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　現在、日本だけでなく世界中の人々がCOVID-19によるパンデミックに苦し
んでいる。国立感染症研究所によると、100年前に起こったスペインインフル
エンザ（いわゆるスペインかぜ）の被害は非常に大きく、日本でも約38万人の
死者が出たと報告されている（内務省統計）。当時有効なワクチンはなく第三
波まで流行があり、世界中で被害を受けなかった地域はほぼなかったとされる。
100年前に起こった悪夢のようなパンデミックが再び我々を襲っている。ロッ
クダウンや商業活動の停止により世界経済は大きな打撃を受けている。日本で
は三度目の緊急事態宣言が東京や大阪等の地域に発出されたところである。外
出自粛による人流の削減、商店の営業時間の短縮、大規模なイベントの中止や
各種施設の閉鎖など様々な活動を停止することで、何とか COVID-19 感染拡
大を封じ込めようというのである。あらゆる世代の人々の日常生活の変容を余
儀なくし、これまでの健康で安全な生活様式が奪われてしまった。そして、そ
の影響は社会の周辺に置かれた弱い立場の人々に最も深刻に及んでいる。
　前回のテキスト出版から約10年が経った。この間あらゆる面で社会のグロー
バル化が進展する一方で、ローカルに起こっている課題がそれぞれグローバル
に連関していることが明らかになった。超少子高齢社会は日本だけの課題では
ない。ただ、その先頭を突き進む日本では、全ての世代の新たな福祉ニーズに
応える必要に迫られている。そのため地域共生社会の実現が不可欠であり、ソー
シャルワークの専門職としての役割を担うために、これまで以上に実践能力を
身につけた社会福祉士の養成が求められるようになった。それはグローバルな
スタンダードに対応するものでもある。その結果2021（令和３）年度から新し
い社会福祉士養成カリキュラムがスタートした。新カリキュラムに則した本書
は、「ソーシャルワーカー教育シリーズ」三部作の一篇である。事例を通して
の学びに重点を置く新カリキュラムに対応し、事例研究とは何かを学習したの
ち、多様な領域の事例を用いて総合的・包括的なソーシャルワークの支援の実
際を理解するように工夫した。
　コロナ禍の影響は、失業、貧困、孤独、格差、DV、虐待、自殺、心の病等、
既存の社会問題をさらに増悪させている。このような時代に求められるのが、
専門職として問題にともに取り組み支援するソーシャルワーカーである。本書
が、100年に一度といわれる難局のなかで、あらゆる世代の多様なニーズに対
応できるソーシャルワーカーを育成するための一助となることを切望する。

2021年 5 月
編者　大和　三重
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１．ソーシャルワーカーとクライエントとの関係づくり

　クライエントの問題解決を図るためには、さまざまな援助技術が用いられる
が、その前提として、クライエントとの適切な援助関係の形成が必要となる。
適切な援助関係とは、クライエントとソーシャルワーカーの間に結ばれる信頼
関係のことである。お互いに信頼関係が結ばれなければ、クライエントの問題
解決に至ることは困難となるであろう。
　例えば、学生の立場で考えてみると、自分に悩みがあるとする。将来のこと
や家庭のこと、人間関係などさまざまなことがあるであろう。そのような悩み
を抱えたとき、一人で解決することもあるが、多くの人は誰かに相談をするの
ではないだろうか。それは、家族かもしれないし、友人かもしれない。また、
カウンセラーといった専門職かもしれない。そのような人たちと自分とはどの
ような関係でいるかをふり返ってみると、お互いが信頼関係をもっているので
はないだろうか。
　自分の話を聴いてくれ、慰めてくれたり、アドバイスをくれたり、黙って寄

【学びの目標】

ソーシャルワークにおける
援助関係の形成

第1章

　ソーシャルワーカーが身につけておかなければならない専門的態度と援助関
係の形成について、バイステックの７原則と来談者（クライエント）中心療法
のセラピストの条件を参考にしながら学んでいく。また、実際の面接場面など
を想定し、具体的に理解をしていく。
①　ソーシャルワーカーとクライエントとの関係づくりについて理解する。
②　バイステックの７原則からソーシャルワーカーの態度について理解する。
③　来談者（クライエント）中心療法のセラピストの条件からソーシャルワー
カーの態度について理解する。

