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Ⅲ ケーススタディ──補足

1 メディエーションに至るまでの道

前記Ⅱでは、まずメディエーションの本番のありようをみていただくため

カットしましたが、ここでは時間を巻き戻して、Ⅱ2ではじめたシーン以前

の段階として、利用者家族のＢさんからメディエーターＭに電話がかかって

きた場面以降を掲載します。

「メディエーションは、その開催が実現すれば目的を半分は達成したも同

じ」と言われますが、一般にまだ馴染の薄いメディエーションの目的や効能

を理解してもらい、実施に漕ぎつけることがどれほど大変か（そもそも裁判

所以外の機関が「中立公正」として介入するというやり方が受け入れがたいよう

です）が、よくおわかりいただけるのではないでしょうか。

ですが、すべてはこの説明（説得）から始まりますので、主催者側として

は「この時点ですでにメディエーションは始まっている」と、心してかかる

必要があるのです。

（登場人物については前回と同じ）

⑴ 相談者からの苦情申立て

Ｂ もしもし。

Ｍ はい、乙市役所介護保険課苦情相談係の担当Ｍと申します。どういった

ご用件でしょうか。

Ｂ あの、ちょっといいですか？ 私乙市の住民なんですけど、5年位前か

ら母と同居していて、母は今、介護度3なんですけど、そのころから認知

症がひどくなってきて、私と姉の2人でずっと面倒をみていたんです。そ

れでずっと近所の「特養」（特別養護老人ホーム）の申込みをしていたんで
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すけど、50人待ちです、ってケアマネージャーさんに言われて、ショート

ステイを使ったりしてずっと待っていたんですけど、ようやく一昨年その

「特養」（特別養護老人ホーム）に入れたんです。そしたら3週間前にいき

なり私の携帯に電話がかかってきて、それで……（説明開始から10分経過）。

Ｍ なるほど、大体ご事情は理解できたように思います。

Ｂ それでお宅様にうかがいたいのは、こういう場合に施設のほうに責任が

認められて、母の治療にかかった費用とか入院費をきちんと払っていただ

けるのかを確かめたかったんです。それと、この際慰謝料も請求したいと

考えています。

Ｍ そうですね、私は弁護士等の法律の専門家ではないため正確なところは

わかりかねますが、一般に施設で起きた事故で、施設側に過失が認められ

れば相応の損害賠償が認められているようです。今回は、Ｂ様としては慰

謝料もご請求されるおつもりなのですね(※1)。

Ｂ いえね、私だって介護の現場がどういうものかはわかっているつもりで

すよ。母はもともと転倒しやすかったし、認知症で言うことも聞かないし、

体重だってあるから、スタッフさんも大変だったでしょう。事故が起きて

しまったことは仕方のないことだし、施設がちゃんと謝ってくれれば水に

流して許そうと思っていたんです。ところが何ですか、あの施設長は私の

顔を見るなり「うちには過失はありませんので、治療費はご負担いただき

ます」って言ったんですよ! 母がどれだけ痛い思いをしたか、わかりも

しないで……。あんな冷酷な人が介護をしていること自体がおかしいんで

す。だから私、もう目一杯慰謝料をふんだくってやろうと思うんです。

Ｍ まだ最初のご説明を受けたばかりなので私も本件の全体像を把握できて

いないのですが、そもそも、なぜご相談者のＢ様が相手の施設に対して損

害賠償を請求したいと思うに至ったのか、という点を聞かせていただけま

せんか。
（10分経過）

Ｍ お考えはわかりました。ここまでのご説明を聞いた私の理解で合ってい

るか確認したいのですが、この整理の仕方でよろしいか、確認をお願いし

ます。まずＢ様の施設に対する要望は大きく分けて2つあり、謝罪と金銭

の支払いということですね。謝罪については、施設長の失礼な態度や事故

を起こしたことについて謝って欲しいということ。金銭については、事故

について生じた入院費や治療費、リハビリや追加の介護費用、そして慰謝

料(※2)ということでしたね(※3)。

Ｂ そのとおりです。

Ｍ お話は大体わかりました。それで、これからどうするかですが、Ｂ様と

してはこれから施設に対して、謝罪や賠償を求めていかれるということで

すね。

Ｂ 当然です。主人は、もし施設が応じなければ弁護士を立てると言ってい

ます。

⑵ メディエーションの提案

Ｍ なるほど。ただ、お話をうかがいますと、まだ施設側とは直接本件につ

いて話し合いをされたことはないようですが……。

Ｂ 施設長さんとは、事故直後に病院で会って少し話したきりです。そのと

き「うちに責任はありませんから」なんてひどいことを言われたんですよ。

(※1) 肝心なことは、「相談者は本当に金銭を求めているのか、それとも
施設側が謝罪等の金銭以外の方法で『誠意』を示してくれれば相対的
に金銭の要求については矛を収めてくれるのか」という点を見極める
ことである。最初に慰謝料を口に出しているからといって、早々に
「解決不能」と諦めてはいけない。

(※2) 問題の円満解決のためにはできれば触れたくないことについても、
避けることなく必ず取り上げる。ここであえて論点から外すと、かえ
って相談者の不信を募らせてしまう。

