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巷には情報があふれている。＜カタカナ文字＞も例外ではなく、乱発の勢いはとどまることをしらない。

新聞、TV報道等のメディアが先陣をきり、政治家たちも追随する。どこかおかしい。単純にわからない言葉を次々と

並べられても＜何をいわんとしているのか？＞みえてこない。表現、発信機能を、あやふやにしているといわざるを

えない。

このような状況で市民は、＜正確な情報＞を知る権利を妨げられている。この現実に警鐘を鳴らしたい。「不明確

な言葉で事の本質を覆い隠す」ことはやめてほしいと。

今回、巷に流れる＜カタカナ文字＞を取り上げる意味もこの点にある。それは、以下の点に整理する。①使われてい

る＜カタカナ文字の正確な意味＞を知ること②その上でできるだけ使わない方がよい言葉のすみわけをすること③

できうるかぎり、様々な場面で日本語を使うように内外に発信することが目的である。

氾濫する＜カタカナ文字＞に警鐘を鳴らそう！
～物事の本質を見失わないために～
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《カタカナ文字》小辞典 《福祉・医療》

〇トランスジェンダー（Transgender）
生まれた時に＜割り当てられた性別が性同一性ま

たは個人の性表現と異なる人たち＞を示す包括的な
用語として用いられる。かっては一般的＜性同一性
障害＞といわれてきたが、その表現は不適切である
とされる。男性としての性別をもちながら女性とし
ての性表現をすることは、現時点において＜障害＞
という定義ではなくなっている。＜男性でも女性で
もない＞場合があるという社会的認識が必要な現状
にある。蛇足ながら、様々な調査、行政上の書類等
で性別に＜男性・女性＞しか、記載されていないの
は、もはや時代錯誤になっているのではなかろう
か？

〇スペクトラム（Spectrum）
意見、現象、症状などが、あいまいな境界をもち

ながらはっきりとした区別ができないまま連続して
いること。医療や福祉の分野では、＜自閉症スペク
トラム＞というふうに使われる。
今日、急増している発達障害には①自閉症スペク

トラム②ADHD（注意欠陥・多動性障害）③学習障
害④精神遅滞⑤運動能力障害⑥コミュミケーション
障害があるとされる。自閉症スペクトラムは、広汎
性発達障害ともいわれ、この中にアスペルガー症候
群も含まれる。用語としては難解な表現だが、上記
のように６種類の障害（症状）が重なり合うことも
あるため、症候群とでも理解した方がわかりやすい。

〇アウトリーチ（Outreach）
対象者がいる場所に出向いて必要なサービスや

様々な情報を届ける行動をすること、あるいはその
ような関りの方法。訪問相談、訪問診療、巡回訪問、
電話、メール、SNSなどによる関りが想定される。
これからの障がい者福祉にとって重要な支援方法ゆ
え、知っておきたい用語である。また、精神障がい
の分野においては、医療、福祉両面で支援する包括
的地域支援活動としてACTが全国各地で拡がりつつ
あることも知っておきたい。
【註 釈】
ACT（Assertive Community Treatment）：1972年
頃、アメリカ、ウィスコンシン州マディソン市で始
められた多職種による在宅支援活動。州立精神科病
院の脱施設化の急速な改革の過程で地域支援が必要
不可欠となり、その後、ひとつのモデルとなった。
日本においてもACT活動は拡がりをみせている。

〇スティグマ（Stigma）
直訳すると、＜不名誉・汚名・負の烙印＞という

意味。福祉の分野では、社会的価値の低いものとみ
なすこと、＜差別・偏見＞を意味する。
古代ギリシアにおいて、犯罪者、奴隷などの皮膚

に焼き印を押して他の人たちと区別したことが語源。
日常的にはそんなに多く使われないが専門書の類に
は、使われることがあるため、意味を知っていて損
はない。但し、専門家も含めて、＜差別・偏見＞と
いったほうがわかりやすい。
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《カタカナ文字》小辞典
《福祉・医療》

〇QOL（Quality of life）
＜生活の質＞を意味する。この場合、＜質＞とは、
物理的な豊かさやサービスの量だけでなく、精神面
を含めた生活全体の豊かさを含めた概念として使わ
れる。
それまでの福祉サービスは、ADL（Activities of

daily living…日常生活における行動性）、歩行、摂
食、入浴などへの介助が中心となっていたが、身辺
的なことができなくても、その人の望む生活を軸に
据えることに焦点があてられ、＜生きがい＞＜幸福
感＞が求められるようになった。
但し、QOLには、別の意味もこめられていたこ

とも知っておきたい。＜延命治療＞に対する批判的
視点である。1970代以降、欧米諸国では、意識が戻
らない人たちへの＜延命治療＞が問題視されており、
QOLの＜生活の質＞は、＜延命治療批判＞として
の意味合いもこめられていた。

