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1．中学生の塾利用における2面性の検討と分析課題の設定

学校外教育ないし塾の利用は，主に教育社会学においては，富裕層が自身

の子の教育達成を有利にするための教育投資戦略として扱われてきた（盛

山・野口 1984；Bray 2006）。通塾が教育達成に及ぼす因果効果については

諸説あるものの，そこで想定されている不平等の伝達メカニズムは，経済的

ないし文化的に豊かな家庭は，子に対して量・質の整った教育環境を準備

し，そのような環境に置かれた子は高い学力・学歴を獲得する，というもの

である（盛山・野口 1984；片岡 2001；都村 2008）。

とりわけ，現代社会の教育選抜が，市場原理における「資源＋嗜好＝選

択」へと再定式化されるというペアレントクラシー（Brown 1990）のイデ

オロギーが登場して以降，日本社会では都市部の私立小中学校のような高校

受験に比べて早期な選抜においては，親の財力や教育期待（願望）によって

塾利用が盛んになるということが示されてきた（望月 2011；石川ほか

編 2011）。
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そして，家庭の文化的な要因により，「塾には行かせない」という教育方

針の親も少なからずいる。Lareau A.（2003）によれば，ミドルクラスと

ワーキングクラスの母親では，子育てのスタイルが異なるという。Lareau

が“accomplishment of natural growth”と名付けたワーキングクラス家庭

における放任的な子育て観を踏まえれば，子どもを塾には通わせないという

ことも「教育方針」ということになる。

一方で，中学生の塾利用は「生活必需品」としての側面もあることが伺え

る。学校段階や学年による通塾率の変化について具体的なデータを確認しよ

う。やや古い調査にはなるが，文部科学省（2007）による報告によれば，学

習塾の利用状況は小学4年生以下では3割を下回り，小5と小6でも4割に

満たない程度である1）。しかし，中学生になると一変する。中学生の学習塾

利用率は，中1で45．1％，中2で50．9％，中3で65．2％ となっており，中

学生の約半数は学習塾を利用している。また，平成30年度の「子供の学習

費調査」（文部科学省 2018）によれば，公立の中学校に通う保護者の負担す

る学習塾費は202，965円であり，年間で負担する子どもへの学習費総額

（488，397円）の約41．6％ を占める。これは公立小学校の16．6％（学習塾

費：53，313円／総額：321，281円），公立高校の23．4％（学習塾費：106，884

円／総額：457，380円）を大きく上回る2）。このような塾費用の数値を羅列す

ると，中学生の子を持つ親にとって，高校受験の準備のための通塾費は生活

必需品としての側面があることが伺える。

とはいえ，日本の学校外教育と教育達成の不平等を検討した古典的研究の

ひとつである盛山・野口（1984）によれば，塾利用を媒介した教育達成（進

学先の高校偏差値）という因果は存在しない，と結論づけている。やや長文

になるが，本稿にとって重要であるため，その記述部分を以下に掲載しよう

1）比較的新しい調査である東京大学社会科学研究所・ベネッセ教育総合研究所編
（2020）を確認しても同様の傾向は確認される。

2）この数値は，家庭教師費等の費用は計算に含んでいないため，実際の費用負担は
もっと大きい可能性もある。
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（盛山・野口 1984，pp．124）。

【前略】学校外教育投資仮説は一見もっともらしいけれども厳密には疑

問の余地がある。例えば，学習塾への投資といっても，せいぜい毎月2

万円（平均は1万円）程度であり，通常の勤労者世帯にとって，学習塾

が子弟にとって好ましいと判断される時に，この程度の支出が経済的な

理由で断念されるとは思えない。たとえ低所得層であったとしても，苦

しいから通塾を諦めると思わせるものだろうか。社会経済的地位の低い

階層にとっての問題はむしろ，金銭的な教育投資の差が生じる以前にす

でに学力の差があるかもしれないということ，そして費用がどれくらい

かかるかということ以前に，教育投資やその他の努力をしてまで高学歴

を目指すという意欲を持ちにくくなっていることではないだろうか。

（【 】内は筆者の加筆）

つまり，盛山・野口（1984）は中学生の塾利用に要する費用は決して大き

い金額ではないため，学校外教育の利用は経済的事由ではなく家庭の文化的

事由に起因するというのである。しかし，経済的事由が全くの無関係である

ことは想定しづらく，非通塾の中学生は相対的に貧困家庭にあるのかもしれない。

以上のように先行研究をレヴューすれば，中学生の塾利用は，家庭の教育

投資戦略と生活必需品という2つの側面を併せ持つと考えられよう。しか

し，従来の研究ではそれぞれの文脈で論じられるに留まってきた。そこで，

こうした中学生の塾利用の2面性を考慮しつつ，本稿では以下の2点を分析

課題として設定する。

第一に，従来の研究が中学生の塾利用を二項対立的に扱ってきたことの是

非を再検討するために，非通塾の理由を「方針で通塾させたくない」と「経

済的にさせられない」の2つに分類し，これに「通塾させている」を加えた

3つのカテゴリーから分析を試みる。
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第二に，子どもの学力を独立変数に投入する。親が子を塾に通わせるかど

うかは，本来であれば子の学力を勘案するはずなのだが，おそらくはデータ

上の制約によってこれまでに十分検討されてきたとはいえない。そもそも親

は子どもの状況と無関係に塾に通わせようとするわけでもなく，子が高校受

験を考える時期を迎えても十分に高い学力を維持しているのであれば，塾に

通わせようとはしないかもしれない。また，親の期待と子どもの主体的な選

択は必ずしも一致しているわけではないので，そこで教育方針決定における

ジレンマは生まれやすい（石川ほか編 2011）。

こうした2点を勘案することにより，中学生の塾利用についての教育投資

戦略と生活必需品という2つの側面を踏まえた分析を行う。

2．データと方法

2．1．データの詳細

本稿で用いるのは2019年に収集された中学2年生の親子ペアデータであ

る。親を対象とした質問紙調査は，当該市立中学校に在校する全ての中2の

親に対し2019年6月～7月にかけて実施された。調査の手順は，調査票を

教室で配布し生徒が家に持ち帰り，回答済みの質問紙調査票を学校で担任教

師が回収するというように実施された。プライバシー保護の観点から，学力

データと親調査データのマージは，委託する調査会社が行っている。回収標

本の構成は，調査票の配布数は2997票に対し回収数が2391票（回収率：約

80％）であった。年収，学歴，家族構成などといったセンシティブな質問項

目が多い調査票ではあったが，回収率約8割を維持することはできた。

学力データは，4月から6月にかけて実施された教研式標準学力検査NRT

（Norm Referenced Test）であり，この学力データを市教育委員会から提供

してもらった3）。

3）教研式NRTの詳細については，次のウェブサイトを参照されたい（http://www.
toshobunka.co.jp/examination/nrt.php，2021年2月24日取得）。
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2．2．使用変数と分析方法

本稿で用いる変数は以下のように加工した。変数の記述統計量は表1に示

した4）。

従属変数は，親調査票から得られた子の塾の利用状況についてである。子

供に学習塾へ通わせているかどうかを尋ね，「通塾させている」，「方針で通

塾させたくない」，「経済的にさせられない」の3つのカテゴリーを用いる。

分析方法は，「通塾させている」を基準カテゴリーに設定した多項ロジット

分析を用いる。

独立変数については次のように設定した。父親と母親の学歴は，「中学，

高校」，「短期大学，専門・各種学校」，「四年制大学，大学院」の3つにカテ

ゴライズし，無回答は「不明」とした。

親職については，「事務，販売・営業，サービス業務」，「運輸・通信，保

安，技能生産工程業務」，「農林漁業」，「専門・技術的な仕事」，「管理職」，

「専業主婦／専業主夫」，「その他」，「分からない」の8項目から選択しても

らった回答結果を用いる。分析に際しては，安田・原（1982）を参考して，

専門・管理的職業を「専門・管理職」，事務的職業を「ノンマニュアル職」，

その他（技能職・労務，運輸，農林漁業，保安・サービス的職業）を「マ

ニュアル職」としてカテゴライズした。無回答は「不明」として分析に用い

る。なお，「収入を伴う仕事をしていない」は，父親では4ケースしかいな

かったため「不明」に含め，母親では98人（約5％）が該当したため「無

職」としてカテゴライズした。

家庭の文化的環境の指標としては，家庭にある蔵書数を尋ね，10冊未満

＝10，25冊未満＝25，100冊未満＝100，200冊未満＝200，500冊未満＝

350，500冊以上＝500として数量化し連続変数として用いる。

子への教育期待は，子どもがどの学校段階まで勉強してほしいのかを尋

ね，「中学，高校」，「短期大学，専門・各種学校」，「四年制大学，大学院」

4）連続変数の無回答は，欠損値としてリストワイズに削除した。
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蔵書数

Note:不明ダミーは表中から省略している。

表1．分析に用いる変数の記述統計量
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の3つにカテゴライズし，無回答は「不明」とした。

同居している人数については，調査票で実際の人数を回答してもらってい

るため。回答結果をそのまま連続変数として用いる。単親世帯か否かは，調

査票において「子どもから見て2人親」か「子どもから見て1人親」を尋ね

ているため，「子どもから見て1人親」を1としたダミー変数を用いる。

世帯年収は，「100万円未満」から「1500万円以上」まで13カテゴリーの

うちから回答してもらい，回答結果を四分位点で分割しカテゴリー変数とし

て分析に用いる。なお，無回答は約1割で「不明」として分析に使用する。

子どもの情報については，子の性別を男子が1，女子が0として使用する

（男子＝51％）。学力データは，中学2年生対象の数学と英語のスコアを用い

る。

3．通塾の規定要因分析

3．1．通塾と学力の関連

ここでは，まず通塾行動と学力スコアの関連を把握しておこう。一般的

に，通塾している生徒ほど学力が高いことが想定されるが，「教育方針とし

ての非通塾」というケースも考えれば塾と学力の関連はそれほど単純ではな

いかもしれない。こうした関心から分析したのが，「通塾させている」，「方

針で通塾させたくない」，「経済的にさせられない」の3カテゴリー別に見た

学力スコアの平均値を比較した分散分析である（表2）。

分析の結果，数学でも英語でも経済的な理由により通塾していない生徒の

学力スコアが低いことがわかる。むろん，表2の結果は通塾の影響だけでな

く，家庭が貧困であることなどが入り混じったものではあるが，こうしたシ

ンプルな分析から貧困に起因する非通塾が学力とネガティブな関係にあるこ

とが把握できる。
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3．2．通塾の規定要因分析

それでは，通塾の規定要因を多項ロジット分析によって把握していこう。

表3がその分析の結果である。従属変数の基準カテゴリーは「通塾させてい

る」を設定しているので，表中の推定値は通塾させている親との対比による

ものである。

まずは，「方針で通塾させたくない」カテゴリーの分析結果を確認する。

母親の学歴の短大・専各ダミーがマイナスで有意である。つまり，母学歴が

中学・高校卒との対比において短大・専各であれば，子どもを通塾させてい

るということを意味している。また，子へ期待する学歴が，「短大・専各ま

で」「大学・大学院まで」のいずれもマイナスで有意である。よって，学歴

を期待している親ほど子を通塾させていることがわかる。

ただし，数学スコアについては，通塾している子よりも親の方針で通塾し

ていない子の方がスコアは高い。この結果は，親は現在の子の学力は十分で

あり，通塾させることは不要であると判断している結果を示しているのかも

しれない。

次に，「経済的にさせられない」と回答している親の規定要因を確認しよ

う。先の「方針で通塾させたくない」と同様に，母親の学歴の短大・専各ダ

ミーと子へ期待する学歴がマイナスで有意である。つまり，母学歴が中学・

高校卒との対比において短大・専各で，より高い学歴を期待している親ほど

子どもを通塾させているのである。

世帯年収に注目すると全て0．1％ 水準でマイナスに有意であり，第一四分

表2．通塾別にみた学力スコアの平均値（分散分析）
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位との対比において高い分位点ほど推定値も大きくなっており，世帯年収が

少ないほど子を経済的に通塾させられない状態であることがわかる（トート

ロジーではあるが）。さらに，同居人数と単親家庭もプラスに有意である。

つまり，同居人数が多かったり，ひとり親家庭であったりするほど経済的な

理由で子を通塾させられない状態であることがわかる。

最後に，学力スコアについて見ると，英語スコアが通塾させている子より

表3．通塾の規定要因（多項ロジット分析）
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も低位であることがわかる。本データからの厳密な因果関係への言及は難し

いが，いずれにしても，家庭の経済的理由から通塾していない子の英語学力

は通塾している子よりも低いのである5）。

以上の分析結果より，中学2年生の通塾について，子への教育期待に有意

差があることから，子を「戦略的に通塾させない」ということはなく，「通

塾させる」という行為自体が教育投資戦略という側面があることが示され

た。そして一方で，家計を理由として子を塾に通わせられず，その学力が低

位であることから，生活必需品として塾を欠いている層がいることが示され

た。

4．知見の要約とインプリケーション

本稿では，中学2年生の親子ペアデータを用いて，通塾の規定要因分析を

行った。ここまでの分析結果から導かれる学校外教育の利用にまつわる親の

姿は次のように描くことができるだろう。（1）通塾させている親は，母学歴

が相対的に高く，子への教育期待も高いが，子の学力が低い。（2）方針で通

塾させたくない親は，母学歴が高卒に留まり子への教育期待も高くないが，

子の学力が高い。（3）経済的にさせられない親は，家計は厳しく単親家庭で

母学歴が高卒に留まり，子への教育期待も高くなく学力も低位に留まる。

以上の分析結果を踏まえると，塾に通わせている親は，子を通塾させてい

ない理由が家庭方針であろうが経済的要因であろうが，子のより高いレベル

まで教育を受けることを望んでいることがわかる。つまり，子への教育期待

に関する限りは「戦略的に通塾させない」ということはなく，「通塾させる」

という行為自体が教育投資戦略なのである。

そして，貧困ゆえに子を通塾させていない親の存在を明確に浮かび上がら

5）表3は，学力スコアを従属変数に設定した重回帰分析の結果である。やや表2の
トートロジカルな分析にはなるが，英語スコアの結果において，通塾している生
徒に比べて経済的に通塾させられない子ほど学力が低いことがわかる。表4に結
果も，学校外教育バウチャーの必要性を示しているといえるだろう。
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せることができた。先に示した「子供の学習費調査」（文部科学省 2018）に

よれば，公立の中学生の保護者が負担する学習塾費は202，965円であり，月

に約1～2万円である。かつて盛山・野口（1984）が言及したように，平均

的な中学生の通塾費用の約1～2万円であれば「通常の勤労者世帯」にとっ

ては経済的な理由で断念せざるを得ないようなものではないだろう。それで

も，現代において中学生の非通塾の要因には金額負担の重さ，子への低い教

育期待，子自身の学力不振も関連していることが把握できた。

最後に本稿の分析が示唆する政策的インプリケーションを記述していこ

う。ここまでの分析から，貧困家庭にある子は学力が不振であるにもかかわ

らず，経済的な理由によって塾に通うことが難しいことが示された。そうで

あれば，こうした家庭にある子への学校外教育バウチャーの導入についての

議論が必要になるだろう（Akabayashi et al.2018；Kobayashi 2018）。

しかし，2008年に行われた「生活必需品調査」（阿部 2012）によれば，

中学生の塾利用は，一般には生活必需品として理解はされていないことが伺

える。当該調査では，「現在の日本の社会において，すべての子どもに与え

られるべきもの」についての意識が調査されており，その中に「親が必要と

思った場合，塾に行く（中学生以上）」という項目がある。回答結果は，「希

望するすべての子どもに絶対に与えられるべきである」が13．7％，「与えら

れたほうが望ましいが，家の事情（金銭的など）で与えられなくてもしかた

がない」が54．6％，「与えられなくてもよい」が27．4％ であった。中学生

の塾利用はかかるサポートは与えられなくても仕方ないという意見が多数派

なのである。

日本では，教育費を公的に負担すべきだという意識が希薄であることがす

でに知られている（中澤 2014）。本稿の分析結果はこうした先行研究と軌を

一にしつつも，親子ペアデータの分析から，貧困家庭にある子の学力不振と

非通塾の関連について明らかにし，学校外教育バウチャーの必要性を示した

ことで資料的な価値があると考える。
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〈付 記〉

本稿で用いたデータは，JSPS科研費JP18H00984，JP20K13911の助成を

受け収集された。

表4．学力スコアの規定要因（重回帰分析）
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Is Junior High School Students’ Use of Shadow

Education an Educational Investment Strategy or a

Daily Necessity? : Analysis of Parent-child Pair Data

NAKANISHI Hiroki

Although the use of shadow education has been positioned as an
educational investment strategy for children, mainly in the sociology of
education, recent discussions of relative poverty and child poverty suggest
that it is also a necessity for daily life. However, much of the previous
research has discussed shadow education only in the context of educational
investment strategies and poverty studies, respectively.

In this paper, we analyze data from a questionnaire survey of parents
with middle school children conducted in 2019 and matched with eighth-
grade academic scores. The results revealed that（1）middle school
students’ use of shadow education is divided into two aspects: “educational
investment strategy” and “necessities of life,” and（2）academic
performance of children from families with poverty as a reason remains
low. Having been able to present such evidence, this paper will have
significance as a basic resource for examining the need for out-of-school
education vouchers.

Keywords : shadow education, educational strategy, childhood poverty,
parent-child pair data, out-of-school education vouchers
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はじめに

現代の支配的文化は，いわゆる新自由主義的な文化であると言ってよい。

この文化のもとで，人間はひとりの私人として規定される。すると，あらゆ

る人はコスパのよい人間，市場価値を絶えず高めるために努力する人間，男

性は「できる人材」，女性は所与の職場環境で「男並みに働く女性」になら

ねばならない。また，この時代に法人は自然人と同様に政治活動をおこなう

主体としてカウントされる（1970年の八幡製鉄政治献金事件判決）。また公

務員は絶えず削減される対象となっており，議員は「身を削る改革」の標的

とされる。

こうした現代文化の背後には，固有の思想がある。F・A・ハイエク

（1899-1992）の思想は，その最も有力な思想の一つである。そこで，本稿

は彼の代表作である『隷属への道』1944および『自由の条件』1960を読み

解く試みをおこなう。とりわけ小論では，ハイエクの市場論が資本賃労働関

係を込みにしている論点に着目し，この点に彼の新自由主義思想の現代性が

あるとともに思想としての普遍性の欠如を見出す。このことをつうじて，彼

新自由主義を包摂する社会文化論
ハイエク『自由の条件』を素材に

キーワード：ハイエク，自由の条件，私人，社会文化，被雇用者

竹 内 真 澄
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自身の思想の中に支配的文化を内破する手がかりをつかむ試みをおこなって

みたい。

1．新自由主義とは何か

新自由主義は，1970年代以降現実の政治を動かす思想になった。1979年

にイギリスのM・サッチャー（1925-2013）が首相就任演説で「これが我々

の信じるものである」と取り出したのが，ハイエクの『自由の条件』1960

であった。ハイエクはこれに先立って1974年にノーベル経済学賞を受賞し

て，新自由主義の登場を世界に印象づけていた。サッチャーはこのように時

の政権において経済政策にハイエクの思想を応用した。国営企業を民営化

し，炭鉱を閉山に追い込み，労働組合運動にたいして大胆な破壊的影響を与

えた。同時期，アメリカでR・レーガン（1911-2004）が大統領（任期は

1981-1989）となった。彼はハイエクの『隷属への道』から強い影響を受け

たとされている。同時期に日本では中曽根康弘（1918-2019）が首相となっ

た（任期は1982-1987）。彼らは共通して減税，軍事化，自由貿易をすすめ，

レーガンは労働組合に対して1981年に職場復帰命令を無視した航空管制官

1万1359人を解雇したし，中曽根は三公社を民営化し，社会党の支持母体

であった労組を壊滅の淵に追いやった。このように，こと新自由主義に関し

ては，学問が政治を動かした以上，たんなる政治批判ではなく，学問批判ま

で遡及する必要が出て来る。

新自由主義の淵源は古い。それは1930年代に，社会主義，ファシズム，

福祉国家という3つの政治体制に対抗するために模索され，戦後ケインズ主

義的福祉国家と入れ替わりに現実政治に取り入れられた政治・経済思想であ

る。ハイエクは，戦中に『隷属への道』を発表して，これら3つの政治体制

を批判する立場を固めていた。この頃にすでにこう論じていたことを思い出

しておくのも悪くはない。
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「このごろよく言われるのは，民主主義は『資本主義』と相入れないだろ

う，ということである。だが，『資本主義』が私的所有の自由な行使に基づ

いた競争体制を意味するのなら，そのような意味でのみ，民主主義は可能に

なることを理解することこそ，はるかに重要なことである。集産主義の教義

によって経済体制が支配されれば，民主主義は自己崩壊を避けることができ

ないだろう」1）。

我々はハイエクを取り巻く知的環境がどうであったか，今となっては逆に

驚く。1929年の世界大恐慌以降自由主義の危機という論調が一般的通念と

なっており，1944年当時は，民主主義を発展させれば社会主義に至るとい

う論調は非常に強力であった。自由主義者であるK・マンハイム（1893-

1947）でさえ，民主的計画論をもって民主主義論の中心に据えたほどであ

る。だから，ハイエクとしては，このような逆風に抗して，資本主義と民主

主義の同一性を説かねばならなかったのである。

ハイエクはもちろん単独で新自由主義思想を作ったわけではない。彼は若

いころ社会主義に傾いた時期があった。しかしL・ミーゼスの『共同経済論

（社会主義論）』を読んでショックを受けて転向したとされる。ここから先行

する様々な自由主義者の影響を受けて，彼自身の立場を確立した。系譜的に

は，H・スペンサー（1820-1903）→K・メンガー（1840-1921）→L・von・

ミーゼス（1881-1973）→ハイエク（1899-1992）という，19世紀自由主義

から20世紀新自由主義への系譜のなかで育ったといってよい。

こうした思想をより骨太に，そしてより洗練させる形で書きあげたものが

主著『自由の条件』である。

1）Hayek, F.A.,2004Der Weg zur Knechtschaft （DWzK ）, Gesammelte Schriften
in Deutscher Sprache, Bd．1．Mohr Siebeck, SS．63-64, F．A．ハイエク，西山千
明訳1992『隷属への道』春秋社，87頁。
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彼の立場から見れば，これら3つの政治体制はいずれも市場メカニズムに

