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都市化と高齢者の生活講造

子

第 1館 主主活講造論の検討

広大な領域宅ピカパーする と ること りなが

らも，生活Jの研究はむしろ次第に議んになってきたといってよし、社会学分野から

大別して「生器構造論」と「生活の費論j とに分けられるであろう。その札生活様式，

関係，全議行動，生活態ぎE，生活窯識，生活関標なども?生部|の儲知的研究テー?となりえ

るが， これらのほとん

る

との下位概念でもるるから，上位菰念ずこるこの需

される緩売にある。

〈人口と機関

し

とし、う壌念:は援隊で，むしろ追放すべきも

さゴどままに追求されてきた「生活jのう

それを究務するところにある。

が利HIさ

とし、つ る

なかで， とし

説明輸として器市化

0SlJ 

たとえば， 「労f動によって

は

具

ふ
れそ

。
た

弘
司
丸

山九コ拐ふ

μ
長」

-諸制度のもとで，家族的人間関係とそれによって規定

される生活態度を介して，個人的にも役代的にも蒋全議される過謹の携連総jとし、う

?労働力の蒋生産構造J り，そのための家計収支にみされる

られ

次に，

る。

と労働経夜学に比較的接近し として，マルクス

るばあい，やはり，

なかで，研究のテ…?とし

ては，

〈傍点金子〉と

役部分援・ ら 持部機

などがあげられてレる。
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しかし，lJ、よ 2通り

かについて，積駆的

けではない，

において， の研究対象が「労{勤者」

まりなし

「労{勤者

その王室Eちとして，

とその萎，

される

活j とは，それぞれ独自のメカニズムをも

はなし、，窃したがって，労働者の げの研究では，

なれの f生活jが可視的とはならない， り，

そこから婦人の，専業主婦の，子供弘ぞ Lて高齢者の とし、う

に眼定する

ること

;，;)0 この意味で，

え方，

にとっては， と定鞍による日

はともかく

必要

とはならな

いと符える。 なぜなら， がなくても「日常生活の譲り返し」は可能なのであるから。

鞍」の

も

なブブ口…チと

がよいであろう。

労1勤者以外にも，--tなわち婦人，専業主婦，二子供，高齢者に

と病弱者にも選潟できる概急として， i生活構造jは将校する。

な ;，;)0 

3の構造機能主義的

さ

リティ，社会，文化，物財のシステムと生活

G， 1， L)と

ンか体仇横4告としたが，それま

とし，そこにみられる…認のパター

の 十こ拡張ーしてい

る。同じく松察治部もま な方法を表現し そこでは， と

して，物翠，組織，精神， の構造的要閣には持間，

手段，

が播かれている

造に

もし，

その

みて

進は

{箆人がこれ

これ

とがくみあわされて「生活構

日。ここに撃って生活の

もうまくし、かなくなった。

る。

いえようが，ぞれだ

きた。 Tこ

とし，生活

となる。

臼

4の分野としてやや縮かく検討しておこう。ま

と諸集関係の縞の日としてとらえられるが，生活構造は

いかような役裂を通して参与しているか，すなわち

としてとらえられる(7)Jとのベ，社会矯造と傍人ときピ媒介するものとして

ここでのf個人」は特に設定されていないとしみ実家味で¥筆者の第 l
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都市化と高齢者の生活構造

生活構造の隠係表 l

i侍空手金役規構造的要因

間間段銭割範

生
活
文
化
機
造
(
家
風
・
し
き
た
り
や
文
化
な
と
)

生
活
関
係
熔
造
(
家
族
内
の
役
割
分
担
・
権
力
の
布
置
)

経
営
・
家
計
構
造
(
経
営
・
所
得
の
規
模
・
家
計
の
配
分
状
況
)

生
活
手
段
構
造
(
生
産
手
段
・
消
費
財
の
所
有
・
配
置
)

生
活
安
問
機
造
(
職
場
・
余
暇
場
関
・
家
庭
の
空
間
的
拡
が
り
)

生
活
時
問
機
造
(
労
働
・
余
暇
・
消
費
の
時
間
配
分
)

機能的側頭

①物質の再生産

生産活動

(労働力の消費過程)

余i絞活動

(労働力の糊・再生)
産過程 / 

消費活動

(労働力の再生産過程)

②組織の再生産

③精神の再生産

④生命の再生産

(注) 訟原治郎「生活体系と生活環境」青井和夫・松原治郎・副因

義也編 F生活法j宣の理論.l(有斐閣， 1971年)， 117ベーシ。

また「集団参与の総体Jに生活構造の内容を限定する定義は，第 2原理に符

合するものである。

理を満足させる。

生活構造を「生活主体としての個人が文鈴木広も，倉沢と同様な「媒介」という規点から，

相対的に持続的なパターン(8)J と規定している。倉沢化体系および社会構造に接触・関与する，

生活構鈴木のこの定義は「文化体系に接触・関与するJ部分が含まれるだけ，と比べた場合，

造の幅が広くなっている。その「文化体系」への関わりは， r一定の相対的に持続的な生活態度

倉沢の定

(生活目標と生活様式〉をとること (9)J を通して可能になる。

という行為を殴 lによって考えるならば，かりに， r参与Jもしくは「接触・関与J

(佐藤勉てr.Parsons， The Social System， τbe Free Press， 1951 

訳『社会体系論』青木書広， 1974年)より筆者の作図。

図 l 行為の体系
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義では， r社会体系(役割〉→行為」が強調され，鈴木の定義ではこれに加えて「文化体系(価

