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障害受容についての当事者研究 

―ゴッフマンの儀礼論の視点から― 

 

瀬充（山口県立大学大学院修士修了、無所属） 

 

１.はじめに 

 本報告では当事者研究を通して、障害受容を捉える上で重要な視点としてゴッフマンの儀礼論に行き着

いたことを述べた。当事者が障害受容について論じた論文（新舎 2003 など）は、これまでの障害受容論

には否定的な立場をとっており、障害受容に肯定的な論文の数は尐なくなってきた。しかし障害受容は、

障害という喪失体験からの立ち直りへの重要な考え方（上田 1983: 211）であり、当事者だからこそこの

考え方を追求する必要があると考えた。障害受容の代表的な提唱者である上田は、障害受容とは価値の転

換である（上田 1983: 209）とする一方で、価値の転換に懐疑的な立場（南雲 2002 など）もある。南雲

は従来の障害受容は社会から受ける苦しみを個人に押し付けたものであると批判した（南雲 2002: 56-58）

ことから、障害受容を社会と個人の相互作用的に捉える必要性が示唆される。よってゴッフマン理論の観

点から、障害受容を中途障害により「均衡がほころびたとき」（安川 1988: 70）の対処と捉えた。 

 

２.筆者の経験から障害受容についての考察 

 障害受容の議論から、各研究者のいう「障害」が個人か社会か何を指すものなのか食い違いが生じてい

ると考える。そこで筆者の障害への認識の変化を整理するために ICF の障害概念を用いた。①受傷直後、

筆者は障害を「機能障害」としてのみ認識しており、腕はいつか動くようになると思う「展望」（上田 1983: 

217）で立ち直り、最初の障害受容とした。②同程度の患者との出会いにより腕が動かなくても日常生活

動作能力が向上するという展望を持ち、リハビリに前向きに取り組むようになり、障害を「機能障害」に

加えて「活動制限」として認識するようになった。③初外出で、病院内と病院外では「環境要因」が違う

という障害による変化にあらためて気づかされたものの立ち直ったことから、南雲の障害受容概念に当て

はまる。このように障害概念の違いに伴って障害受容にも様々なものがあることがわかる。また障害受容

論は「障害の自覚」を前提とし、それは「回復の断念」のことを指していることが多い（本田ら 1994 な

ど）が障害の自覚は必ずしも回復の断念であるとは限らないことを本論では示した。そして障害概念にそ

れぞれ当てはまる障害の自覚があると考える。 

 

３.ゴッフマンの儀礼論からみる障害受容 

 ゴッフマン儀礼論の観点で捉える筆者の障害受容経験を次にあげた。①受傷後において身体が動かなく

なったことにより、「line」をこれまで通り掲げられなくなってしまい「face」を喪失し、恥ずかしさ、劣

等感を感じる（E. Goffman 1967: 5-8）といえる。しかし最初の病院では保護的な対応を受け、筆者もそ

の line にそって、スタッフに依存する態度をとることで face を保ち、「恥の意識や劣等感を克服」（上田

1983: 209）することができていたことから障害受容をした。②二番目に入院した総合病院では、筆者の依

存的な line とスタッフの自立を目指す line とで違っていたが、スタッフの face を保ってやろうとする保

護的傾向（E. Goffman 1967: 14）により face は保たれていた。③次に入院した脊髄損傷専門病院は比較

的厳しく、保護的な対応ではないため自らの line と衝突してしまう（E. Goffman 1967: 8）ことで face

は保てなくなっていた。④脊髄損傷専門病院で同程度の患者と出会い、自由に日常動作を行えることに憧

れを持ちリハビリを行うようになる。この line がスタッフの line にもそっていることを感じ、再び face

を保つようになる。⑤上述した初めての外出のように「環境要因」の変化により、これまでできていたこ

とができなくなり、line を掲げられなくなり face を失うことがあった。このように、どのような face

をたてるかは社会による影響が大きく、最初に入院した病院と脊髄損傷専門病院では別の line で face を

たてていたことから、社会が変わることで別の障害受容をする必要に迫られるといえる。 
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ハンセン病療養所の将来構想の可能性 

―菊池恵楓園内保育施設「かえでの森こども園」に関する調査から― 

 

桑畑洋一郎（梅光学院大学） 

 

報告要旨 

 「ハンセン病問題の解決の促進に関する法律（ハンセン病問題基本法）」が 2008 年に制定され、ハンセ

ン病療養所の「将来構想」に向けた基盤整備が進められている。これを受けて現在、入所者の高齢化が進

むハンセン病療養所において、療養所の医療水準は保ちながらも、入所者数減尐に対応できるよう地域住

民も利用可能となるような新たな機能を療養所に付加することが求められている。 

 こうした動きの元で、日本各地の療養所がそれぞれに「将来構想」を進めているが、「将来構想」の中で

どのような動きが生じており、それが社会的にどのような可能性を持つのかについては、研究が蓄積され

ているとは言い難い。 

 しかしながら、「将来構想」が「地域社会においてハンセン病療養所が開かれた役割を果すこと」として

の「療養所の社会化」「差別の壁」の除去（遠藤 2008: 96）をも目的に含むのならば、日常的・恒常的な

場面においていかにして療養所内外の関係性が作られるのかについても考察することが必要であろうし、

また、ハンセン病者にとっての「将来構想」に加えて、地域社会にとっての「将来構想」の可能性を考察

することもまた必要である。 

 以上のような研究目的に立ち、本報告では、熊本のハンセン病療養所である菊池恵楓園に「将来構想」

の一環として設立された保育所である「かえでの森こども園」に注目し、同園が、ハンセン病者と療養所

周辺の地域社会の「将来構想」においていかなる可能性を持ち、それはどのように可能となっているのか

を、インタビュー調査を元に考察した。 

 考察の結果として、「療養所の社会化」・「差別の壁」の除去といった点において療養所の「将来」を拓き

うるものであること、その機能を果すための要因（日常性、家族とのつながり、保育を通した実践的意識

変容、園利用者と入所者との相互配慮）があることが示された。 

 報告後の議論においては、同園が「将来構想」の一環として立ち上がってきた文脈として、（ハンセン病

療養所の「将来構想」という文脈のみならず）現在さまざまな場面で見られるようになっている、福祉施

設の機能統合の流れがあると理解すべきではないかといった指摘がなされた。本報告を、ハンセン病に関

連する領域のみに限定して考えるのではなく、ハンセン病を取り巻く全体社会の中に位置づけて理解すべ

きであるとする、大変貴重な示唆をいただけたように思う。 

 報告時にも言及したように、現在はまだ、同園の職員（副園長、事務長）と、療養所入所者自治会役員

に対するインタビューしか行えていないため、同園に子どもを通わせている保護者や他の療養所入所者に

対するインタビューを行いながら同園の機能をさらに明らかにしつつ、報告時にいただいた示唆を元に、

本研究をより大きな文脈に位置づけて展開していきたいと考えている。 

 

文献 

遠藤隆久，2008，「ハンセン病療養所の将来構想を考える」『部落解放』591: 92-100． 
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苫田ダム建設に関する地域住民の生活意識 
 

徳野貞雄（【社】トクノスクール・農村研究所） 

 

１、報告のねらい 

 本報告は、二つの内容について報告する。その 1 は、ダム建設に際して事業主体である行政（国交省）

が、住民運動や地域住民の生活など社会的ファクターを考慮して、現在政策をどのように推し進めている

かを検討すること。第 2 に、ダム建設に 50 年間翻弄されてきた地域住民の現在の生活意識についての考

察である。具体的に岡山県吉井川の旧奥津町に建設された苫田ダムの『ダム定期報告書』をベース（資料）

に検討していきたい。 なお、苫田ダムは、構想浮上から 42 年後 2005 年（平成 17 年）3 月に完成した。

水没戸数は 504 戸（奥津町 477 戸、鏡野町 27 戸）に上った。この間、ダム建設反対運動が長期にわたっ

て展開された。 

 

２、ダム建設における事業主体（国交省）と地域住民 

 高度経済成長期以降、過疎農山村に多くの巨大ダムが建設されてきた。その建設による地域住民や地域

社会への影響は計り知れないほど大きい。それ故、多くの巨大ダム建設に対して、住民や地域の反対運動

が頻発した。しかし、建設省や県等の事業主体は、その社会的影響に対してはほとんど考量せず、用地買

収等の当事者のみのダム補償金の支払いと云う経済的要件のみで、ダム建設を強行してきた。その対応へ

の批判は徐々に高くなり、国交省河川局等は、ダム建設における社会的環境等を考慮する施策・制度を作

る必要に迫られ、2002 年に『ダム等管理に係わるフォローアップ制度』を策定し、翌年から実施し始めた。

私自身、この 10 年間ほど「国交省中国地域整備局」の『中国地方ダム等管理フォローアップ委員会』の

委員として、この施策・制度に参画し、現地調査も行ってきた。その結論は、建設省や県等の事業主体の

姿勢は、基本的にはほとんど変わっておらず、社会的影響等への考量やアプローチは非常に脆弱であると

云う結論を下さざるを得ない。 

 