不必要な国家介入をおこなうものであり，「国家集産主義」という共通の特

徴をもつものとみなされる。もともと人間の自由とは強制からの自由であっ

て，とりわけ国家からの自由こそが私人の自由にほかならないのであるが，

国家集産主義は国家依存の体制をつくるものであるから，人間の自由を根本

的に損なう。したがって，新自由主義は，自由な市場を回復すればするほ

ど，それだけ一層人間の自由が実現すると考える。

このように，私人としての近代的個人の自由の根本にまでたちかえって国

家集産主義を批判するというのがハイエクの学問的野心である。

2．『自由の条件』の基本的構成

「アメリカに成長しつつある未知の文明のために」という巻頭の献辞が示

すように，ハイエクは古いヨーロッパはすでに多かれ少なかれ集産主義に汚

染されているとみていた。「西欧の知識人は自由の本来の信念を広い範囲に

わたって放棄した」2）と彼はこの書の序言で書いている。「首尾一貫した自由

主義の見方の基礎になりうる全哲学を十分に説明している著作─自由主義の

理想を理解しようと思ってひもとくことのできる著作─はないように思われ

る」3）とも言う。過去の伝統的自由主義の著作は，「現代の具体的な問題」に

自己の原理を適用したものではない。それゆえに，「自由の哲学の基本原則

を包括的に再叙述してこの問題を研究する気になっていった」4）のだとハイエ

クは述べている。

まず第1部で，「自由の価値」が論ぜられる。ここでハイエクはなぜわれ

われは自由を欲するか，そして自由とはどういうことであるかを説明する。

2）Hayek, F.A., 1971Die Verfassung der Freiheit （DVdF ）, Gesammelte
Schriften in Deutscher Sprache, Bd．3, Mohr Siebeck, S．3，気賀健三，古賀勝次
郎訳『ハイエク全集 5』自由の条件Ⅰ，春秋社，3頁。

3）Ibid ., S．3．訳10頁。
4）Ibid ., S．4．訳10頁。
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第2部「自由と法」で，西欧の人間が個人的自由（これはすなわち私人の自

由を指す）を検討する。第3部「福祉国家における自由」で，自由主義の原

則を今日の危急の経済的および社会的問題の一部のものである福祉国家に応

用して吟味する。これらの作業を通じてハイエクは，「2000年以上を通じて

ゆっくりと発展してきた人間共同生活の哲学の哲学」は「最近数世代は，衰

退の時代を経過している」が，「われわれの文明の衰退を望まないかぎり，

この体制を復活させなくてはならぬ，というのが，本書の回答である」と宣

言した5）。

しかしながら自由主義を復権させるという彼の訴えは，ロック的な古典的

自由主義の可能性にかけるものではなかった。すなわち，個体的私的所有の

時代の自由主義を復権させることではなかった。それは，不可能であり，時

代錯誤でもあった。ぎゃくに，ハイエクは20世紀の，人口の圧倒的多数が

被雇用者であるような社会的条件のもとでの自由主義を探求した。ここにこ

そ，ハイエクの自由主義の現代的な性格がある。

3．私人と個人の目的自覚的な混同

ハイエクは自身がオーストリア学派に属し，ドイツ語と英語で論文を書い

た。『隷属への道』および『自由の条件』もまたドイツ語版と英語版がある。

一般的にいうと自由主義思想は，私人private Person，個別者Einzelneと個

人Personを同一視する傾向がある。この同一性はたんなるイデオロギーで

はなく，小経営が支配的なある時期には真実であった。けれども，資本主義

が一般化すると，私人と個人は自覚的に混同されるようになった。それは，

市場経済の自由なしには個人の自由はないという純然たるイデオロギーに転

5）Ibid ., S．8．訳15頁。なお，この序文でハイエクは，個人的自由persönliche
Freiheitとは個別者Einzelneの自由のことであると自明のように論じている。『自
由の条件』全編であまりにも高い頻度でこのことは繰り返されるのであるが，実
はこの前提自体が疑われねばならないことを読者は知っておく必要がある。
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化した。

ハイエクもまた私人private Menschと個体Individuum，個別者Einzelneと

個体Individuum，個別者Einzelneと人格Personを完全に同義に使っている。

ヨーロッパにおける自由主義の起源からの同一性を彼は自覚的混同へひきあ

げた。混同には理由がある。個人とは，旧共同体から脱した自由な人間のこ

とである。この時期に個人は私人として，つまり民間領域をたちあげる排他

的私的所有の主体として出現した。だから，これが私人を個人との同一性に

おいてとりあげた理由となった。いま，ハイエクに反して，個人Individuum

を歴史貫通的な意味に取れば，個人は私人という歴史的な形態をとって現れ

る。しかしながら自由主義は，諸個人と私人の，歴史貫通的な概念と歴史的

な概念の区別を見失い，私人をこそ基底的人間観として選ぶのであるから，

自由主義思想は思想構成においては私人を個人と自覚的に混同するのであ

る。ハイエクがこの流儀に従っていることは明らかである。

この混同は英語版『隷属への道』および『自由の条件』によく現れてい

る。英語版ではドイツ語版の私人を表わす個別者Einzelneは自動的に個人

personまたはindividualに置き換えられている。個別者Einzelneとは，ヘー

ゲル・マルクス的には私人，すなわち孤立化した個人isolated individualで

あって，もっというと疎外された個人であるが，ハイエクの用語圏では

Einzelneは市場の正常な個人であって，いささかも否定的な意味を含まな

い。ハイエクにあっては，私人の自由なしには個人の自由はないから，自由

社会の危機は個人の危機に等しいわけである。

ここから自由の定義に移ろう。自由は，ここで強制の反対概念として考察

される。ハイエクによると，強制とは「ある人の環境または事情が他人に

よって支配されていて，その結果，より大きな災いを避けるために，その人

が自分自身の首尾一貫した計画にしたがうのではなくて，他人の目的に奉仕
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するように行動を強いられることをいう」6）

ハイエクの自由観を要約すると，自由とは恣意的な強制から自由な私人の

自由である。自由／強制は対語であり，これは私人private Person／国家Staat

に対応する。ただしハイエクは，強制を防ぐためには＜私人＞を超えた国家

が有する「強制の脅威」にたよるしかないと述べており，ここに法の支配を

強調するハイエクの自由主義の特徴がある。

「しかし，強制は全面的に避けることはできない。というのは，強制を防

ぐ道は強制の脅威によるしかないからである。自由社会はこの問題に対応す

るために国家に強制の独占権を与えた。そして，国家のこの権力を私人

private Personenによる強制を防ぐことが必要である場合だけに限定しよう

と試みた。このことが可能であるのは，個別者Einzelneのある既知の私的領

域を他人の干渉にたいして国家が守ることと，これらの私的領域private

Bereicheを限定することによるしかない」7）。

20世紀になると私人間の利害は様々に複雑化し，その対立も激化した。

しかし，だからと言って，私人が別の私人を強制することはあってはならな

い。私人間の強制を避けるためには，この強制を押さえるための別次元の強

制が必要である。これが公的強制である。国家は最小限の強制を行使する

（法の支配）ことをつうじて市場のルールを守るのであって，このことが

けっきょくは私人の本拠地である私的領域を守ることにつうじる。＜私人＞

の間の強制をふせぐために最小限の権力国家を請求するという論理は，19

世紀の古典的自由主義からハイエク的な20世紀的新自由主義を区別させる

ものである。だから，ハイエクが自由社会と計画社会（計画経済）を対照す

る場合，前者は私人の自由を最大限許容する社会であり，後者は私人の自由

6）Ibid ., S．29，訳35頁。
7）Ibid ., S．29，訳36頁。
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を抑圧する社会である。要約すれば，新自由主義の下で「大きい政府」は拒

否されるが，強力な階級的法治国家は推奨されるのである。

このような視点から言えば，ハイエクの新自由主義は，自覚的に私人を個

人と混同するという手続きを踏まえたうえでなされた，＜私人＞の復権である。

4．私人の階級的構成

古典的自由主義が過去のものであることをハイエクは踏まえている。それ

は，人口に占める被雇用者の割合の圧倒的な多さを認めたことを意味する。

こ の 場 合，ハ イ エ ク が 被 雇 用 者 と い う の は，非 独 立 的 稼 得 者

Unselbständigerwerbendenまたは従属的労働者abhängiger Arbeiterのこと

である8）。これは自由主義がもともと独立した小経営者の社会で発展したこ

とを考慮した結果である。ハイエクはこうした新しい社会的条件は過去のも

のになったと考え，次のような疑問を提起する。

「われわれの大多数が大組織の被雇用者Arbeiterとして働き，自分では所

有しない資源を利用し，ほとんど他人によって与えられる指図Anweisung

にもとづいて行動するとき，重きをなす人びとのほとんどが，自分の生計を

たてる活動において独立していた社会に通用していたこれらの原則（個人的

自由を最大化するという原則…竹内）は今日なおどれほど有効であるだろう

か。とくにもしも今日，独立人Unabhängigenが社会のますます小さくかつ

影響力の少ない部分を構成しているとすれば，この理由により，自由社会の

幸福にたいするかれらの貢献度は重要性を失っているのだろうか。それと

も，独立人はいまだそのための欠くことのできないものであろうか」9）。

8）Ibid ., chap．8訳第8章。
9）Ibid ., S．153，訳171-2頁。
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ハイエクによれば，被雇用者社会は，大多数の被雇用者を裾野におきなが

ら独立人をその頂点におく「一つの巨大な雇用のヒエラルキー」10）を形成す

る。だから，独立人は少数化したとはいえ，消滅したのではなく，ポジショ

ンを変えて，位階制の頂点に残ったというのがハイエクの理解なのである。

しかも，ハイエクは独立人の位置が変わったことは，被雇用者自身の自由

（長期的な利益）に貢献すると論じている。

被雇用者の自由がハイエクの自由論における重要な焦点になってくる。一

体階級社会の被雇用者がその位階制のもとでこそ自由である，とはどのよう

な意味で言いうることなのであろうか。ここにハイエク思想にとっての核心

的な問いが向けられる。なぜなら，独立人の自由のみならず，多数の被雇用

者の自由を保証できなければ，現代自由主義の思想としての普遍性を確立す

ることはできないからだ。

ここでハイエクの特異な洞察が展開される。ハイエクによると，被雇用者

は自由社会の核心である経営の自由に関心をもたない。関心があるのは，

「功績と適切な報酬」11）である。だから，被雇用者は「彼らの暮らし方全体に

直接関係のない決定を他人がすることができることに，彼らの自由が依存し

ているという事実は，かれらには，しばしば理解しにくい」12）。ハイエクは

資本主義を不自由だと罵る労働者の一部に見られる左翼的言説に配慮してい

る。しかし，この不自由論は見かけだけのことである。ハイエクによれば，

被雇用者は資本が指図する責任を負うことを我がこととして行わずに生活で

きるし，またそうしなければならないので，その必要性がわからず，「被雇

用者の生活には滅多に生じない行動機会に対して，ほとんど重要性をみとめ

10）Ibid ., S．154，訳173頁。
11）Ibid ., S．154，訳174頁。
12）Ibid ., S．154，訳173頁。
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ないのである。独立人がかれの役割を遂行しようとすれば，自由をいくども

行使することが大切であるのに，その自由を被雇用者は不必要とみなす」13）。

要するに指図責任をもたない範囲で被雇用の位置に甘んじることこそ彼らの

自由であるとハイエクは述べているように思われる。

理論上の問題は，ロック的な自由主義─これはもうそのままの形態では通

用しない─を20世紀的な階級社会の文脈で形態化することである。だから，

ここには経営に責任を負った独立人の指図の自由と，被雇用者の無責任な，

しかし，経営には無関心な自由が対照化され，そのうえで両者の自由の同一

性が語られているわけである。ここでの同一性とは，経営の指図に独立人は

関与するが，被雇用者はそれに関与しないにもかかわらず，両者はともに自

由な社会の自由（恣意的な強制からの自由）を享受するという意味である。

ここで階級社会における独立人と被雇用者の同一の自由というハイエクの

思想をどう評価すればよいであろうか。興味深いのは，ハイエクが被雇用者

の自由は，マルクスの概念で言う「労働処分権」をまさに放棄することにあ

ると，事実上語っていることである。もともとロック的自由主義のもとでは

万人が経営上の意思決定の主体であった。そこから独立心の旺盛な個体性の

文化が花開いた。しかし，それはブルジョア民主主義の基礎であって，早晩

これは崩壊するほかはなかった。ハイエクの新自由主義は独立人が雇用者

Arbeitbgeber（仕事を与える者の意）となった段階の自由主義の歴史的形

態である。雇用者は被雇用者の労働を自由に処分する。そこに資本主義固有

の搾取の秘密もあったのだ。だからハイエクは，ここでは「裏返しのマルク

ス」なのである。すなわち，被雇用者は労働処分権を失っているけれども，

それを奪い返したいとはまったく考えていない。だから彼らは自由（責任を

負わないでいて体制の便利さを享受する）なのだというのがハイエクの診断

である。ハイエクが，「裏返しのマルクス」であるのはまさにここにおいて

である。マルクスは，雇用者の労働処分権／被雇用者の労働処分権の喪失，

13）Ibid ., S．154，訳173-174頁。
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という二分法をたてて，後者の自由の回復を論じた。しかし，ハイエクは反

対にこの二分法に依拠してマルクスのいう「自由の喪失」にこそ被雇用者の

自由があると論じている。

自由社会こそが被雇用者に自由を与えるという論理は2段階になってい

る。第一段階は競争社会一般の肯定であり，第二段階はこのなかでの労働処

分権のゆくえに関わる。第一段階の論理はこうだ。

「確かに競争社会では，貧しい人に開かれている機会は，富裕な人のそれ

よりきわめて限られている。しかしそれでも彼らが，異なった形態の社会で

もっと多くの物質的安楽を意のままにしている人より自由であることは，変

わらず真実である。もちろん，競争のもとでは，貧乏な状態から人生を始め

た人が富豪になる可能性は，遺産を相続した人がそうなる可能性よりはるか

に少ないことも事実である。だが，その可能性は充分存在するし，より重要

なことは，競争体制こそ，権力者の好意によってでなく，ひとえに自分の努

力や運によってそれを可能にさえ，また誰かがそれを妨害しようとすること

を禁じる，唯一の体制だということである」14）。

ひとえに自分の努力や運によって生きようとする人々は，競争体制を肯定

しなくてはならない。それだけではない。自由社会は階級社会なのだから，

階級社会をこそ自由の社会とみなすための論理が必要である。被雇用者は決

して不自由ではないとハイエクは言う。「他人の命令どおりに行動すること

が，被雇用者にとっては，自分の目的（功績と報酬…竹内）を達成する条件

である」。むしろ「たとえその仕事をひどく嫌いながらも仕事を続けねばな

らなくなるかもしれない」としても，契約の自由さえあれば代替的な雇用を

さがすことができる。「被雇用者の自由が，いろいろな種類の雇用者が多数

存在することに依存するということは，もし，雇用者がたったひとりしか存

14）Hayek, F.A., DWzK, S．92，訳131頁。
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在せず─すなわち，国家─，職に就くことが唯一つ許された生計の手段であ

る場合に存在するような状況を考察すれば明白である」。社会主義に比べれ

ば，被雇用者はずっと自由だというのである15）。けっきょくのところ，被雇

用者の自由とハイエクが言っているのは，競争経済の自由なのである。

契約の自由は，当然ブルジョア社会の文化の中核にある。そして，もし独

立人も被雇用者も，ひとしく競争経済の自由によって自己の自由を構成する

のであるならば，これを破壊する敵に対して共同で戦わねばならないことに

なろう。その敵こそは「集産主義」であり，なかでも最も手ごわいものは社

会主義（国家社会主義）なのである。

やはり，ここでも『隷属への道』の結論は維持されている。「今日の世代

が忘れ去ってしまっていることは，私有財産制は，財産を所有する者だけで

なく，それを持たぬ者にとっても，最も重要な自由の保障であるということ

である。つまり，生産手段の管理が独立活動をする多数の人に分割されてい

るからこそ，誰も人々の運命を左右する完全な権力を持ちえないし，人々は

それぞれ自分がどうやっていくかを決定することができる。もしあらゆる生

産手段が一つの手にゆだねられるとするならば，──それが「社会」全体と

いった名目であろうが，あるいは独裁者であろうが──，その管理権を行使

する者は，人々に対して完全な権力を振るうことになろう」16）。

5．ハイエクによる社会文化にたいする攻撃

労働者は労働処分権をまったく欲しないという観察は正しいだろうか。資

本主義とは，労働力が商品化した社会である。ここで，労働力は二つの交換

過程を経過する。第一の交換過程は流通過程で行われ，労働力と賃金の交換

がおこなわれる。第二の交換過程は生産過程で行われる仕事と労働の交換で

15）Hayek, F.A., DVdF, S．155，訳175頁。
16）Hayek, F.A., DWzK, S．93，訳133頁。
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あり，ここで剰余価値が生産される。もしも，労働処分権を独立人に丸投げ

してしまうと，労働者は24時間労働を処分され続けるであろう。しかしこ

れは現代では本質的にありえないことである。なぜなら，ハイエク自身が認

めているとおり，労働組合の結社の自由は，自由主義者さえ認めたものであ

り，被雇用者の自由の一部であるからだ。ところがハイエクは労働組合の合

法化の歴史を辿ったうえで，組合はいまや権力化しており，それは目に余る

乱用をされているという。ハイエクは，そこで労働組合に節度を要求し，市

場に代わる管理を求めないことを約束させる。なぜなら，「市場に代わる唯

一のものは当局（国家…竹内）による管理である」からだ。

このように，ハイエクは競争経済，すなわち自由社会と，これに代わる管

理，すなわち計画社会とを対置し，組合の自由は計画社会ではなく，自由社

会を擁護することにあるべきだとしている。

いま，自由社会の労働組合という論点を認めるとしよう。しかし，この場

合，ハイエクが考えている様に労働組合は労働処分権に無関心でいられるだ

ろうか。不可能であろう。労働力消費の人間的限界をめぐる闘争，労働日の

限界をめぐる闘争は，相変わらず現代的課題であり，「過労死のない社会を」

というスローガンは，いまや被雇用者の共通の声である。これは，「経営権

の奪還」などという大それたものではないかもしれない。しかし，そうであ

るからと言って，経営権の作動の一部を労働組合の意志によって変更させる

ことなしには，被雇用者は自己の健康を維持することさえできないであろ

う。もし，そうだとすれば，ハイエクのように極端に被雇用者は功績と報酬

にだけしか関心がないと診断することはできないであろう。この点で，ハイ

エクの自由社会論は支配的文化の核心にふれており，連帯をめざす社会文化

論の可能性をその初発の所で拒んでいる。しかし，これをもう一度裏返すな

らば，被雇用者の非全体主義的管理の可能性を追求する社会文化が，むしろ

ハイエクの論理のその空隙から引き出されるのではなかろうか。

すると，ハイエクは，独立人（雇用者）の法の支配，ありていに言えば排
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他的私的所有の論理に沿って被雇用者の関心をわざわざ狭く解釈している，

ということがわかった。それは十分に合理的な洞察とはいえないが，ここに

ハイエクの新自由主義の核心がある。しばしば誤解されているように，ハイ

エクと言えば市場の自動調節機能を擁護する論者と思われがちである。しか

し，そうではない。ハイエクの思想の真骨頂はたしかに社会主義，ファシズ

ム，福祉国家など一切の国家による介入主義への反対であるが，それが忌み

嫌われるのは，経営権の核心にある「労働処分権」の自由にこそ自由の根拠

を置いているからなのである。このことはハイエクの『自由の条件』をここ

に述べてきたように読めば証明できるのである。

6．被雇用者は何を望むか

ハイエクには労働処分権の自由を自由そのものと同一視する論理があるこ

とが理解されたであろう。そして，もし社会文化を発展させる論理を，ハイ

エクの裏読みから引き出すならば，あらためて被雇用者の欲する自由とは何

か，という問題を考えねばならない。ハイエクが恐れているものが存在し

た。それは，けっきょく労働者による労働処分権の回復という思想に直接間

接にふれる問題領域であった。このような問いかけが，いつなんどき被雇用

者から提起されるかもしれない，というのがハイエクの最も恐れることで

あった，だからこそ，彼は自由社会（法の支配）を擁護した。すなわち，ハ

イエクが求めたものはたんなる市場の自由ではなく，市場の自由のさらに内

側にある資本の「労働処分権」なのであった。

もしそうであるとすれば，ハイエクの立論の中には，非全体主義的な社会

文化を構想する余地が，しかも広大な可能性が，残されていると言わねばな

らない。

7．反全体主義的な福祉国家への道

ハイエクは，すでに『隷属への道』において次のように論じていた。「今
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日において社会主義とは，もっぱら課税という手段を通じて広範囲な所得の

