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施設における老人の「居場所」

阿部一美

On "the Space for being" of the Old in the Institute. 

ABE Kazumi 

高齢化社会と言われるようになって久しいが，価値観の多様化や人口移動の増加により，老人

の居住環境も多種多様になってきている。住み慣れた場所で老いを迎えるのでなく，子どもの居

住地に呼び寄せられたり，他人と新たなコミュニティを作って暮らしたり，病院やホームといっ

た機関で同じ老人に囲まれて暮らしたり。ひいてはそこが死を迎える場となるのだからその選択

は本人の意志によってなされるのが理想的だが，周囲の状況や本人の心身の状態如何で不本意な

決定を余儀なくされることも多い。老年期に至って新たな環境の中に住まう人々はその状況をど

う捉え，いかに身を置いているのか。自分を守り生かすこと，環境に合わせること，その 2つは

どう折り合いがつけられているのか。生きがいの問題と絡めながら考えてみたい。

I 老年期における自分と環境

今年65歳以上の人口は総人口の14.1％を占めるに至った (1994.9.15朝日新聞）。社会構造自体

が変化する中で，当然その中で老人に投げかけられるイメージも変化している。老年期までをも

含めたライフサイクル理論を提唱した Erikson(1982)は，現代における老人像の変化を次のよう

に述べている。かつて老人は“長老＂すなわち「長寿は少数に与えられた神聖な贈り物であり，

かつ少数の人間に課せられた特殊な義務であるとする文化の中で，この発達段階にふさわしい務

めを物静かに果たしかつ尊厳ある死に方を知っている少数の賢明な人間」であった。しかし現在

は「きわめて多数で急速に増大しつつあり， しかも年齢より相当若く見える単なる“年配者”の

集団」によって代表されるようになってきていると。“ムラ”の中での長老の座や“イエ”の中

での隠居の座は消失し，それに代わって敬老の象徴としてシルバーシートが生まれた。このよう

な形骸化した場所をわざわざつくる必要があるほど，多くの老人にとっての「居場所」が狭く貧

困なものになっているのは事実であろう。

長谷川 (1972)は老年期を喪失の時代とし，その喪失体験を①心身の健康②経済的基盤③社会的

基盤④生きる目的の 4つにまとめた。自分の中での喪失体験，環境からもたらされる喪失体験，

それにもかかわらず④の生きる目的を失わないことが肝腎であると長谷川は主張しているが，こ

の生きる目的とはいわゆる“生きがい”と考えてよいのだろうか。

神谷(1980)は生きがいを「生きがいの対象となるもの」と「生きがいを感じている精神状態」

とを分け，また島崎(1974)は生きがいを，何かをめざして生きていく暮らしのなかの充実感であ

る「行きがい」と仲間と一緒に生きていることを表す「居がい」を図と地の関係で示している。
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しばしば「老後は生きがいを持つべき」と謳われるのは，「生きがいの対象」や「行きがい」と

いったことばで表されるような趣味や役割などの対象，即ち打ち込めるカセクシスを維持するこ

とによって後者を保障するといった方向性があるように思う。それが生活の「張り」に繋がるの

だが，島崎の述べるように「居がい」が保障されて初めて「行きがい」が成り立つという側面も

ある。また，加齢とともに「行きがい」は喪失体験を背景に否応なく制約されることもあり，地

盤となるべき精神的状態としての生きがいや居がいといった状況がともあれ成り立っていること

を先に考える必要があろう。

北山 (1992)は居場所とは「自分が自分でいられる場」であると述べているが，それをもう少し

広げて考えると，環境によって居がいが保障されつつ，それを甚地として行きがいに向っていけ

るような場，つまり環境が自分を保護すると同時に侵襲はせず，その上で外界に向って関与して

いけるような領分が居場所ではないかと思う。ただ北山も指摘するように「居場所がない」とは

感じても「居場所がある」「自分がある」とふつう意識して思うことは少ない。自分と環境が

しつくり馴染んでいるときは，問題は意識に昇らない。老人にとっての生きがい論が活発になる

ということは，その居場所のなさがそれだけ切迫した問題であることの証左と考えられる。

個体が環境と駆け引きをしながらバランスを保ち，そのせめぎあいの中で発達が促進されてい

く様子は，ピアジェが同化と調節，均衡化と言う概念で説明したように乳児期から始まるテーマ

だが，自分を守りつつ生かしつつ，環境との関係の文脈の中で用意された場に収まることは非常

に難しいことである。例えば，子どもが学校という居場所を出て不登校になるには膨大なリスク

が付き纏う。自室にバリケードを築くのは，学校という環境に自分を同化も調節もしきれなく

なって居たたまれずに飛び出したはいいが，環境に包まれていない自分は傷つきやすく，今度は

環境からの侵襲に抗して自分を守るべく篭城しているという心的状態を，まさに見える形で行動

に表していると言えよう。

居場所を考えるときに，いわゆる空間的スペースや社会での役割やエネルギーを注ぎこむ外的

な対象といった“外的居場所＂ばかりでなく，“内的居場所”つまり内的世界における拠り所と

いうことも考えられる。 Frankl(1947)は第 2次世界大戦下の強制収容所での体験を振り返って，

身体の頑強さ以上に内的世界の豊かさが苛酷な状況下での生きる力を与えると述べている。彼自

身は別れ別れになった妻の面影を内的な拠り所とし，ある女性は窓の外の樹と対話することで自

分が今ここに居ることの実感を得ていた。外的には全く居場所が損なわれている中で，内的居場

所が保持されたのである。収容所とは異なるが，老年期の生活は外界や将来に対して多くの期待

をしにくくなる意味では共通点がある。 Kuhlen(1959)の述べたように老年期では「自己と環境

への適応」が特に問われることになるが，これが他の年代以上に困難であるのは「失われていく

ことへ適応」（守屋， 1975)が要請されるためで，第二のアイデンテイティの危機といわれる所以

であろう。しかし，自分が歴史性を担った存在であるということは他の年代にはない財産であ

る。「居がい」には，目前の仲間だけでなくこれまで培った全ての人間関係が含まれるだろうし，

Erikson (1989)が「同時代人としての連帯感」と述べたようなより宇宙的宗教的な意味も含まれ

るだろう。個体が外界に関与し，その時点での環境から与えられたりその中に見付け出すような

居場所だけでなく，自分の歴史を含んだ内界を財産に内的居場所を持つのも居場所を確保するも

う一つのあり方と思われる。
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内的居場所を考えるときに，その人自身の主体的な自分というものを考えねばならない。その

