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女子学生のファッション選好とジェンダー観・恋愛観 

 
中村晋介（福岡県立大学） 

 
1. 目的 
	 女性向けファッション雑誌の内容が，後期青年期女性の社会意識（ジェンダー観，身体観，痩身願望，

恋愛行動に関する規範など）と連関を持っていることは，過去にさまざまな論者が指摘してきた． 
本研究は大学/専門学校に通う女子学生を対象に，着用しているファッションの傾向，ファッション選好の
基準，恋愛観，ジェンダー観・男性観の連関を検討したものである．恋愛観は，ラブスタイルに関するリ

ーの尺度（LETS-2），及びそれをもとに作成された上野の尺度（上野 2004）をもとに，33設問を作成した．
ジェンダー観・男性観は中村（2016）が使用した設問をもとに，16設問を作成，ファッション選好基準は
この調査研究のために，新たに21設問を作成した．なお，本発表の「恋愛」は異性愛に限っている．同性
間の恋愛や，仮想の相手（アニメキャラやアイドルなど）との恋愛に関する量的研究がほとんど行われて

いないからである． 
 
2. 方法 

2017年10月～11月にかけ，福岡県内に所在する大学5校（公立2，私立3），専門学校4校（看護系2，アニ
メ・マンガ系1，美容系1）に通う女子学生（対象年齢18～22歳）を対象とした量的調査を実施した．講義
終了後の休憩時間などを用いて，自記式調査票を配布・回収した．調査票の質問項目，調査方法，データ

管理などの過程については，福岡県立大学研究倫理委員会の審査を通過している．1500票を配布し，1303
票の有効票を得た（回収率86.9％，所属の内訳は大学生61.1％，専門学校生38.9％）．女子学生には，特定
のファッション誌の記事を基準として，自分が着用する服を選択する傾向がある．女子大学生7名の協力を
得て，ファッション雑誌20誌を対象とした分析を行った．具体的には，雑誌が紹介するファッションの画
像や記事内容から単語を想起させ，その内容をKJ法によって4つに分類し，この世代の女性たちが着るフ
ァッションを4系統，すなわち1)カジュアル系，2)お姉系，3)個性重視系，4)クラブ・ギャル系に分類した．
なお，この分類結果は，計量調査にもとづく複数の先行研究と整合性をもっていた． 

 
3. 分析 
恋愛観，ジェンダー観，性差観に関する質問群の結果を因子分析にかけ，恋愛観尺度（6種類），古典的

ジェンダー観尺度，セクシズム尺度などを作成した．着用しているファッション別に，これら尺度の因子

得点を比較したところ，クラブ・ギャル系の服を好んで着用しているグループで，恋愛積極性の高さ，恋

愛観における「恋愛向上志向」や「恋愛没入志向」の高さ，伝統的ジェンダー観の強さ，男性に対する敵

意的セクシズムの強さといった特徴が現れた．また，このグループには，高校時代にあまり学校文化にな

じめなかった者，男性とのコミュニケーションもそつなくこなせる者が多いことも明らかになった． 
 

4. 結論 
クラブ・ギャル系のファッションを着用する女子学生は，恋愛向上志向や愛没入志向が高く，伝統的ジ

ェンダー観も強い．また，男性と友人関係や恋愛関係を構築することにも積極的である．しかし，彼女た

ちのこういった態度は，交際した男性から「重い」と評価されてしまい，恋愛関係が比較的短期間で破局

を迎える．このプロセスを繰り返していった結果，恋愛への積極性，伝統的ジェンダー観と，男性に対す

る敵意的セクシズムの高さが並立すると考えられる． 
 
［文献］ 
中村晋介，2016，「大学生と恋愛」『現代の社会病理』31: 95-108. 
上野行良，2004，「現代女子青年の恋愛に対する態度の諸側面」『福岡県立大学紀要』13-1:15-29. 
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女子上昇婚願望の進化的背景 

―心と社会の 2層理論を目指して―	
 

高橋征仁（山口大学） 
 
	 これまで社会学では、女子上昇婚願望について、父親の生活水準の維持（山田 1994）や女性の地位達成
機会が制限されているための代理達成という観点から説明が行われてきた。しかし、こうした説明では、

女子上昇婚が時代的にも文化的にも広範にみられる点を説明できない。これに対して本研究では、進化論

的な観点から、女子上昇婚が子どもの養育環境の安定化を図る性戦略（K戦略）の一部であることを明ら
かにした。 

Japan Cloud Panelのモニター917名についてアンケート調査を行った結果、表 1のような関連性が明らか
になった。山田説や上野説が正しければ、結婚相手に求める生活水準の高さは、親の生活水準や自分自身

の生活水準と強く関連しているはずである。しかし実際に女性で も強く関連していたのは、e「将来子ど
もに与えたい生活水準」であった（網掛け部分）。男女差も極めて大きい。この調査結果は、上記の進化論

的仮説を裏付けるものとして位置づけることができる。 
 

 
  

表1．結婚相手に求める生活水準とそれ以外の生活水準の関連性（5件法、男女別の相関係数）

平均 標準偏差

男性 2.26 1.008

女性 2.41 0.864

男性 2.64 1.031 .593 **

女性 2.88 0.971 .567 **

男性 2.93 0.741 .167 * .220 **

女性 3.36 0.659 .128 ** .104 *

男性 3.22 1.006 .328 ** .246 ** .491 **

女性 3.24 0.839 .319 ** .174 ** .393 **

男性 3.43 0.759 .192 ** .148 * .270 ** .446 **

女性 3.47 0.667 .156 ** .118 ** .515 ** .409 **

男性= 201、女性= 615　　　　　　**	p< .01,		*	p< .05

a自分の生
活水準

b親の生活
水準

c結婚相手
に求める生
活水準

d独身の場合
に求める生
活水準

eもしあなたに子どもがいるとしたら、子どもには最低
どの程度の生活水準を与えたいと思いますか。

aあなた自身の現在の生活水準は、日本全体からみて、
次のどれにあてはまると思いますか。

bあなたの親の生活水準は、日本全体からみて、次のど
れにあてはまると思いますか。

cもしあなたが結婚するとしたら、結婚相手には最低ど
の程度の生活水準を希望しますか。

dもしあなたが結婚しないで独身のままだとすると、あ
なた自身は最低どの程度の生活水準を希望しますか。
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「男子劣化社会」の現状と課題 

 
松本悠佑（山口大学大学院） 

 
	 スタンフォード監獄実験の責任者としても知られているフィリップ・ジンバルドーは、 近の若年男性

に起きている変化を「男子劣化社会」と捉えている。すなわち、ゲーム中毒、引きこもり、ニートなど、

社会からはじかれてしまった若者の増加している現代社会を指している。ジンバルドーは著作の中でアメ

リカ社会の窮状として「男子劣化社会」を分析していたが、この問題は先進国諸国に共通の問題であると

し、日本の「草食系男子」を例にあげていた。本研究は、日本における「男子劣化社会」「草食系男子」の

現状と、その課題として何が原因かを考察していくものである。 
	 まず国内における現状として、「草食系男子」という言葉がマスメディア上に出現してから 10年経過し、
もはや一般用語として浸透していると思われる。この「草食系男子」に対して否定的な見解を持つ人がい

る一方、肯定的な見解を持つ人もいる。彼らは、「草食系男子」はそれ以前の若者に比べて理性的になった、

平和の副産物として歓迎されるべきもの、古臭い男らしさを捨て男女平等へと向かう新しい存在である、

など草食系男子をより良い方向へ向かっている 1つのしるしととらえている。彼らの論理は、持っている
感情やエネルギーはそのままに、理性が発達したというものである。しかし、理性はそこまで変わらず、

感情やエネルギーそのものが減少しているという見方もできる。戦後数十年を経て日本国内の若者に様々

な変化が起こったが、とりわけ顕著なのは次の 3点である。すなわち、1. 殺人率の低下（数としても中高
年世代の割合と比較しても）、2. 精通の遅延化（15歳男子の精通率が 1981年の 80％から 2011年の 50％へ）、
3. 性欲の低下（中 3男子の性交希望経験の割合が 1987年の 86％から 2014年の 25.7％へ）、である。 
	 こうした変化の原因として、ジンバルドーは父親（ロールモデル）の不在や経済の停滞などにもとめて

いる。しかしながら、こうした原因が精通の遅延化や性欲の低下に直結するわけではない。こうしたこと

から本研究では、それらの原因に加えて男性ホルモン（テストステロン）という新たな変数に着目した。

テストステロンは骨格や筋肉の成長促進、2 次性徴の発現、バイタリティー（活動力、性欲など）を高め
る、などの働きがあるが、現在の若者がそれ以前の若者に比べてこのテストステロンが低下していること

が、「男子劣化社会」の背後にあるのではないかと思われる。 
	 実際に、テストステロン低下の指標として AMSスコアという尺度を用いて、Japan Cloud Panelのモニタ
ー359名（10～20代男性）にアンケート調査を行った結果、約 62％が低テストステロン状態だという結果
が出た。20代のテストステロン値は、50代のテストステロン値とそれほど変わらない可能性が示唆された。
これまで若者の変化は、経済的なもの、家庭環境によるもの、文化などいくつかの変数から分析されてき

たが、それらに「ホルモン」という変数を加えた方が社会をよりクリアに分析できると思われる。 
 
【参考文献】 
フィリップ・ジンバルドー	 ニキータ・クーロン著	 高月園子訳（2017）『男子劣化社会――ネットに繋が
りっぱなしで繋がれない』 
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児童虐待の予防問題 

