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在日韓国・朝鮮人の自己開示をめぐる葛藤 

―在日韓国人 3世・4世へのインタビュー調査より― 

 

木下佳人（熊本大学大学院） 

 

 本報告では、在日韓国朝鮮人が、韓国・朝鮮人であることを他者に伝える際の葛藤、つまり、自己開示

の葛藤に注目した。「民族的な差異が他の多くの差異と同列に扱われはじめている」（佐々木 2016: 32）と

いう仮説を念頭におき、3世・4世世代の葛藤の実態を示す。 

 調査は、大阪市X 区に住む在日韓国人 3 世・4世を対象に行った。対象者は親族関係にあり、全員、民

族学校にかよった経験はなく、日常生活で民族名を使用していない。 

 

 ・友人に対する自己開示 

3 世世代は、差別的言動が飛び交っている環境で生育しており、自己開示をすることは、差別の対象と

なる可能性を伴うものであった。一方、4世世代では、「隠す必要はないし、むしろ〔韓国人であることを〕

言いたい」といった発言があった。そのため、3世世代に比べ、4世世代は友人に対する自己開示の場面で

葛藤を伴うことが少なくなっている。 

しかし、4世世代も自己開示の葛藤と無縁なのではない。4世世代のD4は友人に自己開示をした際、「な

んで本名〔民族名〕じゃないの。差別とかそういうのまだあるの」と言われて、ショックを受けたと述べ

ている。ここでは、当事者にとって、「自然である」通称名の使用が、「差別回避のためのふるまい」とし

て認識されている。そのため、4 世世代も、自己開示をすることで「被差別者」という立場に立たざるを

えなくなる。 

 

・恋人に対する自己開示 

3 世世代の場合、恋人への自己開示は、「恋人から嫌われるのではないか」という不安と、「恋人の両親

から交際・結婚を反対されるのではないか」という不安を生じさせるものであった。一方、4 世世代の場

合、前者の不安は生じていない。しかし、恋人の両親の反応に対する漠然とした不安を感じている。 

 

・結論 

4 世世代では、民族的差異が他の差異と同列に扱われはじめていると考えられる場面は増えている。し

かし、現在でも、自己開示は緊張を強いる場面であり続けている。 

 

参考文献 

佐々木てる，「『民族的差異』は恋愛・結婚を阻むのか――在日若者世代の恋愛・結婚を考える」『家族研究

年報』41: 21-34． 

 

【注記】プログラムに記載されている題目から修正して発表を行った。 
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ゲイ NGO の活動理念にみる運動性 

 

井上智史（九州大学大学院） 

 

 問題意識 

 近年，「LGBT」という語の流行ともいえる状況にみられように，日本においても性的マイノリティへの

関心が高まっており，「同性婚」等，同性愛者の権利保障をめぐる運動が可視化されている．日本において

性的マイノリティをめぐって展開された社会運動としてはゲイ当事者らによって担われた HIV・エイズに

関する運動が存在するが，両者の関係については十分に議論されていない．本報告では，福岡地域におい

て厚労省のエイズ対策の枠組みのもとで組織された，ゲイNGO「Love Act Fukuoka（LAF）」がその活動を

通じて，当該地域における性的マイノリティめぐる運動の中心的存在となっている状況に注目し，2 つの

運動を架橋するものとして，LAFの活動理念の運動性について検討する． 

 

 調査概要 

 2016年 3月より，LAFの専従スタッフやボランティアスタッフに対する聞き取り調査，スタッフミーテ

ィングへの参与観察などを実施した．本報告では，そのうち専従スタッフ 2名に対して行った聞き取り調

査の結果について考察を行った． 

 

 調査結果および考察 

 これまで，エイズ対策の枠組みのもとで活動してきた NGO・NPO については，国家や疫学研究者によ

る HIV・エイズ予防啓発の「従順」な担い手としての側面が強調されてきたが（新ヶ江 2013），LAFの担

い手の語りからは，LAFがエイズ対策という枠組みのなかで，たんに「従順」に活動を遂行したのではな

く，既存の枠組みを換骨奪胎しながら活動を行う運動性を発展させてきたことが窺がわれた． 

 この運動性は，疫学研究者や医療者の主導する活動方針に異議を唱え，オルタナティブな専門性を提示

しようとする当事者性の語りと，社会的な問題関心を注意深くとらえ，「LGBT」といった言説資源をも動

員しながら活動を組織化し継続的なものにしようとする戦略性の語りとによって示された．当事者性と戦

略性は，前者が体制に対して対抗的なラディカルな志向性をもつものである一方，後者は，迎合的な同化

主義的な志向性をもつものであるといえる．LAFはこの 2つの志向性を往還しながら，漸進的な活動を展

開し，当該地域において，ゲイのみにとどまらない多様な性的マイノリティによる新たな連帯を編成しよ

うとしているのである． 

 

 おわりに 

 LAFの活動理念の運動性について，さらに考察していくためには，LAFが編成しようとする新たな連帯

が一体どういったかたちで展開していくのか，編成された連帯によってどのような運動がなされうるのか，

さらには，どのような連帯が促進され，どのような排除がもたらされるのか，といった点が問われなけれ

ばならない．今後，福岡において活動する他の団体へと調査対象を拡大しつつ，これらの問題探っていく

必要がある． 

 

 参考文献 

新ヶ江章友，2013，『日本の「ゲイ」とエイズ――コミュニティ・国家・アイデンティティ』青弓社． 
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A Comparison of CRPD and Sheltered Workshop Policies in Sweden, 

 Germany, and the United States 

 

Yi - Chun Chou (Soochow University, Taiwan) 

Abstract 

How to improve the living conditions and quality of life for the disabled persons is the big issue of disability policies 

of each country. From the American’s Disability Act in 1990 to NU Convention on the Rights for Persons with 

disabilities in 2006, the importance of rights-based approach could be regarded as the most often mentioned 

resolution in the last two decades. People believe that if the benefits for PWDs are defined as human rights, it’ll help 

to effectively promote the national government to implement the favorable measures for disabled persons by signing 

the international conventions or enacting the relative laws. In 2006, the United Nations formed the Convention on the 

Rights of Persons with Disabilities. The participating nations of the UN required to enforce the contents of the 

convention after participating in the signing of this convention. However, the disability policies have always been 

seen as an important part of the welfare state policies, and the characteristics and construction of the welfare state are 

deeply influenced by the financial resources and payment structures within the individual countries. Sheltered 

workshop policies for persons with disabilities are no exception, even if sheltered workshop policies in most 

countries share some similar characteristics, such as facilities-based working plan, low wages etc. Thus, it’s worth 

studying how the core values and policy practices identified by CRPD, such as integration, non-discrimination, 

decision-making with participation of PWDs, influence the sheltered workshop policies in individual welfare 

countries. This article examined the impact of UNCRPD on the sheltered workshop policies for persons with 

disabilities in different welfare state regimes. From the results of exploration we can see that in all three countries the 

each countries welfare policy framework and resource allocation patterns affect their sheltered workshop policies 

more than signing the CRPD. Observing the influence of the rights-based approach on the CRPD’s intention to 

improve the life of PWDs still needs more research and evidence to be further evaluated. 

 

Keywords: UNCRPD, sheltered workshops, persons with disabilities, welfare regimes 
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奄美ハンセン病罹患者の鹿児島収容 

―戦前期奄美のハンセン病問題と星塚敬愛園― 

 

中村文哉（山口県立大学） 

 