(※3) 語尾を「～ですね」ではなく、「でしたね」とすることで、万が一
誤っていた場合の非難を封じ込める作用が働く。

46

第1章 メディエーションによるトラブル解決方法～転倒事案をもとに～

47

Ⅲ ケーススタディ──補足



03480082_2.smd  Page 38 21/10/13 09:49  v2.01

後は時々スタッフがお見舞いに来ているようですが、出くわしても挨拶だ

けで突っ込んだ話はしていません。現場の人に言っても始まりませんから。

Ｍ そうなんですね。お怒りになるお気持はごもっともですが、どうでしょ

う、せっかくご相談いただいたことですし、たとえば私が間に入って一度

施設の方と話し合いをしてみるというのは。

Ｂ えっ、役所の方が立ち会ってくださるんですか。

Ｍ はい、私どもも苦情相談窓口ですから、苦情のもとになる原因をできる

だけ突き詰めて把握しておきたいという意向がございます。ただ、時間

的・人員的にも限りがあるので、何時間もいつまでも立ち会うことはでき

ないのですが……。

Ｂ それで十分ですよ。役所の方にもあの施設のひどさを直にみていただい

て、きつく言ってやってください。何なら事業閉鎖してもらいたいくらい

です(※4)。

Ｍ うーん、残念ながらどちらか一方の味方として関わることはできないん

ですよね。メディエーションという方法があるのですが、私は中立な第三

者としてご利用者・施設双方の間に入りお話がスムーズに進むよう調整す

ることになります。

Ｂ やっぱり役所も施設の肩をもつんですね。あなた市民の苦情係なんでし

ょう？ おかしいじゃないですか。

Ｍ いえいえ、そこが誤解されやすい点で恐縮なのですが(※5)、仮に施設

のほうに見過ごせない不正があったとして、それを調査して取り締まり、

処罰するのは別の部署になるんですよ。

ただ、ではその部署に申し立てればいいかといいますと、正直そうした

監査が入ったり、指定取消しにまで至るというのは、組織ぐるみで虐待が

あるとか、余程、事実関係が明らかで悪質と認められる場合でないと難し

いということもございます。もちろん今回のケースが重要ではないという

わけではないのですが、やはりもう少し話し合いの余地があるとか、お互

いの認識の食い違い等がありそうな場合には、一度私どものほうにご相談

いただけるという形にしているのです。

Ｂ つまり私の話だけでは信用できないということですね。どうせクレーマ

ーと思っているんでしょう。

Ｍ いえ、決してそういうことではないのですよ。逆にちょっと想像してみ

ていただきたいのですが(※6)、もし施設の立場だったとして、私のよう

な行政の苦情相談係が最初から施設の言い分に聞く耳をもたず、施設の責

任を追及するだけの目的で「話し合いをしたい」と持ち掛けたところで、

応じるでしょうか。

2対1で不利になることが目に見えているなら、最初から応じないかも

しれません。「あくまでお2人の橋渡し役です」と言えば、お互いにとっ

て利用しやすいということです。

話を元に戻しますと、やはり一足飛びに弁護士や裁判沙汰にして争うよ

りは、一度当事者同士で直接話し合うことでお互いに納得のいく結果が、

より早く得られるのではないかというのが私どもの考えです。

しかし、いざ話し合おうとしても当の本人同士では、感情がもつれたり

してどうしても冷静に話し合えないときもありますし、そもそもそのよう

な話し合いの場を持ち掛けること自体がためらわれたり億劫だったりしま

(※4) 苦情時には必ずといっていいほど出るリクエストなので、真に受け
てあわててはいけない。初期なので感情が高ぶっているだけの可能性
が高い。話をじっくり聴く中で真のニーズではないことがいずれ判明
する。

(※5) こちらに矛先が向いてもあわてず、あえてへりくだり受け流す。
「茶碗を投げれば真綿で受けよ」との諺があるが、護身のうえで極め
て有効なスキルといえる。

(※6) 「もし相手の立場だったら」という想像をさせることは、極めて汎
用性の高い有効なテクニックである。自分が当事者の立場である場合
に相手方の立場を想像することは極めて困難であるが、負荷が大きい
分それが1番のトレーニングになる。
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すよね。そんなときに、私のような本件と直接の関係のない立場の者が、

