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概要

本研究では介護の仕事を「感情労働」とし，ことばに見出された意味を通してEPA介

護福祉士候補者のアルファティさんがどのような介護観を形成しているのかを探っ

た。調査は1年間の縦断的インタビューによって行い，そこから作成されたストー

リーを通して意味を読み解いていった。アルファティさんが利用者との間で行った

「ことば遊び」や「お母さん」ということばからは利用者と関係を築くことこそが自ら

の役割であるという介護観，「flexible」ということばから利用者の立場に立って考え，

行動するという介護観が読み取れた。また，「人間関係」，「心の関係」，「信頼関係」と

いう利用者と切り結ぶ「関係」には，介護の仕事に就く以前から貫かれた，他者とつな

がることへの強い熱意が表象されていた。アルファティさんの介護観の根底にあるの

は，他者とつながるという個人史的な価値を維持し，利用者という他者との間に自ら

の役割を見出し，それを実践していくことだったといえる。
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1．研究背景

介護職に関する外国人の在留資格が拡大される

中，いわゆる「介護の日本語」はこれまで以上に重

要なものとして認識されている。介護における日本

語力を技能・レベル別にスケール化した「ワセダバ

ンドスケール（介護版）」（宮崎，中野，早川，奥村，

2017）の開発や，新たに設けられた在留資格「特定

技能」における「介護日本語評価試験」の実施などは

こうした動きを具体的に示すものだろう。また，特
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にEPA介護福祉士候補者（以下，候補者）に関して

は，彼・彼女らの就労現場における実践に注目した

研究・報告も行われている。

例えば，上野（2012，2013）や遠藤（2012）は候補

者が就労現場で抱える日本語の問題を指摘している

が，小川（2018）では言語運用にとどまらないものと

してコミュニケーションを位置づけた上で，候補者

が抱える課題の一つとして福祉観の形成を挙げてい

る。小川（2018）のいう福祉観とは価値観や心がけ

にかかわるもので，個々の利用者に合わせた対応を

可能にするものとして捉えられている。厚生労働省

による「外国人介護人材受入れの在り方に関する検
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討会」の中間まとめ（外国人介護人材受入れの在り

方に関する検討会，2015）でも類似する指摘があり，

今後対応すべき事項の一つとして「介護は対人サー

ビスであり，また，公的財源に基づき提供されるも

のであることを踏まえ，介護サービスの質を担保す

るとともに，利用者の不安を招かないようにするこ

と」（p. 2）が挙げられている。つまり，候補者の課題

には日本語の問題のみならず，介護という仕事に対

する態度や価値観に関するものもあるといえるだろ

う。

一方で，事象に対する「課題」いう位置づけは，日

本語教育関係者を含め候補者を取り囲む外側の人々

によってなされたものであるともいえる。Firth and 

Wagner（1997）は第二言語習得研究（以下，SLA研

究）の視点の転換を提起しており，内側の視点，つ

まり当事者の視点の重要性を指摘している。そうし

た当事者の視点から見ていくと，「課題」はおのお

のが主体的に営みを行う過程にあるものとして「学

び」や「学習」として理解される可能性も開かれる

（藤原，2017b）。野村（2015）も「就労現場における

学び」を今後明らかにしていく必要があるとしてお

り，従来の課題の指摘とは異なる研究アプローチが

求められているといえよう。そのような中，藤原

（2017a，2017b）では当事者の視点から学びについて

考察しており，候補者がことばを通して特定の入居

者に対する理解を深める様子が述べられている。こ

れらは小川（2018）のいう福祉観に連なるものであ

るが，そうした実践が介護という文脈でどう位置づ

けられるのか，理論的俎上にのせて議論するには

至っていない。そこで，本稿では対人援助職である

介護に関する価値観を介護観とした上で，介護観を

「感情労働」という枠組みから捉え，そこにかかわる

ことばについて探っていく。

2．感情労働としての介護とことば

2．1．感情労働としての介護

「感情労働」とはホックシールド（1983/2000）に

よって提唱された概念であり，適切とされる感情の

ルール，すなわち「感情規則」によって自らの感情

に働きかける「感情作業」を行い，適切な感情が表

出できるよう「感情管理」することをいう。肉体労

働や頭脳労働同様，感情を働かせることを職務とし

て求められる労働としてホックシールドは位置づけ

たのである。この感情労働という概念は看護（スミ

ス，1992/2000；武井，2001）や介護（春日，2003；渋

谷，2000）においても援用されている。感情労働は

業務内容そのものではなく仕事にかかわる人間関係

を強調する特性をもつ（Steinberg & Figart，1999）こ

とから，身体への技術的処置といった業務だけでな

く患者や利用者への心遣いやケアと呼ばれるものを

正当に評価できるようになったのである。看護を研

究するスミス（2010/2010）は感情労働は女性の生来

的な資質として光を当てられていなかったケアにこ

とばと意味を与えたとしている。また，介護におい

ても春日（2003）は，介護という仕事は食事，入浴，

排泄という三大介助を中心とした働き方を越えるも

のであり，介護従事者の人間観，倫理観，自己感情

の組み替えまでをも要請する感情労働であると述べ

ている。つまり，感情労働は対人援助職としての看

護や介護において必要なものであるという認識を加

えると同時に，それを個人の資質ではなく職業上必

要な能力として正当に評価する概念枠組みになって

いるのである。

一方で，客室乗務員を対象に理論を発展させ，組

織の要請に従うことを強調するホックシールドに対

し，Bolton（2000）では看護師の感情労働は，より個

人的・私的な思いが反映された複雑なものだとして

いる。例えば，Bolton（2000）が調査した産婦人科の

看護師は流産などで亡くなった胎児に産着を着せて

いた。また，別の場面では患者に冗談を言って笑わ
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せたりもしていた。こうしたことは必ずしも職務と