再分配を行うことを意味しており，また，福祉国家という制度のことを意味

するようになってきている。この福祉国家という形態においては，本書で警

告したような事態（全体主義…竹内）は，もっとゆっくりとした，間接的

な，不完全な形でしか現れないだろう。けれども，事態が現れてくる過程は

この本で論じたこととまったく同じではないにしても，究極的な結果はここ

で警告したようなものになっていくだろうと，私は確信するものである」17）。

この発言は1976年に書かれたものである。ゆえに『自由の条件』を踏ま

えてハイエクがこう書いたことを忘れてはならない。すなわち，ハイエクが

『自由の条件』で「福祉国家における自由」を論じたからと言って，彼は福

祉国家が自由を守る体制だとは一言も述べなかった。反対である。それは福

祉国家における自由こそが反自由に転化する危険なものであることを一貫し

て論じているのである。

しかし，ここまで見てきたように，ハイエクの自由論は相変わらず独立人

に固有の自由論を被雇用者に適用したものであり，ここには無理がある。も

しそうであるならば，反全体主義的な社会文化を追求する可能性がハイエク

の理論的空隙にあるという見通しをもつ者として，我々が反全体主義的な福

祉国家を論じる余地も大いにあると考えてはならないのであろうか。

しかも，この場合，福祉国家はたんに「市場に反する政治」（エスピン＝

アンデルセン，G）というような国家と市場の関係性においてではなく，こ

こまで論じてきたように労働者の「労働処分権」の回復という文脈で考えら

れねばならない。果たして福祉国家とは何かという問題が，まさにハイエク

を読解したあとでどう変化するのかが問われるわけである。

ここで図を提示したい。

17）西山千明訳『隷属への道』1976年版への前書き。
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この図は，労働処分権の二段の構造を示したものである。通常の資本主義

では，資本家が労働者にたいして「労働処分権」を行使する（指図①）。指

図①は，所有による絶対的なものである。個々の（個別的な）労働者がどん

なにそれを嫌がろうが，変革することはできない。なぜなら，労働力が商品

化すれば，自動的に「労働処分権（指図①）」は資本（会社側）に帰属する

からである。したがって，さしあたり，個々の労働者は資本の上からの指図

①を受容する以外にない。

ところが，個々の労働者がなんらかの政治的運動をつうじて社会権の思想

で合意し，常識を維持できるならば，事情は大きく変わってくる。この場

合，資本主義的私的所有はまったく変わらないがその運用の形態は変わる。

なぜなら，資本の労働者にたいする指図①は相変わらず資本家の側（会社

側）に帰属するとはいえ，福祉国家が社会権的な意思によって民間領域に介

入するようになると，福祉国家は資本と労働の上流に位置するために，労働

時間，最低賃金，法人税，環境保全などの，資本の指図が及ぶ全範囲にわ

たって指図する者に指図することになる。指図②は指図①の具体的な運用に

巨大な影響を与えるのである。しかも，それは，被雇用者から切り離された

全体主義的干渉ではなく，まさに指図される者が指図する者に指図するとい

う，自由意志の拡大なのである。これこそが，労働者が求めている自由でな
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くて何であろうか。

8．社会権的意思の合意に反対するハイエク

ハイエクの自由論は結局のところ独立人（雇用者）という階級の立場に

立った自由論であった。換言すれば，被雇用者の自由は，その枠内に同化，

縮小されていたかぎりでの自由論に矮小化されていた。

この場合，被雇用者は労働処分権の回復の最初の一歩として福祉国家をつ

くるための社会権的意思を合意によってつくらねばならない。ところが，ハ

イエクはおよそ合意というものをきびしく限定する。

ハイエクは，現代のハーバーマスのような合意主義者に対抗するかのよう

に言う。

「自由主義の教義の最大の貢献は，合意Übereinstimmungが必要とされ

る主題の範囲を，自由な人間が構成する社会（資本主義…竹内）でも合意が

存在しているような部分にだけ限定した，ということである」18）。

すなわち，合意の範囲が小さければ小さいほど市場メカニズムは大きくな

り，反対に，市場メカニズムが小さく限定されてくるならば，合意の範囲が

大きくなる。したがってハイエクの立場からすれば，合意の範囲はできるだ

け小さく限定されたものでなければならない。というのも，ハイエクにおい

ては，諸利害や関心が多元的に分散した自由社会が常態として考えられてお

り，合意というものは部分的にしか成り立ちえないものであって，諸利害と

ともに価値や理想も原理的には市場メカニズムによって調整されるべきもの

であるからだ。

18）Hayek, F.A., DWzK, S．64，訳87頁。ハーバーマスは『事実性と妥当性』にお
いてハイエクの市場メカニズム概念を参照したことを明らかにしている。
Jürgen Habermas,1992Faktizität und Geltung, Suhrkamp, S.189. ユルゲン・
ハーバーマス，河上倫逸他訳2002 『事実性と妥当性 上』未来社，185頁。
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ハイエクは，市場メカニズムをゆがめる萌芽として，したがって全体主義

の萌芽として合意論を位置づけるであろう。

これを逆さまに読めば，労働者の自由は，まずは指図①を指図②によって

規定することであり，労働者の労働処分権の部分的な回復にこそある。これ

は法外な要求のように見えるかもしれない。しかし，実は古典的自由主義が

想定した自由は，そもそも人間の自由とは自分を自分が処理する自由であ

る。ロックはこのことを述べて言う。「人それぞれが，他人の許可を求めた

り，他人の意志に依存したりすることなく，自然法の範囲内で，自分の行動

を律し，自らが適当と思うままに自分の所有物や自分の身体を処理すること

ができる完全な自由な状態である」19）。あるいは，これは市民政府のなかで

の自由の規定であって，職場の自由について述べられたものではない，と反

論する人がいるかもしれない。しかし，そうではない。これは自然状態にあ

たる根本的規範であって，市民政府と市民の関係に限定されるどころか，あ

らゆる社会領域に原理的に貫徹すべき自由観である。

もしそうであれば，古典的自由主義の考えた独立人の自由は，自由社会で

万人に保障されていないことにならないだろうか。むしろ，福祉国家は，指

図されながら指図しかえす矛盾的動態において絶えず自由を拡大しようとす

る社会権的意思の運動形態なのである。

ハイエクの「自由社会」に抗して「指図する者に指図する」福祉国家こそ

が社会文化をサポートするものとなる。

9．新自由主義の世界史的意義

20世紀の歴史は，おおむね戦争と福祉国家の歴史であった。私人が生み

出した様々な矛盾，相克，問題を解決するために，公民（兵士になることを

19）Locke, J.1960Two Treatises of Government, Cambridge University Press, Ⅱ
chap．2J・ロック，加藤節訳2002『統治二論』後編第二章「自然状態について」
岩波文庫。
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含めて）であることに活路を見出そうとする試みが20世紀の歴史の前半を

占めていた。社会権というのは，この視点から言えば，資本家も労働者も公

民的観点からみて正義と公共性を守らねばならないという考え方である。

私人に抗する公民概念の拡張の中でこそファシズム（それはゆがんだかた

ちでドイツ国民であることを誇った排外主義を含む）と社会主義，さらには

福祉国家が登場したのであった。しかし，公民概念の拡張はおのずと限界を

もっていた。近代世界システムの中で個々の国民国家ごとにどのように公民

概念を膨らましたにせよ，それは城内平和を求めるナショナルなものを超え

ることはできない。

しかも，戦後福祉国家における公民権の拡張は，財政負担を増大させ，各

国民国家のなかの所得再分配をあまりにも高める危険があった。そうなる

と，所得の70％ 程度が国家に徴収されても，国民はそれにたいして正義感

で耐えねばならないということになってしまう。そこで振り子は逆に揺り戻

した。このとき新自由主義が現実政治で登場したのであった。国民国家の公

的セクターの比率が過剰に高まると，今度は小さい政府を求める動きがでて

きた。それは本質的に世界市場の自由なメカニズムを解放するためにはこれ

以上福祉国家が増えることは危険であるという判断を含んでいた。もちろん

これが社会問題を解決するために模索されてきた福祉国家という回答を乱暴

に水に流すものであったことから，福祉国家の破壊は社会問題をグローバル

に開放することになった。新自由主義はいくたの別の矛盾，相克，問題を投

げかける。柄谷行人はそれを「戦争，環境破壊，経済的格差」とまとめてい

る20）。たんに市場メカニズムが社会問題を生み出すわけではない。そうでは

なくて，資本の専制を込みにした市場主義の拡張が社会問題を生み出すの

だ。この意味で，ハイエクが私人を復権させたことは，反転して，過度に市

場に依存したファシズムを生む温床となる。

20）柄谷行人2006『世界共和国へ』岩波新書，224頁。
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新自由主義は新しい，しかも耐えがたい抑圧を世界規模で開放すること

で，一国規模の国家介入主義を終わらせる意味をもつ。ハイエクの理論革命

によって，一国規模の国家介入主義に代わって，世界史的な規模で新自由主

義が制覇したが，まさにそのことは，21世紀の民衆によるグローバルな自

治の在り方を改めて模索させるものとなる。

この模索は，＜私人＞の自由をたんに国民主義的に乗り越えようとした福

祉国家の公民主義的プロジェクトを再編し，鍛えなおし，グローバルな規模

で再構築させる原動力となる。

まとめにかえて

以上論じてきたように，ハイエクの自由論は私人の自由論であり，すぐれ

て独立人（雇用者）の自由論であった。興味深いことにハイエクは階級社会

という文脈を重視して自由論を展開したが，この場合被雇用者の自由は，雇

用者の自由論の枠内に同化，縮小されている。しかし，これでは，万人の普

遍的な自由を共通の枠組みにおいて語ることはできない。そこに思想として

の新自由主義の弱点がある。被雇用者は，経営権の内容に断じて関与せず，

ただ功績と報酬のみに関心を持つだけであると想定されていた。しかし，現

実には，そのようなことはありえない。日常的な職場の現実（労働時間，労

働強度，最低賃金，人事政策など）が資本の指図の具体相にふれさせるから

だ。したがって，ハイエクの思想には，資本家の経営権が多数の労働者の傍

観を前提にして市場メカニズムが作動するという非現実的な空隙がある。こ

れを逆さまに読めば，万人の自由を普遍的に求める場合の可能性が追求され

なくてはならなくなる。つまり自由は独立人だけがもつ労働処分権を，労働

者も回復することに置かれねばならないという，ハイエクが最も恐れ，かつ

除外してきた自由論の可能性こそが考察される余地が出てくる。

いま，ハイエクの「自由社会」に抗して完全な「計画社会」の可能性をう
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んぬんすることはやめておこう。ただ，ハイエク自身が認めているように，

雇用者は少数であり，被雇用者は多数である。それは，雇用者が被雇用者を

指図する必要を生むのであるが，自由社会のゲゼルシャフト的な性格の中に

否応なく労働の直接的な，したがってゲマインシャフト的に結合された計画

性を導入するものである。したがって，ハイエクが考えるほどには自由社会

と計画社会は水と油のように整然と対照化できるものではない。反対に計画

社会は自由社会の中に胚胎するのだということをつけ加えておこう。

だから，彼が，マイルドに全体主義を招くと考えた福祉国家は，現代では

完全に忌避できるものではないし，そうされるべきでもない。なぜなら，こ

れは自由社会が内在的に生み出す労働の社会化を基礎にして「指図する者に

指図する」制度的基盤を据えるものであって，労働者や市民の利益から宙に

浮いた全体主義をもたらす恐れはないからだ。そしてこれこそが社会文化を

サポートするものとなる。

ハイエクの新自由主義が世界中に広がった一つの大きな理由は，それが多

国籍企業の活動の自由に適合的な議論を提供したことにある。たしかに，世

界市場のたくましい運動によって，個々の国民社会を一国主義的に制御しよ

うとする福祉国家は1970年代に危機に陥ったし，現在も防御に忙殺されて

いることは間違いない。しかしながら，これは福祉国家の核心にある「指図

②」の思想を無化するものではない。逆である。福祉国家の運動は新自由主

義が開拓した世界市場規模の運動にあわせてもう一度グローバルに展開せざ

るをえない。すると，それは福祉国家連合の試みとなって再建されるであろ

う。

もともと，19世紀の自由主義にたいして社会的自由主義が登場した時，

L・T・ホブハウス（1864-1929）は福祉国家の創出に参加し，「幸福の物理
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的環境は，ひとつの協同の産物である」と述べた21）。この協同こそが社会文

化の核心である。これにならって言えば，幸福の時間的・空間的環境は，ひ

とつの協同の産物である。いま，新自由主義は幾億人，幾十億人の生活を窮

地に追いやり，塗炭の苦痛を人々に与えている。ハイエクは階級社会の中で

の雇用者の経営権の特権性を合理化したが，独立人の自由の資格を雇用者に

だけ限定するのではなく，万人に与えることが自由の普遍性にかなうものと

なるはずである。「指図する者に指図する」という福祉国家の矛盾は，事柄

の過渡期性を表わしていると言わねばならない。

21）J. A. Hobson and Morris Ginsberg c1993 L. T. Hobhouse:His life and work,
London:Routledge/Thoemmes Press, p．272．
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F. A. Hayek (1899-1992) was one of the most sophisticated thinker of
contemporary neoliberalism. His main work is The Constitution of Liberty,
1960. This is a detailed development and redescription of the principles of
liberalism of The Road to Serfdom, 1944.

If we call contemporary neoliberalism the dominant culture and, on the
other hand, the culture of social solidarity the social culture, can we not
draw the latter intrinsically from the former?

For this purpose I have considered the section ‘Employment and
Independence’ in Part 1, Chapter 8 of The Constitution of Liberty.
According to him, the modern era is not the era of the ‘independents’,
characterised by private property based on one’s labour. It is an era in
which the majority of us work as employees. Independents command, and
employed people act ‘on the basis of commands given to them by others’.
What, then, does it mean that such a society means freedom for the
employed?

Hayek lumps together fascism, socialism and the welfare state as
‘collectivism’, all of which will sooner or later destroy the ‘free society’.
Indeed, fascism and Soviet socialism collapsed due to a lack of freedom.
What about the welfare state? However problematic the welfare state of
the past may have been, the free society he relied on is the backdrop to
the neoliberalism of the 21 st century, which has brought “war,
environmental destruction and economic inequality” (Kojin Karatani).
Neoliberalism remains unable to solve them.

In view of this diagnosis, the freedom Hayek celebrated was freedom
from coercion, especially from the arbitrary coercion of the state. This is

A Socio-Cultural Theory of Inclusive Neoliberalism

TAKEUCHI Masumi
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the freedom of the separated Einzelne, which ultimately means the
freedom of the private person. Moreover, since the private person is a
concept that includes both the independent person and the employee,
Hayek’s principle of freedom not only results in the freedom of the private
person alienated from the community, but also has as its essential condition
the loss of the right of the employee to dispose of his or her work.
Neoliberalism cannot claim universal freedom for all as long as it is based
on an asymmetrical theory of freedom between the independent and the
employee.

From this perspective, I conclude that the freedom of the employee lies
in the restoration of the ‘dispossition of work’ and that, for the time being,
the welfare state is the will of social rights to ‘dictate to those who dictate’.
The social culture can only be a new culture that embraces neoliberalism.
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Ⅰ．本稿の課題

「咳をしても一人」，尾崎放哉の自由律俳句は，独り身の寂しさを詠った

一句として有名である。しかし現在，独り身で暮らす人，すなわち単身者は

急増している。「国勢調査」によると，1995年に25．6％ であった単独世帯

は2015年には34．5％ となり，世帯分類のなかに占める割合も「夫婦と子ど

もからなる世帯」を抜いて，最も多い世帯類型となっている。

この現象にいち早く注目した一人に藤森克彦があげられる。彼は国勢調査

データの分析から，単身で暮らす人は，一人暮らしの高齢者だけではなく，

50代の単身男性も，1985年から2015年にかけて4．2倍に増加し，特に都市

部において顕著であることを明らかにしている。そして，2010年の『単身

急増社会の衝撃』，2017年の『単身急増社会の希望』（ともに日本経済新聞

出版社）をはじめ，単身者急増現象の研究に積極的に取り組み，「公的な

セーフティネットの拡充」「地域コミュニティの繋がりの強化」，そして「支

え合う社会の構築」の必要性を指摘する。

都市部における
中高年単身者の生活と意識
川崎・神戸・福岡市民生活実態調査より

キーワード：中高年単身者，社会関係，生活時間，

生活満足，ジェンダー

木 下 栄 二

４１



家族社会学も，その黎明期から単身者には注目してきた。日本家族社会学

の創始者とも言える戸田貞三は，主著『家族構成』のなかで，家族の外にあ

る人々，非家族的生活者に着目している（戸田：2001←1970←1937）。森岡

清美も，戸田の問題意識を受け継ぎ，単身者を「家族の福祉追求ネットワー

クからはみ出した人々」と捉えて，家族外生活者の動向を整理している（森

岡：1993）。さらに，近年における単身者の急増は，危機意識を持って認識

される。例えば，宮本みち子は，「単身化の趨勢は高齢者にとどまらない。

世代別の推移をみると，若い世代ほど早期に一人暮らし率が高まりをみせ，

年齢が上がるにしたがってその率はいっそう増加して，中年期以降は単身で

暮らす人が珍しくない社会に突入している」と述べ，「今，低家賃の古い団

地や木造アパートは，家族のいない中年から初老の男性のすまいとなり，孤

独死が発生しやすい場となっている」と危機感を露わにする（宮本：2012）。

しかし，中高年単身者の生活や意識の実態は，どれほど把握されているだ

ろうか。独居の高齢者に関する研究が，社会福祉分野などである程度蓄積さ

れているのに対して，中高年期の単身者に関する研究は多くない。2019年

に『家族社会学研究』誌上で，「単身で暮らすということ ─中年単身層の

現在」という特集を企画した末盛慶は，「中年の単身者をとりあげた研究は

家族社会学をはじめ，隣接の分野でも検討が少なく研究上の空白が生じてい

る」「単独世帯が増加する中，中年単身層の現状は必ずしも十分に捉えられ

ていない」（末盛：2019）と述べて，研究蓄積の重要性を指摘している。本

稿は，末盛のこの問題意識を受けて，限定されたデータながら，単身者の生

活と意識の特徴を，他の世帯類型との比較から明らかにしようとする一つの

試みである。

末盛の特集には，前述した藤森のほか，三輪哲，山田昌弘が論文を寄せて

いる。山田（山田：2019）は，単身者と言うよりも独身者・未婚者一般を広

く取り扱っているが，藤森と三輪は，はっきりと中年単身者（40，50歳代）

に焦点をあてている。藤森（藤森：2019）は，彼ら彼女らの生活リスクとそ
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れへの対策を検討し，そのなかで，特に単身男性が孤立に陥るリスクの高い

ことを明らかにして，必要な社会保障政策を具体的に提示する。三輪（三

輪：2019）は，大規模調査データの探索的統計分析から，中年単身層の生活

様式や意識および行動を，ジェンダーの視角から検討している。そこでは，

独居している者のほうが交際や結婚へと遷移しやすいとはいえない，結婚に

より自由を失いたくないことを独身の理由に挙げる者が中年単身女性では顕

著に多い，暮らしや意識の基本変数の分布は，中年単身層のなかではジェン

ダー間で類似している，相談ネットワークや学習行動などに関して系統的な

ジェンダー差がみられるもののその違いは高年単身層内（60歳以上）での

ジェンダー差よりは小さい，ことなどを明らかにし，ジェンダー差が小さい

というところにこそ，中年単身層の特徴を見出す。

このように中年単身層の生活様式や行動については，ジェンダー差が小さ

いと指摘される一方，孤立やサポートの受領については，男女による違いが

報告されている。さらに，第一生命研究所の北村安樹子も，充実感や幸福感

に関して女性が男性よりも高いことを報告している（北村：2019）。

中高年単身者の生活や意識に関する研究は，ようやくその端緒についたと

ころであり，これからの蓄積が重要である。そこで本稿では，限定された

データではあるが，以上の先行研究を参考に，35-49歳を中年，50-64歳を

高年として，男女別に中高年単身者の生活と意識，具体的には社会関係，生

活時間，生活満足意識の特徴を，他の世帯類型との比較から明らかにするこ

とを課題とする。

Ⅱ．方法

1．データ

本稿で用いるデータは，2016年度～2020年度の科学研究費補助金［基盤

研究A］「政策形成に貢献し調査困難状況に対応可能な社会調査方法の研究

（研究課題番号：JP16H02046）」（代表：大谷信介関西学院大学教授）の一
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環として実施した，「川崎・神戸・福岡市民生活実態調査」（無作為抽出，郵