中立な立場で話し合いをスムーズに進めるために関わるというやり方が、

よいのではないかと思いご提案させていただきました。

Ｂ わかりました。私たちだけだとやっぱり不安だし、役所の方が見ていて

くれるだけでも心強いです。

でも話し合いだから強制力はないのでしょう。役所が呼んでも相手が来

なかったらどうするんですか。

Ｍ その場合は仕方ないですね(※7)、あくまで任意の話し合いですから。

ただ、人間関係ではままあることですが、もしかしたら向こうも謝りたい

と思っているけどタイミングを図りかねているということもあるかもしれ

ませんよ(※8)。試しにボールを投げてみるのはどうでしょうか。

Ｂ そうですね。でも、ちょっとまだわかりかねているのですが、私と施設

の人とで会って、何を話すのですか。

Ｍ 基本的には、私がメディエーターとして司会進行役となり進めて参りま

すが、何でも自由におっしゃっていただいて構いません。

ただ、嘘やひどい言葉で罵
ののし

るといった敵対的な言動は控えていただいて

います。進め方としては、ちょうど今私にお話しされたように私を介して

施設の方に言っていただいて、その後施設の側にも思うところを話しても

らう、という風にテニスのラリーのように交互に話していただくイメージ

です。

その中で謝罪や費用負担などのテーマについて1つずつ掘り下げていく

ことになります。話合いが脱線したり誤解があるような場合には私が途中

で間に入って調整することもありますが、私が話を強引にまとめたり意見

を押し付けるようなことはしません。双方の話をまとめて整理し、進行を

務める裏方に徹します(※9)。

Ｂ それで結局、私がお金を払えと言って相手が嫌だと言ったら、どうなる

のですか。

Ｍ 最終的に平行線のまま、まとまらないのであれば、それは残念ながら和

解不成立ということになります。裁判と違ってあくまで任意の話合いなの

で、白黒はっきりつけるという場ではありません。

ですから、ここは誤解のないよう強調させていただきたいのですが、話

合いをしたからといって必ず物事が解決するわけではない(※10)のです。

相手の態度次第では全くの徒労に終わるかもしれません。それでも、直接

会うことで今まで気づかなかったことに気づいたり、お気持に変化が出て

くることもあるかもしれません。そういったことを踏まえられて、まあも

のは試しだと思って同席していただくということになるわけです。何だか

頼りない話に聞こえるかもしれませんが(※11)。

Ｂ そうですねぇ、まあでも、もう1度あの施設長の態度を確かめたいとも

思っていたところですし、会ってみてもいいかなとは思います。お願いす

る場合、主人も同席できるのですか。

Ｍ はい、あまりに大人数になる等の支障がなければ、どなたに出ていただ

いても構いません。任意の話し合いです(※12)ので。

Ｂ じゃあ、相手方も顧問弁護士とかを立ててくるかもしれないってことで

すか。

(※7) ここは取りつくろいようがない点なので、臆することなくあえてそ
のまま真実を告げる。

(※8) ここで転調し、相手を誘導する。

(※9) ここを誤解され、主導的に解決してくれるとの誤解を与えると、本
番になって「こんなはずではなかった」、「だまされた」等と責任を追
及されるなど、自分に飛び火するので随所で念を押す。

(※10) 最重要事項なので強調してもしすぎることはない。
(※11) 先回りして非難をつぶし、同時に自分をおとしめることで相手の期

待値を下げさせるテクニック。この発想も汎用性が高い。
(※12) 言外に「自分の強制ではない」という意味合いをもたせ、隙あらば

繰り返す。
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Ｍ それは止むを得ませんね。やはり当事者同士で話し合うことが重要とは

