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格差社会などを背景として「若者の生きづらさ」を訴える声が続いている。1980年代以来，「生きづらさ」

（「生きにくさ」）という言葉を用いることで，しばしば，従来の福祉や教育の枠組みに乗りづらい困難が言及
されてきた。本稿では，特に精神障害を対象とする障害構造論の議論を参考に，若者の生きづらさ，特に引き
こもる若者の生きづらさがどのように捉えられるのかを考える。また「ひきこもり」支援の蓄積が，幅広い若
者の人間回復に寄与する可能性について検討する。
Keywords：生きづらさ（生きにくさ），障害構造論，ひきこもり

１．はじめに

づけを試みる（３節）。

「生きづらさ」や「生きにくさ」という言葉が頻繁
に語られるようになった。藤野（2007）は，雑誌検索

２．障害構造論と ICF
２．１

障害構造論の展開

によって，「生きづらさ」や「生きにくさ」が用いら
れた初期の例を調査している。まず「生きづらさ」

当然のことだが，生きづらさがすべて「障害」とい

は，1981年の日本精神神経学会総会で，地域で生活す

う枠組みで語れるわけではない。しかし，障害に由来

る精神障害者の困難についての報告で用いられた（加

する困難を表現しようとしてきた障害構造論の展開

藤 1981）。また「生きにくさ」はオウム真理教の地下

は，明確な障害に由来しない「生きづらさ」の方向へ

鉄サリン事件を受けて雑誌『世界』が1997年に組んだ

も，歩みを進めてきた。そこには幅広い「生きづら

特集が最初であるという。

さ」に共通する困難を探るひとつのヒントがあるよう

その後も，
「生きづらさ」や「生きにくさ」という言

に思われる。

葉により，生きることの困難が多様に語られている。
そ

「生きづらさ」という言葉で語られるのは，「３障

の例は，アダルト・チルドレンと機能不全家族，不登

害」と言われる身体障害，知的障害，精神障害のなか

校，精神障害や発達障害を持つ人，非正規雇用や貧困

でも，制度化されるのが遅かった精神障害や，（知的

の問題，同性愛者や夫婦別姓論者などの社会的少数

障害を伴わない）発達障害である。「生きづらさ」と

派，ユニークフェイス，など枚挙にいとまがない。

いう言葉が用いられた初期の例も，精神障害とリハビ

では，これら多様な「生きづらさ」をつなぐ論点は

リテーションの領域であった（加藤 1981）。目に見え

ありうるだろうか。ひとつの可能性は，従来の福祉や

る身体障害，あるいは制度化された障害から，わかり

医療の枠組みに乗りづらい困難が，生きづらさとして

づらい，制度化の進まない「生きづらさ」の包摂へ。

語られているということである。田垣（2006）は，こ

障害構造論の歩みからは，そうした方向性を感じ取れ

れまで自明視されてきた障害に関する定義は，生物医

る（２）。

学モデルの観点から，ある機能の制約や欠損を障害と

もともと障害とは，何らかの機能障害が前提とな

同定し，その結果生じる日常生活や社会生活上の困難

り，能力の限定を伴って，社会参加の困難をもたらす

に基準を設け，障害レベルに分けていくものだとす

ものと想定されてきた。機能障害に能力の限定，社会

る。しかし，こうした障害概念に対する違和感やなじ

参加の困難を追加するという，直線的，付加的なモデ

みにくさを感じてきた人々が現れている（１）。

ルによって描かれたのである。

以下では，まず，障害構造論や障害学の展開を概観
し，見えにくい「生きづらさ」である精神障害や発

それに対して，登場したのが障害構造論である。以
下，上田（2005）の整理に基づいて見ていこう。

達障害を包摂する可能性について論じる（２節）。次

1980年の国際障害分類（International Classification

に，大橋（1997）のアメーバモデルをもとに，曖昧な

of Impairments, Disabilities and Handicaps；ICIDH）

「生きづらさ」や，引きこもる若者特有の困難の位置

は，障害の３レベル論を提示した。
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ひきこもり経験者への支援から考える
ᮇⓗ࡞㞀ᐖࡢ 3 ࣞ࣋ࣝㄽࢆᥦ♧ࡋࡓࠋ
ICIDH
モデル（上田 2005
2005より）
ᅗ図１
1 ICIDH
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ICF モデルは，以下の要素から成っている。
①心身機能・構造（生命レベル）。これに問題が生
じると機能障害（Impairment）が生じる。
②活動（生活レベル）。ここに問題が生じると活動
制限（Activity Limitation）となる。
③参加（人生レベル）。このレベルで問題が生じる
と参加制約（Participation Restriction）となる。さら