送法）である。筆者は，研究分担者として，データの使用を許可された。こ

の調査は，住民の生活実態を把握できる基礎的調査となること，汎用性の高

いことを目指して＜住むこと＞＜働くこと＞＜家族＞といった基本的な項目

を重視したものであり（大谷：2021），単身者の生活実態把握を第一義とし

たものではない。しかし，政令指定都市3市を対象とし，生活や意識に関す

る基本的項目を多く含むことから，都市部における単身者の生活実態を探る

ことにもある程度有効であると判断した1）。

2．中高年単身者の操作的定義

それでは単身者とは誰で，どのように把握されるのか。実は，この問いに

答えることは簡単ではない。まず呼称からして，非家族的生活者（戸田），

家族外生活者（森岡），単独世帯（総務省国勢調査），さらに近年の「おひと

りさま」（上野：2011）など様々である。藤森も，世帯としてみれば「単身

世帯」，個人としてみれば「単身者」「一人暮らし」となるとし，同じ対象を

三つの用語を使って示している（藤森：2019）。本稿では，藤森の用語法に

従い，単身世帯，単身者という用語を主に使用する。さらに，その把握に

至っては，森岡清美が国勢調査データに関して，「家族の包括的な福祉追求

ネットワークの内にある人とない人を区別しようとすることは，それが一見

容易な単独生活者についても不可能といわねばならない」（森岡：1993）と

述べるように，通常の大量観察データをもってしては困難である。そのため

本稿では，三輪（三輪：2019）の「他に同居者のいないものを単身として操

作的に定義した」に従い，「現在お住いの住居に一緒に住んでいるかたは何

1）実査は，2019年7~9月にかけて，3市それぞれ2000名の18-80歳住民を選挙人
名簿から無作為抽出し，郵送法で実施した。回収数と回収率は，全体で2949票，
49．2％，川崎970票，48．5％，神戸1045票，52．3％，福岡934票，46．7％ であ
る。なお，3市はそれぞれ異なった特徴をもつことは承知しているが，ケース数
確保の都合上，3市合算での分析結果の提示を基本とする。
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人ですか」の問いに対して「あなたお一人」との回答者を単身世帯と操作的

に定義する2）。

次に中高年だが，先行研究では主に40歳代と50歳代を対象とするが（藤

森：2016，2019，北村：2019，三輪：2019），ここでは，ケース数確保の観

点から，35-49歳を中年，50-64歳を高年とした。すなわち，本稿における

中高年単身者とは，35-64歳で，他に同居者のいない者である。

以上のような操作的定義のうえで，世帯類型，年齢階層別に該当するケー

ス数を示したのが表1である3）。なお，その他世帯には未婚者も多く含まれ

ており，それ自体現代的な問題であるが，単身者に焦点を当てる本稿では，

いわゆる標準的な世帯との比較を中心とするため，単身世帯，夫婦のみ世

帯，夫婦と子ども世帯以外を一括してその他とした4）。

表をみると，一般的な社会調査による単身世帯把握の難しさも浮かび上

がってくる。国勢調査によると全国平均では34．5％ である単身世帯が，男

女併せても15．5％ に過ぎない。まず調査に協力してもらうこと，この段階

からの欠落が多い5）。

さらに年齢階層別にしたところ，夫婦のみ世帯，夫婦と子ども世帯では数

2）無論これは，多様な目的をもって実施された大量観察データにおける一つの便宜
的な定義である。単身者に調査対象を限定したネット調査による先行研究では，

「雇用者として働く40～59歳の配偶者のいない単身者」（北村：2019）。「全国の
40代から50代の独身者 ─結婚経験がなく，かつ現在，異性と同棲していない
人」（藤森：2016）などの定義もある。

3）単身世帯に関する市別の特徴を確認しておくと，川崎で単身女性が少なく（中年
8ケース（3．1％），高年6ケース（2．4％）），単身赴任よる単身世帯が存在しな
いという特徴が目立つほかは，大きな差異はみられない。

4）その他世帯における既婚者の割合は，中年男性33．3％，同女性33．9％，高年男
性55．6％，同女性38．7％ であり，高年男性を除いて，婚姻関係を持たない者が
多数派となる。従来のいわゆる三世代家族や拡大家族と言った枠組みでは捉えき
れない多様な家族の存在が想定できるが，そのことについては稿を改めて検討す
ることとしたい。

5）標本調査である国民生活基礎調査（留置法と郵送法の併用）では，2015年の
「単独世帯」比率は26．8％ であり，「夫婦と未婚の子のみ世帯」（29．4％）よりも
少ない。2019年も28．8％ であり国勢調査とはズレがある。基幹統計において
も，単身世帯の把握は難しいようである。
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ケースに過ぎない無回答による欠落が，単身世帯男性で24ケース（12．8％），

同女性39ケース（15．9％），その他世帯男性で36ケース（12．9％），同女性

49ケース（10．1％）と桁違いに多い。この現象をどこまで一般化できるの

か，またその要因についての解釈は難しいが，いわゆる標準的な世帯以外

（現在，それが増加している訳だが）を把握するために，今後検討が必要な

課題であろう6）。

本稿の定義による単身者とは，未婚者とは限らない。表2abに，男女別

に婚姻状況を尋ねた結果を示す。35-49歳では男性で26．5％，女性の

23．3％ が離別，つまり離婚によって生じた単身世帯である。さらに50-64

歳の女性では，離別が46．5％ と最も多い。中高年単身者の場合，未婚のみ

ならず離婚による単身世帯にも注意が必要である7）。

なお1割前後，既婚との回答もある。調査では，配偶者のいる単身者に，

その理由を尋ねている。表は略すが，男性では両年代とも7割弱が単身赴

任，3割強が別居婚，女性では35-49歳の1ケースが別居婚と回答したほか

は，すべて単身赴任による。三輪も，「有配偶男性のなかには，単身赴任な

ど会社都合によって独居することになっている者が相対的に多いだろう」

（三輪：2019）と，男性の単身赴任には言及しているが，女性でもほぼ同程

度に，単身赴任による単身世帯が存在するようである。

6）NFRJ，SSM調査等の大規模調査では，調査不能，無回答の発生に関する検討も
散見できるが（田中：2001，三輪・前田：2018），留置・面接法による調査のた
めか，世帯類型による差異への直接的な言及はない。しかし，ネット調査では
データ・クリーニング時に，単身男性と未婚の2人以上世帯男性で脱落が大きく
なるとの報告もある（藤森：2016）。今後は，郵送法における調査不能，無回答
に対する世帯類型の影響も検討課題となるだろう。

7）表は略すが，34歳以下の単身者ではほとんどが未婚者（1ケースのみ「その他」
と回答）であるが，65歳以上になると，未婚は男性で30．4％，女性で19．7％ と
少なく，離別のほかに死別による単身世帯（特に女性では53．4％ と最も多い）
が目立つようになる。
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単身世帯 夫婦のみ世帯 夫婦と子ども世帯 その他世帯
計

男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性
総数 187（6．7） 246（8．8）321（11．4）376（13．4）422（15．0）494（17．6） 278（9．9）487（17．3） 2811

18-34歳 27（5．8） 47（10．2） 26（5．6） 41（8．9） 36（7．8） 49（10．6） 89（19．3）147（31．8） 462

35-49歳 34（4．7） 43（5．9） 45（6．2） 52（7．2）172（23．7）223（30．7） 48（6．6）109（15．0） 726

50-64歳 52（6．8） 43（5．6） 92（12．1）115（15．1）138（18．1）158（20．7） 54（7．1）111（14．5） 763

65歳以上 50（7．1） 74（10．6）157（22．4）166（23．7） 74（10．6） 58（8．3） 51（7．3） 71（10．1） 701

計 163（6．1） 207（7．8）320（12．1）374（14．1）420（15．8）488（18．4） 242（9．1）438（16．5） 2652

表1．世帯類型，年齢階層別の該当ケース数（％）

男性
既婚 離別 死別 未婚 計

35－49歳 3（8．8）9（26．5） 0（0．0）22（64．7）34

50－64歳 6（11．5）15（28．8） 2（3．8）29（55．8）52

表2a．単身世帯の婚姻状況（男性）

女性
既婚 離別 死別 未婚 計

35－49歳 4（9．3）10（23．3） 0（0．0）29（67．4）43

50－64歳 6（14．0）20（46．5） 4（9．3）13（30．2）43

表2b．単身世帯の婚姻状況（女性）

3．属性上の特徴

単身世帯の属性上の特徴を確認しておこう。学歴については男女ともどち

らの年齢層でも差異はみられない（表略）。現住地での居住年数も，その他

世帯の長さが目立つが，単身世帯といわゆる標準的な世帯との間の差異はみ

られない（表略）。単身世帯に特徴的な差異がみられたのは，住居と正規雇

用率である。

表3に，世帯類型別に賃貸マンション居住者の比率を示す8）。単身世帯で

8）調査では，「1．持ち家一戸建て」「2．賃貸の一戸建て」「3．持ち家マンション」
「4．都市再生機構・公社などの賃貸住宅」「5．公営住宅（県営・市営）」「6．給
与住宅（社宅・公務員住宅など）」「7．賃貸のマンション・アパート」「8．その
他」で尋ねている。ここでの賃貸マンションとは，「4．都市再生機構・公社など
の賃貸住宅」および「7．賃貸のマンション・アパート」とを合算した比率であ
る。なお，この区分では，ピンからキリまである賃貸マンションの多様性を捉え
ることはできない。「持ち家一戸建て」を理想としていた時代の質問項目であり，
今後検討が必要であろう。
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35－49歳 50－64歳
男性 女性 男性 女性

単身世帯 79．6 67．4 59．9 38．1

夫婦のみ世帯 42．2 50．0 19．6 15．7

夫婦と子ども世帯 23．4 20．7 16．7 10．8

その他世帯 20．8 18．3 16．7 17．1

合計 31．9 28．4 24．1 16．5

Ｘ2検定有意確率 ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊

表3．世帯類型別，賃貸マンション比率

有意確率（危険率） △：p＜0．1，＊：p＜0．05，＊＊：p＜0．01，＊＊＊：p＜0．001，以下同表記。

35－49歳 50－64歳
男性 女性 男性 女性

単身世帯 88．2 60．5 55．6 41．9

夫婦のみ世帯 93．3 48．1 82．6 18．3

夫婦と子ども世帯 98．3 34．5 88．4 22．8

その他世帯 79．2 50．5 79．2 38．5

合計 93．3 42．9 80．3 27．5

Ｘ2検定有意確率 ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊

表4．世帯類型別，正規雇用率

は，男女とも中高年どちらの年代でも，合計平均の倍以上の比率で，賃貸マ

ンション居住が多い。また，50-64歳の高年層では，中年層と比較して賃貸

マンション率が低いが，これは持ち家（マンション含む）比率が高い（男性

28．9％，女性41．8％）ことと，公営住宅居住者も多い（男性5．8％，女性

14．3％）ことによる。中年層が賃貸マンション中心なのに対して，高年層で

は，持ち家と公営住宅への分化もみられる。

正規雇用（自営含む）率9）にも世帯類型による違いがある（表4）。単身世

帯は，男性で低く，女性で高い傾向がみられる。特に50-64歳の男性単身

者は，正規雇用率55．6％ と，合計平均よりも約25％ ポイント低いことが目

立つ。また彼らの26．9％ が無職であるが，これは他の世帯類型の倍以上の

比率である。なお，年齢を50-54歳，55-59歳，60-64歳に区分しても単

身世帯の無職率は高く，仕事から早めにリタイアする，あるいはもともと正

規雇用についていない双方の可能性が考えられる。

9）調査では，主な職業について「1．農・林・漁業従事者（家族従事者を含む）」
「2．1．以外の自営業者（家族従事者を含む）」「3．会社員（経営者を含む）」「4．
教員（公立学校を含む）」「5．公務員（教員は除く）」「6．パート・アルバイト・
派遣等（控除や扶養の範囲を超える）」「7．パート・アルバイト・派遣等（控除
や扶養の範囲内）」「8．その他（具体的に ）」「9．無職」「10．専業主婦・専
業主夫」「11．学生」のなかから選択してもらう形をとっている。ここでの正規
雇用（自営含む）とは，このうち1から5までを合算したものである。
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35－49歳 50－64歳
男性 女性 男性 女性

単身世帯 26．5 0．0 37．5 7．1

夫婦のみ世帯 17．8 11．5 11．0 12．3

夫婦と子ども世帯 13．0 7．2 22．2 9．6

その他世帯 29．2 9．3 15．4 9．4

合計 17．9 7．6 20．2 10．0

X2検定有意確率 ＊ ＊ ＊＊＊ NS

表5．親しい人はいない

Ⅲ．分析

1．社会関係

中高年単身者は孤立しているのかという問いから始めよう。調査では「日

ごろ同居家族以外で，あなたが①最も親しいと考える人と，②最も頼りにし

ている人は，次のどの種類ですか」と尋ね，「親戚」「職場の人」「近所の人」

「上記以外の人」のほかに，「親しい人（頼りにしている人）はいない」とい

う選択肢を用意している。

表5は，「親しい人はいない」という回答の比率を，世帯類型，年齢階層，

性別に示したものである。まずは男女の違いがはっきりとみてとれる。単身

世帯に絞って「いない」比率をみると，女性では中年層で0％，高年層でも

7．1％ なのに対して，男性ではそれぞれ26．5％，37．5％ となる。さらに女

性では世帯類型の影響がほとんどないが，男性では世帯類型による差異も大

きい。単身男性は，標準世帯男性に較べて「親しい人」が欠如している。

なお，この設問には無回答による脱落が22ケースある。念のため無回答

を「いない」と見做して集計してみたが，傾向に変わりはない（表略）。ま

た，無回答の出現率も，世帯類型との関連は認められない。

それでは，「孤立」の指標としてよく用いられる，「頼りにしている人はい
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35－49歳 50－64歳
男性 女性 男性 女性

単身世帯 37．5 5．9 42．9 7．1

夫婦のみ世帯 18．6 17．6 14．6 20．5

夫婦と子ども世帯 13．7 8．2 28．5 15．7

その他世帯 32．4 15．7 29．8 18．3

合計 19．1 10．9 26．2 17．1

Ｘ2検定有意確率 ＊＊ ＮＳ ＊＊ ＮＳ

表6a．頼りにしている人はいない

35－49歳 50－64歳
男性 女性 男性 女性

単身世帯 10（29．4） 9（20．9） 7（13．5）14（32．6）

夫婦のみ世帯 2（4．4） 1（1．9） 3（3．3） 3（3．3）

夫婦と子ども世帯 4（2．3） 4（1．8） 8（5．8） 5（3．2）

その他世帯 11（22．9）20（18．3） 7（13．0）18（16．2）

表6b．「頼りにしている人はいない」
無回答ケース数（％）

35－49歳 50－64歳
男性 女性 男性 女性

単身世帯 55．9 25．6 61．5 39．5

夫婦のみ世帯 22．2 19．2 17．4 22．6

夫婦と子ども世帯 15．7 9．9 32．6 18．4

その他世帯 47．9 31．2 38．9 31．5

合計 26．4 18．0 33．9 25．1

X2検定有意確率 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊ ＊＊

表6c．無回答を「いない」と見做した
「頼りにしている人はいない」の集計結果

ない」をみよう。表6aより，「親しい人」同様，男性で「いない」比率が高

く，男性にのみ世帯類型による違いも大きいことがわかる。単身男性の場

合，「いない」比率は中年で37．5％，高年では42．9％ に達する10）。

ただし，この設問には無回答による脱落が106ケースも存在し，その出現

率も世帯類型によって異なる。表6bは世帯類型ごとの無回答数（および比

率）を，表6cは，無回答を「いない」と見做して集計した結果である。

10）孤立の指標として「頼りにする相手のいない人」はよく用いられるが，さまざま
な質問方式（「緊急時のサポートの有無」「重要なことを相談できる相手の有無」
など）があり，それぞれで結果が異なる。JGSS，SSM等の質問形式と調査結果
を比較検討した石田（石田：2013）は，頼りにできる人がなく孤立している人の
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表6bをみると，無回答の出現率が単身世帯とその他世帯で明らかに高

い。この現象について，ここでは十分な説明はできないが，単身やその他な

ど非標準的な世帯に暮らす人々にとって，「頼りにしている人」とは何なの

か，今後検討を要する課題かも知れない。

やや強引ではあるが，無回答を「いない」と見做して集計した表6cを見

ると，単身男性で「いない」比率が高い傾向がより強く，中年では55．9％

と半数以上，高年では61．5％ とほぼ3分の2が，「頼りにしている人がい

る」とは回答していない。さらに女性でも世帯類型による差異が現れ，単身

世帯では中年女性の25．6％，高年では39．5％ が「頼りにしている人がい

る」とは回答していないことになる。

まとめると，先行研究での指摘通り「親しい人」「頼りにしている人」双

方で，男女差があり，単身男性に孤立傾向がみられると言えよう。女性では

世帯類型の影響がほとんどみられないのに対して，男性では世帯類型による

違いも大きい。単身男性は，「夫婦のみ」「夫婦と子ども」といういわゆる標

準世帯に対して，明らかに「いない」比率が高い。男性にとっては，配偶者

の存在が，同居家族外の人間関係にも影響を及ぼす傾向がある。

ただし，「頼りにする人」に関しては無回答も多く，それを「いない」と

見做して集計すると，単身男性の孤立傾向がより強く現れるほか，女性でも

世帯類型による差異が認められ，非標準世帯の女性も孤立傾向にある。今後

の検討を必要とする結果かもしれない11）。

比率を1割前後と推測しており，今回の結果はやや高めとなった。ここでの質問
形式はやや特殊であり，かつ郵送法であることを考慮する必要もあろう。

11）単身世帯について婚姻状況別にみると，ケース数が少ないこともあって，未婚と
離別に明確な差異は認められない。ただし，既婚者では50-64歳男性を除いて

「親しい人」「頼りにしている人」双方で，「いない（無回答含む）」との回答はほ
とんどない。また「その他世帯」でも同様の傾向がみられる。特に中年層では男
女とも，1％ 水準の有意差をもって既婚者で「頼りにしている人」が「いない

（無回答含む）」比率は低い。
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親戚 職場 近所 その他 合計
35－49歳 50－64歳 35－49歳 50－64歳 35－49歳 50－64歳 35－49歳 50－64歳 35－49歳 50－64歳

男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性

単身世帯 0.371.160.851.451.452.121.252.560.220.060.301.251.842.091.352.023.905.473.557.32

夫婦のみ世帯 1.061.251.871.741.562.021.871.540.440.291.101.391.831.881.851.914.895.436.486.59

夫婦と子ども世帯 1.721.691.541.821.511.421.561.801.152.400.971.961.151.480.961.745.536.985.047.33

その他世帯 0.941.811.441.561.932.091.492.180.731.351.011.451.512.111.441.955.107.165.437.13

合計 1.341.561.481.701.501.741.591.900.871.640.921.601.391.751.281.875.186.685.277.08
Ｆ検定

有意確率 ＊＊＊ △ ＊＊＊ ＮＳ ＮＳ ＊＊＊ ＮＳ ＊＊＊＊＊＊＊＊＊ ＊ ＊ △ ＊＊＊ ＊ ＮＳ ＮＳ ＊ ＊＊ ＮＳ

表7．親しいおつきあい人数

次に社会関係を量的側面からみよう。調査では「あなたのおつきあいにつ

いてお聞きします。日ごろ同居家族以外で，親しくおつきあい（よく行き来

したり，一緒に遊びに行ったり）している①親戚，②職場の人，③近所の

人，④上記以外の人は，それぞれ何人ぐらいいますか」と尋ね，「1．0人」

「2．1~4人」「3．5人以上」の3つの選択肢で回答してもらっている。分

析にあたっては，「1．0人」＝0，「2．1~4人」＝2．5，「3．5人以上」＝5の

スコアに変換した。表7に，世帯類型，年齢階層，性別の平均点を示す12）。

まず合計の欄をみると，ここでも男女差があり，女性のほうがおつきあい

人数が多い。単身世帯に絞ってみると，35-49歳で女性5．47人に対して男

性は3．90人，50-64歳では女性7．32人に対して男性3．55人と半分以下に

なっている。世帯類型でみても，男性単身者の「親しいおつきあい」の人数

は明らかに少ない13）。

12）なお①～④のどれかには回答し，どれかに回答しないというケースもみられる。
そのため，①～④全てに無回答のケースは除外したが，どれか一つにでも回答し
ているケースについては，無回答を0として集計した。その結果，無回答による
脱落は13ケースのみであり，世帯類型による差異も認められなかった。

13）単身世帯を婚姻状況別にみると，ケース数の少なさもあって有意と言えないもの
の，既婚者はおつきあい人数が多く，男性の場合のみ，未婚者でおつきあい人数
が最も少ない傾向がある。
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関係カテゴリー別では，「親戚」に関して男性で世帯類型による差異が大

きく，単身男性のおつきあい人数は少ない。なお，女性でも中年層で10％

水準の有意差がみられ，単身女性はややおつきあい人数が少ない。また男女

差も，単身世帯では標準的な世帯に較べて，中年層で0．79人，高年層0．6

人と大きい。

「職場」では，女性の両世代で世帯類型による差異がある。単身女性はお

つきあい人数が最も多いが，ここでの差異はむしろ標準的な世帯（特に「夫

婦と子ども世帯」）の少なさによる。また，単身男性では有意差はないもの

のおつきあい人数は少なく，また単身女性との差異も大きなものとなってい

る。

「近所」では，中高年男女全てで世帯類型に違いがあり，その差異は中年

層でより強く認められる。単身男性は中年層0．22人，高年層0．30人と平均

の3分の1程度である。さらに注目されるのは，中年層の単身女性の「近所」

でのおつきあい人数の少なさであり，0．06人と全カテゴリー中で最も少な

い。なお，「夫婦のみ世帯」（特に中年男女）でもおつきあい人数が少ない。

近所付き合いには「子ども」の存在が重要であることを示唆する結果でもある。

「その他」に関して，高年女性を除いて有意差がみられ，単身者はおつき

あい人数が平均よりもやや多い傾向にある。しかし，「夫婦と子ども世帯」

以外の世帯類型と較べて特に多いとも言えない。また単身世帯では男女差も

あり，女性のほうがおつきあい人数が多い。

以上の結果をみると，量的側面からも単身男性の孤立傾向がみられると言

えよう。関係カテゴリー別では，特に親戚と近所でのおつきあい人数が少な

い。男性の場合，単身であることは，親戚付き合いに負の影響を強く与えて

いる。また単身世帯では，「親戚」「職場」「その他」において男女差が大き

く，単身男性のおつきあい人数が少ない点も注目される。

他方，近所付き合いに関しては，単身であることが男女双方に負の影響を

与えている。特に，35-49歳の単身女性の近所付き合いは少ない。「地域コ
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ミュニティの繋がりの強化」の必要性が指摘されるが，そもそも地域ネット