３、「苫田ダムフォローアップ委員会」への参画や活動を通じての知見 

１）苫田ダム建設は、住民の生活や地域社会非常に大きな社会的影響と不安を、確実に与えたが、行政等

のダム推進母体は、その事実から学ぼうという姿勢が見られなかった。また現在もそれを生かそうと云

う姿勢は希薄である。 

２）水没移転など人的な影響は多大であるが、50 年もの時間経過の中でその社会的事実は雲散無消し勝ち

であり、研究者として現時点で跡付けていくことは、非常に困難であった。地域開発論における社会学

的アプローチは、それほど重視されていない。 

３）ダム建設に対する住民の評価はプラス・マイナスどちらもあるが、行政等の事業主体は人間の生活等

の社会環境よりも生物等の自然環境にあり方に特化して、環境問題を自然環境にすり替えていく傾向が

ある。 
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現在の地域コミュニティと時鐘の役割 

 

辻正二（保健医療経営大学） 

 

１．はじめに  

 健康な社会の基盤には生活のリズムという時間的な視点が不可欠である。ここでは、サウンドスケープ

の考えに基づき、時鐘のもつ機能とそれが地域社会コミュニティ意識の醸成にどのような働きがあるかを

「現在の地域コミュニティと時鐘の役割」と題したテーマで考察する。 

本研究は、科研費の挑戦的萌芽研究（課題名「安全な社会構築のための時間政策的な研究」（代表：辻正二）

H24～H26 年）に基づいて得たデータの中間発表として行うものである。 

 

２．調査地と調査法 

 調査地は、江戸時代に北前船が寄港するなど港町・商都として栄え、千光寺の驚音楼の鐘のある広島県

で 2 番目に市制を施行（明治 31 年）した尾道市、室町時代の大名大内氏の居城を築き、ザビエルが来て

布教したザビエル教会のカリヨンの鐘が鳴る山口市、元禄 8 年(1695 年)に木下延俊が暘谷城を築城され、

三代の俊長の時世の元禄 8 年(1695 年)に造られた元禄の鐘が鳴る大分県日出町の 3 地域である。 

調査は、平成年 2 月下旪～3 月 14 日にかけて、郵送法を使い実施した。回数数は 459 通で、有効回収率

25.8%であった。 

 

３．コミュニティへの時鐘機能 

（１）時鐘の種類別の機能 

寺院と教会とカラクリ時計の時鐘の比較したところでは、時鐘の 3 種類（寺の鐘、教会の鐘、カラクリ

時計の鐘）の比較からみると、時鐘を現在聞くことのできる地域に住む人ほど、地域愛着度が高く、永住

意識も高いことが分かったし、また、時鐘の種類別ではカラクリ時計の時鐘がこれらのコミュニティ意識

に一番影響を及ぼしていることが分かった。寺と教会の時鐘はコミュニティ意識形成に関しては似た傾向

を示し、カラクリ時計の時鐘機能が一番共同意識やコミュニティ意識の形成では影響力を持つことがわか

った。 

（２）住民類型からみた時間意識 

時鐘の時間告知の必要性に対して一番支持しているのは居つき層（昭和 60 年以前に来住した人）とな

っている。社会的時間として祭りの存在を認めているのは、土着流動層（他出経験を持つ人）である。ス

テップ層（昭和 60 年～平成 17 年の間に来住した人）がサイレンや時鐘のもつ共同性の働きを一番強く感

じている。時鐘やサイレンの音を騒音として捉え、慎重な考え保持するのはステップ層である。ただし、

大きな差は見られない。 

 

４．まとめ 

本研究の結果は将来的に、学校・企業などのコミュニティの仲間意識や帰属意識の向上を可能にする効

果的な手法を生み出すことに貢献することが期待され、現代の喪失しつつある地域コミュニティの再構築

にも役立つ可能性がある。 
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マンハイム知識社会学における「存在拘束性」概念について 

 

小田和正（熊本大学大学院修士修了、無所属） 

 

本報告の目的は、「認識・知識の社会性」を強調するカール・マンハイムの知識社会学において、「認識・

知識の個体性」という一見相反する事態を理論内在的に矛盾なく把握しうる、という点を明瞭化すること

にある。 

本報告では、まず、マンハイムが知識を存在へと関連づける具体的な手続きとして示している「帰属化」

の議論と、その「帰属化」の議論の下地となっていると考えられるマンハイム初期の「解釈理論」をテキ

スト内在的に検討することを通して、マンハイムの「存在拘束性」概念の意味を明らかにしている。そし

てそこでの議論をベースとして最後に、「認識・知識の個体性」がマンハイムの知識社会学においてどのよ

うに把握されているのかを示した。 

マンハイムの解釈理論とは、他我の主観的な意味（＝表現意味）を観察者が解釈する際に、それを観察

者が直接的に理解することはできないという前提のもとに、他我の表現意味の背後にある「世界観総体性」

を理念型として仮定し、そこから個々の表現意味を解釈するというものである。その際のポイントは、第

一に、個々の表現意味を表現主体である個人に還元できない媒介構造、すなわちある社会・時代において

共有されている間主観的な意味連関＝世界観総体性から解釈するということ、第二に、その世界観総体性

もまた、観察者によって方法論的に構成されたものに過ぎないという点が含意されているということであ

る。 

次に、「帰属化」とは、①「意味的な帰属化」によって、個々の認識や知識を特定の間主観的な意味連関

の具体的なあらわれとして解釈することによって、理念型としての「視座構造」を構成し、②「事実的な

帰属化」によって、今度は逆に個々の認識や知識から理念型としての「視座構造」の妥当性が検証され、

③「社会学的帰属化」によってさらに、理念型である「視座構造」をより具体的な意味連関から解釈し、

説明する、ということである。重要なのは、この①②③の「帰属化」の作業が、解釈理論と同じように、

いずれも観察者による解釈であり、またそうであるからこそ、それぞれがそれぞれを補完し合うという関

係にあるという点である。 

以上の議論から見て、マンハイムのいう「存在拘束性」とは、個々の認識や知識を担う個人の背後にあ

る抽象的・具体的な意味的連関によって、当該の認識や知識がはじめて現に今ある形態として成立し意味

づけられたものとして、観察者によって解釈されるという事態を指していると考えられる。このような「存

在拘束性」概念のもとではむしろ、同一の「視座構造」のうちにもさまざまに異なった具体的な認識や知

識がありうるということが前提され、また、一人の個人が有する「視座構造」には、理念型的に構成され

た「視座構造」からすれば、さまざまな「視座の混合や交錯」が見られるという事態が当然に前提とされ

ているからこそ、三つの帰属化を循環的に行なうことによる絶えざる検証が要請されているのである。 

マンハイムは表現意味を「完全に個別化された意味」であると述べ、さらにそれが主体の「体験の流れ」

から切り離すことができないものであると述べている。しかしながらマンハイムにおいてはこのような「認

識・知識の個体性」としての表現意味もまた、存在拘束的なものとして把握されている。各個人の「体験

の流れ」は当然ながら完全にオリジナルなものであり、そこに「認識・知識の個体性」が生じる源泉があ

る。しかしながら、個々の体験を意味づけるのは多くの場合、存在拘束的な意味づけの枞組みであるとマ

ンハイムは考えるのである。 

マンハイムは、個人の体験の意味づけを「社会的なもの」と結びつけて解釈することによって、認識・

知識の社会性と個体性とを一本の線で結んでいる。存在拘束的な枞組みのなかで認識の個体差が生じるの

は、各人の「体験の流れ」や具体的な社会関係における個人の位置の個別性によるのである。 
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第二の近代における公共性と正義 

 

友枝敏雄（大阪大学） 

 

１．第一の近代と第二の近代 

    現代社会の考察において、ベックの言う「第二の近代」という概念は重要である。 

  第一の近代：前近代よりも個人の自由ははるかに増大したが、家族、職業、地域、国民国家が人々に

とってのセーフティネットとなり、リスクを増大させないようになっていた。 

  第二の近代：グローバリゼーションの拡大（進展）に伴う国民国家の脆弱化や、個人化の進行に伴う

家族の崩壊などによって、人々のリスクは増大している。 

    第一の近代と第二の近代の分水嶺は、1989 年のベルリンの壁の崩壊に求められるのではないかとした。 

 