機能・形態障害（impairments）は，脳卒中や脳性

に，環境因子と個人因子の影響を考慮する。

 まひなどの病気から生じる麻痺や言語障害である。形
ᶵ⬟㞀ᐖ㸦impairments㸧ࡣࠊ⬻༞୰ࡸ⬻ᛶࡲࡦ࡞
ࡢẼࡽ⏕ࡌࡿ㯞⑷ࡸゝㄒ㞀ᐖ࡛࠶ࡿࠋ
ᙧែ㞀ᐖࡣ
態障害は手足の切断，あるいは手足や臓器の一部の欠
ᡭ㊊ࡢษ᩿ࠊ
࠶ࡿ࠸ࡣᡭ㊊ࡸ⮚ჾࡢ୍㒊ࡢḞᦆ㸦⏕ࡲ
損（生まれつきの心臓の奇形）のことを指す。従来，
ࢀࡘࡁࡢᚰ⮚ࡢወᙧ㸧ࡢࡇࢆᣦࡍࠋᚑ᮶ࠊࡇࢀࡢࡳ
この部分のみを障害と呼ぶ考えが根強かった。
ࢆ㞀ᐖࡍࡿ⪃࠼ࡀ᰿ᙉࡗࡓ࠸࠺ࠋ
能力障害（disability）は，歩くことが困難，字が書
 ⬟ຊ㞀ᐖ㸦disability㸧ࡣࠊṌࡃࡇࡀᅔ㞴ࠊᏐࡀ᭩
けない，職業上必要な能力を失ってしまったという状況
ࡅ࡞࠸ࠊ⫋ᴗୖᚲせ࡞⬟ຊࢆኻࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓ࠸࠺≧
を指す。能力障害のほうが毎日の生活上の不自由として
ἣࢆᣦࡍࠋ⬟ຊ㞀ᐖࡢ࠺ࡀẖ᪥ࡢ⏕άୖࡢ⮬⏤
直接経験しているから実感として障害と理解しやすい。
ࡋ࡚┤᥋⤒㦂ࡋ࡚࠸ࡿࡽᐇឤࡋ࡚㞀ᐖ⌮ゎࡋ
社会的不利（handicaps）は，職を失う，経済的に
ࡸࡍ࠸ࠋ
 困難になることを指す。社会参加ができなくなる，家
♫ⓗ㸦handicaps㸧ࡣࠊ⫋ࢆኻ࠺ࠊ⤒῭ⓗᅔ
庭内のもめごとなどがその例である。
㞴࡞ࡿࡇࢆᣦࡍࠋ
♫ཧຍࡀ࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡿࠊᐙᗞ
このモデルでは，機能・形態障害から能力障害，社
ෆࡶࡵࡈ࡞ࡀࡑࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 会的不利に至る全体を「障害」と呼ぶ。重要なのは，
ࡇࡢࣔࢹ࡛ࣝࡣࠊᶵ⬟࣭ᙧែ㞀ᐖࡽ⬟ຊ㞀ᐖࠊ♫
各レベルを独立させたことである。これにより，機能・
ⓗ⮳ࡿయࢆࠕ㞀ᐖࠖࡪࠋ㔜せ࡞ࡢࡣࠊ
形態障害とは別に能力障害を，また能力障害とは別に社
ྛࣞ࣋ࣝࢆ⊂❧ࡉࡏࡓࡇ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࢀࡼࡾࠊࡼ
ࡾࠊᶵ⬟࣭ᙧែ㞀ᐖࡣู⬟ຊ㞀ᐖࢆࠊࡲࡓ⬟ຊ㞀
会的不利の問題を解決することができると考えられた。
ᐖࡣู♫ⓗࡢၥ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁ
ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡓࠋ
２．２ ICF と精神障害者の「生きづらさ」

以上の ICF の健康状態には，疾患・変調だけでな

ᅗく妊娠や高齢も含んでいる。マイナスのイメージでと
2 ICF ࣔࢹࣝ㸦ୖ⏣ 2005 ࡼࡾ㸧
らえられやすい疾患ではなく，すべての人が生きてい
る状態を，ICF を使って見直すことができる。
また ICF の各要素の関係は，一方向的な矢印では
なく，相互作用モデルを想定している。このことが，
精神障害者を図式に組み込むための新たな一歩になっ
たと思われる。
要因間には，悪循環や好循環が生じる可能性があ
る。活動が低下することにより，生活不活発病（廃用
症候群）という心身機能の低下が生じることがある。
精神障害者の場合にも，精神機能の障害だけでなく，

 閉じこもりで外出しない，家の中で何もしない，とい
ICF ࣔࢹࣝࡣࠊ௨ୗࡢせ⣲ࡽᡂࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 う生活全体の不活発さが，実は身体機能にも影響を与
ձᚰ㌟ᶵ⬟࣭ᵓ㐀㸦⏕ࣞ࣋ࣝ㸧ࠋࡇࢀၥ㢟ࡀ⏕
えてしまう。逆に，活動が活発化することで，障害や
ࡌࡿᶵ⬟㞀ᐖ㸦Impairment㸧ࡀ⏕ࡌࡿࠋ
 身体機能に良い影響が生じる。
ղάື㸦⏕άࣞ࣋ࣝ㸧ࠋࡇࡇၥ㢟ࡀ⏕ࡌࡿάື
ไ㝈㸦Activity
Limitation㸧࡞ࡿࠋ
なぜ精神障害者について「生きづらさ」や「生きに
 くさ」が課題となったのか。それは，このような参加
ճཧຍࣞ࣋ࣝ㸦ே⏕ࣞ࣋ࣝ㸧ࠋࡇࡢ࡛ࣞ࣋ࣝၥ㢟ࡀ
⏕ࡌࡿཧຍไ⣙㸦Participation
Restriction㸧࡞ࡿࠋ
の不活性にも関連すると思われる。精神障害者に多い
ࡉࡽࠊ⎔ቃᅉᏊಶேᅉᏊࡢᙳ㡪ࢆ⪃៖ࡍࡿࠋ
社会的入院と，その後の地域復帰で生じる課題であ
 る。加藤は，病院への長期入院からの地域復帰につい
௨ୖࡢ ICF ࡢᗣ≧ែࡣࠊᝈ࣭ኚㄪࡔࡅ࡛࡞
ࡃዷፎࡸ㧗㱋ࡶྵࢇ࡛࠸ࡿࠋ
࣐ࢼࢫࡢ࣓࣮ࢪ࡛
て，「長期の収容により，能動的機能が低下した患者
ࡽ࠼ࡽࢀࡸࡍ࠸ᝈ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡍ࡚ࡢேࡀ⏕ࡁ࡚࠸
が，退院した後も，狭い生活圏にうまく適応し，問題
ࡿ≧ែࢆࠊICF ࢆࡗ࡚ぢ┤ࡍࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
をおこさないからといって，それは，彼らの生活圏を
 ࡲࡓ ICF ࡢྛせ⣲ࡢ㛵ಀࡣࠊ୍᪉ྥⓗ࡞▮༳࡛ࡣ
保障することや，人間くさく生きていくこととは，全
࡞ࡃࠊ┦స⏝ࣔࢹࣝࢆᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡇࡀࠊ
く別の事柄だと思うのです。極端な言い方をすれば，
⢭⚄㞀ᐖ⪅ࢆᅗᘧ⤌ࡳ㎸ࡴࡓࡵࡢ᪂ࡓ࡞୍Ṍ࡞
問題をおこさないのではなく，問題をおこすべき状況
ࡗࡓᛮࢃࢀࡿࠋ
 にありながらも，去勢と管理によって，問題をおこさ
せᅉ㛫ࡣࠊᝏᚠ⎔ࡸዲᚠ⎔ࡀ⏕ࡌࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ
せなくさせられているともいえます」
（加藤
1981：
άືࡀపୗࡍࡿࡇࡼࡾࠊ
⏕άάⓎ
㸦ᗫ⏝ೃ
809）という。長期の入院によって，生活そのものへの
⩌㸧
࠸࠺ᚰ㌟ᶵ⬟ࡢపୗࡀ⏕ࡌࡿࡇࡀ࠶ࡿࠋ⢭⚄
（３）
適応が，リハビリテーションの課題となっている
。
㞀ᐖ⪅ࡢሙྜࡶࠊ
⢭⚄ᶵ⬟ࡢ㞀ᐖࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ㛢ࡌ
ࡇࡶࡾ࡛እฟࡋ࡞࠸ࠊᐙࡢ୰࡛ఱࡶࡋ࡞࠸ࠊ࠸࠺⏕
（２）社会モデルへの視点
άయࡢάⓎࡉࡀࠊ
ᐇࡣ㌟యᶵ⬟ࡶᙳ㡪ࢆ࠼࡚
もうひとつ，ICF の新しい点は，図式に環境因子が
ࡋࡲ࠺ࠋ㏫ࠊάືࡀάⓎࡍࡿࡇ࡛ࠊ㞀ᐖࡸ㌟య
ᶵ⬟Ⰻ࠸ᙳ㡪ࡀ⏕ࡌࡿࠋ
取り入れられていることである。精神障害などのよう