見本



16

り添ってくれるといった営みのなかで、信頼関係は形成されていく。少なくと
も相談する側の話に耳を傾けず、他の話や自分の話ばかりする人との間に信頼
関係は生まれない。信頼関係が生まれないところには、どれだけ助言があった
ところで相手には伝わらず悩みの解決には至らないであろう。このため、相談
をする側と相談を受ける側との間には信頼関係といった関係性が形成されてい
る必要がある。
　ソーシャルワークにおいても、ソーシャルワーカーがクライエントとの間に
信頼関係を形成していくことで、問題解決に向けた取り組みを行うことができ
るのである。
　このようにソーシャルワーカーは、クライエントの問題解決を図るために、
まずはクライエントとの間に適切な援助関係、つまり信頼関係を形成していく
ことが重要であり、意義があることなのである。
　では、ソーシャルワーカーが援助場面で適切に信頼関係を形成していくため
にはどのような態度や姿勢が必要であろうか。
　そこで、クライエントと信頼関係を形成していくためのソーシャルワーカー
の心得を示したバイステックの７原則を次に紹介する。

２．�バイステックの７原則と来談者（クライエント）
中心療法のセラピストの条件

（１）バイステックの７原則

　バイステックの７原則とは、アメリカの社会福祉研究者であるバイステック
（Biestek,F.P.）が示したソーシャルワーカーとクライエントとの間に望ましい
援助関係を成立させるために必要なソーシャルワーカーの態度であり、行動原
理である。
　その７原則とは、①個別化、②意図的な感情の表出、③統制された情緒的関
与、④受容、⑤非審判的態度、⑥クライエントの自己決定、⑦秘密保持である。
これらをバイステックの７原則と呼んでいる。
　以下、このバイステックの７原則を引用しながら、事例をもとに説明をする。

１）クライエントを個人としてとらえる（個別化）
　クライエントを個人としてとらえることは、一人ひとりのクライエントがそ
れぞれに異なる独特な性質をもっていると認め、それを理解することである。
また、クライエント一人ひとりがよりよく適応できるよう援助する際には、そ
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れぞれのクライエントに合った援助の原則と方法を適切に使い分けることでも
ある。これは、人は一人の個人として認められるべきであり、単に「一人の人
間」としてだけではなく、独自性をもつ「特定の一人の人間」としても対応さ
れるべきであるという人間の権利に基づいた援助原則である１）。
　個別化とは、クライエントは人間一般として画一的に扱われるのではなく、
一個の独立した存在として扱われたいという考え方に基づくものであり、一般
的に「こうだから」といって人をひとくくりにして、クライエントを扱わない
ことが求められる。
　わかりやすい事例でいうと、電車で立っている高齢者に対して席を譲ること
がある。高齢者は弱いものだから、立っているのはつらいであろうという考え
方から、席を譲る。しかし、席を譲ろうと声をかけたとたんに、「年寄り扱い
するな！」といわれたことはないだろうか。まさにこれは高齢者は弱者である
といった画一的な考え方から引き起こされた結果である。我々は知らず知らず
にこのような態度をとってしまうことがあるので注意しなければいけない。

　この事例では、高齢者は耳が聞こえにくいものであるといった一般的な理解
から起きた問題である。確かに一般的には高齢者は若い人と比べると耳が聞こ
えにくい人が多いがすべてではない。ワーカーの発言の後のＡさんの表情や雰
囲気に注意をしてみていれば、何かしらの異変は気づけるはずである。
　このため、ソーシャルワーカーは画一的に対応するのではなく、人によって

　80歳のＡさんは、一人暮らしで、食事をつくることが困難になってしまった
ため、配食サービスの利用をしたいと思いやってきた。
ワーカー：�こんにちは。今日はどのようなご相談ですか？
　　　　　（ワーカーは耳元で大きな声で発言した）
Ａ さ ん：�（少し驚いたような様子で）配食サービスを利用したいのですが。
ワーカー：�（再び耳元で大きな声で）配食サービスですね。現在、食事をつくる

ことが困難なのですか？
Ａ さ ん：�（少し困惑した様子で）そうなんです。最近、食事をつくることが大

変になってきましてね。
ワーカー：�（耳元で大きな声で）いつ頃からでしょうか？　いろいろと話を伺っ

てもいいですか？
Ａ さ ん：�（首をすぼめながら）もう少し小さな声で話してくれませんか？
　　　　　�私は年はいっていますが、声はしっかり聞こえてます。年寄りだから

といってひとくくりにしないでください。

［事　例］　
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さまざまに状況が異なるため、個別的に対応することが必要なのである。

２）クライエントの感情表現を大切にする（意図的な感情の表出）
　クライエントの感情表現を大切にするとは、クライエントが感情を、とりわ
け否定的感情を自由に表現したいというニードをもっていると、きちんと認識
することである。ソーシャルワーカーは、クライエントの感情表現を妨げたり、
非難するのではなく、クライエントの感情表現に援助という目的をもって耳を
傾ける必要がある２）。
　意図的な感情の表出とは、ソーシャルワーカーは、援助という目的をもって
クライエントにわき起こる感情（否定的な感情も）を自由に表現することを認
め、それを制限したり、制御したりしてはならないという原則である。
　相談場面では、クライエントが怒ったり、泣いたりすることがしばしばある。
このようなときにそれを否定し、制御するのではなく、自然とその感情を表現
してもらうのである。