 本報告は、1935年 11月末から 12月初旬に実行された、開園直後の星塚敬愛園による奄美・沖縄のハン

セン病者収容のうち、奄美大島からの病者収容方を取り上げ、星塚敬愛園の園誌『星座』第一輯に特集さ

れた〈鹿児島収容〉関係者の手記を軸に、関連資料を照合させることにより、本収容の背景にあった当時

の奄美大島・徳之島方面のハンセン病者たちの現実および病者移送過程の苦難を照射し、この収容方がも

つ歴史的意味を考察したい。 

 当時の奄美病者は、「療養ノ途ナキ」浮浪病者群（ムレ）、癩部落を形成する病者群、在宅病者に大別で

きる。取り分け名瀬近郊の大熊では、ムレの〈集合所〉に隣接していた地理的位置から、健康者と病者の

混淆がみられた。港湾を控える大熊は、大川の氾濫による田畑の糞尿問題を抱えていたため、鹿児島縣か

ら衛生模範部落の指定を 1932 年に受けていた。この件と病者の出入が、奄美大島の〈癩問題〉を所掌して

いた警察防疫官吏と衛生組合（行政）により、問題視されていた。こうした背景の下、1935年７月、その

四ヶ月後に星塚敬愛園園長に就任する愛生園医官・林文雄は、台湾・沖縄視察の帰路、名瀬を訪ねた。警

察防疫官吏・相良十字郎と衛生組合長・楠猪熊を中心に、林による〈癩問題〉啓発の講演会が開催され、

大熊ではシマの決議による全員参加の集団検診が開催され、ハンセン病罹患の診断が下りた者は〈本土〉

の療養所へ行くことが義務づけられた。この件は、林が、啓発講演会で、「癩」は遺伝病ではなく伝染病で

あること、そして治癒の可能性を説いたことに起因する事態とみることができる。これらの言を素朴に信

憑した大熊のシマ人は、罹患が診断された 20名の病者を強制収容させたのではなく、治癒を期待して、敬

愛園に送ったと解釈できる。 

 こうした事情を背景に、敬愛園による奄美からの〈鹿児島収容〉が実現された。だが、この収容方は、

船の手配を端緒に、多くの困難に付き纏われた。奄美と鹿児島の間には、難所・七島灘があり、しかも北

西風が吹く冬季には遭難・転覆の危険が伴う海域故に、大型船の手配が必要だが、船の交渉方は不調に終

わり、僅か 40噸の小型発動機船に 116名の病者を運ぶ常識外れの航海となり、しかも 11 月 29日 20時過

ぎに名瀬を発った数時間後に、時化にあい、大熊で三日間、更に 12月 5日には屋久島・西之表で一日の退

避を余儀なくされた。大熊退避中には二人の発狂者があり、西之表退避中には船倉の梁が折れる事故が出

来した。 

 今回の収容では、名瀬・大熊をはじめ、徳之島方面および古仁屋港・大和浜からの病者たちは収容され

たが、〈大和〉という異文化圏にある療養所へ行くことへの病者たちの躊躇と不安は、奄美群島区の僻地・

離島において、格別な重い意味があった。『星座』第一輯特集号の敬愛園スタッフの文章からは、郷里との

別離がもつ重大さと、そうした重大な喪失を生きなければならぬ人たちを如何に迎えるか、という開園当

初の敬愛園が抱え込んだ課題がみえてくる。特に、九州各地の病者は既に九州療養所に収容されている現

実下に開園を迎えた敬愛園において、奄美・沖縄の病者が大半を占める事態に至った。取り分け、在宅の

病者に、喪失した家族的なものを如何にフォローするかという問題が、喫緊の課題であった。園による管

理を嫌う元気な浮浪歴のある病者は、自由を求めて脱走を、そして重病者や独身女性・子供といった弱い

病者は園による保護を希求するという利害状況の極端な分裂が、ここから生じる。ここから、療養所での

生活形態は、収容前の療養生活のあり様に強く規定される点が指摘できる。 
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「農業後継者」とは誰か 

―熊本県阿蘇郡産山村農家調査による農業継承問題の再検討― 

 

 

溝上沙耶伽（産山村 経済建設課） 

 

「農業の担い手をどのように農村に残していくか」という問題は、今日の日本農業における最も論争に

満ちた問題の一つとなっている。 

本報告の事例地である産山村の上田尻という集落では、家族農業の今後に人々は明るい展望を持ってい

るが、その背景に、「この集落には後継者が多い」という農家の考え方がある。ところが、農林業センサス

の結果からは産山村はもちろん、上田尻集落においても特段後継者が多いという事実は確認できない。に

もかかわらず、集落内外の農家が上田尻集落に後継者が多いと認識しているのはなぜか。本報告では、農

林業センサス等の後継者数のデータと農家たちの生活実態から導いた「後継者」数のズレを手掛かりに、

どのような人びとを農家が「後継者」だと認識しているのかを分析したものである。 

農家一軒一軒をまわって聞き取りをおこなった結果、農林業センサスデータの後継者の定義と農家たち

の「後継者」の定義はずいぶん違うことがわかった。農林業センサスの調査では、後継者を「15歳以上の

者で次の代で農業経営を継承することが確認されている者（予定者を含む）」と定義している。だが、農家

たちの考える「後継者」とは、「50歳未満で農業経営を継承しており（あるいは継承する意思があり）、一

緒に暮らしているという経営主の認識（あるいは将来一緒に暮らしたいという親の期待）がある者」のこ

とであった。同居しているか他出しているかはさほど問題ではなく、親子間のあるいは家族内のやりとり

が成立しているかが重要である。そしてこの「後継者」が存在しているということが住民たちの明るい展

望を導いている。 

今日、家族でおこなう小農のかたちは、家族農業の継承が難しいことからあまり注目されなくなってき

ている。しかし、上田尻集落では家族農業であることが農家の後継者を残す要因になっている。現在に至

るまでの長い間、上田尻集落の農業が家族農業によって維持されてきたという認識を農家たちは持ってい

るため、子孫との生活上の関わりが続く限り、子孫が後継者になる可能性があるということを農家は経験

的に知っている。また、農家たちは家族が農業を継ぐことが望ましいという意識を共有しており、今後も

家族が農業をするだろうという信頼感があるため、期待を子孫に与えている。そしてこのことが「農業後

継者」の維持、ひいてはこの集落においての家族農業の維持につながっている。 

 

【参考文献】 

徳野貞雄，2010，『生活農業論』学文社． 
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親の離婚と子ども 

―教育達成に及ぼす影響とそのメカニズム― 

 

吉武理大（慶應義塾大学大学院） 

 

1.本報告の目的と概要 

 現代社会では、離婚件数、離婚率の上昇を背景に、親の離婚を経験する子どもが増加している。教育達

成に関する日本の先行研究においては、これまで二人親世帯が対象とされることが多く、ひとり親世帯や

離婚を経験した世帯を対象とした研究は少ない。また、そのような世帯の教育達成の不利のメカニズムは

十分に明らかではない。しかしながら、親の離婚が子どもの教育達成に不利益を生み出してしまう要因を

明らかにすることは、今後有効な支援策にもつながると考えられる。そのため、本研究では貧困や格差の

再生産の問題とも関連する、親の離婚が子どもの教育達成に与える影響とその要因を明らかにする。 

2.方法 

 「働き方とライフスタイルの変化に関する全国調査（JLPS）」の若年・壮年パネル調査の合併データ

（wave1~7, 2007~2013年）の二次分析を行う。まず、子どもが親の離婚を経験することは、子どもの教育

達成にどのような影響を及ぼすのか、親の離婚有無別による高等教育進学の格差を見る。次に、その要因

について、まずは先行研究でも指摘される親学歴、暮らし向き、成績の要因を二項ロジスティック分析に

より検討する。加えて、同様の方法を用い、親の離婚経験と子どもの教育達成の関連について、子どもの

問題行動と親の子どもへの関わりによってどの程度説明されるのかを検討する。 

3.分析結果 

 まず、親の離婚経験は子どもの高等教育進学に不利な影響があり、この関連の一部は、男女とも、主に

15 歳時暮らし向き、中 3成績によって説明された。加えて、親の離婚と子どもの教育達成の関連の一部は、

子どもの問題行動や保護者の関わりが媒介していることが明らかになった。しかし、それらの影響を考慮

しても、親の離婚が高等教育進学に与える影響は残った。 

4.まとめと考察 

 分析では、出身家庭の状況や成績、子どもの問題行動や親の関わりなどのさまざまな影響を考慮しても、

親の離婚経験が子どもの教育達成に与える不利は残った。このことから、離婚が子どもに及ぼす影響は複

数の経路があり、他にもさまざまな側面への影響を通して教育達成の不利へとつながっていると考えられ

る。 

 加えて、子どもの問題行動と親の関わりが媒介要因として明らかになったが、以下の解釈が考えられる。

まず、問題行動については、保護者による監督の難しさ、家庭の状況や環境の変化による子どものストレ

スという見方が考えられる。また、保護者の関わりについては、ひとり親世帯で仕事も忙しく時間的余裕

がないために、子どもとの関係や勉強関連への関わりが希薄になる可能性が考えられる。したがって、親

だけでなく、家族、親戚、学校の先生、広く周囲の人々による、経済的支援に限らないサポートが必要で

あると考えられる。本報告では、離婚後の母子世帯／父子世帯の区別ができないため、それぞれに特有の

子どもとの関係に着目できていない点が課題である。 
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高校に行き直す若者たちの聞き取り調査報告 

―大分県大分市の男子高校生の若干の事例― 

 

三代陽介（熊本大学大学院） 

 

 本報告では、高校に入学した児童が途中で挫折をするも、再度高校に行き直す事例を取り上げた。何を

悩み、生きづらさや本質的な悩みを感じてきたのかを明らかにすることを目的とした。 

 報告者自身は、これまで中学の教員として児童を高校へ輩出する立場にあった。その中では、入れる学

校へ進学させることを念頭に置いた指導感も否めない。実際の学校現場では、中学を卒業して途中挫折し

退学をしても、それは中学校側の責任問題ではなく、個人の問題であると考えられてきた。果たして本当

にそれで良いのだろうか。 

 高校で挫折した後に試行錯誤しながら、課題を乗り越えていこうとするも、簡単にはいかない。新たに、

就労へ視野を向けてもその選択肢は潤沢ではない。特に施設出身児童は、高校退学＝施設退所といった極

めて厳しい現実も危惧される。その度に、一個人としては支援・介入の限界を感じてきた。 

 2014年には「子どもの貧困対策の推進に関する法律」が施行された。大網では「高校中退者等について、

学校がハローワーク等に対し高校中退者情報を共有する等により、就労支援や復学・就学のための情報提

供を図る」といった方針が示された。つまり、関係諸機関と連携しチームアプローチ（個から組織）によ

る介入支援を推進していくことにある。 

 しかし、前述の政策思惑（組織介入）と本報告から読み取れる結果との違いは下記のようでる。 

・悩みを信頼できる人（個）に対し、相談ができたことによる気持ちの変化。 

・支援を受ける側が、支援者（個）を受け入れる良好な関係性があること。 

・児童や家族と中長期的に繋がり続ける、親密な他者（個）の存在があったこと。 

 ここから、介入支援の実際は個人が担っている割合が高くなっていることがわかる。 

 では、組織的介入と個の介入、どちらが効果的な支援なのだろうか。本報告では支援者（個）による登

校の送迎、面会を通じ食事を共にする、といった定期的な積み重ねにより信頼関係が構築されることを示

した。その後、本音の部分での相談が向けられ効果的な介入支援が出来ている事が判明した。 

 だが、個による支援（食事や定期訪問）は、やや不安定であると言わざるをえない。理由としては、個

が所属する組織としての公式な介入手法とは言い難いからだ。 

 実際は単純なシステム化の導入は難しくインターパーソナル・コミュニケーションに頼らざるを得ない

側面がある。公式システムとして、フォーマルな組織が効率の論理によって介入を試みるのに対し、実際

はインフォーマル・グループが感情の論理によって担っている実態があった。 
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愛媛県・沖縄県・山口県における植物工場をめぐる将来像 