2.2 ICF ⢭⚄㞀ᐖ⪅ࡢࠕ⏕ࡁ࡙ࡽࡉࠖ
（１）参加の障壁への視点
しかし，以上の ICIDH には，いくつかの問題点が

㸦1㸧ཧຍࡢ㞀ቨࡢどⅬ
指摘された。まず，各要素の間，例えば機能障害と能
 ࡋࡋࠊ௨ୖࡢ ICIDH ࡣࠊ࠸ࡃࡘࡢၥ㢟Ⅼࡀ
力障害をつないでいる矢印が一方向的であるため，こ
ᣦࡉࢀࡓࠋࡲࡎࠊྛせ⣲ࡢ㛫ࠊ࠼ࡤᶵ⬟㞀ᐖ⬟
れらの間の移行が運命論的である，あるいは時間的順
ຊ㞀ᐖࢆࡘ࡞࠸࡛࠸ࡿ▮༳ࡀ୍᪉ྥⓗ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ
ࡇ
序を表すなどという誤解の生じる余地があった。
ࢀࡽࡢ㛫ࡢ⛣⾜ࡀ㐠ㄽⓗ࡛࠶ࡿࠊ
࠶ࡿ࠸ࡣ㛫ⓗ㡰
それらを克服するために登場したのが，ICF
ᗎࢆ⾲ࡍ࡞࠸࠺ㄗゎࡢ⏕ࡌࡿవᆅࡀ࠶ࡗࡓࠋ
（生活機能・障害・健康の国際分類
International
 ࡑࢀࡽࢆඞ᭹ࡍࡿࡓࡵⓏሙࡋࡓࡢࡀࠊICF㸦⏕ά
Classification of Functioning,International
Disability and
Health）
ᶵ⬟࣭㞀ᐖ࣭ᗣࡢᅜ㝿ศ㢮
Classification
ofである。ICF
Functioning, は，2001年に
Disability and WHO（世界保健機構）の
Health㸧࡛࠶ࡿࠋICF ࡣࠊ
2001
ᖺ WHO㸦ୡ⏺ಖᶵᵓ㸧ࡢ⥲࡛᥇ᢥࡉࢀࡓࠋ
総会で採択された。
ᅗ図２
2 ICF
ࣔࢹࣝ㸦
㞀ᐖ⪅⚟♴◊✲⦅ 2002
ࡼࡾ㸧
ICF
モデル（障害者福祉研究会編
2002より）

に，明確な機能障害を見出すのは難しい一方で，社会

2

的参加の障壁が大きい「生きづらさ」が存在する。こ
の場合，医学的な疾病や障害だけでなく，社会の側の
受け入れ態勢を問題にする必要がある。
社会における包摂の問題を強調したのが，障害の社
会モデルである（４）。ICF は，医学モデルと社会モデ
ルの歩み寄りによって完成されている（上田 2005）。

ᅗ 2 ICF ࣔࢹࣝ㸦ୖ⏣ 2005 ࡼࡾ㸧
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ICF は，環境因子という形で，この社会モデルを取
り入れる。環境因子は，能力を発揮したり，社会的に
参加したりすることを阻むような要因や，逆に促進す
る要因を意味している。しかし，環境因子としてどの
ような状況を想定するのか，環境因子にどれだけの位
置を認めるのかには，障害者支援に関わる人の間にも
大きな幅がある（杉野 2007）。ICF の要素間の関連を
示す図でも，環境因子が一つのボックスとして付加さ
れるにとどまっている。
しかし，この環境因子こそ，障害の種別によって大
きな差が現れる部分である。障壁によって発揮を妨げ
られている能力，また障壁が明確にイメージできるよ
うなケース（駅がバリアフリーでないために利用でき
ない）と，そうでないケースがある（５）。
本稿で考えるような「生きづらさ」は，こうした障
壁の性質が分かりにくいケースを想定している。分か
りにくい障壁でありながら，それがもたらす困難は大
きく，精神障害や発達障害の場合には，社会的な参加
において大きな困難を抱えることがある。また「ひき
こもり」の場合には，社会参加全般に困難があるた
め，「本来の能力」がいかに発揮され，それが社会的
にどう阻まれるのかが見えにくい。

図３

機能障害
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こうした困難については，単にひとつの要因を付加
することでは十分に理解できない。そこで，こうした
「生きづらさ」を包含しうるモデルについて，節を改
めて考えたい。