思いますが。

Ｂ わかりました。いずれにしても、それではちょっと1回施設のほうに聞

いてみていただけますか。よろしくお願いします。

Ｍ かしこまりました。先方と調整がつき次第、すぐご連絡いたします。

⑶ 相手方への打診

Ｐ はい、お電話ありがとうございます。ホーム甲事務局でございます。

Ｍ お世話になっております、私乙市役所介護保険課苦情相談係のＭと申し

ますが、突然のお電話で失礼ですが施設長様はお手すきでしょうか。

Ｐ えっ、乙市役所の方ですか？ 施設長でしたらＯになりますが、わかり

ました、ただいまおつなぎします。

Ｏ もしもしお電話かわりました、ホーム甲施設長のＯです。

Ｍ 初めまして、乙市役所介護保険課苦情相談係のＭと申します。お忙しい

ところ恐れ入りますが、そちらのご利用者のＡさんの件でちょっとご相談

させていただきたいことがありましてお電話かけさせていただきました。

突然で申し訳ないのですが、今ちょっとお時間のほう、よろしいでしょう

か。

Ｏ はぁ、Ａ様でしたら確かにうちのご利用者でしたが、どのようなご用件

でしょうか。

Ｍ 実は私どもの苦情相談係のほうに、先ほどＡ様の娘様であるＢ様からご

相談のお電話をいただきまして、今年の6月4日にＡさんが廊下で転倒し

て骨折された件で、あらためて直接お話ししたいことがあるので私を交え

て1度施設長のＯ様と話合いの場を設けて欲しい、というご依頼があった

のです。

Ｏ ああ、あの件ですか。確かＡ様は入院されてもう3週間になるかと思い

ますが、担当医の先生と連絡を取り合い、大体の退去時期がみえてきたの

で、もう一度受け入れをする方向でケアマネ以下連携して協議を進めてい

るところでしたが……。ご家族様のほうで何かご不満がおありということ

なのでしょうか。

Ｍ そうですね、端的に申しますと今回の事故について、Ｂさんのほうでは

施設のほうに責任があり、謝罪とそれなりの賠償等をして欲しいと希望し

ている(※13)とのことでした。

Ｏ 困りましたねえ、その辺のご事情は十分お聞きして、こちらからも説明

をして理解していただいていたはずでしたが。やはり歩行不安定な高齢者

の方ですから、家にいるときと同じでどうしても施設内の転倒事故という

ものは起きてしまうのです。そのことは入所時にもきちんとご説明申し上

げたはずなのですが。

Ｍ そのような施設様のほうのご認識も確認したうえで、一度話合いをした

いとのことだったのですが、いかがでしょう、一度そのような場を設けて

みませんか。

Ｏ 話合いと言ったって、どこでやるんですか。

Ｍ 人目に触れる場所でやるわけには参りませんので、会議室等の適当な個

室ということになります。市役所関係の部屋を用意することも可能ではあ

りますが、こういった話合いは施設のほうへ伺ってすることが多いようで

す。

Ｏ そう申されましても、当方も年中多忙なものですから、相談室の予定を

押さえることができるかどうか……。それに、いつまでも長時間お付き合

いすることもいたしかねますので。

Ｍ いえ、その辺のご事情は十分配慮されますのでご安心ください。まず、

そもそも、今回のお話はあくまで当事者双方の任意の話合いですので、ど

ちらか一方が望まなければ中途で打ち切ることも可能であり、全く支障は

(※13) たとえ自分でも無理な要求と思われたとしても、先方の要求は必ず
そのまま伝える。ここで誤魔化してまでセッティングに漕ぎつける必
要はない。
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生じません。大まかな目安をいいますと、一応1回の面談で1～2時間、