ワークの欠如している彼ら彼女らを，どのように地域に包摂していけるの

か，「地域コミュニティ」という概念そのものも含めて，さらに検討が必要

な課題であると言えよう14）。

2．生活時間

「1日24時間をどのような生活行動に費やしたかについて記録したデー

タから，社会生活の実態を把握しようとするのが生活時間研究」（熊谷：

1993）であり，生活時間に着目した研究は古く，多分野にわたっている。日

本でも「社会生活基本調査」（総務省），「国民生活基本調査」（NHK）など

が代表的である。しかし，両調査ともかなり煩雑であり，かつ他の変数との

関連を見ることが難しいなどの課題も抱えている。そのため，「川崎・神戸・

福岡市民生活実態調査」では，人々の生活時間の全体像を簡潔に捉え，他の

項目とクロス分析することができる質問の開発を目指している（大谷研究

室：2021）。そのため調査では，「あなたの平均的な平日の過ごし方について

お聞きします。1日24時間を次の項目にふりわけると，それぞれどのくら

いになりますか。すべて足し合わせると24になるようにご記入ください」

として，「睡眠」「職業関連」「食事・身の周りの用事」「家事」「育児」「介

護」「（自宅や敷地内で過ごす）自由時間」「（自宅外で過ごす）自由時間」の

8項目で尋ねている15）。

14）「町内会・自治会」への参加率も，単身世帯は有意に低く，地域コミュニティへ
の参加が難しい状況も推測される。なお，地域に限定されない「グループ・サー
クル活動」への参加も，単身世帯でやや低い傾向にあり，50-64歳女性では有意
差をもって低くなっている。単身者が地域以外の任意集団に積極的に参加してい
るとも言えない結果となった。

15）各項目には，次のような例をあげている。「睡眠」（昼寝も含む）。「職業関連（学
業を含む）」（労働時間・残業・仕事の準備，休憩，アルバイト，内職，自営業の
手伝い，通勤時間なども含める）（授業・部活・給食・宿題・通学時間も含め
る），「食事・身の周りの用事」（朝食，昼食，夕食，入浴，洗顔，化粧，着替え，
ひげ剃り，通院など）。「家事」（炊事，掃除，洗濯，買い物，ゴミ捨てなど）。

「育児」（世話，付き添い，送り迎え，遊び相手など），「介護」（世話，看病，付
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職業関連 家事
35－49歳 50－64歳 35－49歳 50－64歳
男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性

単身世帯 11．44 9．30 8．19 7．91 0．95 1．40 1．28 1．19

夫婦のみ世帯 11．30 7．61 9．54 4．41 0．60 2．61 0．71 3．60

夫婦と子ども世帯 11．71 5．22 10．55 5．52 0．61 3．85 0．54 4．08

その他世帯 10．22 8．30 9．45 7．31 0．61 2．05 0．81 2．80

合計 11．38 6．71 9．75 5．91 0．65 2．99 0．74 3．41

Ｆ検定有意確率 ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊

表8．生活時間（職業関連・家事）

調査対象者の方々に，計算を強いることになったが，有効票の8割以上が

24となり，生活時間を把握するために一定程度有効であった。ここでは

ケース数確保の観点から，ややゆるく8項目の合計が23～25となるケース

を分析対象とする16）。

8項目のうち，「睡眠」「食事・身の周りの用事」では世帯類型による差異

はみられなかった。「育児」「介護」など特定の課題遂行を要する項目以外

で，世帯類型による有意な差異が見られたのは「職業関連」「家事」「自由時

間」であった。

「自由時間」は，単身者では比較的長く，自宅内外合わせて，中年男性

3．41時間，中年女性4．16時間，高年男性5．87時間，高年女性5．11時間で

ある。しかし，ここでの有意差は「夫婦と子ども世帯」の「自由時間」の短

さ（中年男性2．54時間，中年女性2．88時間，高年男性3．88時間，高年女

性4．28時間）によるもので，「夫婦のみ世帯」と較べて単身世帯が特に多い

とは言えない（表略）。

き添い，送り迎えなど），「（自宅や敷地内で過ごす）自由時間」（テレビ，イン
ターネット，新聞を読む，読書，日記，ラジオ講座，庭いじりなど），「（自宅外
で過ごす）自由時間」（映画，スポーツジム，習いごと，サークル活動，ウィン
ドウショッピング，交流（友人と外食），ボランティアなど）。

16）回答の難しい設問だが，脱落ケースは計31で，世帯類型による差異もなかった。
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表8は，生活時間のうち「職業関連」「家事」に要する時間を，世帯類型，

年齢階層，性別に示したものである。「職業関連」では，単身女性で長い

（中年9．30時間，高年7．91時間）傾向がある。男性では，50-64歳の高年

層で他の世帯類型よりも短いが，これは正規雇用率の低さによる。より注目

されるのは，単身世帯における男女差が小さいことである。中年層では

2．14時間，高年層では0．28時間に過ぎず，「夫婦のみ世帯」（中年3．69時

間，高年5．13時間）のそれと較べても男女差は小さい。

次に「家事」時間は，他の世帯類型と較べて単身世帯の男性で長く，女性

で短い傾向がある。そして，やはり男女差が小さい。中年で0．45時間，高

年では0．09時間であるが男性の方が長くなっている。「夫婦と子ども世帯」

との違いはもちろんのこと，「夫婦のみ世帯」（中年2．01時間，高年2．89時

間）と較べても，その違いは歴然としている。

生活時間に関しては，単身世帯における男女間の差異の小ささが特徴とし

て指摘できる。翻ってみれば，いわゆる標準的な世帯における性別役割分業

の根強さを示す結果とも言えよう。

3．生活満足意識

最後に「意識」の側面にも触れておこう。調査では，「生活満足」につい

て「あなたは全体として，現在の生活にどの程度満足していますか」という

シンプルな問いかけに，「1．満足している」「2．まあ満足している」「3．や

や不満である」「4．不満である」の4件法で回答を求めている。分析にあ

たっては，満足しているほど高得点となるように，1＝4，2＝3，3＝2，4＝1

の逆転スコアを与えて満足度とした。表9に，世帯類型別，年齢階層別，性

別の平均点を示す。
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35－49歳 50－64歳
男性 女性 男性 女性

単身世帯 2．5294 2．7674 2．5769 2．9070

夫婦のみ世帯 3．0444 3．0577 2．9783 3．0696

夫婦と子ども世帯 2．9298 2．9417 2．9638 2．8726

その他世帯 2．7708 2．8056 2．5370 2．7455

合計 2．8758 2．9038 2．8393 2．8965

Ｆ検定有意確率 ＊＊ △ ＊＊＊ ＊

表9．生活満足度

50-64歳女性を除いて，単身世帯のスコアは合計平均よりも低い。特に標

準的な世帯と較べると，満足度が低い。また，男女差もあり，男性で生活満

足度が低くなっている。

それでは，単身者の満足度は何によって規定されるのだろうか。試みに孤

立状況として「頼りにしている人がいる」と回答しているか否かとの関連

を，平均値の差の検定でみてみたが，唯一35-49歳女性で，孤立状況にあ

る人のほうが有意差をもって満足度が低い（2．1818）ほかは，はっきりした

関連はみられなかった17）。

Ⅳ．知見のまとめと考察

以上本稿では，限定されたデータながら，都市部における中高年単身者の

生活と意識，具体的には社会関係，生活時間，生活満足意識の特徴を，他の

世帯類型との比較から検討してきた。知見のまとめ前に，まずは大量観察

データにおける単身世帯把握の困難性に触れざるを得ない。調査への協力，

まずその段階からの欠落が大きい。さらに一部の設問（年齢，「頼りにして

いる人」など）における無回答の多さも今後の検討課題である。ここでの結

果の一般化は厳に慎まなければならない。

17）婚姻状況，正規雇用か否かとの関連もみたが，35-49歳の単身男性で既婚者の生
活満足度が低かったほかは，有意差のある差異は認められなかった。
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しかし，そのうえで得られた結果をみると，単身男性の孤立傾向，単身者

におけるジェンダー差の小ささ，単身男性の生活満足度の低さなど，先行研

究での知見とほぼ同様，あるいはそれらを裏付けるものであった。

まず社会関係では，「親しい人」「頼りにしている人」の有無，そしておつ

きあい人数において，単身男性は，孤立傾向が強い。これは，単身男性が孤

立に陥るリスクが高いという藤森（2019）の指摘と一致する。さらには，稲

葉昭英の「もともと男性は対人関係を形成するスキルが女性に比して低く，

配偶者への依存性が大きい」（稲葉：2017）との指摘や，「孤立を「性差」と

いう視点で振り返ると，男性の孤立の傾向が際だっていた」との石田充規

（石田：2011）の研究などとも通じる結果である。配偶者や同居家族からの

サポートも期待できない中高年単身男性は，社会的孤立という文脈におい

て，最も注意すべき存在である。

ただし，「頼りにしている人」の有無において無回答を「いない」と見做

して集計した場合，女性でも世帯類型による差異が認められ，非標準世帯の

女性に孤立傾向が認められる。さらに，34-49歳の単身女性における近所付

き合いの少なさは，今後，男性のみならず単身女性にも注意を払う必要を示

す結果とも言えよう18）。

次に生活時間をみると，「職業関連」「家事」時間で，単身世帯の男女差の

小ささが際だっていた。これは，ジェンダー差が小さいというところにこ

そ，中年単身層の特徴を見出した三輪（2019）の分析結果を裏付ける結果で

ある。もっとも翻ってみれば，標準的家族における性別役割分業構造の根強

さを示す結果でもあり19），結婚により自由を失いたくないことを独身の理由

に挙げる者が中年単身女性では顕著に多いことも頷ける。

18）無配偶男性の社会的孤立に対処するために，男女共同参画の必要性を指摘する議
論もある（稲葉：2017）。男女共同参画自体は大切なことだが，「女性の男性社会
への進出という方向での歩み寄りは，・・・女性の孤立者を増やす可能性がある」

（石田：2011）との指摘にも十分考慮する必要があるだろう。
19）日本における家族内の性別役割分業の安定性については，稲葉昭英（稲葉：

2011），松田茂樹（松田：2014）らを参照されたい。
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また生活満足度でも，50-64歳女性を除いて，単身世帯のスコアは低く，

特に標準的な世帯と較べて満足度が低い。また，男女差もあり，男性の生活

満足度が低い結果となった。ただし，単身者のなかでの満足度の規定要因に

ついては，35-49歳女性で孤立状況との関連がみられたほかは，はっきりと

した傾向はみられなかった20）。

繰り返すが，データ上の制約もあり，ここでの結果を一般化することはで

きない。調査に協力していただけない人々の生活実態は，より深刻なものか

も知れない。調査方法の検討をはじめ，まずは研究の工夫と蓄積こそが急務

である。

未婚化の進展，有配偶離婚率の上昇は，さらなる単身世帯の増加を予想さ

せる。もっとも，この現象を「悪いこと」としてのみ捉えるのは考えもので

あろう。藤森の言う「支え合う社会の構築」（藤森：2017），あるいは永田夏

来が指摘する「未婚者包摂社会」（永田：2017）への契機となるかも知れな

い。石田充規は，日本における中間集団の衰退を指摘したうえで，新しい連

帯のために，「自由は欲しいけど，放っておかれるのは寂しい」という都合

のいい心性からの脱却と，「人間関係の煩わしさと再度向き合う」ことの必

要性を指摘する（石田：2011）。ひとつ咳をしただけで「禁煙だ！ 禁煙

だ！」と騒がれるのは鬱陶しいが，尾崎放哉のような我儘勝手な生き方は確

かに困りものだ。私たちは，どの程度の煩わしさまでは耐えるべきで，その

根拠をどこに求めたらよいのだろう。

「家族のために頑張る」「家族のために耐える」など「家族のため」とい

う言い様はイメージし易いかも知れない。しかし，単身世帯の増加は，「家

20）誤解なきように付け加えておくと，ケース数の少なさ，指標の特殊性等によっ
て，明確な傾向性を読み取ることが出来なかっただけであり，孤立が生活満足度
と関連しないと言っている訳ではない。社会関係の欠如が，個々人のメンタルヘ
ルス等に及ぼす悪影響はよく知られている。ただし，測定可能な孤立状況の影響
が，男女で異なる可能性はあるだろう。例えば，京極夏彦の小説『オジいサン』

（京極：2019←2015←2011）の主人公，72歳，単身（未婚），公団アパート暮ら
しの益子徳一氏なら，これらの設問にどのように回答するだろうか。
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族のため」という言説の有効性を低下させる。それでは何を根拠に，煩わし

さに耐えるべきなのだろうか。昔のように「お国のため」なんて言われたら

かなわない21）。中高年単身者の生活や意識の研究は，家族変動論を超えて，

私たちの新しい「連帯」を模索する研究の一環としても位置づけられるべき

ものではないだろうか。
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Now the number of middle age people who are living alone in urban area
is increasing, although little study has been done about the living conditions
of them. How are middle age people who are living alone in urban area
living?

This paper describes how their social relation, time, satisfaction are in
comparison with other family types, using Kawasaki, Kobe, Fukuoka
survey 2019. The result shows following. First, middle age men live alone
are isolated from social relation, compared with same age men living in
other family types and women. Second, in income working and household
working time, the differences between men and women are living alone are
smaller, and Third, their feelings of satisfaction are lower than people who
are living in other family types.

In addition, it is showed the difficulty for capturing the reality of middle
age people live alone using survey data, because they have large number of
people who are uncooperative with survey and do not answer some
questions of the questionnaire. We need accumulating the data of them and
developing new social survey skills for the research of them. The further
study about the living conditions of middle age people live alone would be
of a value to the studies for exploring our new solidarity beyond familism.

Keywords : middle age people live alone, social relation, time,
satisfaction, gender

How are the Living Conditions of Middle Age People

who are Living Alone in Urban Area?

KINOSHITA Eiji
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Ⅰ．問題設定

1．研究の背景

今日，福祉人材確保は深刻な状況となっており，地域包括ケアシステムを

構築していく上で，人的資源の課題が大きくなっている。厚生労働省

（2021）の第8期介護保険事業計画に基づく都道府県が推計した介護職員の

必要数を見ると，2023年度は約233万人，2025年度は約243万人，2040年

度は約280万人となっている。2019年度介護職員数約211万人比では，

2023年度には約22万人の不足，年間では5．5万人の不足，2025年度には約

32万人の不足，年間では5．3万人の不足，2040年度には約69万人の不足，

年間では3．3万人の不足から，介護人材を確保する必要があると推計されて

いる。この需給ギャップに対し政府は，①介護職員の処遇改善，②多様な人

材の確保・育成，③離職防止・定着促進・生産性向上，④介護職の魅力向

上，⑤外国人材の受け入れ環境整備等総合的な介護人材確保対策に取り組ん

でいる。

福祉人材確保指針が制定された1993年以降の社会福祉を取り巻く状況の

変化の中で，福祉・介護ニーズがさらに増大するとともに，質的にも多様

化・高度化してきたことで2007年に福祉人材確保指針の見直しが行われた。

2025年に向け，医療・介護・予防・住まい・生活支援が包括的に確保され

る「地域包括ケアシステム」構築のため，重要な基盤の一つである介護人材

を，量・質ともに安定的に確保するための道筋を示すことは喫緊の課題であ

り，2014年に厚生労働省は福祉人材確保対策検討会を設置し，検討してき

た。介護人材確保対策のあり方について，人材の参入促進，資質の向上及び

環境の改善等の観点から，多角的な検討が行われ，2025年の介護人材の全

体像が示された。消費税財源を活用した基金（以下「地域医療介護総合確保

基金」という。）を都道府県に造成し，都道府県が定める計画に基づく介護

従事者確保の取り組みに活用することが可能となった。都道府県や都道府県
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福祉人材センターをはじめとする地域の関係主体が，人材確保のため，「地

域医療介護総合確保基金を活用した事業展開や介護のしごと魅力発信等事

業」に関する取り組みを行い，高い意識と同じ方向性を持ち，多様な施策を

有機的に連携させながら，実効性の高い取り組みを進めている（厚生労働省

2019）。

介護人材の有効求人倍率は，他産業と比較して非常に高い水準で推移して

いる。また，介護人材の需給動向は，地域差が大きく，東京都・愛知県・岐

阜県等は特に厳しい状況であり，2018年時点での有効求人倍率が5倍以上

となっていることから，介護人材確保が強く求められている。これらの高い

水準は，福祉業界のネガティブなイメージが影響しているだろう。リクルー

トキャリア（2015）の「介護サービス業職業イメージ調査2015」は，介護

サービス業の職業イメージとして，もっともスコアが高かったのは「体力的

にきつい仕事の多い業界だと思う」（61．0％），次に「精神的にきつい仕事の

多い業界だと思う」（53．8％），「給与水準が低めの業界だと思う」（48．0％），

「他人の人生に関わるのが大変そう」（46．1％）等，ネガティブなイメージが

上位を占めている。この結果からも福祉人材確保において，福祉業界のネガ

ティブなイメージの払拭が必要であると窺える。

介護人材確保の基本的な取り組みの方向性は，新規参入促進，離職防止・

定着促進，流出後の再流入促進の3つである。地域医療介護総合確保基金に

おける介護人材確保対策メニューとして，これらに対応した取り組みが示さ

れており，都道府県では，基金を活用した介護人材確保のための取り組みが

推進されている。大阪府は，社会福祉法人大阪府社会福祉協議会大阪福祉人

材支援センター（以下「大阪福祉人材支援センター」という。）に委託し，

事業を実施している。基金を活用して実施できる施策の一つに，介護事業所

での職場体験・インターンシップがある。職場体験・インターンシップは，

福祉業界に関する魅力を含め，職場の実情を体験できるものであり，福祉業

界の理解促進，就業の促進，ミスマッチ防止の観点，ネガティブなイメージ
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の払拭に，非常に重要な位置づけとなることから福祉インターンシップの推

進が急務である。

2．研究の目的

インターンシップの充実に向けて1997年から，政府，大学等，産業界が

協働し，インターンシップの普及・推進を図ってきた。2020年度の単位認

定を行うインターンシップの状況は，大学（学部・大学院）は563校

（71．6％）である（文部科学省2020）。産学協働による人材育成の観点から

教育活動としてのインターンシップを推進している。近年は若者の職業意識

の希薄化がみられることから地域や企業と協働したインターンシップ推進が

特に重要となる（文部科学省2017）。株式会社日本総合研究所（2021）は，

「介護現場における効果的な職場体験，インターンシップの実施に関する調

査研究事業報告書」において地域医療介護総合確保基金における都道府県計

画の職場体験・インターンシップの実施状況及び実施内容の調査結果を示し

た。職場体験は全体の約7割，福祉インターンシップは全体の約2割で実施

されている。職場体験は，多くの自治体で定着しつつある取り組みである。

一方で，福祉インターンシップは，2018年度以降に介護人材確保地域戦略

会議で実施が促され始めたことを踏まえると，多くの自治体で今後順次始め

ていく段階と考えられ，福祉インターンシップ・プログラムの構築が不十分

であることが推察される。

よって，本研究では，福祉人材確保とインターンシップの先行研究をレ

ビューし動向を整理する。さらに，新規参入促進のすそ野を拡げるために，

社会福祉学専攻以外の学生へ福祉業界の魅力発信及び人材確保につながる，

福祉インターンシップ・プログラム構築の課題を明らかにすることを目的に

調査研究を行う。
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3．研究の有用性

岡（2011：61）は，「福祉分野における不十分な労働環境や否定的イメー

ジの影響を受けて福祉離れが進み，社会福祉系大学の入学者数や卒業後福祉

系進路を選択する者の減少など社会福祉従事者養成の根幹を揺るがす事態が

進行している1）」と警鐘を鳴らしている。一方で，福祉人材の参入促進は急

務である。社会福祉学専攻以外の学生へ，福祉の魅力発信の一環として，福

祉インターンシップ・プログラムへの参加を促し，構築することは福祉業界

の一助となるだろう。また，福祉インターンシップ・プログラムの実施・検

討が十分に行われているとは言い難く，福祉インターンシップ・プログラム

構築の余地はあろう。加えて，社会福祉学専攻以外の学生を対象にした，福

祉インターンシップ・プログラム構築は希少性がある。福祉インターンシッ

プ・プログラムの構築を行うことで福祉インターンシップの発展に寄与でき

る可能性がある。また，社会福祉学専攻以外の学生に，福祉インターンシッ

プ・プログラムを通じて，福祉業界の様々な業務を体験する機会を提供し，

まずは福祉業界全体を意識してもらう。そして，学生が福祉業界を我が事と

して捉えることで，就職先等の身近な日常生活の一部であると理解し，福祉

の魅力に気づき，イメージの転換を図ることが期待できる。

Ⅱ．先行研究

1．福祉人材確保

（1）介護人材確保の具体的な方策

厚生労働省（2015）の介護人材確保の取り組みは，次の4つの基本的な考

え方に立って進められている。①「持続的な人材確保サイクルの確立」は，

人材の量的確保と質的確保を両輪として，介護人材の「量」と「質」の好循

環を進めるという視点に立ち，その上で，「参入促進」，「労働環境・処遇の

1）岡多枝子（2011）「社会福祉系大学生の体験的学びとキャリア形成：『つながる力』
へのアプローチを目指して」『現代と文化 日本福祉大学研究紀要』122，61-74．
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改善」，「資質の向上」という3つのアプローチによる総合的な政策対応を