３．アメーバモデル
３．１

大橋のアメーバモデル

大橋（1997）は，『精神障害とリハビリテーショ
ン』の特集「私の障害構造論」で，イメージモデルを
提示した（６）。このイメージでは，社会的役割に適応
しようとする人間をアメーバーのようなものと考え
る。アメーバーは，有機体としての性質，自立的な性
質を表している。そして固有名詞を付けてこの人物を
「雨場さん」と呼んでいる。本稿でもこれにならうこ
とにする。
（１）機能障害
最初に図３をもとに考える。図のなかで，雨場さん
と三角形の間に隙間のある状態は，社会的不利のある
状態，社会参加が妨げられている状態を意味してい
る。逆に，三角形と雨場さんがぴったりくっついた状
態は，雨場さんが社会的役割に適応した状態と考えら
れる。それに対して，機能障害によって社会的役割が
果たせない状態では，三角形と雨場さんの間に隙間が
できている。雨場さんの表情は，主観的な状態につい
て表している。
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川北：若者の「生きづらさ」と障害構造論
愛知教育大学教育実践総合センター紀要第12号
ひきこもり経験者への支援から考える

環境調整モデルでは，環境の側が変化することに

他方，ひとたび参加の困難が生じれば，そこに障害

よって，社会的役割が遂行できるようになる。三角形

を探し求める必要が生じてくる。しかし機能障害や能

ではなく，違う形の図形であるとすれば，雨場さんの

力障害を示すためには，実は，潜在能力の存在を示さ

形が三角形に近くないとしても，不自然さは感じられ

なくてはならない。つまり，障害がない場合にはどん

ない。

な能力を発揮することができるのか，ということであ

この環境調整モデルは，社会モデルの特徴をよくあ
らわしている。ICF では，環境因子は単なるひとつの

る。そうでなければ，図４や図５のように，代替手段
や環境の変化を要求することは難しいだろう。

ボックスとして図示されるだけであった。それに対し

杉野（2007）は，アメリカの障害をめぐる裁判にお

て，大橋のアメーバモデルは，主体と社会的役割の距

いて，障害者が「不当な扱いを受けた」ことを主張す

離が，環境側の変化によって縮まることを明瞭に示し

る場合，まず，「できないこと」（機能障害）を証明し

ている。

たうえで，次には「できること」（能力）を証明しな
ければならないという。つまり，特定の機能障害の存

（３）見えにくい障害

在を示さなくてはならないだけでなく，機能障害がな

大橋のモデルは，以上のように，主体のもつ能力と
環境との関係を図示している。

ければどのような能力を発揮できるのか，示さなくて
はならない。しかし，先に論じたように，「生きづら

しかし，主体と環境の関係は，これほどわかりやす

さ」のなかには，障害自体が見えにくい場合がある。

い場合ばかりではない。そして，わかりにくさが生き

また能力の証明も難しい。たとえば，能力を示さなく

づらさをもたらしているのではないか。以下では，特

てはならないような場面で（そうした場に限って）不

に引きこもる若者を念頭に置いて考えたい。

安や緊張が生じるような障害について考えてなくては

まず，曖昧な「生きづらさ」においては，機能障害
や能力障害が見えにくい。

ならない（７）。
このように，潜在能力がうまく示せない場合には，

パニック障害や社会不安障害では，目に見える機能
障害がないのにもかかわらず，社会的役割に沿う活動

機能障害の認定や，それを補うための代替手段，環境
の調整も獲得しづらくなる。

をしようとすると，そこに障壁が現れる。まさに参加
の現場において，あるいはそこにおいてのみ，障壁が
現れることがある。

（４）社会的役割の曖昧化
また，大橋のモデルに描かれた「社会的役割」につ

多くの場合に，見えにくい（invisible）障害は，そ
れによって困っている場合のみ問題となる。困ってい

ᅗ 6 なければ，そのような障害を抱えていること自体，本
ぢ࠼ࡃ࠸㞀ᐖ㸸௨㝆ࡢᅗࡣࠊᶫ㸦1997㸧ࢆ
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人も周囲も気づかないままで過ごしているのかもし
れない。渡辺（2007：63-65）は，軽度発達障害の場
合，環境や社会的な要因の影響が他の障害とは比べも
のにならないほど大きいと指摘する。環境がひとつ違
えば，障害の特性が，適応的な能力（才能）になるこ

いても考えてみたい。社会的役割は，ここまでのモデ
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ࡿࠋ᪉࡛ࡣࠊࣈࣛࣥࢡࡀ㛗ࡃ࡞ࡿࡇ࡛ࠊ♫ཧຍ
では，ブランクが長くなることで，社会参加への壁が
役割の限定
ᅗ 910
ᙺࡢ㝈ᐃ
ࡢቨࡀ㧗ࡃ࡞ࡿࠋᘬࡁࡇࡶࡾᨭࡢሙ㠃࡛ࡣࠊࡇࡢ 図９
高くなる。引きこもり支援の場面では，このような理
ࡼ࠺࡞⌮⏤ࡽࠊᮏேᐙ᪘ࡢ↔ࡾࡀ῝ࡲࡗ࡚࠸ࡿࢣ
由から，本人と家族の焦りが深まっているケースに出
࣮ࢫฟ࠺ࡇࡣ⌋ࡋࡃ࡞࠸ࠋ
会うことは珍しくない。
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 もともと，三角形と主体との間が完全にふさがるこ
ࡶࡶࠊ୕ゅᙧయࡢ㛫ࡀࡩࡉࡀࡿࡇ
ࡣ࠶ࡾᚓ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊࡑࡢࡼ࠺࡞≧ែࡣࠊ㐣ᗘࡢ
とはあり得ない。また，そのような状態には，過度の
ྠㄪࡽࡃࡿືࡢ༴㝤ࡶ࠶ࡿࠋ㐺ᗘ࡞ࠕ㐟ࡧࠖࡀᚲ
同調からくる反動の危険もある。適度な「遊び」が必
せ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡓࡔࠊᘬࡁࡇࡶࡗ࡚࠸ࡿ≧ែ࡛ࡣࠊࡑ
要なのである。ただ，引きこもっている状態では，そ
࠺ࡋࡓ㐺ᗘ࡞≧ែࡀぢᴟࡵࡽࢀࡎࠊ♫ཧຍࡢ┠ᶆࡀ
うした適度な状態が見極められず，社会参加の目標が
❧࡚࡙ࡽࡃ࡞ࡿࠋ
立てづらくなる。
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（５）役割の限定とスティグマ
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また，仕事が十分できないことが，単に職業生活へ


