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序章 問題設定と本稿の目的 

 

第一節 問題設定 

法システム1（legal system）をはじめとする、複数の分化した機能システム2への接

近の背景には、どのようなメカニズムが存在しているのだろうか。言い換えると、各機

能システムを活用するためには、どのような要素が構造的あるいは心理的に必要とされ

ているのだろうか。 

とりわけ社会的排除状態（social exclusion）3の顕在化が指摘されている今日の社会

において、法システムを活用するということは、社会的包摂（social inclusion）4とど

のような関連性を有しているのだろうか。 

本稿では、〈疎外メカニズム〉5と〈包摂メカニズム〉6の断絶を埋める 1 つの要素と

して、各機能システムへの接近を可能としている自己及び他者に対する「信頼」が位置

づけられ、両者間の架け橋を作り得る必要不可欠な要素として機能しているのではない

か、そして両者間の架け橋を作り得るもの、すなわち疎外メカニズムと包摂メカニズム

の中間に位置づけられる重要なファクターに属人的（パーソナルな）要素に起因する信

頼が存在し、その信頼がシステムの作動を事実上可能にしているのではないかという仮

説に立ち、検討を進める。 

具体的には、第Ⅰ部において現代社会における排除の実態を取り上げ、第Ⅱ部におい

てはシステム内在的な排除性について法教育という逆説を中心に考察を行う。そして第

Ⅲ部において法システムをはじめとする各機能システムが内包する排除性を克服しう

                                                   
1 ここでは、法機関と法規範の両面を含む、制度的メカニズムの総体を指すものを念頭にお

き‘法システム’という用語を使用している。 
2 機能ごとに分化したサブシステムとしての各社会システムの作動の総和を‘社会システ

ム’とする N.ルーマンの捉え方に依拠している。 
3 社会的排除議論及び社会的包摂議論については、イギリスやフランスをはじめ諸外国にお

いて理論的あるいは実証的な研究の蓄積がなされている。日本においても近年排除論／包

摂論を巡る研究が注目を集めているが、とりわけ社会的排除の社会指標である相対的貧困

率や子どもの相対的貧困率が 2009 年に政府によって公表されたことが、従来から潜在的に

存在していた社会的排除状態の顕在化へとつながったとされている。 
4 社会的包摂(social inclusion)に関して、本稿では岩田（2008）阿部（2008）浅井・松本・

湯澤（2008）らにより顕在化し今日の注目を集めている社会的包摂（social inclusion）論

のことを指している。関連して、分化した複数の機能システムからの重層的な排除として

社会的排除を捉えるルーマン理論に立脚しながら、再包摂における法の役割を実証的に探

る近時の法社会学的研究として、長谷川（2011）がある。 
5 構造的あるいは心理的側面に由来する複数の障壁の存在によってシステムへの接近に困

難性が伴う仕組みのことを、本稿では〈疎外メカニズム〉と捉えている。 
6 〈疎外メカニズム〉とは対極にある仕組み、すなわちシステムへの接近に特段の困難性を

伴わずに過ごせる状態が持続的に存在している状態を、本稿では〈包摂メカニズム〉と捉

えている。 
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る 1 つの可能性として、システム作動要因としての属人性（パーソナリティ）の機能に

着目し実証的検証を行う。第Ⅰ部から第Ⅲ部までの一連の考察を通して、現代社会にお

いて〈法〉が果たし得る役割について検討する。 

 

第二節 研究背景・問題の所在 

はじめに． ―法システム活用の効用と逆機能― 

 〈法〉という制度メカニズムが作動するとき、そこには多様な効用と逆機能が存在し

ている。もちろん、法システムを活用することにより当事者にプラスの効果をもたらす

ことは多々ある。一方で、〈法〉という制度を活用することにより、まさに〈法〉制度

であるがゆえに、逆機能を発生させる場合もある。では、法システムによる社会的包摂

を図る場合、そこにはどのような効用と逆機能が存在しているのであろうか。換言する

ならば、法システムへのアクセス障碍となっている要因にはどのようなものが存在して

いるのであろうか。 

 

１．法システムへのアクセス阻害因子 

法実現のプロセスには、法規範の存在、当事者による権利主張、法機関の活用など一

連の流れが不可欠である7。しかしながら、そもそも法的問題への気付きがない場合、

あるいは法律専門家やその他の専門家へのアクセス手段がない場合も存在する。同様に、

適切な法的情報が届いていない場合や、仮に届いていたとしても何かしらの理由により

法使用を避けている場合なども想定し得る。 

法システムへのアクセス8に困難が伴う場合や、隠された法需要、少なくとも充足さ

れていない法需要が存在する場合、その背景には、構造的要因と心理的要因の両面にお

ける阻害要因が潜んでいる。 

（１）構造的側面に依拠した司法アクセスの保障 

構造的要因としては、住んでいる地域に弁護士をはじめとする法律専門職がいないと

いう司法過疎の問題9や、訴訟にしたくない場合の紛争処理方法についての制度設計及

び周知が不十分である点などが挙げられる。これらについては、日弁連及び法テラスに

                                                   
7 法システムと法過程について、本稿では六本（2004）を参考にしている。特に、六本

（2004:7）の図表は法システムと法過程について視覚的に理解する上で重要である。 
8 「司法アクセス」が意味するところについて濱野は、狭い意味の法律問題の処理に留まら

ず、「生の紛争・問題を法の視点に即して構築したものが『法律問題』として人工的に切り

取られたものである」という理解に立ち、重要なのは「依頼者の最も満足する解決のあり

方を依頼者とともに検討し、支援すること」であるとして捉えている（濱野 2006b:1）。 
9 司法過疎の問題は、従来から日本の法社会学研究において、また日本弁護士連合会を中心

とする各法曹団体において、弁護士をはじめとする法律専門家の偏在問題として研究や解

決のための実務的取り組みが行われてきた。なお、全弁護士数に占める大都市圏（東京三

会）所属の割合が 1960 年代以降近年にいたるまで高い割合を維持しているとして弁護士人

口偏在の指標を示すものに、樫村（2005:161-185）。 
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よる一連の司法過疎対策10や、法的情報の提供11、ADR の取り組み等12、構造的側面に

関する法機関の整備により一定の解決策の提示が試みられている13。 

例えば、先の司法制度改革の一環として施行された総合法律支援法に基づく法テラス

の設置14は、資力の乏しい人々への法的支援の提供（民事法律扶助制度の充実）や、ゼ

                                                   
10 市民に身近な司法の実現を目指す取り組みをまとめたものとして、本林・大出・土屋・

明賀編（2008）。そこでは 2006 年 10 月に業務を開始し、全国各地で市民の司法アクセス

障碍の解消に向けて活動を始めた常勤弁護士（スタッフ弁護士）らによる日々の弁護活動

の実態が報告されている。関連して、総合法律支援法の意義と課題を、司法アクセスの観

点から分析したものとして、法律扶助協会編（2007）。その中で小島武司は、財団法人法律

扶助協会の業務が日本司法支援センターに引き継がれたことを、「司法アクセスのための国

家的な新たな仕組みの 1 つ」であり、「本格的な国家的事業としての民事法律扶助がその新

たな展開を始めた」転換点として捉えている（小島 2007:9）。「さまざまな法的救済の阻害

要因」に着目して「法的救済へのより包括的なアプローチを探る必要がある」として、「正

義への普遍的アクセス」を保障する「正義の総合システム」理論の重要性を指摘する小島

の主張（小島 2007:12-40）は、社会的排除状態の発生とシステムからの疎外状況に焦点を

置く本稿の問題意識と共通している部分が多い。また、大石哲夫は、「法的ニーズの把握は

社会的排除の内容とその程度の認識とも深く関連している」として司法制度の運用におけ

るリーガル・ニーズ調査の重要性を指摘している（大石 2007:124-127）。 
11 法情報の提供は総合法律支援法第30条で日本司法支援センターの基幹業務の1つに位置

づけられている。 
12 ADR（Alternative Dispute Resolution）は、仲裁や調整、あっせんなどの裁判によらな

い紛争解決方法（裁判外紛争解決）を指す。2004 年 12 月に「裁判外紛争解決手続きの利

用の促進に関する法律（ADR 法）」が公布され、2007 年 4 月から試行された。しばしば ADR

は、相談や交渉も含む多義的な概念として使用される場合もあるが、山本・山田（2008）

によると、ADR 法による定義では第三者の関わりが想定されており、その点で ADR は斡

旋・調停・仲裁に限定されるとされている（山本・山田 2008:7-10）。なお、ADR 概念が生

まれた背景として早川（2004）は「権威者の判断を仰ぐような権力的紛争システムそれ自

体を嫌悪し、紛争に直面した当事者同士が自分たちの手により解決方法を発見するために

非権力的な紛争システムを希求した」として、1960 年代のアメリカ社会における反体制運

動の発生が背景にあったと分析している（早川 2004:3-20）。 
13 司法過疎対策について、日本弁護士連合会が 2001 年から開始しているひまわり基金事業

は当初、司法過疎地における法的ニーズの存在への疑問視や経済的に成立し得ないのでは

ないかと不安視する向きも存在したが、2013 年 1 月現在、日本全国に 112 カ所の設置がな

され（うち 41 事務所が任期終了後に定着、2 事務所が廃止したため、2013 年 1 月時点で稼

働している事務所は 69 事務所）、一定の収益を挙げていると報告されている（田岡 2008:10）。

なお、司法過疎地における「法的ニーズ」について阿部は、ひまわり基金法律事務所が開

設される以前から充たされることなく存在していた法的ニーズ（阿部はこれを「ニーズ先

行仮説」と呼んでいる）と、司法過疎対策により新たに創出された法的ニーズ（「ニーズ創

出仮説」）の二通りに分類できると分析しており、司法過疎における法的ニーズと言う場合

には暗黙のうちにニーズ先行仮説が存在していたのではないかと指摘した上で、法律事務

所の開設が地域住民の意識にどのような変化をもたらしたのか、すなわちニーズ創出仮説

の実態について定量的データを手がかりに検討している（阿部 2007:4-5）。関連して、樫村

（2007:417-462）。 
14 日本司法支援センター（法テラス）は、総合法律支援法に基づき 2006 年 4 月 10 日に設

立され、同年 10 月 2 日に業務を開始した。総合法律支援法の立法過程については、古口

（2005:3-111）に詳しい。 
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ロワン地域における弁護士の赴任など、これまで‘司法の空白地帯’に位置づけられて

いた人々に対して一定の効果をもたらしている15。同様に、構造的要因に根拠づけられ

る法システムへのアクセス阻害を除去するための取り組みとして、ホームページの充実

やコールセンターの設置、それらに関わる人的資源の増員、あらゆるメディアの活用な

ど、様々な手段を用いて法的情報の提供が試みられている16。 

 また、法律相談に持ち込まれる案件には、福祉的問題や教育的問題など、いくつもの

領域に重なる問題が複雑に絡み合って存在している場合が多い点に着目し、こうした複

雑に絡み合った問題について複数の窓口を経ずに１カ所に赴くことで解決方法を模索

し得る「場」を提供し、同時に当事者の負担感を軽減させることにより法システムへの

アクセスを物理的にも心理的にも促進しようと試みる取り組みとして、ワンストップサ

ービス17が挙げられる。 

このように、一連の構造的側面に依拠した改善策の提示、すなわち「法的機関の新設

や機能の充実」、「法的情報の提供」、「アクセスポイントの拡充」などの取り組みは、市

民が容易に法的情報へアクセスできることを、少なくとも制度上は保障していると言え

よう。紛争処理の第一歩として、法的機関へのアクセスビリティを従来よりも容易に確

保できる状態を構造的に保障することは、総合法律支援法第二条で掲げられている理念、

すなわち「民事、刑事を問わず、あまねく全国において、法による紛争の解決に必要な

情報やサービスの提供が受けられる社会を実現すること」という基本理念にも合致する。 

しかしながら、本稿でとりわけ注目したいのは、このような一連の構造的要因に関す

る取り組みの有効性を認めつつも、そうしたシステムへコミットできない
．．．．

人々、あるい

はコミットしない
．．．

人々の存在である。上記で挙げた構造的側面における法的支援施策の

充実は非常に有意義である一方、その「場」へ接近できない人々に対しては、支援を届

ける術を持っていないというジレンマを抱えている。これは、システム自体が内包して

しまう構造的ジレンマであると解釈できる。すなわち、構造的側面に依拠した支援施策

                                                   
15 司法制度改革論議と法律扶助の役割について、竹下（2002:171-190）。 
16 法的情報の提供方法について、法テラスコールセンターの機能や web サイトでの情報提

供、また図書館における法的情報の提供の可能性について論じた上で、情報提供者は援助

を必要とする人々がもつ心理的障壁を考慮に入れた対応が求められると指摘したものに、

大澤（2007:179-192）。また、諸外国におけるリーガル・サービスと IT との関連性につい

て紹介したものに、指宿（2006:83-98）。 
17 複数の窓口や機関に行かなくても手続きや相談が可能になる概念を指す。本稿では特に

紛争処理過程における多職種連携によるワンストップサービスを念頭においているが、例

えば厚生労働省が行っているワンストップサービスデイでは社会福祉協議会や自治体、弁

護士会等が連携することにより失業者に必要である様々な側面における支援（多重債務、

生活保護、年金、求職等）が行われている。なお、行政手続きの簡素化を進める政府の方

針により、国交省では新車の登録や車検など従来は複数の役所に行く必要のあった手続き

を自宅からインターネットで行えるサービスを自動車保有関係手続きのワンストップサー

ビスシステムと呼び運用を始めている。いずれの取り組みも、手続きの煩雑さを軽減し利

用者の負担を軽減することによりアクセス可能性を拡げようとする意図がある。 
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の有効性を実質的に高めるためにも、システムへコミットしようと思える状態の涵養に

着目した方策の模索が喫緊に必要とされている。この問題は、社会的排除状態にある

人々が権利としての社会保障を受ける際にも必要とされる要素であると同時に、一部の

限定された状態にある人々だけに適応される問題ではなく、広く一般に汎用性を持つ問

題群であると捉える事ができよう18。システムがその性質上内包してしまう排除性の問

題を直視し、システムへコミットしてもよいと思える基盤を実証的に探究することが求

められている。 

（２）〈知っていること〉と〈活用すること〉のギャップ 

―心理的アクセス阻害要因への着目― 

上記に挙げた一連の司法制度改革前後の施策、すなわち法的機関の充実や法的情報の

提供、またアクセスポイントの増設などの取り組みは、構造的側面に由来するアクセス

阻害要因の除去には一定の効果をもたらしている。 

一方で、システム自体に親和性を持てない人々、すなわちシステムが想定する範疇か

ら疎外されている人々のもとには、上記に挙げたような一連の施策は届いていない。あ

る程度届いていたとしても、活用には結びついていない現状にある。仮に法的情報に接

する機会があったり何かしらのタイミングで表面上は法的情報に接したりしたとして

も、〈情報を知っていること〉と、〈実際に活用すること〉の間には大きなギャップが存

在している。重要なのは、法的ニーズがあるところに適切な支援が届いていないという

構造的側面に依拠した対策と同時に、システムへのコミットメント基盤を失っている

人々のリアリティを直視した観点からの対策を考えることである。 

○若年層の法意識と法使用行動 ―全国大規模調査の結果より― 

 そもそも法的知識を〈知っている〉ということと、それを〈活用する〉ということの

間にはどのようなギャップが存在しているのだろうか。議論の出発点として実態を把握

するために、ここでは 2008 年に行われた大規模調査のデータに着目し19、若年層の司

法アクセス利用率が低いことを概観していく。 

○知識と活用のギャップ 

                                                   
18 法律専門家と非専門家における思考の差異について、木下は、2005 年に行われた民事紛

争全国調査の結果を基に、「法律の非専門家である一般の人にとって、裁判制度は、正義を

司る専門機関ではある」と認識しつつも、「強い心理的抵抗を持っており、できれば裁判を

回避したいと思っているようだ」（木下 2006b:67）と分析した上で、「裁判の潜在的ユーザ

ーが持つ心理的距離」に着目し、「人びとと法や法制度との間にある心理的な距離を縮める」

ことが重要であると指摘している（木下 2006b:77-78）。社会的排除状態にある人に限定さ

れず、非専門家である人々の間には広く一般に裁判に対する忌避意識が存在していること

が示唆されている。 
19 日本司法支援センター（2008）『法律扶助のニーズ及び法テラス利用状況に関する調査報

告書』。法律扶助へのニーズと利用状況に関する分析を目的にした調査。20 歳以上の 3000

名を対象に個別面接聴取調査を行ったもの。調査時期は 2008 年 9 月～11 月。有効回収数

は 1636 名、有効回答率は 54.5％。ほぼ同時期に、路上生活者への聴取調査も行われている。 
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法使用行動に関する総合的かつ実証的研究は、法社会学の分野において既に複数の重