値・規範〉→行為」もまた，同じウェイトで語られていることになろう。その際重要なのは，

行為をめぐる社会体系と文化体系との関連把握と，ノミーソナリティ体系を生活構造のどこに位

置づけるかにあると思われる。

筆者の方針は，生活構造の内容をできるだけ限定するところにあるから， r社会体系(役割〉

→行為」のみを生活構造の主内容とするものである。したがって， r文化体系(価値・規範〉→

行為」と「パーソナリティ体系(動機〉→行為j は，ひとまず生活構造とは独立した範轄であ

る生活意識として，操作的に区別しておきたい。

ところで，倉沢と鈴木の都市社会学的生活構造概念を受け継ぎ，独自の考察を加えたのが森

岡清志の生活構造論である。「都市的生活構造とは，都市住民が，自己の生活白標と価値体系に

無らして社会財を整序し，それによって生活問題を解決・処理する，相対的に安定したパター

ンである(1u)j とのべられるところから判断すれば，その生活構造論の特色は，社会財概念の導

入とそれに基づく生活問題の解決・処理としづ発想に求めることができる。この場合，社会財

としては，①専門機関群と②相互扶助的提供主体群との 2者が想定されていて，それらの活用

が生活問題の解決・処理を導くと L、う図式である。この視点は非常にユニークであるが，それ

だけに究明すべき課題がまだ残っている。

まず，社会財(とりわけー専門機関群〉の導入による生活問題の解決・処理のパターンは，生

活構造というよりもむしろ生活様式ではないかと Lウ疑問が生じる。つまりそれは，鈴木広の

「生活態度のなかの生活様式Jを表現している内容であると思われる。筆者の理解では，専門

機関群を活用した生活問題の解決・処理パターンは，都市的生活構造ではなく都市的生活様式

である。おそらくこの桔違は， r生活様式は，地域社会における生活問題の共同処理システムで

ある(1!)j という， r地域社会の共同処理j に力点をおく認識から生まれるのであろう。

しかしながら，生活様式を特に地域社会に限定する理由はなく，個人でも生活様式を確定す

ることは十分可能である。偶人が，社会財の一部として専門機関群のサービスを積極的に活用

する生活の営みは，生活構造というより生活様式であろう。分析的にみれば，倍人と地域社会

の両方において，それぞれ生活構造と生活様式が存在すると考えられる。

森開の生活構造論で興味深いもう一つの論点は，社会参加構造の把援にある。すなわち， r社

会参加は，生活問題を解決・処理するための，資源・財の処理行動(12)j とされ，従来の都市社

会学的生活構造論の基幹をなす「集団参加Jを継承するかにみえるけれども，実質的に内容は

かなり変えられている。この「社会参加」の理解にたL、する筆者の疑問は 3通りある。第 1に，

この規定では，社会参加は鮮嬰な目標(生活問題の解決・処理〉を不可欠とするので， 目標達

成をめざす手段的(instrumental)行動のみに限定されてしまう恐れがある。 は，社会参加

をフォーマル，ノンフォーマル，インフォーマノレの 3関係から構成し，フォーマルとインフォー

マノレの関係には生活基本行動と生活拡充行動を， ノンフォーマル関係には生活拡充行動を，そ
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都市化と高指令者の生活構造

れぞれ現象として読みとる立場をとっている。そうすると，たとえば，買物としづ生活基本行

動は食事としづ生活問題の解決・処理のために商業機関とし、う専門機関の活用を意味し，かっ

手段的行動の側面が濃厚であるので，確かに社会参加といえようが，生活拡充行動に該当する

遊びは手段的ではなくむしろ享受的(consurnrnatory)な特徴を多くもつから，森岡の社会参加

論からは除外されてしまうかもしれない。

第 2の疑問は，生活構造を「生活問題の解決・処理j に限定する試み自体に向けられる。こ

こにいわれる「生活問題」とは伺か。また「生活」の全体を， I問題」としてのみで、果たして捉

えることができるであろうか。「問題Jは「問題ではなし、」ものとの対応関係のなかで認識され

る一商であるから， I生活Jの全体が「問題」として存立するのではなく， I問題ではなし、J

活の側面もありえるのではないか。したがって， I生活Jのある価面が「照題jとみなされるの

は，何らかの基準(たとえばデュノレケムの正常と病理(13))に照らした結果によるからであろう。

このように「生活問題」としづ考えを生活構造論に利用する際には，①生活様式論との混同，

②「問題ではなしづ生活の側面の省略，が発生しがちとなる。おそらく森岡の意図は「生活問

題」よりも「生活欲求」の観点でより生かされると思われる。しかし， I解決・処理」に盟執す

る限り，生活様式論との混河は解消されない。

第 3の疑問点は生活者の「主体性J把握の方法にある。主体性の強調は都市社会学の論稿で

も顕著であり，たとえば「生活主体を労働者としてではなく，生活者として，つまりかれ自身

の主観的状況判断と目標設定にもとづいて，生活様式を選択・創出・維持していく，自由選択

的行為主体者として把握する(14)J 視点がすでに提起されている。森岡の特邑は「主体性を社会

財の選択的処理による自己制御に見出す(同」ところにある。ただここで問題となるものは，社

会財が専門機関群と相互扶助的提供主体群とに分けられている点であろう。この両群を選択す

る行動に等しく「主体性」を当てはめてよいのか。

錆単な事例によってそれを考えてみよう。元来，主体性はその対極に客体性が定置されてい

るから，対象となる行動に客体性が認められるほど，その主体性は逆に減殺されるといってよ

い。たとえば代表的な専門機関サービスとして，上水道と廃棄物処理とを取り上げてみる。自

給自足を主とする村落的生活様式において， I水源」は自宅の井戸，共向井戸，)11の水，売り水，

天水などであり，地域の形態や家計にrc;じてそれらは文字通り選択的に利用されていた。そこ

では，何種類かの「水源jがまさに主体的に選択され，食事，入浴，洗濯，掃除という「欲求」

が，そして農作業という「問題Jが処理されていたので、ある。

けれども，今日の都市的生活様式は個人からみれば他者依存型で， とりわけ専門機関への依

存から成立しているから， I水源jは行政機関の上水道以外にはありえない。もし「主体性」の

観点から「水源Jをめぐる両生活様式を比較するならば，村落的生活様式の方が優るであろう。

なぜなら，都市的生活様式での「水源Jについては，全く選択の余地がないからである。

間様の事情は寵棄物処理でも認められる。露棄物についてそのほとんどすべてを専門機関が
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処理するシステムが完成している都市的生活様式では，廃棄物を世帯から出す日時と場所を遵