図っている。②「介護人材の構造転換（『まんじゅう型』から『富士山型』

へ）」は，若年者人口の減少，介護ニーズの高度化・多様化等，現在の介護

人材にかかる課題を踏まえ，次の5つの「目指すべき姿」を見据え，介護人

材について，現行の「まんじゅう型」から「富士山型」への構造転換を図る

ことが必要であることが示されている。ⅰ「すそ野を拡げる」は，人材のす

そ野の拡大を進め，多様な人材の参入促進を図る。ⅱ「道を作る」は，本人

の能力や役割分担に応じたキャリアパスを構築する。ⅲ「長く歩み続ける」

は，いったん介護の仕事についた者の定着促進を図る。ⅳ「山を高くする」

は，専門性の明確化・高度化で，継続的な質の向上を促す。ⅴ「標高を定め

る」は，限られた人材を有効活用するため，機能分化を進める。また，構造

転換では，対象とする人材のセグメントに応じた，きめ細やかな方策を講じ

る必要性が述べられている。③「地域の全ての関係主体が連携し，介護人材

を育む体制の整備」は，政策対応に当たっては，介護事業者をはじめ，都道

府県等地域の関係者の適切な役割分担のもとに，連携して取り組みを進めて

いく体制を構築することが重要であることが報告されている。④「中長期的

視点に立った計画の策定」は，2025年を介護人材確保にかかる当面の目標

年次とした上で，今後，戦略的に政策展開を図るために，定量的な目標を定

め，時間軸に沿った対策を，計画的に講じていくことが必要であると示され

ている。介護人材の確保に向けては，量的確保と質的確保を総合的に取り組

む方策であり，目標値の達成に向けて計画されている。しかし，介護人材に

フォーカスした方策を強調し，限定的な人材確保の視点から検討されてい

る。参入促進は，地域と連携しながら人材のすそ野の拡大を進め，多様な人

材の参入促進を図ると明記しながら，介護人材のみのフォーカスや介護人材

のみにフォーカスしたキャリアパスだけでは人材確保も限定的となるのでは

ないか。

キャリア教育では，児童や生徒が福祉に触れ合う機会を創設し，地域と連
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携しながら，介護体験の機会やボランティアの機会等を増やすことが福祉の

魅力発信につながるのではないか。また，現行のキャリア教育のカリキュラ

ムに，触れ合う機会である介護体験やボランティア等を新たに組み込み，義

務づけることで，新規参入促進につながっていくのではないか（厚生労働省

2014）。そして，生徒や学生が就労を意識する段階で，さらに踏み込み，福

祉インターンシップにおいて直接経験をすることで，福祉の多面的な広がり

を認識し，職業興味へとつなげていくことが期待できるのではないか。

（2）福祉人材確保の参入促進の現状

厚生労働省（2015）は，介護人材の構造的特性として，女性や中高年齢者

層の割合が高く，非常勤労働者が多い点を挙げ，2025年に向け，介護人材

確保の持続可能性を高めるには，こうした既存の労働市場への対策強化に加

え，若者，障害者等，さらには他業界からの参入を進めていくことが重要と

述べている。一方で，介護のネガティブなイメージが流布され，介護を職業

として認知することや福祉を就職先として夢見る児童・生徒が極めて少ない

上に，保護者や教員も就職先として勧めることに抵抗があると指摘してい

る。多様な人材層に対し，介護職への理解とイメージアップを推進し，参入

促進を図ることは，目下の緊急課題であることを強調している。介護人材の

参入促進を進めるにあたり，介護への理解・関心を高めるべき層，介護を就

職の選択肢と考えている層，一時的に介護から離れている層のそれぞれの人

材層ごとに方策を講じるべきであることが示されている。介護人材の参入促

進を進める上で，介護への理解・関心を高めるべき層である，就職活動期の

高校生・大学生，地域の若者，就業していない女性，中高年齢者層が，介護

との接点をつくるため，介護事業所における職場体験の充実や，地域住民の

ボランティア活動の参加促進を図る重要性が挙げられている。さらに，大学

生の就職活動は，周囲の人々からの情報，特に，進路指導担当者や保護者の

意見・助言等が大きな影響を及ぼす。そのため，進路指導教員や保護者を対
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象とした説明会の開催や専用の教材の作成等により，高校生・大学生，進路

指導担当者，保護者に対する情報発信を強化することが論及されている。一

般企業との連携も図りつつ，地域住民に対し，介護体験や介護について基礎

的な知識を学ぶための研修等を行い，参入促進を図る。また，介護事業者の

事業展開にあたり，配食，家事代行サービス，介護ロボット・ICT等，他の

産業とのコラボレーションにより，事業としての多面的な広がりを通じ，他

業界との人材交流や事業連携を進めることで，介護への理解・関心を高める

べき層の参入促進を図ることが言及されている。

京都府は，きょうと福祉人材育成認証制度を創設している。人材育成に積

極的に取り組む福祉事業所を京都府が認証し，学生等に公表している。事業

所の認証取得に向けての取り組みに対して，専門家による相談会や研修を京

都府が支援する。「人材育成に取り組む事業所を分かりやすく紹介し，業界

の見える化や，新規参入を図る」，「これからの福祉を支える中核人材の育成

を行う」，「事業所のレベルアップを図る」，「若者が目指す業界への転換を図

る」の4つを理念として掲げている。認証のフローは次の3ステップとなっ

ている。第1ステップの「宣言事業所」は，人材育成に取り組むことを意思

表明する。第2ステップの「認証事業所」は，認証基準を満たす。第3ス

テップの「上位認証事業所」は，認証基準を高度化した評価項目のほか，離

職率や有資格者数等の定量的評価，さらに法人独自の取り組み等の要素も加

味される。事業所の認証取得に向けての取り組みに対して，京都府が人材育

成に積極的に取り組む福祉事業所を支援することで，学生をはじめとした若

者が福祉の業界を選ばない現状を改善し，福祉業界が若者にとって安心して

働ける業界であることを示す指標としている。

若者等に，福祉業界の多面的な広がりから接点をつくり，直接体験を通じて

福祉業界の理解や関心を高めてもらい，福祉業界が安心して働ける業界であ

ると認識してもらうことで，新規参入促進を図っていく重要性が挙げられる。
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（3）参入促進の課題と本研究のアプローチ

本研究は，介護への理解・関心を高めるべき層である，就職活動を意識し

ている大学生と福祉業界の接点をつくるための，福祉インターンシップを通

じた就業体験の充実を意識した福祉インターンシップ・プログラム構築であ

る。さらに，大学生の就職活動は，周囲の人々からの情報，特に，進路指導

担当者の意見・助言等が大きな影響を及ぼすことから福祉インターンシッ

プ・プログラム構築の初期段階から大学の教員，キャリアセンター職員を含

めた検討を重ねている。学生への情報の発信は，大学のキャリアセンターと

の連携によりキャリアセンターから情報発信を行うことで，強化を図ってい

る。また福祉インターンシップ・プログラム構築では，社会福祉法人等の担

当者と共に論議してきたことで，多面的な広がりに留意している。

厚生労働省（2014：2）は，「介護業界は，介護職以外にも多様な働き方が

あり，大企業の参入や介護を軸とした他産業とのコラボレーション等も可

能。こうした，働き方の『選択肢』の多さと将来の『可能性』は，求職者に

対し仕事の魅力や介護業界全体の魅力を発信する際の要素として効果があ

り，こうしたPRも進めるべき2）」との検討もある。しかし，方策では介護職

の人材確保のみが強調されている。本研究の福祉インターンシップ・プログ

ラムは介護職に加えて多様な働き方の多角的視点を体験できる内容であり，

社会福祉学専攻以外の全学部の学生を対象に福祉の魅力発信を行う。

介護人材確保の現状は，入職するルートが区々であり，若年者人口が減少

する中，イメージが向上せず十分に魅力を訴求できていないことが挙げられ

る（厚生労働省2015）。福祉インターンシップからの入職者ルートを確立す

ることは，方策のめざすべき姿であるとともに，若者のキャリアに福祉を意

識する機会となることが期待できる。このことから福祉インターンシップを

2）福祉人材確保対策検討会（2014）「（参考資料）福祉人材確保対策検討会で示され
た意見（案）」厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12201000-Shakaiengokyokushougaihok
enfukushibu-Kikakuka/2.shiryo 2.pdf（2022-07-14閲覧）.
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通じて，学生に，福祉の多様な働き方を発信することで，介護の魅力を理解

する一助へとつなげていくことが期待できるのではないか。

2．インターンシップ

（1）日本のインターンシップと今後の大学教育に期待される人材像

2000年代に入り，各省庁により若者の能力に関する提言が行われてきた。

2003年の内閣府人間力戦略研究会による「人間力」，2004年の厚生労働省に

よる「若年者就職基礎能力」，2006年の経済産業省による「社会人基礎力」，

2008年の文部科学省中央教育審議会による「学士力」等が挙げられる。こ

れらの提言では，若者の習得が目指される能力・スキルについて，認知面の

能力・スキル，創造性，協調性，ネットワーク形成力，能動性，自律性等，

多岐にわたる言及がなされている。これらの能力・スキルを発揮するために

は，自ら行動する主体を醸成させることが重要となる。その手法として，イ

ンターンシップが強調されている。国の取り組みとして，1997年に「イン

ターンシップの推進に当たっての基本的考え方」を当時の文部省，通商産業

省，労働省の三省が取りまとめた。当時はインターンシップがまだ国内に定

着しておらず，インターンシップをどのように捉えるかという点で，大学側

と産業側との共通理解がなかった。そのような状況のなかで，国としてイン

ターンシップの位置づけを明確にしておくために，一定の考え方を示し，イ

ンターンシップを「学生が在学中に自らの専攻，将来のキャリアに関連した

就業体験を行うこと」と定義した。

一般社団法人日本経済団体連合会と大学関係団体等の代表者により構成さ

れる「採用と大学教育の未来に関する産学協議会」は，2022年「採用と大

学の未来に関する産学協議会2021年度報告書『産学協働による自律的な

キャリア形成の推進』」において，インターンシップについての新たな定義

を「学生が，その仕事に就く能力が自らに備わっているかどうか（自らがそ

の仕事で通用するかどうか）を見極めることを目的に，自らの専攻を含む関
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心分野や将来のキャリアに関連した就業体験（企業の実務を体験すること）

を行う活動（但し，学生の学修段階に応じて具体的内容は異なる）」と定め

た。「学生のキャリア形成支援における産学協働の取組み」を「オープン・

カンパニー」，「キャリア教育」，「汎用的能力・専門活用型インターンシッ

プ」，「高度専門型インターンシップ（施行）」の4つに分類した。また，一

定の基準に準拠するインターンシップで得られた学生情報については，その

情報を採用活動開始後に活用可能とすることで産学が合意に至った。これら

を踏まえ，文部科学省，経済産業省，厚生労働省は，2022年6月「イン

ターンシップを始めとする学生のキャリア形成支援に係る取組の推進に当

たっての基本的考え方」を示した。

岩脇（2004）は，企業が求める人材について，大学新卒者採用市場におい

て望ましいとされる人物像は，育成の対象から自ら行動する主体へと変容し

たと論じている。文部科学省（2017）は，大学等におけるキャリア教育，職

業教育，専門教育を強化していくために，産学協働で人材育成に取り組むこ

とを重視しており，その中でもインターンシップは効果的な教育手法と述べ

ている。2011年に大学設置基準等が改正され，大学は，生涯を通じた持続

的な就業力の育成を目指し，教育課程の内外を通じて学生の社会的・職業的

自立に関する指導等に取り組むことやそのための体制整備が必要であること

を規定した（文部科学省2010）。2012年の中央教育審議会答申「新たな未来

を築くための大学教育の質的転換に向けて」の学士課程教育の質的転換で

は，生涯にわたって学び続ける力，主体的に考える力を持った人材は，学生

からみて受動的な教育の場では育成することはできないと示されている。従

来のような知識の伝達・注入を中心とした授業から，教員と学生が意思疎通

を図りつつ，一緒になって切磋琢磨し，相互に刺激を与えながら知的に成長

する場を創り，学生が主体的に問題を発見し問いや解を見いだしていく能動

的学修（以下「アクティブ・ラーニング」という。）への転換が必要である

と指摘されている。個々の学生の認知的，倫理的，社会的能力を引き出し，

福祉インターンシップ・プログラム構築に関する課題 ７３



それを鍛えるディスカッションやディベートといった双方向の講義，演習，

実験，実習や実技等を中心とした授業への転換によって，学生の主体的な学

修を促す質の高い学士課程教育を進めることが求められており，学生は主体

的な学修の体験を重ねてこそ，生涯学び続ける力を修得できると論じてい

る。そして，学生に主体的な学修を促すためのアクティブ・ラーニングの一

つの手法としてインターンシップの重要性を述べている。文部科学省

（2018）「2040年に向けた高等教育のグランドデザイン」では，人材を育成

するために「高等教育が目指すべき姿」として，「学修者本位の教育への転

換」を掲げている。「何を教えたか」から「何を学び，身に付けることがで

きたのか」へ転換していき，「主体的な学び」の質を高めるシステムを構築

していくためには，高等教育機関内のガバナンスも組織や教員を中心とする

のではなく，学内外の資源を共有化し，連携を進め，学修者にとっての高等

教育機関としての在り方に転換していく必要があることを提言している。こ

れらから，産官学協働で人材育成に取り組むことが重要であることは明白で

あり，その手法としてインターンシップが効果的な教育手法として重視され

ていることが窺える。

（2）福祉インターンシップの現状

福祉インターンシップは，福祉業界に関する魅力を含め，職場の実情を体

験できるものであり，福祉業界の理解促進，就業の促進，ミスマッチ防止の

観点から，非常に重要な位置づけである。福祉インターンシップの適切な実

施は，福祉業界の理解促進・魅力向上による新規参入促進に加え，離職防

止・定着促進に効果があるだろう。福祉インターンシップの実施によってミ

スマッチを防止することが，離職防止策の一つにもなり得る。一方で，学生

が現場実習・インターンシップに参加したことで，福祉業界での就業を断念

したというケースも散見される。福祉インターンシップの実施は，単に実施

するだけではなく，実施内容・実施方法を検討・整理することや職場体験・
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インターンシップを実施する対象先を適切に選択することも重要となるだろ

う。福祉業界の魅力発信および各事業者・事業所の実態把握という目的を鑑

みると，適切な受け入れ事業者・事業所の選定のほか，受け入れ事業所にお

ける効果的な福祉の魅力，職場環境・雰囲気等の伝達を実現できる方策を検

討することが必要不可欠となる。

福祉インターンシップの適切な受け入れ事業者・事業所の選定を鑑みた取

り組みとして，京都府社会福祉協議会が行う福祉インターンシップが挙げら

れる。きょうと福祉人材育成認証制度の認証を受けた事業所にのみ，福祉イ

ンターンシップの実施依頼を行っている。そのため，受け入れ事業所におけ

る効果的な福祉の魅力，職場環境・雰囲気等の伝達が担保されている。ま

た，ICTを利用した参加促進を促す取り組みが行われている。バーチャル方

式・体験型，バーチャル方式・課題達成型，リアルバーチャル方式・体験

型，リアルバーチャル方式・課題達成型の4種類の方法が取られている。

バーチャル方式は，自宅と施設をつなぐ完全なオンラインである。リアル

バーチャル方式は，施設見学とオンラインである。体験型は，見学，法人説

明，利用者とコミュニケーション，座談会，会議への参加等である。課題達

成型は，体験型の内容に加えて，法人の決めた課題をグループワークし，発

表を行う開催方法となっている。この福祉インターンシップ・プログラム

は，福祉インターンシップの先駆的取り組みの1つといえるだろう。京都府

社会福祉協議会のように，従来の福祉インターンシップは，各都道府県の福

祉人材センターが福祉インターンシップ促進を行っていることで，継続性が

高く，公共性が高い。しかし，社会福祉学を専攻していない学生にとって

は，福祉人材センターが身近な機関とは言い難いのではないか。よって，一

般学生を対象とした福祉インターンシップの促進のためには，産官学連携の

視点が強く求められていると推察できる。

マイナビやリクナビ等の民間就職サイトを通じての福祉インターンシップ

募集は全国のインターンシップを業界問わず一覧で見ることに優れており，
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情報量の多さから学生のアクセスが容易である。また，インターンシップに

関する情報が集約されているため，社会福祉学専攻以外の学生が福祉イン

ターンシップの情報を目にする機会が得られる可能性が高く，福祉業界への

参入促進へもつながることが期待できる。掲載先の事業所の福祉インターン

シップ・プログラムは，担当者が1人で作成をする事業所もあり，各事業所

によって福祉インターンシップ・プログラムの作成方法は異なっている。こ

のことから，受け入れ事業所における効果的な福祉の魅力，職場環境・雰囲

気等の伝達が担保されるかは，各事業所の取り組みにより大きく異なる。

神奈川県は，福祉業界の参入促進のために，2013年度から高校生介護職

場体験促進事業を実施している。全ての県立高校でカリキュラムに介護の授

業を組み込んでいる。そこでは教材を使用し，介護の魅力，介護の重要性を

直接生徒へ伝えている。現場の職員が直接生徒へ魅力を伝える出張介護授業

を合わせて実施している。希望者の生徒へは，福祉インターンシップの場を

提供している。この3本立てで強調されていることは，生徒自身の意思で福

祉業界を選択することを主眼としていることである。福祉インターンシップ

に参加した生徒から，介護の魅力やイメージが変化したという感想が述べら

れている（厚生労働省2014）。一方で，受け入れ事業所における効果的な福

祉の魅力，職場環境・雰囲気等の伝達が担保されるかは，各事業所の取り組

み次第である。

福祉インターンシップを通じた，福祉業界の理解促進や魅力発信による新

規参入促進のためには，受け入れ事業者との適切な連携による効果的な福祉

インターンシップ・プログラムの実施が重要となるのではないか。

（3）大阪府の福祉インターンシップの取り組み

大阪府は2020年度補正（17号）地域医療介護総合確保基金事業費（地域

福祉事業）（20120650）地域医療介護総合確保基金を活用し，介護従事者の

確保及び資質の向上を図る取り組みを行っている。団塊の世代が75歳以上
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の後期高齢者となる2025年度の需給推計値（需要推計208，042人，供給推

計173，547人，需給ギャップ34，495人）の介護人材を確保する目的で，事

業を実施している。地域医療介護総合確保基金を活用して実施できる施策の

一つに，介護事業所での職場体験・インターンシップがある。職場体験・イ

ンターンシップは，職場の実情を体験できるものであり，福祉の理解促進，

就業の促進，ミスマッチ防止の観点から，非常に重要な位置づけにある。

社会福祉法に基づき都道府県知事から指定された福祉人材確保の中核的な

役割を担う都道府県福祉人材センターである大阪府福祉人材支援センター

は，地域医療介護総合確保基金を活用し，大阪府からの委託事業者として地

域の福祉人材確保に向けた多様な取り組みを行っている。介護人材確保・職

場定着支援事業の介護人材の確保及び育成の①介護イメージアップ戦略事

業，②参入促進・魅力発信事業を委託している。

大阪府参入促進・魅力発信事業であるインターンシップモデル事業2021

年度はA大学と連携して取り組んでいる。インターンシップモデル事業に賛

同した事業者が参加し，学生の福祉インターンシップを受け入れている。

2021年度のインターンシップモデル事業の特徴として，社会福祉学専攻以

外の学生を対象とした福祉インターンシップを行うことにより，福祉業界の

理解促進・魅力向上を図っている。

（4）介護等体験と福祉インターンシップ

介護等体験は，小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員

免許法の特例等に関する法律（平成9年法律第90号）により，小学校・中

学校の教諭の普通免許状を取得しようとする者に義務づけられ，1998年度

から介護等体験が開始された。第1条，介護等体験とは「障害者，高齢者等

に対する介護，介助，これらの者との交流等の体験」であり，「義務教育に

従事する教員が個人の尊厳及び社会連帯の理念に関する認識を深めることの

重要性にかんがみ，教員としての資質の向上を図り，義務教育の一層の充実
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を期する観点から」体験が義務付けられている（文部科学省2015）。佐藤ら