その続きは平均して3回程度で見通しが立つと思っていただければ結構で

す。

Ｏ 見通しとおっしゃいますと？ 話合いをすることで何か決まってしまう

のですか。

Ｍ いえいえ、あくまで話合いですから、もちろん話し合った結果双方の合

意成立に至らない可能性もございます。和解が成立しそうか、あるいは話

合いが平行線のまま歩み寄る余地がないか、そのどちらかを見極められる

まで煮詰まるための時間として、それくらいかかりそうだということです。

Ｏ それだけ時間をかけたうえに、何もまとまらないのではあまり意味もな

い気がするのですが。

Ｍ ですが、あまり脅かすようなことを申し上げるつもりもないのですが、

Ｂさんは電話口ではご立腹されているようで、裁判も辞さないとおっしゃ

っておられました。確かに話し合うことで解決が保証されるものでもあり

ませんが、もしＯ様からみて何か誤解があるとしたら、それを解かないま

ま裁判になってしまうというのはもったいない話であるようにも思うので

すが(※14)。会うことで謝罪を強要されるものでもありませんので、率直

なお話合いをするということで一度お会いされてみてはいかがでしょう。

Ｏ わかりました。それでは何とか予定を調整しましょう。基本的にはすで

にご説明したことを再度申し上げるだけですが。

Ｍ ありがとうございます。話合いの場では私が同席して両当事者の間に入

り、それぞれの話を交互に聞きながら進めていく形をとりますが、私の立

場はあくまで中立な第三者的立場であり、私からどちらかに有利となるよ

うな意見を申し上げたり見解を押し付けるようなことはいたしませ

ん(※15)。こうした話合いのスタイルをメディエーションといいますが、

このような進め方でよろしいでしょうか。

Ｏ 中立ということであれば安心ですが、こう言ってはなんですが子どもじ

ゃあるまいし話すことはできるわけですから、特に役所の方にお骨折りい

ただくこともないのではないかと思うのですが。

Ｍ そうですね、当人同士で率直な意見交換ができればそれが理想であると

私も思います。ですがＢさんのほうでは、面と向かってだとなかなか言い

たいことも言えず、緊張したり興奮してしまって冷静な話合いが難しいこ

ともあり、第三者に仲介してもらったほうがお互いにとってよいとのお考

えのようです。

Ｏ わかりました。当日は、先方はどなたが来られるのですか。こちらは誰

が同席すればよいのでしょうか(※16)。

Ｍ 先ほどのお話では、ＢさんのほうはＢさんのご主人のＣさんと一緒に来

られるとのことでした。その場合はお2人で来られるということになりま

すね。施設様のほうは、誰が立ち会うかもご自由ですから制限はないので

すが、通常施設長様と、事故現場でご利用者を発見された職員の方など、

当時の状況をよくご存知の方などが出席されることが多いです。

Ｏ わかりました、2～3名で担当することになるかと思います。何か用意

しておくものはありますか。

Ｍ これも自由ですが、Ａさんの介護日誌やケアプランですとか、事故報告

書等があるとご説明しやすいかと思われます。

Ｏ 事前にＡ様のほうにお示しする必要はありますか。

Ｍ 先方からご要望があればお伝えしますが、そのようなご希望がなければ

特にする必要はございません。

(※14) 筆者はこのフレーズを多用する。「残念な」「悲しい」など主観的心
情を表す言葉よりも紛争そのものの不利益性を強く想起させる言葉で
ある。

(※15) 相手方にも念を押す。
(※16) 当日誰が、何人来るかは当事者にとって極めて重要な要素なので、

メディエーターは必ず確認する。
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Ｏ わかりました。

Ｍ それでは一度Ｂさんのほうへ連絡を取り、具体的な日時を調整させてい

ただきます。

Ｏ 1つ質問なのですが、こうして役所の苦情係の方が間に入って話合いに

立ち会うといったことは私どもとしても初めてなのですが、なぜそのよう

なことをされているのですか。

Ｍ そうですね、特に当方でこのような調整をしなければならないという規

定があってやっているというわけではないのですが、やはりこういった介

護現場で起きる事故に関する苦情はたびたび入ってくるのです。そのとき、

苦情係としては本格的な調査ができるわけでもなく、お話を承るくらいな

のですが、やはり市としても認識や見解に食い違いのあるまま裁判に至っ

てしまうというのは本意ではございません(※17)ので、争い事を極力抑止

するためにお手伝いをさせていただいております。

Ｏ なるほど、確かに裁判は避けたいですからね。話し合って平和に解決で

きればこちらとしてもありがたいです。よろしくお願いします。

⑷ 申立人との調整

Ｂ もしもし。

Ｍ 乙市役所介護保険課苦情相談係のＭと申しますが、Ｂ様でいらっしゃい

ますでしょうか。

Ｂ はい私です。

Ｍ 先ほどホーム甲のＯ様とご連絡がつきまして、ご説明したところメディ

エーションに応じられるとのことでした。

Ｂ そうですか。何か言っていましたか。

Ｍ 特に詳しいことは言っておられませんでしたが、本件事故についてはす

でにＢ様にもご説明したといった趣旨のことは言っておられました。

Ｂ 謝罪とか、反省している様子は全然ありませんでしたか。

Ｍ お電話で少し話しただけですので、そこまではわかりかねます。やはり

面と向かって話し合う中で判断されるのが一番かと思われます。

Ｂ 弁護士を立てると言っていましたか。

Ｍ そのようなことは特に言ってはおられませんでした。2～3名で対応す

るとはおっしゃっていましたが。

Ｂ 数で圧力をかけようとしているのかしら(※18)。ほかには何か言ってい

ましたか。

Ｍ 介護日誌や事故報告書など、当時の状況を説明するためにＡ様の資料を

用意しておきますとのことでした。

Ｂ 大変。今からだったら、十分時間があるから改ざんされてしまいま

す(※19)。なんとかならないですか。

Ｍ そうですね、心配になるお気持はわかりますが、もし改ざんする意図が

あったとしたらもっと以前からされてしまっていたでしょうし、私はあく

まで中立公正な橋渡し役として関わっていますので、改ざんを禁じる等の

命令を出すこともできません(※20)。もしどうしても気になるようでした

ら、その点についてはやはり弁護士等にご相談いただくしかありません

ね(※21)。

(※17) この意識を読者の皆様に共有していただけることが、筆者の最大の
願いである。

(※18) このような懐疑的な意見は初期段階における定番といってもよいも
のであり、しつこく疑義を述べるからといって当人を安易に悪質クレ
ーマーと決めつけてはいけない。

(※19) 「あなたが余計なことを相手に告げたから改ざんされるかもしれな
い」という趣旨のコメントであり、これも定番である。言われたほう
はもっとも疲弊するが、ここで相手に否定的感情を抱いてはいけない。
用意した説明で冷静に返す。

(※20) 当たり前のことであるが、平静な心理状態でないと意外と出てこな
い。この辺りのやり取りには経験が必要である。
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Ｂ 釈然としませんが……。やはり施設はずるいですね、私たち家族は預け

たら最後、24時間監視できるわけではないから裏ではやりたい放題でしょ

うから。社会福祉法人なんて威張っているけど、大きな組織の力で私達の

ような個人を泣き寝入りさせているのです。役所の方にも、そうした現状

を是非知っていただきたくて私お電話したんです(※22)。

Ｍ 施設の対応がご不満であることはよくわかりました。認知症であったり、

身体が不自由でそもそも苦情を申し立てられない境遇の方も陰には大勢い

らっしゃることと想像いたします。こうした市民の方の声は、よりよい福

祉を実現するためになくてはならないものですので、貴重なご意見として

承らせていただきます。

Ｂ そうなんです。格好つけるわけではありませんが、別に私達のことはど

うでもいいと言いますか、まだ恵まれていると思うんです。こうして実際

に声をあげて事実を伝えることができるわけですから。実態を知ったらび

っくりしますよ。私の周りでも、独居の高齢者で事業所からひどい扱いを

受けているのに、どこにも苦情をいえずに苦しんでいる人がたくさんいま

す。

Ｍ そうですね、心に深く刻み込んでいきたいと思います。貴重なご意見を

ありがとうございます(※23)。

Ｂ こちらこそ役所の方に親身になっていただけて助かります(※24)。どう

ぞよろしくお願いいたします。あと、何かこちらで用意するものはありま

すか。

Ｍ 特に用意しなければならないものはありませんが、もし入院費や手術代

の支払いを求められるとのことでしたら、かかった費用の合計額を計算し

ていただき、元となる領収書等をご用意いただくと便利かもしれませ

ん(※25)。

Ｂ 了解しました。

Ｍ それでは第1回目のお話合いの日程を調整したいのですが、先方にも打

診しますので、ご都合のつく候補を2～3あげていただけますでしょうか。

(※21) メディエーションを望まないのであれば、強制はしないというスタ
ンスを貫く。過度の要求には毅然と線を引くこと。

(※22) よく聞かれる意見である。「施設は施設であなたのようなクレーマ
ーに悩まされている」等と、たとえ本音があってもそれをぶつけては
ならない。

(※23) 相手の正義感を尊重し、褒め称えることで懐柔する。相手が込めた
熱気以上の積極性をみせ意外性で毒気を抜く手法であり、汎用性が高
い。逆にここで引いた態度を見せると「伝わっていない」と判断され
ますます雄弁に語られる。

(※24) 最終的にこのように思ってもらえれば目的の半分は達成である。
(※25) くれぐれも「持参してください」等と指示を出してはいけない。す

べては任意の世界である。
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5 ケーススタディから学ぶ対話展開技法