して求められているからではなく，それをしたいと

いう思いにもとづいており，看護師自身にとっても

救いとなり，満足感につながっているというのであ

る。

さらに，Burkitt（2014）では関係的視点から感情

労働を捉えている。例えば，愛という感情はそれ自

体を孤立させることはできず，特定の人，対象との

間で生じるものとして理解すべきだというのであ

る。つまり，Bolton（2000）の看護師たちの行為に関

しても，患者という他者との関係の中で考える必要

があるのである。さらに，Burkitt（2014）は感情の

本質をことばに見いだしており，感情は他者とのこ

とばを通した社会的実践によって形を与えられると

している。言い換えれば，感情はことばに先立って

あるのではなく，ことばによって構築されるのであ

り，Burkitt（2014）は感情を生物学的なものという

より社会的なものとして捉えている。こうした感情

とことばのあり方は，SLA研究において議論されて

いるもので，次節でさらに述べていく。

2．2．「わたし」を表すことばの学習

1990年代以降，SLA研究の関心の射程が個人の

認知から社会的要因・文脈へと広がる中（Block，

2003），ことばの使用は単なる情報のやりとり以上

のもの，相互行為の参与者にとっての現実を創り

出すものとして捉えられるようになった（Firth & 

Wagner，1997）。ここでいう現実とは制度やイデオ

ロギー，感情など様々な文化的に意味のある構築物

のことであり，こうした他者との協働による動的な

過程を Jacoby and Ochs（1995）は「共構築」と呼んで

いる。つまり，Burkitt（2014）のいう感情もこうした

共構築の過程の中にあるのである。

このようなことばを通して表される感情を学習の

中に位置づけているのがKramschである。Kramsch

（1993）はことばを学ぶことは社会的な声と個人的

な声を発することを学ぶことだとし，社会的な声と

は特定のスピーチコミュニティへの社会化であり，

個人的な声とは主観的現実を表現するリテラシーを

獲得することだと述べている。つまり，ことばの学

習とは社会の成員であると同時に，固有の存在とし

ての「わたし」を表現すること，わたしの認識や態

度，感情，価値観を表すことなのである。さらに，

Kramsch（2009）はことばを通して記憶や期待を呼

び起したり，ことばに自分なりの意味を見いだした

りするような主観的現実を構築することは，ことば

の規則や使い方を知っているという従来のSLA研

究が重視してきた知識に加えられるものだとした

上で，それは必ずしも規範的なことばとして表れ

るわけではないとしている。Kramsch（1993）はこ

うしたことばの学びや能力を空間的メタファーを

用いて「第三の場所（third place）」と呼んでいたが，

Kramsch（2009）ではより動的かつ流動的なものと

して「表象能力（symbolic competence）」と捉え直さ

れている。

同様の指摘はCanagarajah（2007）による「リ

ンガフランカ英語（Lingua Franca English）」や，

Pennycook（2007）の「グローバル英語（Global Eng-

lishes）」 1の議論においても見られる。いずれも英語

を規範的な統一体としてではなく雑種的・流動的な

ものとする立場から，Pennycook（2007）ではことば

の遂行性（performativity）が抵抗や変革，アイデン

ティティを創り出すとし，Canagarajah（2007）では

ことばの能力を状況に応じてリソースを駆使し，適

切な環境を創り出すこととして議論を発展させてい

る。つまり，両者とも規範や慣習にとらわれない新

たな現実を産み出す創造者としてことばの使用者を

位置づけているのである。日本語においても菊岡

（2004）や八木（2006）に同様の視点を見ることがで

きる。Swann and Maybin（2007）は言語使用における

1　グローバル英語は「世界英語（World Englishes）」
（Kachru, Kachru & Nelson，2006）が記述する英語の多
様性にとどまらず，そうした多様性の背後にある権力や
政治性をも射程に入れており，より批判的視点を盛り込
んでいる（Pennycook，2007）。
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「創造性（creativity）」を「ことばの使用者がコミュニ

ケーション行為において言語的・文化的リソースを

単に再生産するだけでなく，再現し，改造し，再文

脈化すること」（p. 491）とし，創造性の潜在性を特

徴づけるものとして「ことば遊び」や「ユーモア」を

挙げている。先に挙げた菊岡（2004）でも「なかなか

チャンスがあります」というフレーズが結婚を間近

に控えた学習者をからかう場面で使用されており，

菊岡（2004）はフレーズにはクラスが共有する歴史

が投影されているとしていた。

Cook（2000）は，ことば遊びはことばを操作す

ることで予期しない新たな意味を創り出し，現実

世界の堅苦しい規範や慣習から人々を解き放すと

し，音韻を含む言語形式と，意味のレベルに現れ

るとしている。また，ことば遊びやユーモアは参

与者間で交渉される関係的なものであり，社会的

距離を縮める一方，対抗心や敵意を創り出すこと

も可能で（Swann & Maybin, 2007），言語学習場面

（Pomerants & Bell，2007；Forman，2011）だけでな

く職場（Holmes，2007）においても頻繁に見られる

ものである。

2．1．でBolton（2000）が看護師が患者に冗談を

言っていたことを感情労働として解釈していたこと

を述べたが，候補者の実践を理解する上でこうした

ことをことばの学習から捉えることも可能なのでは

ないか。そこで，本稿では「ことば遊び」として表れ

るものも含め，介護の仕事をする中で他者との間に

どのような思いや気持ちを構築しているのかをこと

ばから捉えたいと考える。言い換えれば，ことばに

どのような意味を見出しているかを知ることはその

人の態度や思い，介護観を知ることにつながり，本

稿では介護観をことばの意味の問題として位置づけ

る。その上で，ある候補者がことばにどのような意

味を見いだし感情労働にもとづく介護観を形成して

いるのかを探っていく。

3．EPAによる候補者の受け入れ制度

本稿で扱うEPA候補者の受け入れ制度について

簡単に述べておく。EPAとは経済連携協定のこと

で，介護だけでなく看護においても人材の受け入れ

を行っているが，ここでは介護のみを扱い，後述す

る協力者の出身であるインドネシアに限定して説明

する。まず，候補者は日本側の受け入れおよび斡旋

事業を行う国際厚生事業団を通してマッチングされ

る。その後，インドネシアで6か月さらに日本で6か

月日本語等の研修を受ける。研修後は各受け入れ施

設に行き，就労しながら介護福祉士の国家試験への

合格を目指す。国家試験に合格し資格を取得すれば

引き続き介護福祉士として就労が可能になるが，不

合格の場合は帰国しなくてはならない。

4．研究方法

4．1．調査方法

2．2．で述べたように本研究は現実は人々によっ

てことばを通して構築されるという立場にあり，真

正で唯一の客観的現実の存在を前提としていない。

構築するとは「言葉からなる知識こそが，わたした

ちの世界の現れ方を決定づける」（千田，2001，p. 5）

というように，ことばを通して理解・経験されるこ

とをいう。このようなことばによって描かれる主観

的世界，本研究における介護観についてはすでに述

べたとおりことばの意味として扱っていくが，そこ

に接近するにあたっては物語的な思考様式（ブルー

ナー，1983/1998）が必要となる。ことばの意味とは，

2．2．で述べたようにことばの使い手が独自に見い

だす意味のことで，辞書的な定義にとどまるもので

はない。論理・科学的な思考様式が唯一の真理，明

示的意味を追求するのに対し，物語的な思考様式は

事象や出来事の羅列を越え，それらをどう関連づけ

ているかという認知の中で生じる意味を積極的に扱

う（柳瀬，2018）。本研究では候補者自身が施設で働
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く中で他者や出来事をどのように捉え，解釈してい