〇パターナリズム（Paternalism）
＜強い立場にある者が弱い立場にある者の利益だと
して、本人の意思は問わず介入、干渉、支援するこ
と＞をいう。親と子、医師と患者、支援者と被支援
者という関係の中で現れやすい。

1980年代、医療において＜インフォームドコンセ
ント＞（説明と同意）が提唱され、ある程度、定着
してきている。しかし、上記のような関係性におい
て依然として支配、介入（的要素）は残っている。
福祉の分野でも同様のことがいえる。支援者は、

＜良かれ＞と思いながら結果として対象者に介入的
対応をする場合が多々ある。他方で＜パターナリズ
ム＞の意味する介入、干渉、支援することが全て＜
良くないこと＞と言い切れることなのだろうか？考
えていきたい。

〇パラダイム（Paradigm）
ある時代や特定な分野において、＜主流となる規
範・物事の捉え方＞をいう。様々な分野（科学、政
治、経済、思想）において使われる。勿論、福祉の
分野でも使われ、現在でいえば、＜共生社会の実現
＞ということになるか？例えば、「コペルニクスが
唱えた＜地動説＞は、様々な分野にパラダイムを引
き起こした」というふうに使われる。
また、＜発想の根本的転換＞が迫られる際、＜古

い発想＞をパラダイムと解釈する場合もある。今風
にいうと、画期的変化は〇〇革命と呼ばれ、古いパ
ラダイムから新たなパラダイムへの転換が起こる。
時代の変化を敏感に感じ取り、対応していく際に使
われる用語。
福祉分野においても無関係ではなく、これまでの

価値観や考え方が通じなくなったとき、方向性を探
ることが重要になってくる。
その際、指針として①柔軟に対応する姿勢②変化

を敏感につかむ③各人が問題意識をもつ④価値観の
異なる人とのコミュミケーションをとる。以上、４
点が大切なことだろう。

〇アドボカシー（Advocacy）
直訳すると＜権利・代弁＞と
いう意味。福祉分野では＜自
分の意思をうまく伝えること
ができない人に代わって、代
理人や支援者が本人の意思や
権利を伝える＞ときに使われ
る。
＜代弁＞は、必要最小限度

に留めおくべき。他方で＜セ
ルフアドバカシー＞（自己権
利擁護）という概念があるよ
うに、本来は当事者が自分の
もつ＜権利＞を主張するのが
本筋であろう。支援者はとか
く、障がい者（又は高齢者）
の権利を代弁したがる傾向を
持つゆえ、留意したい。
障がい者の権利は、障がい

者の自己主張と滑動によって
獲得するものである。

〇セルフヘルプ（Self Help）
＜当事者活動、自助活動＞という意味。本来は＜

自分自身で自己を支えていく＞意味であった。しか
し、課題を抱える個人が自分で支えながら生活して
いくことには限界があり、困難であるため、ひとつ
のグルー活動として広まってきた（SHGと略される
こともある）。
一人で＜悩み・苦しみ＞を抱え込んで、＜わかっ

てくれる人がほしい＞＜話し合える場があれば…＞
と思い悩み、葛藤していた人たちが、集い、同じよ
うな＜悩み・苦しみ＞を相互に語り合える場が様々
な＜場＞を創り出した。アルコール依存症の集まり
である＜断酒会・A・A（アルコホーリクス アノ
ニマス）＞などが代表例である。
現在では、同じような境遇（ひきこもり・暴力被

害・ひとり親・発達障等々）にいる人たちが、グ
ループを形成し、語り合いながら、回復の糸口を見
つける活動を行っている。原則的に当事者のみで構
成されるグループである。
入会、脱会を自由。話し合いの場も一同に会す方法
から、SNSなどを使用したものまで多種多様となっ
ている。一人で悩むより、その人にとって居心地よ
い場であれば、励み、孤立感の回避につながるゆえ、
有効的なものであることは疑いの余地がないだろう。

【注 釈】
A・A（Alcoholics Anonymous）：古くは1935年、
アメリカで生まれたアルコール依存症の人たちの集
まり。1975年、日本での活動が始まり、全国的に拡
がっている。アルコホリズム（飲酒に問題ある状
態）から回復する当事者組織。

〇 DSM ５ （ Diagnostic and Statistical Manual
Disorders）
精神障がいの診断マニュアル。医療界において診察
結果として＜診断名＞を診たてる際に必須なマニュ
アルである。診断（名）は医師の役割に係ることゆ
え、福祉従事者にとって直接的に関係ない事項だが、
DSMの本を流し読みくらいしておいて損はないだ
ろう。
一方で、「診断名がないと治療ができないの