―「早母」と心理的虐待の定義変更― 
 

金子勇（神戸学院大学） 
 
	 少子化が危惧され、「少子化危機突破」が叫ばれながら、親による無力な幼児への虐待と虐待死が後を絶

たない。児童虐待研究では、親から子どもへの世代間を貫く「タテの加害行為」を包括して、児童虐待死

の予防こそが 優先課題になる（金子、2016）。 
	 各種の個別研究でも、親の貧困、親の失業、子どもの貧困、家庭内暴力の連鎖、親がかかえる各種精神

疾患などの原因と背景が論じられてきた。それらに加えて、私が札幌市で二度の児童虐待死の検証報告を

した際に気づいた点を二つあげる。 
	 一つは 20歳未満で母親となる早母問題である。札幌の事例でも祖母と母がともに 17歳での出生経験が
あり、この連鎖がその家庭での児童虐待死発生につながった。日本全体でも第 1次報告（2003年）から 9
次報告（2013年）までの統計で、虐待死者総数 218人のうち 100人が〇日・〇か月の死者となり、早母は
全体の 26.3％を占めていた（社会保障審議会児童部会『第九次報告』2013：157）。また『第一三次報告』
（2017）でも、早母率が 27.0％になった。一方この 65年間で、社会全体の早母率は 1.3％前後で推移して
きた。「児童虐待死加害者実母」の早母率 27.0％と比較すれば、この違いは歴然としている。 
	 二つには、「家庭内 DVを心理的虐待に算入する」とした 2013年度警察庁通達による全国的な混乱があ
げられる。札幌市でも通達以前の 15％の心理的虐待が、2014年度以降では 60％を超え、時系列研究が不
可能になった。幸い札幌市では従来方式の統計も作成されてきたので、これを使うと、ネグレクトが過半

数を占め、児童虐待死の原因で 80％を占める身体的虐待が 2016年度には 30％を超えた。警察庁通達後の
新統計での身体的虐待は 15％未満だったから、両者間の相違は大きく、統計手法の継続性の重要性が分か
る。 
	 札幌市は三世代同居率が政令指定都市では 低ランクの 2.2％しかなく、「適切な親役割モデル」の継承
と「適切なサポートシステム」も十分ではなく、それらの機能を地域社会のネットワークや行政や NPO
などで代替させる政策が優先されてきた。同時に男女ともに第三次産業に従事する比率が 70％を超えてお
り、市全体が長時間労働時間の温床となる産業構造にある。サービス業に特有だが、一人ひとりの勤務時

間の短縮が困難になり、結果的に家庭での子育て時間が減少して、働く親によるネグレクトを招いてしま

う。 
	 特に政令指定都市の中で札幌市は、ネグレクトが一番多い。ネグレクトの原因には、大都市特有の小家

族化、家族規範の弱さ、離婚率の高さが複合している。だから、ネグレクトの補償因子である「適切な親

役割モデル」、「十分な収入が得られる就労状況」、「適切なサポートシステムの存在」などが児童虐待予防

政策の基幹になる（金子、2018）。 
	 以上、早母の危険性、「ヨコの加害行為」である家庭内 DVすべてを心理的虐待に持ち込ませた警察庁通
達の問題点、札幌市のネグレクトの要因と補償因子の三点を指摘した。「タテの加害行為」である児童虐待

死の予防のために、これら三点に関する政令指定都市間の比較研究とネグレクト事例を軸とした追跡調査

の重要性が強調できる。 
 
【参照文献】金子勇，2016，『日本の子育て共同参画社会』ミネルヴァ書房. 

金子勇，2018，『社会学の問題解決力』ミネルヴァ書房. 
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若者の就労と社会的包摂 

―地域若者サポートステーションの動向から― 
 

金本佑太（九州大学大学院） 
 
本報告では、若者就労支援事業の 1つである地域若者サポートステーション（以下、サポステ）事業の
利用者を事例とした。それを通して、就労困難な経験をした若者が就労を通じて社会的に包摂されること

を試みるものの、就労は必ずしも社会的包摂につながらず、就労に価値を置くあまりにかえって若者を疎

外の状況へ追いやるという問題を検討した。 
	 日本では 1990年代以降、正規雇用の抑制と非正規雇用の増大という労働市場の変容により、若者の学校
から仕事への移行がスムーズに行われなくなったことが問題視されはじめた。そこで 2003年に若者自立・
挑戦戦略会議が「若者自立・挑戦プラン」を策定し、働ける若者の育成に焦点を当てた事業が展開されて

いった。それと同時に、就職活動に対する支援にはとどまらない包括的な支援が必要とされる、多様な困

難を抱える若者の存在が次第に明らかになってきた。 
そうした若者に対して、多様な自立を念頭に置き社会適応支援を含む包括的な支援を行う事業としてス

タートしたのがサポステであった。厚生労働省の委託事業として、2006年に全国 25か所でスタートした
後、2018年現在、全国 175か所で事業が展開されている。実施主体としては NPOや企業、社団法人、財
団法人、学校法人、労働組合などがある。しかし近年、包括的な支援から「就労に特化した支援」を志向

するようになっていることが先行研究により指摘されており、サポステは事業全体として揺れ動いている

状況にある。 
今回、このサポステ事業の利用者 A氏のライフヒストリーと現在の就労状況等の分析を行った。A氏は
高校卒業後から 10年ほどひきこもりを経験したのち、サポステを利用することで就労を果たした。A氏の
語りからは、サポステの提供する社会適応支援（利用者間の交流会など）が、就労を目指す過程で大きな

役割を果たしたことが明らかとなった。A氏がサポステを利用したのはまだ「就労に特化した支援」を志
向する前であり、A氏の事例はサポステが当初念頭に置いていた支援の在り方が有効に機能したことを示
している。 
一方で、就労を果たしたA氏であったが、労働環境や職場の人間関係が良好でないことから現在転職を
考えているということだった。さらに A氏は、ひきこもりという経験をした自分は「レールから逸脱」し
ているため、自分には劣悪な労働環境の仕事しか残されていないと認識しつつも、働くことでしか、一人

前として社会と接点を持つことができないという考えを強く持ち続けていた。 
以上からみえてくるのは、就労に価値を置き、それを追い求めた若者にとって、就労を通じた社会的包

摂が機能していない、ということである。A氏は就労に価値を置き、それを達成することで「普通になれ
る」と考えていた。しかし結果として、就労を達成した A氏を待っていたのは、職場での人間関係や待遇
の悪さなど、半ば疎外とも呼べるような状況であった。こうした点を踏まえて、就労が本当に望ましい社

会的包摂の手段なのか、どういう条件のもとでそうなりうるのか、また、就労を追い求めることがかえっ

て疎外を生むとするならば、就労以外の社会的包摂のあり方をどう考えていけばいいのかについて、今後

の課題としたい。 
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台湾における介護マンパワーと外国人介護労働者の受入れ課題分析 
 

駱宏偉（台湾東吳大学大学院）・莊秀美（台湾東吳大学） 
 
台湾では、介護マンパワー問題として、人手不足による外国人介護労働に大きく依存することが挙げら

れている。1990 年代以降、外国人介護労働者の受け入れを続けてきて、雇用人数は右肩上がりに増加し、
2017年年末までに 248,209人に達している。 
外国人介護労働者を個人の家庭に住まわせることに加え、言語のコミュニケ―ジョンの隔たりをはじめ、
様々な問題が懸念されている。具体的に言えば、外国人介護労働者の介護能力認証は輸出国の認証だけに

よること、外国人介護労働者の訓練が統一されていないこと、言葉の訓練がないこと、などが挙げられて

いる。そして、それらの問題の解決策として、2017年 6月に、『外国人介護労働者補助訓練規則』、『ケア
ワーカー訓練認証継続教育及び登録規則』が制定され、外国人介護労働者の介護技能を強化すること、介

護の質を向上すること、多様化する介護ニーズに応じること、などの目標が掲げられている。本報告は、

外国人介護労働者の技能向上を目指す『外国人介護労働者補助訓練規則』、『ケアワーカー訓練認証継続教

育及び登録規則』に関する問題点を検討するものである。 
まず、家庭内外国人介護労働者の場合、介護を手放すことは雇主から許されないため、申請者が少なく、

効果への期待があまりできない。そして、施設管理者や雇主にとっては訓練関連コスト増が見込みされ、

文句を引き出す可能性が高い。また、台湾は多民族社会であり、言葉が多様であり、家庭によって言葉が

異なっていることもあって、外国人介護労働者がどの言葉の家族に入るか予測できない。方言も多いこと

を加え、系統的言葉訓練は困難性が高いと予測されている。 
外国人介護労働者の介護技能が低いのは、送り出し国が確実に訓練しないためであるから、送り出し国

に確実な訓練を要請する関連規制を制定すべきであり、労働者が受け入れ国の台湾に入国してから訓練す

ることを要請すべきではない。それゆえ、『外国人介護労働者補助的訓練規則』や『ケアワーカー訓練認証

継続教育及び登録規則』はいずれも、一時的な解決策に過ぎず、根本的解決策にはならないと思われる。

それに対して、以下の提議が提出されている。(1)輸出国に確実な介護技術養成を要請すること; (2)台湾で
訓練をする場合でも、勤務の前に訓練を完了すること; (3)既に台湾に入国している外国人介護労働者の場
合、短期介護サービスを導入して、外国人介護労働者が訓練を受ける期間にも、高齢者に介護サービスを

中止しないこと; (4)初入国の外国人介護労働者に 6か月間ほど一つの言葉を勉強させ、その言葉を使用す
る家庭で勤務させ、言葉のコミュニケーションが引き出すトラブルを軽減すること。 
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The Development of Sheltered Workshop Policy for PWDs in Taiwan: Perspective of the CRPD 
 

Yi - Chun Chou 

Associate Professor, Department of Sociology, Soochow University, Taiwan 

 

The human rights model for persons with disabilities considers the improvement of disabled persons’ life 

conditions as a basic human right and could be regarded as the most often talked about resolution within the last two 

decades. In 2006, the United Nations formed the Convention on the Rights of Persons with Disabilities. The 

participating nations of the UN were required to enforce the contents of the convention after participating in its 

signing. Although Taiwan has no seat in the UN, they still implemented the “law” in 2014 in response to the request 

of domestic social organizations. The purpose of this essay is to explore the sheltered workshop policies as an 

example of the disability policies in Taiwan by using the core values of the CRPD such as equality, accessibility and 

anti-discrimination. After reviewing the sheltered workshop policy in Taiwan, I found that three of the five 

requirements are not fulfilled; the right to obtain vocational training and rehabilitation, having the right to a job in the 

open labor market and the prohibition of discrimination, which are all in violation of the CRPD. The International 

Review Committee reviewed the Taiwan government’s State report in 2017 and concluded the following: the 

government in Taiwan must propose new policies to help PWDs transfer from sheltered workshops to the open labor 

market. Changing the old policies can create a backlash in the community. This is due to parents wanting to keep their 

family members with disabilities in the sheltered workshops instead of going into the open labor market. Employers 

may also disagree with this change because they do not want to accommodate PWDs in the workplace. This is an 

ongoing issue in Taiwan that is still in the process of finding the best solution for PWDs. 