守することのみが個人に求められるにすぎない。しかし，自給自足的な村落的生活様式におけ

る廃棄物処理は，家事全般の燃料，田畑の肥料，単なる焼却，山や川iや堀への投棄というよう

に，都市的生活様式に比べやはりいくつか選択の掘があった。

以上の事例からすれば，専門機関(とりわけ行政機関〉をめぐる「生活問題の解決・処理j

には，生活者の「主体性」よりも「客体性」が濃厚に認められるというべきである。都市的生

活様式では，特に行政を中心とした専門機関サービスは，生活者が「選択し制御Jできる余地

に乏しく，多くは客体としてそのサービスを受容する以外に方法がない。それは上下水道，廃

棄物処理，道路維持，幹線道路の除雪，公園の管理などでも等しく当てはまる。おそらく生活

者の主体性は，民間の専門機関サービスと相互扶助的提供主体群との関連でみられるのであろ

う。けれども，行政中心の専門機関サービスの受容に主体性が弱い以上，全体として社会財の

選択的処理に主体性を見出すことは困難である。

したがって，生活構造論に「生活問題の解決・処理j というアイディアを採用することには

問題が多いと思われる。これまでの議論を受けて，筆者の生活構造研究の前提は次の通りとな

る。

① 単なる事例研究ではなく，生活構造の比較研究を通して中範囲の一般化を志向するため，

従来労働者または「定職者」のみに限定されがちであった「生活者Jを無限定に拡大する

反面， r生活Jの内容には「生活問題の解決・処理Jをも含まないよう，かなり限定した内

容のみを対象とする。

② 都市的生活様式(専門機関サービスと住民の相互扶助システム〉論において，専門機関

サービスは生活の質(QoL)(l6)研究で，相互扶助システムは生活構造論で，それぞれ協力的

分業として扱われているから，生活構造論では社会財としての専門機関サービスは取り上

げない。

③ 生活構造は個人と社会構造とを媒介するとし、う都市社会学の伝統に従う。

④ 「都市社会構造を集団体系・成層体系・地域体系とそれらを立体的に貫く行為体系におい

てとらえ(l7)J る視点を継承する。これは図 2のように描かれる。

⑤ 都市社会構造を狭義には集団体系とみなし，広義としての④と対比させる。

⑥ 生活構造とコミュニティ論との接合を試みる。

図2 生活構造の位置
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表2 さを滋構造の内容

マノレ， ノン

ォ…マル関係〈公的、 IE災〉 ヲンタザ……一一一一生約紘1e行動

ンボランタザ一一一生活2謀本行救

ンブォ m ザノレ関係な主主<;，絡式〉…ーボランタザ一一……一一生活拡充行動

ンフォ-"71;， 1装H:系〈弘約，

として定義される。ここ fこL、う ブ:t

マノレ， インツォーマノレの 3 られる。このうちアォ…?ノシ関係はぶ

ランタワーな俄|痛とインボランタリーな側悪から成立するが，弱者は生活拡充行動として，後

として現象することが多い。次のノンツォーマノレ関係?と生器拡充行動のみで

るる。また，インアォ…マノレ関係は周知の議成的 (achieved)と帰属的Cascribed)に分鎮さ

それぞれ生活基本行動と生活拡充行動との前方の特徴をもっと考えられる(表 2)。

フォーマル関係は. (1){訂ふかの綴井手7が右e#J.ずお均 五ιイの議会，少なくとも

されれは.令俸としてすナンクションざい主手会ろとルヵミマ写会主主 命 h守屋聞け学会主，:s:jZ築 v戸、けずrく，

イ ンブ オ

ママ

の自擦や活動内容は顎確に く としており，

くない， というち点、の特徴が摘出できるc

ところで，

として成立しているが，

れは主としてネットワーク

会込

2で示したように，生議構造も社会構造も

'iた投割を媒介と寸る連関として存在する。こ

ることができる。ただその一部をf欲求充足j

を既述の 3

はそこにある。玄

帯と職域とレう 2大生活空路で発現し，

弘毅域では労働が代表的な行動で怠る。役椿は関係議からするとインフォー-<!しな帰属的特

づけているものは，

ぷ(18)I 
..10 

それ以外の

行事参加，

議波はフォー?ノレ欝f系のうちインボランタリ…な性質を多くもっている。

に擦を発ずるものであるJおよそ生活拡充集諮と名

ため.-:"I"J応似合つ

となる〉でしか存夜しえないか

と都J心がや心)で発生する。その内容も

どに分かれて ることが多L、
これまでのフォーマんとインフォー γ/レの謁欝係について は鈴木広沿い、う
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状jの記述=説明二二追認としづ形で(l9)j まさしく推進されてきたといってよい。そこには「主