るのか，そこに表されている意味を読み取りたいと

考えている。発話や行動のデータから「正確に」分析

するというよりは「誠実に」理解することが重要と

なる。よって，施設で働く経験を語るというインタ

ビューによって調査を行うことにした。

協力者はインドネシア出身の男性候補者，アル

ファティさんである2。アルファティさんを含め，5

節以降に登場する施設名や利用者名などの固有名詞

はすべて仮名である。

筆者がアルファティさんと知り合ったのは訪日後

の日本語研修であり，筆者は日本語教師としてかか

わっていた。アルファティさんはある年の12月下

旬に日本語研修を終え，直後から就労研修を開始し

ていた。インタビューは翌年1月から概ね1か月に1

回，1年間に13回行った。さらに本調査終了から約2

年後，短い追加インタビューも実施している。本調

査終了からかなりたって行われているのは一通り分

析を行ったものの，いくつか疑問が生じたためであ

る。インタビューの実施の概要を表1に示す。イン

タビューでは単語レベルで英語が用いられることも

あったが，基本的に日本語で行った。インタビュー

では，できるだけアルファティさんが話したいこと

を話せるよう留意した。また，文字化作業はインタ

ビューが終わるごとに行い，疑問点や理解の困難な

ところは次のインタビューの際に質問するようにし

た。どうしても文字化作業が終わらないときは音声

データを聞き直し，疑問点を洗い出しておくように

した。筆者の居住地とアルファティさんの居住地は

かなり離れていたため，インタビューは2回は対面

で，その他はSkypeのビデオ通話で行い，本人の許

可を得た上ですべて録音した。

2　アルファティさんが何期の候補者であるかはプライ
バシー保護の理由から明らかにしない。調査を実施した
年についても同様である。

4．2．分析方法

分析はアルファティさんのストーリーを作るこ

とで行う。語りは組織化されることで解釈可能

なものになるからである（Polkinghorne．1995）。

Polkinghorne（1995）は，この作業について以下の

4点を挙げている。①ストーリーの始めと終わりを

表す範囲を決める。②ストーリーに組み込まれる出

来事の選択を行う。③結末に向けて展開するよう出

来事を並べる。④ストーリーが一つのまとまりにな

るよう出来事のもつ意味を明らかにする。また，ス

トーリーが人々に理解され意味をなすものになるに

は，過去，現在，未来という時間の流れに沿うこと

と，ある行為や結果が出来事や動機，解釈によって

もたらされたものでなければならないとしている。

本研究ではアルファティさんの介護施設における

就労開始直後からの1年のストーリーという範囲を

決めた。そして，インタビューで語られた出来事や

話題を月ごとにまとめていった。次に12か月を通

表1．インタビューの実施概要 *

回 日 時間 形態
1 1/22 1時間58分 Skype

2 2/25 1時間42分 Skype

3 4/1 2時間10分 Skype

4 4/22 2時間3分 Skype

5 5/27 1時間52分 Skype

6 6/24 2時間4分 Skype

7 8/10 1時間32分 Skype

8-1 8/29 32分 対面
8-2 9/9 1時間53分 Skype

9 9/30 2時間23分 Skype

10 10/28 2時間16分 Skype

11 11/25 2時間11分 Skype

12 12/25 2時間15分 Skype

13 2年後10/7 14分 対面
合計14回 25時間5分

* 8回目は対面インタビューだったが，アルファティ
さんは体調を崩しており十分にインタビューができな
かった。しかし，アルファティさんからの申し出により
9月9日に再度Skypeでインタビューができた。便宜上，
対面で行った最初のインタビューは「8-1」，9月に入って
Skypeで行ったものは「8-2」としている。
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して共通する出来事や話題に注目し，それらがどの

ように関連・変化しているのかがわかるようストー

リーを作成していった。ストーリーの提示は月ごと

に行っているが，月はインタビューの実施日ではな

く実施回で区切っている。例えば，表1にあるよう

に3回目のインタビューは4月1日に実施している

が，ストーリーでは3月として提示している。ただ

し，本稿では紙幅の都合もあり，介護観の形成にか

かわるもののみを提示しており，12カ月すべてが提

示されているわけではない。5節以降のストーリー

と考察における「　」はアルファティさんからの引

用である。引用内の「h」は笑い，「？」は上昇イント

ネーションを表し，｛　｝は筆者による補足である。

4．3．研究者の関与

ここまでインタビューデータを用いて最終的にス

トーリーを作成することを述べてきたが，この過程

にかかる研究者としての筆者の関与について記して

おく。

何度も述べているように，現実はことばによって

他者と協働で構築されるとする本研究の立場からす

ると，調査方法としてのインタビューも当然，筆者

と共構築されたものである。インタビューの語りは

聞き手の質問のしかたに左右され，それに応じて答

えられ，聞き手に理解されるよう展開されていると

いう点で聞き手は積極的に関与している（ホルスタ

イン，グブリアム，1995/2004）。文字化作業について

も話し言葉から書き言葉への翻訳であり，声のトー

ンやイントネーション，息づかいが失われた抽象化

の作業だという点で研究者の解釈の過程（クヴァー

ル，2007/2016）であるといえる。

また，ストーリーの作成は出来事または話題の関

連や変化にもとづいて行われているが，その一連の

筋立ては筆者の世界，思考を通して行われている。

中山（2015）はこれについて「自分がすでに持ってい

る地図を調整したり，新たな事物を書き加えたりす

ることが，プロットを作るという作業」（p. 174）であ

り，「首尾一貫したストーリーが浮かんできたとき

に，協力者の体験への理解が達せされ」（p. 174）ると

述べている。つまり，本稿で提示するストーリーは

筆者が理解したアルファティさんであり，筆者とい

う「研究者の理解のバージョン」（中山，2015，p. 174）

なのである。4．1．で述べたとおり本研究の妥当性は

「誠実さ」にあるが，それを表す形がストーリーなの

である。

一方で，「誠実さ」とは何を指すのかという疑問

もあろう。本研究では誠実さをアルファティさんの

主観的世界を忠実に再現するというより，その主観

的世界をアルファティさんの意図や思いに寄り添い

背くことなく読者に伝えることとして考えている。

そのため，ストーリーはアルファティさんのことば

だけでなく筆者のことばも用いて再構成する形式を

とっている。これには二つの理由がある。

まず，インタビューの使用言語である日本語がア

ルファティさんにとって最も語りやすい言語ではな

かったということがある。日本語を使用したのはア

ルファティさんおよび筆者双方が唯一理解可能な言

語が日本語であったからであるが，Pavlenko（2008）

は協力者の習熟度の低い言語でインタビューを行う

ことは誤解を生じさせたり，情報が省略されたりす

る可能性があると指摘している。本研究では4．1．で

述べたように疑問点を次のインタビュー時などに質

問することなどでこの限界を乗り越えようと試みて

おり，それゆえインタビューでは意味交渉が多く生

じている。こうした過程を随時提示することは，紙

幅の都合もあるが，それ以上に読者のアルファティ

さんの主観的世界への理解をかえって困難にすると

考えた。

また，筆者の「介護の門外漢」という視点も読者

の理解の助けとなると考えた。筆者は日本語教育を

専門領域としており，アルファティさんを含む候補

者への日本語研修の中で介護の専門日本語を担当し

たことはあるが，介護そのものが専門ではない。菅

野（2007）は非当事者の立場から研究していくこと

について自分との温度差やわからなさに対峙するこ
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との意義を指摘しており，これらはまさに筆者自身