要な研究が蓄積されている20。それら多くの重要な先行研究においては、法使用行動の

規定因子として法意識が捉えられており、身近な法律専門家の有無や相談機関の把握の

有無などが人々の訴訟行動を一定程度左右する要素として存在している点が指摘され

ている21。 

2008 年に行われた一般市民を対象にした全国規模の意識調査では、法律・福祉問題

の経験状況、相談状況、対応状況等について聴取調査が行われ、20～29 歳を若年層、

30～49 歳を中堅層、50～64 歳を壮年層、65 歳以上を高齢層という 4 区分を設定し、

それぞれの層における法律問題発生頻度と法律専門家へのアクセス頻度など、多岐にわ

たる項目について比較・検討がなされている22。 

そのうち、「弁護士・司法書士」へのアクセス頻度を問う項目では、若年層では法律

問題を抱えた人のうち 7.7％しか「弁護士・司法書士」に相談していない。相談先のほ

とんどは、「家族・親戚」「友人・知人・近所の人」であった23。これに対し、別の層に

おける「弁護士・司法書士」へのアクセス率は、中堅層で 24.8％、壮年層で 37.3％、

高齢層では 33.3％と、いずれの層でも若年層の「弁護士・司法書士」アクセスより概

ね 3 倍から 5 倍程度高い数値を示している。 

また、「最も重要な法律問題の相談先」という項目で、どこの相談先にも相談しない

という選択、すなわち「相談なし」を選択した割合は、若年層で 34.6％であるのに対

し、別の層で「相談なし」を選択した割合は、中堅層で 18.8％、壮年層で 29.3％、高

齢層で 36.5％であった。この項目結果からは、若年層と高齢層における「相談なし」

の割合が多いことが読み取れる。若年層における「相談なし」の割合が高い理由の一つ

として、年齢を重ねることによる人間関係の拡がりにおいて不利であること、すなわち

職場における人間関係の構築や友人関係の拡がりが中堅層に比べて少ないことが 1 つ

の要因として予想される。同時に、高齢層で再び「相談なし」の割合が増加しているこ

とからは、一度構築したはずの「相談先」の確保が、定年等雇用システムからの退出に

より喪失している可能性を示唆している。つまり、若年層においては年齢の若さとそれ

に伴う人間関係の拡がりに限界がある点が「相談先」の確保とその拡大に不利条件とし

て作用している一方で、高齢層においては中堅層・壮年層時代に築いた人間関係の喪失

が「相談先」の喪失にも直結している様子を読み解くことができる。もちろん、回答を

                                                   
20 例えば、太田勝造、ダニエル・H・フット、濱野亮編著（2009）『法社会学の新世代』有

斐閣。樫村志郎、武士俣敦編（2010）『トラブル経験と相談行動』東京大学出版会、など。 
21 例えば、日本における相談機関のタコ壺化を指摘したものに、村山（2009）。村山

（2009:27-28）は、日本においては相談機関の類型化が進みタコ壺化している傾向がある

ため、当事者が最初に非司法型の相談機関に相談した場合、その当事者が次の相談機関と

して司法型相談機関を選択し足を運ぶ可能性が少ないと指摘している。 
22 調査自体の詳細について、報告書（2008）以外の論考としては、菅原郁夫（2011:27-32）

に詳しい。 
23 前掲日本司法支援センター（2008）37-38 貢。 
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選んだ背景についてはさらなる追加調査が必要であり、本データのみで本稿の目的と照

らし合わせた結論を出すことは拙速である。しかしながら、高齢に伴う 1 つの機能シス

テム（雇用システム）からの退出が、その他の社会関係資本の喪失への結びついている

様子が推測され、また若年層においても、成長に伴いうまく機能システムに包摂される

場合には職場等を通した人間関係の構築と拡大、そしてそれらに伴う「相談先」の確保

が期待されるものの、人生の前半期でシステムからの排除状態にある場合には、そうし

た関係拡張に由来する社会関係資本の獲得は困難になるものと解釈できる。したがって、

「相談なし」を選択した背景にどのような構造的あるいは心理的な要因が関連している

のかを検証し、対応策を考えることが重大な課題として存在していると言えよう24。 

○包摂メカニズムが内包する排除性 ―自己責任論と意欲の低下― 

法的機関へのアクセスを拒絶したり、法的情報を提供している「場」（例えば役所や

弁護士会などで定期的に開催されている無料法律相談や、図書館や公民館に設置されて

いる法的情報提供コーナーなど）に参加したりしようと思わない、あるいは思えない状

況に置かれている人々の存在は、法システムへのアクセス阻害要因が、構造的側面に限

定して論じられることの限界点を示している。とりわけ、第五章で詳しく見るように、

法の制度的側面を活用することに伴うスティグマや、公的なものにたいする不信感、自

己や社会に対する疎外感などは、法制度活用の逆機能として指摘できよう25。 

構造的あるいは制度的に設置された「場」に赴くためには、自らを客観視して自分の

置かれている状況を把握する力、そしてその状況を他者に伝達することのできる力、助

言や解決方法を実際に活用できる力など、法使用行動に必要とされる一連の「力」が要

求される。そして、その第一歩に位置づけられる意欲、すなわち「場」に行ってみよう、

制度を活用してみよう、相談してみようなどという、各々の段階において行動に移るこ

とを可能にする意欲に代表される心理的作用こそが、システム作動の根本的な要素とし

て存在している。 

このように考えた時、法制度の存在と実際の活用との間にあるギャップには、システ

ム自体が内包する排除性の存在が指摘できる。すなわち、システム作動の基盤を構成し

ている様々な意欲が欠如していたり、心理的要因により「場」への接近を拒否したりし

                                                   
24 例えば、「相談なし」という項目を選択する背景要因の探究をすること、すなわち、法律

専門家集団が持つ権威性の問題点、「相談先」自体の存在を把握していない問題点、把握し

ていても相談を躊躇したり拒否したりするという実態など、背景要因として存在している

問題点をいくつかのカテゴリーに分けて抽出し、「相談なし」を選択するメカニズムを検証

することがシステムの存在と実際の活用との間に存在しているギャップを解明する上で有

意義であると思われる。本稿では、そのための 1 つのステップとして、若年層が相談先の 1

つに法律専門家を認識すること、すなわち社会資源の 1 つとして弁護士や司法書士等の法

律専門家を位置づけて捉えることが一定の有意性を持つのではないかという論証を、第六

章において行っている。 
25 生活保護制度利用に伴うスティグマや法制度への参加を拒む心理的要因に着目し、社会

的包摂と法の教育との関連について述べたものとして、橋場（2011:105-119）。 
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ている場合は、権利として主体的に法を活用する機会を失い、法システムの構造的枠組

みからこぼれおちてしまう可能性が高い。さらに問題なのは、構造的側面を整備し数々

の施策を立ててもなお制度メカニズムにコミットしてこない場合、その背景にいかなる

要因があるとしても、あくまでもそこから生じ得る不利益は、〈自らが選んだ事柄〉と

して個人の責任の範疇として位置づけられ扱われている実態が存在していることであ

る26。 

 

システムへのアクセス拒否を、表出した現象としてのみ捉えることは、その背景に存

在している構造的排除状態に起因するコミットメント基盤の喪失という事実を見逃す

危険性を内包している。社会的排除状態への無関心と、自己責任論が相互関連した結果

として、システムへの接近を左右する〈意欲の低下〉が生みだされているとするならば、

構造的排除状態は次第に内面化され、自己疎外をうみ、さらなる〈意欲の低下〉が引き

起こされるという、負のスパイラルに陥る可能性を示唆している。システムへアクセス

し、活用し、解決を模索しようとする際に、最初の一歩として必要不可欠である〈意欲〉

を失うことは、日常生活のありとあらゆる面で自己疎外を加速させ、自己肯定感27を低

下させることにつながる。自己肯定感の低下は、周囲の自己責任論とも相まって、さら

に自尊感情を奪い、自分の存在意義という根本の自己信頼すら不安定なものとしてしま

う。 

もちろん、システムに包摂さえされていれば、すなわち包摂メカニズムの内部にいれ

ば全てがうまくいくわけでは当然ない。しかしながら、少なくともシステムに包摂され、

あるいはシステムへのアクセスを可能にする道筋が、実行可能なものとして当事者の選

択肢の 1 つに位置づけられているとき、システムからの排除が引き起こす決定的な破壊

力を伴った負のスパイラルから当事者を護り引き上げることが可能になる。社会的排除

状態が顕在化している今日においては、フィクションとしての法存在ではなく、リアリ

ティを反映したシステム構築を考え実行する必要に迫られていると言えよう。 

 

２．システムが内包するジレンマ 

では、どのような環境にあるときに、人は法システムをはじめとする各機能システム

にコミットしてもよいと考えるのだろうか。 

まず、社会システムに参加するための前提条件として、参加するための社会的基盤が

必要になってくる。その社会的基盤は、最初に社会への参加を許可されるときに形成さ

れ、その後、社会的基盤は個人の帰属への評価対象としてその性質を変化させていく。

つまり、たいていの場合、生まれた時に届け出がなされることで構造的には国家や公共

団体のメンバーと認められ、教育や医療、福祉などの公共サービスの提供を受ける権利

                                                   
26 日本社会における自己責任論の蔓延を指摘したものとして、山田（2007）。 
27 本稿では自己肯定感を「自分自身に対する肯定的評価」と捉えて論じている。 
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が享受される。最初の一歩である社会的な基盤の確保は、一義的には共通した均等な参

加が認められる仕組みとなっている。 

しかしながら、実際のところ、その社会的基盤や、社会的基盤に伴う帰属は、「共通」

でも「均等」でもない28。正確に言えば、社会的基盤の形成は自動的に均等になされる

ものではなく、その内実は、帰属するカテゴリーの性質に左右される要素が大きい。し

かしながら、少なくとも表面的には、社会的基盤はほとんど自動的にかつ均等に構築さ

れているとみなされている。 

例えば帰属する国や地域、また職種やジェンダー、さらに学歴や家柄、会社の規模・

業績など、あらゆる側面によりランキングされ、個人の帰属は他者により評価される基

準となっている29。帰属のランキングにより、「自立した立派な市民である」と自他と

もに認められると、社会への参加に対して内部（自己認識）からも、外部（他者からの

承認、社会的居場所）からも承認が得られ、同時に個人と個人が帰属する背景に対して

も外部及び内部の両面からの〈信頼〉が生じる30。外部及び内部により支えられた信頼

は、自身の捉え方へと内面化していき、自己への肯定的認識へと結びつく。自分の中に

確固たる心理的〈基盤〉、すなわち〈自己肯定感〉を涵養できると、その基盤をもとに

して、積極的に社会へ関わろうと思える意欲の形成が容易になる31。すなわち、積極的

に社会に関わろうという思考回路が違和感なく習慣化され、自己に対する肯定的感覚も

芽生え、他者とのコミュニケーションが円滑に遂行される道筋が形成される。コミュニ

ケーションの成功経験を多く積むことは、その後の人生のスムーズな展開可能性が高ま

ることを意味している。 

                                                   
28 日本社会に内在する格差構造について明解に論じたものに、佐藤（2000）。 
29 青年期と成人期の間にあるポスト青年期という新しいライフステージが、実際のところ

不安定な若者たちを量産していると指摘したものに、宮本（2002）。また、貧困の把握にお

いては以前から女性の貧困問題が存在していたにもかかわらず、ワーキング・プア問題が

勤労世代の男性にも拡がるようになったときに初めて社会問題として把握されるようにな

ったと指摘し、貧困と社会的排除の事象をジェンダーのコンテクストから焦点を当て論じ

たものに、阿部（2011a:113-142）。 
30 〈信頼〉を巡る諸議論については、本稿第五章。 
31 被虐待経験や非行経験のある子どもたちが自立援助ホームにおける他者との関わり合い

により自己存在の再定位を行う様子を詳細に観察したものとして、遠藤（2009）。とりわけ、

過去の過酷な経験から話の中心をずらそうとする子どもたちの様子を、サルトルがいうと

ころの自己欺瞞（遠藤は自己欺瞞について、「何かの中心から自己を逸らしつつ、そうした

あり方をしていることを自己自身に対してまでも隠そうとする対自のあり方」と定義して

いる（遠藤 2009:79）。）に引き付け考察し、自立援助ホームの夫婦職員が作り出す家庭的な

雰囲気と、子どもを問い詰めずに逃げ場を作った上で対応するという一連の配慮が、子ど

もの心理的負担を軽減させ、被虐待経験からの脱却を促している様子の描写部分（遠藤

2009:53-184）を本稿の問題意識に引き付けた時、身近な他者との信頼の醸成が、過去、現

在、未来という時間軸で自己を再定位し、自己存在を肯定的に捉える事により社会参加基

盤の構築が期待されるという本稿における論点が一定のリアリティをもった有意性を保持

していると解釈できる。 
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一方、社会への参加に対して、内部（自己認識）及び外部（他者からの承認、社会的

居場所）からの信頼が低い場合、つまり、「自立した立派な市民」だと自他ともに認め

られにくいとき、帰属の評価についても低いランキングがなされている場合がほとんど

である32。そうした場合、社会の一員としての心理的〈基盤〉は一気に脆くなる。 

具体的に言えば、ホームレスや失業者など、そもそも評価の指標となり得る帰属自体

がほとんど欠如している状態にある人々に対してしばしば向けられる視線は、自己肯定

感を著しく傷つけ、住居や職業など、彼ら自身の帰属の証明になり得る場面への接近を、

間接的に妨げる結果を生み出している。 

つまり、社会への参加のキップは、一見生まれた時に皆に平等に与えられていると想

定されているが、実はそうではない。例えば無戸籍児の存在はまさに人生の第一歩にお

ける社会的基盤の欠如を如実に表している。そこまでいかなくとも、つまり出生届が無

事に提出され社会の構成員と認識された場合においても、養育者の経済的資本や文化的

資本という基盤の内実の差異が、子どもの学歴形成・職業選択に有意な差となって出現

している。 

問題なのは、そうした表出しにくい隠蔽された不平等状態が、その後の人生において

も継続してしまい、自己からの承認も他者や社会からの承認も得られない状態を固定化

し、結果としてシステムに参加するための意欲すら奪いかねない、という現実が存在し

ていることである。そして、システム自体が性質上内包してしまうジレンマへの無自覚

性が、その不平等状態を助長しているというリアリティである。より具体的に言えば、

人々が行う「選択」は、実際には各人の帰属する階層やジェンダーなどによる構造的な

制約を多分に反映しているにも関わらず、その「選択」はあくまでも個人的に構成され

たものとして捉えられている。均等に与えられているはずの社会への参加の機会である

が、実際には個人に与えられている「選択の幅」には大きな開きがある。ところがシス

テムは、システムに参加できない状態を顧慮する術を持っていない。まさにそこに、シ

ステムがその特性として持つメリットとデメリットのせめぎ合いが生じているのであ

る。 

 

第三節 本稿の意義・構成 ―〈疎外メカニズム〉と〈包摂メカニズム〉の架け橋―  

こうした現実を鑑みたとき、法システムやその他の機能システムの活用は、それらに

コミットしようと思うか、思わないかという、心理的要因に大きく影響されていると捉

えることができる。同時に、システム自体がその性質上保持してしまうジレンマ、つま

りシステム自体が持つ排他性の存在とそこへの無自覚性が、法システムやその他の機能

                                                   
32 外部及び内部からの信頼が低い場合、仲間同士における相互監視とインフォーマルな空

間における文化を何よりも重視するという態度が形成されることがある。学校文化への同

化を激しく拒絶し、各機能システムに対する不信感を前面に表しながら学校権力への反抗

を綿密なエスノグラフィーによって描き出した社会学の代表的な著作に、Wills(1997)。 
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システムの活用を阻害するもう一つの側面、すなわち構造的要因として存在している。 

法システムを始めとする「包摂メカニズム」と、重層的に複数のシステムから排除さ

れている「疎外メカニズム」の中にある人々との間には、非常に大きなギャップが存在

しているのである。 

では、「疎外メカニズム」と「包摂メカニズム」との間にあるギャップを克服し、両

者の間に架け橋を作り得るキーワードは何であろうか。人々が、法や社会に参加しても

よいと思える〈コミットメント基盤〉を確立するためには、どのような要素が不可欠で

あろうか。 

本稿では、近年注目を集めている格差問題や社会関係の希薄化、また若者や生活困窮

者の自立支援などを素材に、まず、制度と個人との間に存在するギャップについて、構

造的側面と心理的側面の両面に着目する。そして、包摂メカニズムが作動するにあたっ

ての必要条件を検討していく。つぎに、疎外メカニズムと包摂メカニズムをつなぐ架け

橋となり得るものとして、つまりシステムがその性質上保持してしまうジレンマを克服

し得る可能性と持つものとして、個別的な人間関係に依拠した信頼関係、すなわち〈属

人性〉（パーソナリティ）がシステム活用への道標として有意義な働きをするのではな

いかという仮説に立ち、事例検討をしていく。 

 