（2000）は，介護等体験実習後の意識構造を「思いやりの実感」，「将来への

自己像」，「自己反省・内省」，「実習への不満感」，「福祉職への接近」の5因

子で示している。この因子の項目を参考に佐伯（2011）は，介護等体験実習

が学生の意識に及ぼす影響として「職員の方との良好なかかわりと職員の方

に対する感謝の気持ち」，「人の気持ちを考え，人格を尊重する態度」，「福祉

の仕事に対する興味・関心と福祉の仕事に対する良好な意識」の3つの因子

を示し，社会福祉施設での介護等体験実習を通して，学生は福祉業界へ概ね

良好な意識をもったと考察を述べている。このように，介護等体験は，「福

祉の仕事に対する興味・関心と福祉の仕事に対する良好な意識」を涵養する

ことができると明らかにされている。介護等体験から得ることができる「福

祉の仕事に対する良好な意識」は，福祉インターンシップを通じても得るこ

とが十分に期待できる。

一方で，高等学校の教員が福祉系大学等への進学を生徒に勧めないことが

散見している。高校生が進路を相談する相手は「保護者」，「友人」の順であ

る。1，2年生では30％ 未満であった「高校の先生」への相談割合が，3年

生になると42％ になり，上昇している（山田ら2020）。高校の教諭資格は，

介護等体験が義務化されておらず，一般的なネガティブな認識を，進路相談

時に伝えていることも考えられるのではないだろうか。高等学校の進路指導

担当の教員を対象とする福祉・介護人材に関する基礎的調査では福祉系大学

への進学を希望している生徒に対して，福祉系大学等への進学が強く勧めら

れていないこと，進路を決めかねている生徒に対しても福祉系大学等への進

学が勧められていないことが明らかになっている（社団法人日本社会福祉養

成校協会2010）。このことからも，体験を通した，キャリア教育を適切に行

う上で，福祉業界の経験者が介護等体験や福祉インターンシップ，福祉教育

に携わり，適切な情報を伝えていく必要性が示唆できる。

厚生労働省は，小・中・高の学生を中心とした若年世代等に介護の仕事の
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理解促進を図るため，地域医療介護総合確保基金を活用し，高校生や大学生

等の介護事業所での福祉インターンシップの実施に係る経費や，小・中学生

等の夏休み等を活用した職場体験の実施にかかる経費を助成し，導入を促進

している。福祉インターンシップや職場体験活動の実施にあたり，介護事業

所と教育委員会等が連携して，学校が福祉インターンシップ・職場体験に対

する事前・事後指導等の働きかけができるよう，各教育委員会等への周知に

ついて，文部科学省に対し協力を依頼している。2018年度においては，介

護業務の入門的な知識・技術を習得するための研修「入門的研修」を創設

し，各都道府県・市町村で取り組んでいる。さらに，介護に関する「入門的

研修」は，教員の介護現場への理解の推進や介護に関する指導力の向上等の

ため活用されることが期待されるため，文部科学省に対して，周知の協力依

頼を行っている。学校教育における介護に関する教育については，学習指導

要領に基づき，中学校技術・家庭科家庭分野，高等学校家庭科及び福祉科等

において指導が行われているが，2021年度から始まった新しい中学校学習

指導要領及び2022年度から新しく始まった高等学校学習指導要領において

も，介護に関する内容がそれぞれ充実されたことを踏まえ，都道府県におい

ても，教育委員会等と十分連携のうえ，教員の受講を推進するよう協力依頼

を行っている（厚生労働省2021）。高等学校教諭資格には「介護等体験」を

義務付けていないが，補完する研修として，「入門的研修」が教員の介護業

務の理解を促すことを醸成し，教員からの学生への声掛けや働きかけも変化

していくことが期待できる。若年世代等に介護の仕事の理解促進を図るた

め，福祉インターンシップや職場体験活動の実施にあたり，介護事業者と教

育委員会等が連携し，実践現場で福祉の現状と触れ合う機会を提供し，適切

な事前事後のフィードバックを行うことが重要となってくるだろう。また，

福祉インターンシップの効果的な実施において，福祉インターンシップ・プ

ログラムの構築は重要となる。

前記の福祉人材確保とインターンシップの先行研究のレビューから，福祉
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人材確保の新規参入促進において，福祉インターンシップが有効である可能

性が高いと確認ができた。また，福祉インターンシップを行うにあたり，効

果的な福祉インターンシップ・プログラムの構築が不可欠であると浮かび上

がってきた。よって，新規参入促進のすそ野を拡げるために，福祉業界の魅

力発信及び人材確保につながる，福祉インターンシップ・プログラム構築の

課題を社会福祉学専攻以外の学生へ調査する。

Ⅲ．調査

1．調査の概要

大阪府参入促進・魅力発信事業の一環であるインターンシップモデル事業

は，大阪福祉人材支援センターへ委託され，2021年度はA大学と連携し取

り組んでいる。大阪府内の社会福祉施設の事業所へ2021年5月に福祉イン

ターンシップ受け入れ調査を行い，99箇所の事業所から受け入れの賛同が

あった。2021年度は最終的に9箇所の事業所へ受け入れを依頼し，福祉イ

ンターンシップ・プログラム構築に向けて協議を重ねている。

2．調査の方法

・調査対象

2021年度A大学の単位認定型インターンシップ授業に参加している社

会福祉学専攻以外の学生50名。

・調査期間

2021年7月8日A大学の単位認定型インターンシップ授業内（10分）。

・調査方法

2021年7月8日A大学の単位認定型インターンシップ授業内（10分）

で，アンケートの協力を依頼し，アンケートの配布と回収を行った。福祉

インターンシップ・プログラム（2021年7月8日時点の4事業所の試案

プログラム）についてアンケートを実施した。
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・アンケートの回収状況

学生50名の協力が得られた。

3．調査項目

2021年7月8日時点の4事業所の試案プログラムを学生に提示し，以下

の5つの項目についてアンケート調査を行った。【項目1】Q1．別紙1から

4のどの事業所の福祉インターンシップに参加しようと思うか。【項目2】Q

1．で選択した事業所についてどのような所に興味を持ったか（自由回答）。

【項目3】Q1．で行きたいと思う事業所がないと答えた方は，その理由は何

か（自由回答）。【項目4】Q2．福祉インターンシップでどのようなことを

学びたいか（自由回答）。【項目5】Q3．これまで参加したことのあるイン

ターンシップ（※福祉に限らない）プログラムの中で，特に良かったものは

何か（自由回答）。

4．調査結果

表1から表5は，アンケートの自由回答に対して，意味内容で整理したも

のである。文中では，《 》を使用している。

【項目1】Q1．別紙1から4のどの事業所の福祉インターンシップに参

加しようと思うかは，1．11名，2．12名，3．12名，4．7名，5．8名（表

1）であった。

【項目2】Q1．で選択した事業所についてどのような所に興味を持った

か（自由回答）（表2）は，《プログラム内容を一緒に構築，変更ができる》

14名，《実践が多いプログラム》7名，《様々な職種理解ができる》7名で

あった。学生は，内容が固定された福祉インターンシップではなく，福祉イ

ンターンシップ・プログラム内容を学生自身で選択でき，興味や関心によっ

て変更が可能であることを希望していることが明らかとなった。また，講義

中心ではなく，実践を行える福祉インターンシップ・プログラムに興味を示
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1．11名 2．12名 3．12名 4．7名 5．8名
表1

し，様々な職種理解ができる機会を望んでいることが確認できた。

【項目3】Q1．で行きたいと思う事業所がないと答えた方は，その理由

は何か（自由回答）（表3）は，《福祉に興味がない》6名，《福祉の仕事は行

わない》2名，《福祉の仕事がイメージできない》1名であった。福祉のイン

ターンシップモデル事業に参加を希望しない学生は，福祉に興味を持たず，

福祉は行わないと決めている特徴を持っている。また，福祉の仕事がイメー

ジできないとの意見があった。

【項目4】Q2．福祉インターンシップでどのようなことを学びたいか

（自由回答）（表4）は，《福祉の現状》5名，《コミュニケーション》4名，

《福祉の知識》4名であった。学生が福祉インターンシップで学修したいこ

とは，福祉の現状を把握し，福祉の知識を学ぶことであると明らかになっ

た。また，福祉インターンシップに参加することでコミュニケーション能力

を高めることを期待しているという回答であった。

【項目5】Q3．これまで参加したことのあるインターンシップ（※福祉

に限らない）プログラムの中で，特に良かったものは何か（自由回答）（表

5）は，《コミュニケーションについて学ぶ》，《食品の卸について学ぶ》，《自

己分析方法を学ぶ》，《利用者と会話する》，《人事の体験》，《実際の企画会議

への参加》，《1対1の職員への質問会》，《職員との座談会》が示す，イン

ターンシップ・プログラムの内容についての意見や，《オンライン開催》，

《グループワーク》が示す，インターンシップ・プログラムの開催方法につ

いての意見があることが明らかとなった。

【項目1】Q1．別紙1から4どの事業所の福祉インターンシップに参加しよ

うと思いますか。1．別紙1 2．別紙2 3．別紙3 4．別紙4

5．該当する，行きたいと思う事業所がない
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自由記載の内容 人数
プログラム内容を一緒に構築、変更ができる 14
実践が多いプログラム 7
様々な職種理解ができる 7
職員との意見交換ができる 3
働きがい・やりがいを知ることができる 3
多数の受け入れ実績がある 3
多数の受け入れ先を提供している 3
思考の変容が期待できる 2
短い期間に凝縮された内容である 2
連携を学べる 2
研修内容が充実している 2
スケジュールの詳細の提示がしてある 1
座学と実践のバランスがよい 1
プログラム内容が理解しやすい 1
マネジメントが学べる 1
介護の内容を知れる 1
在宅と施設の両方が含まれている 1
地域の単語から地域に根ざした法人と推察できる 1
日によって異なるプログラムである 1
利用者の生活しやすい生活環境の理解ができる 1

表2

自由記載の内容 人数
福祉に興味がない 6
福祉の仕事は行わない 2
福祉の仕事がイメージできない 1

表3

【項目2】Q1．で選択した事業所についてどのような所に興味を持ったかご

記入下さい（自由回答）。

【項目3】Q1．で行きたいと思う事業所がないと答えられた方は，その理由

をお聞かせ下さい（自由回答）。
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自由記載の内容 人数
福祉の現状（「福祉業界の現状」、「待遇」、「福祉施設の現状」） 5
コミュニケーション（「人との関わり方、接し方」、「1人1人の方
との関わり方」、「お年寄りの方とどのようにふれあうのか」、「入居
者やその家族とのコミュニケーションの仕方」）

4

福祉の知識 4
介護業務体験 3
福祉の仕事の意義 3
現場・施設の雰囲気を把握する 2
福祉の仕事をイメージできる 2
福祉の仕事の大変さ 2
利用者から意見を聞く 2
一日の仕事の流れを把握したい 2
仕組み 1
介護職以外の仕事についての仕事内容を学ぶ 1
福祉の対象者・対象者のニーズ把握 1
多様な考え方 1
人材不足への対応 1
利用者と職員の対談 1
利用者の外出へ同行 1
問題点をみつけたい 1
ない 1
障害の種類、特性、程度 1
新たな体験 1
連携の仕方 1
幅広い体験 1
自分の働く姿を想像できる 1
看護の方法 1
心理的ケア・保険制度 1
実践から得られる実体験 1
業務内容の詳細 1

表4

【項目4】Q2．福祉インターンシップでどのようなことを体験したい，学び

たい（知りたい）と思いますか（自由回答）。
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自由記載の内容 人数
コミュニケーションについて学ぶ 1
食品の卸について学ぶ 1
自己分析方法を学ぶ 1
利用者と会話する 1
人事の体験 1
実際の企画会議への参加 1
1対1の職員への質問会 1
職員との座談会 1
オンライン開催 1
グループワーク 1

表5

【項目5】Q3．これまで参加したことのあるインターンシップ（※福祉に限

らない）プログラムの中で，特に良かったプログラム等があれば，ご記入く

ださい（自由回答）。

5．考察

（1）学生の主体的な学びと結びつく，情報提供の働きかけの検討

【項目1】Q1．別紙1から4のどの事業所の福祉インターンシップに参

加しようと思うかにおいて，選択肢1から4を選択した学生は42名であっ

た。学生の84％ が，概ね福祉インターンシップ参加へ興味を持っていた。

選択肢5の該当する，行きたいと思う事業所がないを選択した学生は8名で

あり16％ の学生が，福祉インターンシップ参加へ否定的な意識を持ってい

た。石川ら（2018）の高校生の福祉職への否定的な就職意識78．5％ と乖離

した結果が得られた。大学生と高校生の違いや福祉職への就職意識と福祉イ

ンターンシップの参加希望と違いはあるが，結果が乖離した理由は，データ

の収集方法にあると考えられる。大学の単位認定型インターンシップ授業に

参加している学生を調査対象としたことで，個人の根底にあって，将来の職

業選択に影響を与える心理的な構えである職業レディネスが備わっている学
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生を調査対象者としてサンプリングしたことが，本研究の限界と考えられ

る。

【項目3】Q1．で行きたいと思う事業所がないと答えた方は，その理由

は何か（自由回答）は，《福祉に興味がない》，《福祉の仕事は行わない》，

《福祉の仕事がイメージできない》であった。福祉の仕事に対する興味・関

心と福祉の仕事に対する良好な意識（佐伯2011）や魅力発信，新規参入の

つながりは介護等体験や触れ合う機会の影響を受けることからも，学生が福

祉に触れ合う機会が少ないことで，福祉の仕事がイメージできず，福祉の仕

事に対する興味・関心と福祉の仕事に対する良好な意識が涵養されなかった

のではないかと推察できる。一方で，「いずれ親の介護も視野に入れないと

いけなくなるので介護業務を学びたい」と回答があり，一部の学生は福祉を

我が事として捉えている。福祉を我が事として捉えることで，興味を持ち，

受け身の姿勢から主体的な学びの意欲へと転換しているのではないだろう

か。その先に，福祉インターンシップの学習経験から，キャリアの興味，

キャリア選択行動のプロセスへつなげていく必要がある。そのためには，学

生の主体的な学びへ結びつく，情報提供の働きかけを検討する課題があるの

ではないか。

（2）学生の興味・関心に応じて，福祉インターンシップ・プログラム内容の

変更が可能

情報提供は，ネガティブなイメージが先行している福祉業界の情報ではな

く，学生が主体的に学びやすい関心のある分野を通じ，福祉の仕事の魅力に

触れることが求められる。【項目2】Q1．で選択した事業所についてどのよ

うな所に興味を持ったか（自由回答）は，《プログラム内容を一緒に構築，

変更ができる》，《実践が多いプログラム》，《様々な職種理解ができる》で

あった。福祉業界は介護職以外にも多様な働き方があり，他産業とのコラボ

レーション等も可能である（厚生労働省2014）。働き方の選択肢の多さと将
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来の可能性等の魅力を情報提供していくことが求められている。社会福祉学

専攻以外の学生が，積極的に参加しやすい興味・関心のあるテーマから，福

祉業界の多面的な広がりを福祉インターンシップの募集段階で意識できる必

要がある。そのためには，学生全員に一律の福祉インターンシップ・プログ

ラムを実施するのではなく，学生の興味・関心に応じて，内容の変更が可能

である福祉インターンシップ・プログラム構築が課題となる。

（3）学生の福祉の「仕事理解」，「業界理解」の架橋

【項目4】Q2．福祉インターンシップでどのようなことを学びたいか

（自由回答）は，《福祉の現状》，《福祉の知識》，《福祉の仕事の意義》，《現

場・施設の雰囲気を把握する》，《福祉の仕事をイメージできる》等であっ

た。社会福祉学を学んでいない学生にとっては特に，仕事理解，業界理解を

することが第一ステップの傾向として挙げられる。就職みらい研究所

（2018）の調査では，学生のインターンシップの参加目的は，6割を超える

学生が「仕事理解」，「業界理解」，3割を超える学生が「企業・各種団体等

の事業内容理解」，「企業・各種団体等・職場の雰囲気を知る」と回答し，業

界や企業についての理解が主な参加目的となっていた。このことは，福祉イ

ンターシップを調査した結果でも同様の結果といえる。このことから福祉イ

ンターンシップでは，学生の福祉の「仕事理解」，「業界理解」の橋渡しをす

ることが重要となるだろう。

（4）事業者の実施目的と学生の参加目的の一致

「2040年に向けた高等教育のグランドデザイン」は，「主体的な学び」の

質を高めるシステムを構築していくために，学内外の資源を共有化し，連携

を進め，学修者にとっての高等教育機関としての在り方に転換していく必要

があることを提言している。本調査では，【項目4】Q2．福祉インターン

シップでどのようなことを学びたいか（自由回答）は，《福祉の現状》，《福
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祉の知識》，《福祉の仕事の意義》，《現場・施設の雰囲気を把握する》，《福祉

の仕事をイメージできる》等であった。本調査の受入事業者の福祉インター

ンシップ・プログラムの実施目的は，「福祉・介護の魅力を感じてもらえる

ような，体験プログラム，アプローチ方法等について構築するとともに，大

阪府内の福祉インターンシップ受け入れ事業者への普及をはかる」ことであ

る。福祉インターンシップの事業者の目的である，福祉業界の魅力発信がで

きる福祉インターンシップ・プログラム構築を通じ，学生は福祉インターン

シップから福祉・介護業界の理解，働くことのイメージを深めることで，両

者の実施目的，参加目的が一致する。福祉インターンシップを通して，学生

の参加目的である学びたいことを「主体的な学び」として提供することが，

結果として福祉の業界理解や魅力発信の機会へとつながっていくだろう。

（5）福祉インターンシップの多様な開催方法の検討

【項目5】Q3．これまで参加したことのあるインターンシップ（※福祉

に限らない）プログラムの中で，特に良かったものとして（自由回答）は，

福祉インターンシップ・プログラムの内容だけではなく，開催方法について

も挙げられていた。このことから，多様な開催方法の検討が福祉インターン

シップ・プログラム構築の課題として挙げられる。

6．今後の課題

本調査は，福祉インターンシップ・プログラム構築にあたり，2021年7

月8日時点の4事業所の試案プログラムを学生へ提示し，アンケート調査を

実施した。本調査の結果から，福祉インターンシップ・プログラム構築の課

題は，（1）学生の主体的な学びと結びつく情報提供の働きかけの検討，（2）

学生の興味・関心に応じて，福祉インターンシップ・プログラム内容の変更

が可能，（3）学生の福祉の「仕事理解」，「業界理解」の架橋，（4）事業者の

実施目的と学生の参加目的の一致，（5）福祉インターンシップの多様な開催
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方法の検討の5点が確認された。これらを今後の課題として，福祉インター

ンシップ・プログラム構築を行うことが望まれる。
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In this study, a survey was conducted to clarify issues in the
construction of welfare internship programs that facilitate the promotion of
the appeal of the welfare industry to students other than social welfare
majors and the securing of human resources. A questionnaire was
conducted with the cooperation of 50 students who participated in the
internship course at the university in the Kansai area in 2021. Based on the
survey results, the following issues were identified: (1) consideration of
providing information for its program, (2) possible modification of the
contents of the welfare internship program to align it with students’
interests and concerns, (3) bridging students’ understanding of welfare
work and understanding of the industry, (4) Matching the purpose of
implementation of welfare internship programs by service providers with
the purpose of participation by students, and (5) Considering various ways
of conducting welfare internship programs

Keywords : securing human resources for welfare, internship,
welfare internships,
issues of constructing welfare internship programs

Research and Study on Issues of

Constructing Internship Programs for Social Welfare

NAKAGAWA Hisae
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1．コミュニケーションとはなにか

現代社会では，「マス・コミュニケーション」「異文化コミュニケーショ

ン」「コミュニケーション障害」など，「コミュニケーション」という言葉が

溢れている。その中でも，わたしたちが頻繁に耳にするのが「コミュニケー

ション能力」であることは間違いあるまい。とはいえ，その意味や内容を十

分に理解している人はどのくらいいるのだろう。あまりにも身近すぎる言葉

なので，「その意味を深く考えたことはないものの，なんとなく理解してい

るつもりである」と思っている人が多いのではないだろうか。

英語のコミュニケーション（communication）という単語には「伝達」

「通信」などの意味があるが，この言葉の語源は，ラテン語で「分かち合う」

という意味を持つcommunis である。英語には「共通する」という意味を持

つコモン（common）という単語もあり，これも同じ語源だといわれている。

大学の授業で「人と人，つまり人間間に限定して，“コミュニケーション”

あるいは“コミュニケーション能力”とは何だと思うか？」と問うと，多く

＜資 料＞

スポーツとコミュニケーション

キーワード：コミュニケーション，スポーツ，

ダブル・コンティンジェンシー

大 野 哲 也
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の学生が「情報のやり取りのこと」だとか，「自分の気持ちや状況などを相

手に正確に伝えることができる能力であるとともに，相手のメッセージを正

確に理解することができる能力」というような回答をする。

人間間に限定しているのは，この世の中には実に多様なコミュニケーショ

ンのあり方があるからだ。人間以外の動物間のコミュニケーション，植物間

のコミュニケーション1），人間と動植物間のコミュニケーション，人間と神

とのコミュニケーション，さらには霊媒師による死者とのコミュニケーショ

ンもあれば，人間と人形や亡き人の形見というような無生物とのコミュニ

ケーションもあるし，内なる自己とのコミュニケーションもあろう。このよ

うに「コミュニケーション」の位相はさまざまで範囲は広大だ。

つまり「コミュニケーション」を定義するのは相当難しい。学術的には

「「情報」や「記号」を伝達したり理解したりする人間同士のやりとり」（長

谷2009：10）だとか，コミュニケーション能力を「シンボルを創造しその

シンボルを介して意味を共有するプロセス」（末田・福田2003：10）という

ような定義はある。字面だけを追えば，それはそうかもしれない。だが，

「人間と無生物とのコミュニケーション」までをも日常的におこなっている

私たちは，コミュニケーションはこれらの定義よりもっと深い意味を持つこ

とを日常生活論的に知っている。そこで，ここからは人間間のコミュニケー

ションに限定して，わたしたちが生きる生活世界から，具体的にその内実に

迫っていくことにしよう。

コミュニケーションを社会学的に考えるとき，ドイツの社会学者ゲオル

ク・ジンメル（1858-1918）をはずすわけにはいかない。というのも，ジン

メル社会学は，社会における相互作用を中心に据えているからだ。

ジンメルが考える相互作用とは次のようなものだ。

1）近年の研究によって，害虫からの攻撃を受けた植物がそのときに発する匂いを，
まだ害虫の攻撃を受けていない植物が，しかもこの植物は攻撃を受けた植物と血
縁関係がないにもかかわらず，その匂いに反応して自己防衛に備える場合がある
ことがわかった。
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人びとがたがいにまなざしを交わしあい，相互に妬みあい，たがいに手