２．公共性が語られる文脈 

  公共性が語られる文脈として、（1)共同体―市民社会の文脈、（2)個人主義の文脈、（3)「市民社会―

国家」の三つが考えられるが、新しい公共性(公共空間）を「〇〇である一言で定義することは困難

であるとした。しかし公共性は、(1)market(市場原理）に対立するもの、(2）national なもの（「国

家」「国境」）に対立するもの、(3)individual, individualization(個人、個人化）に対抗するものとし

て捉えることができる。 

 

３．ロールズの『正義論』  

  ロールズのあまりに有名な正義の二原理を紹介した後、正義の二原理を導出した意図は(1)アプリオ

リに道徳的人間を設定できないこと、(2) 価値としての自由主義を棄却できないこと、(3)格差を是

正することの正当性の追究にあることを指摘した。 

 

正義の二原理 (Rawls, 1999)  

第一原理 各人は、平等な基本的諸自由の最も広範な制 枞組みに対する対等な権利を保持すべきである。

ただし最も広範な枞組みといっても他の人びとの諸自由の同様な制度的枞組みと両立可能な    

ものでなければならない。 

第二原理 社会的・経済的不平等は、次の二条件を充たすよう に編成されなければならない。（a）そうし

た不平等が各人の利益になると無理なく予期しうること、（b）全員に開かれている地位や職務に付帯

すること。（p. 53,  訳、84 頁） 

 

４．ロールズ正義論への外在的批判 

  ロールズ正義論の問題点として、(1)一つの思考実験としては興味深いが、原初状態を設定すること

の意味（無知のヴェールのもとでの当事者たちの合理的選択ということの理論的意義は何か）、(2)対

等な自律した主体による意思決定であることを指摘した後、正義は圧倒的な非対称を出発点として考

えられるべきであり、ケアされる関係から正義論を構想すべきではないかということを論じた。 

 

Rawls, J., 1999, A Theory of Justice, Revised Edition, Harvard University Press (川本隆史ほか『正義論 

改訂版』紀伊國屋書店, 2010). 
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ブラウの社会構造論と関係基盤 

―寛容社会を射程において― 

 

三隅一人（九州大学） 

 

本報告は、ブラウ（Blau,1977, 1994; Blau and Schwartz, 1984）が展開したマクロ形式社会学と、報

告者（三隅, 2013）が提唱する関係基盤との概念的な関係を整理する。 

ブラウは、人びとの間のさまざまな差異の関連構造が、社会的交際の機会、とりわけ集団間関係をいか

に規定するかを実証的に理論化した。鍵概念は構造パラメタであり、これは、社会的位置（人びとがそれ

にもとづいて差別的交際を行うような人びとの間の差異）の分化を捉える指標である。とくに、創発構造

特性として構造パラメタ間の凝固／交差に分析焦点がおかれる。一方、関係基盤は、社会的紐帯を基礎づ

け、同時に、社会関係資本の蓄積場となるソシオセントリックネットワークの指標であり、紐帯の形成・

維持の基盤となる共有属性と定義できる。個人が社会的紐帯の構築・維持に資源を投入する行為は、当該

関係基盤への投資である。また、個人が多様な関係基盤に関与していることは、彼／彼女が自ら弱い紐帯

（ブリッジ）として、橋渡し型社会関係資本の蓄積を促進する。 

 両者の関係として、関係基盤は概念的には構造パラメタに近い。また、複数集団所属がもつ自由と制約

のアンビバレンスを共通論点とする。（とくに寛容促進効果。ブラウでは集団間関係の促進、関係基盤論で

は橋渡し型社会関係資本の促進。）大きな違いは社会ネットワークとの概念的関係であり、ブラウはネット

ワーク論的な社会構造概念をミクロ社会学として排除する。 

 以上をふまえつつ、関係基盤論に改めてブラウを生かす論点を考える。第一は構造効果の論点である。

集団間関係をクリーク間関係に置き換えてみれば、そして、具体的な関係基盤ネットワークを測定する比

較事例分析を行えば、関係基盤の社会関係資本に対する構造効果をみることは可能である。第二に、構造

特性に着目した多水準プロセスという論点である。関係基盤においても、個人属性を手掛かりにした社会

ネットワークの局所的な構造特性として交差（凝固）を捉えられるので、マクロ構造特性としての交差と

関係づけて、多水準プロセスを対象化できる。そこから、構造効果の仕組みを理論的に深めることができ

るかもしれない。第三に、関係基盤論によるマイクロ=>マクロ説明の補完がある。ブラウには創発的構造

特性としての交差や凝固を説明する理論がない。それに対して関係基盤の分析では、社会関係資本の創出

を促す関係基盤の布置連関の視点から、個人投資がどのような構造パラメタ間の交差を強めたかを分析す

る糸口が確保できる。 

以上のように、両者は相互に接合可能

であり、また補完し合いつつ、社会構造

の多様性と寛容の理論的議論に寄与し得

る。その接合・補完を媒介する鍵概念は

ソシオセントリックネットワークである。 

 

（引用文献省略） 
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個人間ネットワークに媒介される組織間結合の創発 

 

井上寛（九州工業大学名誉教授） 

 

 本稿の目的は、組織間の結合が発生するメカニズムに関し、組織間結合の発生を各組織と結びついてい

る諸個人が形成しているネットワークが媒介するというアイデアを理論化することにある。操作的には組

織間結合ポテンシャルの概念を提案する。 

 組織の目標達成のための意思決定と戦略の実行は情報、資源、人の動員と生産物・サービスを他の組織

に供給することであると仮定する。ある時点で結合していない 2 つの組織はどのようなきっかけで結合す

るのだろうか。 

既存のネットワーク研究は組織間ネットワークあるいは個人間ネットワークを別箇に扱うことが多い。

例外は所属ネットワークの理論であるが、これはつまるところ組織間と個人間に分解される。本稿のオリ

ジナリティはこの組織と個人を同時に扱うことにある。 

まず組織自体はそれ自体が合理的選択をする行為者とすることは不自然である。むしろ、組織の内外に

張り巡らされた神経細胞のような個人の行為が組織を動かしているとみなすほうがよい。そしてそのよう

な諸個人は連結したネットワークを形成しているとする。形式的には先行時点で組織間に結合は存在せず、

各組織は一人以上の個人と結びついているとする。一方諸個人は任意の連結ネットワークを形成している

とする。このとき、組織のペアごとに結合ポテンシャルが見出される。それは極めて単純に個人に媒介さ

れる組織間の距離（離散的グラフの上の最短パス長）の逆数として測定される。このポテンシャルの高い

組織間において、次の時点で結合が発生する。いうまでもなく、個人間の連結が機械的に組織間の結合を

生むのではない。事前の組織の資源と目標、結合のもたらす成果にたいする評価、ステークホルダーの利

害があり、さらに個人間のネットワークは脅迫や義理を含めた利害関係によるもの、あるいは単に共通の

属性によるものもある。現実の社会過程はこれらが複合してなんらかの信頼関係を生み出し、結果として

組織間結合が実現する。組織間結合ポテンシャルはそのような社会過程の一つの出力である。 

理論的な枞組みはこれだけの単純なものであるが、果たして現実の現象に適用可能であろうか。報告で

は政府と企業の結合の事例をみた。ここでは政府の施策あるいはプロジェクトの実施の実務を民間へ委託

する行為、なかで中小企業庁の中小企業新戦力発掘プロジェクトを取り上げた。この委託（実習生と企業

の募集、実習の運営など）は、いわゆる人材派遣会社が受託する。全国 9 ブロックを 7 社が受託している。

念のためにいえば、地域ごとに選別していること、また企業の経営規模と実績も考慮されていることは明

らかである。しかし、そのなかの 2 社と政府はプロジェクト以前において結合ポテンシャルが高い。それ

は政府と企業の委託という組織間結合の発生にとって単なる外乱以上の効果をもつと推測される。 

 組織と個人を同一次元でのネットワークとして描くとき、そのなかで組織間結合の生じる可能性は、他

の条件を一定とした場合、個人間の連結に媒介された組織間結合ポテンシャルによってとらえることがで

きるとする本稿の提案は理論的にオリジナルなものであり、また経験的事象に対する事前の予測と事後の

説明においても有効性をもつと思われる。 
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農山村への新規移住者の生活構造 

―「もらう」「やる」「調理する」を軸として― 

 

山根亮子（熊本大学大学院社会人研究支援センター） 

 