 ここにはスティグマという要因も関連する。従来の
ࡇࡇࡣࢫࢸࢢ࣐࠸࠺せᅉࡶ㛵㐃ࡍࡿࠋᚑ᮶ࡢ
㞀ᐖᵓ㐀ㄽ࡛ࡣࠊ೫ぢࡸᕪูࡣࠊ♫ⓗ㞀ቨࡢࡦࡘ
障害構造論では，偏見や差別は，社会的障壁のひとつ
ࡋ࡚ㄽࡌࡽࢀࡓࠋୖ⏣㸦2004㸧ࡣࠊࠕ๓ࡀ࡞࠸ࠖ
として論じられた。上田（2004）は，として，リハビ
リ中の教員の復職を「前例がない」という理由で拒ん
ࡋ࡚ࠊࣜࣁࣅࣜ୰ࡢᩍဨࡢ⫋ࢆࠕ๓ࡀ࡞࠸ࠖ
だ教育委員会の例を挙げている。
࠸࠺⌮⏤࡛ᣄࢇࡔᩍ⫱ጤဨࡢࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋ
 この例のように，社会に生きる一人一人の差別や偏
ࡇࡢࡢࡼ࠺ࠊ♫⏕ࡁࡿ୍ே୍ேࡢᕪูࡸ೫
見を問題にしていくことは重要であろう。しかし，多
ぢࢆၥ㢟ࡋ࡚࠸ࡃࡇࡣ㔜せ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡋࡋࠊከ
様な「生きづらさ」の場合には，受け入れる社会，ま
ᵝ࡞ࠕ⏕ࡁ࡙ࡽࡉࠖࡢሙྜࡣࠊཷࡅධࢀࡿ♫ࠊࡲ
た個人がもつ偏見だけを考えるだけでは十分ではな
ࡓಶேࡑࡢ୍ே୍ேࡀࡶࡘ೫ぢࡔࡅࢆ⪃࠼ࡿࡔࡅ࡛
い。生きづらさを抱える本人を含めて，内面化された
ࡣ༑ศ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ⏕ࡁ࡙ࡽࡉࢆᢪ࠼ࡿᮏேࢆྵࡵ࡚ࠊ
スティグマを考慮することが，より重要であるように
ෆ㠃ࡉࢀࡓࢫࢸࢢ࣐ࢆ⪃៖ࡍࡿࡇࡀࠊࡼࡾ㔜せ
思われる。

の参加だけではなく，地域や家庭での参加をも阻んで

ここまでに挙げたような社会参加の制約には，社会

いることがある。一定の年齢の人は就労すべきである

の側の偏見ではなく，本人が先取りするようなスティ

という規範があるところでは，成人（特に男性）が家

グマも関わっている。石川（2007）は，引きこもって

庭や地域で自由に振る舞うことが難しくなる。このよ

いる若者が，「今何してるの」という質問を恐れて外

うな活動の制限によって，機能障害や能力障害が進行

出できないという語りを検討している。引きこもる若

するという悪循環については，すでに触れた。

者にとっては，学校や職場だけでなく，地域もまた，

中垣内（2008：150）は，引きこもる若者が，運動

参加が難しい「気詰まり」な場になる。また，家庭内

不足からの筋力低下や筋萎縮に陥ることは珍しくな

でも，本人と家族を巻き込んだ「気詰まり」さが生じ

いとして，「廃用性障害」（中垣内 2008：29）につい

てしまう（８）。

て注意を促している。一方で中垣内は，引きこもった

以上のように，社会的参加の場が狭まることで，な

女性が，家庭内を強迫的に掃除し続けることで健康を

おさら参加が難しくなってしまう。こうした悪循環を

保った例などを挙げ，「『家』が女性にとってより親和

断ち切るために，参加の場や，「所属」自体を作り出

性がある」可能性を指摘する（中垣内 2008：150）。

すという方向性がある。萱野らは，「所属」の重要性

こうした例は，女性の家庭との親和性だけではなく，

を次のように訴える。

引きこもった男性が家庭や地域で活躍しにくいとい
う，ジェンダー的役割モデルの存在を示しているので

「生きづらさ」って，つねに二つのレベルで生じ

はないだろうか。また，職業生活に参加していないこ

るものですよね。一つははもちろん物質的なレベ

とをもって，家庭内でも「子ども」扱いされてしまう

ル。（中略）もう一つはアイデンティティのレベ

傾向もある（川北 2008）。かくして，職業生活に参加

ルですね。つまり，社会からまともに扱われな

していない若者が，家庭や地域での役割も失ってしま

い，自分の存在を認めてもらえない，居場所がな

うのである。

い，といった状態です。（中略）いきおい，自分
をまともに扱ってくれない社会をうらんだり，さ
らには自分の存在そのものを否定することに向
かってしまう。（萱野・雨宮 2008：150-151）（９）
 297 
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川北：若者の「生きづらさ」と障害構造論
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ひきこもり経験者への支援から考える