上で手がかりになるのが自己概念である。梶田 (1980)は，意識とは一個の有機体が自分自身に

とって最も適切で有利な選択をしていく上での「吟味とはからいの場」であり，その過程で自己

概念が準拠枠として機能するとし，様々な自己イメージがダイナミックに関連しながら中核にあ

る自己の現状認識や自己への感情と評価が形成されるとしている。 positiveな自己概念を保てる

ことが課題となるが，それを支える自己評価が，老年期においては内外の喪失体験や否定的なス

テレオタイプの内面化のために不満足状態になり自己概念全体が negativeになりやすい。特に

住み慣れた家を離れ老人のみに囲まれた生活を送る施設入居者ではそれが著しいとされる（下仲

ら， 1975・小沢ら， 1985など）。筆者の質問紙調査でも，自己評価得点において在宅群より養護

老人ホーム群の方が低いという結果であった（阿部， 1990）。これには老人ホームという施設に対

する一般的イメージの暗さや居を移すこと自体がストレスであること，実際多くのケースが「公

的扶助を受ける老人福祉施設では，本人が好むと好まざるとに関わらず，身体的・経済的・社会

的理由などにより施設生活を余儀なくされている」（松家， 1975) という背景があり，ある意味

で当然の結果と言える。しかし，施設入居による抑うつ感の改善や生活の不安からの解放といっ

た肯定面もあるし（長谷川， 1972)，それまでの生活史も千差万別である。個々人にとっての環境

としての施設の受け止め方とそこにいかに自分という身を置き関与するかということを，外的居

場所のみならず内的居場所の意味も込めて探るには数量データでは限界がある。

施設という新しい環境で，入居者が環境にいかに対処し自分を保っているかを探るため養護老

人ホームにおいて21人の入居者に面接調査を行なった。その記録からもう一度，自分という個体

と環境の間での居場所のあり方を考えてみたい。

n 養護老人ホームでの面接調査

(1)対象者 関西の郊外にある A養護老人ホーム 1)に入居する21名（表 1)。職員の方に対話可

能な方を選んでいただいた。全員がADL')は自立している。鉄筋の建物で 1フロアがこの養護

棟で，各 4人部屋で男女で区分けされているが移動は自由。中央に談話室がありテレビが常時つ

いている。斜面状の敷地の下方に特別養護老人ホーム 3)が併設されており，寝たきりや重度の痴

呆になると入居者のことばで言う「下にいく」ことが多い。 (2)面接方法 1989年 9月前半および

10月後半の午後に訪問。基本的には同棟の面接室において行なったが，各部屋や談話室等でもな

表 l 対象者の内訳

ご
入居期間 男 ：女 計
1年以内 0'1 l 
3年以内 1 : 3 4 
5年以内 l : 4 5 
10年以内 3 5 8 

・-1-0--年-計--以---上---・ 0 3 3 
― 5---'---1-6 ---- 21 

るべく色々な話をするよう心がけ，観察資料とともに参考にした。

面接時間は特に限定せず，話の区切りを見計らって終了とした (30

分～ 1時間45分）。プロトコルおよび場の状況，対象者の様子や印

象施設内での生活の様子を面接後すぐに記録した。面接上の注意

は深沢 (1975) を参考にした。 (3)面接の内容 話題のポイントとし

て①生活史②施設人居のきっかけと施設の印象③時間軸（過去・現

在・未来）における自己④他者との関わり（施設の中と外）の中で

の自己⑤今の生きがい⑥生き方について思うこと⑦老いについて思

うこと，を押さえるように努めた。自己紹介の後比較的抵抗の少な

い「ここに来て何年か」といった質問を筆者が切りだしてから，な
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表2 対象者のプロフィール

番年
性 殿要 近親者 入居崩の住居 入居のきっかけ 入居期間 現在のカセクシス ＇ ：＇ タイプ

号齢
1 86 F 自営（惣菜） 妹・養子・孫 妹 体調の悪化 10年 旧友や近親者との交流・押し絵 :rill与型

2 84 M 大工 娘2(3度結婚） 独居 廿や耳の衰え 4年 娘に会う•新聞・体操・プロレス 憎観型

3 84 M 刑事 結婚（一）・肉親(-) 独居 体調悪化による不安 6年 元同僚1こ会う・絣聞・健康維持 憤棄型

4 81 F 看護婦→主婦 夫教年崩没・＋（ー） 親戚宅 餞戚の勧め 4年 おむったたみなどのホーム内作業 液楽型

5 85 F ? 夫25年崩没・子(-) 規戚宅 体調の悪化 3年 お迎え・ポックリ爾望 ：悲観型

M 建葵 結婚（一）・肉規(-)
~...,.. 7年

テレピ・友人に会う・繁吾街へ行く
. ：．． 

6 82 独居 周囲I!)勧め ：傍観型

7 87 F 主婦 夫8年前没・子1-1 独居 夫の死 8年 派行・ 77ッション 波業型

8 86 F コーヒー薗→廿本品教蘭 夫7年前没・子(-) 親戚宅（瓦南米移民） 親戚宅への気がね 4年 南米の思い出・編み物 倍観型

9 15 F 有巖 夫早生・子（一） 独居 独居IT)不安，近所への気がね 5年 健康維持・煙草9 激棄型

IO 84 F •-L· 結婚（？）・子(-) 親戚宅 親戚への気がね 4年 特になし ：放棄型

11 66 F 
- --

戦争中舅婚・子('.) 独居 ？．や．や妄應付か？ 1年6月 ご飯・宗教論 ！防衡型
12 84 F 病院付き沿い籍 夫戦死・子(-)•姉 独居 独居の不安 12年 帥との交流・テレビ・ホームの友人 液楽型