が経験したものである。介護現場で働くこと，その

生々しい経験を筆者はアルファティさんに教えても

らったのだが，筆者と同じように介護を専門としな

い人々に理解してもらうにはアルファティさんの経

験を介護の門外漢としての筆者の視点を通して再構

築していくことに意味があると考えた。また，先に

意味交渉が多く生じたことを述べたが，それは言語

的な問題だけでなく，ここで示したように筆者自身

の介護の「素人性」やアルファティさんが働く現場

に対する「知らなさ」にもとづくものであったこと

を追記しておく。

5．アルファティさんのストーリー

アルファティさんはインドネシアで3年，看護の

「大学」3で学んだ。しかし，もともとは「看護師にな

る興味がな」く，「兵士」になりたいと思っていた。

「高校の2年」から，地域の「別々な高校から」「2，3人

集ま」る「クラブ」に参加し，「市役所のセレモニー，

なにか，祭りがあるときとか，独立記念日のときと

か」「旗をあげることをして」いた。クラブでは「練

習するときも兵士｛が｝一緒に」いて，兵士は「かっ

こいい」「国を守る」人だと思うようになり，兵士に

なることへの「興味が出た」。高校卒業後，兵士のた

めの「試験」を受けたが，「失敗」してしまった。「そ

の時，あの，他の，大学はもう，あー，入学，入学

の時間はもう終わりました，ですから，看護の大学

しかな」く，看護の「大学に入」った。「インドネシ

アにはね，看護」は「女の人のイメージ」で，「大学

は」「どこで勉強しますか」と聞かれて「もしわたし

は看護の大学を言ったら，ちょっと」「おかしい」感

じがあったが，「しかたありませんでした」と思って

いた。「大学に入って，あ，最初は，あのー，あー，

がっかり」したが，「友達」もでき「だんだん慣れて

3　3年課程の看護の専門学校である（川口，2009）が，ア
ルファティさんが「大学」と呼んでいることから，大学
とする。

き」て，大学の「リーダーになった」。そして「道の横

に，スタン，スタンドを作って」「バイタルチェック

したい人があったら，どうぞ来てくださいって，で

も，無料」でしたり，「火山」「または津波」で困って

いる人を「手伝う」「social event」や「ボランティア」，

「フットサルイベント」など「いろいろなイベント」

を行った。また，学生からの要望を「大学に伝え」た

りもしていた。

大学での活動のほかにも「アルバイト」として「オ

ンラインショップとか，あの，Facebookで」「物を売

る」こともしていた。インドネシアでは「アルバイト

する人」は「珍し」かった。始めたのは「高校生から」

で，サッカーなど「スポーツ」の「チーム」の「シャ

ツ」などを「店に連絡」して，「わたしの通して売っ

て」いた。「シャツが，あのー，必要だったら」「シャ

ツを，あのー，作っている，友達がい」て，「靴がほ

しかったら」「靴の店の友達がい」るので，その友達

に連絡するのだ。大学生になると，そうした「チャ

ンネルがもっと多」くなった。

大学の「先輩」にEPAに参加した人がいた。その

先輩に話を聞いて，アルファティさんは「すぐ興味

が」わいて，「ちょっとやってみようか」と思った。卒

業直後は「卒業の紙」を「まだもらっていないので，

あのー，参加することが」「できなかった」。そこで，

「1年間休んで」翌年のEPAに申し込んだ。休んでい

る間に「6か月ぐらい」別の「大学で日本語の勉強を

し」たあとEPAに参加した。そして，インドネシア

と日本でそれぞれ6か月の研修を経て，特別養護老

人ホーム「やすらぎ苑」で働き始めた。

1月

「やすらぎ苑」でアルファティさんはEPA同期の

デディさんと「デイサービスで働いて」いた。「3月」

までそこで働く予定である。デイサービスでは利用

者と「コミュニケーションとるとか，えとー，職員

を手伝う」ことや「利用者さんがマッサージを使う

とき」「車いすから」「仰向けになる」のを手伝った

り，「座るのを体を支え」たりしていた。仕事は「そ
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れだけ」で，アルファティさんは「実な仕事」，「本当

の介助の仕事」は「まだしません」と思っていた。他

の施設で働くEPAの候補者について「他の人は，も

う，えと，入所している利用者さんを介助している

と思います。わたしはまだ介助していない」と思っ

ていた。

この間，ある利用者が「介護士さん，介護士さん

と呼んで」いたので，アルファティさんは「利用者さ

んの所に行って，えと，『なにかありますか』」と聞

いた。すると，「利用者さんは『あんたはわからん』」

と言うので，アルファティさんは職員を呼びに行っ

た。「職員が利用者さんの所に行って，『何ですか』」

と聞くと，「『トイレへ行きたい』hh，ただこれだけ」

であった。アルファティさんは「トイレへ行きたい

｛ぐらいのこと｝は」「わかる」，「もし，さっき，トイ

レへ行きたいと言ったら，たぶん，わたし，わたし

が手伝ってあげる」ことができたと思っていた。「わ

たしはがい，外人」で，利用者は「わたし」を「信じ

ていません」と思っていた。

2月

2月になって「送迎」や「食事の準備」の仕事など

もするようになったが，「ある時」「他の職員は忙し

いので」アルファティさんが「利用者さんをトイレ，

トイレへ連れて行」った。ところが，「トイレに間に

合わ」ず，「利用者さんの便が」出てしまった。アル

ファティさんは「何をするかまだわかりません」の

で「ただ見るだけ」で，「職員は，わたしに『じゃ，他

の仕事をさが｛し｝てください』」と言い，その職員

が「きれい｛になる｝まで」「掃除してくれ」た。アル

ファティさんは「恥ずかしかった」。「わたしは」「介

助することができないかー」と思った。

一方で，以前は「日本人の名前覚えるのが難しい」

と感じていたが，今は「利用者さんの名前もおぼ，

覚える」ようになった。歩行器に「かけてあ」る利

用者の「名札」の「漢字はね，難し」かったが，今は

「わからない漢字もありますが」「名前の漢字」は「わ

か」るようになった。利用者を呼ぶときも最初は「利

用者さんの名前はわかりませんから」「安全のため」

「お母さん」「お父さん」と言っていた。今は名前を

「覚えました」が，それでも「時々お母さん」と呼ぶ

ことがある。「93かな，94」歳ぐらいの「元気な利用

者さん」の「立川さん」に「あなたは日本語が上手で

すねー」と言われた。アルファティさんは「『わたし

は日本人ですから』と答え」たが，立川さんは「日本

人ですかー。でも，顔を見るとすぐわかるね」，「あ

なたはインドネシアから，みんな知ってるよー」と

言った。それに対しアルファティさんが「お母さん，

日本語が上手ですねー」と言うと，立川さんは「え

え，わたしは日本人ですから」と答えた。利用者と

は「カラオケしたりとか，冗談で，｛お｝しゃべり」

をしたりして，「今はもう，なにかな，しゃべるする

ときはもう家族みたい，近い」感じがする。「研修」

で休んだ日には「なぜ」「いませんでしたか」と利用

者に聞かれることもあった。

3月

アルファティさんは川中さんという利用者に「川

の中に生まれましたか」と言ったり，大田さんには

「大きい田んぼに生まれましたか」と言ったりする。

川中さんは「笑って」「それから，あー，にほ『日本

人の名前はおもしろいですねー』と言っ」てくれた。

ほかにも，何度も「同じこと言っている」「物忘れ

の利用者さん」がいるが，その利用者は「目がきれい

ですね」，「それから」「あなたは，あー，男前」とよ

く言ってくれる。ある時，アルファティさんが「い

えいえ，わたしは男後ろ」と答えると，「利用者さん

は，えっと，わらわ，笑われ」たが，その利用者だ

けでなく，周りの「利用者さん｛に｝も笑われ」た。

実は，アルファティさんは「最初」男前と言われた

とき「わからん」かったのだが，「職員に聞いてみた

ら，あ，あれはハンサムという意味」ということが

わかり，「あー，なるほど」と思い，また言われたと

きに「冗談」として「男後ろ」と言ったのだ。

利用者の「三村さん」には「給料はいくら？」と聞

かれた。アルファティさんが「満足しています」答
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えると，「30万円ぐらいあるん？」と聞かれた。アル