体の創発性→社会の改革としづ方向(20)jをもっパースベクティフ、は確かに弱かった。筆者がノン

フォーマノレ関係をあえてその両関係の中間に位置づけた理由は，ボランタリーにしかありょう

がないこの関係の「記述=説明=追認」を通して，それを核とする「主体の創発性」を読みと

りたかったからである。ノンフォーマル関係を「互助」システムの中心とし，そこからコミュ

ニティ関係が展望できれば，生活構造研究の意義もいっそう深まるであろう。そして， 1"近隣関

係を軸とするインフォーマノレ関係→ノンフォーマノレなボランタリーアクション→互助システム

→コミュニティ関係」を想定することは、かなり自然、でもある。

関係の実証的研究においては， ソローキンが「連帯性」分析でのベた，相互作用論の類型軸

を応用することが有益であると思われる。それは， 1"相互的 一方的j，1"短期的一長期的j，1"直

接的一間接的」にまとめられるものである(2九本稿でもデータ解釈の際に利用することがある。

生活構造論の機略は以上の通りであるが，次にその対象者である高齢者および高齢化につい

て整理しておきたい。

第 2節 高齢者の生活構造と分析図式

高齢者とは一般に 65歳以上の人に対する名称であるが，社会学的には「役部縮小過程の存在j

と理解することができる。また，高齢化は 65議以上の人口が社会全体に占める割合を増加させ

る過程を表現するものであり，役割論からすると，社会体系のなかで「役部縮小」を余儀なく

させられる人々が増加する過程とみられる問。すでにみた通り，役割は社会体系の基本要件で

あり，たとえばパーソンズによって， 1"個人行為者の全指向体系のなかで，特殊な相互行為の文

脈に関する期待を中軸として編成された……一人またはそれ以上の他我との相互行為を規制す

る，価値基準の特殊な集合と統合されている一局面j(23)と規定されている。それは，地位=役割

というように，特定の地位に付随する行為および棺五行為に限定される場合もあれば，地位と

は無関係にいわば総体としての人間存在にたし、して期待される行為を含むこともある。

かりに高齢者の生活を国式化すれば，図 3のようになろう。生活者一般と同じく，高齢者の

生活空間もまた，世帯(家族〉と地域そして職域とに分けられるが，定年菌前の「窓際族」が

図3 高齢者生活の分析図式
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の世帯の増担任3.1%から 18.3%へ)， となろう。この動売のなかマ，世帯f家
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とのように産業イととの

り必然的におこ 6ょう

は縮小売fざあきrえない。

ると，職域と

えられる。で、は，残りもう る地域ではどう

シカゴ学派のブ…パニズム 、ては審誌の社会関係の態小が，結果と
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存在することになろう。ぞれきど境らかにするためには， どのような手続き

しあたり，都市の規模〔人口と

もまた多く

るか。さ

まさに

引乍業ロ説明 z 追認 iし そ

ろう。

に設定し

i今容を限定すると L、う方針はこ る。そして，

っして f定職者j ないし

として，

だけではないことも，理解できる
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隣関係と， ブォーマノし関保のなかのボランタザーな側面を，その罷題解明のための最小限の指

標と仮定する。それは伺よりも，都市研究における社会関係研究め代議的な項尽であったし p

「主体の創発性よさどみるうえでも，有効であると態われるからである。

ところで，

べてをもつ

は規定でき

ある。た

インブォ… γ ノレ関係に含まれる以上，

とは当然で、三ちろう O すなわち，近隣L

インブォーマル関係の特徴す

さく，活動内務

とし，規約はもちろんない、という を努びるもので

近欝は地域的制約を受ける なる。

その地議の範践

軒」から11

近隣

よって生じる

道路舗装)， G告白

されてきたが，たとえば「自 5， 6 

く認知されていて(27)

る

L 、。むしろ，

もよるが， 1 El常的な

る事:(地域の治安の綾

と〉が指告発されたり (28) 争犠人簡の影響力の

けるこ

舎準拠

りすることが集詔， φ地役の場，命社会問題を規定するための基盤，の 6

多L

である。そして，

の方法は，

作用

主会A
L口 p

イテンディティも

という機能 るため

おいては， 1日常的課題jについての f認互扶助の源泉jとして

強く求められるからである。そのためには近隣を類型北し，そ

Hこ撃翠できる方針は有設かもしれない。こ

される地域とのつFンヅンティティの総;鼠②賠住者の期の相互

としても入@居住務とi在韓外の銀:界との関に三ちる

も高し

integral (完全統合的

るとされ，次第に

まるとみられている。

近隣では，ア

くなり，

もちろんこの関はそデルであるから， integral (語会統合髭!な〉近隣とかなり弱くなった近欝

とが，生態的に分布することは事実でるる。ワイアマンによれば，完全統合的な近隣が見出さ

れるのは安ホワイトカラー中心の郊外， インナーシティ， それにブ、ノレ…カラ

int母gral 担arochial stepping-stone mosaic diffuse tr品目訟tory anomlC 

U.lJP. Wiremarしか-banNeighborhoods， Networks， and Familieふ(o.C.Health and Comp昌ny，
1984)，p.40 

関4 近淡の幾重Eイヒ
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である(31)。このうちホワイトカラー中心の郊外については，ホワイトが解明したようなサパー