 近年、人口減尐に悩む多くの自治体は、U ターン者だけではなく、田舎暮らしや新規就農を望む非出身

者による移住を促進する政策を掲げている。これは、過疎地域の人口減尐を U ターン者だけで解決するこ

とが難しい状況にあることに加え、出身地ではない農山村への移住を希望する人が増えていることが背景

にある。しかし、その政策の多くが「移住しやすい」環境を整えているものの、「定住できる」内容には踏

み込めていないために、移住者の定住の可能性は依然として未知数であるというのが実情である。移住者

の定住を可能にする要素を提示するためには、農山村という地域社会における移住者の現実の生活を把握

する必要があると考えられる。 

 本報告では、出身地ではない農山村で暮らす人びとを「新規移住者」と名付け、彼らの定住問題を、現

在の生活が成り立っている仕組みを考察することを通して検討した。そこで、移住者の生活における地元

住民との結びつきという視点から、住民とのやり取りが具体的に窺える「食生活」に焦点を当てて分析を

行なった。 

 事例として取り上げたのは、調査対象者である新規移住者 37 名・22 世帯が居住する熊本県内の山間部

に位置する 9 つの過疎農山村集落である。新規移住 22 世帯の世帯構成は、「夫婦 2 人」が 7 世帯、「夫婦

と子」7 世帯、「独身男女の同居（同棲）」1 世帯、「単身」7 世帯であり、同居型世帯の方が多い。また、

世帯員数は、成人男女 2 人から子どもを含めても最大 4 人であり、家族規模は小さい。 

 本報告では、まず、移住者の経済的基盤となる「職業と収入」について事実確認を行なった。移住者は、

移住前の地域や都市部よりも、労働賃金および収入が尐なくなることを想定して移住しており、実際に、

ほとんどの世帯収入が一般的な収入（全国の世帯の所得金額の中央値）よりも尐ないことを示した。本事

例では、平成 22 年度の中央値 483 万円に満たない世帯は、具体的な所得金額について回答を得ることが

できた 21 世帯中 19 世帯と全体の 9 割を占めていた。しかし、それでも移住者は実際に生活することがで

きており、定住の意欲もある。その理由の 1 つとして、ほとんどの世帯が食べていくことに困らない状況

にあることを指摘できる。なぜなら移住者は、食事にいたるまでに、食べものを「買う」だけではなく、

「耕作する」「調理する」「もらう」という複数の過程を重ねており、そのことによって、食べていくこと

の安定性と満足度を高めているからである。この 4 つの過程のうち、特に、「耕作する」「もらう」場面で

は、移住者と地元住民との間で興味深いやり取りが窺える。例えば、畑を耕作している移住者は、農家住

民から教わりながら一緒に作業をしていたり、農家と同じ野菜を作らないでおくことによって、農産物を

もらう余地を残し地元住民との接点を増やそうとしている。また、移住者は、地元住民から農産物や惣菜

を「もらう」お返しとして、集落行事の人手不足に加勢する、住民が知らないことを教えるというような

作業（＝行為）を「やる」ことで「もらう」こととのバランスを保っている。こうした直接的なやり取り

を繰り返すことが、移住先集落へと定着する要因となっていると考えられる。 

 農山村への新規移住者の定住問題については、これまで、雇用の機会や収入が尐ないという経済的に不

安定な側面が強調して語られてきた。しかし、それでも生活できているのはなぜか、という視点から捉え

直すと、移住者は特に食生活において、地元住民とのやり取りを繰り返すことによって食費を相対的に抑

え、そのことが生活の安定化への一要素となっている。移住者と地元住民の相互行為のバランスの保ち方

からは、ひとが食べていくことの安定性を高める工夫、モノと行為のやり取りを行なう関係の築き方を学

びとることができる 
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不法投棄事案における「問題」「被害」「解決」 

―豊島住民のライフヒストリーから― 

 

藤本延啓（熊本学園大学） 

 

本報告での問いの行き先は、「個別事例の『解決』を、いかに社会学的手法をもって具体的に示すか」と

いうことにある。舩橋(2001)にならえば「解決方法論」であり、殊に個別事例の具体的な「解決方法」を

求めることである。 

ところが、堀川(2012)が「意外にも、被害とは何かを直接に問う理論的立場が尐ない」と述べるように、

「受益圏－受苦圏論」「被害構造論」「生活環境主義」「社会的ジレンマ論」といった、環境社会学における

既存の枞組みでは、本報告を通して問うていこうとすること、個別事例の具体的な「解決」を示すのは難

しいものと考える。 

例えば、「受益圏－受苦圏論」は、帯谷(2001)が指摘するように「社会問題の構造的特質をマクロレベル

で捉える際に切れ味のよい概念」であるが、一方で、この「切れ味のよさ」はミクロレベルの差異をひと

くくりにすることで実現されている側面がある。不法投棄事案においては、「受苦圏」に内包されるミクロ

な主体各々の立場、「問題」「被害」の有り様が多様なのであって、「圏」として丸めてしまうことで個別の

「問題」「被害」が潜在化し、放置される可能性を否定できない。また「被害構造論」は、その潜在的被害

を掘り起こそうとする思いには強く共感するものであるが、いわば「被害があることを前提に」している

点において違和感が残り、新たな分析枞組みの必要性を感じさせる。 

報告者は、香川県の離島である豊島（てしま）での参与観察、調査を続けてきた。豊島は島をあげて不

法投棄事案に対する住民運動を続けてきた島であるが、調査を続けると、その一体的な動きに反して、島

内での個人レベルでの意見や認識が一様でないことに気づく。このような意見の多様性から見えてくるの

は、「経験可能性」の時間的・空間的相違（世代差・島内地域差）、あるいは「アイデンティティの重層性」

と「住民運動上の立場」といった、「問題」「被害」の認識を規定する背景である。 

そのような多様性の内実について詳しく検討する目的で、現在報告者は、豊島住民のライフヒストリー

の収集を進めている。おしなべて特徴的なのは、ライフヒストリーの語りにおいては、豊島事件に対する

「問題」も「被害」も強くはあらわれないことである。しかし、例えば「年金もらいながら、百姓しよれ

ばええや」という S 氏の定年退職後の人生設計が、「豊島事件」によって大きく変更させられる結果とな

ったことも確かであり、これを「被害」と捉えることもできそうであるが、当事者個人レベルにおいては、

「問題」「被害」よりも「影響」と表現するのが妥当な側面があるのかもしれない。 

では、あらためて不法投棄事案における「解決」とはどういうことなのだろうか。個々における「影響」

にスポットを当てる方向性をにらみながら、新たな分析枞組みの構築も含め、今後の研究課題としたい。 

 

＜引用文献＞ 

舩橋晴俊編 2001『講座環境社会学 1 環境社会学の視点』有斐閣 

堀川三郎 2012「環境社会学にとって『被害』とは何か－ポスト 3.11 の環境社会学を考えるための一素材

として－」『環境社会学研究』18 

帯谷博明 2010「ダム建設計画をめぐる対立の構図とその変容運動－ネットワーク形成と受益・受苦に注目

して－」『社会学評論』53(2) 
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高齢者生きがい調査からの二三の知見と検討事項 

―広島県中国山地（過疎山村）のある集落での調査から― 

 

山本努（県立広島大学） 

 

1.「生きがい（感）」の問題 

 「生きがい」は定義の困難な言葉である。しかし、神谷（1966：12-13）や鈴木（1986：513、表 1）の

内容を持ちうるということで、社会学の実証研究に用いてよいと考える。 

 また、「幸福感」と「生きがい」の神谷（1966：24-26）による比較考察は非常に有益で、ここからも、

「生きがい」という言葉の意義が示されている。つまり、生きがい感は、1.幸福感よりも「未来」に向か

う。2.生きがい感の方が自我の中心にせまっている。3.生きがい感には、価値の認識を含むことが多い。

言い換えれば、「幸福感」よりも「生きがい感」の方が深みのある研究が期待できる。 

 本報告は「生きがい感」の調査である。調査のワーディングは、仲・山本（2015）所収の図 7、参照（後

掲の図も同論文にあるので、そちらを参照願いたい）。 

 

2.調査方法と調査地域 

 ① 調査対象：広島市佐伯区湯来町 A 地区内の４つの地域、20 歳以上の全住民 621 名。 

 ・湯来町は 2005 年 4 月 25 日に広島市佐伯区に編入（平成の大合併）。 

 ・A 地区は高齢化率 54.4%、地区内の２つの地域は無医地区である。  

 ② 調査期間：2012 年 6 月 11 日～7 月 21 日  ③ 調査方法：質問紙調査 

 ④ 234 名（38％）回収。配布は町内会長の協力を得て各世帯へ配布、回収方法は郵送。 

    

3.調査結果 

①基本的知見・・・図 7（生きがい感）、図 10（生きがい感じる時） 

②「生きがい感」の基本要因・・・図 12（健康）、図 14（経済）、図 16（家族満足）、及び、＜図 33（団

体参加）、図 38（携帯電話有無）、図 39（固定電話使用頻度）＞などから社会参加が生きがいに関与。 

③基本要因の背後に健康（不健康） 

 ③-1 健康の衰え――→家族（図 32 子どもと会う理由の変化）――→生きがい感 

   図 32 以外の家族のデータからあまりハッキリした結果は出てこなかった。 

 ③-2 加齢――→健康の衰え――→不参加の増大――→生きがい感 

   図 34（20〜50 歳の壮年期に較べて参加増えたか）が生きがいと共変する。 

   不参は生きがいを減退させるが、不参加理由は「体力がない」が非常に多い（図 36）。  

 

参考文献 

神谷恵美子 1966 『生きがいについて』みすず書房. 