○本稿の構成 

本稿は、三部構成を取っている。第Ⅰ部（第一章～第二章）においては、現代社会に

おける排除の実態について概観していく。具体的には、第一章において日本社会の構造

転換に着目し、近年顕在化している関係的側面及び多次元的側面における排除状態のリ

アリティを抽出していく。第二章においては社会的排除／社会的包摂論を巡る諸議論を

敷衍し、どのようなアプローチが排除状態からの脱却に有効性を発揮するのかを検討す

る。 

第Ⅱ部（第三章～第四章）においては、システム内在的な排除性に着目し、法教育実

践が内包する課題について検討する。具体的には、第三章において社会参加型の実践を

理念におく法教育実践を分析することを通して社会的包摂と法との関連性について考

察する。第四章においては、法システム及び教育システムが内包するジレンマに着目す

る。一連の考察を通して「社会参加型の教育」を理念に据える〈法教育〉実践を学校教

育システム内で実践することの限界点と、「法」を教育すること自体が持つ困難性を明

らかにしていく。 

第Ⅲ部（第五章～第七章）においては、システム・信頼・属人性（パーソナリティ）

に着目し、システムが実際に作動する際に属人的側面に依拠する要素がどのように関わ

っているのかにつき、具体的事例をもとに検証していく。具体的には、第五章において

〈信頼〉を巡る諸議論を敷衍した上で、法システムや教育システムなどの分化した複数

の機能システムへコミットするために必要不可欠な要素として存在しているのは、シス
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テム自体への信頼の確保であり、システム自体への信頼は属人的（パーソナルな）信頼

に由来して発生するのではないか、という仮説をたて、理論的検討を行う。第六章にお

いては、第五章における理論的検討を踏まえた上で、筆者が実際に行った調査事例の分

析を行い、これまでの考察で抽出し得た理論枠組みについての実証的検討を行う。同時

に、専門職の連携について、特に司法、福祉、教育、医療との間で行われている先駆的

事例について着目し、現代日本社会に必要とされる具体的方策についても考察を深めて

いく。第七章においては、現代社会において法がいかに応答可能であるかについて、と

りわけ求められる弁護士像の変化や社会資源としての法システム活用の可能性に注目

し検討していく。 

第Ⅰ部～第Ⅲ部までの一連の考察を経たうえで、終章では、本稿全体のまとめを行う。

すなわち、法システムをはじめとする複数の機能システムが作動するとき、どのような

要因が背景に存在しているのか、そこにギャップがあるとすればどのような解決方法が

考えられるのか、システム作動要因について実証的に探究した上で一定の結論を提示し、

結論が持つ現代社会へのインパクトについても考察を加えていく。 
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第Ⅰ部  現代社会における排除性 

 

第一章 現代日本社会のリアリティ 

 

はじめに  

〈法〉は、その前提として全国民を対象としている。より正確に言えば、全国民を対

象とすることを予定して制定されている。例えば憲法には一人ひとりの個人に対等な権

利を保障することが明記されているし、憲法に基づき制定されている諸制度、例えば国

民皆保険制度の存在や義務教育制度の存在は、全国民が等しく一定程度の社会保障ある

いは教育水準を享受できることを、制度上は意味している。 

しかしながら、こうした法が想定する前提と、現代社会のリアリティとの間には大き

な乖離が存在している33。例えば、経済格差と医療格差との直結を防ごうとする国民皆

保険制度の当初の理念は、非正規雇用の拡大や経済的困窮に由来する無保険者の存在が

顕在化することにより、すでに理念と現実の乖離を発生させている34。同様に、全ての

国民に開かれていることが予定されている司法制度へのアクセスは、実際のところ、各

人が所属する階層や周囲にある社会関係資本（social capital）35の多寡によって大きく

左右されている。 

このような実態、すなわち、「法」が捉えきれてこなかった人々の存在や、個人が持

っている社会関係資本の多寡が制度自体の活用・不活用を左右しているというリアリテ

ィの存在は、法存在とその機能との間に大きなギャップが生じていることを明示してい

る。 

では、そのようなギャップは具体的にどのような背景のもとに存在しているのだろう

か。そして、そのギャップを可能な限り克服し、システム存在を机上の空論ではなく有

効に機能させるためには、どのような要素が重要なキーワードとして抽出できるのだろ

うか。本章では、今日の日本で顕在化している社会的排除状態について、それが具体的

にどのような状態を指し、どのような背景のもとに発生しているのかについて概観して

いく。 

 

                                                   
33 高等教育機会の獲得における階層間の差異について、岩本（2000:73-93）。高学歴化と階

層帰属意識との関連について考察したものとして、数土（2011:17-30）。 
34 日本の社会保険の空洞化について、雇用システムの構造転換にうまく適応できていない

ために地域保険のみならず職域保険までもが空洞化していると指摘しているものに、大沢

（2004,2007）。 
35 社会関係資本（social capital）について本稿では、パットナム（2001:206）の定義、す

なわち「調整された諸活動を活発にすることによって社会の効率性を改善することのでき

る、信頼、規範、ネットワークといった社会組織の特徴」であるとする捉え方を指してい

る。パットナムによると、社会関係資本とはコミュニティの成員に対して社会的な役割や

アイデンティティ、帰属の場所を提供するものであるとされている。 
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第一節 関係的側面及び多次元的側面における排除状態 

今日、日本においても、「社会的排除」ないし「社会的包摂」という言葉を様々な場

面で見聞きする。2000 年代半ばに現代社会の様相を鮮やかに表している言葉として、

「無縁社会」や「格差社会」という言葉がマスコミを発信源として世間の注目を集める

に至ったことは記憶に新しい。 

2010 年の OECD 調査によると、日本のジニ係数36は 0.32 であり、OECD 諸国の平

均値である 0.31 を上回っている。また、相対的貧困率37は、2011 年時点で 16％を記録

した。これは統計を取り始めた 1958 年以降で最悪の数値であるとともに、世界各国と

比較しても、メキシコの 18.4％、トルコの 17.4％、アメリカの 17.1％に次ぐ四番目の

高さである。一方、北欧諸国は総じて低い割合を示し、特にスウェーデンとデンマーク

は 5.3％と最も低い数値を記録している。もちろん、統計の方法や割合だけを見て、す

なわち歴史的文化的背景を軽視して、拙速に結論づけることは避けなければならないが、

少なくとも現代の日本社会は、国内の実感からみても海外比較の数値をみても、不平等

感が蓄積され格差が増大しやすい状態、あるいはそのような状態が顕在化している状態

である、と捉える事ができる。 

 

では、現代日本社会のリアリティとは具体的にどのような様相を呈しているのだろう

か。以下では、格差社会が進行する現代日本社会のリアリティを読み解くために、日本

社会が直面している社会的排除状態を概観していく。 

 

（１）「社会的排除状態」―関係的社会資本からの排除― 

近年、日本では市場経済の流動化や雇用環境を取り巻く情勢の変化に伴い、「社会的

排除（social exclusion）」の状況にある人々の存在が顕在化し、格差社会や無縁社会と

いう言葉が注目を集めている38。そして、現状を打開する概念の 1 つとして、しばしば

                                                   
36 社会における所得分配の不平等さを測る指標。ローレンツ曲線（1905 年にアメリカの経

済学者マックス・ローレンスが発表したもの。日本の国勢調査でも都道府県別のローレン

ツ曲線が使われている。事象の集中度合いを示す曲線。）を基に、1936 年イタリアの統計学

者のコラッド・ジニにより考案された。係数の範囲は 0 から 1 までで、0 に近いほど格差が

少なく、1 に近いほど格差が大きい状態であることを指す。一般的に、0.4 を超えると社会

不安定感が増すと言われている。日本の厚労省が実施している所得再分配調査は、このジ

ニ係数を使って所得分配の不平等度を計測して統計を出している。 
37 相対的貧困（relative poverty）は、等価可処分所得が全国民の等価可処分所得の中央値

（貧困線）の半分に満たない人々の割合を指す。反義語として、衣食住など生命維持に不

可欠な最低限の基準を満たしていない状況を指す絶対的貧困（absolute poverty）があるが、

各国における社会文脈を無視している点や貧困を引き起こす社会構造に対する視点が欠如

しているという批判も存在している。 
38 現代日本における階層社会についての全国調査及び関連する研究としては、2005 年社会

階層と社会移動全国調査（SSM 調査）に基づく一連の研究蓄積（『現代の階層社会（1～3

巻）』）がある。 
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政策の議題上39において「社会的包摂（social inclusion）」という概念が登場している40。 

例えば、社会的排除が示すところについて、日本における貧困問題研究の第一人者で

ある岩田正美は、「主要な社会関係から特定の人々を閉め出す構造から、現代の社会問

題を説明し、これを阻止して『社会的包摂』を実現しようとする政策の新しい言葉が、

『社会的排除』（social exclusion）である」(岩田 2008:12）と述べ、社会のあらゆる

段階における諸活動への参加が阻害され、様々な側面における社会関係から断ち切られ

ている状況が社会的排除状態であると捉えている。そして、貧困と社会的排除との違い

について岩田は、貧困が一定の生活水準を保つための資源（モノやサービス）の不足を

コアな概念として表すのに対し、社会的排除は社会における「人と人との関係や位置づ

け」に関する欠如を指すと指摘している（岩田 2008:22-23）41。 

また、年越し派遣村の村長や、内閣府参与も務めた湯浅誠は、社会と関わる機会その

ものが欠落し孤立している状況にある人々の存在と、そこに至る経緯に着目し、貧困状

態にあるということが、「『金銭の溜め』『人間関係の溜め』『精神的な溜め』が総合的に

失われ、奪われている状態」であると分析し（湯浅 2008:80）、そうした状態に陥る背

景には、教育過程や企業福祉、家族福祉、公的福祉、そして自分自身からの「排除」が

根源的に存在していると指摘している42。 

したがって、「社会的排除（social exclusion）状況にある」ということは、物質的・

経済的な資源の喪失という一元的な欠乏のみを指すものではなく、一元的資源の不足を

きっかけに社会システムからの脱落を引き起こし、それが人間関係の希薄化や固定化を

招き、最終的には自己疎外へとつながっていくという一連の状況を指していると言えよ

う。 

このように、社会的排除状態にありその負のスパイラルから脱却することが困難なメ

カニズムを、〈疎外メカニズム〉と捉えるならば、それはどのような場面で、どのよう

な経緯を経て発生するのだろうか。さらには、社会的排除状況を引き起こす疎外メカニ

ズムの場面では、具体的にどのような関係的側面からの‘疎外状態’が起こっているの

                                                   
39 2011 年、内閣府に社会的包摂推進室が設置された。 
40 包摂（inclusion）概念の代表的な批判としては、社会的統合を目指す、いわゆるノーマ

ライゼーションからの批判が存在する。こうした批判に関連して、社会的排除（social 

exclusion）の反義語としては、社会的包摂（social inclusion）ではなく、参加型シティズ

ンシップからの検討の必要性が指摘されている（R. Lister 2004＝2011:121）。関連してシ

ティズンシップをめぐる包摂と排除の関連性について考察したものに岡野（2009:245-254）。 
41 社会的排除状態について、阿部彩は、「金銭的な欠如状態だけではなく、社会の中で、「居

場所」がなく、「役割」がなく、他者との「つながり」がない状況」であると捉えている（阿

部 2011:124）。特に、阿部がウィルキンソン（2009,2010）を引用しながら格差の大きい社

会は誰にとっても居心地の悪い社会であると説く第四章部分（阿部 2011:124-159）は、格

差社会のありようが人々の信頼性を低下させ、自己肯定感の欠如をも招きかねないと捉え

る本稿の問題意識と通底している。 
42 「包摂」「排除」という概念自体が多義性を持つ。これら社会的排除／包摂概念の歴史的

背景及び推移に関しては、本稿第二章において詳述する。 
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だろうか。 

以下では、〈疎外メカニズム〉が発生する場面や疎外状態のリアリティを見ていくた

めに、①複合的排除状態、②人的資本を形成する舞台装置の喪失、③社会的孤立、に焦

点を絞り考察していく。 

 

①複合的排除状態 ―「定点」の喪失― 

 あらゆる側面における排除状態が最も表出した形態の 1 つが、ホームレス状態にある

人々であろう。ホームレス状態を、まさしく「ホームがない状態」というカテゴリーで

捉えると、公園や路上などの野外で寝泊りをするといういわゆる従来型のホームレスだ

けではなく、ネットカフェ難民や 24 時間営業のファーストフード店などの屋内施設を

利用して夜が明けるまで過ごす人々もその範疇に含まれる。 

労働市場への参加を社会構造の基軸としてまわっている日本社会においては、雇用か

らの排除は、それに付随するあらゆる社会保障制度からの排除に直結している。もちろ

ん全ての場合において、雇用からの排除が直ちに社会的排除状態を引き起こすわけでは

ない。家族の支えに恵まれていたり経済的に裕福であったりする場合は例外である。し

かしながら、構造的に引き起こされた排除状態の帰結は、まさしく一人ひとりの個人に

付随した〈社会関係資本の有無〉によって左右されている。 

 

 社会的排除状態にある人々がどの程度存在しているかについて、各指標の排除分布を

把握しようと試みた実態調査の 1 つに、国立社会保障・人口問題研究所が 2006 年に実

施した「社会生活に関する実態調査」がある43。その調査報告によると、排除状態や剥

奪状態には、一定の傾向が見られることが分かった。すなわち、排除や剥奪の状況に陥

りやすい条件には、 

 

・失業経験があること 

・離婚経験があること 

・学歴が相対的に低いこと（教育経験年数が少ない） 

 

が挙げられている44。 

                                                   
43 国立社会保障・人口問題研究所（2007）「日本の社会保障制度における社会的包摂（ソー

シャル・インクルージョン）効果の研究報告書」。 
44 こうした調査が内包してしまう問題点として、調査に回答しているということは、対象

者自身が調査に回答している時点で多かれ少なかれ何らかの形で調査を依頼された団体に

関わりを持っていることが推察され、そのことは、帰属の不安定さや社会との関わりがな

い状態にある人々が調査結果に反映されないという、調査自体に潜むジレンマの構造を内

包していることも同時に指摘できる。なおこの点については、先述した国立社会保障・人

口問題研究所の調査の冒頭部分において回答対象者の選定を住民基本台帳に頼っているこ

とを明記しており、調査による社会的排除状態の実態把握には一定の限界があることにも
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加えて、調査対象者に 15 歳時点での生活実感について尋ねたところ、15 歳時点の生

活が苦しいという実感を持っていたと回答した人は、成人後の現時点の生活において排

除指標に関連している割合が高くなっており、若年期の困窮状況が人生の中間期から後

半期にも重大な影響を与えていることが明らかにされている45。これらの調査結果から

は、失業経験や教育経験の低さ、そして少年時代からの困窮状態が「定点」の形成を作

りにくくしており、それらの要因が複合的に関連して排除状態へ移行しやすい環境を発

生させていると解釈することができよう。 

 

社会的排除状態の実態を探る調査としては、調査時点ですでに排除状態に陥っている

人（ホームレス等）に対する聴き取り調査が、研究者や自治体、ジャーナリストらによ

って多く実施されている。 

例えば、不安定就労と野宿との密接な関連について、詳細なルポタージュを記した生

田武志（2007）は、ホームレスの聴き取り調査から見いだした共通点として、彼ら彼

女らが総じて「家族からの排除」「健康からの排除」「仕事からの排除」「住居からの排

除」「金銭からの排除」という、複数の側面における排除を抱えていることを指摘し、

その状態を「多重排除状態」と称して、彼ら彼女らのリアリティを描き出している。 

また、ホームレスの住所の剥奪について、とくに憲法が保障する権利との関係から論

じたものとして、笹沼弘志（2008）がある。笹沼は、日本が伝統的に維持してきた「自

立」概念について「二重の等式の支配」が存在していると指摘する（笹沼 2008:29）。

すなわち、個人に対して自由の享受の条件として自己責任を要求する一方で（「自己決

定」＝「自己責任」という等式）、諸事情により保護を必要とする者に対しては、保護

と引き換えに自由を制約し保護者の恣意的支配への服従を強いている（「保護」＝「服

従」という等式）という構造が存在していると分析している。 

このような社会的排除状態のリアリティを踏まえた上で、岩田は、社会に「参加」す

る上での基盤となる「定点」の欠如を探るために、究極の排除状態としての路上ホーム

レスと、ネットカフェ難民に着目している（岩田 2008:58-79）。特に、1999 年に東京

都内の路上生活者調査46を基に、岩田がホームレス化に至る経緯について分析し、職業

歴と住居歴を基軸とした三類型の図示（以下に図を引用）は、現時点において困窮状態

にはない人々と困窮状態にある人々の両者を同一線上の問題群として捉え、両者に共通

の要素として「定点」の喪失を如実に示している。 

 

 

                                                                                                                                                     

言及している。 
45 調査の詳細については、前注の国立社会保障・人口問題研究所（2007）の他に、菊池

（2007:4-14）、阿部（2007:27-40）に詳しい。 
46 都市生活研究所（2000）「平成 11 年度路上生活者実態調査」。 
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【誰にでも起こり得るホームレス化の経過図】 