 

Keywords: CRPD, sheltered workshops, human rights-based, Taiwan 
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外国人技能実習生の帰国後の就労をめぐる現状と課題	

―ベトナム人技能実習生を事例に―	

	

二階堂裕子（ノートルダム清心女子大学）	

	

	 グローバル化の進展と国内の労働力不足を背景に、1993 年以降、外国人技能実習制度（以下、本制度）
による外国人労働者の受入れが始まった。近年の状況をみると、2016年における技能実習生の受け入れ数
（約 22万 9千人）は 2000年の 6.3倍にも膨れ上がり、特にベトナム人の増加が著しい。本制度の趣旨は、
日本の技能移転による「開発途上地域等の経済発展を担う『人づくり』」にある。しかしながら、帰国した

元技能実習生の中には、求職中の人も少なくない。さらに、職を得た者のうち、日本での就労経験が活用

されているのは全体の約 7割にとどまっている。そこで本報告では、ベトナム人技能実習生を事例として、
彼・彼女らの就労先企業、および帰国した元技能実習生の就労支援を行う企業での調査から得たデータに

もとづき、技能実習生が日本で習得した技能や知識を活用し、帰国後の生活の質を向上させるとともに、

送り出し国社会の発展を促すためには、どのようなしくみづくりが求められるのかを考察した。 
	 まず、技能実習生送り出し国であるベトナムの状況に目を向けた。経済成長の著しいベトナムにおいて、

農業は今日でも依然として重要な産業である。そのため、政府は、農産物の安全性確保や環境保全などを

目的とするベトナム独自の VietGAPを策定し、国際社会におけるベトナムの農産物の付加価値の向上を図
っている。また、高学歴化により、国内労働市場における需要と供給のギャップが拡大した結果、新規大

卒者の就職問題が深刻化しており（伊藤 2013）、海外就労をキャリアアップの手段として捉える大卒者も
多い。そのため、近年の技能実習生の来日は、単なる「お金を稼ぐ機会」にとどまらず、職業的な地位上

昇の手段という意味合いを持つようになっている。こうした社会状況をふまえると、農業分野における技

能の獲得と、それを活用した帰国後の再就職に、本制度が直面する課題解決に向けたひとつの糸口が見出

しうると考えられる。 
	 そこで取り上げたのが、愛媛県内の条件不利地域で、1970年代から「食の安全・安心」に取り組む地域
協同組合 X の事例である。X は、「楽しい農業をしてこそ農村の価値だ」を合言葉に、有機栽培を主体と
した環境保全型農業を実践している。また、高齢化による人手不足を補うため、2000年以降、50人以上の
フィリピン人とベトナム人の技能実習生を受け入れてきた。さらに、「農業を基盤とした健全な地域社会づ

くりにより日本とベトナムをつなぐ」という理念のもと、Xはベトナム南部の都市に有機農業の拠点セン
ターを 2008年に開設した。このセンターでは、有機栽培による農産物を日本へ輸出するほか、帰国した元
技能実習生による有機農業の実践支援にも取り組んでおり、将来、日本とベトナムの農家間における輸出

入と産直システムを確立したいと考えている。この事例から、①技能実習生はXの有機農法運動の担い手
であり、Xの活動拠点のコミュニティにとっても不可欠な存在であること、②ベトナムにおける有機農法
の実践は、現地で推進されている環境保全型農業の需要に応えるものであるとともに、元技能実習生によ

る技能移転の機会でもあり、彼・彼女らの帰国後の就労生活を豊かにする可能性をもつことが見て取れる。 
	 以上をふまえると、真の国際貢献に向けて、技能実習生の送り出し国の状況とそこで求められる技能に

ついての調査、技能実習生の受け入れ企業において移転・継承すべき技能の明確化、および技能実習生の

帰国後の再就職に向けた支援体制の整備が急務である。本制度の一環としてこれらに取り組むことが必要

であると主張して、本報告を締めくくった。 
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統計的仮説検定の不合理	

―比率の差の検定―	

	

鈴木譲（九州大学）	

 
	 この報告では、比率の差の検定の具体的事例を用いて、統計的仮説検定が持つ不合理性を明らかにする。

周知のように、比率の差の検定は、2 つの母集団における比率が等しいかどうかを調べるための手法であ
る。実際の社会調査において扱う母集団は、言うまでもなく有限母集団であり、比率が完全に等しくなる

こと自体がそもそも稀な現象である。極端な場合には、比率が決して等しくならないような場合すら多々

ある。このような場合に、比率の差の検定を行うこと、さらに一般的に言えば、母集団の比率が等しいか

どうかを確率的に問うこと自体が無意味である。問題にすべきなのは、比率が等しいかどうかではなく、

等しくないとしても、どの程度の差異があるのかである。 
	 具体的な事例として、6,248人の男性からなる母集団 Aと、6,247人の女性からなる母集団 Bを想定し、
この 2つの母集団でフランスの大統領の名前を知っている人の比率が等しいかどうかを調べるとする。標
本調査を行い、500 人の標本をそれぞれの母集団から無作為抽出し調べたところ、すべてが有効回答で、
標本における比率はいずれも 0.2であったとする。 
	 この条件のもとで、比率の差の検定の標準的な手順を用いて、2 つの母集団の比率が等しいかどうかを
調べ、どのような結論が得られるか、そして、その結論がいかに不合理であるかを示す。 
	 この問題設定は、比率の差の検定の典型的な事例である。帰無仮説は「2 つの母集団において比率が等
しい」という命題である。標本における比率はいずれも 0.2 であるから、検定を行うための統計量を計算
すると 0であることが分かる。標本数が十分大きいとして正規分布を用いれば、選択した有意水準に応じ
た臨界値を求め、計算した統計量がこの臨界値よりも大きければ、棄却域に入るとして、その有意水準で

帰無仮説を棄却するわけである。 
	 しかし、この問題設定では、計算した統計量は 0であるから、有意水準にかかわらず帰無仮説を棄却す
ることはできない。従って、比率の差の検定を用いる限り、帰無仮説に関して何ら有益な判断を下すこと

はできないことになる。 
	 ところが、この問題設定では、そもそも帰無仮説が論理的に偽の命題であることが証明できる。つまり、

この 2つの母集団においては、比率は決して等しくならないことが論理的に分かるのである。ここで示し
た設定は、典型的な比率の差の検定の事例であるが、実はこのような状況で、比率の差の検定を行うこと

は全く無意味である。 
	 安易に推測統計を用いることは、計量分析の質の低下を招くことになる。本報告で問題にしているのは、

統計的仮説検定の論理ではなく、帰無仮説の設定自体である。そもそも偽である命題を確率的に分析する

ことに意味はない。問題にすべきは、偽である場合の詳細、つまり、どの程度の差異があるのかである。

しかし、この点に関しては、比率の差の検定は何ら有益な情報を与えてくれない。比率の差の検定が問題

にしているのは、あくまで比率が等しいかどうかであり、等しくない場合の差異の程度に関しては全く無

力である。 
	 さらに言えば、実際に推測統計が用いられている場合、母集団が明確に定義されていないか、あるいは、

その大きさが不明確な場合が多々あるが、これは帰無仮説が真になる可能性の判定すら行えない状況にあ

ることを意味している。 
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研究教育ツールとしての｢クロスロード｣の可能性 

 
三隅一人（九州大学大学院） 

 
「クロスロード」は矢守ら（2005）が阪神淡路大震災における聴取調査をもとに開発した、カードゲー
ム形式の防災ツールである。そこでは、被災者の実体験をふまえた正解のない板挟み状況での二者択一が

示され、参加者は YESか NOの決断を行う。多数意見を勝者として（ただし 1人だけ意見が異なる稀少意
見は特別勝者）、勝者に与えられる座布団数を競う。さらに、決断の理由、迷った点、どういう情報があれ

ば決断しやすかったか（決断が変わったか）等を述べ合う。全国的に普及し、熊本震災に際しても｢熊本ク

ロスロード研究会｣が熊本オリジナル版の策定に向けて実践活動を展開している。報告者は、所属機関で実

施してきた震災研究プロジェクトにおいて、熊本市内のいくつかの町内で導入を進めてきた。本報告はこ

の「クロスロード」の可能性を学術的な意義にシフトして検討する。 
「クロスロード」本来の実践的意義は 2つある。第一に災害記録・防災ツールとして、被災体験・記憶
の掘り起こしと記録や、問題状況に係わる課題の気づきと整理を促すこと。ゲームとして被災記憶を言葉

にする負担を軽減できる点、比較事例的な問題整理ができる点も重要である。第二にコミュニケーション・

ツールとして、他者の体験を通したシミュレーション学習や、多様な意見・観点の学習を促すこと。ゲー

ムとして世代や利害を超えた対話を促す点、少数意見を尊重するルールからの学びも重要である。さらに

一般的な利点として、シンプルなので普及力が高く、震災に限らず多様な課題に適用できる。 
学術的な意義としては、第一に学際研究の実質化がある。震災・防災のように諸科学が共同で取り組む

べき課題に対して、シミュレーション的に板挟みの軽減・解決に係わる課題と対策を複数の専門から検討

しあうことができ、そのために必ずしも大がかりな合同調査プロジェクトを組む必要がない。災害社会学

の複合的・多面的課題を社会学理論に内部化する必要性からすれば、社会学のウチなる｢学際｣も重要であ

る。リスク社会論のような大きな話ではなく、避難プロセスや｢災害コミュニティ｣（Solnit,2009）の仕組
みを社会学的に説明する理論整備、それを軸とした関連社会学理論の体系化である。 
学術的な意義の第二は、体験に縛られないアカデミックな課題認識を問題に反映させるような、実践ツ