引きこもりの就労支援について論じる山田（2006）

図11を見ると，雨場さんが社会的役割を求めて三角

は，就労そのものではなく，まず所属を回復すること

形の辺に移動しようとしても，そこには先に役割を得

で，若者を支援する手法を提案している。実際，「ひ

た人が場所を占めているため，雨場さんは役割を得る

きこもりからの就労」を支援した人の間には，就労支

ことができない。「ロストジェネレーション」という

援事業が「ワーキングプアを増やしただけだった」と

言葉などで指摘されるように，機会の限定のために就

いう反省がある

。仕事を続けるにせよ，中断する

労できない人が現れる。椅子取りゲームを例にすれ

にせよ，サバイバルに有効なのは，就労訓練ではな

ば，椅子の数より人数が多ければ全員が座れるはずが

く，若者同士に育ったつながりのほうであった。経済

ないのである（12）。

（10）

的自立を目指すのではなく，家庭や地域での参加とい
う発想が取られ始めている

。

（11）

こうした社会的な困難は，個人のメンタルヘルス
にも影響する。ここで「精神的な生きづらさと社会
的・経済的な生きづらさ」（萱野・雨宮 2008：９）と

図10

多元的な社会参加

がつながる。作家の雨宮が企画するデモでは，引きこ

᭩

もりった人やメンタルヘルス系の若者が参加し，解放
感を得ているという。そこには生きづらさは個人のせ
いではなく，「若者はもっと社会に怒っていい」とい
うメッセージがある。
だが，社会的問題との接点という意味では，ワーキ
ングプアとメンタルヘルスの問題の間に依然として分
断があることは否定できない。労働能力をフルに稼働
させたが，それでも貧困な場合，ワーキングプアと自
称することができる。しかし「ひきこもり」の場合に
は，労働能力を証明すること自体が難しい。また，労
働市場での競争に疲れた結果，能力を示す気力を失う



若者もいるだろう。仮に労働市場の「椅子」が空いた

 ᭱ᚋࠊ♫ࡢഃࡢၥ㢟ࢆࡁࡃࢡ࣮ࣟࢬࢵࣉࡋࡓ
ࡢࡀࠊ㏆ᖺࡢⱝ⪅ࡢປാ⎔ቃࢆࡵࡄࡿၥ㢟࡛࠶ࡿࠋ㠀ṇ
地域と家庭との間の参加，地域と仕事との間の参加が
きない若者は，しばしば就労支援の視野の外に出てし
つ㞠⏝ࡸ࣮࣡࢟ࣥࢢࣉࠊṇ♫ဨࡢⱞቃࡘ࠸࡚ゐࢀ
充実することにより，雨場さんが逆三角形型の主体と
まう（13）。
ࡓሗ࿌ࡣࠊᯛᣲ࠸ࡲࡀ࡞࠸ࠋ
して生き甲斐を取り戻していることを仮想している。
 ᅗ 11 ࢆぢࡿࠊ㞵ሙࡉࢇࡀ♫ⓗᙺࢆồࡵ࡚୕ゅ
機能障害は，三角形の辺と一体化してしまい，もはや目
４．ひきこもり支援と人間回復
ᙧࡢ㎶⛣ືࡋࡼ࠺ࡋ࡚ࡶࠊࡑࡇࡣඛᙺࢆᚓࡓ
立たない。こうした状態が許されるには，社会環境の調
ேࡀሙᡤࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ㞵ሙࡉࢇࡣᙺࢆᚓࡿࡇ
整や，既存の社会的役割モデルの修正が必要だろう。
以上のように，障害構造論を展開することで，明確
ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࠕࣟࢫࢺࢪ࢙ࢿ࣮ࣞࢩࣙࣥࠖ࠸࠺ゝⴥ࡞
な機能障害や能力障害に基づいていない様々な「生き
࡛ᣦࡉࢀࡿࡼ࠺ࠊᶵࡢ㝈ᐃࡢࡓࡵᑵປ࡛ࡁ࡞
࠸ேࡀ⌧ࢀࡿࠋ᳔Ꮚྲྀࡾࢤ࣮࣒ࢆࡍࢀࡤࠊ᳔Ꮚࡢᩘ
（６）参加の機会不平等
づらさ」を考える手掛かりが得られた。とりわけ，社
ࡼࡾேᩘࡀከࡅࢀࡤဨࡀᗙࢀࡿࡣࡎࡀ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿ
最後に，社会の側の問題を大きくクローズアップし
会的参加の場面で深刻な困難が生じる「ひきこもり」