―医療福祉施設・学校現場、特に特別支援学校との接点を探る視点― 

 

近藤功行（沖縄キリスト教学院大学大学院） 

岩谷潔（山口大学大学院） 

 

 緒言 新しい農業の手法として注目される植物工場について、愛媛県・沖縄県・山口県における現状、

また、快適な建屋内で農業が行える植物工場と、医療福祉や学校教育との関連を模索することとした。医

療・保健・福祉を学ぶ上で、「植物工場」は、この分野とも密に関連している。特別養護老人ホーム・老人

保健施設、特別支援学校、また、病院において、植物工場が設置されることでの意義などについて探る。 

 方法 ［1］実際に、植物工場が全国各地でどう展開しているのか、まず、愛媛県・沖縄県・山口県内

の現状を探る。［2］全国の大学農学部における植物工場の関わりを模索する視点を提示する。［3］人工光

利用型、太陽光利用型、太陽光・人工光併用型、植物工場は、現在 47都道府県に最低 1施設以上ある。こ

れらの植物工場の現状を探る。［4］植物工場と医療福祉施設・学校現場、特に特別支援学校との接点を探

る視点を提示する。 

 結果及び考察  

 ［1］植物工場が愛媛県・沖縄県・山口県内でどう展開しているか、それぞれ各県の現状を図示した。次

に、全国における植物工場稼働状況について図示した。平成 28年度調査によれば、人工光利用型＝197、

太陽光利用型＝126、太陽光・人工光併存型＝31、合計 354 施設の稼働が確認された（＝註：27 施設は、

未承諾のため、数値にあがっていない）。植物工場の稼動数の一般的な傾向として、首都圏や東海地域、関

西圏など大消費地である都道府県あるいはその消費地への出荷が可能な地域に多い傾向、また東日本大震

災の被災地で多い傾向が読み取れるなど特徴が見られる。沖縄県に関しては、人工光型植物工場のみが全

国 2位の稼動数となっている点が特徴的である。東京、香港市場へ出荷の植物工場もある。愛媛県は人工

光型植物工場稼動数当たりの人口では全国 12位と比較的上位である。急峻な土地が多く平野部が少ない点、

わが国有数の規模を持つ苗生産工場が面積当たりの生産性の高い人工光型植物工場を導入している点など

がある。山口県では、衰退した地方商店街の活性化を目的として植物工場を導入し、生産したベビーリー

フを地域にとどまらず都心部へも出荷し、ブランド化を目指している。また、切バラ栽培に人工光を導入

し競争力を高めている。こうして、植物工場は、地域の農業生産の抱える諸問題の解決（＝沖縄の葉菜類

供給）の他、地域に有った技術をさらに高度化することで（＝苗、切りバラ）、また、その話題性と高品質

野菜生産が可能な点を味方に新たな地域ブランドの確立に貢献（＝ベビーリーフ）するなど、単なる農業

生産設備にとどまらない可能性を秘めている。 

 ［2］全国の農学系大学(国公立)における連合農学研究科を構成する大学群を北から、順にまとめて表化

した。今回提示した 3県は、共に農学部内の植物工場研究と、実際に稼働している植物工場が生産性を高

めており、とりわけ、愛媛大学におけるその関与は、資金的にも大きいことが判った。 

 ［3］附随した情報収集として、食品メーカーなどが植物工場についてどう考えているのか、多角的な情

報収集に務めた。 

 ［4］植物工場と医療福祉施設・学校現場、特別支援学校、病院との関わりについて言及した。 

 日本で独自に発展し、現在も世界をリードしている植物工場、特に人工光型植物工場は、ともすればい

わゆる「ガラパゴス化」に陥る可能性も含むものであるが、快適な屋内空間で様々な個性を活かせる作業

の集積である点が特筆される。また、園芸療法などにみられる「野菜を栽培する」ことの人間に対する効

果の観点から、障害者の社会参加の契機として、また、日本特有の問題である急激な高齢化の進展におけ

る高齢者福祉や医療、社会参加への貢献が見込まれる技術として、発展させることが出来る。 

 おわりに 本研究からは、植物工場を稼働させた事業所は、企業の他に、福祉施設があり、社会福祉施

設による植物工場立ち上げ事例は、障害者雇用を伴うため、重要である。また、障害者法定雇用率の達成

や障害者雇用に力を入れている企業も稼働している。さらに、医療現場で、植物工場が着目されている内

容もある。植物工場にかかわることで、障害者や高齢者の生活の質の向上や治癒効果などの提供が進むこ

とで、植物工場自体も単なる生産設備だけではない付加価値を獲得し、発展していくことが期待される本

内容を言及した。 
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地域福祉活動と地域圏域設定 

―福祉政策における地域重視への疑問― 

 

高野和良（九州大学） 

 

1．報告の目的と背景 

 社会福祉財源と担い手との不足が強調されるなかで、サービス提供体制の効率化を促すための総合化（脱

個別化）の場として、包括的な機能を有しているとされる「地域（地域社会）」への期待が高まっている。

地域住民の地域貢献意識に支えられた地域福祉活動は広く行われているが、地域が問題解決能力を持つと

いう前提は、人口減少や少子高齢化といった人口構造の変化や地域住民の脱地域的な生活構造の拡大もあ

って揺らいでいる。 

 本報告は、政策側の地域への期待の高まりに対する疑問をもとに、こうした傾向への対応策の手がかり

を提示するための基礎的な作業である。そこで、地域貢献意識がどのような地域範囲を想定しているのか

について、大分県の市町村合併後 12年経過した過疎地域での社会調査結果から確認する。 

 

2．地域福祉活動と地域圏域 

 圏域設定の問題は、資源配置の問題とともに、人々の福祉サービスへのアクセスに直接影響するため影

響が大きいが、現状は単なるサービス供給論に留まり、なぜその地域圏域が人々から支持されるのか、そ

して、そうした支持にはどのような要因が影響を与えているのか、といった点は曖昧である。そこで、地

域住民の地域に対する帰属意識やそれを支える生活構造の実態を踏まえた圏域設定の検討が必要と思われ

る。そこで、以下の設問に対する回答を検討した。 

 設問：福祉活動での「地域の支え合い活動」といったときに、あなたが最初に思い浮かべる「地域」の

範囲は次のどれでしょうか。あてはまるものの番号を 1つ選んで◯をつけてください。 

 選択肢：1．合併後の日田市  2．合併前の旧市町村  3．大字区分（中学校区程度） 

4．小学校区  5．集落（小字区分）  6．その他 

 旧市部（日田市）では、小学校区がもっとも支持され、次いで集落、そして合併前後の日田市となった。

旧村部（中津江村、上津江村）では、合併前の旧市町村が半数前後に支持され、次いで集落、小学校区と

なった。 

 旧村部では、合併前の中津江村、上津江村という範囲が重みを持つが、旧市部も旧村部も集落が 2割前

後の支持を得ていた。また、旧村部、旧市部ともに、年齢階層別（64歳以下、65 歳以上）での有意差は認

められなかった。 

 

3．「地域」の捉え方に影響する要因 

 地域福祉活動における地域圏域として、旧市部では小学校区、旧村部では合併前の旧村が支持を集め、

ついで集落となった。集落という単位はお互い様といったインフォーマルな関係がより優位に立つ地域範

囲であり、一方で、旧村部における「合併前の村」は、婦人会、老人クラブ、消防団といった地域集団の

活動範囲であり、社会福祉協議会などによる社会福祉サービス提供の単位でもある。組織を中心としたよ

りフォーマルな関係が成立する地域範囲であると考えられる。旧日田市では、これらの地域の組織は小学

校区単位でも活動しており、また、子どもの通う学校区のなかで子育て世代の関係も形成されることも考

えられる。 

 また、地域福祉活動の地域と、一般的な地域では想定される範域が異なる場合があり、地域組織との関

係という機能的な側面と、より空間的に狭い範域でのインフォーマルな関係という意識の側面が、地域住

民の地域福祉活動の範域の判断に影響を与えている可能性については、今後、さらに検討が必要な課題で

ある。 

 

注：2007年調査は JSPS科研費 JP17530427、その後の継続的な聞き取り調査などは同 JP21530598の助成を

うけた。さらに、2016年調査は同 JP25380740の助成によって実施された。  
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台湾における小規模多機能ケアの構築と実践 1) 

 

江蕙秀（台湾東吳大学ソーシャルワーク学科大学院） 

莊秀美（台湾東吳大学） 

 

 台湾では、高齢化率が持続的に上昇し、2016年 5月末までに 12.8％（総人口数 23,503,349人）に達して

いる。1990年代以降の人口高齢化の進展に伴った高齢者介護問題が社会問題として認識され、介護保障政

策の動向は各分野の研究者から注目を集めている。日本の関連事業を参考した上で、2015年に「104年度

多元介護センター（小規模多機能）サービス計画」を実施し、2017年 4月までには 12県市で 23カ所の多

元介護センターを設置した。 

 本研究はインタビュー調査を通して、多元介護センター（小規模多機能）サービスの推進課題を分析す

るものである。インタビュー調査の結果によれば、台湾の多元介護センター（小規模多機能）サービスの

推進が以下の問題に直面すると指摘されている。 

(1) 利用者が少ないため、収益がよくないこと。デイサービスセンターを基にするという制限があり、

独立的に運営ができないため、施設の運営方針が影響され、長期的発展が不利であること。 

(2) サービス従業員の雇用が困難であること。各デイサービスセンターがそれぞれの特性を持つため、

均一の補助が役に立たないこと。小規模多機能の評価体制がない。利用者数だけでは不適切である。

サービスの質も評価できないこと。 

(3) 短期介護の利用に規制が厳しいこと。短期介護の柔軟性が低下し、サービスの便利さが限られてい

るため、利用率が低下するという悪循環が現れている。 

(4) 国民理解不足、自己負担意識が無いこと。国民に受け入れられるまでには時間が必要で、短期的サ

ービス人数で評価することは不適切であること。 

(5) 家族決定が中心で、高齢者の利用意識が不明であること。高齢者の自主性が低下し、認知能力など

に影響すること。1人暮らし高齢者、家族支援の弱い高齢者はサービス利用が困難であること 

(6) 地域内関連介護施設との連携が足りないこと。厳しい管理、空間の制限など、高齢者のサービス利

用を阻害すること。高齢者は地域から疎外されたりするため、外部の刺激が減少すること。 

 