 

 

出典：岩田正美（2008）『社会的排除』有斐閣、 

64 貢、図 3、「ホームレスに至る経緯」より引用。 

 

上記、岩田が作成した図の中では、一見社会的排除状態とは無縁であるように思われ

る図の①の部分、すなわち「職業安定・普通住宅・社会保険加入」というカテゴリーに

位置づけられる人々が、失業や倒産、病気などの出来事をきっかけとして、図の右側に

ある「路上」へと転がり落ちている経緯が視覚的に図示されている。この図からは、社

会的排除状態というものが、ある特定の層に固定化されて発生する問題ではなく、現時

点においては一見安定しているように見える人であっても何らかの出来事を契機とし

て誰にでも起こり得る問題群として存在している、というリアリティの存在を読み取る

ことができる。 

 

以上の先行研究から明らかにされることは、〈疎外メカニズム〉の発生が、ある一定

の共通する状況をきっかけとして引き起こされているというリアリティの存在である。

すなわち、「失業」や「離婚経験」、「教育歴の短さ」、そして「早い段階での不利状況の

発生及び継続」が排除状態へのトリガーとなって機能している実態である。つまり、「失

業」は仕事からの排除や金銭からの排除を引き起こし、とりわけ家事労働を主として行

っている専業主夫（主婦）にとって「離婚」は家族からの排除はもちろんのこと、住居
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からの排除や健康状態からの排除をも引き起こす場合がある。また「教育歴の短さ」は、

とりわけ学校教育段階と職業への接続が密接な構造にある日本の教育制度を鑑みると、

長期に安定した職場への足掛かりを得にくい大きなデメリットとして機能している。こ

うした状況から読み取ることができるのは、疎外メカニズムが発生する場面というもの

が固定化された特殊な事例として出現しているわけではなく、何かのきっかけで発生し

た 1 つの側面からの排除が、その他の領域からの排除にも結び付き、結果として複合的

な排除状態を引き起こし得る不安定さを常に内包しているというリアリティである。 

 

②人的資本を形成する「舞台」の喪失 

社会的孤立の危機は、「雇用システム」と「住居」に定点をおく議論に限定されない。

現代の日本社会で誰にでも必ず訪れる危機、それは超高齢社会の到来である。超高齢社

会の到来の中では、これまで雇用システムにうまく参加し、いわゆる‘メインストリー

ム’を歩んでいる人たちにとっても、社会的孤立状態が引き起こす社会的排除状態は対

岸の火事ではない実態が存在している47。 

例えば、突然の解雇通告という雇用システムからの排除は、「住居」と「雇用」の両

面を失うことにつながる。ところが、こうしたいわば直接的な剥奪状態を経験しなくと

も、社会関係資本の有無により社会的孤立を招き、結果として社会から疎外される場合

も存在している。それが、超高齢化社会の到来による社会的孤立の顕在化である。それ

までに培った人的関係資本が乏しい場合、解雇などによる突発的で直接的な剥奪状態と

は別の角度から、すなわち間接的に長期間をかけて社会から疎外されていくことになる。 

 

言うまでもなく、現代の日本社会は超高齢社会である。内閣府調査によると、平成

23（2011）年 10 月時点で、全人口 1 億 2,780 万人のうち 65 歳以上の高齢者人口は過

去最高の 2,975 万人（前年の 2010 年時点では 2925 万人）となった。つまり、総人口

に占める 65 歳以上の割合である高齢率は、23.3％（前年 23.0％）を記録した。内訳を

みると、65～74 歳までのいわゆる前期高齢者は 1,540 万人であり総人口に占める割合

は 11.8％であり、75 歳以上の後期高齢者は 1,471 万人、総人口に占める割合は 11.5％

となっている48。 

総務省「国勢調査」を基にした試算では、高齢者人口はいわゆる団塊の世代（1947

                                                   
47 もちろん、長期にわたる剥奪状態が継続されそのままの状況で高齢期に入る場合と、長

期安定型雇用システムによりそれまで安定的な生活保障がなされてきた状況から高齢期に

入るの場合とでは、老後の生活設計をする上でその前提に大きな差が生じることは紛れも

ない事実である。ここでは、経済資本の多寡に左右される老後の安定ということに焦点を

当てるのではなく、個々人が持つ〈人的資本〉との関わり合いに左右される「心理的な」

社会的孤立とそこから生じ得る社会的排除状態との関連を論じるものである。 
48 その他の項目については、19 歳以下人口は総人口の 13.1％、20～64 歳人口は 63.6％で

ある。 
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年から 1949 年に生まれた人）が 65 歳以上となる 2015 年には 3,395 万人になると予想

され、高齢者人口の伸びは 2042 年頃に減少に転じると見られるが、高齢化率自体はそ

れ以降も上昇すると見られている。平均出生率も下がる一方であり、50 歳時点で一度

も結婚したことのない生涯未婚率は、2010 年時点において、男性で 20.1％、女性で

10.6％に達している49。 

高齢社会の到来は、社会保障給付費にも大きな影響を与えている。国立社会保障・人

口問題研究所が提示した平成 21 年度（2009 年度）の社会保障給付費について見てみる

と、社会保障給付費と高齢者関係給付費は、統計の出発点である 1970 年から右肩上が

りに上昇し、特に 2009 年には 99 兆 8,507 億円という過去最高水準を記録した。これ

は、社会保障給付費の対国民所得比でいうと 29.4％であり、1970 年の 5.8％と比較し

てもその割合が大きい。また、2009 年の社会保障給付費全体のうち高齢者関係給付金

は 68 兆 6,422 億円であり、社会保障給付費に占める割合は 68.7％にも上っている。 

 

こうした状況を踏まえ、問題になってくるのは、人間関係を結ぶ「舞台」の喪失であ

る。これまで雇用システムに付随していた人間関係の基盤、すなわち職場を基軸とした

人間関係の構築とその維持は、雇用からの強制的排除（リストラなど）あるいは制度的

退出（定年退職など）によって、人間関係を結ぶ舞台装置を喪失する。人間関係を結ぶ

上で有効に作用していた舞台装置が無くなることは、それらに付随していた社会関係も

同時に失う場合が多く、ほとんどの場合は現役時代よりも限定された人間関係の中で生

活していく。 

もちろん、労働市場に依拠しない人間関係は存在するし、専業主婦など雇用システム

の場に人間関係形成の舞台を有しない場合においては、それ以外の様々な日常生活の場

面で人間関係を形成する舞台を独自に保持している。（むしろ雇用システムに限定され

た場ではない関わり合いのほうが、地域社会との関わりや長期的な人間関係の構築・維

持という面では、定年後の舞台の喪失という半強制的な退出がそれまで培ってきた人間

関係を減少させるリスクが回避されるという点において、利点が多数存在する可能性も

ある。） 

いずれにしても、人間関係を結ぶ 1 つの重要な舞台として雇用システムにおける場＝

職場を位置づけていた場合、強制的にせよ制度的にせよ、雇用システムからの排除ない

し退出は、人間関係を結ぶ舞台の新たな設置を当事者に余儀なくさせる50。 

他者との関わり合いが社会的孤立を予防するという機能を持っていると考えるとき、

                                                   
49 内閣府（2012）「子ども・子育て白書」より。もちろん、子どもをうむか否か、婚姻制度

を活用するかしないかは、言うまでもなく個人の自由意思で決定する事柄である。 
50 当然、リストラなどによる強制的な排除と、定年退職などによる制度的退出とでは、退

職金や生涯年俸、また退出／排除前の人間関係の様態などに大きな差異が存在し、その差

異が「舞台装置を 1 つ喪失した」という同じ事象を前にして、当事者に異なる意味を付与

している。 
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その要となる舞台の喪失は、どこか遠いところで発生している話ではなく、人々のすぐ

隣に存在しているリスクであると言えよう。 

 

④社会的孤立 ―「家庭内福祉」の崩壊― 

従来、雇用システムからのリタイア後の生活保障の場として、「家庭内福祉」が機能

していたとされている51。家庭内福祉が存在し、それがうまく機能する社会構造が維持

されていたとき、雇用システムからの退出を迎えても、家族や地域社会に居場所を見い

だせることが可能であったし、もしくは本人ではなくても、家族の構成員を通じて社会

にかかわるツールが一定程度確保されてきた。 

しかしながら、予期せぬ解雇や不安定就労、また未婚率の上昇などの実態を見ていく

と、これまでの日本社会があらゆる社会基盤の前提としてきた「家族」を基礎におく社

会構造自体が成立し得なくなってきているように読み取れる。（これは、以下の第二節

で詳述する男性稼ぎ手と専業主婦モデルを基礎におく社会構造自体の破綻と密接に関

連している。） 

 

では、実際に雇用システムからの退出を迎え、これまで人間関係の形成に不可欠であ

った雇用システムに依拠した舞台装置を失った人々は、雇用システムからの退出後、他

者とどのようなコミュニケーションをとっているのであろうか。個々人が持つ社会関係

資本は非常に多岐にわたるためその全体像を正確に概観することは不可能であるが、以

下では高齢者が日常で会話する頻度を基軸に、他者との会話を中心としたコミュニケー

ションの実態を見ていく。具体的には、社会的孤立が懸念される高齢者の生活実態を調

べるために 2009 年に内閣府が行った「高齢者の生活実態に関する調査」の中から、と

くに日常生活において他者と行う会話の頻度のデータに着目し、日常生活に潜む社会的

孤立への危機について見ていく52。 

 

調査によると、60 歳以上の一人暮らし世帯の男性が、日常生活において他者と行う

会話の頻度は「2～3 日に 1 回以下」の 41.2％が最も高い割合であった。同じ項目を女

性に問うた場合、その割合は 32.4％であった。 

当然、一人暮らしなので二人以上の同居人がいる場合と比較すると、会話の頻度の割

合が低いであろうことは容易に想定されるが、問題なのは、一人暮らし「以外」の世帯

                                                   
51 男性稼ぎ主モデルによる安定継続雇用を維持させるために、育児や家事、介護などは家

族中心に捉えられ、主としてその担い手が女性であると位置づけられてきた機能を指して

家庭内福祉と捉えている。 
52 内閣府（2009）「高齢者の生活実態に関する調査」4 貢。なお、調査対象は全国の 60 歳

以上の男女 5,000 人、有効回答数（率）は 3,398 人（68.0％）。「会話の頻度」「困った時に

頼れる人の有無」「社会活動への参加や交流等の状況（町内会、ボランティア、趣味・スポ

ーツ、友人づきあい」の三項目を質問し回答してもらう形式。 
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においても、「2～3 日に 1 回以下」に該当する人が 7.9%も存在しているという点であ

る。この数値は、近くに関わり合いを持とうと思えば持てる人が存在しているにもかか

わらず、つまり表面的には
．．．．．

孤立していない
．．．．．．．

にもかかわらず、その内実は孤立している人

が 12～13 人に 1 人程度存在していることを示している。 

 

さらに「1 週間に 1 回以下、ほとんど話をしない」という項目については、一人暮ら

し男性の 11.8％、同じく一人暮らし女性の 6.6％が該当している。この傾向は、年代を

重ねるごとに強まっていく傾向にあり、「1週間に 1回以下」の割合は、60代男性で 1.4％

であるのに対し、80 代男性では 4.3％となっている。（同じく女性 60 年代で 1.1％、80

代で 3.8％）。 

 

これらのデータは、社会的孤立状態の潜在的存在を示す 1 つの側面からの指標に過ぎ

ないが、性別に関わらず、年齢を重ねる毎に会話頻度が減少している実態を読み解くこ

とで、コミュニケーションの基盤の喪失が社会的孤立を引き起こす状態を浮かび上がら

せている。 

特に一人暮らしの高齢者においては、これまでは主に「家族」を中心に機能していた

「家庭内福祉」による恩恵の享受は期待することができない。社会構造の根本から揺ら

いでいる今日の日本社会においては、とりわけ独居の高齢者や母子家庭、父子家庭など、

制度が主たる射程としている家族像と完全には合致しない構成を成す世帯に対しての

支援体制を十分に保持しておらず、民間による支援の網も十分には行きわたっていない

のが現状である53。 

婚姻制度との関連で上記データを見てみると、例えば、婚姻状況別の会話頻度を訪ね

た質問では、会話の頻度が「1 週間に 1 回以下」である割合は、配偶者ありで同居して

いる場合で 0.8％、配偶者ありで別居している場合で 9.8％、独居（死別）3.0％、独居

（離別）7.8％、となっている。同じ質問を婚姻経験のない未婚の場合で尋ねたところ、

「1 週間に 1 回以下」しか他者と会話をしないと答えた割合は 12.8％であった。 

この結果を見る限り、婚姻経験の有無や、配偶者との死別や離別といったマイナスの

ストレスが、人間関係の端緒となる他者との会話の頻度に影響を及ぼしており、特に生

涯未婚率の上昇が注目される昨今においては、未婚の場合の会話頻度の低さは看過でき

ないインパクトを持っていることを示している。 

 

このように、他者との重要なコミュニケーションツールの 1 つである「会話」の頻度

を読み解くことにより、それが世帯構成や婚姻歴の有無に一定程度影響を受けているこ

とが分かる。とりわけ、高齢世帯の会話頻度のデータからは、誰の身にも人的資本の形

                                                   
53 むしろ特定の家族像を主たる対象として制度構築を図ること自体に問題が潜んでいると

いう解釈もできよう。 
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成機会の顕著な減少が迫りくる問題として存在していることが示唆されている。 

 

本節におけるこれまでの考察から、社会的排除状態が誰の身にも起こり得る、いわば

身近な問題群として発生していることが明らかになった。とくに社会的孤立の危機は、

上記で見たような雇用システムからの退出を迎えた高齢者だけに限定された問題では

ない。重要なのは、そうした 1 つの制度メカニズムからの排除が、その他の社会システ

ムからの排除を誘発し、個人的基盤の形成、とりわけ社会関係資本の形成及びその維持

に致命的な打撃を与えているということである。 

こうした状況が生まれる 1 つの背景要因として、日本社会の構造転換により引き起こ

された歪みの発生が挙げられる。したがって次節では、日本社会の構造転換に焦点を当

て、日本型生活保障の崩壊を概観するとともに、打開策の模索について考察を行う。 

 

第二節 日本社会の構造転換 

はじめに 

近年、日本では若年層や中高年層の長期失業や非正規雇用の増加など、雇用の不安定

さに伴う社会構造の変化がクローズアップされている。 

同時に、地縁や人の縁といった社会的紐帯の弱体化が指摘され、個人化が進行するこ

とに伴い、社会集団の周縁化が指摘されている。 

U.ベック（U. Beck）は、その著書の中で、「個人化」の進行は、社会関係資本の衰

退を進行させ、従来の近隣コミュニティや親族らによる相互扶助関係が、個人化が進行

した社会においては福祉国家による社会保障や企業の福利厚生へと代用されている様

子を指摘している（ベック 1998:165-167）。ベックの指摘は、非正規雇用や失業に伴う

企業の福利厚生からの排除が、「個人化」が進み国家からの社会保障が十分に望めない

社会においては、一気に頼るところのない状態へと直結することを意味しており、多次

元に及ぶ社会的な剥奪に、まさに「個人」単位でさらされることを意味している54。 

こうしたベックが指摘する状況は、今日の日本社会にも当てはまる。すなわち、共同

体的な基盤を前提とした制度だとしても、人々の自律性への期待に依拠する制度だとし

ても、人々が複数の機能システムにコミットすることが十分に保障されている必要があ

る。しかしながら、社会構造が大きく変容している現代社会においては、それが十分に

保障される状況になっているとは言い難い。 

                                                   
54 ベックは、個人化について、三つの要因と二つの次元に分類できると指摘している（ベ

ック 1998:253-255）。すなわち、三つの要因とは「解放の次元（解放）」、「呪術からの解放

の次元（安定性の喪失）」、「統制ないし再統合の次元（統制の種類）」であり、二つの次元

とは、客観的な「生活情況」と主観的な「意識（アイデンティティ、人格化）」とである。

ベックはこれら 3×2 からなる分類を図示した上で、しばしば「個人化」が単一的な理解、

すなわち「〈個別化〉イコール〈人格化〉イコール〈一回性〉イコール〈解放〉」のみの連

想に限定される傾向にある点を指摘している。 
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では、構造転換期に直面している現代日本社会は、今後どのような方向に舵をとれば

よいのだろうか。それを探究するために、以下ではまず、日本型生活保障の崩壊と社会

的排除状態の顕在化および個人化の進行との関連について概観していく。 

 