㸦12㸧
ࠋ
たのが，近年の若者の労働環境をめぐる問題である。
の状況が，他の障害との比較によって明らかになっ
 ᅗ 10 ࡣࠊᅗ 9 ࡣ␗࡞ࡾࠊࡢཧຍᅛᇳࡏ

ࡇ࠺ࡋࡓ♫ⓗ࡞ᅔ㞴ࡣࠊࡀࠊಶேࡢ࣓ࣥࢱࣝ࣊ࣝࢫ
非正規雇用化やワーキングプア，正社員の苦境につい
ࡎࠊᆅᇦᐙᗞࡢ㛫ࡢཧຍࠊᆅᇦࡢ㛫ࡢཧ た。もちろん，本稿はモデルを素描する段階にとど
ࡶᙳ㡪ࡍࡿࠋࡇࡇ࡛ࠕ⢭⚄ⓗ࡞⏕ࡁ࡙ࡽࡉ♫ⓗ࣭
て触れた報告が続いている。
ຍࡀᐇࡍࡿࡇࡼࡾࠊ㞵ሙࡉࢇࡀ㏫୕ゅᙧᆺࡢ まっており，明確な仮説の提出や実証的研究を今後の
⤒῭ⓗ࡞⏕ࡁ࡙ࡽࡉࠖ
㸦ⴛ㔝࣭㞵ᐑ 2008: 9㸧ࡀࡘ࡞ࡀ
యࡋ࡚⏕ࡁ⏥ᩫࢆྲྀࡾᡠࡋ࡚࠸ࡿࡇࢆ௬ࡋ࡚ 課題としたい。
ࡿࠋࡇ࠺ࡋ࡚ࠊ♫ⓗ࡞ᅔ㞴ಶேࡢ⢭⚄ⓗ࡞ၥ㢟ࢆ
図11
参加の機会不平等
最後に，ひきこもり支援の蓄積から，多様な「生き
࠸ࡿࠋᶵ⬟㞀ᐖࡣࠊ୕ゅᙧࡢ㎶୍యࡋ࡚ࡋࡲ࠸ࠊ
⤖ࡪࣛࣥࡀぢฟࡉࢀࡿࠋ
ࡶࡣࡸ┠❧ࡓ࡞࠸ࠋࡇ࠺ࡋࡓ≧ែࡀチࡉࢀࡿࡣࠊ♫ づらさ」を支える方向性を抽出しておきたい。
᭩ᘧኚ᭦⾜㛫⾜
 సᐙࡢࠕࣟࢫࢺࢪ࢙ࢿ࣮ࣞࢩࣙࣥࠖ࠸࠺ゝⴥ࡞࡛
ひきこもる若者の状況は，明確な障害名や診断名と
⎔ቃࡢㄪᩚࡸࠊ᪤Ꮡࡢ♫ⓗᙺࣔࢹࣝࡢಟṇࡀᚲ
ᣦࡉࢀࡿࡼ࠺ࠊ᳔Ꮚྲྀࡾࢤ࣮࣒ࡢ᳔Ꮚࡢᩘࡀ㝈ࡽࢀ
せࡔࢁ࠺ࠋ
対応するわけではない。それゆえに，福祉や社会保障
࡚࠸ࡿࡢ࡞ࡽࠊဨࡀᗙࢀࡿࡣࡎࡀ࡞࠸ࠋ㞵ᐑࡀ⏬ࡍ
の制度に乗りにくい。いわば終わりの見えない生きづ
ࡿࢹ࡛ࣔࡣࠊᘬࡁࡇࡶࡾࡗࡓேࡸ࣓ࣥࢱࣝ࣊ࣝࢫ⣔ࡢⱝ
㸦6㸧ཧຍࡢᶵᖹ➼᳔Ꮚྲྀࡾࢤ࣮࣒ࣔࢹࣝ
らさである。
⪅ࡀཧຍࡋࠊゎᨺឤࢆᚓ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࠋࡑࡇࡣ⏕ࡁ࡙
 ᭱ᚋࠊ♫ࡢഃࡢၥ㢟ࢆࡁࡃࢡ࣮ࣟࢬࢵࣉࡋࡓ
その一方で「名前がつかない」ゆえに，回復への努
ࡽࡉࡣಶேࡢࡏ࠸࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
ࠕⱝ⪅ࡣࢆಶேࡢၥ㢟㑏
ࡢࡀࠊ㏆ᖺࡢⱝ⪅ࡢປാ⎔ቃࢆࡵࡄࡿၥ㢟࡛࠶ࡿࠋ㠀ṇ 力が緩やかに続いているという想定がある。回復への
ඖࡏࡎࠊࠕࡶࡗ♫ᛣࡗ࡚࠸࠸ࠖ࠸࠺࣓ࢵࢭ࣮ࢪ
つ㞠⏝ࡸ࣮࣡࢟ࣥࢢࣉࠊṇ♫ဨࡢⱞቃࡘ࠸࡚ゐࢀ ステップは，いつからでも，何を目標にしても始める
ࡀ࠶ࡿࠋ
ࡓሗ࿌ࡀ⥆࠸࡚࠸ࡿࠋ
ことができる（中垣内
2007）（14）。
 ࡔࡀࠊ♫ⓗၥ㢟ࡢ᥋Ⅼ࠸࠺ព࡛ࡣࠊ࣮࣡࢟ࣥ
ひきこもりにおいては，社会的な参加それ自体が困
ࢢࣉ࣓ࣥࢱࣝ࣊ࣝࢫࡢၥ㢟⣔ࡣ౫↛ࡋ࡚ศ᩿
ᅗ 11 ཧຍࡢᶵᖹ➼
難であることから，
「治療が終わってから」社会的参

ࡀ࠶ࡿࡼ࠺ぢ࠼ࡿࠋປാ⬟ຊࢆࣇࣝ✌ാࡉࡏࡓࡀࠊ
ࡑࢀ࡛ࡶ㈋ᅔ࡞ሙྜࠊ࣮࣡࢟ࣥࢢࣉ⮬⛠ࡍࡿࡇࡀ
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 ᭱ᚋࠊ♫ࡢഃࡢၥ㢟ࢆࡁࡃࢡ࣮ࣟࢬࢵࣉࡋࡓ
ド᫂ࡍࡿࡇ⮬యࡀ㞴ࡋ࠸ࠋࡲࡓࠊປാᕷሙ࡛ࡢ➇த
ࡢࡀࠊ㏆ᖺࡢⱝ⪅ࡢປാ⎔ቃࢆࡵࡄࡿၥ㢟࡛࠶ࡿࠋ㠀ṇ
⑂ࢀࡓ⤖ᯝࠊ⬟ຊࢆ♧ࡍẼຊࢆኻ࠺ⱝ⪅ࡶ࠸ࡿࡔࢁ࠺ࠋ
つ㞠⏝ࡸ࣮࣡࢟ࣥࢢࣉࠊṇ♫ဨࡢⱞቃࡘ࠸࡚ゐࢀ
௬ປാᕷሙࡢࠕ᳔Ꮚࠖࡀ✵࠸ࡓࡋ࡚ࡶࠊࡑࡇᗙࡿ
ࡓሗ࿌ࡣࠊᯛᣲ࠸ࡲࡀ࡞࠸ࠋ
図10は，図９とは異なり，仕事への参加に固執せず，

にしても，そこに座るだけの能力を証明することがで
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加を考えるというアプローチの限界がもっとも明らか