13 75 M 旋盤工 妻早生・子(+) 独居？ 退職 7年 酒・年金・孫への小遣い ：防術型

14 73 F 貿易会社（英語力） 夫載死・子（一） 独居 結核・リュウマチ 1年6月 肉親や旧友との交流 憬索型

15 78 F 有厩 夫と子早生 独居
--「日---分--で--決--め-た-」-

11年 編み物 倍観型

F 下宿屋・裁縫 夫早生・子・(-)．
・ • ------ - --- ．．9年．． -H---々-の--生-活--が-楽-しい

--- : -

16 84 独居 家の取り壊し ：安楽型

17 88 F 主籍 夫と死別・娘（病気） 独居 近所への気がね・不安 6年 健康・花作りなど趣味多 波楽型

18 79 F 概織り 結婚1-）独居 独居 体の衰え・周1!11の勧め 9年 手芸・ホームの行事 波楽型

19 75 M 財産家・転巖頻国 妻15年崩没・娘l 独居 独居の不安 1年6月 18友と会う ：防衡型

20 86 F 主籍 夫25年前没・娘2 娘と顛に同居 嬢夫婦の病気 0年7月 娘との交流•新たな趣味 ：模索型

21 82 F 主籍 夫40年前没・息子4子と顛に同.居..... . 
桔枝による孫や枝への気がね ．17年． 子供のこと・編み物・紺呆入居者の世酋 ！関与型

るべく対象者の自発性に任せて，ラポールを作り脈絡が途切れぬように①～⑦について尋ねて

いった。

直 施設への定着と内的居場所・外的居場所の様相の差異による類型化

対象者のプロフィールを表 2に示す。老年期の適応パターンについては Reichard(1962)が，

適応タイプとして円熟型・安楽椅子型・装甲型，不適応タイプとしで憤慨型・自責型の 5つの

パーソナリティ類型を示しているが，欧米の研究であることと老人一般を概観していることから

本研究の対象者には適用しにくい。内的・外的居場所を考えるとき，心的エネルギーが内界と外

界のどちらにより多く注がれているかが問題になるが，それは伊藤(1993b)によって提起され

た，独自の個性を重視し内的な基準を準拠枠とする個人志向性と，社会適応や他者との協調性を

重視する社会志向性の概念に重なってくる。伊藤はこの 2つの志向性を二律背反的にではなく併

存可能な側面として捉えているが，内的・外的居場所を考える上でもこの両者は程よく満たされ

ていることが望ましい。しかし老年期は内的基準を重視することが頑固さや硬さに結びついた

り，環境に適応し他者に合わせることが関与よりも依存や自主性の放棄につながったりというこ

とがあり，他の年代以上に両者とも複雑な意味あいを持ちうるため，その高低では特徴を掴みに

くい。そこでこの類型化においては， 21名の居住者を施設に定着一非定着に分けたのち，その定

着の在り方から 7つのタイプに分類した。その上で内的・外的居場所の在り方の特徴を個人・社

会志向性の概念も含めながら述べた（表 3）。これは施設内での居り方を見ており，本来の人格特

性そのものではなく施設以外の場では異なる様相を示す人もあろうが，殆どの対象者は activity

の減少に伴って外との交流も少なく，物理的に施設で生活する時間が圧倒的に多いのが現実であ

る。
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N 各タイプの概観

対象者が少人数であり各人担ってきたものが非常に異なるために特徴を括りにくいのだが，各

タイプの①～⑦の話題に対するプロトコルからその様相を見ていきたい。（特徴が比較的表れて

いる事例を表4-1~7に纏めた。各タイプの全体印象について表 3参照。（ 】内は事例番号）

悲観型【5】自分から環境ヘエネルギーが向かず，外界から侵襲されている状態。過去に対し

ても客観的に捉えるエネルギーも湧かず，すべてに悲観的。基本的に受動的で，他者との関わり

も求めているのにそれを自分から求めず，「～してくれない」という愚痴や心気的訴えが多い。

施設への依存のネガの部分を担っており，受動的攻撃性を感じさせられる。元々他者依存的な

パーソナリティであり，それが先鋭化した印象である。

模索型 (14・ 20】14• 20とも自ら入居を決断。過去の自己に対しても肯定的で施設での生活を

表3 施設での定着ー非定着によるタイプ分類と内的居場所一外的居場所の様相の差異

定着 タイプ 内的居場所 外的居場所 全体的な様相•印象

悲観型 もっておら （外界に向け 施設に対して否定的で，入居者との同一化に悲観的。内的居場所をもた

ず， もとう て）関与せず， ず，一見環境からも退避しているようだが，受動的に他者に対して自分

という意志 依存にも否定 にエネルギーを注いでほしいという期待はしているため，愚痴や心気的

非定着 も見られな 的・悲観的。 訴えも多い。環境に染まることに対して自己憐慇の気持ちがあるため周

II ¥,‘o 囲に関与せず，自分という個をどう生かすかには関心が向かない。

落 模索型 施設外や内 関与の仕方を模 施設という環境を新奇な一社会として中立的客観的に見，同一化を保留

ち 的世界にも 索中。依存には している（比較的入居期間が短い）。内的な居場所は施設外部や自分の

つ つ。 比較的肯定的だ 内的世界に持ちつつ．物理的にも心理的にも外的居場所を作るためにエ

し‘ が様子見。 ネルギーを使っている。自分という個を確保しつつ，新たな環境とどう

て 折り合いを付けるか，自分を某地にして試行錯誤の探索をしている。

し‘ 防衛型 施設外にも 対人的関与には サーピス機関として施設を評価しつつも同一化を拒否し対人交流を回避

な つが，内的 消極的だが，仕 し，他の入居者を蔑視や無視している。外的居場所を作る努力はせずに

し‘ 世界にもた 事や役割には積 いるが，内的居場所を環境と切り離したところで維持しようと自分のス

ない。個人 極的なこともあ ペースに固執し，若さや能力を拠り所にしているが，甚本的には老いを

志向強いが る。依存には否 受け入れがたく自分の依存状態を否認している。個を守るために環境に

防衛的。 定的。 染まらぬよう，必死の努力をしている。男性に多い。

放棄型 一見もたな 関与はせず， ま 施設に対して否定的で希望も持たず，運命論的に現在の依存状態を諦め

いようだ た悲観的。依存 ながら受け入れ，外的居場所を作るための環境への能動的関与を最小限

が，自分に は否定的だが止 にし，対人関係にも無頓着である。内的居場所をも放棄し自分のなりゆ

対する信頻 むなく受容。 きに対しては自棄的な依存をしているようだが，その選択を自分でして

感はありそ いることを主張する。自分についても環境についても評価を放棄してい

つ。 る。感情のトーンは様々であっけらかんとしている人も悲観的な人もい

定着
る。元々は個人志向だったのが，老いに際して身を投げ出している。

安楽型 施設内外に 積極的関与する 施設を肯定的に捉え，むしろ入居前より好ましいと思っている。他の入
II 

も内的世界 こともあるが， 居者に対しても仲間という連帯感を持ち，安心して依存し肯定的に同一
落

ち
にももつ。 依存状態を享受 化し，施設をイエ的な外的居場所として享受しつつ内的居場所としての

し受動的。 満足感も得られている。受け身が主であるが物理的・対人的な関与も認
つ

められ，自分なりの楽しみを見付けている。
し‘

関与型 施設内外に 対人的にも仕事 施設の長所短所を現実的客観的に見据えた上で評価し，不満や寂しさも
て

も内的世界 面でも積極的に あるが諦めを以て概ね過不足ないと感じている。自分の内的世界や施設
し‘

にももつ。 関与し．依存も 外部に内的な居場所をすでに確保し，依存状態を認めて同一化を受け入
る

判断の上で肯定 れた上で，自立心と外界への関心を持つて，環境に物理的にも対人的に

的に受容。 も能動的に働きかけ．施設内での外的居場所も作っている。

傍観型 施設外や内 関与は消極的。 施設を現実的客観的に見据え，不満や寂しさはあるものの諦めを以て概

的世界にも 依存は判断の上 ね過不足ないと感じている。依存状態を止むを得ず受け入れているが，

つ。個人志 で比較的肯定的 自分の内的世界や施設外部の内的居場所に安住しその個の領分を守り，

向強いが， に受容。 施設内で対人関係を広げたり役割を担つて内的・外的居場所を新たに作

r女 r疋。 り出すといった関与には無関心または無力感を感じている。
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表4-1 事例 5
(85オ女性入居3年） 〈非定着一悲観型〉の例