ールの学術的展開である。あえて「正解｣がある問題を作って、理論的な｢正解｣と現実との板挟み（そこで

のセカンドベストの探索）に焦点化したり、条件の段階的設定による枝分かれ進行を組み込んだり、同じ

状況で違う立場から直面する板挟みを設定してロールプレイを導入したりと、課題の複雑さや多面性に応

じた展開形は多様に考えられる。社会学として重要なことは、そこにおいて押さえるべき（提供できる）

理論は何かであり、それは前述の災害社会学の内部理論化の問題と重なる。 
学術的な意義の第三は、上記の学術的展開版の教材化である。PBL（Problem Based Learning）の枠組み
をベースに、導入討議や事前学習の複線化のために「クロスロード」を活用したり、進行型やロールプレ

イ型によってゲーミング的展開を図ったり、等が考えられる。 
以上のように「クロスロード」には、震災と生きる社会の実践的課題をふまえ、諸科学の中での社会学

の生かし方（生き方）を統合的に検討し、そこに供出できる理論を鍛えるための、研究教育ツールとして

の可能性がある。 
（引用文献省略） 
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熊本震災による集落構造の変容	

―御船町の T型集落点検より―	
	

徳野貞雄（トクノスクール・農村研究所） 
 
	 本報告は、2016年に発生した熊本震災に対する地域研究の一環である。熊本県上益城郡御船町は、益城
町や西原町と共にかなり大きな被災を受けた地区である。震災直後から御船町の藤木町長とコンタクトを

取り、震災復興のサポートをするようになった。この一環として、全町を対象とした震災被害の実態アン

ケート調査と、農村集落を対象とする「T型集落点検」を実施し、その被災状況と対応について 2017年度
の報告である。 
	 まず、御船町は大きく分けて中山間地と平場のマチ場地区に分かれるが、地震の被害は双方共、広範域

に生じていた。その中でも、中山間地の田代東部地区と水越・畑田地区を対象に取り上げた。アンケート

調査による被災状況は、水越では全壊 0、大規模半壊 0、半壊 25％と、地区的には被災が小さかった地区
である。しかし、被災後の「今後の暮らしについての不安」は、「非常に不安」が 33.3％、「少し不安」が
58％と 9割以上が不安を感じていた。 
	 一方、田代東部の被災状況は、全壊が 10.0％、大規模半壊 0、半壊が 10.0％、一部損壊が 55.0％であり、
ハードの被災は田代東部の方が強かった。しかし、今後の生活の不安に対しては、「非常に不安」が 25.0％、
「少し不安」が 55.0％、「不安なし」が 20.0％と田代東部の方が暮らしへの不安が小さい。この 2集落の差
異を「T型集落点検」を通じて、他出子との関係等を加味して検討した。 
	 まず、水越は、震災被害以前に過疎化の状況が深化し、「限界集落」というよりも「極限集落」化してい

る状況が分かった。全 38世帯中、独居世帯が 16戸（42.1％）、夫婦世帯や後継者未婚世帯・中高齢者世帯
等の極小世帯が 17戸（44.7％）で、ほぼ 9割近くが超不安定世帯となっていた。また、他出子調査でも近
距離他出子の存在が、30～40代の壮年層には少なく、50～60代の準高齢者層が少しいるだけであった。す
なわち、水越・田畑は旧村の中心でもあり、小学校や郵便局等もあったが、1960年以降の過疎化の伸展の
中で、ほとんど有効な対応を打てないまま、世帯数はある程度維持できたが、各世帯の極小化と高齢化が

急速に進み、今後の暮らしへの不安感が非常に高く出ていた。 
	 一方、田代東部は、過疎化はしているが 3世代同居や核家族が若干おり、65歳以下も 31人（52.5％）い
ることから、60代を軸に地域活動ができ、現状の生活不安は少ない。また、壮年層の近距離他出子も多く、
震災後のこの地域の安定化に寄与している。 
	 後に、今後の対応策として水越では集合住宅プロジェクトや集団的生活プロジェクトを提言した。ま

た、田代東部にはお鍋プロジェクトやツバメの学校プロジェクトなど、他出子を活用する対応プロジェク

トを提言した。 
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医療における治療概念の抱える課題 
―癌治療の現状をもとに― 

 
近藤功行（沖縄キリスト教学院大学） 

 
【緒言】癌は、ステージ 1～4迄に区分され、ステージ 4が転移を伴う状態となり、数字が上がるとよくな
い。癌は、再発・転移により、｢全身病｣に至る可能性があるため、また、初発部位によっては、治療が出

来ない可能性もあり、人々に恐れられている。こうした癌をめぐる側面では、「完治」「治癒」「寛解」「再

燃」の用語で説明が出来る。また、癌のイメージとしては、再燃と転移による怖さがある。現在社会にお

いて、癌を取り巻く情報は多い。あらゆる情報を手にしている患者家族もいれば、わかってない人たちも

いる。 
【方法】次の、5 つの視点で、取り扱う（＝この後、【結果及び考察】【まとめ】で記載する番号とも符号
する）。	 1）医療コミュニケーションをめぐる内容：現在 90歳前後の院長経験者にスポットをあてる。	 2）
学問分野の変遷：平成 3（1991）年の学位規則改正令後、医学部医学科の大学院で修士教育が増えてきた
現状をとらえる。	 3）臨床系各分野の変遷：各科における医療の進展を見るため、オーソドックスな医学
科のスタイルを確認する。	 4）癌治療をめぐる動き：明らかに眉唾な SNS広告の癌治療内容に対して、
必ずしもそうとらえていない読者の存在がある。	 5）トイレ記録：演者の記録は、記録継続 700日台とな
っている中、何が言えるのかを言及する。 
【結果及び考察】	 1）内科外科を開業している個人経営の医院、院長は、ドイツ語でカルテを書き、患者
説明は、難解であった。この医師患者関係の模様を再現することは、厳しいと考えられる。医師と患者の

コミュニケーションの場が再現出来ると興味深いが、実際、ここは難しい。	 2）当初、筑波大学と大阪大
学で医学科に設置されていた大学院修士課程は、上記学位規則改正後、全国の各大学医学科で増えていく。

多様な学生を獲得して行く動きである。学位名称の変更と共に、医学科における編成が変わってきている

ため、オーソドックスな配置表を提示した。	 3）臨床系各分野の変遷：泌尿器科では、手術の際、近年、
ロボット手術の導入が見られる。また、放射線科ではトモセラピー、陽子線治療が出現、量子化学技術研

究開発機構に所属する大手企業 4社が、世界規模での導入をはかっている。目指すものは、「完治」である。	
4）癌治療をめぐる動き：癌から生存をはかる上で、人々は何を期待するか。散見される SNS広告。何故、
この広告内容で賞賛の声があがるのか。	 5）トイレ記録：トイレ記録を図示した中、月齢との関連を追っ
て見ると、どうも、その相関は出てこない。 
【まとめ（課題）】そもそも、「癌治療」と呼ばれる内容、「癌が治る」→「完治する」と受け止められるき

らいがある。例えば、「手術は、無事成功しました。」の場合、癌が完治する認識となる。しかし、「「治療」

＝「完治」」では、ない。また、癌は、治療において抗癌剤を使用している認識が人々に定着しているが、

部位によって違う。1）では、当時の診察風景を再現する中で、難解な会話が当たり前だった時代を模索し
たかった。2）は、学問の変遷を追い、3）は、臨床各科の技術革新が何であるか、4）では、現在社会で人々
が癌治療をどう認識しているのか、5）は、現実内容を直視する患者内容を提示している。 
	 （課題）	 5）に関連した内容は、『時間学研究会』（辻正二・保健医療経営大学教授、山口大学名誉教授）
で 2回口演を行っている。今回のデータ分析結果の報告は、初めてである。今後、さらに、癌治療をめぐ
る動きを詳細に追う作業を継続したい。 
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ハンセン病「隔離」論再考 

―「癩豫防ニ関スル法律」と沖縄社会― 
 

中村文哉（山口県立大学） 
 
	 本発表の主題は、「国賠訴訟」に代表されるハンセン病問題の中心的論件であるハンセン病罹患者の、ハ

ンセン病療養所への所謂「強制隔離」問題の再考にある。1907年公布の「癩豫防ニ関スル法律」（1907年
法）に始まり、1931年改正「癩豫防法」を経て、1953年改正「らい予防法」（1953年法）に至る一連の法
展開は、ハンセン病療養所入所者の人権闘争の標的とされてきた。1916年 6月 2日に「懲戒検束」規程追
加の改正はあったが、「隔離」「強制収容」「堕胎」「ワゼクトミー」等、ハンセン病人権侵害を象徴する文

言はみられない。誤解を恐れずにいえば、「癩豫防ニ関スル法律」には、「癩豫防法」および「らい予防法」

と同様、「隔離」規程は存在しない（但し 1953年法では、ハンセン病罹患者の、国立療養所への強制入所
が可能な規程となったが、その 終判断は、法規上、知事に一任された）。それにも拘わらず、「強制隔離」

に関する人権侵害の訴えが実在する事態を、私たちは、如何に考えればよいのか。こうした問題関心のも

と、本発表は、1907年に公布された「癩豫防ニ関スル法律」が隔離規定を持たなかった理由の一端を、「傳
染病豫防法」に探る。同法は、1877（明治 10）年 8月 27日公布「虎列刺病豫防心得」を端著に、1879（明
治 12）年 6月 28日公布「虎列刺病予防仮規則」、1980年 7月 9日公布「傳染病豫防規則」を経て、1887
（明治 20）年 4月 1日に公布された。 
これら一連の法展開は、避病院から伝染病舎・病院増設への移行という背景の相違はあるが、 終的に