鈴木広 1986 『都市化の研究』恒星社厚生閣. 

仲正人・山本努 2015 「過疎地域における高齢者の生きがいとその要因に関する一考察」 

  『県立広島大学経営情報学部論集』7 号、5-57 頁. 

山本努 2016「限界集落高齢者の生きがい意識（仮題、刊行予定）」『生きがい研究』22 号 

 

＊付記：本報告は山本（2016）にて刊行予定である。学会で頂いたご意見に感謝致します。 

 



 

 西日本社会学会 第 73 回大会（山口県立大学） 自由報告要旨            

自由報告（4） 

12 

 

階層移動の生起と底辺層増大 

 

鹿又伸夫（慶應義塾大学） 

 

近年の階層構造・階層移動について、「労働市場の中核を占める階層は安定していて、周辺に位置する階

層で流動性がさらに高まっている」と指摘されている(佐藤 2009)。しかし、階層移動の安定性は既存の（非

正規･無職を含まない）階層分類にもとづく世代間移動の研究結果が根拠とされ、階層移動の点で流動化の

根拠になる＜特定の周辺階層＞と＜非正規･無職＞間の移動傾向（確率的傾向としての移動機会）の増大は

確認されていない。移動の安定性と流動化が共存しているならば、典型職内での世代間移動の安定性とと

もに、世代間移動･職歴移動で「周辺階層から非正規・無職に」、「非正規・無職から周辺階層に」到達する

リスクが増大しているはずである。本報告では、他の要因の影響を統制したうえで、＜典型職業階層＞と

＜非正規･無職＞間の移動傾向増大が確認されるかについて検討した。 

2005 年 SSM 調査データを使用し、学歴・学校歴および職歴から学生・就労職業分類によって「移動生

起」を前年から変化して（前年と違う）場合、「継続（非生起）」を前年と同じ場合として、「15 歳からの

経過年による person-year data」を作成した。就労職業は専門･管理･大企業ホワイト･小企業ホワイト･

自営・大企業ブルー･小企業ブルー･農業･非正規･無職の 10 分類（SSM 職業小分類から作成）とし、移動

生起による「移動到達」の分類とした。分析対象は、1936-85 年に出生した男性で投入変数に欠損のない

対象者についての 54 歳までの「ライフコース移動生起」（学卒後移動と職歴移動における移動生起）とし

た。移動到達を従属変数（継続を基準カテゴリー）とする離散時間多項ロジットモデルを適用し（ただし

推定は条件付き多項ロジットをもちいた）、独立変数として年齢（経過年 3 乗まで）、親の学歴、15 歳時の

親の就労職業（移動到達と同じ分類）、ひとり親、本人が前年までに獲得した学歴、本人の前年の就労職業

（移動到達と同じ分類）、前年までの就労経歴（勤続年数、転職回数、離職回数）を投入した。また、これ

らに移動時期、経済成長率、完全失業率のいずれかを加えたモデルを比較した。 

 分析の結果、1995 年以後に非正規･無職への到達を全般的に急増させる時期的変化があったが、その非

正規と無職の急増は雇用情勢の悪化（マクロ要因として投入した失業率の急増）によるものだった。職歴

移動において「他の特定階層から非正規･無職に到達する移動」は生起しにくく、｢非正規･無職から他の特

定階層に到達する移動｣は生起しやすい非対称性はあったが、時期および失業率と関連した移動傾向の増減

（交互作用）はみられなかった。また、親の就労職業が非正規･無職だと若年段階でやや継承傾向がみられ

たが、世代間移動にも時期および失業率と関連した移動傾向の増減（交互作用）はなかった。つまり、1995

年以降に非正規･無職が急増したのは、雇用情勢の悪化というマクロな構造移動によるもので、世代間移動

や職歴移動における移動傾向の変化をともなうものではなかった。他の知見として、「不利な地位から不利

な地位へ」の移動が生起する傾向も確認された（たとえば、ひとり親家庭出身者が小企業ブルーカラーや

無職へなりやすい、親が低学歴だとブルーカラー･農業･非正規･無職になりやすいなど）。 

 

【文献】佐藤嘉倫. 2009. 「現代日本の階層構造の流動性と格差」『社会学評論』59(4): 632-47. 
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順位相関係数の一般化 

 

鈴木譲（九州大学） 

 

 この報告の目的は、クロス表分析において良く知られている順位相関指標を 3 変数以上に拡張すること

である。順位相関指標としては、Kendall のτb、Stuart のτc、Goodman-Kruskal のγ、Somers の d

などがあるが、これらはいずれも 2 変数を用いた 2 次のクロス表に関する分析指標である。これらの指標

を 3 変数以上に拡張することは、これまでのところ論じられていないが、十分に検討する価値があると考

えられる。 

 今回提案している指標は、偏相関係数などとは根本的に異なる。偏相関係数では、1 つの変数を制御し

た上で、他の 2 つの変数の相関を見るわけであり、変数によって取り扱いが異なっている。今回の提案で

は、複数の変数をすべて同等に扱った上で、それらの変数全体の関連性を調べることが目的である。 

 順位相関指標を 3 変数以上に拡張する手順として、クロス表を直接扱うのは得策とは言えない。クロス

表の次数は、扱う変数の個数に依存するから、クロス表を直接扱うと、k 個の変数を扱うためには k 次の

クロス表を対象とすることになり、非常に煩雑な手続きを要する。このようなアプローチでは多変数への

拡張は難しい。 

 そこでクロス表を直接扱うのではなく、変数の個数を k、標本数を n として、n 行 k 列の行列を扱う。

つまり、各標本は k 個の値から構成されているから、これを 1 行として扱えば、標本全体としては n 行 k

列の行列として扱うことができる。 

 このような方法をとれば、変数の個数に関係なく、対象としては常に行列、つまり、2 次の配列を扱え

ば良く、n 個の標本から 2 個の標本を抽出する組み合わせの総数 nC2は、標本数にのみ依存し、変数の個

数には依存しない。問題は、抽出した 2 個の標本の各座標の値を比較し、その大小関係に応じて、総数 nC2

の組み合わせをどのように分類するかである。 

 2 次のクロス表の場合、すなわち 2 変数の場合には、周知のように組み合わせ総数 nC2を 5 つの集合に

排他的に分類する。5 つとは、いずれの座標の値も等しくない場合、つまり同順位がない場合が 2 種類、

そして、尐なくとも 1 つの座標の値が等しい場合、つまり同順位がある場合が 3 種類である。その上で、

それぞれの集合の要素数、つまり、それぞれの集合がいくつの組み合わせに対応しているかを用いて、各

種の順位相関指標を計算するわけである。 

 この手順を一般に k 個の変数に拡張した場合には、総数 nC2の組み合わせを、次式で示される T 個の集

合に排他的に分類することができる。 

 

 

 

 

 具体的な順位相関指標として、Goodman-Kruskal のγを取り上げる。Goodman-Kruskal のγは、2

変数の場合は同順位を全く考慮していない。k 個の変数の場合にも同様に考え、同順位がない場合に関し

て、大小関係がすべてそろっている場合 P と、そうでない場合 Q に対応する組み合わせの個数を用いて、

γ= (P－Q)／(P＋Q)を計算すれば、2 変数から多変数への自然な拡張が得られると考えられる。 
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非正規雇用者における社会参加活動 

 

吉武理大（慶應義塾大学大学院） 

 