（１）日本型生活保障の崩壊 

社会保障と雇用保障を両輪として成り立ってきたこれまでの日本の生活保障は、今日

大きな歪みに直面している55。 

雇用を中心として成立してきた日本型生活保障について、宮本太郎（2008）は、グ

ローバル経済の台頭や脱工業化の流れの中で、これまで企業や業界、家族により代替さ

れてきた生活保障が足元から大きく揺らいでいる実態を描き出している。 

すなわち、生活保障の根本かつ基点に位置づけられていた雇用形態の多様化に伴い、

それまで企業により担われていた福利厚生からこぼれおちてしまうケースが多発し、制

度設計上の典型とされた男性を主な稼ぎ主とする家族像（＝男性稼ぎ手モデル）の解体

が引き起こされたことに伴い、これまで一見すると安定していたように見えていた社会

構造が、根本から「自壊」しつつあると指摘している56。 

宮本のこうした指摘によれば、安定した所得を保障してくれる「雇用」を確保し、「雇

用」の確保が家族の福利を支え、社会保障政策や雇用政策はあくまでも不慮の事態（災

害や病気などのリスク）に対応すれば事足りていた従来の枠組みは、もはや通用しなく

なっている、と捉える事ができる。 

男性が主たる家計の稼ぎ手および世帯主となり、専業主婦の妻と子どもたちが家族の

構成員であるという、いわゆる従来型の典型的な家族形態は、家庭に「生活保障の基盤」

として機能することを期待していた。しかしながら、「基盤」としての役割を期待され

てきた「家庭内福祉」の現場においても高齢化の波が襲来し、高齢者がさらなる高齢者

を介護するという、いわゆる老老介護の問題が顕在化している。また、近年の社会情勢

を巡るキーワードとして、不安定雇用による家庭所得の低下や、女性の労働市場への参

画、1 人当たりの労働時間の長期化に伴うストレスの増加57が指摘されている。さらに、

これまでは家庭の問題として顕在化してこなかった数々の問題、たとえば DV 事件の増

大58なども、今日においては表面化している。したがって、これまで生活保障の基盤と

                                                   
55 生活保障システムについて、大沢真里は、「男性稼ぎ主型」、「両立支援（ワーク・ライフ・

バランス型）」、「市場志向型」の 3 類型に分類し、日本における生活保障システムは、保守

主義レジームにある「男性稼ぎ主型」の典型であると指摘している（大沢 2011:29） 
56 日本型生活保障の理解について、本節では主に、宮本（2008）、宮本（2009）を参考に

している。 
57 うつ病等が原因で一カ月以上休職している社員がいる企業は、2002 年時点で 58.8％だっ

たのに対し、2006 年時点では 74.8％に増加している。2007 年に自治体に対して行った調

査では、心の病が増加傾向にあると回答した自治体は 71.7％に上っている。（いずれも、社

会経済生産性本部メンタル・ヘルス研究所編 2007 より。） 
58 都道府県に設置されている DV 相談窓口の相談件数は、2002 年の 36,000 件から、2006
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しての役割を期待されてきた典型的家族形態およびそれを可能にしてきた雇用による

安定的生活保障という土壌を喪失した現代社会においては、従来の家族依存型制度設計

はすでに限界を迎えていると解釈することができよう。 

家庭内福祉と並行して日本型生活保障の一翼を担ってきた企業福祉についても、状況

には共通している要素が多い。すなわち、これまでは労働市場に安定的に参加すること

によって企業福祉を享受し、安定的雇用に支えられる形で専業主婦と子どもの生活を維

持していた構造にあった。そのために、これまでの日本の社会保障体制は、基本的には

労働市場からリタイアした世代を対象としており、高齢者を対象とした「人生後半の社

会保障」に重点が置かれていた。 

しかしながら、昨今の不安定雇用の増加という現代社会の急速な構造転換に対し、人

生の後半期を射程において設計されている社会保障制度は、「人生の前半期」や「中間

地点」にいる世代へのフォローに対応しきれていない現状にあることが指摘されている

（宮本 2008:31-34）59。すなわち、従来の社会構造の根幹を成していた前提が崩れてい

る今日においては、人生後半期への注力だけでは不十分であり、例えば若者の就労支援

の重点化やセーフティ・ネットの充実など、人生の前半地点や中間地点にいる人々への

支援が喫緊に求められていると言えよう。こうした、これまで想定していなかった社会

基盤の変化や、それに伴う生きづらさの噴出は、しばしば｢新しい社会的リスク｣（宮本

2008:173）として捉えられるようになった。 

以上のような日本社会の現況を踏まえると、生活を｢保障｣するのではなく、生活の｢形

成自体をサポートする」という発想の転換が不可欠であるし、そうした観点に基づく政

策の方向性が求められていると思われる60。 

 

 

                                                                                                                                                     

年には 59,000 件に増加している。 
59 宮本は、OECD による各国の社会保障支出の内訳を示しながら、日本においては人生後

半の保障、すなわち年金や高齢者医療、遺族関連の支出に傾斜していると分析し、人生前

半期において発生し得る諸リスクは、主に会社と家族が対応していたと指摘する（宮本

2008:33）。「会社と家族」という従来の枠組みが根底から揺らいでいる今日において、すで

に制度として成立しにくくなっているのが現実であり、若年層の低所得リスクの発生とそ

れに関連するあらゆるリスクに対応することが従来の制度の上では困難になっている点に

こそ、現代社会が抱える問題の根源がある。 
60 このような社会状況を前に宮本（2008）は、生活のあり方や内容そのものについて問い

直す必要に迫られているという福祉政治の新しい領域を指して「ライフ・ポリティクス」

と呼んでいる（宮本 2008:173-181）。すなわち、生活のあり方にかかわる政治を、①家族の

あり方や男性と女性の社会的役割の再定義、②さまざまな体と心の弱まりについてのケア、

③生活と両立しうる新しい働き方、④文化、宗教、性的志向などともかかわる多様なライ

フ・スタイルの相互承認、に区分した上で、新しいライフ・スタイルや人々が直面する生

きづらさを踏まえて福祉制度や雇用制度を調整していくプロセスが重要になってくると指

摘している。 
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（２）相互補完型システムの構築へ向けて―｢トランポリン型社会｣への模索― 

ポスト工業化社会の進行や、生活保障の基盤であった家族形態の多様化、そして雇用

形態の多様化、非正規雇用の増加、低所得層の表面化といった一連の項目が複合的に作

用した結果、今日の日本社会では、先述したように社会構造の基盤を成してきた前提（制

度設計の前提として捉えられてきた典型的家族像とそれらに支えられる形で動いてい

た雇用システムや教育システムなど）が、根底から大きく揺らいでいる。こうした揺ら

ぎが、教育、雇用、社会保障というライフサイクルに沿った生活保障自体を解体させ、

そこからはじき出される人々を生み出している。一度サイクルからはじき出されると、

従来のそれが一方通行であるがために、排除状態は拡大を止めることができない構造と

なっていると言えよう。 

例えば、雇用の段階ではじき出されてしまうと、従来高齢者を主たる対象としていた

社会保障のサイクルからもこぼれおちることを意味している。つまり、1 つのレールか

ら落ちてしまうと、それが決定的かつ致命的な排除を意味し、再度の包摂につながりに

くいという構造的問題点が潜んでいる。 

こうした状況を踏まえた上で、駒村康平は、1990 年代以前の日本型社会経済システ

ムを、企業統治システム、雇用システム、教育・訓練システム、社会保障・税システム

の四つのシステムが相互に補完し合うシステム間の相互補完性がうまく機能していた

時代であった、と分析している（駒村 2011:61-92）。ところが、1990 年代に入ってか

らは、本格的グローバル経済の台頭や知識経済社会の進行に伴い、労働力の外部化、流

動化、非正規化が加速度的に増幅し、長期年功序列型の日本型雇用の変質を生み出すこ

とになり、結果的に正規労働者数の圧縮と非正規労働者の量産へとつながっていったと

されている。このようにして従来の各システムが成立し得た前提条件が徐々に解体され

ていき、これまでの性別役割分業・専業主婦モデルを維持するのが困難になった結果、

90 年代以前に成立していた四つのシステム間の均衡、すなわち企業統治システム、雇

用システム、教育・訓練システム、社会保障・税システムが、その根本から崩れていっ

たと指摘している。 

こうした一連の男性稼ぎ手モデルの崩壊に伴い、性別役割分業（専業主婦モデル）の

維持が困難性を増している。またグローバル経済の台頭と、規制緩和に伴う労働市場の

流動化は、非正規不安定労働を増加させ、未婚率をも上昇させており、それらに伴い出

生率を低下させている。そうすると、これまで家族内の、主に女性が担い手となってき

た無償労働やケア労働に代表される家族内福祉についても、そうした形態を維持するた

めの前提条件を欠くことになる。雇用形態の不安定化に伴い、従来の長期安定雇用の間

はある程度保障されてきた社宅や各種手当などの企業福祉も、その規模と恩恵を受ける

対象者を縮小させている状況にある。 

このような社会構造の根幹に構造転換が迫られている状況を踏まえたとき、今後どの

ような社会の形成を目指す必要があるだろうか。 
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こうした状況を打破する提言の 1 つとして、宮本は、ドイツの労働経済学者であるグ

ンター・シュミットのモデルを踏まえつつ、「交差点型社会」という言葉を用いて、ラ

イフ・スタイルの五つのステージ、すなわち教育・家族・労働市場・失業・退職という

ステージについて各ステージ間の行き来をスムーズにして柔軟性の高いシステム構築

の必要性を挙げている（宮本 2009:170-175。下記の図を参照）。宮本は、20 世紀型福

祉国家や日本の生活保障が前提としていたのは下記図を左から右へと進むだけの「一方

通行型のライフ・スタイル」であったと分析し、五つのステージを「双方向型」に行き

来できるような架け橋を架けることが必要であると指摘している。 

また駒村は、コミュニタリアンの立場からリベラリズムを批判しているサンデルの主

張を引用しながら、教育・訓練システムから就業への接続（第一の橋）、失業から就業

への接続（第二の橋）、家族と就業の接続（第三の橋）、障がいや老齢引退と就業の接続

（第四の橋）という四つの橋を、各システムの間に架け、雇用と社会保障制度を細やか

に連携させている政策により、1 つのシステムのつまずきが全てのシステムからの排除

につながりにくくすることを提言している（駒村 2011:80-90）。 

 

 

【「交差点型社会」のモデル】 

 

出典：宮本太郎（2009）『生活保障―排除しない社会へ―』岩波新書、 

173 貢、図 5－1、「参加支援を組み込んだ「交差点型」社会」より引用。 
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 宮本と駒村に共通している危機意識は、1 つの機能システムからの排除がその他のシ

ステムからの排除と直結しないための施策が喫緊に求められているという点にある。こ

うした 1 つのシステムからの排除が複数のシステムからの排除に直結しないための 1

つの方策として、生活支援と就労支援を一体化させることにより一度システムからこぼ

れてしまっても、もう一度包摂が可能となる状態を指して、宮本は「社会保障のトラン

ポリン化」（宮本 2013:5）と呼んでいるが、先述した「交差点型社会」や「社会保障の

トランポリン化」を可能にするためには、各機能システム間のスムーズな行き来の確保

が必要不可欠であると言えよう61。 

 

 以上、日本型生活保障の崩壊について概観してきたが、現代の日本社会は社会制度の

根本構造が否応なしに変革の圧力にさらされ、その結果として様々な部分に歪が生じて

いる時代にあると総括することができる。従来の男性稼ぎ手モデルと、国家から社会基

盤の根幹を支えるものとして期待された典型的な家族像に依拠した企業福祉と家庭福

祉は、雇用形態の多様化という荒波が押し寄せたことに伴い、存続の危機にさらされて

いる。すなわち、国家が期待した「典型的家族モデル」が成立する際の前提条件は、グ

ローバル社会の進展とそれに伴う雇用形態の多様化により基礎部分から根本的に崩壊

しており、長期安定型の企業福祉に依存してきた多くの人々を、正規雇用の継続により

維持され保障されてきた恩恵やセーフティ・ネットから構造的に押し出している状況に

ある。一度網の外側に溢れ出てしまうと、網の中に再度入り込むのは困難を極めている。

このような「トランポリン」がうまく作動していない底抜けの状況は、困窮状態の継続

化と固定化を促進し、長期的視野においては貧困状態の再生産へとつながる仕組みを構

造的に生みだしていると捉える事ができよう。 

 

                                                   
61 とりわけ教育システムと雇用システムの連結について宮本（2013:8-9）は、階層間格差

と学力格差との直結を防ぎ成人後の就労可能性を高め経済社会の安定化を効率的に確保す

るための方策として、教育と社会保障を一体化した「エデュケア」（エデュケーション＋ケ

ア）の重要性を指摘し、このエデュケアは教育と雇用の関係に置いて最高のトランポリン

となり得ると主張している。また、文脈は異なるが、行政の縦割り組織の弊害に関連して

旧文部省が射程に置く障碍者教育と旧労働省が射程に置く職安行政との不整合問題を指摘

したものとして、寺脇（2007:38-42）がある。 
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第二章 社会的排除と社会的包摂 

 

はじめに 

 第一章では、〈法〉が前提とする社会と現実社会のリアリティとのギャップにつき、

とくに日本社会の実態を明らかにしてきた。本章では、社会的排除／包摂議論の発祥地

である欧州における議論を概観する。 

 

第一節 社会的排除概念の発生と背景（フランス／イギリス／EU） 

以下では、「社会的排除」概念の発生と背景につき、とりわけ政策立案者の意図に留

意しながら、フランス、イギリス、EU における議論の推移を整理しておく。つぎに、

貧困と社会的排除の理論的枠組みに触れ、社会的排除アプローチの理論的特徴を押さえ

ていく。排除／包摂概念が発生した背景と経緯を読み解くことで、今日の日本社会の文

脈で語られる排除論の再定位を試みる。 

 

（１）フランスにおける議論の背景 

 社会的排除（social inclusion）という言葉は、1960 年代から 70 年代にかけてのフラ

ンスにルーツを持つ言葉であるとされている（福原 2007:12-14,岩田 2006:5-9）。当時

のフランスでは、戦後復興から取り残され、福祉国家の恩恵が届かない人々、特に障碍

を持つ人々や移民、長期失業者やアルコール・薬物依存者などの、いわゆる「社会的不

適応」の状態にある人々の存在が看過できなくなり、彼らを社会に「参入」（insertion）

させようとする動きが、主に政策担当者たちにより活発化した。つまり、社会不適応者

をどうにかして社会に組み込もう（＝参入）という、制度設計に携わる側の意図が基点

にあったとされている。 

例えば、1960 年代から 1970 年代にかけての「社会的排除」用語が登場した背景の 1

つに、当時の社会事業担当大臣であった R.ルノワール（R.Lenoir）が著した『排除さ

れた人々―10 人に 1 人のフランス人』（1974）の存在があり、経済的繁栄が進行するそ

の裏側で貧困状況にある人々の表面化や高齢社会の進行、施設入所児童や非行少年、ア

ルコール中毒や若年ドラッグ依存者の存在を指摘し、彼らを「社会的不適応」として位

置づけスティグマを生じさせるような見方を説いたとされている（バラ、ラペール

2005:3）。 

さて、ルノワールの議論は、当時のフランスで大きな注目を集めたが、そこでの議論

は「特定の状況にある人々」に範囲を限定したものであり、その範疇を超えて論じられ

ることはなかった。つまり、自分にも起こり得ることという危機感はなく、あくまでも

‘自分とは関係のないどこか特別な場合に起こり得ること’として無意識下に捉えられ

ていた。その後、当初の限定した枠組みでの議論を超えて、「排除」状態が一般的なも

の、つまりこれまで安定して経済的繁栄の恩恵を享受していた層にまで波及し得る問題
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として自覚的に認識され始めたのは、1980 年代に入ってからである。 

今日的な意味で「社会的排除」概念が使用され始めた 1980 年代のフランスは、二度

のオイルショックを経験し、高度経済成長の終焉とも相まって福祉国家の危機が顕著に

なってきた時期にあった。社会情勢の急激な変化に伴い、高度経済成長期にはあり得な

かった長期失業問題の発生が顕在化し、特に若者の就職難と失業が大きな社会問題とな

った。そのときに大きな問題として表出したのが、当時のフランスの社会扶助の仕組み

が若者を対象とした制度設計にはなっていなかった、という点である。すなわち、若者

が長期失業状態に陥るであろうことは、少なくとも高度経済成長期には想定し得なかっ

たことであり、制度が社会情勢の急激な変化に対応しきれていない状態にあった。特に

新卒時に就職できなかった若者は失業保険の対象者になることができず、その後に続く

はずの年金保険、医療保険など、複数の保険体制から漏れてしまうという現象の多発へ

とつながった。 

上記一連の歴史は、前章で概観してきた近年の日本社会を取り巻く状況と酷似してい

る。人生後半期に重点を置いて制度設計がなされ、前半期の諸リスクは会社と家族がフ

ォローしていた従来型の社会構造は、人生前半期、とりわけ若年層の社会保障について

は希薄であった。すなわち、労働環境の変容とそれに伴う非正規労働の増加等によりこ

れまで機能していた社会システムが機能不全を起こしている今日の日本社会は、社会的

排除の状態が誰にでも起こり得る問題として把握され始めた 1980年代以降のフランス

における状況と類似している。人生前半期における 1 つのシステムからの疎外が、関連

するその他の複数の機能システムとの接合を著しく不安定にさせ、しかもそれが長期に

わたって継続し固定化するというリスクを考えると、まさに今、緊張感を持って喫緊に

対応すべき問題として突き付けられていると言えよう。 

こうした一連の社会情勢の変化を契機にして、フランスでは若者の失業問題をはじめ、

移民問題、母子・父子の１人親世帯の増加問題などが注目されるようになった。さらに

貧困経験比率の高齢者層の増加も相まっていわゆる「新しい貧困」が論じられるように

なった。具体的には、「新しい貧困」概念は、1981 年の政府報告書『不安定と貧困に抗

して――60 の提案』（通称:オーエックス報告）内で論じられ、その後の報告書（1987）

『極貧と経済的社会的不安定』（通称:ウレザンスキ報告）によって貧困が経済的側面の

みならず、その他の生活に関わるあらゆる側面からの排除の結果である、ということが

指摘されるようになったとされている（都留 2000:31-41）。 

 