は、「治癒」規程を前提に、期間が限定された私宅療養者の「遮断・隔離」規程により、病者宅が位置する

区域には「隔離線」が引かれ、厳格な「消毒方法」と「遮断」を立番巡査が管理することを定めた為、地

域社会の混乱を来す現実があった。この「遮断・隔離」（更には精神病者の「監置」）と比すれば、ハンセ

ン病者の府縣立療養所への〈隔離〉は、むしろ自由度が高く、「治癒」規程も各府縣の「施行細則・手続」

で示された。だが、同病は、慢性疾患としての病態特性から、長期に亘る療養が出来し、実質的には終生

の療養所生活が所謂〈終生隔離〉と同一視される余地が開かれる。警察官僚出身の医系議員は、罹患者の

府縣立療養所への強制収容・隔離を、帝国議会で主張した。だが、窪田静太郎を中心とする内務省の法文

作製者たちは、相互に関連する同時期の法定疾病予防諸法下、「傳染病豫防法」の「遮断・隔離」規程は「癩」

には必ずしも必要なく、それを「癩豫防ニ関スル法律」に落とし込まなかった。ここに、「癩豫防ニ関スル

法律」における「療養ノ途ナキ」ハンセン病罹患者たちへの、久保田たちが同法に込めた救恤の意志が現

れてはいないか。 
	 当時の沖縄縣は、第五区府縣連合立「九州療養所」（現菊池恵楓園）の割り当てだが、1910年から 1929
年迄の入所者数は僅か 45名であった。当時の沖縄社会では、病者との雑居混淆の現実があり、縣は 1909
（明治 42）年 7月 29日に「癩患者診断処置ニ関スル件」（沖繩縣訓令乙第 29号）を、1910（明治 43）年
4 月 9日には「癩予防注意ノ件（沖縄県）」（沖繩縣論告第一號）を公示し、病者患家の丁重な扱いと「癩
豫防ニ関スル法律」で準用された内務省令「傳染病豫防法ニ依ル清潔方法及消毒方法」による消毒方法の

徹底を図ったが、大きな消毒施設での薬品を用いた「消毒方法」は、医療施設の整わぬ当時の沖縄では現

実的ではなく、「癩」や結核はおろか、伝染病者をも私宅療養させざるを得ない現実があったことが、窺わ

れる。 
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沖縄のハンセン病政策における「宮古方式」の意味	

―知念正勝氏の転勤問題から考える―	

 
山田富秋（松山大学） 

	

	 この報告では、1972年から 1982年まで沖縄県ハンセン病予防協会（現ゆうな協会）の宮古支部の相談
員（ケースワーカー）として勤務した知念正勝氏を中心に、沖縄県における退所者の在宅治療の状況を踏

まえながら、宮古島で採用された「宮古方式」という在宅治療制度について考察する。 
	 知念正勝氏は、1951年に宮古南静園に入所する。1955年に入園者と結婚し、堕胎の失敗によって、1958
年に娘を授かる。その後、ワゼクトミーを受ける。園内では育てられないので、祖母のもとに送るが、小

学校 2年生の娘が 4キロの道程を 1人で歩いて会いに来たことをきっかけに社会復帰する。1965年頃の南
静園の護岸工事に労務外出してから、1967年に退所し外部の土木工事の監督になり、その後、新聞社等の
集金業務を経て、1972年に宮古スキンクリニックの相談員（非常勤職員）、1976年にケースワーカー兼運
転手になる。 
	 知念正勝氏は約 10年間、ケースワーカーとしてハンセン病療養所退所者の治療継続と生活に対する支援
を行い、退所者だけでなく、宮古島の市民啓発団体からも絶大な支持を得ていた。ところが、沖縄県ハン

セン病予防協会本部から、那覇にある本部勤務を命じられ、ここに転勤問題が浮上する。「知念正勝氏の転

勤問題を考える会」の要望書（1982年）と、当時の宮古南静園の園長であり、宮古スキンクリニックの所
長でもあった馬場省二医師が『宮古毎日新聞』に寄稿した意見書によれば、知念正勝氏は、同じ退所者＝

当事者であるという利点を 大限に生かして、患者・回復者・家族に全人的に密着し、生活上の諸問題に

も積極的に関わることができた。また、八重山では那覇本部と連携した八重山保健所が大きな効果をあげ

たが、宮古では「宮古方式」と呼ぶ皮膚科一般無料診療所が、八重山における保健所の代替的な役割を担

ってきた。そこでは、診療所を訪問しない（できない）宮古の在宅患者全体を把握することが必須であり、

その任を担うのが、ケースワーカーであった。 
	 宮古方式は、無料皮膚科相談所として宮古スキンクリニックが機能していたことを意味する。それは、

一般の患者に混じって、ハンセン病の患者をうまくパッシングさせながら治療する場であり、新患発掘の

場でもあった。そしてケースワーカーはスキンクリニックと患者をつなぐ役割としてうまく働いた。知念

正勝氏の転勤問題は、法的には「らい予防法」を背景としながらも、個別的な具体的実践においては、イ

ンテグレーション政策と絶対隔離政策の互いに対立する政策が、時には協調しながら働いていることを見

ることができる。転勤問題で顕在化した宮古方式は、絶対隔離政策と連続した退所者管理の枠組みを裏切

り、さらに、当時のインテグレーション政策の枠組みも超えた、患者自身の経験を生かした当事者性を取

り入れた先進的な取り組みに発展できたと評価できるだろう。 
	 ともすれば、在宅患者の管理と新患発見という絶対隔離政策につながる方向性を持った皮膚科無料一般

診療所による宮古方式は、知念正勝氏の地道な努力によって、犀川一夫の推進した八重山方式という保健

所を中心としたインテグレーション政策ではなく、さらに、那覇のスキンクリニックとも異なって、一般

患者にまぎれたパッシングを可能にし、さらに、診療所に当事者中心のケースワークを組み込んだ独自な

在宅治療を生み出したのではないだろうか。 
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韓国人僧侶の日本定着	

―巫者との関係に注目して―	

	

吉田全宏（大阪市立大学大学院）	

 
	 本報告では、韓国人僧侶が日本へ定着する過程を巫者との関係から明らかにする。韓国人僧侶が日本に

定着するためには自身の信者を獲得することが必要不可欠あるが、実際にはこれは簡単なことではない。

とくに自身の生活基盤が磐石ではない来日したての韓国人僧侶の中には、金銭的な動機から巫者の執行す

る儀礼を手伝っている者もいる。彼らにとって、もっとも身近な一般信者は、儀礼で接触する巫者の信者

である。 
 谷（1994）は、在日コリアン寺院での宗教者と信者の結合関係について「ポサル－信者結合型」と「寺
－信者結合型」の2種類の結合関係を示している。前者は、巫者の儀礼によって苦難から救われたパーソナ
ルな信頼関係にもとづく結合である。後者はその巫者が代替わりした後も信者が寺に通っているタイプで

あり、新住職とのパーソナルな関係が薄い点が前者と決定的に異なるとしている（谷,1994:251）。谷が示
した在日コリアン寺院におけるこれらの結合関係は、巫者（宗教者）を基点に信者との結合関係を捉えた

ものである。これは、谷が当時の在日コリアン寺院を特徴づける 大の要素は仏教でなく巫俗儀礼であり、

巫俗が仏教を取り込んでいると考えた結果である（谷,1994:241）。たしかに当時の在日コリアン寺院の主
たる宗教者は巫者であった。しかし、じつは戦前から、巫者ほど目立たないが、韓国人僧侶も活動してお

り（塚崎,2012:61）、かれらの中には巫俗儀礼に関与している者もいた。韓国人僧侶にとって自身の信者を
獲得することは、長期的な収入の安定を意味する。それによって日本での生活と、僧侶を生業とする日本

定着とが可能になる。 
	 本報告で取り上げる巫俗儀礼に関与している韓国人僧侶のケースを分析すると、韓国人僧侶と信者の結

合関係については、巫者を窓口に信者との結合関係を結んでいたと解することできる。これを谷の示した

信者との結合関係（谷1994）をもとに示せば、「巫者窓口僧侶－信者結合型」と表すことができる。この結
合関係は、巫俗儀礼を通じて救われた巫者の信者が僧侶への間接的な帰依による結合関係であるために、

巫者との良好な関係を維持するためには、巫者の信者を自らの信者に積極的に取り込むことは控えざるを

得ない。だが、韓国人僧侶と巫者との金銭的主従関係が変容する過程で、こうした積極的な取り込みが起

こっている。このような取り組みに対して、｢巫者窓口僧侶－信者結合型｣と区別するために巫者と僧侶、

巫者と信者の関係が分離していることや、関係構築の段階での韓国人僧侶の積極的な関与の有無により、

｢巫者分離僧侶－信者結合型｣と規定する。こうした事態が示唆していることは、韓国人僧侶と巫者との間

には「金銭的結合関係」だけでなく「潜在的対抗関係を含んだ協働関係」が存在しているということであ

る。 
	 韓国人僧侶の定着過程として、巫者との関係の中で活動資金を得る一方、巫者の信者とも結合関係を構

築し、 終的に自身の寺の建立や継承にいたる、そうした図式を描くことが可能である。 
 
参考文献 
谷富夫，1994，『聖なるものの持続と変容――社会学的理解をめざして』恒星社厚生閣． 
塚崎昌之，2012，「戦前・戦中期、大阪における朝鮮人宗教政策の変化と朝鮮人の対応――『朝鮮寺』と神
社参拝政策を中心にして」『東アジア研究』57: 36-61． 
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日本の「エンカ」と韓国「トロット」再考 

 
小林孝行（岡山大学名誉教授） 

 
	 今回の発表は 2014年西日本社会学会での「日韓比較音楽論の試み」に続くものである。 
 
1.	 名称 
	 「エンカ」の語源は、明治時代の「演歌」および大正時代の「艶歌」に由来し、「演歌」「艶歌」「怨歌」

「宴歌」、「援歌」、「縁歌」などとも表現する人もおり、現在では「成人歌謡」「昭和歌謡」とも呼ばれる。

「エンカ」を「日本人の心」ともいわれることがある。 
	 「トロット」の語源は、20 世紀初頭アメリカから流行したダンス音楽のジャンル名「Fox-trot」に由来
している。またかつては「倭色歌謡」として非難されたり、「ポンチャク」とし軽蔑されたりしたが、現在

では「伝統歌謡」とも呼ばれることもある。 
	 それまでの「流行歌」ないしは「歌謡曲」という一般的名称に代わって、「エンカ」や「トロット」とい

う固有の名称が作られたのは、新たに移入されたフォーク＆ロックの様式に対する危機意識のもとで、自

らのアイデンティティを主張するものであった。それゆえ、さかのぼって「流行歌」「歌謡曲」にも適用し、

その正統性、伝統性を強調したものと考えられる。 
 
2.	 3分類と 4分類 
	 日本の「エンカ」では、その展開を 3段階（オールド・ミドル・ニュー）に分類することができるが、
韓国では 3段階（オールド・ミドル・ニュー）＋新世代トロットという 4段階に分類したほうがよい。 
	 日本では「ニューエンカ」への移行は段階的であるが、氷川きよしらのニューエンカ歌手の登場によっ