キーワード：小規模多機能ケア，台湾の介護政策，地域福祉 

 

 1) 本報告は、以下の研究成果の一部基づいて再構成、加筆したものである。(1)『多元的介護サービスモデル

の実践に関する研究：小規模多機能ケアを中心に』修士論文研究構想書，研究代表者：江蕙秀，2017 年 1

月 17日。(2)2016~2017 年台湾科技部（Ministry of Science and Technology, Taiwan）補助研究『地域包括ケア

システムの構築と実践に関する研究:台湾と日本との比較分析』（研究代表者：荘秀美，課題番号：MOST 105 

-2410 -H -031 -027 -MY2）。 
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台湾の地域包括ケアシステムの構築 

―ABCモデル事業の課題と挑戦 1)― 

 

洪春旬（台湾東吳大学ソーシャルワーク学科大学院） 

莊秀美（台湾東吳大学） 

 

 近年、台湾では、コミュニティケアにおいて、サービスの統合化という概念が主流になっている。2007

年に「長期介護十ヵ年計画」は介護サービスシステムの見直しとして、日本やイギリスなどの介護サービ

ス体制構築の経験を参考にして制定され、2008 年から 2017 年までの間に、介護関連施策整備に膨大な経

費を投入し、整備すべき介護サービスの提供範囲の見直しを行った税財源の制度である。2008年に政権交

代で、国民党が与党になり、介護保険制度導入の意図を表し、法案の作成準備、具体的な実施検討の作業

に行われてきた。ところが、2016年初頭の総統選挙の結果、民進党が勝利した。この選挙結果によって介

護保障政策は違う方向へ進むことになった。新政府の行政院長（内閣大臣）は、指定税で介護施策を推進

することを決定し、「長期介護十ヵ年計画」の延長策である「長期介護十ヵ年計画 2.0」を提出した。 

 「長期介護十ヵ年計画 2.0」の主な施策は以下のようである。(1)サービス対象と項目の拡大（8項目→17

項目）；(2)地域包括ケアサービスシステムの構築（ABCプログラム）；(3)創新的、多元的サービスの開発；

(4)介護予防。その中で、地域包括ケアサービスシステムの構築において、その具体的施策は、地域の中で、

A 級（地域包括型サービスセンター）、B 級（複合型サービスセンター）、および C 級（街角サービスステ

ーション）という 3レベルのケアサービス提供拠点を設置し、住民に統合的に介護サービスを利用でき、

地域の中で介護サービス提供事業者を増えることを目指している。ABCプログラムは 2016年 11月から推

進し始め、2017 年 4 月までには、9 県市が実施している。本研究はこの ABC プログラムの実施状況やそ

の問題点を分析するものである。本研究はインタビュー調査を通して、以下の課題を取り上げる。 

(1) A、B、C団体間の関係は上下か？平行か？その協働方はなにか？などが政策で明らかされていないこ

と。 

(2) ABC 事業者間の競争をもたらす恐れがあり、また大規模業者を創出する可能性が高いと予測され、そ

の機能性も疑われていること。 

(3) A がサービス連携やサービス計画制定を業務中心に、その役割や機能が再議される必要があること。 

(4) モデル事業は独特性が強い、その応用性や普及性の可能性が疑問である。特に C（街角サービスステ

ーション）の場合、地域性が強いこと。 

 残された課題としては、以下の課題が取り上げられている。 

(1) 介護サービスの統合に関する課題である。サービス基盤の未整備、何を統合するか、如何に統合する

か、国(自治体)の役割など。また既存サービスの統合に関して、量的不足(過疎地域)、サービス充実方

法が不明などがある。 

(2) サービスの多様化とサービスの質の問題がある。 

(3) 地域包括ケアシステムの実践の課題に関しては、入居型施設の役割の位置づけは不明である。 

(4) 介護人手問題に関しては、外国人介護労働者の減員、台湾人介護労働者の増員は可能であるかという

問題である。 

(5) ABC プログラムは結局民間への責任転嫁になる恐れがあることである。 

 

キーワード：地域包括ケアシステム、台湾の介護政策、地域福祉 

 

 1) 本報告は、以下の研究成果の一部基づいて再構成、加筆したものである。(1)『地域包括ケアシステムに

関する研究―台湾モデルを求めて』修士論文研究構想書，研究代表者：洪春旬，2017年1月17日。(2)2016~2017

年台湾科技部（Ministry of Science and Technology, Taiwan）補助研究『地域包括ケアシステムの構築と実践に

関する研究:台湾と日本との比較分析』（研究代表者：荘秀美，課題番号：MOST 105-2410-H-031 -027 -MY2）。 
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在宅ホスピスボランティア活動の実際 

 

孔英珠（九州大学） 

 

1 目的 

本報告は、在宅ホスピスボランティアの会「A」の活動内容を調べ、生活の場における終末期ケアの担い

手としてのボランティアの可能性について、考察を行う。 

 

2 研究の方法 

調査対象者は、在宅ホスピスボランティアの会「A」の 2016年度の会員登録済み人数は 60人であるが、

2016 年度にデイホスピス、在宅訪問、月例会に 1回以上活動したのは、37人であった。その 37人全員に

2016 年度 1年間の活動を、個人活動記録表に自記してもらった。 

 

3 倫理的配慮 

研究の目的と趣旨、研究の方法等について調査を行う前に書面で説明し、団体のメンバーに同意を得た。

なお、調査結果についても発表の許可を得ていて、発表では個人が特定できないようにした。 

 

4 結果・考察 

 在宅ホスピスボランティアの会「A」ではデイホスピス、在宅訪問、月例会を主な活動として行ってお

り、2016年度の登録会員数は 60人であるが、実際に活動した会員数は 37人である。活動している会員に

おいて活動回数は月 1回未満から月 4回以上まで、差が大きい。入会年度が 2010 年度～2012年度の初期 3

年間の登録会員 22人中 19人が実際に活動しているに比べて、2015年度～2016年度に登録した 31人中 15

人が活動している。その中でも、初期 3年間入会した 2016年活動者は、初期外の人に比べて、活動回数（在

宅訪問活動も）多い。活動の対象者に関しては、2016 年度の在宅訪問対象者は、17人であり、必ずしも終

末期の方々が在宅訪問対象者ではなかった。一人暮らしの高齢者（老衰）の方への情緒的サポートを行う

場合も少なくなく、神経難病の人々に対して、ホスピスの対象であると考えていた。 

 このような活動の実際から考察できるのは、初期のメンバーの中で、熱心に数年活動がつづいているの

は、その初期のメンバーの中には、家族の看取りの経験者が多く、身内がN クリニックに診療を受けてい

た人が多いため、NクリニックとN医師への恩返しの気持ちが大きいことが理由としてあげられる。また、

在宅ホスピスへの経験や理解があり、活動回数が多いのではないと考えられる。 

 一方、活動の場所や対象者の選定等、活動の重要な部分をコディネートしているのは、N クリニックで

あるが、Nクリニックからのサポートがなければ、「A」の活動が継続できるかという現状がある。さらに、

在宅訪問活動の対象者の選定の基準は、N クリニックから選定され、依頼されることが多いので、今後対

象者の選定をどうするのか、「A」の中で、議論が必要であると考えられる。また、在宅訪問活動の内容は、

患者や家族の望みや状況に合わせて、できるかぎり、希望に寄り添えるように、工夫を重ねている。しか

し、活動の範囲（基準）についても、会員間の議論と合意が必要であると考えられる。 
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Whose “Community Care”? : 

 Exploring the Development of Community Care Policy of Taiwan in Terms of the Historical Context of 

the Conception of “Community Care”
1
 

 

Hui-Fen Hung (Soochow University) 

Hsiu-Mei Chuang (Soochow University) 

 

Abstract 

 

Since the early 1990s, for responding the problem of population aging, Taiwan had developed long-term care policy. 

The development of long-term care policy in Taiwan has been interwoven closely with the ideal of “community care”. 

However, it remains unclear what vision of long-term care arrangement our society will reach through the ideal of 

“community care”. In this article, we suggest that the origin and the development of the ideal of “community care” in 

Western welfare state, it has been blended and composed of plural but contradictory value elements. Policy making is 

the result of power struggle among different interest groups. During the process of the construction of long-term care 

policy, government, diverse interest and advocacy groups, and different experts and scholars all attempted to take one 

value element of the ideal of “community care” as their policy appeal, to direct the policy toward what they expected. 

After the Ten-year Plan for Long-term Care, government’s standards for care services had gotten stricter, and its 

request for care workers had also become more professional. The ideal of “community” had been converted into a 

technical and geographical concept. The “community development work” and “grass-root organizations” in the 

design and delivery of formal care services had been being marginalized. Many community development associations 

were delegated to the Programs of Community Care Sites, which targeted the healthy and sub-healthy elderly. 

There are four future prospect mentioned in this article.  

1).Long-term care policy should be reformed gradually to the universal welfare. 