以下、ケーススタディの流れに沿って、ゼミの対話形式で最初から解説を

加えていきます（登場人物は Lesson 1～3と同じ）。順番が前後しますが、ま

ず第1章Ⅲ（ケーススタディ──補足：45頁）の導入部分から入り、その後第

1章Ⅱの本番のパート（17頁）につながっていきます。

Lesson 4; 【メディエーションに至るまでの道】（45頁以降参照)

Ｓ うーん、お役所も大変ですね。毎回こんな面倒なことで苦情や質問

を受けているんでしょうか。

Ｊ 実態はよく知らないけど、やはり通常の介護サービスに関する相談

に混じって、こうした受傷ケースも多く寄せられているのではないか

な。やっぱり利用者としては、介護保険のような公共性の高い事業で

あれば管轄行政がちゃんと管理監督してくれていると期待するだろう

し、契約時の重要事項説明書等にずらずらと記載されている「苦情申

立先」にも入っているからね。

Ｓ それにしても、このケースのＢさんのようにいきなり「特養」とか

言われても、予備知識がないと相談を受けるほうも何のことかわかり

ませんよね。

Ｊ そうだね、そういう意味では新たに相談窓口に配属された職員さん

は勉強が大変だろうと思うよ。そういうニーズに応えるために、本書

では第3章でケースごとの実践的な回答例を、第4章で制度の内実を

まとめた章を用意しているよ。

Ｓ 冒頭でいきなりＢさんから「損害賠償」、「慰謝料」の話が出てきま

したね。
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Ｊ こうした最も攻撃的な主張が、さっきの氷山の図でいうところの水

面上の現象にあたるわけだ。ここで大事なことは、自分の中で答えが

見えているからといって、決して先回りしないことだよ。

Ｓ ｢施設側がきちんと責任を認めて謝罪してくれれば、それでほとん

ど気が済むんでしょう？」等とわかっている風で言わないということ

ですね。でも配慮が足りないと、つい「どうせ今だけ、一時的にいき

り立っているのだろう」等と思ってしまいがちかもしれません。

Ｊ あるいは、こうした相談に慣れていないとか、「水面下では金銭面

とは全く違うことを求めている」という原理がわかっていないと、額

面どおり真に受けてびっくりしてしまって、「そんな物騒なことは何

とか思い止まれませんか。事業者にも事情があるでしょうし」等とい

きなり止めに入ってしまうこともあるかもしれないね。すると相手も

余計にエキサイトしてしまったりね。

Ｓ コメントの「早々に解決不能と諦めてはいけない」（46頁参照）と

いうのはそういう意味なのですね。

Ｊ あくまでも冷静に、柔和に、自然体で対応することが、特に出だし

から序盤にかけて重要な心構えだよ。話を聞いて時間が経つうちに、

必ず水面下に潜っていく道筋が見出せるはずだ。

Ｓ 話が進んで、「⑵ メディエーションの提案」（47頁参照）では、Ｍ

さんもメディエーターの中立性・公正性の説明のところでだいぶ苦労

していますね。

Ｊ この時点では、相談者のＢさんの心も「役所にまで裏切られたくな

い」という切迫感や緊張・怒りの感情が占めているから無理もないか

もね。まぁ皆が皆Ｂさんほどではないだろうけど、ここでは意識して

「厄介な相談者」という設定にしてみたんだ。

Ｓ ｢あくまで任意です」とか、「話合いをしても解決を保証するわけで

はありません」とか、かなり自ら進んでネガティブ・キャンペーンを

していますが、やはりこれくらい説明して予防線を張らないと誤解さ

れ、責任追及の矛先が向けられてしまうのでしょうか。

Ｊ これもケース次第だけど、他人の争いという炎に首を突っ込むわけ

だから、いつでも火の粉が飛んできてもかわせるように用心しておく

にこしたことはないと思う。「メディエーションは第三者が解決して

くれるものではなく、あくまで両当事者の自立解決の支援でしかない

のだ」という大前提を理解してもらい、まず出発点として「自分の力

で何とかしよう」という決意をもってもらわないとはじまらないから

ね。

Ｓ 51頁の、「何だか頼りない話に聞こえるかもしれませんが」という

のは面白いですね。メディエーターの経験を積んでいくと、相手の思

いが読心術のようにわかってきて、つい先回りして批判にまで言及し

て潰してしまうという防衛反応が働くのでしょうかね。

Ｊ ｢先回りして非難を潰す」という戦略的な目的だけではないけど、

実はこれは日常生活でも皆、無意識に実践しているメソッドでもある

んだよ。たとえば誰かに用事を頼むとき、「お使いだてして悪いけど」

等と「クッション言葉」を入れるよね。「申し訳ありませんが」「おそ

れ入りますが」等々、あげていけばきりがないけど。

Ｓ 言われてみればそうですね。用事を頼むときでいうと、その一言が

あるかないかで、言われたほうは大げさにいえば「自分はいいように

使われているだけなのではないか」という疑念をもつか、それとも

「悪いと思いながら頼んでくれるなんて、よほど困っていて、かつ自

分を信頼してくれているんだな」と意気に感じるかという差が生じて

しまうのですね。本当に、こうした些
さ

細
さい

なことでもまめに自分の心の

中を表現することは大事なことなんだなぁ。僕も面倒がらずにこまめ

に思いを伝えるようにします。

Ｊ ｢意気に感じる」なんて、Ｓ君は含蓄のある言い回しを知っている
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ね。さあ、次に「⑶ 相手方への打診」（52頁以下参照）に進むよ。