パニズムの存在によって，近隣関係の豊かさも想像可能で、あろう (32)。けれども，アーノミニズム

はむしろそれとは正反対の内容で構成されている。その最も凝縮した地域と考えられているイ

ンナーシティで，サノミーパニズムと同じく豊かな近隣関係が仮定されているのは，興味深い。

日本では，それほど明確な生態学的住み分けは認められないから，直接的な応、用は困難であ

るが，それで、もインナーシティに，地域とのアイデンティティ，鹿住者聞の相互作用，外部と

の結合などが強くみられると L、う指摘は，高齢者の生活構造を特に近隣関係に焦点をおきなが

ら研究していこうとする立場にも，かなり をもつであろう?なぜ、なら，まさに二重の意味

で，インナーシティは「問題」となってきたからである。一つは夜間人口と昼間人口との差が

ますます拡大していくために，専門機関サービスの対象とその規模とに混乱が生じてきたこと，

そして昼間人口のための業務地霊化が進展することによって，居住空間としづ側面が弱まりは

じめ，その結果，近隣関係の縮小と生活者個人の弧立化が問題となった点があげられる。二つ

には，そこに滞留する夜間人口が地域移動をしないために，急速な高齢化が予想されるに至っ

たことである。ここから，通説として， diffuse (拡散した)， transitory (一時的な)，アノミー

的な近隣が仮定されがちであった。この「インナーシティ問題Jの解決もまた，都市研究に期

待されているが，都市社会学からの途は現状の正確な把握から始まり，生活構造研究がその一

環を担っている。

分析図式の自助，互助，公助は，福祉提供主体の相違ごとの「援助サービス」を意味するも

のである。そのなかで生活構造に直結するのは，互助である。高齢者をめぐる互劫の前提には，

役割期待と評価の問題がある。前者については， I個々の役割は，各錨人のそれぞれ異なった役

割体系の全体に調和しなければならない。個人が関与しているすべての相異なる役割は，かれ

の動機づけの体系のなかで相互に依存しあっている (34りから，高齢者の生活構造に応じて役割

期待の内容も変化する。

役割評価に関しては，長い職業経験から得られた技能の稀少性と一般的な生活体験の豊富さ

とが利用されやすい。し、ずれも産業化の進行にともなう手段的合理主義の浸透によって，意義

を失いやすいが，逆にそれらが新しい社会関係の創造基盤となることも多い。

互助は，個人の通常のライフサイクノレからすると，向老期までは，世帯(家族)，職域の 2大

生活空間で、顕著にみられる。しかし，高齢者では，既述した理由で，職域でも世帯(家族〉で

も乏しくなり，結局，地域が唯一の互助基盤となりやすい。互助はもちろん関係の一種である

が， フォーマノレな関係をとることは稀であろう。一般的にはインフォーマル関係， とりわけ親

戚と近隣の形で存在すると思われる。しかし，親戚は空間的距離が離れている場合， 日常的な

互助機能をもちえない。高齢者への福祉サービスは， 日常的に求められることが多いから，し

かも緊急のサービスが必要となる機会も多いと予想されるから，親戚に依存する互助には大き

な限界がある。ここに高齢者の緊急時にも臼常生活のうえでも有効に互助基盤として，近隣へ
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の期待が寄せられるわけである。では，アーパニズムの影響下において，近隣関係の程度はど

うなっているであろうか。従来試みられてきたいくつかの実証研究を通して，まずその実態を

とらえてみよう。

第 3節 高齢者の近隣関係と生活拡充行動

たとえば，大都市圏のインナーシティ問題を，①経済的衰退，②物的衰徴，③社会的不利益，

とりわけコミュニティの崩壊，④少数民族問題，に分け，いずれも深刻な状態になり始めてい

るとしづ指摘がある問。それは新しい都市問題であるが，都市社会学からすれば①，②，④は

ともかく③社会的不利益， とりわけコミュニティの崩壊としづ問題は，もっと慎重な議論を要

するものであろう。コミュニティの実態分析抜きの評論では，あまり有効な視点とはなりえな

いと忠われる。そしてその実態分析の軸もまた，近隣関係にある。

近隣関係の調査は，都市社会学では質と量との両側聞にわたり，おこなわれてきた。対象と

なった都市L 東京から地方の小都市まで，都市化の程度(人口と機関の集積震〉が異なるも

のが含まれている。ここで既報告の諸研究を取り上げる基準は，①近隣関係の質的側面を研究

していること，②高齢者の近隣関係分析と比較できる研究であること，③都市化の程度が違う

都市での研究を含めること，などである。筆者の最大の論点は，高齢者の近隣関係が， 20蔵か

ら向老期までの生活者のそれと比べて，親密さの程度ではむしろ高い額向をもつことを示すこ

とにある。その実態を踏まえて， ノンフォーマノレなボランタリーアクションとコミュニティ関

係への展望がのべられるであろう。

最初に，都市における近隣関係の量と質の実態を，札幌市での研究から概観しておこう。札

幌市民の近隣交際量と交際様式の調査から，小田利勝は次のような結論を得た。「具体的な近隣

交捺量では， rあL、さごっJ程度のつきあいでは l人当り平均 12車'1'， r立ち話j程度で 5軒であり，

それ以上の毅密なつきあいとなると 1人当りほぼ I軒である。……それは，都市における近隣

交騒が，個人や個創世帯の主意的選択に基づいて成り立っていることの現われである (36)J。ここ

から帰属的側面と同時に，近隣の達成的性質をも読みとれるであろう。その両性質をまさに主

意的に使い分けながら，都市生活者は近隣関係を継続させている。その結果， I“都市砂漠"や

近隣関係の欠如といった大都市における近隣生活に関する通説は札幌の市民生活に必ずしも妥

当しなL、(37)J とのべられるのである。

この札腕研究から，近隣関係で最も多いのが「あいさつJ程度，次いで「立ち話」程度の交

際様式であることが理解され，量的な側面でも，インナーシティ問題研究で常識化しているよ

うな菰立化は認められないことが分かるであろう。

そこで少し具体的に，生活者鋼人の近隣関係について，簡単な都市比較を試みよう。とりあ

げた都市調査は，東京都 0971年)，川崎市 0981年)，北九州市 0981年)であり，いずれも
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梅街i
一般

福岡
一人

瀬高
一般

瀬高
一人

いといってよいことになる(39)。

福照一般 福[尚一一人 瀬潟一般 i綴高一人

-2‘59 

* 
-5.15 -2.82 

** ** 
-6.80 4.85 3.06 

** ** ** 
ネ p<.05 **p<.Ol 

図 7 一般高齢者と一人暮らし高齢者

の近隣関係の比較(t -検定)