　ここまでひどいソーシャルワーカーとはいかなくとも、このような場面はし
ばしば、相談場面で遭遇する。しかし、新米ワーカーだと、クライエントが泣

　特別養護老人ホームへ入所相談にやってきたＢさん。母親と二人暮らしである
が、母親が寝たきりで介護疲れのため、在宅では面倒をみることができないとい
うことであった。
ワーカー：今日は、どうされましたか？
Ｂ さ ん：老人ホームに入所したいのですが…。
ワーカー：ホームに入所したいのですね。もう少し詳しくお話を伺えませんか？
Ｂ さ ん：�実は、母と私は二人暮らしなのですが、母の介護を私一人がしてきま

した。しかし、もうどうしようもなくなってしまったので施設に入れ
たいのです。（そこで急にＢさんは涙を流しはじめたため、ワーカー
は困惑する）

ワーカー：泣いていてはわかりません。泣くのはよして話を続けてください。
Ｂ さ ん：�（涙をこらえながら）５年前に母が寝たきりになって…。
　　　　　私が一人で…。（こういったところで再び泣きはじめた）
ワーカー：�（再び困ってしまい）これではどのような事情かわかりません。また

落ち着かれましたら、いらしてください。
Ｂ さ ん：�すみません、つい、苦しくって…。（と涙を流しながら、Ｂさんは施

設を後にした）
　その後、Ｂさんは、この施設には二度と相談に来なかった。

［事　例］　

見本



第１章　ソーシャルワークにおける援助関係の形成

27

度である。

３）共感的理解
クライエントが体験しつつある感情やその個人的な意味づけを、セラピスト

が正確に感じとっており、この受容的な理解をクライエントに伝えるというこ
とである10）。
　共感的理解とは、クライエントの世界をそれがあたかも、自分自身の世界で
あるかのように感じとることである。また、そのことによって、クライエントの
気持ちを正確に体感的に理解していることを伝えることができる態度である。
　例えば、クライエントの抱える不安や悲しみといった感情を敏感に感じとり、
クライエントとセラピストとの感情の共有化を図る。そして、そのような態度
を通じてクライエントはセラピストに自分の思いが理解されたと感じて、安心
して話を進めることができる。

　以上、ロジャーズの来談者（クライエント）中心療法におけるセラピストの
条件から、セラピストのあるべき態度について見てきた。このような態度は、
セラピストだけでなく、ソーシャルワーカーにもいえることである。相談場面
の多いソーシャルワーカーにとって、正確な自己認識や、ありのまま受容し尊
重する態度、共感的に理解する態度はなくてはならないものである。このよう
な観点もソーシャルワーカーはもち得ることが求められる。

３．�ソーシャルワークにおける援助関係の�
形成に向けて

ソーシャルワークの実践においてソーシャルワーカーは、バイステックの７
原則や来談者（クライエント）中心療法のセラピストの条件など、これらを頭
に入れて専門的な態度をとり、クライエントとの適切な援助関係を形成してい
く必要がある。しかし、いつもこのような原則を頭に置きながら仕事をするこ
とは難しい。つい、うっかり、日常的な態度をクライエントに出してしまい、せっ
かく築いた信頼関係を失ってしまうこともある。この失ってしまった信頼を取
り戻すことは、そうたやすいことではない。失敗は避けなければならない。
　しかしながら、人間である以上、失敗はつきものである。はじめからうまく
いくことはない。ソーシャルワーカーになったからといってすぐに専門的な態
度がとれるわけではない。
　だからこそ、失敗体験も含めさまざまな経験を積みながら、ソーシャルワー
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カーとしての専門性を向上させ、クライエントとの適切な援助関係である信頼
関係を形成し、援助していくセンスを磨いていくことが必要なのである。
　基本から逸れることがあれば、再び基本に立ち返り、援助していく真摯な態
度がソーシャルワーカーには求められるのである。

【学びの確認】
①ソーシャルワーカーとクライエントとの関係づくりに必要なことは何でしょ

うか。
②バイステックの７原則から見るソーシャルワーカーのあるべき態度とはどの

ようなものでしょうか。
③来談者（クライエント）中心療法のセラピストの条件からみるソーシャルワー

カーのあるべき態度とは、どのようなものでしょうか。
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