ファティさんが「秘密」と答えると，今度は「じゃ，

｛国に｝帰るときは，あー，自分のお金ですか」とま

た聞かれた。「自分のお金です」というアルファティ

さんの答えに「いくら？」とまた三村さんが聞くの

で，「10万円ぐらい」とアルファティさんが答える

と，三村さんは「えー？，施設にください，お金く

ださい」，「あなた，あの，社長にいってくださーい」

と言った。それに対し，アルファティさんは「あー，

ちょっと，お母さん，あー，施設にいってくださー

い」と逆に三村さんから施設の人にお願いしてくれ

るよう言った。アルファティさんが利用者に呼びか

けるとき「よく｛使うのは｝名前」で，「お母さん」と

いう呼び方は「時々」使うだけなのだが，アルファ

ティさんにとって「お母さんと，お父さんのほうが，

たぶん，なにか，利用者さんが」「近い感じ」がする。

アルファティさんは利用者と「近くなるように」「冗

談のことは必要」だと考えていて，アルファティさ

ん自身も冗談を言うのが「おもしろいですね，好き」

だ。アルファティさんは自分のことを「comedian」，

「humorist」だと思っている。

4月からは2階で働くことが決まっている。2階は

「寝たきりの利用者さんが多いところ」だ。アルファ

ティさんは「デイサービスで働く，もくて，目的は，

たぶん，利用者さんとコミュニケーションができる

ように」なることであり，「あー，80％たぶん」はでき

るようになったと思っている。どんなコミュニケー

ションをしているかというと，「人間関係をつくる」

こと，「利用者さんが喜ばれる」ことをしており，「利

用者さんが」「楽しくなることはわたしがうれしい」

と感じている。

4月

2階で働き始め，「例えば，あのー，食事介助とか，

自分で」するようになった。ほかにも「トイレ介助

できる，移動，移乗介助も，もうでき」るし，「口腔

ケア」も職員に「できるよと言われ」た。「水分補給」

や「着脱｛介助｝も」している。

2階の利用者は「あまり話さない」人が多く，アル

ファティさんは「寂しい」と感じている。「野村ぎん

さん」という利用者については「あの方は野村ぎん

と呼ばれてくださいと言った」が，「わたしは，野村

ぎんこうさん」「野村かんさん，え，こんさん？」な

どと言って，「怒られて」しまった。といっても，野

村さんは「すぐ忘れて」くれ，野村さんは「冗談が

わかると思う，わかる」人だとアルファティさんは

思っている。アルファティさんは冗談は「｛し｝なけ

ればなりません」と思っている。

5月

今月はさらに「自分できることが増え」て，「前は，

あのー，ただ，トイレ介助するだけ」だったが今は

「おむつ交換をまわる」こともしている。おむつ交換

は職員「1人で介助する｛のが｝必要な利用者さんが

いるし，2人介護」する「必要が｛ある｝，利用者さん

もいる」。1人介助の利用者には自分1人で対応して

いる。

6月

将来，アルファティさんは「インドネシア」で「看

護師のコミュニケーション」について教えたいと

思っている。「しゃべりすることが好きですから，コ

ミュ，hhh，コミュニケーションはたぶんいけると

思う」のだ。「例えば，あの，利用，利用者に」対す

る「対応しかたとか」，「もし，けががあったら，な

んか，家族，利用者さんの家族に｛対する｝，対応し

かた」を「教えるのは」「おもしろいかなと」思ってい

るが，どうしてそう思うようになったのかは「わか

りません」，「なんとなく」だ。

7月

最近も利用者に「冗談」を言った。アルファティさ

んが「あの，今，なんぼになった？」と「質問」する

と，利用者は「わたしは，あのー，なにか，大正1年

に生まれた」と答えたので，アルファティさんが「わ

たしも，たいしょう，同じですよ，たいしょうにう
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ま，生まれた，あの，ラジオ体操」と言うと，「笑わ

れた」。

アルファティさんは「インドネシア」で「大学」時

代，「看護のコミュニケーション」について学んだ。

その時，利用者には「いいこと」をいい，「悲しいこ

とは言わない」ということを習った。アルファティ

さんは「いいことの中にはいろいろなことがあり」，

「例えば冗談とかユーモアとか」がその中に入ると

考えている。

8月は割愛

9月

「遅出」勤務の「夜のおむつ，おむつ交換」のとき，

アルファティさんは「夜勤の人に，なんか，怒られ

た」。「その利用者さんは，あの，｛職員が｝2人で介

助」しなければならないのだが，「わたしは，なん

か，おむつを替えるとき，あの，1人でやって」「2人

介助がいる利用者さんは，2人でしなければならな

いと」怒られたのだ。「夜勤者」が「他の利用者さん

に，あの，おむつ交換して」いたので，アルファティ

さんは自分1人でも「いけるかな」と思ったのだ。そ

の時間は「遅出1人」，「夜勤1人」の2人だけの勤務

で，「わたし，なんか，思うこと」は，「もしわたし

帰ったら，あの，夜勤者は1人」になり，「0時」にも

「おむつ交換もある」ので，その時は夜勤が「1人で

する」ことになる。「そのこと考えて」「これでいける

かなー」と思ったのだ。アルファティさんは「どこで

も，どこ，国でも」「ルールは上の人に」「鈍い」が，

「下の人は，鈍くない」，「厳しい」と思っている。

実は，このおむつ交換以外にもそういうことが

あった。食事のとき「基本的」なルールは「ごはんと

エプロン，タオルは一緒にもって」いかなければな

らないのだが，「ある職員は，あの，先に」「エプロ

ンとタオル」をもって行き「ごはん来る前にも，エ

プロンをもうかけ，かけとく」。アルファティさん

も同じように「食事がくる前に，エプロンをかけ」た

ところ「他の職員に」「怒られて」てしまった。実は，

「2階は，あの，1か月1回」「職員の会議」があり，こ

うした職員間のやり方の違いが問題となって，いろ

いろな「意見」が出ていた。会議の結果，「職員がお

らんかったら，少なかったら」「みんな，声かけて」，

「仕事やりやすいように」「基本的｛なルールどおり｝

しなくて」もいいということになり，「みんな同じや

り方」をするようになった。本来は職員が「5人ぐら

い」必要なのだが，「3人しかおらん」ときもあり，今

はやり方も「flexible」になっている。

10月と11月は割愛

12月

「今月は」「健康診断」で仕事を抜ける職員が多く，

「最近メンバーが少ない」。そのため，「ちょっと疲れ

る」。「おむつするとき」や「トイレ誘導とか」「移乗

介助」は「普通は1時間ぐらい」「かかるんですけど，

｛メンバーが｝少ないときは，時々1時間半えと2時

間ぐらい」かかる。それが終わると，今度は「寝た

きりの人とか，あのー，車いす」の利用者など「2人

介助が必要な人」に対応しなければならない。就労

前の研修で習ったことと実際の仕事のやり方の違い

は，研修で習ったような「基本的｛なやり方｝でした

ら，たぶん時間がかか」るということだ。「基本的」

なやり方は「するけど，実はね，まあ，なんか，あ

のー，状態によって，対応することが違います」と

感じている。例えば，昼ごはんは「12時から1時ま

で」で「この時間｛に｝は，あの，終わらないといけ

ないですよね，もしオーバーしたら，ちょっと，他

のー，仕事が」「遅くなりますから，うん，それは時

間に合わせて」している。しかし，「例えばもしー，

なんかあのー，メンバーが多いときは，たぶん，ま，

ゆっくり」「介助することができ」る。アルファティ

さんは「実は，ま，あ，基本的でしたほうがいい」，

「心の関係をつく」るために「やさしくゆっくり」し

たほうがいいと考えている。

この「心の関係」というのは例えばどんな関係か

聞くと，アルファティさんは逆に筆者に「例えば，
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あのー，食事するとき，何分ぐらいかかりますか」