Ｓ 施設長のＯさんはＯさんでまた、頑なですね。これではＢさんとＯ

さんが直接話し合っても、「当事者が直接交渉した場合（13頁以下参

照）」のとおりで歩み寄ることはできませんね。

Ｊ 少し設定として猜疑心を強くしすぎたかな。実際には施設としては

利用者と話合いで平和的に解決したいと願っていることのほうが多い

と思うから、ここまで警戒することはあまりないかもしれないね。

Ｓ そうなんですね。それにしてもこの乙市役所のＭさんは、1件1件

のトラブルにここまで熱心に関わろうとしていて偉いですね。

Ｊ まぁ、このＭさんは、いわば「役所もこうあって欲しい」という私

の理想像なんだけれどね。「市としても裁判に至ってしまうのは本意

ではございません」なんて、いかにも正義の味方みたいで格好いいじ

ゃないか。

しかし現実には、やってみた人でないとわからないと思うけど、こ

うした相談窓口の人はくる日もくる日も終わりのない苦情を寄せられ

て、自分と関係のないことを延々と聞かされてさぞかしストレスも溜
た

まるだろう。まともに対応していてもキリがないから、ついつい「弁

護士に相談してください」等とお茶を濁してしまう。確かにメディエ

ーションを一生懸命したところで報酬が出るわけでもないのだから、

市役所の担当者に期待するのは無理があると思うよ。

Ｓ へぇ、そうなんですか。てっきり「お役所は怠慢だ」という方向に

いくかと思った。

Ｊ いい人ぶるつもりはないけど、誰かに協力してもらおうと思ったら

まず相手の事情を知って相手のことを認めないとだめだよ。

でも、その現実を踏まえてもなお、私は本心をいえば行政にメディ

エーションの中枢的な役割を担って欲しいんだ。情報が集中するから

地域事情も把握できているし、民間機関と比べて住民の信頼も抜群だ

からね。今は全国的に行政もどうしてもこうした紛争には及び腰にな

ってしまうだろうけど、正しいメディエーション技法が浸透し、実際

に問題を解決できるという手応えを得られれば、実現不可能なことで

はないと思うんだ。何よりメディエーション自体のもつ魅力が底知れ

ず、人生全般にまで敷
ふ

衍
えん

できることに人々が気づけば……。

Ｓ (やれやれ、またか）先生、その話は是非、後ほどゆっくり聞かせて

ください。次は「⑷ 申立人との調整」（56頁以下参照）でしたっけ。

Ｊ 今君は、「やれやれ、またか」と思っただろう。

Ｓ えっ。

Ｊ しかしその否定的感情をそのまま私にぶつけては軋轢が生じるから、

この問題を将来に先送りするという回避策を提示することで解決を図

ったのだね。間髪入れずに次の具体的な話題をあげており、かなり強

力な誘導になっているといえる。しかし同時にその意図をカムフラー

ジュするため、あえて語尾を「でしたっけ」と、あたかも自信がない

ようにとぼけてみせることでこの疑念を私の内心にも植えつけようと

し、さりげなく次のテーマへ意識を向けさせようとしている……。

Ｓ (先生はスイッチが入ると本当に疲れる……）はいはい、わかりました。

先生の脳はそういう風に、自動的にメディエーション的分析をしてし

まうのですね。

Ｊ くどくて悪かったよ。さて⑷でＭさんはＢさんにＯさんの返答を報

告しているわけだが、ここでもＢさんが懐疑的なのは相変わらずで、

危うく矛先がＭさんに向けられそうになっているね。

Ｓ 記録を開示する前に改ざんされてしまうというところですね。「大

変」だなんて、しらじらしくて嫌だなぁ。せっかくこちらが骨を折っ

て2人のためにがんばっているというのに。

Ｊ はは、まぁ普段、こういう反応に慣れていないと心外に感じて憤っ

てしまうかもしれない。でも、ここでも氷山のイメージがあれば「こ
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の人は別に私を責める意図でこのような発言をしているのではなく、