2). The labor conditions of care workers should be improved significantly. 

3). The life picture of the cared-for has been limited on the image of “dependents”, and the basic rights for social 

participation of the cared-for are ignored. 

4). The principle of residents’ participation in local care services, which Communitarian has appealed, will have more 

operating space in the future. 

 

Keywords: Community Care, Long-term Care , Ten-year Plan for Long-term Care, The Ten-year Plan 2.0 

 

 1 The paper is based on the outcome of the research project: Hsiu-mei Chuang (Researcher) and Hui-fen Hung (Co 

researcher) (Aug., 2016-Jul., 2018). The Construction and Practices of Integrated Community Care System: A 

Comparative Analysis on Taiwan and Japan. Research project delegated by Ministry of Science and Technology 

(MOST 105-2410-H-031-027-MY). 
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超巨大開発と住民 

―中国三峡ダム建設に伴う開発移住者のライフヒストリー― 

 

杜安然（熊本大学大学院） 

 

 本報告では超巨大開発に直面した場合、住民たちがどのように対処していくのかを、中国三峡ダムの開

発移住者の語りを通して提示した。三峡ダム建設は、膨大な数の移住者を生み出した。1993年から始まっ

た「立ち退き移住者プロジェクト」では、2006年 9月までに約 123万人が退去したが、移住者の移住経緯

や、移住後の生活の中で直面する問題については、あまり知られていない。本研究では、三峡ダム建設に

よる開発移住者のライフヒストリーというかたちで、現代中国の人々の超巨大開発への考え方を明らかに

することを目指している。 

 調査地としたのは、中国四川省の東南部重慶市の奉節県である。この地域を調査地にした理由は、約半

数の移住者は農民で、しかもその大半は果樹栽培以外の技能をもたない人々だったので、開発移住の影響

が大きいと考えられたからである。 

 奉節県では、1992年の三峡ダム建設の決定後、投資は抑制され、公共事業とインフラの改修は停滞した。

その後、1999年から 2006年までの 7年間に約 13万人が居住地を立ち退いた。その際の移住先は、住民の

希望もあって、近距離地域と、遠方の都市などへの遠距離地域という二つのタイプに分かれた。 

 ここでは、近距離に移住した、または、移住先から重慶近辺にもどってきた 6 人の住民に、移住が明ら

かになってから現在の生活にいたるまでのプロセスを尋ねた。その際、住民の生活史についても、可能な

限り聞き取るように努めた。その結果、聞き取りできた住民の数はかぎられているものの、住民はただ超

巨大開発に翻弄される存在ではなくて、よりよい生活の実現に向けて様々な選択をしてきたことが分かっ

た。 

 知見を並べると以下の通りである。 

1. ダム建設の影響を受けることを知った時点で、生活を変えるチャンスとしてダムの建設を捉えた住民た

ちがかなりいたと考えられること。 

2. その背景として、ダム建設による開発移住と農村社会の出稼ぎブームが時期的に重なったこと。したが

って、開発移住を、都市に出稼ぎをする、もしくは都市移住のチャンスと結びつけて考えた住民が多かっ

たこと。 

3. その一方で移住の捉え方は、子どもの進学など、現在の家族が抱える課題を移住が解決するかどうかと

関わっており、それは移住先についての選択や見直しのありかたにも影響を及ぼしていると考えられるこ

と。 

 日本のダム建設では、ダム計画を巡る紛争など、大規模開発の手続きにともなう事前問題がクローズア

ップされている。一方、超巨大開発に遭遇した中国三峡地域の住民は、日本とは異なる状況におかれてい

る。三峡地域の場合、生活課題を住民が語るようになったのは移住後のことであり、その意味では、住民

の主な課題は、開発移住の効果などの「事後問題」という側面が強い。 

 現在の三峡地域では「開発新城」等のハード面の開発は一段落した。その一方で、聞き取り対象とした

住民の生活は新たな条件にも直面している。それは若者の流出、高齢化の進行などの地域社会の変化であ

る。それらの変化は、家族が直面する生活課題によっては、開発への住民の考え方を今後も左右していく

可能性がある。その意味では、超巨大開発による開発移住は進行中の事態でもある。今後は、より多くの

移住者のライフヒストリーを収集することによって、その行方を明らかにしていきたい。 
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中国都市公園の利用者集団 

―山東省泰安市市政広場における実態調査― 

 

張卓（熊本大学大学院） 

 

 本研究の目的は、中国の都市住民の日常生活からみた場合の地域社会とはどのようなものかを明らかに

することにある。日本における中国都市社会の研究では、社区づくりへの関心が高い。社区はコミュニテ

ィの中国語訳であり、コミュニティ政策についての日本の都市研究の成果を応用することができると考え

られている。しかし、社区の組織である居民委員会が生活協力への住民の主体性を引き出しているかとい

うと、そうではないという指摘も少なくない。また、中国では家族・親族を超えた生活協力の組織作りは

難しいという指摘もある。 

 一方、中国の都市では、日本の都市にはみられない住民の主体的な活動も盛んに行われている。その一

つが都市公園での集団的な活動である。中国の都市では、都市の規模にかかわりなく、大きな市民公園、

広場でも、社区にある小さな公園や空き地でも、太極拳やダンス（社交ダンス、民族ダンスなど）、健康体

操、バンドミーティング、スケート、中国象棋、トランプや映画鑑賞会などの運動をして体を動かしたり、

雑談したりする人々を見ることができる。ここでは、上記の中国都市コミュニティ研究の現状を念頭に置

いて、それらの活動の調査から、現代の中国都市住民の生活課題が見えるかもしれないと考えた。 

 対象としたのは山東省の地方都市、泰安（タイアン）市の公園利用者集団である。社区のなかにある小

さな公園と複数の社区に面したやや規模の大きな公園の利用者集団を調査対象に選び、ヒアリングによる

調査を行った。その結果、集団の主な担い手は、公園の近隣に住む退職した高齢者たちであること、さら

に彼らの中には、公園のなかの付き合いだけではなく、買い物や旅行に行く人々もいることもわかった。

また、利用者の多くが公園での活動の意義やそこで生まれる人間関係の価値、さらには、公園外に広がる

活動の楽しさを語っていた。その一方で、居住者としての生活協力の必要性や地域への愛着を語る人はあ

まりいなかった。 

 中国都市公園の利用者の活動は、その特徴から言えば、コミュニティに期待される生活協力の活動とい

うよりも、日本のコミュニティセンターなどでの「生活拡充集団」の活動に近い。その一方で、活動や人

間関係についての住民自身の語りからは「生活拡充集団」とは少し違う点も明らかになってきた。それは

中国都市における高齢者の居場所と社区づくりの現状との関連である。公園を利用する高齢者からは自分

が住む社区の居民委員会の活動への違和感を聞くことができた。ただ、彼らが語る社区活動への違和感と

社区活動の現状との関連については、今のところ十分には調査できていない。今後は、それらの関連性に

注目しながら調査を進め、社区建設へと向かう中国都市の地域社会の実態を住民の日常生活から明らかに

したい。 

 

参考文献: 

荒川康，2014，「近代化装置としての公園とその限界――「体育空間」化する中国の事例を中心に」松村和

則・石岡丈昇・村田周祐編『「開発とスポーツ」の社会学』南窓社，23-41． 

佐々木衛，2013，「現代中国の地域社会をどの様に捉えるか――所謂〈コミュニティ〉はどこにあるか」

藤井勝・高井康弘・小林和美編著『東アジア「地方的世界」の社会学』晃洋書房，33-53． 

鈴木榮太郎，［1957］1969，『都市社会学原理』未来社． 

園田恭一，1978，『現代コミュニティ論』東京大学出版会． 

費孝通，2001，「中国现代化:对城市社区建设的再思考」，『江苏社会科学』(01)，49-52. 
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多様化する農家女性 

―世代と地域に着目して― 

 

靏理恵子（跡見学園女子大学観光コミュニティ学部） 

報告の目的 

 本報告の目的は、2017年現在における農家女性の多様な状況を世代と地域に着目して捉えることにある。

農村における女性の社会的地位は、明治以降、昭和20年8月の敗戦まで女性が皆等しく差別されていた時代

から、戦後、大きく変わっていった。特に、1990年代に入ると農山漁村の男女共同参画が進められた黄金

期があったが、2000年代には男女共同参画政策が後退すると共に自己責任論と新自由主義の広がり、女々

格差の容認が広がり、現在に至っている。 

 

「地層」のようなイメージ 

 JA女性部（かつての農協婦人部）や生活改善グループ等で活動してきた全国の農家女性たちは、農村に

おける男女共同参画の先駆者である。それぞれの地域での地道な活動に加え、1990 年代初めに、各地の農

家女性をつなぐ任意のネットワークが誕生（「田舎のヒロインわくわくネットワーク」）し、以来そのネ

ットは大きな役割を果たし続けている。大半のメンバーは自家の農業経営の主たる担い手であると同時に、

地元で多様なグループ活動を展開した。若い農家女性人が後に続いたり、また、農業者ではないが多くの

ファンや消費者が彼女たちの周りに集まっている。 

 世代に着目すれば、近年の新たな動きとして 30 代、40 代の台頭とそのインパクトがある。農業女子プ

ロジェクト、田舎のヒロインズのメンバーたちは、農業のイメージを変える（オシャレに、経営感覚を持

って）ことに成功している。 

 40代、50代以上の頑張りも続いている。道を切り開いてきた農家女性たちが、時間の経過の中、次第に

「おばあちゃん」という家族内地位についている。そして、生涯現役、農業には定年はない、好きにやれ

るとして、本当にさまざまな自由を今、謳歌中である。 

 地域差から見ると、都市型農業と中山間地型農業では、その経営方法には大きな違いがある。都市型農

業は、庭先販売による直売やスーパーへとの直接取引により、有利に生産物を売っている。また、イベン

ト、観光農園、市民体験農園（練馬方式）等、体験やイメージも売っている。中山間地型農業は、道の駅

や JA の直売所等での生産物販売のほか、グリーンツーリズムの流れで農家民宿、イベント、農業体験等

を売っている。と同時に、客観的には不便と思われる当該地域で暮らすことを意識化した活動も行ってい

る。宮崎県児湯郡木城町中ノ又の“ちぐどん”さんの事例はその典型である。また、島根県大田市三瓶山

麓の地域で展開する「さんべ女子会」の事例は、地方都市の女性たちが食と農を捉え直そうとする際自ら

耕すことへ向かうことが多いが、その典型のように思われる。 

 