と尋ねてきた。筆者が20分ぐらいかなと答えると

アルファティさんは「わたしの現場に」は「自分で」

「食べられる人は，例えば半分，だから，15人ぐら

い｛は｝食介4しなければならな」ず，そうなると全

部終わるのに「何分ぐらいかか」るかわからないと

言った。さらに，アルファティさんは「ごはんする

とき，急いで，｛食事介助｝され」たら，「どう思いま

すか」と聞いてきた。筆者がおいしくないかなと答

えると，「たぶん利用者さんもそう思います」と言っ

た。また，アルファティさんは「心の関係」をつく

るために「誤嚥しないように」「食事介助します」と

し，「速く食べさせたら」「誤嚥の可能性が高い」と考

えていた。「食事だけじゃなくて，あの，おむつ交

換」でも利用者は「きれいにしなかったら，気持ちは

悪い」と考えている。だから，「時間がない，なかっ

たら，急いでする」が「時間があったら，ゆっくり」

するようにしている。そういう点で「習ったことと」

「今のすること」は「ちょっと違います」と考えてい

て「仕事しているときは，あのー，なんか，flexible」

にしているというのだ。

以前から話していた看護のコミュニケーションを

教えることについて，アルファティさんは「信頼関

係」を「つくるためのコミュニケーション」を教えた

いと考えている。「例えば」「家族さんが，なんかあ

の，利用者さんに安心するように感じ」るように，

「笑顔で対応する」ことや「優しく声かけ」すること，

「もし困ったことがあったら，なんか，あの，手伝っ

てあげられるとか」といったことである。「困った

こと」というのは，「例えば」「トイレ行きたいとき」

「すぐ連れていくことができるとか」，「横にー，なり

たがってるとき，すぐ手伝えるとか」といったこと

である。利用者が横になりたがっているかどうかは

「例えば，し，もうしんどーい，あのー，眠たいっ

て」利用者が言うのでわかる。そんな時は「横になり

ましょうか｛と｝うん，確認して」「寝かし」ている。

4　食事介助のことである。

また，「例えば」2階から「3階に移動した」利用者

が「わたしのこと覚えて｛いて｝くれた」ということ

があった。「お風呂は2階に」あり，その利用者が「お

風呂」のために2階にやってきたとき，利用者に「久

しぶりですねーと言われ」た。アルファティさんが

「覚えてますか｛と聞くと利用者は｝覚えてるよー」

と言って「笑顔で見せてくれた」。アルファティさん

は「移動したけど，あの，わたしのこと覚えてくれ

たら，それはいいことだ」と思っている。

「この前も」「1週間ぐらい入院し」「今はもう」退院

して「帰ってきた利用者さん」がいて，その人が「入

院してたとき，家族さんに」「アルファティさんっ

て，いないけー？」，「アルファティさんがおらんっ

て，うん，さびしい」と言っていたということを聞

いた。利用者が施設に「帰ってきたきとき」「家族

｛が｝，あの，アルファティさんが，おったら，うん，

よかった」と話していたのだ。利用者とは「おやつを

食べさせるときとか，よく話して」いた。アルファ

ティさんは家族から話を聞いて「恥ずかしいね」と

思った。

6．考察

ここではストーリーから意味が見いだされたこと

ばに注目し，それらのことばを通してアルファティ

さんがどのような介護観を形成していたのかを考察

する。

6．1．ことば遊び

アルファティさんは利用者に向けよく「ことば遊

び」を行っていた。デイサービスで働いていた3月，

川中さんには「川の中に生まれましたか」，大田さん

には「大きい田んぼに生まれましたか」と言い，川中

さんからは笑いながら日本人の名前はおもしろいと

いう反応を得ていた。また，アルファティさんを男

前だという利用者に対しては「冗談」で「いえいえ，

わたしは男後ろ」と答え，周囲の利用者も巻き込ん
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で笑わせていた。4月以降，2階で働くようになって

も，「野村ぎんさん」を「野村ぎんこうさん」とわざと

呼び，大正生まれだという利用者には「ラジオ体操」

と言ったりしていた5。野村さんに関しては怒られた

としていたが，野村さんは「冗談がわかると思う，

わかる」人だと語っており，野村さんにも冗談とし

て受け止められていたと考えられる。Cook（2000）

はことば遊びは言語形式と意味のレベルにおいて表

れるとしているが，川中さんや大田さんの名前を

使ったことば遊びや「男後ろ」は意味のレベル，「野

村ぎんこうさん」や「ラジオ体操」は言語形式のレベ

ルにあたるといえるだろう。

こうしたことば遊びはアルファティさんにとって

はいわゆる「だじゃれ」以上のものであった。2月に

アルファティさんは利用者と「近くなるように」「冗

談のことは必要」だとし，4月に2階に移ってから

も，デイサービスとは違い利用者はあまり話さない

ながら，冗談は「｛し｝なければなりません」と考え

ていた。7月にはインドネシアの大学で利用者には

「いいこと」を言うべきだと習ったとし，いいことの

中には「冗談とか，ユーモア」があるとしていた。ア

ルファティさんにとって冗談を言うことは「いいこ

と」であり，しなければならないこと，つまり，仕

事をする上での規範的な行為として捉えられていた

のである。しかし，この規範的であるというのは，

ホックシールド（1983/2000）が主張するような組織

5　利用者の氏名は4．1．に示したようにすべて仮名で，
「川中さん」「大田さん」「野村ぎんさん」はアルファティ
さんのことばの操作方法を変えることなく筆者が創作
したものである。アルファティさんは利用者の漢字二文
字の苗字を一字ごとに分解し，それぞれの漢字の意味を
利用して生まれた場所を表しており，そうした語りは二
例あった。そのため，その操作がわかるよう「川中さん」
と「大田さん」という仮名を用いた。「野村ぎんさん」に
ついても実際に語られた利用者の名前は二音で，特定の
名詞になるようアルファティさんはさらに二音をつけ
加えていた。そこで，こうした操作方法がわかるよう
「ぎん」に「こう」をつけて「ぎんこう（銀行）」とした。苗
字の「野村」に関してはこうした配慮はなく，筆者が無
作為に創作した。

から要請されたものというより，むしろアルファ

ティさんの個人的経験が反映されたものとして見る

ことができる。それは，就労開始から3カ月ほどの

間で見られたアルファティさんの仕事や自分の役割

に関する意味づけの変容から読み取れるだろう。

まず働き始めた1月，アルファティさんは利用者

と「コミュニケーションとるとか，えとー，職員を

手伝う」をしていたが，「実な仕事」，「本当の介助の

仕事」は「まだしません」と考えていた。この時期の

アルファティさんは他の施設の候補者がすでに介助

の仕事をしていることもあってか介助の仕事にこだ

わっており，それこそが「本当」の仕事だと捉えら

れていた。利用者とコミュニケーションをとること

は必ずしも「本当」の仕事ではなかったのである。ま

た，アルファティさんは利用者に「あんたはわから

ん」と拒否される経験をしているが，利用者は「介護

士さん」と呼んでおり，拒否されることは介護職員

として認められていないことになる。しかし，アル

ファティさんはその原因を自身の「外人」性に置き，

トイレに連れて行くぐらいならできたと自身の介護

職員としての能力を疑うことはなかった。アルファ

ティさんにとって介護職員であることは，例えばト

イレに連れて行けることであり，先の「本当の介助

の仕事」に関する語りからも介護の仕事とは他の施

設の候補者がしているような身体的援助を行うこと

だったと考えられる。

ところが2月になると，できると思っていたトイ

レに連れて行くという行為が実はできなかったとい

う経験をする。アルファティさんはひどく落ち込む

が，一方で利用者に自分の不在を問われるなど自分

の存在を認識してもらう経験をし，利用者とも冗談

を交わすようになっていた。利用者は「家族みたい，

近い」存在だとし，「外人」として認識せざるを得な

かった利用者との関係が大きく変化していた。

さらに，3月には「デイサービスで働く，もくて，

目的は，たぶん，利用者さんとコミュニケーショ

ンができるように」することだとし，コミュニケー

ションのあり方として「人間関係をつくる」こと，
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「利用者さんが喜ばれる」ことを実践しているとして