①結婚後関西へ。 25年前に夫を亡くし親戚宅にいた。子ど

もはない。

②体が悪くなって入居。「ここなら下の世話とかしてもら

えますやろ。でもここに人ってからは悪いことばっかり

です」「まだ入ってあまり経ってないので話すことあり

ません」
③過去…「戦争の頃はしんどかったけど若い頃は特にいい

も悪いもないです」

現在…「ここでは何にも楽しいことはありません」入居

後の体の不調をしきりに訴える。

未来…「ポックリ往くならすぐにも死にたい。お迎えが

来るのを待ってるだけ」「F（特養）にいってすぐにも死

にたい。やりたいことももうありません」

④「こんな所に来てしまって親戚にももう会いたくありま

せん」「ここでの友達は 5~6人だけど皆よくしてくれ

ます」が他入居者の悪口も多い。「ボケてないだけまし」

筆者には隠れて食物をくれる。人にかまってもらったり

人に喜んでもらいたいのにその機会がないのだろう。

⑤「死ぬのを待ってるだけです」と悲観的。

⑥全体に悲観的だが，愚痴や悪口を言ってバランスをとっ

ている？

⑦老いの悪い面として「ホーム入居と病気」ボケや死に対

しても不安を愚痴の形で吐き出さずにはおれないよう。

表4-2 事例20
(86オ女性 入居 7ヵ月） 〈非定着ー模索型〉の例

表4-3 事例13
(75オ 男 性 入 居 7年） 〈非定着一防衛型〉の例

①20年間旋盤工として働き，事故でなくした親指痕が勲

章のよう。妻は早生，近隣都市に子どもと孫がいて，

たまに遊びに行く。

②退職により入居。「ここは女が多いし皆頭もおかしく

なってきてるし耳も遠いしあかんわ。うるさくて何に

もいいことない。酒でも飲まんかったらやってられへ

ん」
③過去…「若い頃に連れ合い亡くしたしなあ，何にもい

いことあらへん」

現在…「毎日酒飲むだけや。そうでもせなやってられ

へん。頭おかしなってまう。慰めや」「厚生年金も

らってるやろ，孫に小遺いあげんならん」

未来…「やりたいことなんて何にもない。 75位で死に

たいけど庫生年金もらってるしなあ」

④「孫に小遺いやるのが楽しみ」「ここでは男ともあん

まり喋らん。皆耳遠いし頭おかしいし。昔の友達もど

んどん死んで減ってるしなあ」

⑤厚生年金（現在の経済の支えという以上に，過去の仕

事への評価の意味がありそう）と孫との繋がりが自慢

の種。他入居者とは関わらないが「寮母も忙しいし，

わし若いからゴミ運びとか手伝ってる」という面も。

⑥「難しいことはようわからん」

⑦「お陀仏したい」と言いつつ「皆年とってるしあか

ん。わしは若い」と，老いから距離を取ろうとしてい

る印象。

表 4-4 事例 9
①52オ時に夫を癌で亡くし，その後娘 2人にそれぞれ世話にな (75オ 女性 入居 5年） 〈定着ー放棄型〉の例

る。

②娘夫婦が病気になったのを機に入居。「ここへは娘と相談し

てきました。せやしよく言われるようなドロドロしたもんは

ないんです」「入居してそれまでのホームのイメージが変

わった。養老院って暗いイメージやったけど設備にしても寮

母さんやらにしてもほんまようしてはるなあと思うんです。

四季それぞれに行事があって楽しいです」

③過去…「若い頃は普通の奥さんしてました。ここの人は家が

色々複雑やけど私は係累も少ないし苦労はしてませんし幸せ

でした」

現在…「私は家族の一員として洗濯やアイロンかけやってた

つもりやったけど，ここに来てから娘にしたら心配で頼りに

ならんかったんやろな， とわかりました」「ご飯やらお風呂

やら制約があるし喋ったりしているうちに一H過ぎますな

あ」「書道やら始めて楽しいです」

未来・・・「健康で長生きしたいです」「やりたいこと，言うた

ら何やあるかもしらんけど，なかなかできひんなあ。でもな

るべくチャレンジ精神は持っていようと思ってます」

④「ここの人間関係は特別やし難しいです。井の中の蛙です。

子どものいいひん人が多いからそんな話もできひんし話は合

いません。自分本位というか自分の健康とか自分のことばか

り心配してます。だからここに入るとみんな長生きするんで

す」「やっばり娘から手紙やら荷物が来ると一番婿しいです。

他の人の手前あまり言えませんけど」「社会では老人は稀や

けどここでは六十から百まで同じ老人ですから。安住の地を

見つけた気分です」

⑤娘との繋がりが重要。入居は娘の負担による自分の苦痛を和

らげる意味もあった。「物事を人に納得してもらおうと思っ

たら大変やけど，聞く耳持ってたら人生楽しいです」新たな

生活にも意欲的である。

⑥「死ぬのは易し病むのは疎まし，やわ。〈生きるんは？〉生

きるんは何やろなあ。まあ何でもクヨクヨせんと明る＜生き