さて，向様の方法を用いて，高齢者の近隣関係を比較してみよう O 素材としたのは，福岡市

0981年)，福岡県瀬高町 0982年)，久留米市山本町 0984年〉の各調査である。瀬高町と山

本町での調査は筆者が実施した。まず，全体の額向を概観しよう。回答項目は， IつきあわずJ

「あいさつ程度J，I世間話程度J，Iときどき家を行き来するJ，Iよく家を行き来する」となり，

既述した都市調査とは奥なる面はあるけれども， 5設措の選択肢でもあり，大体の傾向把握には

使えよう。また参考までに札幌市のデータも加えた(40)。国 6はその一覧である。

まず，平均得点を算出してみると，福岡一般高齢者(これは高齢者夫婦家族と一人暮らしの

高齢者とを捺く高齢者一般を意味する，以下田じ〕が 2.82，福岡一人暮らし高齢者が 3.00，瀬

高町一般高齢者が 3.27，瀬高町一人暮らし高齢者が 3.61，久留米市山本町一般高齢者が 3.14と

なる。ここから興味深い{箆向として， どの地域でも，一人暮らし高齢者の方が一般高齢者より

も高い得点をだしたことが分る。そこで，福間市と瀬高町とにおいて伺じく t 検定をおこな

うと，限 7が得られた。

この図から，①同居中心の一般高齢者よりも一人暮らし高齢者の方が，近隣関係の親密性が

、こと，②高齢者の近隣関係と都市化の程度との関連は，逆相関にあること，③一人暮らし

高齢者については都市化の程度が低い方に親密性が高くみられること，④要するに， I都市化・

高，一般高齢者J<I都市化・高，高齢者一人暮らしJ<I都市化・低，一般高齢者J<I都市化・

低，高齢者一人暮らし」の順で，近隣関係の親密性は強まること，などが見出された。

けれども，この分析だけでは，都市化と居住形態(問居か一人か〉とのどちらが，近隣関係

の親密性と強い相腐を示すかが不明であるから，それぞれで、偏相関比をだしたところ， 0.16と

0.08とになり，居住形態、よりも都市化の程度の差が近隣関係の親密性をやや左右しがちである

ことが分かった(41)。

また，札幌市でも悶様な傾向が確認される。札幌調査では，親密な関係が「お互いに訪問し

合う人がすこしはし、るj と「お互いに訪問し合う人が何人もいる」と表現されていて，福岡や

瀬高と産接の比較ができない。しかし，高齢者一般と一人暮らしとを比較してみると，一人暮

らしの方が近隣関係の親密性の点で，はっきりと優位にあることが分かった (x2検定で 99.9%
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としての近畿を強化する
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関係が持議されているとみられたが， ここからも荷者の投観相様性は推測可能であろう。そし
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らざるなえないから，この実態と強化の方法との考察は重要なテー?となってこよう。

'-'- '-' ::t: i01丹 羽 り 仰、のる近隣関係のデータから，都市北の影響が親密性に対し

されること，家族との毘詩形態の違いが高齢殺のそれに影響を及ぼすこと，それは役割遂苛め

ところで〉
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表 3 都市と行動パターン [(人)%J

札幌 函 館 深川 帯広 中札内 鋭|路

くらし優先裂
(26) (29) (19) (23) (3) (7) 

11.6 16.3 15.6 14.9 9.1 4.2 

疎 タト 型
(24) (28) ( 6) (13) (2) (19) 
10.7 15.7 4.9 8.4 6.1 11.3 

中高年趣味型
(11) (16) (27) (32) (7) (16) 

4.9 9.0 22.1 20.8 21.2 9.5 

家庭婦人型
(30) (26) (19) (17) (1) (29) 

13.4 14.6 15.6 11.0 3.0 17.3 

仕事・同僚型
(29) (20) (13) (16) (6) (24) 

12.9 11.2 10.7 10.4 18.2 14.3 

単身・教養型
(48) (21) ( 3) (18) (3) (31) 
21.4 11.8 2.5 12.7 9.1 18.5 

地域活動型
(18) (18) (23) (18) (8) (16) 

8.0 10.1 18.9 18.7 24.2 9.5 

主婦教主主型
(38) (20) (12) (17) (3) (26) 
17.0 11.2 9.8 19.0 9.1 15.5 

ctl二〕 森岡清志「生活肱充的行動と生活構造」感I.Li.杉|向・森岡『生活様迭に!均す

る調査研究報告議J(北海道大学文学部社会学研究室， 1980年)， 61ページ。

表4 高齢者の生活拡充行動とフォーマル集団参加 (%)(M A) 

奉仕活動 スポーツ 趣味・娯楽 ρヲみゐい 望号 同窓 会 役員活動

全 体 24.1 18.1 32.3 8.6 30.2 33.4 
福 男 24.1 26.5 25.7 5.6 33.0 33.5 

1I司 65-74fJft 34.5 19.8 28.4 5.2 29.3 41.3 

市 女 24.1 8.6 39.6 11.9 27.1 33.4 

65-74歳 28.0 4.7 38.3 11.2 22.4 31. 7 

坊津 全 {本 62.3 17.1 9.8 8.4 13.7 54.1 

町 65-74歳 48.7 10.9 5.9 5.0 11.9 42.7 

(i:U 九州経済調査協会ほか『高齢化の現状と将来展望J(総合併究開発機織， 1985
年)， 142ベージおよび702べーシより再集計。

「単身・教養型Jと友人依存， r仕事・同位型Jと同僚依存に加えて， r地域活動型」は近隣関

係パターンとの関連の深さが確認されているところから判断すれば，近隣関係の親密度の高さ

によって， r地域活動型」の生活行動パターンもまた生成しやすいと Lづ仮定が成り立つ(叫。そ

こで，高齢者の生活行動が「地域活動型」を示す可能性は，すでにのベた近隣関係の親密度か

らみて，十分に存在するといってよい。

表 4は，高齢者が実際に参加しているフォーマル集団のデータである。これは，福間市と鹿

児島県坊津町での調査結果を再集計して得られた。都市化の程度が低い郡部の坊津町の特徴は，

「奉仕活動」と「役員活動」の豊かさにある。価値論を利用すれば，この両活動参加は「貢献

価値jの側面が強いとまとめられる。すなわち， rみんなのためJ，r町のためjの活動は，郡部
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表5 高齢者と別震している子供との交流頻度