て、「ニューエンカ」が定着することになったといえる。韓国では 80年代後半、周炫美、李博士の登場に
よる「ニュートロット」の段階を経て、2000年代張允貞、朴ヒョンビンらの「新世代トロット」が登場し
た。新世代トロットは、Kポップスとも関連し、若者の支持を受けている。 
 
3.	 日本の「ドエンカ」と韓国の「情」「ポンキー」 
	 日本には、義理と人情を主題とする「ドエンカ」と呼ばれるような「エンカ」がある。韓国では、日本

の「ドエンカ」にあたるような用語はない。それに対し「情」が強調されているし、 近では、「ポンチャ

ク」の雰囲気を持つという「ポンキー」という独特の表現がある。そのようなものは日本にはない。 
 
4.	 受容形態：サブカルチャーとしての「エンカ」と「トロット」 
	 1960・70 年代以降、日本でも韓国でも同じように、世代間で受容される音楽が異なるようになり、「エ
ンカ」や「トロット」は主として地方の、中高年層に愛好される歌となった。彼らは TV「懐メロ歌謡」
番組を聞いたり、エンカ（トロット）歌手の歌謡ショーを聞きに行ったり、後援会に入ったり、カラオケ

で「エンカ」あるいは「トロット」を歌って楽しんでいる。 
 
5.	 土着化と越境化 
	 「エンカ」と「トロット」は土着化（伝統化）と越境化（国際化）という二つの視角からとらえられる。

これまでの「エンカ」と「トロット」は土着化（伝統化）という視角が強調されることが多かったが、テ

レサテン、李成愛、金蓮子らの日本での活躍はそれだけでは説明できない。越境化（国際化）という視角

でとらえることも必要となってきている。 
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地域福祉活動における圏域設定と地域福祉課題への態度	

	

高野和良（九州大学） 
	

1．報告の目的と背景 
	 本報告では、地域福祉計画の策定などによって住民参加による地域福祉活動が拡充したとされる 3市（宮
崎県都城市、長野県茅野市、東京都三鷹市）で実施した社会調査結果をもとに、地域福祉計画などの地域

への介入の影響を確認し、地域福祉政策の問題点を確認することを目的とした。 
2．地域圏域の設定について 
	 相互支援活動の範囲として地域住民が捉えている地域範囲は、地域福祉計画策定によって設置された総

合相談拠点の置かれている圏域とは必ずしも一致していない。地域住民が地域福祉活動としての支え合い

活動を行う際に想定している地域は、より狭い範囲であった。そのため、この範囲に相談窓口や専門職が

配置できれば、地域住民による支え合い活動への支援は、より充実するかもしれないが、こうした狭い範

囲全てに専門職を配置することは、実際には難しいであろう。サービス提供の効率性を考慮し設定された

圏域と、地域住民が支持している地域範囲とは、実際には重なってはいないが、両者を一致させた方が、

地域住民による地域福祉活動への参加促進や継続性にとって効果的であるのかどうかは、ひとつの論点と

して検討されてよい。 
3．地域福祉課題への態度 
	 次に、3 市において地域住民が自発的な地域福祉課題解決について、どのように捉えているのかを確認
した。使用した設問は以下の通りである。選択肢は、「自ら取り組む」、「話し合う」、「社会資源を紹介する」、

「行政や専門機関などにつなぐ」といった段階を設定した（3市の実態に応じて設定）。 
「低頻度低緊急度」的な支援：「歩行が困難になりつつある一人暮らしの高齢者が、地域で開かれているふ

れあい・いきいきサロンに参加したいと思っているが、移動の手段がない」 
「高頻度高緊急度」的な支援：「歩行が困難になりつつある一人暮らしの高齢者が、食料品を購入するため

の買い物に行くことが難しい」 
	 支援負担に差があるにも関わらず、3 市の住民が共に低頻度低緊急度、高頻度高緊急度の双方で、市役
所の福祉関係課に「つなぐ」という対応を支持している。都城市、茅野市では「行政や専門機関などにつ

なぐ」、「話し合う」といった対応間に、とりわけ低頻度低緊急度支援では、大きな割合の差は認められな

かったが、三鷹市では、低頻度低緊急度支援、高頻度高緊急度支援ともに、市役所の福祉関係課につなぐ

という対応が半数近くの支持を集めている。 
	 また、3市共に、近所付き合いの延長として、自分自身が直接支援するという意識は低い。さらに、「自
ら取り組む」場合であっても、自分自身で支援する志向性が高いわけではなく、住民協力で支援すること

がより支持されていた。 
	 さらに、地域福祉活動への参加経験の有無が、生活支援型サービス提供に対する態度に影響しているこ

とが示された。地域福祉活動への参加経験をもつ者の方が、自発的な課題解決行動を支持する割合が高く、

非行政依頼志向とでもいえる態度が示されていることがうかがえた。 
4．「地域」の捉え方に影響する要因 
	 本調査で得られた知見は以下の通りである。まず、地域住民の捉える一般的な「地域」範囲は多様であ

った。支え合い活動では「町内会･自治会･自治公民館」といった居住によって形成される、より狭域の空

間的範囲が支持されていた。また、支援負担の多少にかかわらず「つなぐ」先は、市役所（行政）が支持

を集め、社協の存在感が大きいわけではなかった。「自ら取り組む」場合であっても、自分自身で支援する

志向性が高いわけではなく、住民協力で支援することがより支持されていた。地域住民間で「話し合う」

場が機能するためには、都城市の自治公民館のような包括的な地域組織の統合度が影響している可能性が

認められた。住民協力で「自ら取り組む」支援への支持は、三鷹市以外では、地域福祉活動参加経験をも

つ人の割合が高く、参加経験を持たない人は、行政に「つなぐ」割合が高かった。 
注：3市に対する社会調査は、JSPS科研費 15H03434の助成を受けて実施された。 
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地域福祉活動における住民参加への期待 
－社会福祉協議会の管理職の意識にもとづいて－ 

 
張夢心（九州大学大学院） 

 
1	 研究目的 
	 サービスを受けることは、果たして「依存」という状態であるのか。これまでは、「自立」が強調される

あまり、サービスを利用しないことが望ましいと考えられてきたように思われる。このような考え方は、

サービスを利用することで安定した生活を送ることができる人々に対して、サービスの利用をためらわせ

ることになり、また、サービスを利用することの壁を高くすると思われる。本報告では、サービスを利用

しながら地域で生活することが望ましいという立場から、それを支援する社会福祉協議会（以下、社協）

の活動をもとに、自立した生活のあり方について検討する。 
2	 調査概要と結果 
筆者は 2017年 3月より、山口県平生町の平生町社協を対象とし 3回の調査を行った。調査方法は、参与観
察、会議での傍聴、3人の管理職に対する聞き取り調査である。 
	 平生町社協は全域内に 4つの地区社協（又はそれに代わる組織）を設置し、住民参加の地域福祉活動を
強く取り組んでいる存在であると考えている。本報告では、平生町社協が活動における住民参加をどう捉

えているかを考察する。 
2-1	 生活主体としての参加 
	 平生町社協によると、地域は「私」、福祉は「希望する生活」と理解されている。「私」がそこに所属し

ていると感じられ、安心できる地域において、他者とのつながりによって生活を支える。住民は生活主体

として、「希望する生活」のために誰とどのようなつながりを作りたいかを自主選択し、それを支援するこ

とが地域福祉の推進であると考える。 
	 例えば、住民が 期をどう迎えるかに対して、医療的な「死を遠ざける」治療とは違い、平生町社協は

「死を近づける」支援を取り組んでいる。住民が希望する 期を自ら考えた上で選択することに必要な安

心感を構築するため、平生町社協では、①「いつ亡くなってもいい、いつでも 期までかかわっていく」

と住民に伝えるようにする対処方法の職員間共有、②外部のデイサービスから断られた本人の思いを可能

な限り叶えるようにする事業所の理念変革、③本人の意識があり、延命措置をしたくないという在宅高齢

者の場合に、訪問ドクターなど専門職に理解をもらうようにする医療との連携、に取り組んでいる。 
2-2	 サービスの受け手としての参加 
	 地域住民には福祉サービスの担い手になる面と、自分の生活に必要なサービスの受け手としての側面が

あると考えられる。その両方の側面が同時に存在する中で、他者とのつながりが形成され、生活が構成さ

れていく。住民はサービスを自主的に選択することによって、自主的に自分の生活に参加することができ

る。それが形成する条件の作りに、平生町社協では、介護保険サービスを受ける住民を「お客様」として、

サービスの受け手と担い手の間に対等な関係を確立させる。その過程において、生活主体としてサービス

を自主選択することを、住民に意識してもらう。 
3	 終わりに 
	 地域福祉活動のサービスを受けて社会関係に依存する生活は、必ずしも受動的ではない。平生町社協で

は、サービスの受け手が生活主体意識を持って、希望する生活のために必要なサービスを自主的に選択で

きるように取り組んでいる。そこからみえる住民参加は自分の暮らしたい生活を成立させるための参加で

ある。また、一人暮らし高齢者世帯が増えるなかで、住民が 期まで包括的に参加する主体である視点と、

その仕組みを検討することが求められる。 
	 本報告の課題として、まず、自分自身のおかれている状況を正確に理解し、生活課題を他者に伝えるこ

とに困難を持っている住民をどのように主体化していくのかといった点が問われなければならない。また、

住民側は平生町社協の支援手法に対する評価と、その支援方針は住民の生活に対する影響は、その仕組み

を全体的に把握するために不可欠な視点である。 
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施設内暴力の発生メカニズムに関する一考察 