てくことです」

⑦老いの自覧は「ここにきたことと足腰の衰えたこと」よい面

は「諦めることができるようになったこと」
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①夫は早生，働きながら一人暮らしをしてきた。子ども

なし。
②肉親がなく，近所に迷惑を掛けたくないと思い自ら入

居。「楽しいことなんか何にもあらへん。でも菜っ葉

買うたり心配せんでええし極楽やわ」

③過去…「したい事して気楽なもんやった」「まあ昔の

事言ってもしやあないわ」現在…「健康に気をつける

くらいでなあんとなく過ごしてるだけや」「自分のこ

と嫌いやったらやってられへんでしょう。そんなこと

考えたこともあらへん。でももう諦めてるわ」

未来…「やりたいことなんて何にもないわ。寮母さん

に迷惑かけんように健康でいたいくらいや」「死にた

いとは思わへんけど寝たきりはいややなあ」

④「他の人と昔の事話したかって世代も住んでた場所も

違うし話にならん。ボケたんもグチグチ言うのもおる

けど，人のことなんて別に気にならへん。何にも言わ

へんし何にも気にしいひん」「（外の）友達に会いに

いったらホームどんな所か聞かれるのかなんし行かへ

んわ」
⑤「生きがい？そんなもん何にもないわ」とカラカラ笑

われた。「別に何が楽しいわけじゃないし何が嫌なわ

けでもないし．どうしょもないし何でもええわ」

⑥「現在に生きて運命を受け入れるだけやJサバサパと

しで煙草をふかしながら話をされる。

⑦入居で老いを強く自覚したが．老いの変化については

自分からも環境からも距離を置いて「そんなもの」と

厭世的に評価を放棄している。



阿部：施設における老人の「居場所」

表 4-5 事例12
(84オ女性入居12年） 〈定着ー安楽型〉の例

①女学校卒業後結婚したが，子どものないまま夫は戦
死。友人に誘われて病院の付き涼い婦をずっとしてい
た。

②独居の不安から自ら入居。「それまで考えもせんかっ
たことがあって勉強になったと思ってます」「皆よく
してくれますし幸せです」

③過去…「前も今も幸せ。恵まれてると思います」娘時
代のラプレターの思い出を生き生きと。付き添い婦で
「患者さんに可愛がってもらって。一緒に涙流した
り。父や弟の看病できなかった恩返しと思ってやらせ
てもらいました」
現在…入居後一度ひどいいじめに遇い「打ち明けると
その時死にたいと思ったんです」その後部屋替えをし
てもらい「そのことを除外すれば環境もいいし上の人
もよくしてくれて幸せです」
未来…「これからしたい事言うて元気やったらまた何
かあるか知らんけどこの年ですから人の迷惑にならん
ようにあちらの国に行きたいです」「この前お医者さ
んが“恋でもしてみたら＂と言わはるので“そうしま
す＂と言ったら皆笑ってはったわ（笑）」

④「ここでもいいお友達ができた」「皆に感謝してたら
誰でも幸せになれると思いますく誰でも？ ＞言うても
絶対わからん人もいますえ，でも大概よく話したらわ
かってくれます。うちの部屋にも可哀相な人が二人い
て。境遇が不幸やったせいやろうか，私らが勇気づけ
てるんです」「新しい人が苛められるでしょ，気持ち
わかるからなるべく庇うようにしている」一番の支え
は姉「 2度訪ねてくれました。電話でも涙ながらに
“辛いときは手紙書いてな＂って」

⑤「（楽しみは）自分で探していかなあかんのやろね。
今はご覧のようにテレビ見て遊んでます」陽なたぽっ
こでトロトロしてることも。

⑥厳しい環境の中でもユーモアを持ち，一つの糧にして
しまう。ネガをポジに変えるしたたかさと，嫌味のな
い穏やかな信念を持っている。

⑦「老いることはよくも悪くもないが年をとってそれま
で体験できなかったことを体験している一つの修業の
ようなもの」と言い，筆者には「こんな年寄の話聞い
てくれて」と穏やかな笑み。珍しく防衛的な印象の薄
い人。

表4についての注） ①生活史②施設入居のきっかけと施
設の印象③時間軸（過去・現在・未来）における自分④
他者との関わり（施設の内と外）の中での自分⑤今の生
きがい⑥生き方について思うこと⑦老いについて思うこ
と。

「 」は対象者のことば，＜ ＞は筆者のことば。地文
は筆者のまとめや感想。

表4-6 事例21
(82オ女性入居17年） 〈定着ー関与型〉の例

①子どもは男 4人。 40年前に夫を亡くしその六年後結核のため
に9年間入院。退院の後子どもの家を転々とした。

②孫への結核の感染の心配と妓に対する気兼ねから内緒で自ら
入居。この棟の最古参。「ここは何の心配もないし気楽やけ
ど，時々惨めで悲しい気分になります」この17年の施設の変
化も客観的に捉えている。