整理すると、今日の「社会的排除」論の契機は、1970 年代のフランスにおける社会

不適応者を「参入」する政策的目的に端を発し、その後、社会情勢、特に若者を始めと

する長期失業問題とリンクする形で、主に政府関係文書やメディアにより「新たな貧困」

や「排除」という用語が登場したという背景を持つ。さらには、1988 年の「参入最低

限所得（RMI）」の設立と、1998 年の「排除との闘いに関する基本法（反排除法）」の
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設定により、フランスでは社会的排除への取り組みが具現化されていったという流れに

ある（福原 2007:12-14）。 

 

（２）イギリスにおける議論の背景 

 フランスと同じように、「排除」という用語が社会問題を語る上で重要な概念となっ

た国として、イギリスがある。ただし、イギリスとフランスでは「排除」概念が注目を

浴びた背景も、そこに付与された意味づけも、様相を異にしている。 

 イギリスで「社会的排除」が注目を集めたのは、1997 年に、ブレア率いる労働党が

政権に就いたことにある。ブレアは、サッチャー以降の保守党政権時代に深刻化したと

されるイギリス社会の貧困や不平等を克服すべく、1994 年の党首就任時代から Nexus

や Demos という労働党系のシンクタンクを使って政策構想を提言しており、「社会的排

除」に対抗するための概念として「社会的包摂（social inclusion）」概念を打ち出した

とされる（宮川 2004:27-28）。そこでブレアは、「社会的包摂」を政権の重要な項目と

して位置づけるとともに、首相就任直後の 1997 年に「Social Exclusion Unit」を立ち

上げ、貧困や差別、失業などの複合的不利からの脱却を宣言するとともに、首相直属か

つ各省横断的な「社会的排除対策室」を内閣府に設置した。なお、日本において、2011

年 1 月に菅直人総理（当時）直属の組織として立ち上げられた「一人ひとりを包摂する

社会」特命チームは、このイギリスの「社会的排除対策室」をモデルに設置されたもの

である（阿部 2011:4-5）。 

こうした政治的側面の動向を踏まえた上で、イギリスの貧困研究の第一人者である

R.リスター（R.Lister）は、公式な協議の場において、社会的「排除」という用語に拒

否反応があるような場合には「社会的包摂」という「前向きな政策」が好まれることも

あると指摘する一方62、「社会的包摂という概念は、社会的排除と同じくら異論が多い」

として、社会的排除の「好ましい反義語」として、「参加型シチズンシップ」を提案し

ている（リスター2011:116-122）。 

このように、イギリスの場合には、社会情勢からの要請は背景として存在しつつも、

とりわけ政府の主導という強力な政治的追い風があったことが排除／包摂議論の高ま

りをもたらしたと言えよう。加えて、同時期に A.ギデンズ（A.Giddenss）らの著名な

社会学者達が「社会的排除」という用語を多用していたという事情も存在する。J.ヤン

グ（J.Young）は、ニューレイバー（新しい労働党）の政策を分析する際のキーターム

として社会的排除が登場していると捉えた上で、包摂型社会63においては排除されるの

                                                   
62 リスターは、公式の協議では社会的「排除」という用語自体に拒否反応があり、前向き

な政策をアピールするためにも、政治的文脈では意図して社会的「包摂」が好まれる背景

に、個人に対して一定のスキルを身に付けさせ包摂されるために必要な状態を整えるよう

国家が要求する側面を曖昧にする意図が見え隠れすると指摘している。 
63 ヤングは、近代主義的観点によると包摂型社会とは、「他者を憎んだり、外部の敵とみな

したりするのでなく、他者が「われわれ」と同じ人間になるまで、かれらの社会化・更生・
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は明らかな異質性を持つ「他者」であると位置づけられ、そこでは一定の秩序が保たれ

ていたのに対し、個人主義の台頭や労働市場の再編、構造的失業者の大量発生などが重

なった結果、「排除の私的空間」化が起こり、これまで安全圏にいると思っていた人々

も「不安定性（precariousness）の感覚」に悩まされるようになったと分析している（ヤ

ング 2007:26-33）64。こうした学者たちによる社会的排除／包摂議論を巡る理論構築も、

ブレアの進める政策を下支えし、あるいは推進していったと位置づけることができよう。 

こうした当時の状況を詳細に踏まえた上で中村健吾は、イギリスにおける社会的排除

概念の登場について、「ほとんどもっぱら新労働党とそれをとりまく知識人たちにイニ

シアティブに帰すことができる」と分析している（中村 2007:42-43）65。   

 

（３）ヨーロッパ連合（EU）における注目 

 ヨーロッパ連合（EU）においても、フランスと同様に失業問題という難題を抱えて

いた。同時に、EU はその性質上、経済的な側面のみならず、社会統合をめざす側面か

らも「排除」と闘うというロジックが広く共感を集めていった背景に独自性があるとさ

れている（岩田 2008:18-19,中村 2002:58）。 

                                                                                                                                                     

治療に励むような社会」と定義されると指摘している（ヤング 2007:26-27）。すなわち、「近

代主義の視線」においては、「他者」（＝社会的排除状態にある人々）の存在を、「近代主義

的な属性を欠いた人々」と捉え、「われわれ」に脅威を与えるというよりもむしろ、「われ

われ」の存在を下支えし、彼らの不安定な姿を見ることで、「われわれ」は「自分たちの価

値観の正しさを確信する」ものとしてその存在意義を位置づけることにより社会を成立さ

せていた、と分析している（ヤング 2007:26-28）。すなわち、ヤングは近代主義における包

摂型社会において、〈逸脱する他者〉とは、「われわれ」とは違う領域にいる「他者」とし

て認識されていると指摘し、「他者」であるからこそ一種の棲み分けがなされると捉えられ

た結果、「包摂」すべき存在として位置づけられていたと分析する。 
64 ヤングは、近代社会において〈逸脱する他者〉とは「明らかに異質なマイノリティ」と

して出現し、「社会にとって脅威であるというよりも、むしろ少数であるがゆえに社会を統

合する役割を果たす存在」であったのに対し、後期近代においては〈逸脱する他者〉はど

こにでもいるようになったと分析している（ヤング 2007:50）。そして人々は「境界線がか

すんでぼやけ、互いに重なり合って融合している」という存在論的な不安から逃れるため

に「安定した土台を築こうと躍起に」なり、「自分の価値観を絶対的道徳としてふたたび振

りかざし、ほかの集団を道徳的な価値観が欠如していると攻撃し、美徳と悪徳を明確に区

別し」「懲罰的で排他的な道を選ぶようになる」と指摘している（ヤング 2007:50-51）。こ

のヤングの指摘は、排除型社会が異質な他者への峻別感情を助長し、そうした外部からの

視線が内面化することにより肯定的アイデンティティ形成を阻害し、外部・内部という二

項対立を激しくすることにより、「自らの意思」でシステムへの接近を拒絶することにつな

がるという、本稿の第Ⅲ部で論じる問題意識と共通する部分が多いと思われる。 
65 中村（2007）は、社会的排除概念の登場の背景についてイギリスとフランスを比較した

上で、イギリスの場合は新労働党とそれを取り巻く知識人たちのイニシアティブによるも

のであった一方で、フランスの場合には 1960 年代半ばころから人道的運動の中で登場し、

いわゆる政治化の傾向が見られたのは 1990 年代初頭のことであったと指摘し、フランスに

おける社会的排除議論の推移はイギリスと比較するとより複雑であると分析している。こ

の点に関して、中村（2007）の 42-49 貢部分。さらに都留（2002）にも詳しい。 
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具体的な経緯を時系列に見ていくと、まず 1989 年に欧州社会憲章において社会的排

除との闘いが宣言され、1990 年の欧州閣僚理事会による「社会的排除との闘い」に関

する決議が採択されたことが契機に挙げられる。その後、1992 年に『連帯の欧州をめ

ざして――社会的排除に対する闘いを強め統合を促す』という欧州委員会公式文書が提

出され、1997 年に調印されたアムステルダム条約でも EU の主要な目的の一つに「社

会的排除の撲滅のための人的資源の開発」が掲げられた経緯がある。それを受け、2000

年に開催された EU サミットでは、「社会的包摂に関するナショナル・アクションプラ

ン」の実施が加盟各国に要請され、EU 共通の目標が設定されるに至った。 

 EU では、フランスの場合の「参入」と「排除」という用語が、「社会的包摂」（social 

inclusion）と「社会的排除」（social exclusion）という用語に変化し、EU 加盟国の社

会政策を考える上で重要なコンセプトとなっていった。 

こうした状況に対し、中村（2007）は、EU 全体としての取り組みは、「低所得とい

う側面に限定されない社会問題のさまざまな次元に注意を促すうえで利点を有してい

る」と評価する一方、政策背景として、「公的扶助をはじめとする旧来のセーフティ・

ネットを『受動的な所得分配政策』と見なして縮小し、欧州経済の競争力の強化にとっ

て有意義な『積極的な労働市場政策』へと重点を移そう」としていると指摘し、制度設

計者にとって「都合の良い仕組み」で制度理念が組みたてられていると指摘している（中

村 2007:63-65）。 

 

第二節 貧困概念と社会的排除 

先述したように、「社会的排除」という言葉は、1970 年代にフランスで生まれ、後の

1980 年代に顕在化した若者失業問題で注目を集め、さらにヨーロッパ連合（EU）にお

いて拡がりを見せた背景を持つ（岩田 2008:17、福原 2010:12）。いずれの段階におい

ても、当時の政策推進者達により着目された用語である。したがって、社会的排除概念

自体が特定の学問領域において綿密に確立された概念というわけではなく、その発生背

景からも分かるように、多義性を含んでいる概念であると捉えることができる。しかし

ながら、大別するに、「貧困」や「剥奪」という概念と、「排除」概念は別物であり、前

者は静態的な様子を指すのに対し、後者は動態的な様子を指すという点は、概ね共通認

識として存在していると思われる。 

一方で、「貧困（poverty）」の概念と「社会的排除（social inclusion）」の概念は、共

通する部分も存在している。より正確に言えば、貧困状態と社会的排除状態との間には

大いに連動性があると言える。例えば、先に挙げた R.リスター（R. Lister）は、社会

的排除が貧困の原因になる場合、あるいは貧困の結果として社会的排除状態に陥る場合

など、双方の概念は連続性を含んでいると指摘している66。 

                                                   
66 貧困と社会的排除をめぐる概念の区分については、政治的にも学術的にも様々な言説が

存在する。貧困と社会的排除を巡る概念の連続性について、本章では主に Ruth Lister（2004
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なお、「貧困」概念については、大きく分けて二つの捉え方がある。「絶対的貧困」と、

「総体的貧困」がそれに当たる。衣食住そのものに困窮しており、生存自体が極めて厳

しいような状況は、「絶対的貧困」に分類される。これは、時代や国境を越えて共通す

る定義であるとされ、人間が生きていくために必要不可欠な最低限の要素、具体的には

栄養素や衣服などの、「生物学的見地から生存に絶対的に必要なもの」、という基準で判

断されている。 

これに対して、日本をはじめ先進諸国の大多数が今日用いている貧困概念は、おおよ

そ「総体的貧困」を指している。特に日本においては、1960 年の池田内閣時に、「絶対

的貧困」から「総体的貧困」への転換がなされたとされており（副田 1995:116-117）67、

その具体例として、生活保護制度における最低生活費の改定が挙げられている。しかし

ながら、「絶対的」貧困概念に対しては、何を持って「生存に絶対的に必要」なものを

判断するのか基準が不明確であるという批判も存在する。 

このように、貧困脱却に必要不可欠なニーズの判断を巡る議論には様々な立場が存在

しており68、今なお思考錯誤が続いている課題である。 

 

第三節 社会的排除概念を巡る諸議論 

（１）多次元的かつ動態的過程としての社会的排除状態 

さて、「貧困」が静態的で、かつ「所得」という一次元的な要因しか持たないのに対

して、「社会的排除」は、生活におけるあらゆる多面的なリスクに焦点を当てていると

する論者もいる。以下では、その代表的な論者の主張を概観していき、「貧困」概念と

「社会的排除」概念の相違について確認し、本稿が考察の射程と置く社会的排除状態に

ついての定義付けを行う。 

この分野で代表的な論者である J.バーグマン（J. Berghman）は〈図１〉のように、

貧困と社会的排除を区別している。そこでは、所得の多寡に由来する富裕層と貧困層の

区別という枠組みに留まらず、独居高齢者や移民、シングルマザーや長期失業者などが

抱える様々なリスク、例えば、職業の有無や学歴、国籍、ジェンダーなどが多元的に構

成されていることが示されている。 

 

 

                                                                                                                                                     

＝2011）『貧困とは何か―概念・言説・ポリティクス―』（松本伊智朗監訳・立木勝訳）明

石書店、125 貢、図 4－1「貧困と社会的排除の実証的関係」を参考にしている。 
67 副田は、1960 年代の転換について、「先進資本主義国において生じた貧困観の変化の一

環」であるとし、当時の厚生官僚が「他国にも例をみない相対的貧困観に跳躍して、新し

い社会保障制度を構想した」として評価している。 
68 絶対的貧困概念と相対的貧困概念の議論分類に関しては、岩永理恵 2011『生活保護は最

低生活をどう構想したか―保護基準と実施要領の歴史分析―』に詳しい。特に 19-22 貢部

分。 
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〈図１〉貧困と社会的排除の区別 

 静態的な帰結 動態的な過程 

所得 貧困 困窮化 

多次元性 剥奪 社会的排除 

Berghman(1995:21)を基に作成 

 

また、M.バーンズ (M.Barns)は、社会的排除概念の概念整理を示しており

（Barns2005:15-16）、社会的排除は、個人や世帯のみならず、コミュニティや社会を

もその対象としている点や、分配の側面のみならず、関係の側面においても当てはまる

ことを指摘している。 

同様に、社会的排除の議論を整理したものとして、バラとラペール（Bhalla & 

Lapeyre 2005）がある。それによれば、社会的排除の議論は 7 つの特徴を持つとされ

ており（Bhalla & Lapeyre2005:15-39）、まとめると下記のようになる。 

①「貧困」「剥奪」「社会的紐帯の断絶」という状態は相互に関連して社会的排除とい

う過程を生み出す。社会的排除は、分配側面のみならず関係側面も含まれる。 

②社会的排除の多次元性は、経済的次元、社会的次元、政治的次元に及ぶ 

③労働市場への統合の質（失業と雇用の不安定さ）が、排除アプローチの核心である 

④多次元（雇用、住居、教育、医療）の質への着目 

⑤社会的排除状態の長期化と、ケイパビリティの剥奪 

⑥相対性―何が「標準的」か、を巡る議論 

⑦社会的排除概念に伴う政策志向性の強さ 

 

バラとラペールはこれらの特徴を挙げた上で、社会的排除が要求するものは「ケイパ

ビリティの発展、公私のパートナーシップ、参加」であるとし、「社会政策を抜本的に

再設計することを要求している」と指摘している（Bhalla & Lapeeyre 2005:38）。同時

に、個人的レベル（エンパワメント喪失への対処）と、社会的レベル（構造的・制度的）

の両レベルにおける対応が不可欠であるとしている。 

 

社会的排除という概念が持つ機能として、犯罪原因の個人化を回避し、排除状態を社

会的な位相の中に位置づけて捉える要素があると指摘するものに、J・ヤング（J.Young）

がいる。ヤングはその著書（1999＝2007）で、排除的社会への移行について以下のよ

うに述べている。 

 

1960 年代から 70 年代にかけて、個人主義が台頭すると、人々が他者を排除するための、

いわば排除の私的空間と呼ぶべきものが現れた。それとともに、コミュニティや家族の因

習が問題になっていった。これを最初の転換期とするなら、続く 1980 年代から 90 年代は
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第二の転換期であり、この時期に社会的な排除は一層進行した。この時期の排除は、二つ