いた。「実な仕事」ではなかった利用者とのコミュニ

ケーションは，3月にはデイサービスで働く目的とし

て位置づけられるようになっており，上述した「こ

とば遊び」が初めて語られたのもこの3月であった。

こうした経緯を見ていくと，アルファティさんの

仕事に対する認識は利用者との関係に関する認識と

連動しているのがわかる。介助の仕事こそが本当の

仕事だという認識は「外人」としてのアルファティ

さん，デイサービスで働く目的は利用者とのコミュ

ニケーションにあるという認識は利用者と家族のよ

うな関係を築くアルファティさんと結びついてい

る。アルファティさんは2月になって利用者の名前

も覚えるようになったとし，働き始めた1月は拒否

される出来事はあったものの個別の利用者が語りに

現れることはほとんどなかった。そうした中アル

ファティさんは他の施設で働く候補者との比較を通

して介護の仕事を捉えていたが，2月以降利用者を

認識し，認識される経験をするうちに，利用者との

関係の中で介護の仕事や自身の役割を捉えるように

なったのではないか。4月以降，アルファティさん

は2階に移り，当初語っていた介助の仕事をするよ

うになるが，一方で「野村ぎんこうさん」と呼ぶな

どことば遊びも行っていた。冗談をしなければなら

ないものとして位置づけたのは，利用者とコミュニ

ケーションをとることは介護という仕事における自

身の役割そのものだったからなのだろう。

アルファティさんはコミュニケーションのあり方

として「人間関係をつくる」こと「利用者が喜ばれる

こと」を挙げており，その具体的実践が「ことば遊

び」であると考えられる。つまり，「ことば遊び」は

利用者とコミュニケーションすることが「人間関係

をつくる」ことになるという介護観を反映したこと

ばの実践であるといえるのではないか。また，こと

ば遊びは「comedian」，「humorist」としてのアルファ

ティさんのことばの実践でもあったもといえる。こ

れについては次の6．2．で詳述する。

6．2．「お母さん」

デイサービスで働いていたころ，アルファティさ

んは利用者を「お母さん」と呼ぶことがあった。当初

は利用者の名前がわからず「安全のため」に使って

おり，「お母さん」は安全で便利なことばであり，名

前のわからない利用者全般を表すものだったといえ

る。その後，利用者の名前を覚えるようになるが，

「お母さん」も「時々」使っていた。例えば，2月に

日本語が上手だという立川さんとのやりとりでアル

ファティさんは「お母さん，日本語が上手ですねー」

と言っていた。これに対し，立川さんは「ええ，わ

たしは日本人ですから」と答えていた。さらに，3月

には帰国の旅費を施設に負担してもらうよう三村さ

んが言ったのに対し，アルファティさんは「あー，

ちょっと，お母さん，あー，施設にいってくださー

い」と返していた。立川さんや三村さんをアルファ

ティさんが「お母さん」と呼ぶのは「近い感じ」がす

るからだった。

このように「お母さん」は名前がわからない利用

者を指す便利なことばから，個別の利用者を近く感

じるためのことばに変わっていたのだが，立川さ

ん，三村さんいずれの場合も冗談とともに用いられ

ていた。日本人である立川さんに日本語が上手だと

指摘したり，旅費がもらえるよう三村さんから施設

に言ってもらえるよう頼んでいるが，これらは実際

に立川さんを褒めたり，三村さんに行動を期待して

いるわけではない。アルファティさんが「お母さん」

ということばに「近い感じ」を覚えたのは「お母さ

ん」が家族を想起させることばであり，6．1．で述べ

たように利用者を家族のような存在として認識する

ようにもなっていた。しかし，この「お母さん」に表

象されていたのは，自分の母親のようだという利用

者に対する親愛の情だけではなかったのではないだ

ろうか。

Swann and Maybin（2007）は，ことば遊びやユー

モアは参与者間で交渉されるものであり，社会的距

離を縮める一方，対抗心や敵意を創り出すことも
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可能だとしていた。6．1．でも述べたように，アル

ファティさんにとって冗談は必要なもの，しなけれ

ばならないものであった。さらに，デイサービスで

働く目的を利用者とコミュニケーションすることだ

と語った3月には自らを「comedian」，「humorist」だ

とも語っている。アルファティさんにとって「come-

dian」，「humorist」であることは，6．1．で述べたよう

な「外人」とは違う自分の新たなあり方，言い換えれ

ば，利用者との間でアルファティさんが見いだした

立ち位置だったのではないだろうか。アルファティ

さんは「よく｛使うのは｝名前」というように通常利

用者を名前で呼んでおり，「お母さん」は「時々」し

か使われない，ある意味で特別な言葉であった。語

りの中では冗談という文脈においてのみ表れてお

り，「お母さん」は冗談を交わせる特別な関係性を指

標していると考えられる。つまり，「お母さん」は介

護職員と利用者という現実または規範を切り崩し，

「comedian」，「humorist」として立川さんや三村さん

と創り出した新たな現実，関係を表すことばだった

のではないか。こうした実践は6.1で述べた利用者

とコミュニケーションすることが「人間関係をつく

る」ことになるという介護観が基盤になっていると

考えられ，「お母さん」はその中でも特定の利用者と

の間でのみ行われる新しい現実世界の創造の実践で

あるといえるだろう。

6．3．「flexible」な対応

アルファティさんは9月と12月に「flexible」とい

うことばを使って介護職員としての働き方について

語っていた。

まず，9月は月1回の会議で職員が少ないときは

「仕事やりやすいように」「基本的｛なルールどおり｝

しなくて」もよいとして，「flexible」にすることが決

まったとしていたが，そもそもこの語りはアルファ

ティさんが職員2人で行うべきおむつ交換を「いけ

るかな」と自己判断し1人で行ったことで職員に「怒

られた」という語りが発端になっていた。アルファ

ティさん5月に「自分でできることが増え」おむつ

交換をするようになったと語っており，自分の介助

技術に自信をもっていたと思われる。また，夜勤の

職員1人だけになる0時のおむつ交換はでは1人で

するからという合理的判断もあったのだが，職員か

らは「怒られ」ていた。しかし，アルファティさん

はこの叱責を不満に思っていた。なぜなら，それ以

前にも食事の準備に関するやり方で他の職員のよう

に「基本的」とは異なるやり方でしたところ，やは

り「怒られた」からである。しかし，こうした職員間

のやり方は以前から問題となっており，上述したよ

うに会議の場で「flexible」に対応していくことが決

まったというのだった。

一方，12月の「flexible」な対応は就労前の研修と

実際の現場での仕事の違いを話す文脈から出てい

た。例えば，昼ごはんの時間を「もしオーバーした

ら」「他の仕事」に影響するので，ルールどおりのや

り方に固執せず「状態によって対応」を変えるとい

うものだった。ただ，職員が多いときは利用者と「心

の関係をつく」るために「やさしくゆっくり」したほ

うがいいと考えていた。「心の関係」についてアル

ファティさんは筆者に問いかけながら，食事介助で

速く食べさせると「誤嚥の可能性も高い」と考えて

いた。また，おむつ交換でも「きれいにしなかった

ら，気持ちが悪い」とし，時間がなければ「急いです

る」が「時間があったらゆっくり」し，「flexible」に

仕事をしていると語っていた。

9月と12月の「flexible」な対応は，いずれも職員

の人数に応じて対応を変えるというものだが，それ

ぞれ焦点化されていることは異なっている。まず，9

月の「flexible」な対応は「仕事やりやすいように」と

いう職員の立場にもとづいており，合理性や効率性

が焦点化されていた。また，それは会議で正式に決

められたものであり，一定の力をもった言説となっ

ていたといえる。アルファティさんがおむつ交換を

自分1人で行なったのも，ある意味でこうした言説

に応じたふるまいだったともいえるが，職員は叱責

しており，アルファティさんの行為は容認されるも
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のではなかった。2人介助で対応すべき利用者とい