③過去…「若い頃は病気があったからあんまり幸せでもなかっ
t・し 今もいいとも言えへんしなあ」
如応・「ここでは何にもすることないし編み物くらい」作品
を見せてくれる。＜可愛いですね＞「一つあげましょか，バ
ザーでも結構人気あるんですわ」「時々悲しくなることがあ
ります。何かこう惨めな気持ちになって。特に病気で寝てる
ときなんか誰も声掛けてくれへんかったりして」
未来…「やりたいことなんて何にもありません。長生きした
いとも思わへんけどここでようしてもらっているし人間生か
してもらってるんやから生きてきたいと思います」

④「ボケさんがうちの部屋にも一人おって面倒見なあかんで
しょう。皆笑ってたり怒ってたりするばっかりで。もっと優
しくしてあげよう，って言うんやけど何にもしいひん」「人
間関係はとにかく難しいわ。自分勝手なことばかり言いよる
し思いやりがない」「気の会う友達なんていいひん。昔から
の友達もおったけど皆死んだし，上（養護）から下（特養）に
行った人見舞うくらいやなあ。昔話して喜んでくれたらまた
行こうって思うしなあ」「下にいって寝たきりの人見るとま
だ自分は体がきくだけ恵まれていると思います」

⑤「男の子なんて喋っても二言三言であんまり楽しくないわ」
と言いつつ「やっぱり子どものこと考えるんが生きがいかな
あ」

⑥部屋のなかでもリーダー的存在。昔を振り返らず現在を淡々
と。

⑦「よい事はないし体が悪くなるばかり」と否定的だが，痴呆
や寝たきりの人はともかく，施設を特別な集団とは見ていな

し‘°

表 4-7 事例15
(78オ女性入居11年） 〈定着ー傍観型〉の例

①20オの頃結婚したが半年で夫と生まれたばかりの子どもを亡
くし，その後は働きながら独居。

②自分で決めて入居（具体的なきっかけは不詳）。「ここでは私
は好きなようにやってるから楽しいよ。何の心配もないし」

③過去..・「若い頃も幸せやった。このまーんま。いい人生やっ
たわ」

現在…「朝から晩まで編み物してる」という Kさんは竹を
割ったような女番長のような人。「私思ったことははっきり
言うしな，恐いで」＜どんな風に？ ＞「“悪いけど～してや＂
なんて優しいこと言わへん。“あんた，こんなんちゃうやろ，
あほー，何してんねん！ ＂ゆうて。皆恐いゆうて近寄りませ
ん。これでも共同生活やし昔より丸くなったんえ」
未来・・・「したいことあらへんし，一人やからいつ死んでもえ
ぇゎ。明日死んでもええけど自分で死にたいとは思わへん」

④「自分でも自分のことこんな風やってわかってますし，周り
の人がどう思おうと気にならへん。それでもこんな所やし，
前よりは抑えてますけど」「人とぐちゃぐちゃ喋ってうんな
嫌いなんや」