か？」との意見もある。症状あるいは＜ある傾向＞
をもつ人たちに対して、薬物療法が主になるのであ
れば、症状を抑制、緩和するのが基本で＜診断名は
必須ではないという見解も一理ある。診断名は一種
の烙印となってしまうから…。

？
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《カタカナ文字》小辞典 《メディア関連》

〇ガバナンス（Governance）
＜統治・支配・管理＞を意味する。21世紀に入り、
いわゆる＜バブル期＞を含めて企業の不正、不祥事
が相次いだ頃から、＜ガバナンス＞、＜企業の健全
な運営、そのための組織体制の構築＞という課題が
重要視されるようになった。福祉分野においても
H29年、福祉法改正が施行され、その時、＜福祉法
人の経営組織のガバナンス強化＞という謳い文句が
登場し、「ガバナンスってナニ？」と驚いた記憶が
ある。
＜カタカナ文字＞は、マジックみたいなものだ。

経営・管理体制の強化といった方がわかりやすいし、
法人を担う人たちの意識こそが問われているのであ
り、それが一番肝心なことだ。

〇エビデンス（Evidence）
＜証拠・裏付け・根拠＞を意味する。最近、登場
した用語。一体、誰がどういう経過をもって、こ
のような用語を使い始めるのか？そこが知りたい
ものだ。おそらく、官僚が用語を見つけ、政治家
や周囲に触れ込み、メディアが飛びつくという経
緯をたどるのだろう。国民にはえらく迷惑な話だ。
新聞に＜エビデンス（科学的根拠）＞と説明付き
で報道されているのをみかける。報道としては論
外だ。＜科学的根拠は何か？＞を掘り下げて国民
に報せるのがメディアの役割？？

〇コンテンツ（Content）
直訳は、＜中身、内容＞という意味。多くの場合、

TV、ネットなどで使われる用語。「このコンテンツ
はよく理解できないですね」という具合に。
インターネットなどでは＜伝達される情報の内容

＞という意味合いをもつ。従ってコンテンツとは、
文字、図形、音声、動画、映像と多岐にわたり、ま
た、それらの組み合わせであり、「人間の創造的活
動により生み出されるもののうち、教養又は娯楽の
範囲に属するもの」と定義化される。

〇ボトムアップ（Bottom up）
直訳すると＜ボトム＞が（底）、＜アップ＞が

（上がる）ということ。組織において、現場で起き
ている状況、課題、改善されるべき意見、提案など
が上部に吸い上げられることを意味する。
これに対する対義語として＜トップダウン＞とい

う言い方がある。これは文字通り、上から下へ命令
系統的に組織の運営が行なれていくこと。
組織運営において＜トップダウン＞の時代は終わっ
た。組織運営において、上下関係がありながらも、
現場（下部）の意見をどう取り入れていくのか？こ
れが大切である。
また、＜ボトムアップが＜底上げ＞という意味に

も使われる。組織の質を全体的にレベルアップする
ときに必要不可欠なことだ。通常、＜現場の意見を
聴く＞とか＜底上げする＞といった方がわかりやす
く心に響く。そう、言葉は＜心に浸み込む＞もので
なければならないし、そういう言葉が求められてい
る。

〇インバウンド（Inbound）
直訳では＜外国人の日本旅行あるいは訪日外国人観
光客＞を意味する。インバウンドビジネス、インバ
ウンド消費で使われる。また、PCのWebサイトな
どでは、外部からデータを受信する際に用いられる
こともある。インバウンドという英語が＜～から
入ってくる＞意味であるから、上記のような使われ
方がされるのだろう。
この用語も、どうして使われるのか？？

〇レガシー（Legacy）
＜遺産＞あるいは＜先祖が残した精神的、物質的

遺物、受け継いだもの＞という意味。この言葉で思
い浮かべるのは、＜スバルの車＞である。＜レガ
シー＞も登場以来、その意味に関心を抱かなかった。
最近、使われ始め、関心が寄せられるようになった。
小池都知事などは、＜東京2020＞について「大き

なレガシー」という発言を頻繁に繰り返している。
しかし、＜レガシー＞には今一つ＜旧態依然とした
遺物＞という意味合いがある。最近のオリンピック
をみるに＜国の威信をかけたイベント＞のようにも
とれたため、＜歴史に残る遺産＞になるか＜過去の
遺物になるか＞終了後、検証すべきだろう。
他方、富岡製糸工場や屋久島など＜世界遺産＞。

これは＜Heritage>（ヘリテイジ）という別枠であり、
自然や建築物に代表される金に換算できないものを
表す。

わしには
わからん！！



紙面の都合で、掲載できた＜カタカナ文字＞は、限られた。他にも数多くの用語がある。
例えば、福祉・医療分野では、ADHD、エンパワーメント、ハウジングファースト、クライエント、モデリン
グ、スピティアリティ、ダイアローグなど、メディア分野では、ツール、イノベーション、ストイック、スティ
タス、カリスマ、オーガニック、バブル（化）、シンクタンク、コンセプト、メルトダウン、リバウンドなど…。
また、次のような事実も忘れてはならない。1980年代後半、＜バブル崩壊＞後、＜失われた10年､20年＞とい