の過程から成り立っている。ひとつは労働社会が再編され、分割されて、構造的失業者が

大量に生まれていく過程である。もうひとつは、このような状況の変化から犯罪が起こり、

その犯罪を抑制することから排除が起こり、しかも反社会的な行為が排除的な性格を帯び

ていく過程にある。                   （Young1999=2007:29-30） 

 

上記に記述されている「労働社会の再編・分割」、それによる「構造的失業者の大量

発生」と言う構造は、第一章で見てきた日本社会の構造転換に共通している。これまで

は近代主義的観点に基づき包摂すべき「他者」、すなわち「明らかに異質なマイノリテ

ィ」として存在していた排除状態にある人々の存在が、両者を区別していた「境界線が

かすんでぼやけ」たため、自らの「存在論的な不安から逃れるため」に、「懲罰的で排

他的な道を選ぶようになる」（ヤング 2007:50-51）として、後期近代における社会の変

化について、「同化と結合を基調とする包摂型社会（inclusive society）」から、「分離

と排除を基調とする排除型社会（exclusive society）」への移行であると規定している

（ヤング 2007:30）。 

 

以上、社会的排除概念を巡る諸議論を概観してきたが、いずれにも共通している点は、

第一に、社会的排除状態発生の背景は個人的資質にのみ起因する性質のものではなく、

社会的構造及び外部環境の変化など多様な側面により引き起こされていること、第二に、

経済的次元のみならず、関係的側面における剥奪をも意味していること、第三に、社会

的排除状態にある人々に対して社会が向ける視線や意味づけが、社会構造の変化に伴い

変容するということ、が明らかになった。本稿において社会的排除状態と言うときは、

こうした多次元的かつ動態的過程としての一連の様相を視野に置く。 

こうした多次元的かつ動態的過程としての社会的排除状態を前にした時、バラとラペ

ールが指摘するように、個人的レベルへの対応と、社会的レベルへの対応の両側面にお

ける対応が必要とされていると捉える事ができよう。 

 

（２）ケイパビリティ・アプローチ 

 このように、社会的排除状態を経済的で静態的な側面のみにおける捉え方ではなく、

剥奪の多次元性や関係的な側面にも焦点を当てたものとして捉え、その概念を具現化し

たものとして、A.センの「ケイパビリティ・アプローチ」や、R.D.パットナムの「社会

関係資本（social capital）」概念が位置づけられる。 

A.センは、上記で挙げた貧困概念（静態的、分配の側面、一次元的）に対して、「潜

在能力の剥奪」という、動態的な枠組みで捉えている。すなわちセンは、「個人の福祉」

というものを、「適切な栄養を得ているか」「健康状態にあるか」「避けられる病気にか

かっていないか」「早死にしていないか」といった基本的なものから、「幸福であるか」
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「自尊心を持っているか」「社会生活に参加しているか」といった複雑性を持つものま

で含んだものとして捉えており（セン 1999:59）、「個人の福祉」をその人が置かれてい

る状態の性質である「達成された機能」としてのみ捉えるのではなく、「潜在能力」が

どのように「個人の福祉」と結びついているのかという点を考えることが重要であると

指摘している（セン 1999:60-62）。その上で、センは、ロールズが所得と富、基本的な

権利と自由、移動や職業選択の自由、権威と責任のある職務と地位に伴う諸々の権利と

特権、そして自尊の社会的基盤などが含まれるものを、「自由で平等な人格が市民とし

て必要とするもの」であるとして基本善/財（primary goods）として捉えているのに対

し（ロールズ 2004:99-105）、財（commodities）をどれだけ持っているかではなく、「所

有する財とその特性を用いてひとはなにをなしうるか」という、財の「機能」を考える

こと（セン 1988:22）、そして財を活用して「選択肢が確保」されること、それらを通

して、「その人が自ら生きる価値があると思うような生活をするための本質的自由」を

確保することができる様子を捉えて潜在能力（ケイパビリティ:capabirity）と定義して

いる（セン 2000:84-99）。 

このように、センが提唱するケイパビリティとは、財の多寡という経済的状況のみな

らず、各人の健康状態やコミュニティにおける人間関係、さらには教育水準や享受でき

る社会サービスの質などによっても左右されるものを指している。したがって、センの

指摘に沿うならば、社会的排除状態にある人々とは、コミュニティに参加したり、仕事

でスキルを発揮したりする際に必要不可欠となる「ケイパビリティ（capability）」自体

が剥奪されている状態であると解釈することができる69。 

 

排除状態があらゆる側面における関係資本、すなわち社会関係資本（social capital）

からの疎外状況であると捉えるものとして、R.D.パットナムがある。パットナムは、社

会関係資本（social capital）を、「調整された諸活動を活発にすることによって社会の

効率性を改善することのできる、信頼、規範、ネットワークといった社会組織の特徴」

（パットナム 2001:206）70であると定義し、社会関係資本はコミュニティの成員に対し

てアイデンティティや帰属の場所を提供すると分析している。 

                                                   
69 小長井（2008:46-56）は、社会の一員としての存在を承認される意味としての市民性を

確保するためには地域社会（コミュニティ）への参加が重要であると分析し、地域社会へ

の参加こそがセンのいうケイパビリティを開花させるための前提として必要とされる多様

な社会資源へのアクセス保障を担っていると指摘している。関連して、地縁が稀薄化した

現代社会においてはコミュニティへの参加自体が当事者たちの生きがいとして機能してい

ると分析したものに、尾崎（2001:56-70）。尾崎の指摘を踏まえると、社会的排除状態にあ

る人々は、コミュニティへ参加すること自体から排除されており、「生き甲斐」を獲得し得

る 1 つの機会を剥奪されている状態であると理解することができよう。 
70 ロバート.D.パットナム（2001）『哲学する民主主義―伝統と改革の市民的構造』河田潤

一訳、NTT 出版。また、より最近の著書として、ロバート.D.パットナム（2006）『孤独な

ボウリング―米国コミュニティの崩壊と再生』柴内康文訳、柏書房、がある。 
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両者に共通する重要な点としては、「貧困」や「剥奪」が持つ多次元性と、分配的側

面のみならず関係的側面に注目を集めた点が挙げられる。社会的排除という枠組みを、

個人の資質（保有財産など）とは別の側面、つまり社会からの影響（教育・医療などの

各種サービス提供とその享受、コミュニティでの人間関係、それらに派生するアイデン

ティティの形成）という社会的文脈から位置づけ、潜在能力（capability）の剥奪とい

う視座から捉え直した点に、現代社会への応答性が存在している。 

 

（３）社会的排除/社会的包摂議論のジレンマ 

 これまで歴史的背景を主として社会的排除／包摂概念について見てきたが、その議論

には内在的ジレンマが常に存在している。それは、排除／包摂概念自体が持つ曖昧さ、

つまり社会的包摂と排除の関係性である。すなわち「包摂」を求めれば逆説的に「排除」

を生み出してしまうというジレンマが存在している。 

 概念自体が内包する曖昧さについては、本章第一節および第二節で概観したように、

概念の発生自体が政治的文脈に位置づけられて登場したという背景を持っており、必ず

しも統一された定義や範疇を示すことに成功している訳ではない。さらに、「内か外か」

という議論は、その暗黙の前提として社会の外を想定していることにつながると捉える

こともできる。つまり、「内」が社会、すなわち本稿で言うところの包摂メカニズムの

内部にいることを示し、「外」が社会の外側、すなわち本稿で言うところの疎外メカニ

ズムを示していると位置づけるとき、「内か外か」という議論はこうした二項対立を無

意識のうちに内在化してしまっているという指摘もできる。関連して、本章第一節で見

てきたように、社会的排除／包摂議論はその前提として政策立案者側の要望を社会に反

映させるという、トップダウン式のものとして包摂が企図されてきたという歴史を持つ。

つまり、社会的包摂議論を推進する政策立案者側の意図には、排除状態にある人々を社

会的不適応者＝外にいる人々とみなし、彼ら彼女らを社会構造の内側に「参入」させ、

経済政策上の理由から労働市場に組み込もうとする政策立案者の意図が存在して点に

問題点を見いだすことができよう。 

こうしたトップダウン式の包摂議論が巻き起こるとき、‘社会的不適応者’とされる

状態に陥るメカニズムの解明よりも、彼ら彼女らを‘社会に役立つ人間’にすることに

主眼が置かれ、包摂施策に乗ってこない人々は救いようのない人としての烙印（スティ

グマ）を押されるという構造を推進する可能性が高い。しかしながら、重要なのは、個

人の責任として個別的な要素に議論を収斂させるのではなく、疎外メカニズムが発生す

るメカニズムを、構造的側面及び心理的側面から読み解くことにより解明することであ

る。 

 

（４）複層的メカニズム構想 

こうした排除／包摂概念のジレンマと批判を乗り越え得る可能性を持つものとして、
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樋口は、R.グッディンが排除／包摂議論を乗り越えうる対案として述べている「内的に

はあまり包摂的ではなく、外的にはあまり排他的ではない諸コミュニティからなる世

界」という構想を、「いまだに包摂／排除という二項対立の枠組みを踏襲しており、先

のジレンマを脱し切れていない」（樋口 2004:7）と指摘した上で、社会的包摂を「経済

的側面」、「社会的側面」、「文化的側面」、「政治的側面」から成る複層的なメカニズムで

あると分析している（樋口 2004:8-16）。 

すなわち、樋口は、R.グッディンが、社会的排除アプローチに対して論理的矛盾を指

摘し批判しつつも、同時に、ジレンマを克服し得る構想として、「人々が多様な社会集

団に所属する機会を持つことでコミュニティの排他性が小さくなる社会構造」を提示し

ている点に着目した上で、このグッディンの構想が、排除／包摂という 2 項対立を打破

できていないと指摘し、包摂概念を「政治的文脈」という 1 つの領域に収斂させるので

はなく、排除／包摂概念のもう一つの次元として、自己の肯定的アイデンティティの再

確立に向けた「文化的側面」を含む、多面的で複層的なものとして包摂メカニズムを捉

える必要があると論じている。 

この樋口論文で提示されている研究視座は、本稿の問題意識とも共通する部分が多い。

すなわち、雇用情勢が不安定化し、二極化が進むといわれる現代の日本社会において、

排除の実態を列挙するだけではなく、そこに潜む構造的要因はもちろんのこと、心理的

要因にも焦点を当てて考察する手法は、法システムへのアクセスに限定されず、広く一

般社会に応答し得る示唆を多く提示可能であると思われる。 

このように考えると、社会的弱者の存在が顕在化し、｢法｣が前提とする社会と、現実

の｢社会｣とが乖離した今日の日本社会においては、まず「社会への参加」が可能になる

ような施策が必要とされていると思われる。そして参加を強制したり、役割を固定化し

たりするのではなく、各機能システム間のスムーズな行き来を確保し、センがいうとこ

ろの「選択の幅」を広く確保することが重要であると考えられる。 

 

整理すると、グローバリゼーションが進行し雇用情勢が変化している現在においては、

かつての所得の多寡に依拠した貧困概念から、人々が抱える多次元的なリスクに焦点を

当てた社会的排除概念へと理念の枠組みが推移していることが見て取れる。 

従来の貧困概念時代においては、貧困者に対するアプローチというものは国家による

最低限のサービス提供という、いわば「温情的な措置」という側面が強く出ていた。そ

れに対し、今日の社会的排除アプローチは、多次元的な「剥奪」と「社会的紐帯の断絶」

に焦点を当て、〈複合的なリスク〉を考慮に入れている点に特徴があると言えよう。 

 

第四節 複合的排除状態のリアリティ 

以上、第一章と第二章において日本社会のリアリティ及び社会的排除論／包摂論を概

観してきた。これらの考察から明らかになったことは、排除状態とは一側面に限定され
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て発生するものではなく、1 つのきっかけをもとにして、複数の機能システムから複合

的に疎外されていく状態を指すという点である。そして、複合的な排除状態の顕在化の

背景には、不安定雇用の増加に代表される日本型生活保障の基盤が崩壊していることが

存在しており、日本社会が今まさに方向転換の必要性に迫られている時期に来ているこ

とが明らかになった。 

 

これらの分析から本稿の問題設定に照らして見えてきた論点は三つある。 

1 つ目に、ある側面におけるシステムからの排除は芋づる式に他のシステムとの排除

につながり得る可能性が非常に高く、しかもそれが継続化、固定化し得る要素を多分に

含んでいるということ。 

2 つ目に、構造的要因に伴う排除状態はいつしか心理的要素にも浸透し、個人のアイ

デンティティ形成や自己肯定感にまでマイナスの影響を及ぼしてしまうこと。 

3 つ目に、構造的要因が心理的要因にも影響を及ぼし、その結果形成された心理的要

因がシステムに参加する際の実質的な障壁となって存在しているというリアリティ、が

明らかになった。 

 

これら 3 つの論点は互いに関連し循環関係を構成している。そして、この循環構造と

「個人化」の進行は、その背景に存在している不平等状態あるいは選択の強要という事

実を隠蔽し、現象として表出した事象（例えばシステムへの不参加を個人が選択したと

いう事柄）はあくまでも個人の選択としてのみ取り扱う傾向を持つ。換言するならば、

基盤の喪失、自己肯定感の喪失、意欲の低下という、表面上には見えにくい背景が、実

際のところは各人の行動判断の大きな部分を占めているというリアリティが存在して

いる一方で、ほとんどの場合外部にいる人間には表出した現象だけしか捉えることがで

きず、その背景事情については考慮することが困難であり、その結果個人が自身の意思

で行った言動であると判断するしかないという範疇から脱却する術を持ちえない構図

になっているという、システム自体がその性質上内包してしまうアポリアが存在してい

る。このようなシステム自体がその性質上持ってしまうジレンマを認識した上で、個人

化の持つ困難性を克服し、不利状態の継続化及び固定化を防ぐ手立てとしては、第一章

第二節の後半部分で見た、各機能システム間のスムーズな行き来の確保を保障するとい

う福祉政治学の知見に一定の示唆を得ることができよう。 

しかしながら、果たして、「各機能システム間のスムーズな行き来」は実質的に可能

なのであろうか。可能であると捉える場合、「各機能システム間のスムーズな往来」が

可能になる前提として必要とされる条件は何であろうか。仮に、その前提条件が、シス

テムへ包摂されていること、すなわち包摂メカニズムに躊躇なく居ることができる状態

であることを要求していると推測するならば、社会的排除状態（social exclusion）に

ある人々はその範疇にすら位置づけられておらず、「各機能システム間のスムーズな往
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来」にも関与し得ないことになる。 

システムへの参加やアクセスに躊躇を覚えない場合は、各機能システム間のスムーズ

な行き来に乗ることができ、よりよい状態への移動を容易にすることによりますます有

利な状況を獲得する機会を得る一方で、システムへの参加やアクセスに躊躇ないし拒絶

意識を覚える場合には、排除状態を緩和し社会にアクセスしやすくするはずの「各機能

システム間のスムーズな行き来」自体に乗ることができず、システムに参加することに

より獲得できるであろう権利としての社会保障制度等の享受からも遠ざかり、結果とし

てますますシステムへの接近から遠ざかり、より困難な状況の継続化・固定化へと連動

していく。 

このような構造的排除状態のスパイラルが存在していると捉えるとき、システムへの

参加やアクセスに躊躇を覚えない状態、すなわち包摂メカニズムにいる状態と、システ

ムへの参加やアクセスに躊躇を覚える状態、すなわち疎外メカニズムにいる状態をつな

ぐ要素としてどのような側面が存在しているのであろうか。同時に、社会参加を謳う実

践はこうした現代社会のリアリティにどのように応答しているのだろうか。 

第Ⅰ部で見てきた社会的排除状態の実態を踏まえた上で、以下の第Ⅱ部においては、

社会参加型の実践を理念におく法教育実践の分析を中心として、システム内在的な排除

性の探究を行っていく。 
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第Ⅱ部  〈法教育〉という逆説 ―システム内在的な排除性― 

 

第三章 「社会参加型」の実践は可能か 

 

第Ⅱ部では、第三章及び第四章において、法と社会のインターフェースである〈法教

育〉実践の検討を 1 つの契機として分析していく。第Ⅰ部において考察してきた現代社

会における排除性の現実、すなわち法が想定する社会と現実社会のリアリティとのギャ

ップを前にしたとき、「社会参加型」の実践をその理念に置く法教育実践は現実社会の

リアリティにどのように応答することができるのだろうか71。 

本章（第三章）ではこの論点につき、前半部分において現在展開されている法教育実

践の現状を分類・整理し、概観を把握する。後半部分においてはとくに国家と市民との

関係性に着目し、法教育実践が内包し得る課題について考察していく。 

 