⑤「編み物。これなら余計なこと喋らんでいい。テレビは昼は
人が多いから夜しか見いひん」と殆ど部屋の一角の自分のス
ペースに篭もりきり。

⑥「明日死んでもいい」と投げ遺りでいながら，自分のスタイ
ルは絶対自分の思ったとおりにするしたたかさが見られる。

⑦「ここに入ったことはよかったけど，あとは悪いことだらけ
ゃ。体弱るし顔に被寄るし。でも私はず一つとこのまんま」

-179-



京都大学教育学部紀要第41号

構築する意欲もある。対人的には家族や旧友といったそれまで培った人間関係が基盤となりそれ

が内的居場所になっている。 14では現実を見据えて「年をとっても私は私でちゃんとやりたい」

という自己確信を， 20では老いのなかで「諦めることができるようになった」という現実吟味を

もとにして感情を客観化したり中性化をしている。自己防衛し環境から退避している面も見られ

るが，いずれも新たな外的居場所づくりにも「何とかなる」と楽観的なのが基調である。入居期

間の長期化に伴っていかに外的居場所を確保し，かつ今の自分らしさを維持するかが課題だろ

う。

防衛型【11• 13 • 19] 入居によって老いを再認識する一方，それを「年寄というものは……

(13 • 19)」と抽象的に観察したり「皆頭おかしい (13)」と突放して，施設に染まらぬよう同一化

は回避しているが自己防衛的な印象がある。過去の自己に対して全体に否定的。将来に対してい

ずれも死に関する答えだが，孤独であり「死ぬの待つだけ。他に行く場所ないしここにいる

(19）」と退避的・悲観的な面もある。自分なりの宗教観(11)厚生年金(13)過去の人間関係(19)を

もとにした自信が内的居場所であるが，それが崩れることに対して恐怖や不安があり，防衛的に

個人志向的な自分を強調している。施設への依存は物理的にも心理的にもなるべく避けたい様

子。若さや健康に執着する一方で，老人の多い環境の中で老いや死の問題を無視したりやけくそ

的に受け入れている印象である。

放棄型【3• 9 • 10】運命論者的なところがあり， 10と11で「運命を受け入れるだけ」というこ

とばが聴かれた。未来に対して希望や意志があまりないのは共通。過去や現在に対してもよい点

も悪い点もあるのだろうが「言うてもしゃあない」という姿勢。他入居者との付き合いは少ない

が自分の選択でそうしていることを強調する。元々は個人志向が強く，マイペースであったの

が，施設入居という事態に際して，そこに居直る形で「どうとでもして」と身を委ねて依存し，

内的にも外的にも居場所を豊かにしようという意志が放棄されている。

安楽型【4• 7 • 12 • 16 • 17 • 18] 「外出しても帰りたいと思う (17)」「引っ越しと同じ (17）」と

いうように施設全体が馴染みのある居場所＝住みかとして機能し，同じ境遇にある他入居者に連

帯感を抱いている。過去に苦労した人も自由に恵まれていた人もいるが，現在の状況に感謝し与

えられた仕事や行事を素直に受け入れている。死に対して「ポックリ願望(7• 12)」の一方「死

にたいというのはわがまま (17)」「もったいない (18)」などといったよく聴かれ，現在を一日ー

日生きていこうという気持ちとそのまま世話をかけずにコロリと死にたいという気持ちが一緒に

なってあるようだ。関与型よりも依存が自然になされているが，これは元々のパーソナリティに

依るところが多いと思われる。“かわいい老人像＂を体現しながらも，自分の“らしさ”も失っ

ていない。面接でしおらしい割に，他の人に聞くと我を張っている人もあり（4), したたかさを

兼ね備えた依存であることも留意すべき。施設の中で内的にも外的にも居場所が安定して確保さ

れている。

関与型【1・ 21】いずれも他者への配慮から自分で入居を決意し，施設での処世術をしっかり

身につけて自分の内的居場所と外的居場所のために他者に関わるべき部分と施設に依存する部分

とを使い分けている。過去についてもいい時も悪い時もあったと振り返り，未来についても 1で

は近親者の“長生きしてや＂ということばに支えられて， 21では「生かしてもらってるんだか
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ら」という死生観に基づいて生きていきたいと答える。趣味の時間とスペースを基地＝内的居場

所にしつつ，必要があれば他入居者との交流や援助をしている。また他者からの関心に対しては

素直に喜ぶだけの対人面での反応のよさがある。 7タイプの中で最も現実を吟味し寂しさを伴っ

た諦めの上で最小限の依存をし，内的居場所をもとに自分らしさを守ることと施設への関与によ

る外的居場所の確保を建設的に成している印象であった。

傍観型【2• 6 • 8 • 15】過去の善し悪しはともかく成してきた仕事に自負心を持ち自分の決意

で入居している。内的な拠り所は，娘や社会情勢に通じること（2), 外出と旧友(6)など入居以前

からの人間関係や活動の場の維持であったり，過去の希有な苦労体験(8)やこれまでと同じ生き

方(15)といった風に，施設という環境にむしろ影響されない内的居場所での安住を自ら選択し，

今の施設にはほとんど関与しないで傍観している。なるべく依存を避け，自分の縄張りを確保す

ることがエネルギー源になっている。「いつ死んでも」「あとは死ぬだけ」等といいつつも，施設

に全面的に依存するボケや寝たきりに対する不安の訴えは他タイプ以上に多く，究極的なdigni-

tyを守りたいという切実さが見て取れる。

タイプ全体を通していくつか気付いた点を挙げてみたい。施設という新たな環境に activityを

持って自分から働きかけ，対人関係も多いのは模索型・安楽型•関与型であった。この 3 型がい

わば施設への適応が良好なタイプで，模索型は外的居場所を形成中で，安楽型•関与型は内的に

も外的にも居場所を確保しているがその寄与外的居場所の中での関与度と依存度が異なる。その

他の 4型では，悲観型は内的にも外的にも居場所を得られず，防衛型では施設外部と繋がった形

での内的居場所に固執し，放棄型では内的にも外的にも期待せず退避することでバランスをと

り，傍観型では内的居場所を確保しその縄張りを外的に拡大する意志が希薄であるといった特徴

が見られる。

dignity喪失への不安は痴呆や寝たきりへの不安の形でどのタイプでも語られたが，傍観型や

防衛型でその訴えが特に多く健康に留意する声が聴かれ，他タイプではむしろポックリ願望とし

て語られた。個人志向が強いほど依存がしにくく，最終的な死さえも自分の意志の関与した状態

で迎えたいという気概が感じられ，外的居場所において依存的である程，それを偶然性に委ねる

意味で自分の知らぬまに死を迎えたい気持ちが強くなるようである。放棄型では，一見環境に身

を委ねているがそれまでの個人志向の裏返しといった面もあり，ここではその両方が語られた。

また居場所とは人が馴染みがあり落ち着いて連帯感を以て住まうことのできる空間であり，現

にその場に存在する人物だけでなく，愛着のある物や思い出，雰囲気といったもの，すべてが含

まれるものと思われる。 4人部屋の一角に小机を置き手芸に勤しむ姿は，そのスペースだけは自

分だけの領分であり他の空間とは仕切りもないのに重みが違うことを示しているし（l-関与

型），ベランダで身じろぎもせず新聞を読んでいる姿は施設という外界からの刺激をシャットア

ウトし染まらぬように自分のまわりにバリアを張っていることを表している (19ー防衛型）。先

の不登校児の例のように，そのような外面的な姿はそのまま内的居場所の在り方の意味を内包し

ているように思われる。

施設を同世代人の集まるコミュニティと考えたとき，先の長谷川の指摘にもあったように，縄

張り行動と硬さが顕著であるため人と人が馴染んでいきにくく，相互交流の盛んな有機的仲間集

団は成り立ちにくい。死によって同世代の友人がなくなっていく現実もあって，新たな友人関係
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を広げるよりは，自分のこれまで守ってきた人間関係（既に亡くなった人も含めて）やカセクシ