う言葉が、流行り言葉のごとく、日本社会を席巻した。何が失われたかも明確にされないまま、言葉だけが独り
歩きした。そんでもって＜平成の時代＞は、先行きのみえない、なんとなく＜暗雲に包まれた時代＞として終わ
りを告げ、＜失われた30年＞は影を潜めた。
そうこうしている内に、今回の＜コロナ禍＞が突然襲った。この過程で又、わからない言葉が横行し始める。

＜パンデミック＞、＜ソーシャルディスタンス＞、＜ロックダウン＞、＜リバウンド＞等々…。＜東京2020＞
では、最近＜バブル方式＞なる言葉がしきりに使われている。
＜バブル方式＞といわれても、「何のこと？」と疑問を抱く市民も少なくないだろう。開催地、競技などを

泡で囲み、選手、コーチ、関係者たちをやさしく包み、外部の人たちとの接触を遮断する方法ということらしい。
だとすれば、国民的課題であることを、ナゼ、＜わかりやすい言葉＞で説明しないのか？疑問というより、不
満・不安が募る。
日本語のもつ表現力の豊かさ、受け止める側の感受性をもっと大切にしたいものだ。四季折々の自然がもた

らす日本語の素晴らしさは、日本人の創造性、文化、文学、映画、物造りなどを育んできた。この伝統を守りな
がら、より高めていきたい。それが日本の将来を明るくしていくだろう。

ニュースレター編集委員会

編集後記
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〇フェーズ（Phase）
＜段階・局面＞という意味。合わせていうと＜段

階的に局面が変化する＞状況のこと。ある計画にお
いて第一段階が終わり、「次のフェーズ（局面）に
入っていく」というふうに使用される。多くの場合、
ビジネス用語だが、スポーツ、例えばラグビーなど
でも使われる。連続して攻撃が仕掛けられる際、
「なんとフェーズ12で押しまくっています」と解説
される。フェーズの意味がわからなくても攻撃して
いる状況がわかっていれば、フェーズの意味がわか
らなくてもさほど問題ない。他に＜進捗状況・局面
の変化＞という意味もある。これも、わざわざ
フェーズといわなくてもいいのではなかろうか？

〇プロパガンダ（Propaganda）
宣伝、広報活動、政治活動という意味。更に突っ

込むと、特定の思想・世論・意識・行動などへ誘導
する意図をもった行為という意味合いをもつ。
使われ始めたのは、かなり古く、カトリック教会

が他のキリスト教会への反論、抵抗を通じて布教活
動を展開した歴史があり、プロパガンダという意味
も本来は中立的用語であったが、この頃から＜嘘・
歪曲・情報操作・心理作戦＞という軽蔑的扱いを受
けることにも使われるようになった。
コロナ禍にあって、野党側から「自民の場当たり

的プロパガンダに過ぎない」といった発言。それら
に影響されてメディアでも使用されるようになった。
更にネット、スマホの普及による情報化社会に

あって、多数の人々に自らの主張を伝達できるよう
になった。現代社会では、様々な個人、勢力、団体
などの主張に触れずに生活することが困難になって
いる。これら全てがプロパガンダと理解できる。
知っておいて損はないが…

〇インフラ（Infrastructure）
正確にはインフラストラクチャーであり、インフラ
と略して使われる。＜生活に直結し、基盤となるも
の＞という意味。公共的なもので、大別すると
①エネルギー（電気・ガス・水道）
②交通機関（バス・電車・飛行機・公共車）
③施設（学校・病院）
④通信機関（電話・パソコン・ATM）
などのことをいう。
災害時、「早急にインフラの復興、整備が必要

だ」というふうに使われる。
生活に直結するものゆえ、「インフラの整備」な

どは、頻繁に使われるし、ほぼ定着化した言葉に
なっている。

〇インセンティブ（Incentive）
＜やる気を起こさせるような刺激、動機付け＞と

いう意味。例えば、プロプレィヤーに対して、＜イ
ンセンティブ契約＞という言い方がある。今年の成
績からすると、６,000万位の評価だが、期待値をこ
めて１憶円で契約することで、プレーヤーのやる気
を起こさせるような使い方もある。やる気が起きな
い時代背景だから、なおさら＜インセンティブ＞と
言いたくなるのかもしれない。

《カタカナ文字》小辞典 《メディア関連》

【注 釈】
上記、＜カタカナ文字＞の意味は、ネット検索

による。また、説明・評価については、編集委員
会によるものである。


