きる。 

 したがって、「そばにいる／離れる」という状態の問題は、行為としていたことをサービ

スの利用により一時的にせよ対応可能となる。ケアラー支援の実践上の要点はここにある

と断言してもよいだろう。状態を特に強調するのは、家族介護者自身が社会規範として深

く内面化していることが多いためで、意識への働きかけも重要だが、状態を変えること、

柔軟化することが現実的でもあるし意識の変化にもつながると考えられるからである。な

ぜなら、「そばにいる／離れる」は空間的な場合だけでなく心理的にも当てはまるのであり、

一体の関係として受け止められているから距離が取れなくなる場合がある。献身と自己犠

牲が作り出すヒロイックな関係のことで、気づかぬうちに介護者化のスパイラルに陥りや

すい。これは表裏の関係として、介護を受けている人をますます要介護者化していくこと

にもなり、双方にとって窮屈で逃げ場のない世界になりやすい。 

空間的に離れることには、関係距離の調整をうながしていく自然的な働きがある。ケア

ラーは、サービス提供者をはじめとするさまざまな人たちと相互作用をおこない、離れる

ことが日常的に安定して経験できるようになると単なる気分転換だけでなく自分に立ち返

って考える機会にもなる。ケアラー支援は、ケアラーが「離れる」ところから始まるので

ある。 

                

 GTA はデータに密着した分析から独自の理論生成を行う質的研究法であるが、オリジナ
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ル版 GTA（Glaser & Strauss, 1967=1996）において、グラウンデッド・セオリーは二種類

で説明されており、ある特定の領域に関する具体理論(substantive theory)とそれらの比較

検討から生成されるより抽象度の高いフォーマル理論(formal theory)とが提案されている。

前者から後者への理論の発展方向が示されているのだが、50年近くの時間を経て GTAの普

及、多様化の一方で、フォーマル理論化は限定的なままで現在では理念的意味合いが強く

なっている。Substantive theory は領域密着型理論として訳語が定着しているのだが、現

状ではこれを 2 段階に分け、領域を絞った具体理論とそれよりも広い領域を対象とする場

合の領域密着型理論に分けるのが有効である（木下、2014）。例えば、ケアラー支援に関し

ては、高齢夫婦間の場合、障碍児の場合、子育ての場合、さらにはコンパニオン・アニマ

ルの場合などは具体理論と位置づけ、これらの共通特性から生成される理論をケアラーに

関する領域密着型理論とするという提案である。Substantive theory から一挙に formal 

theory と考えるのではなく、その間に中間的抽象度をもつ領域密着型理論をおく。本書の

内容とは異なるが、もうひとつ例示すると、学生の実習に関してM-GTAを用いた研究が看

護の場合、社会福祉士の場合、介護福祉士の場合、教育実習の場合などさまざまな個別領

域で行われているのだが、個別の場合と実習教育として横断的にみる場合とが、ここでい

う具体理論と領域密着型理論に対応する。少なくともM-GTAによる研究例をみると、この

区分を導入することで理論の緻密さと抽象度による一般化範囲の拡大の両方が射程に捉え

られ、目的に応じて分析結果を実践的に活用しやすくなる。 

 本書のもとになった研究プロジェクトは計画段階においては個別研究からフォーマルな

レベルまでの理論化が構想されていたが、検討過程において具体理論と領域密着型理論の

方向がみえてきた。しかし、その場合であっても具体理論の蓄積は必要であり、領域密着

型理論としての理論モデル化まではさらに継続が必要となった。そのため、第一部と第二

部の議論からケアラー支援の現象特性について考察した。「そばに一緒にいる」対「離れる」

の構図を、それぞれの章の内容と照らし合わせると固有の部分と共通の部分とが理解しや

すいであろう。 
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