共通点と期待 

 こうした農家女性たちには、①とらわれない自由な発想、②金持ちより「人持ち」で、実に多くの多種

多様な人たちとのつながり、③目的合理的だけでなく、価値合理的にも行動する、④家族農業あるいは小

農である、という特徴がある。都市か中山間地域かに関わらず、農業の担い手として、あるいは地域農業・

農村の担い手として、持続可能な農業と生活の体現者であり続けることが期待されている。 
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限界集落に限界はない 

―世帯・家族・イエ― 

 

徳野貞雄（トクノスクール・農村研究所） 

 

 本報告は、平成 27年 11月に長崎県東彼杵町で行った【T 型集落点検】を軸とした調査の報告である。 

 一言でいえば、限界集落における「安全」と「安心」は異なるということを実証するものである。即ち、

限界集落論における集落の「安全」という基準は、外部の研究者や行政マンの判断を基準にした住民生活

の分析が主になる。即ち、住民台帳をベースにした年齢人口の集積や世帯レベルでの構成要素による、外

部から判定できる指標を中心として行われる。一方、「安心」の基準は、そこで暮らしている者の主体的な

判断基準であり、生活に対する満足度や安定度等の、主観的に表出されるものである。特に、家族レベル

（同居以外の他出者も含む）や近隣住民との相互関係や往来頻度等をベースにした人々の「安心」感の高

さが基準になってくる。 

 このことを、どのように分析していくかが研究者に問われる。それゆえ、T 型集落点検は、単に統計上

の事実関係を集めるのではなく、面接調査による住民同士の主体的な関係性を重視する。即ち、他出世帯

や近隣者との往復頻度や相互扶助的な関係性とそれに対する評価を基準にして集落の分析を行っている。 

 このことは、表 1 の遠目集落の図表において個人レベルの集積である同居世帯を軸にした分類では、7

世帯中 5世帯が「不安定」であるのに対し、近距離他出子や近隣の人々の関係性を加味した分析では、全

世帯が「安心」・「安定」に変わっていることを実証した。 

 

（表 1 遠目） 

世
帯
番
号

同居世帯 近距離 他出世帯

世
帯
員
数

類型 世帯別
安定・
不安定

場所・
続柄

現在
サポート

将来サポート 家族別

安定・
安心

１ ３ △68＝○67
｜
△46

やや
不安

長男（同居）
次男（福岡）
長女（福岡）

あり
なし
盆・正月・連休

誰かがしてくれる、
主に長男 安心

２ １ ○74＝ 不安定 長女（彼杵）

長男・次男（大
村）

盆・正月 長男 Uターンし
てほしい

やや
不安・
安心

３ ２ △88＝○85
｜
○（入院）

不安定 娘（嬉野）
兄・姉（彼杵）
弟（大村）
地域の親戚

集落からのサ
ポートあり

やや
不安・
安心

４ ３ ○88＝
｜
△64＝○65

安定 長男（川棚）
次男（嬉野）

1年に5～6回 長男Uターンの可
能性大

安定

５ １ ○81 不安定 弟3人（大村・大
岸田）

病院などに連れ
て行く、時々くる

不安定

６ ２ △61＝
｜
△27

やや
安定

長男（武雄）
次男（同居）

元妻が手伝いに
来てくれる

次男＝嫁取り同
居

まあ
安定・
安心

７ １ △63 不安定 兄（４番） ４番の弟 安心＊

遠目 三反間
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過疎農山村における人口還流と地域意識 

―大分県中津江村 1996年調査と 2016年調査の比較― 

 

ミセルカ・アントニア（ウィーン大学大学院・熊本大学大学院） 

山本努（熊本大学文学部） 

 

 本報告では 1996 年の中津江村調査，2016 年の旧中津江村調査の結果を使い，三つの視点をとおして日

本の過疎地域における人口還流と地域意識を分析した． 

 第一に，地域意識と定住意志に関するデータを観察した．村民の地域に対する愛着は高い．しかし，将

来に関する生活不安定のため，次世代の転出を「もっともだ」と感じる者が多いことがわかった． 

 第二に，地域における人口移動について論じた．ここで明らかになったのは，旧中津江村の過疎は非常

にきびしいが，還流又は転入してくる人もそれなりに多いということである．又，2016年調査の結果から，

転出先の地域選択が 20 年前からやや変化していることも明らかになった．1996 年調査では，主な転出先

が大分県，福岡県，大都市圏であった一方，2016年調査では転出先が幅広い地域にわたっていたのである． 

 第三に，人口還流の動機を分析した．還流理由を地域選択・内部規定的要因と構造規定的・外部拘束的

要因に分割したところ，旧中津江村においては外部拘束的要因の割合がやや多い一方，内部規定的要因，

つまり主体的地域選択も低くないため看過できないことが明らかになった． 

 過疎農山村の現状は暗いと論じている先行研究があるが，実際にそこで暮らしている人びとの地域評価

は否定的なばかりではない．社会環境の悪化のみに集中する過疎農山村研究ではなく，現代過疎農山村の

現実を多面的な視点から観察している研究が必要である．このためにこれからは，過疎農山村の量的，質

的調査，内的，外的調査が行われ，過疎という問題そして農山村とそこの暮らしを色々な側面から分析す

る研究は重要だと考える．なお，本報告の詳細のデータは学会当日配布の資料をご参照願いたい． 

 

 （付記） 

・使用した 2016年の調査データは JSPS科研費 25380740（研究代表者：高野和良九州大学教授）の助成を

受けたものである．御礼申し上げます． 

・本研究は JSPS科研費 16H03695（研究代表者：高野和良九州大学教授）、JSPS科研費 15K03853（研究代

表者：山本努）による. 
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社会関係資本と長期的非日常 

－熊本震災に学ぶ－ 

 

三隅一人（九州大学大学院比較社会文化研究院） 

 

 社会学的な災害社会研究としては社会構造の視座が重要であり、そこから次の 3つの基本課題を設定で

きる。1)社会構造の非日常化、とりわけその長期化にどう備えるか、2)非日常の社会構造をどう機能させ

るか、3)新たな社会構造リズムをどう作るか。これをふまえて本報告は、熊本震災における避難所運営の

問題に焦点をおきつつ、日常の地域社会における社会関係資本の蓄積のあり方が、被災時・後に長期的非

日常を経験する地域社会にどう影響するかを考察する。事実関係の聴取・確認は、報告者を代表とする熊

本震災調査研究プロジェクトが 2016年 8月から 2017年 3月にかけて実施した現地聴取調査にもとづく。

調査対象地域は熊本市および益城町の都市的地域であり、当面は都市型震災としての課題整理を目的とし

ている。 

 一連の聴取調査から避難所運営が「うまくいった」ケースを比較考察したところ、以下のことが留意さ

れた。いずれも自主運営を基本とし、1)リーダーシップ、2)社会ネットワーク、3)ビジョン（復旧・復興の

見通し）がポイントとなること。 

 具体的には、避難所開設時の初動の自主運営体制をどう整えるかという課題がある。外部依存体制で動

き出した避難所を、途中で自主運営に切り替えることは難しい。初動の自主運営体制づくりのためには、

復興ビジョンを見通せるほどに被災前の地域社会の社会構造（リーダーシップを含む）がしっかりしてい

ることが求められる。これは避難所閉鎖の課題と連動する。都市部避難所では、車中泊を含む多様かつ長

期的な避難者のニーズを抱え込みつつ、コミュニティの代替機能を担う部分については早く日常に戻すこ

とが課題となる。このような避難所の複合的な意味を、閉鎖プロセスを見越しながら運営を通して整理し

ていくことが、短中期ビジョンとして重要である。この課題はさらに、「自主」の実質的基盤と関係する。

自主運営に際して避難者のリーダーシップとの距離はさまざまであるが、その中核部分に、日頃自治会活

動に参加していなかった人たちの参画がみられた。そうしたフリーライダー層の掘り起こしのためには、

役割分担をがっちりときめないボランティア方式が有効であるようだ。こうして避難所は非日常コミュニ

ティとして、社会構造を再編し、活性化させる側面をもつ。復興の社会学的課題として重要なのは、この

社会構造の一時的な再編活性化を（そのための社会構造リズムを）日常化の中に定着させることである。 

 以上の調査から得られた知見の、理論的な含みを考察する。第一に、結束型（内的再編）および橋渡し

型（外部連結）社会関係資本のダイナミックな調整の問題がある。とくに、両者のつなぎ目になるリーダ

ーシップの役割とともに、フリーライダーのポジティブ機能（Misumi, 2016）が着目される。外部ネット

ワークの活用やフリーライダー層の取り込みにおいては、一般化された互酬性による拡張と蓄積（Misumi, 

2014）が重要だが、今回の調査では直接的互酬性にもとづく選別支援の有効性も示唆された。避難所にお

ける自主的共助体制は「市民的コミュニティ」（Putnam, 2000）に照らして評価できる性質をもつが、その

長期化の負荷は大きいこと、また、社会関係資本のダークサイドが表裏一体的に関係することも示唆され

た。 

（引用文献省略） 
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地位達成過程は貧富の世代間再生産を媒介するか？ 