一人終らし

その他の高齢者

x2=36.3， p < .001 

者rlm化と高齢者の生活構造

(札幌市調夜)(%)

l ほとんど (N) 
祭わない

10.6 602 

4.3 2，262 

表6 …人暮らし高齢者と別農している子供との交流頻度比較 (%) 

一一

?菌防]市

瀬高町

x2= 17.4， p < .01 

表 7

会わない・その他 (N) 

12.0 

3‘5 

(%) 

503 

123 

県外 (N)

福 岡 市 26.1 40.9 5.6 3.5 218 503 

瀬 高町 4.8 17.4 6. 3 34 . 7 36. 8 123 

に多くみられるのである。一方，福間市の生活拡充行動は， iスポーツJ，i趣味・娯楽J，そし

て「同窓会」という「充足価値jをあらわす集団への参加に特色をもっている。しかしながら，

「奉仕活動」でも，男全体と女全体 (30歳以上 74歳まで)と i65-74歳j とを比べれば，男

女とも i65-74議Jの方がやや多い。また男で、は， i役員活動Jへの参加比率も高く出た。

これらが地域社会と高齢者との関わりにみる特徴である。次に，別居している子供との交流

頻度分析を通して，高齢者がもっ家族・親族と地域関係との違いを検討しておこう(叫。まず，

札幌市における調査結果から，一人暮らし高齢者とその他の高齢者(一般高齢者を含む〉とを

比較する。表 5から，近隣関係とは異なって，別居している子供との交流頻度では，一人暮ら

し高齢者の方がやや少ないことが把握できる。

都市化の程度が違う地域の一人暮らし高齢者間ではどうしづ結果が得られるか。撞岡市と瀬

高町とのデータから興味深い 2つの傾向を指摘することができる。まずーっは， i毎日J子供と

会う割合は福間市の方がかなり多いこと，ニつには「会わない・その他jに該当するいわば子

供との没交渉比率も，同じく福間市が高いことがあげられる。このアンビ、パレントな傾向が大

都市の一人暮らし高齢者の特色をなす。これらは，東ロンドンでタウンゼントが報告した非常

に高率の交流頻度にはおよばないけれども，親族との交流で高齢者が孤立しているとしづ結論

とは対立する結果と評価してよいであろう。

かりに表 6i毎日会う」の違いの原因として，表 7を{反定すれば， i徒歩圏内」と「市内・町

内」に子供が窟住するかどうかが，交流頻度の最大のポイントになろう。表 7から都市規模が

63 -



人文科学論集

大きいところは子供が身近に居住し，逆もまた正しいという傾向が確認できる。

以上から，高齢者の親族関係は，都市化の程度が低い地域ほど，そして一人暮らし高齢者ほ

ど，弱まりやすいと一般化しておきたい。これは近隣関係の傾向と正反対であるから，したがっ

て，近隣関係の親密性と別居している子供との交流に代表される毅族との交流とは，相補的な

側面をもっとまとめられる。あわせて，近隣と家族・親族との関連が，役割理論のうえからも，

相補性に富むといえるであろう。

第 4節 生活構造とコミュニティ

おそらく，都市の生態学的特徴から， I拡大家族は若い者にとってと同様に，老人にとっても

最高の慰めであり支えである(46)J といえる場合は，依然、としてあるであろう。しかし，やや普

遍的に現代社会の動向を観察すれば，主たる動力である産業化は拡大家族の方向とはむしろ衝

突し，既述したような小家族化と地域移動とが，同時に強まる傾向が認められる。このなかで

は，拡大家族に代わる新しい「支えjを見出す作業が要求されよう。悶 3を利用して，筆者は

それを「地域一住縁」とした。高齢者にとって， I家族・親族一血縁」と「職域一職縁」とは，

長期的にみれば，必ずしも「支えJとはなりにくいと考えられるからである。とりわけ，高齢

者夫婦世帯と高齢者一人暮らし世帯の増加は， I家族・親族一血縁Jのみに偏った「支え」では，

もはや社会的な対応ができないことを意味する。肉体的・精神的鑓康に恵まれ，経済的側面で

も何とかやっていける高齢者は，高齢者層のうち今後とも最大の層をなすと思われるが，その

層に属す高齢者は特に「地域一住縁」を太くするような生活構造が必要になろう。東ロンドン

調査を通してタウンゼントは，高齢者を家族の一員として研究しなければならないといったけ

れども附，被の論法をつかえば，今後の高齢化社会では、むしろ地域の一員としての研究がし、っ

そう重要になることは力説した通りである。

その基本的方法は，役割理論を基礎として，①高齢者の生活構造をフォーマル， ノンフォー

マル，インフォーマルの 3関係の側面ごとの実態を正確に把握すること，②そこから生活構造

を活性化させる要国を発見すること，③それをいっそう強化するために政策との関連をも射程

にいれること，などである。

本稿で試みたのは， このうち①と②であり， しかもかなり限定されたデータしか扱っていな

い。より幅広い研究が必要なのはし、うまでもないが，思られた分析から次のような一般化は可

能であろう。①高齢者の近隣関係はけっして孤立的ではなく、むしろやや親密性に富むといっ

てもよい(平均得点で 3.00を超えている)。②3世代間居の高齢者よりも、一人暮らしの高齢

者の方が，近隣関係の親密性が強い。③人口と機関の集積量からみた都市化の程度の差は生活

者一般と向様，高齢者の近隣関係を縮小する方向に影響を及ぼしている。④高齢者の居住形態

のうち増加傾向にある らしは，役割理論からみて，近隣関係を促進するよう作用する。
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⑤それはまた，家族・親族と職域での生活機会の減少が，地域への関わりあいを増大させると