紙を書き交わしたり，あるいは昼食を共にし，またいっさいの具体的な利

害のまったくない彼方でたがいに同情して触れあったり，あるいは反感を

いだいて接触しあい，利他的な行いにたいする感謝によって裂くことので

きない結合的な作用が存続したり，ある者が他者に道を尋ねたり，あるい

はたがいに着飾って装いをこらしたりすること，─これらの例は無数の関

係からまったく偶然に選びだされたものであるが，このような関係

は・・・（略）・・・われわれを絶えまなく一緒に結びつける（ジンメル

2016：29-30）。

ジンメル社会学が切り開いたこのようなものの見方，すなわち「相互作

用」は，コミュニケーションを考える際にも非常に重要である。なぜなら，

コミュニケーションは，「まなざしを交わす」「手紙を書き交わす」「昼食を

共にする」「道を尋ねる」というように，なんらかの「モノ」を介しておこ

なわれる相互作用であるからだ。前述した，学生たちが回答したコミュニ

ケーションやコミュニケーション能力の定義を，もう一度見てみよう。そこ

では情報やシンボルというモノを介しておこなわれる相互作用としてコミュ

ニケーションが示されているといえる。

人間同士がモノを介して相互行為をする場合，具体的にはどのようなモノ

を使うのだろうか。それは大きく分けて二つあると言われている。一つは言

語でありこれを言語コミュニケーションという。これはその名の通り，言葉

を介しておこなわれるコミュニケーションである。もう一つは非言語コミュ

ニケーションで，これはジェスチャー，目配せなどの視線，汗や涙や震えな

ど身体というモノを介しておこなわれるコミュニケーションである。これら

二つのコミュニケーションは，その人がどのような集団（コミュニティ）に

属しているのかで，大きな違いがある。言語コミュニケーションであれば，

どのような言葉で会話するのかということであり，非言語コミュニケーショ
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ンであれば身体の使い方がコミュニティによって異なっているからだ。たと

えば，日本社会では多くの場合，感謝の意を表す場合，あるいは謝罪の意を

表す場合，言葉とともに無意識的に頭を下げる。お辞儀をすることで感謝や

謝罪というメッセージを相手に送っているのである。しかし欧米では，頭を

下げることに感謝や謝罪の意味はない。

また，時代によっても大きく変化する。たとえば，言語でいえば，毎年発

表される流行語大賞をみても理解できるように，新しい言葉や表現方法がど

んどん生み出されているのはその一例だ。非言語でいえば，日々刻々と刷新

されている髪型，化粧の仕方，ファッションの流行や好み，あるいは趣味と

いうようなものなどは，それをとおして言外になんらかのメッセージを他者

に向けて発信していると考えることができる。

また，了解を意味する「はい（イエス）」というとき，日本社会の多くの

人は首を縦に振る（頷く）。しかしネパール社会では，日本では「いいえ

（ノー）」のサインである首を横に振る動作が「はい」を意味している2）。こ

のように言語コミュニケーションと非言語コミュニケーションは自身が属し

ている社会の文化によって相当程度規定されていると同時に，時代によって

大きな変化がもたらされている。

言語／非言語とは異なり，音声コミュニケーション／視覚コミュニケーショ

ン／臭覚コミュニケーションという分類もある。音声は，会話，歌，演奏，

車のクラクションなど，音がメッセージの送受信を媒介する。視覚は，手

話，筆談，絵，ポスターなどカタチや色がメッセージの送受信を媒介する。

臭覚は，香水，タバコの煙，家庭用ガス，鰻屋の換気扇など，匂いがメッ

セージの送受信を媒介する。

このようにコミュニケーションを詳細に見ていけば，人間社会のあらゆる

2）正確にいえば両者は微妙に違う。日本社会では「いいえ」を示すとき，「首を左
右に振る」イメージに近い。それに対しネパール社会で「はい」を示すとき，首
は左右に振るのではなく，「左右に倒す」イメージに近い。
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場面はコミュニケーションで構成されていることがわかる。わたしたちはコ

ミュニケーションを生きているのである。

2．「自分の気持ちや状況などを相手に正確に伝えること」は可能か

前述したように，学生に「コミュニケーション能力とは何か」と問うと多

くの者は「情報のやり取りのこと」，あるいは「自分の気持ちや状況などを

相手に正しく伝えることができる能力であるとともに，相手のメッセージを

正しく理解することができる能力」と答える。しかし果たしてそれは可能だ

ろうか。

カルチュラルスタディーズ（文化研究）の代表的な研究者であるスチュ

ワート・ホール（1932-2014）は，コミュニケーションのコード化／脱コー

ド化モデル（Encoding／Decoding Model of Communication）を提出して，

この問題を検討している（Hall1980＝2003：117-127）。ここでは，理解し

やすいように話を単純化して，二人の人間が言語コミュニケーションをして

いる場面を想定してみよう。ホールによれば，両者がコミュニケーションを

取るためには，前提条件として，両者が依拠する知識の枠組みが一致してい

なければならない。たとえば日本語がわからない人に日本語で話しかけても

理解されないだろうし，飛行機を知らない人に飛行機の話を一所懸命にした

としても会話は成立しないだろう。

たとえば，大学生のAさんが頭に浮かんだ「昨日見た，神社の新緑の巨

木」のことを，友人のBさんに日本語で伝える場面を考えてみよう。まずA

さんは，脳裏に浮かんだ木の映像を日本語に変換しなければならない。Aさ

んの脳内にある映像を，そっくりそのままBさんの脳に送信することはでき

ないからだ。Bさんに送信できるのは，映像を日本語に変換した言葉だけで

ある。この映像を言語化することをホールはコード化と呼んだ。Aさんは大

きな木を思い描きつつ「昨日，家の近くの神社に行って新緑の巨木を見てき

た。木は直径が2メートル，高さは30メートルくらいあっただろうか。緑

スポーツとコミュニケーション ９７



色の葉を大量につけた枝が左右に，まるで両手を広げるように伸びていて圧

巻だった」というような言葉をBさんに伝える。

次の作業は，この言葉を聞いたBさんがそれを映像に変換することであ

る。このプロセスをホールは脱コード化と名づけた。そしてここに大きな問

題が発生する。Aさんの「新緑の巨木」は一度言語に変換しなければBさん

に送信できず，その言葉を受信したBさんは，言葉を映像に変換しなければ

「新緑の巨木」を脳内で再現できない。コード化と脱コード化という二度の

人為的な作業をするわけだが，このプロセスで齟齬が起きる。Aさんの脳内

で思い描かれていた「新緑の巨木」と，Bさんが脳内で創造した「新緑の巨

木」が同じ色，同じ形状にならないからだ（もちろん宝くじに当選するよう

な確率で二本の木が同じ色と形状になる可能性もある）。つまり，「自分の気

持ちや状況などを相手に正確に伝えること」はほぼ不可能なのである。

一方，アメリカの社会学者タルコット・パーソンズ（1902-1979）は『行

為の総合理論を目指して』という著書のなかで「相互作用には固有な二重の

依存性（double contingency）がある」と言っている（パーソンズ1960＝

1968：25）。ダブル・コンティンジェンシーを社会学では「二重の条件依存

性」あるいは「二重の偶然性」と訳していて，人と人との相互行為やコミュ

ニケーションを考える際のキーワードの一つとなっている。

たとえば，あなたが非常に細い田舎のあぜ道を歩いている場面を想像して

みよう。あなたの左側には川が流れていて，右側には田畑が続いている。そ

して，前方からこちらに向かって歩いてくる人がいる。このままいけば二人

は必ずぶつかってしまう。そのとき，あなたは相手が，川側か田畑側のどち

らに避けるかを推論して，それとは反対側に避けようとするだろう。だが，

おそらく相手もまったく同じことを考えているに違いない。あなたが避ける

方向は相手の出方にかかっているが（第一の依存性），同時に，相手の避け

る方向はあなたの出方にかかっている（第二の依存性）。このように，二人

がぶつからずにすれ違うためには，あなたと相手の意思が同調していなくて
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はならない。こうした二重の条件依存性のうえに，ぶつからずにすれ違うと

いう相互行為は成立しているのである。

AさんとBさんの会話も二重の条件依存性に支えられている。Aさんの発

話はBさんの聞く姿勢やBさんの反応に依存しており，Aさんの発話に対す

るBさんの返事もAさんの聞く姿勢やAさんの反応に依存している。こうし

た二重の条件依存性のうえに日常的な会話（＝コミュニケーション）は成立

しているのである。

ホールが指摘したコード化／脱コード化，そしてパーソンズが指摘したダ

ブル・コンティンジェンシーを踏まえれば，私たちのコミュニケーションが

非常にあやふやな土台のうえでおこなわれている不安定な行為であることが

わかるだろう。二つの理論を前提にすれば，「自分の気持ちや状況などを相

手に正確に伝えること」も「相手のメッセージを正確に理解すること」も不

可能に近い。

すなわちコミュニケーションとは，両者のあいだで交わされる，固定化さ

れた意味の単なる伝達ややりとりなのではない。コミュニケーションは，折

衝や交渉の場であり，AさんがBさんに伝えた言葉は，その場で意味が生成

されていく，きわめて流動的で状況的なプロセスなのである。AさんがBさ

んに伝達しようとしたメッセージの意味はけっして保証されておらず，字義

どおりに理解してもらえる場合もあれば，不完全にしか理解されないことも

ある。あるいはまた，誤解されることもあれば，まったく違う意味に解釈さ

れることもある。コミュニケーションは両者の相互行為であるとともに，両

者が相互作用をとおして意味を創造していく─しかし同じ意味が共有される

かどうかはわからない─共同行為の場なのである。

3．スポーツとは何か

スポーツにおけるコミュニケーションを考える前に，まず，スポーツとは

何なのかを考えてみよう。陸上競技，サッカー，水泳，ゴルフ，ボクシング
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など近代スポーツの多くは17～18世紀にイギリスで誕生した。当時のイギ

リスは産業革命がおこり社会が劇的に変化していた。とくに，職人（とその

家族）が自分たちでモノをつくりあげる家内制手工業から，工場で機械を用

いて分業体制を敷き協業してモノをつくりあげる工場制機械工業へと大変革

を遂げていた。

この生産プロセスの変化は，単に生産の効率を高めただけでなく，人びと

のライフスタイルまでをも劇的に変化させた。というのも，家内制手工業で

は，ものづくりの主導権は職人本人が握っているが，工場制機械工業では，

機械の動きに合わせて人間が動かなければならず，いうなれば，ものづくり

の主導権は機械が担うことになったからだ。さらに，家内制手工業では職人

は衣食住という「生活」の中に労働が埋め込まれており，「労働」と「労働

以外」をきれいに二分することはできなかった。食事をしながら作業をした

り，子どもを叱ったり躾けたりしながら仕事をしていたからだ。だが，工場

制機械工業では，労働者は朝自宅を出て工場に出勤して夕方まで働き時間が

来たら帰宅するというような，いわば工場にいるときだけが労働で，工場を

一歩出ればその瞬間に労働から完全に解放された。衣食住という「生活」か

ら「労働」が分離した，すなわち労働という要素が含有していない「余暇」

が誕生したのである。

この余暇をつかって，労働から解放された労働者はなにをしたのか。それ

は，機械にこき使われ大きなストレスを抱えた心身を解放し，明日の労働の

ために疲労した心身をリフレッシュすることだった。すなわち，彼らは無我

夢中になって遊んだのである。スポーツ（sports）の語源はディスポート

（disport）であり，この単語は「気晴らし」や「遊ぶ」という意味を持って

いた。原初のスポーツは遊びだったのである。

ところが，授業で学生に「スポーツとは何か」と問うと多くの者は「身体

活動」や「からだを使って競い合うこと」などと答える。「遊び」と答える

者はいない。私たちが部活動やテレビ中継などで日常的に触れているスポー
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ツを思い浮かべてみれば，スポーツが「身体活動」「からだを使って競い合

うこと」であると理解されることに違和感はない。しかし，本来的にはス

ポーツは，ディスポートの「遊び」に近い，もう少し広い意味を持ってお

り，それは近年まで維持されていた。

たとえば，近代オリンピックは，フランスの教育学者ピエール・ド・クー

ベルタン（1863-1937）の尽力によって第1回大会が1896年にギリシャ・

アテネで開催された。それ以降，4年ごとに世界各地で開催されているのは

承知の通りだが，1912年のスウェーデン・ストックホルム大会から1948年

のイギリス・ロンドン大会まで，建築，絵画，彫刻，音楽，文学などが芸術

競技として採用・実施されていたのである3）。

現代社会に生きるわたしたちは，スポーツと芸術はまったく違うジャンル

だと捉えがちだが，ひと昔前までは両者はそれほどかけ離れた存在ではな

く，というよりも重なり合ったものとして人びとに認識されていた。こうし

た「身体活動」や「からだを使って競い合うこと」を重要視しない，遊びに

近いスポーツ観は，現代において復活しつつある。たとえば，現在，圧倒的

な人気を誇っておりオリンピック競技に採用しようという動きがある，対戦

型のビデオゲームやコンピューターゲームのことを指す「eスポーツ（エレ

クトロニック・スポーツ）」はその代表的な例であろう。

遊びとして身体活動にこだわらないスポーツが，徐々に身体活動に特化さ

れていったのだが，現在は過去と違ったかたちで再びスポーツの範囲が拡大

してきていると言って良い。このことを踏まえたうえで，もう少し詳細にス

ポーツを見ていこう。

スポーツはさまざまな基準で分類することが可能だ。一人でおこなう「個

人競技」とチームでおこなう「集団競技」という分け方ができる。ボールを

3）芸術競技における日本人メダリストは二人いる。1936年のベルリン大会におけ
る絵画部門で銅メダルをとった藤田隆治と，同大会の水彩画部門で銅メダルを
とった鈴木朱雀である。
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使う「球技」とボールを使わない「非球技」という分類も可能だ。あるい

は，誰かと対戦して勝敗を決める「対戦型」，新体操などパフォーマンスを

採点して順位を競う「採点型」，走り幅跳びなどパフォーマンスの記録で順

位を競う「記録型」という見方もできる。また，誰かと競うことが前提にあ

る「競技スポーツ」と，健康のためにジョギングをするというような競うこ

とを前提としない「生涯スポーツ」4）に二分することもできる。さらには，金

銭を得ておこなう「プロスポーツ」と金銭を得ずにおこなう「アマチュアス

ポーツ」という分類もあろう。

こうした分類をみてもわかるように，多様なスポーツのあり方があるのだ

が，すべてのスポーツに共通する要素がある。それがコミュニケーション

だ。たとえばバスケットボールの試合を想像してみよう。ボールを持ってド

リブルしているオフェンスの選手は，「シュートを決めてやるぞ」という

メッセージを発信し，その選手の前にはだかるディフェンスの選手は「ここ

から先には行かせないぞ」と両手を広げて進路を塞ぐ。オフェンスの同僚は

「こっちにパスを出せ」というメッセージを発し，それを見た他のディフェ

ンスの選手は，「パスは通させないぞ」とメッセージを発信する。そればか

りではない。監督からはいろいろな指示が出ており，その指示に従って選手

たちは動きを変える。また敵の監督が敵チームの選手に指示するその声にも

反応している。さらに，ファンの声援も選手を後押しする。勝利者インタ

ビューで「皆さんの声援で今日は勝つことができました。どうもありがとう

ございます」というような言葉をよく耳にするが，これはファンの声援が選

手のパフォーマンスに影響を与えることを意味している。サッカーで，ホー

ムとアウェーの勝率が大きく異なっていることは，まさにそれを実証してい

るといえる。ファン同士のコミュニケーションもある。「ニッポンチャチャ

4）文部科学省は生涯スポーツについて「我が国においては，自由時間の増大，体
力・健康づくりへの国民の関心の高まりなどを背景にスポーツ需要が増大してお
り，誰もがいつでもどこでも気軽に参加できる生涯スポーツ振興のための環境の
整備が求められています」と述べている（文部科学省2021）。

１０２ 桃山学院大学社会学論集 第56巻第1号



チャ」という大声援はファン同士のコミュニケーション的連帯を象徴してい

るし，甲子園球場における阪神ファンと巨人ファンのやじり合いもコミュニ

ケーションである。そのようなことを考えれば，スポーツが単なる「身体活

動」や「からだを使って競い合うこと」ではないことが理解できるだろう。

スポーツは，味方の選手同士，敵と味方，選手と監督，ファンと選手，ファ

ン同士というような，さまざまな位相でおこなわれているコミュニケーショ

ン・ゲームでもあり，そのようなコミュニケーションがおこなわれる中から

勝敗が決まったり，目標としていたゴールにたどり着くことができるのであ

る。

この状況は，チームスポーツに限らないし，競技スポーツに限定されるも

のでもない。100m走などの個人競技においても同じだ。隣のレーンを走る

ライバルと競い合っているその時，両者は「絶対に負けないぞ」というメッ

セージを発信しあっている。だからこそ競り合ったレースではいいタイムが

出るのだ。

一人でおこなう健康のため，あるいは趣味のジョギングというような生涯

スポーツであったとしても，他のランナーとすれ違う時に軽く会釈したりす

る。これは一人で楽しむハイキングや登山などでも同じだ。たとえ言葉は交

わさなくとも，わたしたちは知らず知らずのうちに他者とコミュニケーショ

ンを取り合っているのである。そのようなコミュニケーションを取ることで

心身にプラスの効果がもたらされ，ますますジョギングが，ハイキングが，

そして登山が好きになっていくのである。

4．なぜ「ながらスマホ」は嫌われるのか

東京の渋谷や大阪の難波など，多くの人がさまざまな方向へさまざまなス

ピードで行き交う人混みの中で，わたしたちは他者とぶつかることなく，目

的の方向へ歩いていくことができる。なぜ，それぞれがでたらめな方向にで

たらめなスピードで自分の目指す方向に歩いているのに他者とぶつからない
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のだろうか。それはわたしたちが常時コミュニケーションをおこなっている

からである。

いま，私が歩いている方向からわたしに向かって歩いてくる人がいる。こ

のままいけば二人はぶつかってしまう。そのとき，わたしはこちらに向かっ

て歩いてくる人に，いわば無意識的に「わたしはあなたのことをきちんと認

識していますよ。だから安心してくださいね」「わたしは左側に避けますよ」

とメッセージを送っている。しかし同時に「あなたのことなどまったく見て

いませんよ」という真逆のメッセージも出している。なぜなら，もしも相手

が慄くほどじっと見つめながら歩を進めれば，相手が恐怖心を抱くからだ。

したがってこのような状況では，相手のことはなるべく見ないことがマナー

である。しかし，その「相手を見ていないふりをする」という演技があまり

に上手すぎると，相手は「おいおい，前から歩いてくる人は自分のことをき

ちんと認識しているのか」と不安になってくる。

したがって，わたしは「あなたのことはきちんと認識していますよ」「わ

たしは左側に避けますよ」というメッセージと同時に，それらとは相反する

「しかしあなたのことはまったく見ていませんよ」というメッセージも出し

ている。しかしこのメッセージは「でも，本当はきちんと見ているので安心

してください」という真逆から再反転したメッセージも含んでいなければな

らない。こうした複雑極まりない作業を，同じ瞬間に，相手もしているので

ある5）。

駅の改札口や人気の観光地などでは，四方八方から思い思いの方向へ，い

ろいろなスピードで歩いている人でごった返している。そのような雑踏を歩

くわたしは，わたしが歩くルートとスピードを全方位に向かって発信し，同

時に全方位から送られてくる同様のメッセージを受信する。そして，それら

を正しく読解して，自分の歩くルートを少し修正したり，スピードに緩急を

5）社会学者アーヴィン・ゴッフマン（1922-1982）は，この意識的に無関心を装う
ことを「儀礼的無関心」と呼んだ。
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つけたりする。こうやって，見知らぬ他者と複雑なコミュニケーションを取

り合うことで，わたしたちは混雑する中で誰ともぶつかることなく歩いてい

くことができる。つまり，公共の場では，見知らぬ他者とコミュニケーショ

ンをとらなければならない。それが人間社会のルールである。

しかし「ながらスマホの人」は，この最低限のルールを守っていない。

彼／彼女がコミュニケーションをとっている相手はスマホに対してであり，

周囲の他者ではない。したがって周囲の他者は，ながらスマホの人がどのよ

うに歩いていくのか，ルートやスピードを予測することができない。連鎖的

に，数秒後にながらスマホの人と交差する自分は，どのようなルートとス

ピードで歩けばぶつからずに済むかが推察できない。ながらスマホの人と周

囲の人の間のコミュニケーション不全が起こっているのだ。この不全が，な

がらスマホの人が他者とぶつかったり，ぶつかりそうになったり，鉄道の

ホームから落ちたり，走行している電車とぶつかったりする原因でもある。

ながらスマホの人は，公共の場における最低限のルールである「見知らぬ他

者とのコミュニケーション」を，はなから放棄している。これが，ながらス

マホの人が嫌われる理由の一つである。

人間の生活は，そして人間社会は，他者とのコミュニケーションによって

成立しているといえるだろう。そしてスポーツも，人間社会においておこな

われている行為という意味においては同様で，コミュニケーションによって

成立しているといえるのである。
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