うのはそれだけ要介護度が高く注意が必要であり，

それを1人で行うことは利用者を危険にさらす行為

として見なされたのであろう。つまり，アルファ

ティさんの行為は利用者の安全の確保という点から

は組織の規範から逸脱するものだったのである。し

かし，アルファティさんは過去の経験から，このこ

とを職員間の不平等な力関係の問題として認識し，

自身の行為の是非を問うことはなかった。

しかし，12月の「flexible」な対応はこれとはまっ

たく異なる観点から語られている。利用者と「心の

関係」をつくためにはむしろ「やさしくゆっくり」し

たほうがいいとし，食事介助やおむつ交換を例に出

していた。9月に職員の立場に立った合理性や効率

性という観点から語っていたおむつ交換は「きれい

にしなかったら，気持ちが悪い」，「時間があったら

ゆっくり」すると利用者の立場から捉え直されるよ

うになり，「flexible」な対応は利用者の快適さや安全

性を優先する語りへと変化していたのである。

2．2．でも述べたように，人はことばを通して規

範や慣習にとらわれない新たな現実を創り出すこ

とができる（Kramsch，2009；Canagarajah，2007；

Pennycook，2007；菊岡，2004；八木，2006）。アル

ファティさんは会議で決定された「flexible」な対応

を利用者の立場から解釈し直し，自分の仕事のしか

たを規定するものとして意味づけていた。このよう

に考えると，「flexible」ということばには利用者の

立場に立って考え，利用者に寄り添いながら行動す

るというアルファティさんの介護観が染みついてお

り，それは「心の関係」を築く土台になるものでも

あったといえるだろう。

6．4．利用者と切り結ぶ「関係」

これまで述べてきたように，「ことば遊び」や「お

母さん」ということばからは利用者とコミュニケー

ションすることが「人間関係をつくる」ことになる

という介護観，「flexible」ということばからは利用者

の立場に立って考え，利用者に寄り添いながら行動

するという介護観が見えてきた。いずれの介護観に

おいても「人間関係をつくる」ことや「心の関係」を

築くことが基盤になっていた。ここでは改めて「人

間関係」，「心の関係」，さらに将来看護のコミュニ

ケーションを教えたいという12月の語りにあった

「信頼関係」について，その意味を考えてみたい。

まず，アルファティさんは3月にデイサービスで

働く目的を利用者とコミュニケーションをとること

だとし，コミュニケーションを通して「人間関係を

つくる」こと，「利用者さんが喜ばれる」ことをして

いるとしていた。その具体的実践が冗談であり，こ

こでの人間関係とは「comedian」，「humorist」という

立ち位置で切り結んでいく関係だったと思われる。

その後，12月になると「心の関係」をいうことば

が使われるようになる。「心の関係」とはどんな関

係かという筆者の質問にアルファティさんは直接答

えず，6．3．で述べたように食事やおむつ交換を例に

出し，利用者がどのような気持ちになるかについて

語っていた。利用者の立場に立って考え行動すると

いう介護観から解釈すると，「心の関係」とは利用者

が安心できるような行動をとれる介護職員として切

り結んでいく関係だったのではないだろうか。

さらに同じ12月，アルファティさんは「信頼関

係」ということばを使っている。これは将来，看護の

コミュニケーションを教えたいという中で現れてお

り，具体的な行為として「家族さんが，なんかあの，

利用者さんに安心するように感じ」るように「笑顔

で対応する」こと，「優しく声かけ」すること，利用

者が困っているときには「手伝ってあげられる」こ

となどが挙げられていた。「心の関係」同様，利用者

の安心が重要なものとして捉えられているが，さら

にアルファティさんは「例えば」として2人の利用者

について語っていた。1人はアルファティさんが働

く2階から3階に移動した利用者で，利用者が2階を

離れても自分のことを覚えてくれていたことについ

てアルファティさんは喜んでいた。もう1人は入院

していた利用者で，入院中アルファティさんがいな
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くて寂しがっていたと家族から伝え聞いたというも

のだった。この2人の利用者の語りからいえるのは，

アルファティさんが自分や自分の行為が利用者に受

け入れられていたことを感じており，それを「信頼

関係」と結びつけているということである。つまり，

アルファティさんにとって「信頼関係」とは介護職

員として利用者が安心するような行動をとり，それ

が利用者にも受け取ってもらえる関係として意味づ

けられていたのではないか。

振り返ってみれば，働き始めた当初アルファティ

さんが語っていたのは，「あんたはわからん」と利用

者に拒否された経験だった。その際，アルファティ

さんは「わたしはがい，外人」で，利用者は「わた

し」を「信じていません」と考えていた。しかし，そ

れから1年たち，アルファティさんは「信頼関係」を

少なくとも2人の利用者とは切り結んでいたのであ

る。アルファティさんの1年のストーリーは介護と

いう仕事において自分がどうあるべきかを見いだす

ストーリーとして理解でき，そこに貫かれているの

はアルファティさんの他者に対する関心や他者とつ

ながることへの強い熱意であるといえるだろう。そ

して，それはアルファティさんが介護の職に就く以

前から貫かれたものでもある。

アルファティさんは看護の大学に入学するが，兵

士になりたかったアルファティさんにとってはそれ

は不本意なものであった。しかし，アルファティさ

んは「リーダー」になって「いろいろなイベント」を

主催し，大学に学生の要望を伝えることなどもして

いた。必ずしも自分が望んだ環境でない中でも他者

とかかわりながら自身の役割を見いだしてきたので

ある。高校の頃から行っていた「アルバイト」も同

様である。自分のネットワークを生かし，品物を買

いたい人と，それを製造・販売している人とをつな

ぐ役割を果たしていた。アルファティさんにとって

自分の役割やあり方を見いだす場所は常に他者との

かかわりの中にあったのである。このように考える

と，アルファティさんの介護観の根底にあるのは，

他者とつながるという個人史的な価値を維持し，利

用者という他者との間に自らの役割を見いだし，そ

れを実践していくことだったのではないか。個人史

とはライフストーリーに見られるように，個人の経

験をその人が生きてきた歴史という指標から捉えよ

うとするものだ（桜井，2012）が，それはその人が何

者であるかというアイデンティティにかかわるもの

でもある（ガーゲン，1999/2004）。つまり，他者と

つながることはアルファティさんが生きてきた軌跡

そのものであり，そうした歴史を背負ったアルファ

ティさんを成り立たせているものなのである。

7．異文化「間」介護という視座

本稿では対人援助職である介護の仕事を「感情労

働」とした上で，介護に関する価値観，介護観をこ

とばの意味の問題とし，ことばに見いだされた意味

を通してアルファティさんがどのような介護観を形

成しているのかを探ってきた。これまで述べてきた

ように，アルファティさんの介護観には彼の歴史の

中で育まれた他者に対する関心，他者とつながるこ

とへの熱意が滲んでいた。Bolton（2000）は看護師の

感情労働には個人的・私的な思いが反映されている

としていたが，個人的・私的であるなら，なおさら

その背景にある個人の歴史に対する洞察が必要であ

ろう。感情労働は「今，ここ」の実践として捉えるだ

けでなく，個人史的な視点も含めて重層的に解釈し

ていくことがアルファティさんのストーリーからは

示唆されるのではないか。

また，候補者を含め介護の外国人材に関する議論

は日本語という言語の問題が大きく取り上げられる

傾向にあるが，ことばを通して思いや価値観を形成

し，自分なりの意味を見いだすことも「ことばの学

習」である（Kramsch，2009）とすれば，彼・彼女らの

日本語の学習は言語項目の習得の問題として扱うだ

けでなく，全人的な視点から探っていなかければな

らないだろう。それは，その人がいかに生きてきた

のかという，その人の生きられた経験をも含めたも

のでなければならない。本研究においてもアルファ
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ティさんの歴史を十全にたどれたわけではなく，そ

の点については今後の課題としたい。

最後に，川村（2007）の「異文化間介護」に関する

考え方を挙げたい。川村（2007）は異文化間介護の

「間」を介護される側とする側，その領域が重なる

「間」を意味し，ホスト社会による外国人介護従事者

の管理だけではなく外国人介護従事者の立場に立つ

視座が相互に重要であるとしている。アルファティ

さんのストーリーから見えてくるのは，彼の介護観

とその実践は個々の利用者との「間」に生まれてい

るということであり，この「間」にあるものは単純に

インドネシア文化と日本文化に還元できるものでは

ない。感情労働の議論とも重なるが，個人的な思い

が持ち込まれる場に介護という営みがあるならば，

「間」は異なる個が重なる領域を指し，その意味では

すべての介護が異文化間介護なのである。候補者を

はじめ「介護の外国人材」と呼ばれる人々に関して

は，日本語が母語ではないということではなく介護

という営みがどのように行われているのかという視

点から，「介護の人材」として彼・彼女たちを見つ

めていくことが今後重要なのではないか。本研究に

おいてもそうした視点を今後さらに追及していきた

い。
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Abstract

The present study has defined care-work as emotional labour and has explored how an 

EPA care-worker candidate Mr. Al-Fadhil constructed his view of nursing care through 

the meanings of particular words. A story was written based on year-long longitudinal 

interview data, and I read deeply what these words meant to him through the story. 

“Language play” which he did with nursing-care service users and the word “okâsan” 

constituted his view of nursing care that it is his role to build a relationship with users, 

while the word “ flexible” did his view to put himself in users shoes and to act accordingly. 

On the other hand, the word “kankei,” a relationship with users such as “ningen kankei,” 

“kokoro no kankei” and “ shinrai kankei” represented his enthusiasm for relating with 

others, which had been kept holding before he started care-work. What underlies his view 

of nursing care seems adhering to the values based on his personal history, finding his 

role between others and acting up to it.
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