いう役割相補的な関係として理解できる。⑥近隣関係の親密性は「地域活動型」の生活行動パ

ターンと結合しやすく，それはまた「奉仕活動j と「役員活動」とも深い関連をもっ。ここか

ら関係連合の核として， コミュニティ関係にも結びつきやすい。⑦別居している子供との交流

については， 3世代同居の高齢者を中心とする一般高齢者の方が，一人暮らし高齢者よりも高い

頻度を示す。⑧一人暮らし高齢者に限定した子供との交流は，都市化の程度が高い地域の方が，

没交渉の点で有意の関連をもっ。

コミュニティ研究のなかでの生活構造論の位置は次のように考えられよう。筆者はすでにコ

ミュニティ概念を物財(モノ)，関係〔ヒト)，意識(ココロ〉の 3構成要素に分解して詳しく

検討し，それらの複合システムとしてコミュニティ全体を把握した州。この図式からすれば，

生活構造をフォーマル，ノンフォーマノレ，インフォーマルの 3関係に限定する方針は，関係(ヒ

ト〉システムに該当するといってよい。例示的に扱った近隣関係は， I関係(ヒト〉システム」

の代表的指標である。

けれども， フォーマル関係への参加活動や生活拡充活動は，物財，関係，意識の 3構成要素

だけでは， うまく処理することができない。そこで， コミュニティの第 4の構成要素として行

(イベント〉を取り上げたい。まとめれば，図 8のようになろう。そうすると，生活構造の

研究テーマは， コミュニティ論のなかの「関係」と「行事」に接近することになり，当初仮定

した「儒人一生活構造一社会構造jのうち， コミュニティの社会構造への回路が聞かれるよう

になる。ただし，ウォレンのいう Horizontalな面のみで， Verticalな面への関わりはもてなし、(49)。

最後にコミュニティリーダーシップの観点から整理しておこう。実証したように，高齢者一

般も一人暮らし高齢者も，通説とは異なり，近隣関係にみられるインフォーマル関係は親密て、

あった。これはそのままコミュニティリーダーシップ資源として転用できる。かつて，カッツ

とラザースフェルドは，パーソナノレインフルエンス研究のなかで， I社会的・政治的問題のリー

ダーシップは，社交性が高くなるにつれて増大する (50)J ことを証明したが，高齢化研究にもも

ちろんこの命題は応用できる。なぜ、なら，ここにいわれる「社交性」は，①近隣以外の友人数，

②組織， クラブ，ク、、ルーフ。への加入実態が指標とされているからである。両者とも豊かなほど

社交性にも富むと L寸前提があるのは当然であろう。これらの指標のうち， I組織，クラブ，グ

関係
(ヒト)

物財(モノ〉

意識(ココロ)

図8 コミュニティと構成婆索
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ループへの加入実態jはフォーマル集団への参加と同義であるから，カッツらの命題はそのま

ま利用できる。問題は「近隣以外の友人数」を指標としたその命題が，近隣関係のみに限定し

た研究結果に応用されるかどうかにある。筆者は友人関係を達成的特徴をもっ関係として理解

する社会学的伝統に従うが，近隣関係を帰属的関係のみとする伝統には疑問をもっ立場にある。

その理由としては，①都市における近隣関係が選択性を帯びがちで、あること，②選択された近

隣関係は個人でも世帯ぐるみでも友人関係に転化してしまうこと，があげられる。おそらく，

「用事依頼・金品貸借」とか「よく家を行き来する」とし、う近瞬関係は，単なる帰窟的特性を

超えて，達成された殺しい友人関係とみるほうが正確であろう。

結局， カッツとラザースフェノレドの命題にいう「社交性」は，個人の観点からすると，豊か

な生活構造をもっ状態として理解できるから，高齢化研究にも応用可能性があると考えてよし、。

したがって，その成員比重が高齢者に偏る高齢化社会では， I社交性Jvこ富む健康と経済に不安

のない高齢者をリーダーとした，社会的・政治的問題への対応が想定できるのである。家族・親

族内と職域では役割縮小を余儀なくされる高齢者が，向老期までのライフサイクノレで、占めてい

た社会的地位とは無関係に期待される役割は，地域社会に多く存在する。そのいわば潜在的資

源を掘り起こす作業が学問的にも求められる。もし， I役割が人をつくる(51)Jので、あれば， Iイ

ンフォーマノレ関係→ノンフォーマノレ関係→コミュニティ」の流れは，高齢者の生活構造を起点

にした「社会体系(役割〉→行為j分析がめざすべき方向といえるであろう。

そして，社会体系の存続・発展の要件として，アイゼンシュタットがあげ、た

(1)ポシションと役割への人々の配分

(2)役割遂行のための人々の社会化

という 2つの方針が(52) 高齢化社会の「存続・発展」との関連で，改めて考察されるべきであ

ろう。本来， I役割縮小過程」の存在である高齢者に，家族・窺族と職域とではともかく，地域

社会の場で，新しい役割を配分できるシステムづくりが，コミュニティ論にも求められている。
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