1.本報告の目的と調査概要 

これまで構造的要因や属性等の研究が中心であった非正規雇用研究であったが、本研究では、非正規雇

用者が何を語るのかということから、経済的側面に限定されない排除や困難と社会的包摂の可能性を検討

する。また、その際に社会参加活動の一事例として、ボランティア活動による社会的包摂の可能性を考え

る。 

 非正規雇用かつボランティア活動を行う、または行っていた若年層、中年層 7 名(A～G 氏)を対象とし

た。なお、調査は、2014 年 7 月～12 月にかけて、半構造化面接により複数回聞き取りを行った。 

 

2.調査結果と考察 

2-1.対象者の特徴 

対象者は、全員未婚かつ親と同居しており、2 人を除き生活費は親が負担している。さらに、将来親が

亡くなった際の不安を抱えている。また、対象者は、程度や時期に差はあるものの、何らかの精神的な問

題を抱えていた経験があった。さらに、中退や度重なる転職などによって、学校や職場などの帰属集団が

ない場合、居場所や人間関係を得ることが難しい。そのため、それらに代わってボランティア団体を自ら

の一種の帰属集団として考えている。しかし、周囲からの否定的な見方やボランティア活動をすることに

対する家族の否定的な見方も存在する。 

2-2.ボランティア活動の持つ意味 

対象者は、精神的な悩みや困難をボランティア仲間との関わりの中で緩和し、｢居場所｣や「人と関われ

る場所」を得ていた。さらには、ボランティア活動をすることで、｢役に立てる｣、｢人を助けられる｣とい

う感覚を得ることができ、休日何をしているのかという質問へ答えることができるようになったと語って

いる。しかし、ボランティア活動にはその他の側面も存在することが明らかになった。まず、ボランティ

ア活動によって人間関係や充実感を得ているが、その一方で、それらは継続的ではない。また、一時的な

人間関係や満足感が逆に非正規雇用に滞留することにつながっている。 

2-3.社会参加活動 

最後に、1 人で複数の活動をしてきた A さんを取り上げ、複数の社会参加活動について考える。まず、

文化サークルは活動がうまくできない人を排除する場合も見られた。また、放送大学は、語りによると、

基本的に一人で勉強をするため新たな人間関係は望めない点、また仕事の休みをもらわなければならない

こともある点が明らかになった。それに対し、社会参加活動の一事例としてのボランティア団体は、｢人と

の関わり｣、｢人を助けること｣を求めた人が多い集団であり、排除されにくい場であった。 

 

3.まとめ 

対象者の非正規雇用者は、ボランティア活動に参加することで、人間関係や「人の役に立てる」満足感

などを得ることができていた。しかし、転職や雇用条件の改善などの経済的な面での解決や政治的議題に

上がることにもつながらず、さらには親が亡くなった際のセーフティネットにはならない。 
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地方高校卒業生のローカル・トラック 

―鹿児島県立 K 高校を事例として― 

 

西村雄郎（広島大学）・南真衣（鹿児島市役所） 

 

本報告の目的は、鹿児島県立 K 高校を事例として、「特定の地域の出身者が、アカデミックな進路とは

別次元のものとして、自らの地域移動経路を選択していく過程」（吉川 2001）とされる地方高校卒業生の

ローカル・トラックの特質を明らかにすることにある。 

鹿児島市にある K 高校は、創立 100 年を超える県内有数の進学校である。本研究では卒業生全員を調査

対象とする調査依頼を同窓会に行ったが個人情報保護を理由に名簿の使用許可がおりなかったため、男子

運動部の OB 会名簿を用い 22～63 歳の会員 279 名に対する郵送調査を 2013 年 11 月に実施し、102 票（回

収率 36.6%）が回収された。 

本研究において明らかになったことは、 

１）図のように高校卒業時に県内在留者と県外移動者比率が 28.3%：71.7%になっているのに対して、

現在は県外移動者の鹿児島への還流により県内在住者と県外在住者の比率は 57.0%：43.0%となっている。

これに就職歴を加えて、高校卒業後鹿児島

外へ移動がない「定住型」、県外大学へ進学

したものの就職（初職）や転職に伴い県内

に戻ってきた「U ターン型」、高校卒業後一

貫して県外で生活している「流出型」に分

けると、その比率は「定住型」が 2 割、「U

ターン型」、「流出型」が各々4 割となっ

ている。 

 ２）この類型別に進学動機、地域をみると、「定住型」は「自宅から通える」(62.5%)、「入試難易度」(50.0%)

を理由に県内居住を選択している。「U ターン型」は「入試の難易度」(55.6%)、「専攻」(41.7%)を理由に

鹿児島県を除く九州内に進学し、「流出型」は「専攻」(52.6%)、「入試の難易度」(50.0%)を理由に関東を

中心とした地域に進学している。 

３）初職選択では「定住型」は「安定」(66.7%)を重視し 7 割が公務員になり、「初職 U ターン」型は「安

定」(43.5%)をもとめ県内の「金融・保険業」に 34.8%が就職している。県外で初職に就き、その後県内企

業に転職した「転職 U ターン」型は「知識・技術を活かす」(38.5%)ことを理由に「製造業」、「サービス

業」に各々23.1%が就職し、大学卒業後県外就労を続ける「流出型」は「能力・個性を活かす」(62.2%)こ

とを求め「製造業」(34.2%)、「情報通信業」(15.8%)で就労している。 

４）このうち「U ターン型」は「家族の希望」(37.1%)、「地元が好き」(34.3%)、「家を守る」(28.6%)

を帰郷理由としてあげ、「流出型」も同様な理由で「鹿児島へ戻りたい」(65.9%)とするが、鹿児島に「適

職がない」(50.0%)ことで帰郷できないとしている。 

５）国勢調査、学校基本調査などの結果を見ると 18 歳男子の 8 割程度が U ターン者を含め 25 歳以降も

鹿児島県内で居住しているのに対して、「能力・個性を活かす」ことを理由に県内居住者が 6 割にとどま

る K 高校の姿は進学校としての特質を示している。この中で「流出型」が「適職」がないことによって帰

郷できずにいるという状況が、今日の鹿児島県・市における若年層人口流出問題がかかえる課題の一端を

示していると言える。 

 

文献：吉川徹(2001)『学歴社会のローカル・トラック』世界思想社 

  

図 K 高校卒業生の移動パターン 
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ドイツのワーク・ライフ・バランス 

―電気技師の働き方を通して― 

 

吉井友見（琉球大学大学院） 

 

 日本のワーク・ライフ・バランス（以下 WLB）実現の障壁となっているのが長時間労働とそれに伴う時

間制約のない労働を前提とする働き方だということが、近年の WLB 研究において明らかになっている。

長時間労働が仕事と家庭、あるいは、趣味やボランティア、地域活動等といった仕事以外のこととの両立

を難しいものにし、過労死やメンタルヘルス不全等の健康被害を引き起こしている。最も労働時間の短い

国の一つであるドイツの WLB はどうなっているのか。労働時間・休暇制度が WLB にどう影響を与えてい

るのかを電気技師の事例を通して、明らかにする。 

 ドイツには、母性神話や性別役割分業が浸透しており、男性稼ぎ主モデルが定着し、社会保険制度もそ

れを基盤に構築されている。日本と似た要素をもったドイツだが、平均年間総労働時間は 1388 時間とオ

ランダに次ぐ短さである。  

 WLB 政策のきっかけは尐子化である。ドイツの合計特殊出生率は 1.380。家族を持つ労働者を主に対象

とし、家族政策の一貫として取り組んでいる。育児休暇や介護休暇をより取得しやすい制度への変更、3

歳未満の子のための保育所の 3 倍化計画の実施、経営者団体との草の根的な活動や啓蒙活動を行っている。 

 以上の背景をふまえて、機縁法による電気技師 2 名へインタビュー調査を行った。実際の労働時間は、

平均週労働 37 時間であった。残業はあるが、その分を他の日に短く働き、調整し、時間制約のない働き

方が前提とされる仕事であっても、長時間労働へと繋がっていなかった。それは、労働時間規制によるも

のというよりも、事業主の「長時間労働は身体にも良くなく、効率も悪い」という考えによるところが大

きい。長期休暇は働くために必要なもので、毎年、全従業員の有給休暇消化を計画的に行っている。一方、

事業主であるインフォーマントの 1 人は、生活の大部分を仕事が占めており、ストレスを抱えていた。 

ドイツの WLB は、慢性的な時間外労働がなく休暇制度が浸透しているため、仕事以外の時間が確保され

ており、バランスが取りやすい。このような生活の中で、WLB だと意識せずとも、過剰就業には至らず、

自ずとワークとライフのバランスが保たれやすい。 しかし、被雇用者の WLB はある程度実現されつつあ

る一方、経営者や管理職といった労働時間規制で保護されないカテゴリーの人たちの WLB が難しい現状

がある。 

 ただし、そのような人たちは、必ずしもワークとライフの線引きがはっきりしていないので、そもそも労

働時間短縮によって両者のバランスをとるという議論がなじみにくい。したがって、仕事と家族との親和

性をどのように確保するかという課題は残されている。今回の調査は、事業主へのインタビューであった

ため、週 37、8 時間労働者が、どのようなワーク・ライフ・コンフリクトを抱えているのか、あるいは抱

えていないのかということが把握できなかった。ドイツは長時間労働でないため、WLB が日本より進んで

いるものの、より個人の生活に即した WLB の実現には、労働時間の短さだけではなく、両立支援制度や

仕事の内容や負担度、多様な価値観を受容できる風土が必要になってくる。日本の WLB の障壁は、やは

り長時間労働である。 平均総労働時間の短い国のドイツであっても、労働時間規制のない管理職や事業主

は、長時間労働をしている。今後、彼らの WLB をどのように実現していくのか、その行方を注視したい。 

  