難のために，乗務員との間で料金の支払いについてや

になる。「ひきこもったままで社会参加する」と言わ

り取りがうまくいかなかったり，乗客の視線が気に

れるごとく，社会参加への迂回路が多様に築かれると

なってしまったりする。こうした場合，何を「障壁」

したら，それは多様な「生きづらさ」を持つ人の人間
回復にも有効なのではないか。

だと考えたらよいだろうか。
（６）   大橋自身は，慢性の精神分裂病（現在，統合失
調症に名称が変更）を患う人たちを念頭にイメージを

注

提示している。

（１） 田垣（2006．12-13）は，障害者あるいは病者と

（７） 石川（1992）は，障害者が自らの障害に向き合

言いたくても躊躇し，自分のことを障害者といっても

うスタイルとして，「自分から障害を差し引く」戦略

認められないだろう，あるいは，怪訝な顔をされるだ

と，自分と障害を一体のものと見る戦略を挙げてい

ろうと感じている人々を「軽度障害者」と呼び，その

る。しかし，前者のような選択肢は，自分と障害とが

困難を「どっちつかず」さ，曖昧さ，中途半端さと表

はっきり区別できる場合に限られるのではないか。

現している。ただ，それらが「経度障害」として一括

実際，石川は，「障害を持ちながら有名大学に合格す

できるかは疑問も残る。たとえば知的障害を伴わない

る」というように，能力を証明することによって，障

発達障害を「軽度発達障害」と呼ぶことについて，そ

害者とは別のアイデンティティを獲得する例を挙げて

の障害に伴う困難が決して「軽度」でない場合などが

いる。このような能力の証明ができなければ，自分と

指摘されている。

障害を区別することは難しいだろう。

（２） 例外的に，身体的な特徴ゆえに社会参加が困難

（８）   不登校について論じる工藤（2006）は，家庭

になるユニークフェイスの人々が存在する。しかし，

が，子どもの気づまりさと親の気づまりさが悪循環

身体的な特徴が能力の限定を伴わないため，なぜ社会

を生じさせる空間になることを示唆している。川北

参加の制限に向かうのか，その理由ははっきりしな

（2008）では，家庭が「退行」の場として位置づけら

い。それが，ユニークフェイスを「生きづらさ」とし

れていることで，子どもと家族の双方が受ける苦痛に

て語る理由だと思われる。松本（2000）は，なぜ容貌

ついて論じている。

が生きていく上での問題となるのかが自明ではなく，

（９）   萱野らは，所属や居場所の問題に関連して，経

その理由の説明自体を，悩みを抱える本人が自分の問

済的に不自由な若者が「物理的に集まるところがなく

題として抱え込む構造について論じている。

なる。タダで溜まれる場所がなくなる」（萱野・雨宮

（３） 加藤（1981）がいう「問題がおこるべき状況で

2008：94）という問題にも話を進める。こうした状況

問題がおこらない」という点は，『精神障害とリハビ

をひっくり返すのは，端的に「街頭に出る」という戦

リテーション』の「生きにくさ」特集で，べてるの家

略である。東京の高円寺で始まった「素人の乱」（松

の向谷地（2002）が論じる「苦労を取り戻す」という

本 2008）は，路上での鍋会や，奇妙なデモによっ

言葉を連想させる。

て，それを現実化してみせる。若者たちは，居場所を

（４）   障害の社会モデルは，障害者運動や社会学者を

確保するために，もはや共通のアイデンティティにも

中心とする「障害学（disability studies）」によって推

頼らず，異質な者が集まるところから始める。逆に，

進された。障害学では，障害の構造を impairment と

交わることを制限し，多様性を隠ぺいする勢力が，運

disability に二分する。ICIDH と比較すると，能力障

動の唯一の仮想敵になっているようだ。

害を省略していること，また社会的障壁の位置に，
（障害者自身によって忌避される言葉としての）
handicap ではなく，disability の語を当てていること
が分かる。社会的障壁が，障害の社会モデルの主要な

（10）『毎日新聞』2008年10月13日における二神能基の
発言。
（11） 五十田（2006）は，
「ひきこもったままで社会参
加する」というアイディアを提起している。

研究対象である。一方で，impairment がどのように

（12） 中澤（2002）は，不況下にあって，自らが診察

能力障害に結びつくのかといった問いを社会モデル

する障害者の「生きにくさ」がどう変化したかを報告

が等閑視するのではないかという批判がある（杉野

する。一つには，職を失ったり，手帳や障害年金の

2007）。また，精神障害や慢性疾患の場合には「病い

取得など，「現実的な」行動をとったりする者が増え

（illness）」とimpairment の関係も重要である（安斉

た。後者の場合には，年金を得ることで家族への負い

1997；Mulvany 2000；Pinder 1995）。

目が減り，関係が好転した例もあるという。もう一

（５）   安斉（1997）は，精神障害者がバスに乗る場合

つは，「高学歴・エリートもリストラをくってブラブ

を例にあげる。身体障害者の場合，下肢の運動障害を

ラしている」ため，障害者への就労圧力が緩和され，

補うため，車いすやバスの昇降装置を用いるという関

「モラトリアム」が成立しているという。

係が見えやすい。これに対し精神障害者の場合，バス

（13） 数年前，求職活動中の失業者などと区別して，

の乗り降りに支障はないが，コミュニケーションの困

求職しない「ニート」の若者が問題化されたが，これ
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ひきこもり経験者への支援から考える

らの若者の間に存在する境界は流動的なものだといえ

松本哉, 2008,『貧乏人の逆襲！―― タダで生きる方

よう。だが，厳しい労働環境の中で疲弊する若者と，
労働環境からはじき出された若者の生きづらさは，し

法』
松本学, 2000, 「隠ぺいされた生きづらさ ――『ふつ

ばしば分断されて捉えられてしまう。

う』と『ふつうでない』の間の容貌」『看護学雑

（14） 引きこもる若者本人へのアプローチが難しい場

誌』64（5）
：407-412.

合には，周囲で関わる人から「ステップ」が始まるこ

向谷地生良, 2002,「生きる苦労を取り戻す ―― 地域に

とになる。中垣内（2007）が示す回復の10ステップの

おける『生きにくさ』と『生きやすさ』と」『精神

うち，最初の３ステップは家族を対象としている。

障害とリハビリテーション』6（1）
：29-33.

「京都ひきこもりと不登校の家族会」は，従来の「親

Mulvany, Julie, 2000, Disability, impairment or

の会」とは敢えて区別して「家族会」を名乗る（京都

illness? The relevance of social model of disability

ひきこもりと不登校の家族会, 2006：10）。それは，

to the study of mental disorder, Sociology of Health

& Illness , 22（5）
：582-601.

本人に関わる「親」としてではなく，ひとりの「家
族」として，ステップに関わることを意味しているの

中垣内正和, 2008,『はじめてのひきこもり外来』ハー

ではないか。ひきこもり家族会での実践がもたらす家

ト出版.

族の成熟の可能性について，川北（2008）参照。

中澤正夫, 2002,「精神障害と人生」『精神障害とリハ
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