 

鹿又伸夫（慶應義塾大学） 

 

 経済的貧富が世代間で再生産される傾向について、世代間所得移動の研究では世代間所得弾力性として

報告されている。日本の世代間所得弾力性について、上田貴子（Ueda 2009）は親の所得との間で有配偶男

性が 0.41～0.46などと報告している。また吉田崇（2011）は、父親と息子間で 0.35 程度と推定して国際的

にみると中間的だと指摘している。所得弾力性がなぜ現れるかについて、佐藤・吉田（2007）や吉田（2011）

は地位達成過程による媒介関係から説明している。しかし、この説明では、成育家庭要因を親の所得に限

定するため、階層および移動の研究で成育家庭要因として重視されてきた親の教育と職業からの影響は無

視されている。 

 他方で、貧困の世代間連鎖を扱う計量的研究は、貧困の世代間連鎖をもたらす地位経路を提示している。

その地位経路では、本人の低学歴以降は地位達成研究で指摘されてきた連鎖的影響経路に対応した不利な

地位がしめされているが、成育家庭要因としては成育家庭の貧困だけが強調されている。 

 所得弾力性そして貧困の世代間連鎖の研究では、成育家庭要因としてその経済状態だけに焦点をあて、

地位達成過程による媒介を指摘するものになっている。しかし、地位達成研究で蓄積されてきた知見から

すると、成育家庭の経済状態だけが地位達成過程を媒介して子世代の経済的格差をもたらすとは考えにく

い。 

 そこで、2005 年社会階層と社会移動全国調査（SSM 調査）のデータを使用し、非正規と無職も職業分

類に加え、成育家庭要因として親の学歴や職業なども投入したうえで、第 1に成育家庭の経済状態を始点

とする影響経路が、地位達成過程を媒介して、子世代の経済状態を強く規定するのか、第 2に成育家庭の

貧困を始点とする不利な地位の結びつきだけが子世代の貧困に到達するのかを検討した。 

 分析結果は、地位達成過程が成育家庭の経済状態の影響だけではなく、親の学歴や職業の影響も媒介す

ることを示した。つまり、成育家庭の経済状態を始点とする影響経路は、子世代の経済状態を規定する影

響経路の一部にすぎない。他方で地位経路については、男性では、成育期貧困から成人後家計水準に到達

する地位経路はあるが、親の低学歴も子どもの学歴に強く影響しており、成育期貧困だけが貧困に到達す

る地位経路（地位の結びつき）の始点ではなかった。また貧困に到達しやすい調査時現職は非正規・無職

だけに限られなかった。女性では、（非正規・無職を含む）現職が貧困と結びつかないため、貧困に到達す

る明確な地位経路がみられなかった。 

 

佐藤嘉倫･吉田崇. 2007.「貧困の世代間連鎖の実証研究」『日本労働研究雑誌』563:75-83. 

Ueda, A. 2009. “Intergenerational Mobility of Earnings and Income in Japan.” The B. E. Journal of Economic 

Analysis & Policy 9(1):1-27. 

吉田崇. 2011. 「世代間所得移動からみた機会の不平等」石田浩･近藤博之･中尾啓子編『現代の階層社会 2 階

層と移動の構造』東京大学出版会:71-86. 
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平均と分散 

―平均性と中心性― 

 

鈴木譲（九州大学） 

 

 相加平均は平均値として、標準偏差は散布度として、記述統計においては最もよく使われる指標である。

一般に標準偏差は、相加平均の周りの散布度を表す指標として説明される。しかしながら、現在の代表値

の説明においては平均性と中心性という2つの性質が混同されている。平均値は平均性に関する指標、散布

度は中心性に関する指標であり、この2つの指標は本来別個に論じられるべきである。この2つの性質が混

同されているために、現在の説明では、標準偏差の代わりに平均偏差や3次以上の積率がなぜ用いられない

のか、あるいは、相乗平均の周りの散布度はなぜ用いられないのか、といった根本的な疑問には適切に答

えることができない。 

 本報告では平均性と中心性を別個に論じるために、平均性に関しては不均整指数を、中心性に関しては

散乱指数を定義し、それぞれの値が最小になる点を平均、中心として定義した。減算にもとづきデータ間

の変位を偏差としてとらえた場合の平均が相加平均であり、除算にもとづきデータ間の変位を比率として

とらえた場合の平均が相乗平均である。また、中心点はデータに対して一意的に定まるわけではなく、散

乱のとらえ方に依存して決まる値である。偏差平方値の平均として散乱指数を定義すれば、その中心点は

相加平均と一致するが、偏差絶対値の平均として散乱指数を定義した場合には、その中心点は相加平均に

はならない。 

 このような定式化により、平均偏差の考え方では中心点が一般には一意的に定まらず、また、一意的に

定まる場合もその値は中央値であって相加平均ではないこと、また、3次以上の積率の考え方では中心点が

相加平均には一致しないこと、そして標準偏差と同じ手法では相乗平均の周りの散布度を定義することが

できないことを示した。 

各指標と平均性、中心性の関係をまとめると下表の通りである。 

 

 平均性 中心性 散布度 

相加平均 ○ ○ 標準偏差 

相乗平均 ○ × ------ 

中央値 × △ 偏差絶対値の平均 

最頻値 × × ------ 

 

 この表から明らかなように、平均性と中心性をともに備えている代表値は相加平均のみである。より厳

密に言えば、偏差総和を不均整指数とするとき、平均性が最大になる点が相加平均である。そして偏差平

方値の平均を散乱指数とするとき、その中心は相加平均に一致し、相加平均に対応する散乱指数の値が分

散である。これが、相加平均と分散（標準偏差）が指標として最もよく使われる論理的理由である。 

 本報告では離散分布のみを扱った。積率は連続分布においても定義されるが、平均偏差と相乗平均は連

続分布においては定義されない。また、連続分布においては平均値、分散が存在するとは限らない。従っ

て、平均性と中心性に関しての包括的な議論のためには、連続分布よりも離散分布の方が適していると考

えられる。 
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「システム/生活世界」図式再考 

―A.ホネットと A.デミロヴィッチの問題提起を通じて― 

 

大畠啓（長崎国際大学） 

 

 近代社会の複雑性は、社会思想や社会学を含む社会理論の領域において、大きなテーマである。複雑性

がもたらす近代の危機経験を解明する資格を有するのは、かつてはマルクス主義と考えられていた。しか

し、その主観哲学的限界が広く認識された現在、社会進化とそれがもたらす危機経験（意味と自由の喪失）

を、行為理論の観点から包括的に認識する代表的な試みとして、J.ハーバーマスの『コミュニケイション

的行為の理論』が挙げられる。そこでは社会理論と理論史を統合する連結点として、「システム/生活世界」

図式が提示されており、それは多くの批判に晒されつつも、1990年代の民主主義的法治国家論の展開以後

も、二層の社会把握として引き続き保持されている。しかしもし彼が言う通り、法が社会の自己規定実践

を複雑性に媒介するメディアの機能を有するとするならば、自己規定実践と複雑性を分ける基準は、「シス

テム/生活世界」図式ではなく、法になってしまうのではないか。 

 この問いを受け本発表では、社会空間としての「システム/生活世界」図式の妥当性を、フランクフルト

学派第三世代の A.ホネットと、A.デミロヴィッチの議論に基づき検討した。 

 ホネットは近代社会の危機＝物象化の原因を、「システム/生活世界」図式ではなく、「承認の記憶の喪失」

に求めている。彼によれば承認と客体化する認識は、いずれもコミュニケイションに根差すものであり、

承認が認識に先行しこそすれ、両者は対立するものではない。もし承認と認識が、コミュニケイション的

行為と戦略的行為という形で、ハーバーマスによって二分化されて捉えられているのならば、それは両方

の態度を別の社会領域に帰属させる、「システム/生活世界」図式に原因がある。この図式が生み出される

こと自体が、承認が忘却されている証左であり、システムは承認闘争を通じてコミュニケイション的に組

織化されていると考えるホネットにとって、システムが生活世界から独立することは、フィクションであ

り歴史上ありえないことである。 

 またデミロヴィッチもホネットと同様、この図式に対する間接的批判と読めるルーマン批判において、

システムの独立を疑っている。ハーバーマスと同様ルーマンも、システムの形成や機能分化を、行為者と

無関係に自律した過程として描き出している。しかしそれとは矛盾する記述を、ルーマンの著作のうちに

見いだすデミロヴィッチは、コミュニケイションに関与する人々の感受性や利害関係の観点から、機能分

化が支配の問題と関係することを、ルーマンが間接的に認めていると主張する。機能分化の代わりに「分

業」の概念に着目する彼にとって、民主主義の高度な形態とは、近代社会の複雑性のあり方が社会集団間

での自律的な調整に委ねられる、資本主義的「分業の民主主義化」の進んだ社会に他ならない。 

 今後は、「生活世界/システム」図式や「植民地化」の議論のどこに問題が潜んでいるのかを、社会理論

的に探求することを通じて、複雑性と民主主義の問題構成をさらに展開する予定である。現在世界を席巻

する反グローバリズムの諸現象（ナショナリズムやポピュリズム右派、反知性主義など）を、民主主義の

社会化の観点から批判的に読み解く上で、民主主義を制約する決定的な強制要因としての複雑性について

考察を深めることは、大きな意義を有している。 
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個人と社会の相互浸透性と社会の非個人性 

―デュルケームの視点から― 

 

江頭大蔵（広島大学大学院社会科学研究科） 

 