 
桑畑洋一郎（山口大学） 

 
本報告は、児童養護施設における暴力の発生メカニズムを、施設入所児童の暴力によって形成される社

会関係に対する分析から明らかにすることを目的とするものである。 
本要旨では詳細は省略するが、これまでの研究によって、児童養護施設内に児童による暴力が存在する

ことが明らかにされ、特にその再生産・連鎖のメカニズムの存在を示唆する研究が蓄積されてきた。とは

いえ、実際に暴力がどのようなメカニズムで生じるのか。たとえば暴力がどういった形で再生産・連鎖さ

れるのか。こうした実証的な研究はまだ蓄積がない。 
児童による暴力と近接するテーマであるいじめ――これも場合によっては暴力と見なせるだろうが――

の研究において、いじめを行うことが加害側集団の凝集性を高めることがソシオグラムを用いた分析によ

って明らかにされたように、固定された空間内で児童集団が起こす暴力的な行為は、何かしらの児童間関

係を背景として発生するものであると言える。それならば、施設内暴力についても、児童が形成した社会

関係を基盤とした、暴力が発生する何かしらのメカニズムが存在すると考えられる。そうしたメカニズム

を実証的に読み解くことは、児童の暴力という行為が発生するメカニズムを実証的に明らかにするという

社会学的文脈においても、児童福祉が実践されるミクロな場をより良い方向に導く手立てを考えるという

臨床的社会学文脈においても、資するものがあるだろう。そこで本報告では、施設内で生起した暴力への

ネットワーク分析によって、暴力の発生するメカニズムを探索的に析出していくこととした。 
本報告における分析からは、以下の 6つの結果が析出された。 
 

a 暴力が発生する小集団はかなりの程度性別で規定される。 
b 暴力が発生する小集団は、それほど年齢的な広がりを持たない。 
c 暴力小集団の形成には、特定の主体が寄与している。 
d 結果 cで指摘した特定少数主体の寄与は、年度をまたいで継続する。 
e （期間全体で見ると）加害者になりやすい児童ほど被害者にもなりやすい。 
f 職員は一方的に被害者になる傾向がある。 
g 現時点で加害者性／被害者性が高い児童は、過去にその萌芽がある可能性がある（ある時点で
加害者性／被害者性が高かった児童はそれが継続する可能性がある）。 

h 暴力の再生産や連鎖――被害者が後に加害者に転ずる――が存在する可能性がある。 
 
	 これらの結果は、児童の起こす暴力の再生産性・連鎖性をある程度裏付けるものであり、また、暴力を

減らすうえでの臨床社会学的示唆を与えるものでもあろう。 
	 なお、本報告を受けての質疑においては、ゴッフマンの「全制的施設」論をもってこれらの結果を読み

解くことの可能性や、再生産性・連鎖性と児童の年齢との関係や、暴力によって形成される児童のまとま

りを「小集団」と概念化することの妥当性等が提起された。今後研究を深化していく上で非常に有意義な

質問・コメントをいただけたと思っている。ご質問・コメントを下さった先生方にこの場をお借りして感

謝したい。 
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台湾地域包括ケアシステムにおける 
地元街角サービスステーションの推進現状と課題 

 
施沛沂（台湾東吳大学大学院）・莊秀美（台湾東吳大学） 

 
台湾では、2016年 5月に政権が交代し、「長期介護十ヵ年計画 2.0」という介護政策が出され、サービス
対象と項目の拡大、地域包括ケアモデルの構築、創造的・多元的サービスの開発、および介護予防という

4 つの軸に重点を置いている。その中で、地域包括ケアシステムの構築は先駆的施策として取り上げられ
ている。それは、よりきめの細かい地域密着型のケアサービスを切れ目なく提供できるように、特定の地

域の中で、A、B、Cという 3つのレベルのケアサービス拠点を設置することを通じて、地域における介護
サービス提供事業者を増やし、拠点密度を高めて、住民に身近な場所で統合的に介護サービスを提供する

できることが主な目的である。本報告は「地元街角サービスステーション」というレベル Cケアサービス
拠点（C拠点と略す）の推進状況や問題点に焦点を当てて分析するものである。 
それ以来、C拠点の推進には様々な問題に面している。(1)設置条件に満たせるのは困難であること; (2)
ケアワーカーの業務が多すぎること; (3)ケアワーカーの招聘が難しいこと; (4)利用者が限定されているこ
と、などが挙げられている。そして、2018年 4月に制度の再修正が行われ、(1)C拠点の細分化、(2)利用時
間の自由化、(3)職員資格の拡大、(4)拠点運営の独立化、という 4つの方向へ推進していくことになった。 
全体に言えば、2016年に「ABC計画」は「修正型」施策として提出されたが、新政策が実施して以来、
地域包括ケアシステム構築関連政策は何度も修正されてきている。当局はローリング修正政策といってい

るが、民間団体はフォローすることに苦労している。また、自治体と参入団体が実行会議、修正会議など

のローリング修正に対応して多くの時間を費やして振り返ることで、実際のサービス提供はかえって見失

われることになったため、政策の安定性が求められている。 
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Legacy Art Group in Taiwan: Using Art to Accompany the Elderly 

 
Wei, Wan-Cian 

Soochow University, Master of Social Work Program, Taiwan 
 

The rapid aging of the world population is one of the major global demographic trends. Taiwan population is 

aging at an unprecedented rate, bringing Taiwan officially into an aging society by 2018. Faced with the impending 

aging life, how to prepare for it has always been a constant concern. Therefore, issues such as “active aging, 

successful aging, and creative aging” have all been raised. As early as 2002, the World Health Organization (WHO) 

put forward the report “Active Aging: A Policy Framework.” In particular, it pointed out that the opportunity for 

elderly people to participate in creative activities such as arts and culture is the basis of human aging (Hannemann, 

2006). The 2005 American Creative Ageing Symposium pointed out the impact of art on health care and social 

participation. Active participation in artistic activities helps (a) increase the mental and physical health of single 

elderly elders in the community; (b) improve the patient’s Quality of life; (c) reduce the risk of elderly people 

entering the long-term care system; (d) in terms of social participation, art can educate and promote the elderly to 

continue to make contributions to the community and the public. Therefore, the US Creative and Aging Symposium 

put forward specific recommendations on the long-term care system and community participation to the White House 

Aging Conference, so that the public can increase the importance of creativity in life (Hanna, 2006). On the other 

hand, Taiwan regards artistic activities as the type of improvement in the quality of life of the elderly, and the main 

axes are mainly “involvement” in forms of rehabilitation such as rehabilitation, psychological counseling, special 

education, or social welfare orientation. The “Legacy Art Group” was introduced to Taiwan in 2005 by the Shin Kong 

Life Foundation Insurance Charity Foundation and from the Elders Share the Arts (ESTA) organization in New York 

City. The elderly arts groups that are oriented toward social workers. It is different from tradition art groups that 

include different forms of art orientation, consultative orientation, and acting orientation. Legacy Art group is 

emerging service models.  

The purpose of this article is to trace the development of creative aging. It is expected that through the 

consolidation of existing literature and the practice of their own work experience, we will outline the impact of the 

transmission of artistic services on the elderly. Studies show that although the popularity of the elderly in the use of 

art services in various countries is far better than in Taiwan. However, the Legacy Art service that is sweeping across 

Taiwan is actively serving every old person. They have stepped out of the original multiple roles and entered the 

group, obtaining from the Legacy Art group. Released to create new vitality, the charm and influence of the heritage 

arts are spreading, opening up a new look for Taiwan’s creative aging. In addition, the integration of artistic creation 

and life experience is required by every old person in the aging process of human nature. At present, there are 2.16 

million elderly people in Taiwan, and about 20,000 elderly people using Legacy Art service. I hope that companies 

and non-profit organizations in the future will be more successful. More cooperation and continuation with sufficient 

financial resources enable the elderly art services to be more robust and more universal service. 
 
Keywords: Legacy Art, Elderly Groups, Creative Aging 
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子育て世代の移住・定住の要因分析	

―山口県周防大島町の取組事例―	

	

東良太（島根県中山間地域研究センター）	

	

【背景】 
	 中山間地域をはじめとした農山村では、高齢化・過疎化・少子化の進行による人口減少が進行しており、

今後地域を担う子育て世代の定住人口の確保が課題となっている。そのような状況の中、近年は都道府県

や市町村の移住促進や定住支援、子育て支援の施策が広く展開されるようになってきた。さらに地域運営

組織や地域団体、NPO等の民間主体による移住・定住や若者世代支援の取組も進められている。 
	 また、「田園回帰」という言葉に表されるように、国勢調査の 2010年から 2015年にかけての子育て世代
（20～40代）の人口増減からは、中山間地域においてもこれらの世代が増加へ転じる地域が確認されてい
る。今後このような世代の増加が持続的なものになるように必要な対策の実施が重要になることが考えら

れる。 
	 このような状況を踏まえて、本研究では中山間地域の子育て世代の人口動態や市町村の定住施策の実施

状況を分析し、子育て世代が増加あるいは増加傾向にある市町村や地域の取組等を調査し、今後の更なる

子育て世代の定住促進に必要な施策・条件を検討する。 
【対象】 
	 対象地として、山口県周防大島町を取り上げた。瀬戸内の温暖な気候と周辺都市とのアクセスが良好で

あることから、定年世代の移住先として人気を集めており、町では更なる移住定住の拡大へ向けて、2012
年 4月に町、議会、商工会、農協、漁協が連携した「周防大島町定住促進協議会」を立ち上げ、「住まい」
と「仕事」の情報提供を目的とした事業を開始している。 
【方法】 
	 移住促進や定住支援、子育て支援等の施策は多くの市町村が展開しており、そこからの差異を見出すこ

とが難しいため、本研究では、移住者、定住促進協議会、町役場に対してのヒアリング調査を実施すると

ともに、町内在住の 20～40代の子育て世代に対する全住民アンケートを実施した。調査の内容は居住地を
決定する際に重視したことや、現在の生活における満足度、移住の際に利用した制度や相談対応の状況等

とした。（本研究では、中国 5県 107市町村へのアンケート調査、うち 15市町村へのヒアリング調査を実
施した。） 
【考察】 
	 今回の調査からは子育て世代の定住条件に係る 5つの特徴として、①機動性の高い定住推進体制、②民
間の定住推進力の拡大、③移住者と地域を結ぶ仲介者の存在、あるいは仲介者的役割を持つ人材の配置、