水面下のあせりや不安、緊張という要素が強いために、思わず言って

しまっただけなのだろう。さらにその奥には、「施設に正直に説明し

て欲しい。誠実に対応して欲しい」という願いがある。そのことが直

感的にわかったときに、Ｂさんも落ち着いてくれるはずだ」と、自分

の中で落ち着くことができるよね。

目の前の強い感情に動じることなく、常に全体をなるべく底のほう

まで立体的に捉えようとすることが大事だよ。その分析ができている

からこそ、「心配になるお気持はわかりますが」という寄り添いの言

葉を返せているんだ。ほら、自分の人生にメディエーションを活かす

ことって効果的だろう。

Ｓ 怒ったりストレスを感じることが減るようになるかもしれませんね。

いきなり聖人君子のように振る舞うことは自分にはできなさそうです

が……。

Ｊ 別に、何を言われても怒ってはいけないということではないんだ。

その感情に自分の脳を覆い尽くされずに、後からでも分析して心の動

きを把握することに意味があるんだよ。でも普通の人は、怒っている

ときは怒りの塊であり、一時の感情に支配された行動をとってしまい

がちだろう。

Ｓ なるほど、言われてみれば世の中そういう人がほとんどですね。怒

りが消えるとけろっとしてしまって、自分の心の動きのクセがわから

ないままだから同じことを盲目的に繰り返してしまう、というわけか

……。それにしても先生、コメント（※23）の「意外性で毒気を抜

く」（58頁参照）というのも相当やり手というか、戦略的ですね。あ

ざといという意味ではないですけど……。

Ｊ あはは、確かにずるいというか、フェアでない印象を与えるかもし

れないね。相手以上の熱気を込めているその裏で、全く正反対のこと

を目
もく

論
ろ

んでいるだなんて、シニカルもいいところだからね。でも実際、

この「情熱被せで（相手の）毒気を抜く」という方法は役に立つんだ

よ。たとえば私が弁護士として市民の法律相談を受けるときに、「隣

人に監視されている。夜中にまぶしい光が見える」とか「24時間おか

しな音が聞こえる。宇宙からの電波で攻撃されている」といった、現

実にはあり得ないことで悩んでいるという人がたまに来てね。そうい

う人が相談に来たら、君はどう対応する？

Ｓ さすがに「病院で検査を受けてください」とは言えないし、「そう

なんですね」等と言って適当に返答して頃合いをみて切り上げますか

ね。

Ｊ でもそれだと、「この人は自分の苦しさをわかっていない」と思わ

れて、ますます話を膨
ふく

らませるかもしれないよ。別にそうした相談を

する人を内心で馬鹿にするわけではないんだけど。こういう時私が使

うのが「相手以上の熱心さを見せる」という手なんだ。

Ｓ なるほど。「それは、大変ですね!」とオーバーに驚いてみせるわ

けですか。

Ｊ そういうわかりやすい直接的なリアクションもあるけどね。私がと

るのは、どんな問題であろうとも「何とかして具体的に解決しようと

本気で考える」というスタンスなんだ。

Ｓ 具体的に解決、とは？

Ｊ たとえばさっきの隣人の監視の例だと、「それはいつからですか？

まぶしい光というのはカーテンでも遮ることはできないくらい強いの

ですか？ そうですか、そんなに強い光だとそれは眠れないでしょう

ね。ひどいことをするなぁ」等と質問と感想を投げかけて話を掘り起

こしていき、「今からでもその隣人に監視や嫌がらせを止めるよう内

容証明を送ることもできますが、おそらくその程度では向こうも素直

に応じないでしょうから、まず証拠を押さえましょう。その夜中の光
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というのは、室内にビデオカメラを設置することで捉えることは可能

でしょうか。もし私も同行して現場を押さえられればいいのですが

……」という具合に、具体的にとりうる方策を、実現不能であろうと

お構いなく提示する。

明らかに不可能なこと、たとえば「宇宙からの電波攻撃」だとした

ら、「その電波を何らかの方法で可視化することはできませんか？

BS アンテナとか。そうですか、わかりませんか。NASA ならすでに

技術開発に成功しているかもしれませんが、しかし国家機密なので国

が先回りして隠滅しているかもしれませんね。なんて卑怯な連中なん

だ」等と勝手に盛り上がってみせ、できるだけ相手に「不可能」と言

わせてそのとき思い切り悔しがって見せるんだ。

Ｓ ……何だか馬鹿にされていると思われませんかね？

Ｊ そう思われないよう、できる限り現実的な問題として真剣に考える

ことが大切だよ。何にせよ相談者としては、自分の話を「妄想」等と

決めつけてシャットアウトするどころか、想像以上に真剣に向き合っ

て共感してくれたら、少なくとも「この人は自分の味方だ」と思うよ

ね。

Ｓ 気持をわかってくれただけで満足してしまうこともあるのですね。

Ｊ それを、ちょっと意地悪く「毒気を抜く」と表現したんだよ。常に

というものではないけれど、人は自分と同じ理由で自分以上にエキサ

イトしている人を見ることで、自分の思いを投影し「エキサイトした

い」という欲求を代替的に解消してしまうのかもしれないね。

Ｓ 聞けば聞くほど、奥が深いですね。でもちょっと思ったのですけど、

こういった方法は、悪い表現になりますけどやや人を食ったというか、

どこか飄
ひょう

々
ひょう

とした人でないととれないようなイメージがありますね。

誰にでもできるようになるものなのでしょうか。

Ｊ 誰にでもというとやはり難しいと思うね。Ｓ君の言うとおり、こう

いう方法を自然体で取れるというのは、あくまで私のオリジナルの方

法だからという可能性もある。10人いれば10通りの方法があって、深

めれば深めるほど自分らしさが出てくるんだ。何が正解ということも

ないし、そこが面白いところだよね。最初は人まねをして、しっくり

いかない経験をするかと思うけど、あれこれ試行錯誤しているうちに

自分の得意パターンや決め台詞みたいなものが見えてくると思う。あ

まり自分のキャラクターとそぐわないと思ったら、自分なりに解釈し

直して取り入れてみるべきだね。こういう、常に工夫する姿勢や主体

性・創造性を育むことができるのもメディエーションの魅力の1つな

んだよ。
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