 

 西日本社会学会 第 73 回大会（山口県立大学） 自由報告要旨            

自由報告（5） 

17 

 

アクティブ・ラーニングの社会学 

―概念・効果・課題― 

 

菊井高雄（宮崎大学） 

 

はじめに 最近、アクティブ・ラーニングという言葉が新聞などで使われるようになり、初等・中等教育にお

ける教育改革の最前線だと喧伝されている。ただし、中身は「子ども主体で生き抜く力」「『脱・詰め込み』で

学力向上」など、ひところのゆとり教育と大して変わらないようだ。高等教育の分野でも、中教審が学部教育

への導入を求めている（2012 年）。宮崎大学でも共通教育において今年度より「現代社会の課題」領域で正式

に実施された。そこで、このある種の「流行」と「押しつけられる？」アクティブ・ラーニングについて、社

会学の視点から尐し考えてみたい。 

アクティブラーニングとは アクティブ・ラーニングが登場する背景には、第 1に知識の爆発的増加により自

主的・主体的学習と方法の学習が求められた（とくに医学教育の場合）ことである。背景の第 2 は、1980 年

代より米国高等教育において研究・実施されてきたこと（国家レポート 1984 年など）がある。アクティブ・

ラーニングとは、能動的学習のことで授業者が一方的に知識を伝達する講義スタイルではなく、課題研究や問

題解決学習、ディスカッション、プレゼンテーションなど、学生の能動的な学習を取り込んだ双方向授業の総

称（渕上 2010年、引用は宮崎大学 2013 年より一部改変）である。ただし、実験・演習・実習だけがアクティ

ブ・ラーニングではなく、普通の講義にもアクティブ・ラーニングの部分が存在し、また逆に実験・演習・実

習においても一方向授業の要素が含まれている。さらに教室外の自学自習（予習復習や発展的な自主学習など）

は本来アクティブ・ラーニングの性格が強い。双方向授業タイプ（グループ学習・発表・討議の導入、ディベ

ート、体験学習）と自学自習タイプ（個人的な予習復習・発展学習、共同学習）に分類される。 

期待される『効果』と「課題」 教育方法上の改善として、（1）双方向的コミュニケーション導入による学習

効果（知識の定着・活用）の向上、（2）学習者の積極的な授業参加によるモラールの向上、（３）学際的な学

習指導の可能性（「家族」をテーマにした「現代社会の課題」コースで、社会学・心理学・法学・自然科学など

を専門とする複数の教師が共同で学習指導について議論）があげられる。これに対して、アクティブ・ラーニ

ングを阻むものとして、教育方法全般及び個別授業への導入に関わる障害があるが、最大の障害は、アクティ

ブ・ラーニング導入に関して教師自身が抱く「リスク」（学生の主体的参加、授業過程のコントロールなど）で

あろう。 

新しい可能性：構成主義に基づく学習指導 従来型の教え込むタイプ（一斉授業）は別として、現在アクティ

ブ・ラーニングと称して行われているのは、教授者が課題・到達点（仕掛けあり）を示し、学習者が（調和的

に）協力して課題を解決する「気づかせるタイプ」（一部アクティブ・ラーニング導入）である。これに対して、

構成主義の視点（知識は学習者同士が構成する・学習者の自立性を高める・課題解決の現実性を求める）から

展開する授業が、「気づき合うタイプ」（全面的なアクティブ・ラーニング）である（堀上、2013年）。例えば、

医学部医学科では「大学入門セミナー」と称して、ディベート演習をしている。そのなかで、ディベートテー

マ「中高生の制服着用は是か非か」においてある種の「気づき合い」がみられた。否定側の立論で「地方では

特定の制服（高校）は着用者の学力（頭の良し悪し）を象徴するものであるから」という主張が出た。この考

えはディベート準備の話し合いにおいて親の意見（わが子がこの学校の制服を着ていることを誇らしく思える）

を批判的に解釈し、他のメンバーの常識（管理反対、個人の特定、服装のセンス）を超えて提出されたもので

ある。受講者の大半が有名高校出身者であり、想定外の意見であった。「自分の置かれた立ち位置に初めて気づ

いた」「制服にコンプレックスを感じることがあるとは驚いた」などの感想がみられた。 

おわりに 新しい教育法の導入や改革案が、一過性の「流行」や安上がりの「押し付け」を越えて、持続的で

安定した方法になるためには何が必要か、今後とも考えてみたい。 

参考文献 Bonwell, C. Eison, A, eds, Active Learning, The George Washington Univ, 1991. 

新井和広・板倉杏介『グループ学習入門』慶応大学出版会、」2013年 

船津衛『社会的自我論』放送大学教育振興会、2008年 

学士課程教育検討専門委員会『宮崎大学の新学士課程教育編成の基本方針』2013年 

堀上晶子（河合塾教育研究部）「大学教育入門セミナー研修会」発表レジメ、2013 年 

渕上慎一「アクティブ・ラーニングとは」Guideline, 河合塾、2010 年11 月号、44-46． 



 

 西日本社会学会 第 73 回大会（山口県立大学） 自由報告要旨            

自由報告（6） 

18 

 

特別養護老人ホーム職員の看取り介護に対する意識 

 

孔英珠（九州大学大学院） 

 

 特養の入所者の要介護度の重度化に伴い、特養で最期を迎える選択をする高齢者の割合は増加すること

が見込まれるが、特養での看取りが容易ではない大きな理由として、生活の場である特養の医師は非常勤

でよく、看護職員も入所者 100 人あたり 3 人で、これらの状況から看取り期の医療的ニーズに対応できる

十分な体制とはいえない。 

 本稿は、特養内看取り介護に積極的な姿勢をもち、看取り介護加算を算定している特養の介護職員（福

岡県に所在の看取り介護加算を算定している S 特養の看取り介護の経験がある介護職員 9 人）を対象とし

て「特養内看取り介護の経験と思い」について行ったインタビュー調査の結果の内、「看取り介護を行う上

で心身の負担を感じる」部分について分析し、考察することを目的としている。さらに、看取りの経験が

多数の介護職員と尐ない職員では心身の負担感が異なるとの仮説のもと、看取り介護経験数によって 3 つ

のグループに分け、看取り介護経験が 10 回以上のⅠグループ（4 人）と 5 回未満のⅢグループ（2 人）の

語りを中心に用いて比較分析を行った。Ⅰグループの特徴は、4 人全員グループリーダで、介護系専門学

校を卒業した後介護福祉士の資格を取得しそのまま介護現場で働き始めた人々であり、介護職の経歴は平

均 7 年である。Ⅲグループは高卒してすぐ特養に入社し、介護関連の資格もなく、介護職としての経歴も

3 年未満で、看取り介護の経験も尐ない（2 人とも死後ケアの経験はなし）。 

 両グループともに、人手不足を指摘し、看取り期の入所者のニーズの把握、医療行為に対して不安、負

担感を感じていた。しかし、Ⅲのグループの方がⅠのグループより不安や負担感が強かった。その要因と

して看取り介護の経験の尐なさの他、介護の経歴の短さ、介護系学校を卒業していなく介護関連の資格を

もっていないことによる知識や技術の不足が確認された。これに比べて、Ⅰグループは看取り介護に対し

て肯定的な意味づけをし、前向きに考え、看取り介護を通して看取り期の入所者だけでなく、家族や他の

入所者の安心を図りながら彼らの力や情報を活用し看取り介護に取り入れることで、看取り介護の質を高

めることを目指していた。そして、結果的に介護力の向上や心身の負担感の減尐にもつながると考えられ

た。Ⅰグループがそのような対処ができるようになった要因としては、看取り介護の経験が重なることに

よって「看取り期だけ行う介護と心構えの体験」や「後悔や失敗から得られるノウハウの蓄積」があり、

介護職員として又人間として成長すること、その成長が心身の負担感を減尐させることにつながる可能性

が高いことが確認された。 

 ただし、多くの介護職員はその成長まで至らず、人手不足や過重負担、医療的ニーズへの判断や適切な

ケア・医療行為に不安や負担感を感じ、バーンアウトし辞めていく可能性が高いことも伺えた。比較的看

取り介護の経験が尐ない介護職員の心身の負担を軽減させ、成長につながる看取り介護の経験の重なりが

できるようにさせるための配慮や彼らが望む支援策についての検討が引き続き必要である。 
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台湾における介護保険制度の導入に関する問題点 