④子育て世代が無理なく関われるコミュニティづくりや関わりたくなる若者活動の成長、発展、⑤Uター
ンや継続して暮らす若者に対する定住支援の重要性についての認識の高まりを確認することができた。 
	 周防大島町においては、移住希望者が憧れる暮らしを実践している先輩移住者が数多く存在し、SNSに
よる情報発信や交流を通じた移住など新しい移住の流れも確認できた。 
	 なお本研究は、中国地方知事会中山間地域振興部会（2017年度）共同研究による調査結果の一部を使用
した。 
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柳川市における掘割再生の今日における転換	

 
松本貴文（下関市立大学） 

 
柳川市は、掘割の街として全国に知られているが、かつて市内の掘割は、そのほとんどを埋め立ててし

まう計画（「都市下水路計画」）が議会で承認されるほどまで汚染された。しかしながら、1977年、その計
画の担当係長となった広松伝氏の発案による、市民参加型の掘割再生活動によって、市内の掘割の浄化に

成功し、それ以降、市民と行政のパートナーシップに基づく、掘割環境の維持・管理を続けてきた。その

成果もあってか、近年、掘割の水質は改善に向かうととともに、掘割の清掃に参加する市民の数も増加傾

向にある。 
しかしながら、その一方で、掘割再生活動において中核を担ってきた活動家の中には、今日における掘

割再生活が置かれた状況を危機的なものと捉え、新たな活動の展開を始めているものも少なくない。本報

告では、こうした現在の掘割再生活動の中で生じている活動の構図の転換がもつ意味について、柳川市の

社会的・自然環境的諸条件の変化との関連から検討した。 
結果として、広松氏の掘割再生が、住民たちの間の掘割に対する記憶の共有（動機づけの基盤）や、地

域社会の共同性（担い手の基盤）によって支えられていたこと。しかしながら、今日の棚川市では、これ

らの諸条件が、高齢化や混住化、市町村合併などの社会的条件の変化、ならびに掘割をめぐる自然条件の

変化（掘割のコンクリート化、圃場整備に伴う景観の変化、生態系の変化）によって、失われつつあるこ

とを指摘した。こうした変化によって、過去の掘割再生活動のスキームが機能しなくなりつつあり、新た

な動機付けの基盤として外部からのまなざしが、また、新たな担い手の基盤として、有志の市民団体や行

政、NPO、企業などをつなぐネットワーク型の組織が台頭してきている。こうした主体による活動は、こ
れまでの掘割再生活にはなかった、掘割の歴史的価値の発見や、技術の活用を通した親水と掘割浄化の両

立などの実現につながっていることを明らかにした。 
とはいえ、こうした変化は、過去の掘割再生と、物理的環境としての掘割を美しく保つという点を共有

していても、活動の目標や内容、担い手など様々な点で相違があり、かつての活動と完全に等価なもので

はない。結果として、掘割再生活動の中で「失われた」と感じられている部分が肥大化し、活動家たちの

危機意識につながっているものと思われる。今後の研究では、ネットワーク型の主体による新たな活動が

埋め合わせきれない、かつての掘割再生活動の重要な価値とは何なのかについて解明を進めていきたい。 
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インドネシア国デポック市とバリ州における 
一般廃棄物処理技術開発普及と衛生自治体モデル地域への大崎町の国際技術支援 

 
プルナマワティ（大崎町国際交流推進員） 

 
本報告は，11年連続ごみリサイクル率日本一を達成した鹿児島県大崎町の技術をモデルとして，インド

ネシアのデポック市とバリ州において国際技術協力支援事業として実施した実績を報告するものである。

大崎町モデルの事業成果として，デポック市とバリ州のゴミ問題・廃棄物管理に関係する専門家等人材の

育成がなされ，廃棄物処理についての住民の考え方を改善し，ごみ分別に従事する労働者の経済状況を改

善するなど問題を解決する方法が示されたことである。大崎町は人口約 13,500人の小さな自治体であり，
ごみを焼却する施設を持たず埋め立てによる処分をしていた。このため，行政・企業・地域住民がそれぞ

れの役割を十分に認識し信頼関係を構築し連携しながら一般廃棄物処理政策を進めた。焼却施設を持たな

い大崎町モデルは「混ぜればごみ・分ければ資源」を基本としている。このことは，廃棄物をごみと資源

に分別することにより埋め立て処分場の延命化を図ることに他ならない。埋め立て処分場の延命化という

目的を達成するために一番大切なことは，どのような手段で政策を進め住民の理解を得るかということで

あった。 
大崎町には従来から「大崎町衛生自治会」という組織があったが，この組織を中核として行政と連携し

ながら政策を進めていくことになった。1996年，大崎町衛生自治会は住民（自治会）に対して廃棄物処理
問題や埋め立て処分場の延命化問題についての説明会を自治会単位で開催し，ごみの収集日には衛生自治

会役員や集落自治会役員，役場職員が収集場に立ち合いこの問題についての共通認識を持てるようになっ

た。また，説明会や立ち合いは企業や学校などでも行われた。 初 3品目の分別収集から始まった活動は，
分別の種類を増やしながら 終的には 27品目のごみを分別するまでになった。 
大崎町の成功体験をインドネシアのデポック市とバリ州の環境問題に適用しごみの減量化，資源化に向

けての技術支援をすることになった。デポック市とバリ州は急激な経済発展により農村部から都市部への

人口流入現象が起きており，人口の増加は交通渋滞やごみの問題などの住環境へ大きな変化を招いている。

ごみの分別をする習慣ができていない状況の下では急激に増加したごみはほとんどがそのまま分埋め立て

処分場に搬入され埋め立て処分場はどこも満杯の状態にある。インドネシアではごみの業務に携わる人々

への間接的な差別意識があり，下級層の仕事との意識が強い。ごみの減量化を進めるためには，まず行政

及び市民の意識改善を図る必要があった。このような状況の中で新たな廃棄物処理モデルを構築するため

には，ごみの回収をする立場，分別する立場，資源化・堆肥化する立場の人々の意思が統一されていない

という問題を解決することが求められた。廃棄物からの価値の創造と持続可能なモデルへの展開を，廃棄

物回収に関わる行政と地域住民が一体となって推し進めていくという共通認識を持つ必要があった。 
2012年から 2017年の間に二つの自治体の行政，議会，住民，企業現場作業員などが大崎町を訪問し，

ごみの回収状況，分別状況，資源化（堆肥化）を研修視察した。また，大崎町からも行政や専門家が二つ

の自治体を訪問し技術を提供した。その結果，廃棄物処理技術を学習・理解したごみ分別普及指導員が育

成され，環境問題解決の推進役となっている。廃棄物処理経費のローコスト化が基本である大崎町モデル

の導入に成功したデポック市とバリ州では今後もごみ分別問題に関する研究を進めることにしており，こ

のことがインドネシア国内に普及していくように進めていくことが重要である。 
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再読	費孝通著	“Peasant Life in China” (1939)	
―マリノフスキー野外調査法からの考察―	

 
佐々木衞（神戸大学名誉教授） 

 
1.	 問題提起 
中国の社会学を牽引した費孝通（1910-2005）が、マリノフスキー社会人類学理論から何を引き継ぎ、ま
た引き継がなかったかという問題を検証する。 
 
2.	 マリノフスキーの “Peasant Life in China” (1939) に対する評価 
	 本書は、故郷の呉江県開弦弓村で 1936年 7月から 8月にわたって観察した調査記録にもとづく。費孝通
は 1936年 9月にマリノフスキーのもとに留学、論文を完成した。 
マリノフスキーは次のように評価した。「費博士の明瞭で説得的な議論、そして彼の生き生きと十分立証

された記録は、真の賞賛と、時には羨望とをもって読んだ。」（1939: xv） 
これ程まで高い評価を与えた論拠は何か？ 

 
3.	 費孝通 “Peasant Life in China” の調査法の特徴 
	 マリノフスキーは “Argonauts of the Western Pacific” (1922)で民族学調査法を提起した。第一、明瞭で確実
な枠組みの提示と「具体的な統計的資料」の作製。第二に、日常生活のなかに表現される意識と行動の記

述。第三、原住民の考え方の記録。これらを通して彼の世界についての彼の見方を理解することに導くこ

とができる。 
この標準によると、“Peasant Life in China” は、「社会構造の明瞭で確実な輪郭を描く」こと、「具体的な
統計的資料」の作製に特徴があった。統計的な論拠よる分析は、概念的で論理的な「説明」を可能にした。 
	 しかし、費孝通は渡英前に清華大学でシロコゴロフ教授から形質人類学を学び、資料を収集するための

測定技術、統計法を学んでいた。費孝通が中国で体得した社会学が、マリノフスキーの方法論に出会うこ

とで、費孝通の個性的な人類学が開花したといえる。 
 
4.	 マリノフスキー「文化論」の継承と費孝通の「類型比較法」 
費孝通の文化を全体的で総体的にとらえる方法的な態度、そして社会と文化の変化を複層的に見る視点

は、マリノフスキーの文化を多元的に全体としてみる研究法から学んだと推測できる。当時のマリノフス

キーはアフリカの文化変動を「三欄分析法」（外来の勢力、元来の文化の賦活力、二つの力の拮抗）を用い

て、多領域に関わる問題を統合的に説明した。費孝通はこれをほぼ踏襲して、家内蚕糸業の改革、挫折、

農民の選択を分析した。 
しかし、費孝通は「三欄分析法」をその後の分析に用いていない。これに代わって彼が用いたのは、比

較法であった。帰国後、直ちに着手した雲南農村調査でこの方法を試みている。条件が異なる村落を比較

的に論じることで、それぞれの個別的特徴を明確にし、全体的に理解するための位置関係を示した。社会

学再開後に小城鎮調査で展開した「類型比較法」の原型となった。費孝通は「一羽の雀の解剖から雀の研

究をする小型の調査は科学の方法にとっていかなる価値があるのか」と自問し、「私は中国各地の異なった

農村の類型を発見し、比較法を用いて少しずつ一部分から全体に向けて展開して、〈中国社会〉という全貌

に一歩一歩と近づきたい」と自答している。しかし、費孝通の「類型比較法」と地域の発展を「モデル（模

式）」として概念化する手法には、体系化の志向は薄かった。 