 デュルケームの社会学は個人の外側に社会を実体化しているとしばしば批判されるが，社会は個人を超

越していると同時に個人に内在的であること，そして社会が個人の中で個人を通してしか生きることがで

きないことにも再三言及がなされている。しかしその一方で，デュルケームの社会学は個人行為者の役割

を重視してこれを社会学理論の中に組み込む方向へは進まず，個人と社会の間にある「異質性」や，社会

の「非個人性」「非人格性」（impersonnalité）をとりわけ強調した。このことは，デュルケーム社会学のデ

ィシプリン成立過程において重要な意味を有していたのではないだろうか。 

 個人と社会の異質性という視点は，晩年の「人間性の二元性」という考え方に行き着く。人間はいたる

ところで根本的に異なる二つの存在からなるものと考えられてきた。それは，魂と肉体，概念と感覚，道

徳性と感覚的欲求といったものである。デュルケームによると，人間が自らを二元的なものと感じるのは，

純粋に個人的で個別の身体に直接関係するものと，集合体に起源をもち諸個人の内部に持ち込まれ浸透し

た社会的なものという，質的に異なる二つの存在によって人間性が構成されているからである。そして，

個人に対する社会の異質性とは，集合体の聖なる性質，すなわち『宗教生活の原初形態』で論じられた聖

と俗への諸事物の分割という宗教原理に由来する。 

 このような「社会の非個人性」の主張は，デュルケームが社会的事実を心理学的説明には還元できない

ことを強調しつつ社会学のディシプリン化を進める過程においてすでに準備されていた。『自殺論』では，

社会によって異なる自殺率がそれぞれ比較的長期にわたって一定性を保つのは，個別の自殺の事例をこえ

た非個人的原因が作用しているからであることが示された。社会学がディシプリンとして存立するとすれ

ば，それは他の諸科学がまだ探究していない領域を対象とすることが必要であり，自殺の社会的原因が個

人の性質に還元できないことがその条件となる。また，「教育科学」論でも，人間が「個人的存在」と「社

会的存在」の両側面をもつことが指摘される。教育とは，生まれたままの個人的存在の上に社会的に形成

された教育理想を当該社会が付加しようとするものであり，この教育理想を社会状態と関連づけてその発

生と機能を探究することこそ，心理学のみではなしえない社会学が貢献できる側面とされた。そして，道

徳理論においては，道徳的事実が「義務・強制的性質」と「善・望ましいもの」という相矛盾する性質を

備えており，その二重の性質は社会の集合的構成によることが説明される。価値は世論の産物であり，価

値判断においては集合的に形成された理想との関係で事物が判断される。この理想は，それに基づいて判

断を下す個々人の意思を超えた非個人的なものとしてとらえられた。 

 個人的存在と社会的存在の「異質性」の強調は，従来の科学では取り扱ってこなかった集合的現象の独

自性を示すものであり，とりわけ心理学からの分節化を意味していた。そしてその分節化を通して，自殺

研究，教育学，哲学，歴史学といった従来の研究領域の中に，新しい社会学的研究課題をつくり出したこ

とが，デュルケームによる社会学のディシプリン化の特徴であったといえる。 
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トランプの勝利の原因 

―その政治社会学的考察― 

 

井上寛（九州工業大学名誉教授） 

 

 本報告は、2016年のアメリカ大統領選挙において、トランプが勝利した原因をさぐるものである。一般

的な社会調査の方法をとることはできないので、異なる諸理論のアイデアをモジュールとする枠組みを想

定し、一方で候補者やメディアの言説と特に CNN の出口調査などを利用しながら、有権者の意思決定の

特徴を探る（要約はその一部である）。 

 ■まず大統領選挙の選挙制度を外生的要因として考える必要がある。重要な特徴は州ごとの選挙人獲得

競争であることである。州の自立性を尊重するこの制度によって得票数の多寡と獲得選挙人数が対応しな

いことがある。実際、今回、クリントンは総投票の 48%を獲得し、トランプの 46％を上回っていたが、選

挙人獲得は 232人と 306人であった。 

 ■トランプの支持者は社会の諸階層に広がっている。人種・民族のマイノリティ特に黒人はクリントン

支持であるが、所得階層や教育ではクリントンとの間に大差はない。言い換えるなら、共和党の支持者の

多くはトランプを支持している。連邦議会の議席は共和党が多数派であり、トランプの勝利は共和党優位

の自然な反映である。 

 ■しかし、一方では出口調査から今回の選挙に固有の要因が明らかである。その一つは。近年の国の財

政や国の将来に対して悲観的な展望を持つ人ほどトランプに投票をしていることである。「錆びたベルト地

帯」での勝利は共和党の優位と悲観的展望をもつ有権者による支持という全国的趨勢がこの地域で顕著に

表れた結果と言えるだろう。 

 ■クリントンが 4つの目標すなわち経済、米国の安全保障、強い共同体、政治の機能不全の解消を掲げ、

雇用創出とインフラ整備、最低賃金の引き上げ、男女の賃金格差の解消、医療制度改革の拡充、犯罪司法

制度の改革、大学の学費負担の軽減、包括的な移民制度改革を訴えたが総花的であり、これに対してトラ

ンプは単純明快であった。アメリカ第一、アメリカの繁栄と安全をうたい、産業の活性化と雇用の拡大と

不法移民の排除、さらにエスタブリッシュメントからの権力の奪還を訴えた。そしてトランプの主張が予

想以上に支持された。 

 ■これらをふまえると、有権者の意識決定の重要な要因として価値意識とイデオロギーの転回と再編が

起こったことを指摘できるだろう。ミドルクラスを含む反乱と異議申し立ては既存の共和党と民主党に対

する批判、もっと厳密には両党の変質に対する批判である。本来の保守主義は経済的自由と社会的保守の

組み合わせであるが、グローバリズムの拡大とともに格差を含むネオリベラリズムあるいはネオコンサバ

ティズムへと変化してきた。一方、再分配と社会的自由（機会の平等を含む）を柱としていたはずのリベ

ラリズムはエリート主義的な自由主義へと変質していた。既存政党を批判するサンダースが予備選で撤退

したとき民主党の敗北は半ば決まっていたともいえる。そしてトランプの主張は本来の保守主義への回帰

の思想をまとっていたことによって支持を得たのである。もちろん、実際のトランプ政権がそうであるか

どうかは別問題である。 
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M・ヴェーバーの「価値自由」論をめぐって 

 

千石好郎（松山大学名誉教授） 

 

 (a) 宇都宮京子・小林純・中野敏男・水林彪編『マックス・ヴェーバー研究の現在』創文社（2016）を

書評する機会があり、ヴェーバーのWeltfreiheit論に注目した。そこでとりわけ、日本におけるマックス・

ヴェーバー受容をこの側面から整理している三笘利幸氏の『「価値自由」論の系譜』中川書店（2014）を中

心に検討した。 

 (b) 三笘氏の「日本におけるWeltfreiheit論の展開」を図式的に要約すれば以下の通り。 

「没価値性」→「価値自由」→「二種類の価値自由」 

 ヴェーバーのWeltfreiheitに「没価値性」という訳語を充当したのは、出口勇蔵『経済学と歴史認識』（1943）

であった。そこでは、「没価値性」の要請とは、「個人の政治的な立場や世界観の主観性と相対性とを離れ」

て、「実践的関心を去」るということになる」（三笘 65頁）。「没価値性」説は、社会学者の尾高邦雄氏や福

武直氏によっても支持されていた。 

 「没価値性」説を「価値自由」説に転換させたのは、安藤英治『マックス・ヴェーバー研究』（1965）で

あった。安藤によれば、Weltfreiheit には、二通りの意味があり、“価値を離れた”、また“価値に関係の

ない”という意味と、価値を持ちながらそれに“囚われない”、そして囚われないというという意味で、

“自由な”態度を指すことになる・・・これこそウェーバーの学問精神の中核をなすものである。」（88-9

頁）と。 

 その後、中村貞二氏が、T・パーソンズの所説を学ぶことによって、氏の「からの自由」と「への自由」

という「二つの自由」説を主張するに至る（『マックス・ウェーバー研究』1972）。さらに、向井守氏が『マ

ックス・ヴェーバーの科学論』ミネルヴァ書房（1997）において、「価値自由とは、＜理論的＞には価値か

らの自由、＜実践的＞には価値への自由という二つの側面をもっている」と主張する。 

 (c) ここで、価値自由論についての日米の差異に目を向けてみよう。Talcott Parsonsは、「社会科学におけ

る価値自由と客観性：マックス・ヴェーバーの寄与についての一考察」 

（Otto Stammer編『ウェーバーと現代社会学』1965）において、ウェーバーの社会科学方法論について「価

値自由（Weltfreiheit）」と「価値関係（Weltbeziehung）」に分けて論じており、「価値関係の原則は、ある意

味では、価値自由の原則とメダルの表裏をなす関係にある」と主張している。また、Richard Swedberg,“The 

Max Weber Dictionary”（2005）においても、二つの概念を辞典の項目として取り上げ、「ヴェーバーは、価

値関係という用語をリッカートから借用している」と指摘している。だが、日本のヴェーバー研究者の間

では、二つの概念のうち前者（価値自由）に偏っており、後者については、関心が薄く、リッカートとヴ

ェーバーの関係については、ばらばらで、共通の見解に達していない。 

 (d) 人間を文化人（Kurtur Mensch）として把握するヴェーバーは、人間－価値の関係に留意して社会理

論を構築した。ヴェーバーの理論は、現代社会学に多大の影響を及ぼしているが、最近注目されはじめて

いるのが、『客観性』論文の末尾で論じられているように、「再帰性（Reflexibility）」や「ポストモダン」

理論の先駆者としての側面である。 

 