―ドイツと日本の制度仕組みからの分析― 

 

荘秀美(台湾・東吳大学)・周怡君(台湾・東吳大学) 

 

本報告は、介護保険制度の先駆国であるドイツ、日本の制度仕組みを考察することを通じて、台湾の介護

保険制度の導入に向ける関連法案構想の形成、および介護保険制度の骨子案の問題点を議論するものであ

る。 

介護保険制度の仕組みの主な項目保険者、被保険者、給付対象、受給資格認定、保険料などから、ドイツ、

日本の介護保険制度の仕組み及び台湾の制度骨子案の内容を比較した上で、 

被保険者、給付対象者、要介護度などについてはドイツ型であるが、判定機関及び方法、サービス利用方

法、保険給付、利用者負担、財源構成などは日本型である。中でも、ケアマネジメントシステムでケアマ

ネージャーがイニシアティブを取って最適なケアプランを作成し、サービスを調達・提供するという方式

は酷似している。そこから、台湾の介護保険制度はドイツと日本の混合型であると言える。 

ドイツや日本の介護保険制度の仕組みを検討することによって、台湾は以下の課題を直面すると考えられ

る。 

(1) 要介護認定に関する課題：要介護認定機関である「長期介護管理センター」の位置づけはまだ明

確でないこと。ケアマネージャーはまだまだ人手が足りない状況であり、また、以下の問題が存在してい

る。①チームワークの協働がスムースではないこと②サービス支援及び政策執行能力が低いこと。③専門

背景が多様化であるため、アセスメントに偏りが見られていること。④ケアマネージャーの身分編成は臨

時人員であり、労働条件が不安定で、離職率が高く、職務経験の蓄積には不利である。 

(2) 現金給付に関する課題：介護基盤の未整備段階において、現物給付のみで国民の要請に応じるこ

とは難しい。 

(3) 財源確保に関する課題：一番大きな問題は、企業にどの程度の割合を負担させるかは難問である。

現段階では企業はまだ介護保険制度に関して何の了承もしておらず、特に企業の負担が増えることから、

企業の合意を得ることは難航することが予測される。なお、多くの高齢者福祉の民営化推進関連法令の中

には民間の参入が強調されている。しかしながら、そこでいう「民間」には営利団体の企業は想定されて

いない。こうして、企業に負担、企業に参入禁止という両面刃で企業に対応することは納得させられるの

か。 

執筆代表：荘秀美 
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Integration or Separation ? 

Analysis of Care and Support Services for People with Disabilities and Long-term Care Insurance 

Planning from the Perspective of the German Rehabilitation Model 

 

Yi-Chun Chou (Soochow University) / Hsiu-Mei Chuang (Soochow University) 

 

The Taiwanese government implemented the National 10-year Long-Term Care (LTC)Plan in 

2007 and promoted the associated LTC insurance in response to the demographic changes in 

the aging Taiwanese society. According to the latest draft of the LTC insurance law, the 

government intends to integrate disability and elderly care with LTC insurance; this has triggered 

several discussions among academics and practitioners. This study explores the characteristics of 

the German rehabilitation model of the disability policy and its separation of LTC insurance policy 

and disability rehabilitation. By comparing the German and Taiwanese models in terms of this 

relationship, this study lists the major advantages that Taiwan can adapt from Germany. 

Germany pioneered LTC insurance and defined disability care as lifelong support services for 

helping people with disabilities resume their work and social life. Such insurance falls under the 

rehabilitation model of the disability policy, rather than the LTC services and meet the demands 

by the loss of activities of daily life. The integration and separation of disability care and elderly 

LTC involves not only the difficult integration of many distinct laws but also comprehending the 

differences in the nature of disability care and elderly care.  

The latest draft of the LTC insurance law includes the following points. First, LTC insurance will be 

provided for the insured of all ages. Second, LTC insurance will simultaneously provide disability 

and elderly care services. In the future, LTC insurance and People with Disabilities Rights 

Protection Act will offer more care services in common, such as home, community, and 

residential institutional care services. Which care service should a person with disability use? 

Which assessment criteria should be considered for an elderly person with disability? Are the care 

services for people with disabilities and elderly people different? The government does not have 

answers to these crucial questions. 

In the German rehabilitation model of the disability policy, LTC insurance is distinct from 

disability care, which is considered not only a care service but also as rehabilitation for resuming 

social life. By contrast, in Taiwan, the lack of a theoretical basis and principle of resource 

allocation in LTC insurance policy planning and in the existing disability policy is evident. Before 

integrating or separating disability care and LTC insurance, an appropriate disability policy model 

and its characteristics must be determined in Taiwan. 
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 尐子化にも関わらずせっかく誕生した幼い命が、実母実父により奪われる児童虐待死は悲劇である。そ

の原因と現状と虐待死を減らす方策について、札幌での事例研究と大都市のマクロデータを分析して、社

会学からのアプローチの可能性を探る。 

 従来の児童虐待研究により、この背景となる要因はすでに明瞭である。加害者の貧困、失業、家庭内の

DV、精神的疾患、無知、祖父母世代からの虐待経験などである。これに今回判明した 20 歳未満の母親が

加害者となる比率の高さを勘案して、あたらしく造語した「早母」（immature mother）を追加した。な

ぜなら、過去 60 年間の 20 歳未満の出産率は平均で 1.5％程度であったのに対して、児童虐待死の加害者

である母親のうち 20 歳未満の出産の平均割合は 16.6％であったからである（社会保障審議会児童部会『子

ども虐待による死亡事例等の検証結果等について第 10 次報告』2014 年 9 月）。 

 さらに、人口数が多い政令指定都市を「上位都市」（横浜、大阪、名古屋）と「中位都市」（札幌、神戸、

福岡）に分けて、児童虐待の種類、加害者、通告経路について 2 年分のデータを比較した。その結果、ど

の都市でも家庭内 DV の増加による心理的虐待増加傾向が読み取れ、そのうえで上位都市では身体的虐待

と心理的虐待が多く、中位都市とりわけ札幌ではネグレクトの比率が高く出た。加害者 6 割が実母という

傾向は不変だが、身体的虐待が多い大阪では実父の比率が高くなった。 

 虐待予防や早期発見に不可欠の児相への通告では、「学校・警察」と「福祉施設」と「医療機関」の総体

であるアソシエーション系経路が「上位都市」で顕著に高い反面、その経路とともにコミュニティ系の「近

隣・知人」からの通告経路も半数程度存在する「中位都市」との対比が鮮明になった。 

 札幌での児童虐待死の検証追跡調査をした経験から、児童虐待が「心の問題」と「社会の問題」である

という通説に第三の「組織の問題」を加えることを主張した。なぜなら、実務的に児童虐待に対応する代

表的な組織や機関には、児相、子ども支援課、婦人相談所、生活保護課、教育委員会、要保護児童対策地

域協議会（要対協）、児童福祉課、精神保健福祉相談員、民生児童委員、新旧のクラス担任、学校長、虐待

加害者の主治医の診療所などがあるからである。二事例のみの追跡調査からではあるが、児童虐待死に関

連する「組織の問題」は以下の通りである。 

① 虐待対応機関として、その児童の現状についての直接的確認がどこまでできたか 

② ドア越しの親の発言だけで児童虐待の有無を判断する傾向が残っていないか 

③ 虐待が噂される親を重視して、被虐待児への視線を後回しにしていないか 

④ 施設での一時保護解除直後に、親元で児童虐待死が多いとの理解はあるか 

 また、虐待予防のためのコミュニティ資源としては、①市民からの通告ルートの確保と活用と開拓、②

民生児童委員、家庭サポーター、子どもサポーター、各種の委嘱者間の連携活動、③情報共有、専門家活

用、組織間連携で関連機関をつなぎ合わせることなどがあり、社会学が貢献できる領域もまたここにある。 
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