スを大事にすることで内的居場所を確保するケースが多い。それに失敗すると居たたまれなくな

り内的にも外的にも「見捨てられた」状況に陥りやすい。面接の中でも施設内での対人トラブル

の話が非常に多く，相互に支えとなるような人間関係を新たに作るには，それぞれのニーズがバ

ラバラすぎるようだ。しかし， Lieberman& Tobin (1983)が施設適応に成功する老人を success-

ful old-timerと呼び，その人格特性を自己愛的，攻撃的，文句屋などの否定的な人格を指摘して

いるように，外罰的であることも曲がりなりにも環境に関わりその反応から自分を確かめるよう

なある種の内的・外的居場所を作る姿の反映であるといえよう。他入居者とのいざこざが関与す

る形での外的居場所となっているケースも見られた（4・ 7-安楽型）。

事例を概観し各タイプのイメージを広げてみたが，あくまで類型であり必ずどこかに当てはま

るような類のものではない。また，筆者というフィルターを通して語られたことばであり，面接

拒否のケース（おそらく放棄・悲観・防衛などの型）もあったし，よそ者であるために過度に防

衛が働いたり逆に話しやすかったり，個々人にバイアスがかかっていることを留意する必要があ

る。

V 施設での内的・外的居場所

もう一度タイトルに戻って施設における「居場所」について考えてみたい。先に述べたように

老年期において人は様々な喪失体験に見舞われ，それと同時に物的・人的な補助やサービスと

いった援助を受けざるを得なくなる。施設を保護のためのサービス機関として考えたとき，施設

入居という出来事はそれ自体が依存を強化し再認識させられることであり，自立心の強い人ほど

葛藤や抑うつが強くなる。自分らしさを守ることと身を委ねることとは一見相反するベクトルを

持ち，それをいかに両立させるか，ラインをどこに引くかというせめぎあいが居場所の枠どりを

決めるという側面もある。入居動機の如何，すなわち自分で決定してきたかどうかがその後の自

己評価に結びつくという結果（下仲・中里， 1987) からみても，自分の身の置き場に自主的に関

与しているかどうかが内的にも外的にも居場所を作れるかに影響を及ぼしている。

老年期に至って居を移すということは膨大なエネルギーのかかる作業である。長谷川 (1987)

は，老年期の適応と縄張り空間について，若いときは動くことによって心理的縄張り空間を移動

できたのが，老化による身体機能の低下によって制限され心理的関心が閉ざされた狭い縄張りに

集中し，それが老年期の自己中心性と硬さといった特徴の一要因になっていると述べている。こ

れは一般社会においては不適応の要因になるが，老年期においては社会に対する消極性が心理的

均衡にとって必要であり加齢に伴う退避 disengagementが本質的なものであると述べた説や

(Comming & Henry, 1961), Jung (1960)やPeck(1975)のライフサイクル理論に示されるような

人生の後半における価値の転換，内的世界志向への変化といった考え方をみると，個々の主体に

とっては大事な身の処し方とも考えられる。言い替えれば，能動的に関与する形での外的居場所

が減少する状況下でそれまでの長い人生を源に内的居場所を確保することは，自分らしさを保つ

ための知恵なのかもしれない。

施設に定着するためには，依存によって外的居場所を確保し，その状況を自分が受容できるか

がひとつの課題となる。それでも環境に絡みとられることなしに自分らしさを守る，すなわちま
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ずは内的居場所を確保することが前提にあり，その上で，主体的に関与しながら外的居場所を拡

大できるのではないかと筆者は考える。ある人は依存を認められず過剰な自己防衛をして施設か

らの刺激を受け人れられなくなったり，ある人は身を委ねたまま自分を失って空虚感に襲われた

りと様々だろうが，今回面接に協力してくださった対象者のほとんどは，内的居場所の安定感・

落ち着き具合に差こそあれ，何とか内的居場所を保ち，わずかでも外界に関与する意志をもった

人々であった。常に心身の衰えや死への不安，また寝たきりやボケといった形で自分らしさの根

底にある尊厳 dignityを失うことへの恐怖を抱えつつ，「自分」としてあるための「居場所」を

施設の内，施設の外，過去現在未来を貫く自分の内界のどこかに見いだそうとしてる。「しやあ

ないしやあない」という念仏のようなことばは本来的な意味での諦め，すなわち「明らかにす

る」というしたたかな現実吟味の上に成り立ったユーモアであり，絶望に完全に陥らないための

救いのことばでないかと思われる。そして，社会的にも時間的にも「今，ここ」に退避し，今の

自己や状況をありのまま受け入れ諦めつつ感謝し，あっけらかんと笑っている。「現在生きてい

るがゆえに生きているという一種の実存的な生き方」（井上， 1980) は，長い人生を生きぬいて

きた老人こそが会得し，享受できるものだろう 4)。それは Frankl(194 7)のいう「人生から何をわ

れわれはまだ期待できるかが問題なのではなくて，むしろ人生が何をわれわれから期待している

か」というコペルニクス的転国と重なる命題であろう。

Erikson (1989) が老年期における危機のテーマを「統合対絶望」としているが，人生の最初の

段階である乳児期の同調要素として「希望」があり，絶望と希望は橋渡しされるものであり，希

望は「私であること ("I"-ness）」という最も基本的な特質を内包していると述べている。また老

年期に至って希望に相当するものは信仰であろうとしている。本調在の中で自分の未来について

まさに信仰について語った人は二人程だが，多くの対象者が筋金入りの「自分らしさ」，他なら

ぬ“個”としての自分に対する信念のようなものは持ち合わせているように籠者には感じられ

た。これまでの自分が善かれ悪しかれ，長年連れ添ってきたことで培われた「自分」に対する愛

着であり，仮に好々爺になりきれぬことが頑なさや融通のなさに繋がって外的な居場所が縮小す

るというデメリットを伴うとしても，やはり内的居場所の源として貴重なのではないかと思われ

る。

もちろん外界に関与して外的居場所をつくるべくエネルギーを注ぎこむ対象を持つことは重要

であろう。ただ，過去や目前にはない世界を心の内で熟成させて内的居場所を作ることとは，長

い人生の歴史自体が善かれ悪しかれその人にとって意味あるものとなって裸で依るべのない自分

自身を包み込むことであり，その裏付け無しには「行きがい」的生きがいの話は成り立ちにくい

のではないかと考えるのである。
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注

1) 養護老人ホーム・•原則として65歳以上の者で，身体上，精神上又は環境上の理由及び経済的理

由により居宅で生活することが困難なもの。負担能力に応じた費用徴収。

2) AOL・ ・ Activity of Daily Livingの略。食事，排泄，着衣，移動：人浴などの日常生活動作。

3) 特別養護老人ホーム・・原則として65歳以上の者で，身体上又は精神上著しい欠陥があるため常

時介護を必要とし居宅でこれを受けることが困難なもの。負担能力に応じた費用徴収。

4) 井上 (1986) によるセンティナリアン（百歳以上）の調査では，痴呆老人との比較において，教

育や学問の結果習得するような知識や常識などに関しては痴呆老人の方が優位であるが，自分ら

しさを保ったり時空的に自分を位置付けるという知的に基本的な部分に関してはセンティナリア

ンの方が優位であったという。
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