はじめに 

本章では、現在日本で展開されている「社会参加型
．．．．．

」を目指す教育であるとされてい

る法教育実践を概観する72。後に詳述するように、今日の日本社会で展開されている法

教育実践は、司法制度改革前後に法務省や文科省の後押しを受けたことを契機に、注目

が高まっている状況にある73。従来から社会科教育の分野において法関連の学習の蓄積

                                                   
71 本稿において法教育実践の理念の一つに「社会参加型」という文言を用いる背景には、

法務省法教育研究会報告書（2004）で用いられている表現、すなわち「法律専門家ではな

い一般の人々が、法や司法制度、これらの基礎になっている価値を理解し、法的なものの

考え方を身に付けるための教育」であり、「法曹養成のための法学教育などとは異なり、法

律専門家ではない一般の人々が対象」であるとされ、「法律の条文や制度を覚える知識型の

教育ではなく、法やルールの背景にある価値観や司法制度の機能、意義を考える思考型の

教育であること」「社会に参加することの重要性を意義づける社会参加型の教育であるこ

と」とする表現が用いられていることを念頭に置いている（報告書 2004:2）。なお、法教育

研究会は、平成 15 年 7 月 29 日に、「我が国の学校教育等における司法及び法に関する学習

機会を充実させるため、これらに関する教育について調査・研究・検討を行うことを目的」

として、法務省に設置された研究会である。法教育研究会は、法学や教育学の研究者、法

律実務家、中学校・高等学校の教諭、有識者らにより構成され、平成 15 年（2003 年）9 月

22 日から平成 16 年（2004 年）10 月 18 日の間に合計 16 回開催された。なお、活動状況

及び議事録は、法務省 HP、http://www.moj.go.jp/shingi1/kanbou_houkyo_index.html に

掲載されている。2013/10/15 最終アクセス。）。 
72 司法制度改革前後における法教育について各界の研究者が論考を寄せているものに、大

村・土井（2009）。 
73 司法制度改革論議が始まって以降、法学および教育学分野において法教育に着目した

数々の動向が見られた。例えば、関連雑誌における法教育特集企画やイベントの開催、学

会の設立などが挙げられる。具体的には、法教育について特集が組まれた近年の法律雑誌

として、ジュリスト 1404 号（2010）、法学セミナー662 号（2010）、法律のひろば 63 巻 6

号（2010）、市民と法 63 号（2010）。また、「小・中・高等学校における法教育、大学法学

部における法学教育、法科大学院・司法研修所における法曹教育、そして法律専門家に対

http://www.moj.go.jp/shingi1/kanbou_houkyo_index.html
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がなされてきたが、今般の司法制度改革前後における各方面における一連の法教育関連

動向は、そうした従来型の実践をベースに、法律専門家や法務省、民間団体等が独自の

理念と方法により展開している状況にあると捉える事ができる。 

とりわけ、一連の司法制度改革論議の中においては、法システムへのアクセス拡充の

ために子ども期から法への関わりを身近に捉える活動が必要だとする分析がなされて

いる。例えば、土井真一は、国民にとって司法が真に身近な存在となるためには、国民

自身の意識の中で法への関わりをごく自然なものとして捉えられる必要があると指摘

しているし（土井 2004:38-40）、司法制度改革の理念を実現するという観点からは、い

わゆる司法ネット構想との関連で法教育を捉えるべきであると主張するものや（佐川

2003:13）、日本司法支援センター常勤弁護士（スタッフ弁護士）の力を用いながら各地

域の法教育に法テラスが積極的に関与していくことへの期待も寄せられている（山本

2006:14）74。 

では実際のところ、これら一連の法教育に対する期待や理念と、現状における取組み

の実態とはどのような関連性を有しているのだろうか。本稿では、現在展開されている

法教育実践を単に取り上げ紹介するというスタンスではなく、実践を展開する上で言下

に必要とされる条件についての着目を考察の基軸と置き、どのような前提条件のもとに

「参加」が促され、どのような意図のもと「社会参加型
．．．．．

の教育」が展開されているのか

を、批判的に考察していく75。 

以下では、法教育がどのような導入背景を持ち、どのような実践が展開され、いかに

して「社会参加型
．．．．．

の教育」を具体化しようとしているのかを概観する。 

 

本章の構成としては、まず第一節と第二節において、法教育実践の歴史と、アメリカ

法教育実践の全体像について概観する。つぎに第三節において、現在日本で展開されて

いる法教育実践の導入背景と主な潮流を敷衍する。第四節においては、市民性と国家と

の緊張関係を見るために消費者教育を展開する日司連の取り組みを概観するとともに、

イギリスにおける市民性教育の考察を通して「社会参加型」の実践が内包する課題を抽

出し法教育実践を批判的に検証していく。 

 

 

                                                                                                                                                     

する研修・教育のあり方について総合的に研究」することを目的として、法と教育学会が

設立された（2009 年設立準備総会開催）。 
74 国民の司法参加や司法アクセス向上という枠組みから法教育への関与及び連携に期待す

る論調に一定の理解を示しつつも、主体となる機関は法テラスのような司法関連機関では

なくあくまでも教育機関であるべきだと主張するものに、山本（2004:47）。 
75 なお、社会的排除状態への応答性を検討するために第三章ではさしあたり社会参加型の

教育という法務省が定義する文言や捉え方に考察の基軸を置き検討を進めるが、これは法

務省の定義をただちに法教育の定義として直結的、限定的に捉えている訳ではない。 
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第一節 〈法教育〉の萌芽  

はじめに 

 本稿で〈法教育〉として取り上げる対象は、特に断りのない場合、戦後の法学者や教

育学者らによる研究の蓄積、及び司法制度改革前後による法務省、日弁連などによる一

連の推進活動、さらには戦後の学校教育現場における実践の展開をその範疇においてい

る。近年注目を集めている実践を範疇に置いているという意味においては、歴史背景的

には「狭義の」法教育を扱っていると捉えることができる。 

〈法教育〉という言葉を用いるときにしばしば混乱が見られるポイントは、「法教育」

と「法学教育」の違いについてである。換言するならば、法教育の射程についての疑問

である。この指摘及び疑問は、実は現在展開されている法教育の根幹部分を再定位する

という意味で非常に重要なものであると考えられる。 

したがって、以下では、戦前から日本に存在していた活動に着目しその歴史背景を概

観することにより、本稿で扱う法教育の射程を明らかにする。 

（１）法教育の歴史的位置づけ ―戦前の法普及活動と近年の新規性― 

戦前の日本社会及び学界において市民に向けた法的知識の啓蒙という側面を見てみ

ると、戦前からの取り組みである「法学教育」や、末弘厳太郎・穂積重遠によるリード

のもとに広まっていった法普及活動（関東大震災後の 1924 年の東大セツルメントの設

置や、1929 年の法律時報創刊など）が挙げられる。こうした先人たちの活躍を見ても

明らかであるように、古くから、「法の一般的な普及」という論点は法学者たちにとっ

て 1 つの重要な位置づけを持っていたと言えよう。 

日本における法教育の歴史背景について、大村敦志は、日本における法教育は戦前か

ら民法学と密接な関係を持っている、と分析している（大村 2010:2）。すなわち、大村

は、戦前の法律学全集や法律時報が「法科大学を市民に」というスローガンのもとにス

タートしたものであると指摘し、そのイニシアティブには、民法学者である末弘厳太郎

が関与していたとしている。さらに末弘が関東大震災後に東大セツルメントを開設し、

市民のための法律相談所を設けたこと、そしてそれを我妻栄が戦後に引き継いで法の普

及活動に熱心であったこと等を根拠に挙げ、大村自身の近年における法教育への関心も、

こうした一連の伝統の延長線上にあると位置付けている。さらに大村は、穂積重遠が

1952 年に著した『法律入門』において、「知育・徳育・体育のほかに「法育」が必要で

あることを明確に指摘」していることを明らかにし、穂積が法学教育の目的を、「①非

専門家を専門家にする」ことと同時に、「②専門家を非専門家とすること」としていた

点について、「今日、①の側面とともに、②の側面がますます重要になってくると言え

よう」と指摘している（大村 2010:ⅰ-ⅱ）。 

このように、戦前から戦後における日本社会において、著名な学者らによる法普及活

動と呼べる実践が広く展開されていた。 

近年、「法教育」と聞くと司法制度改革前後のそれを想起させる場合が多いが、大村
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の指摘にあるように、今日の法教育の先駆けとも呼べる先人たちによる戦前からの歴史

的な取り組みが存在していたと言えよう。しばしば日本における〈法教育〉実践は、1990

年代後半以降の実践を指すものとして捉えられている。すなわち、先般の司法制度改革

の要請に応答する形で盛り上がりを見せ、海外の実践を輸入する形で日本に紹介、導入

が行われたと捉える見方である。それから学び輸入されて初めて日本社会に取り入れら

れた、という位置づけが前提となり議論が進んでいる側面がある。 

しかしながら、上記大村の指摘にあるように、戦前からいわゆる法普及活動が活発に

行われていた歴史が存在しており、今日展開されている法教育実践の理念がまったく新

しい概念として 1990 年代以降に唐突に登場したというわけではないと言えよう。 

法教育論を考察する際に、便宜上近年のそれを対象とする場合においても、こうした

歴史的潮流を把握したうえで論を進めることは、法教育をより深みを持って考察するた

めにも必要不可欠であると思われる。したがって、本稿では、分析の対象としては近年

における法教育実践をその範疇に捉えているが、その概念自体については近年唐突に出

現したまったく新たな取り組みとして〈法教育〉を限定的に捉えるのではなく、近年の

新規性を踏まえつつも、戦前からの歴史背景の延長線上に位置づけられるものとして捉

えている。 

 

第二節 アメリカにおける〈法教育〉 

 第一節では、戦前における法普及活動と近年注目を集めている〈法教育〉について、

近年の法教育実践が一定の新規性を持っているとする一方で、その実態としては戦前戦

後における先人たちの先駆的活動の延長線上に位置づけられ得るという捉え方を示し

た。 

では、戦前戦後のそれと、司法制度改革前後で注目を集めている近年の〈法教育〉と

は、何が違うのだろうか。さらに言えば、近年の〈法教育〉の新規性とはどの部分に存

在しているのであろうか。 

以下では、近年の〈法教育〉導入の際に参考にされたとされるアメリカをはじめとす

る諸外国における〈法教育〉実践について概観することを通して、これらに対する応答

を探っていく。 

（１）アメリカにおける〈法教育〉導入背景 

現在日本において展開されている〈法教育〉実践は、主としてアメリカの社会科で用

いられる Law-Related Education(LRE)の訳語として使われ始めた背景を持つとされ

ている。諸外国における〈法教育〉実践を日本に紹介した法教育研究の第一人者である

江口勇治は、各国において法教育が要請される背景には、一種の予防司法的側面があり、

「秩序維持や安心確保を基軸に公共性なるものを考えて、そうした教育の充実を図る」
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取り組みであると述べている（江口 2003:9）76。 

アメリカでは 1916 年に社会科のカリキュラムが導入され、民主主義を担う市民教育

の実践が期待されていた。同時期に、J.デューイは『民主主義と教育』を著し、従来の

個性無視型教育への批判と同時に進歩主義的な教育理念が注目を集めていたとされる。

また、伴（2002）によると、当時の社会科カリキュラムの中では「社会的能率の増進」

や「市民的資質の育成」が挙げられ、それまでの暗記型、押し付け型教育への反省と社

会科創設への模索と同時に、「合衆国の社会科は『善良なる市民』の育成を普段の目的

とするべきである」との目的があったことが指摘されている（伴 2002:186）。 

こうした一連の社会科カリキュラムを受け、今日でいうところの「法教育」的取り組

みを実践し、「法教育」をはじめて意識的に提唱したとされているのがイザドラ・スタ

ーである。スターは、1930 年代からブルックリンの高校公民科の非常勤講師として憲

法や刑法、民法について教えており、その中では、特に法の制度的側面だけではなく法

の機能的側面にも焦点を当て実践を展開していたとされている77。具体的には、連邦最

高裁判決を授業の中で取り上げ、判決内に記されている法原則について論じたり、法原

則の具体化をディスカッション形式で生徒と考えたりという取り組みを展開していた。 

こうした経緯を経て、1978 年に法教育法が制定された。そこでは、法教育について

「法律専門家ではない人々を対象に、法、法形成過程、法制度、これらを基礎づける基

本原理と価値に関する知識と技能を身に付けさせる教育」であると定義付けられている。

この定義は、法務省法教育研究会（2004）の中でも参考にされている。詳細について

は本章第三節において詳述するが、そこでは、法教育について「法律専門家ではない一

般の人々が、法や司法制度、これらの基礎になっている価値を理解し、法的なものの考

え方を身に付けるための教育」であるとされている。 

 

このような背景のもと、アメリカでは、法律専門家はもちろんのこと多くの法教育関

連団体が関与する形で法教育の推進が図られてきた。代表的なものを挙げると、（ⅰ）

アメリカ法曹協会（American Bar Association）によるもの、（ⅱ）市民教育センター

（Center for Civic Education）によるもの、(ⅲ)Street Law Inc によるもの、が挙げら

                                                   
76 この点に関し江口は、アメリカにおける法教育推進団体の 1 つである Constitution 

Rights Foundation を訪問した際に、当時の担当者がロサンゼルスの少年犯罪の増加率を示

しながら「学校や放課後における少年犯罪を回避するためにも法教育は必要だ」と力説し

ていたと回顧している。この回顧に基づき、日本においても今後治安安定や犯罪予防（防

止）の観点からの教育が要請されるであろうと述べた上で、「否定的ないし脅迫的なアプロ

ーチ」でのカリキュラム化や、司法イコール裁きというイメージの共有化に危惧を示して

いる（江口 2003:10）。この点についてさらに詳しく述べたものに、江口（2001）「法教育

の理論―日本型法教育の素描」全国法教育ネットワーク編『法教育の可能性』がある。 
77 関東弁護士連合会編（2002）『21 世紀を生きる子どもたちのために』現代人文社、26 貢。

また関東弁護士連合会は 2011 年にも『これからの法教育―さらなる普及に向けて』現代人

文社を発刊し、法教育の推進を全会を挙げて展開している。 
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れよう。 

以下、順に概観していく78。 

 

（２）アメリカ法教育推進団体の主要な取り組み 

(ⅰ)アメリカ法曹協会（ABA）の取り組み 

ABA（アメリカ法曹協会 American Bar Association）では、組織を挙げて法教育の

充実に向け取り組んでいる。具体的には、法教育で目指す方向性やエッセンスを記した

テキストである「法教育のエッセンス（Essentials of Law-Related Education）」を作

成したり、専任のスタッフを配置したりしている79。 

組織体制としては、1981 年に法教育を推進するための公教育部を設置し、16 名の専

任スタッフの配置や 15 名の弁護士から構成される常任委員会の設置を通して、組織的

基盤の構築に力を注いでいる。同時に、HP で情報発信を常に行い広報を強化するとと

もに、中高生向けのプログラム（A Civics and Law Academy）の作成や、弁護士が学

校で授業を行う際の参考テキスト（Sure-fire Presentation）の提供など、実践に向け

た具体的な取り組みを展開している。 

ABA の活動が全国に与えた影響として特筆すべきは、1971 年に設置した「市民的資

質のための青少年に関する特別委員会（Special Committee on Youth Education for 

Citizenship）」の設置と、1978 年の法教育法の制定であろう。ABA は当該委員会を中

心として、法教育関係者との会議の開催や法教育の充実に関するシンポジウムの定期開

催を積極的に行い、一連の活動を契機となり連邦議会でも注目されるに至った。そして

その結果として、法教育関連団体へ政府が補助金を出すことを定めた 1978 年の法教育

法の制定へとつながった。この法教育法の制定により飛躍的にアメリカにおける法教育

活動は発展を遂げることになる。 

その後も ABA は継続的に活動を展開し、今日にわたって ABA の基本テキストと位

置づけられている『I’m the People』 を刊行した。 

 

『I’m the People』 は、 

①ルールと法の制定（Making Rules and Laws） 

②紛争処理（Resolving Conflicts） 

③地域社会への貢献（Serving the Community） 

④公共政策への影響（Influencing Public Policy） 

の四部門から構成され、弁護士が学校へ行って法教育実践を行う際のテキストとなっ

                                                   
78 以下のアメリカ法教育に関する記述は、拙稿（2008）に依拠している。 
79 ABA が目指す具体的内容については、ABA の HP

（http://www.americanbar.org/content/dam/aba/publishing/insights_law_society/lre_ess

entials.authcheckdam.pdf）に詳しい。 
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ている。教材の開発には弁護士も積極的に関与しており、生徒たちに身近なテーマで議

論を行うことに力点が置かれている特徴がある。 

また、関係各所との連携が不可欠であるとの考えに立脚し、教員と法曹、裁判所、司

法省、教育省、その他の法教育関連団体などのネットワーク構築を目指している点も特

徴として挙げられる。ABA は日本における日弁連のような立ち位置の団体であるが、

予算規模、スタッフの配置、全組織的取り組みなど、全体にわたって ABA の取り組み

は先駆的であると捉える事ができよう。 

 

（ⅱ）市民教育センター（CCE） 

 アメリカにおいて積極的に法教育活動を展開しているもう一つの主要な団体として、

CCE（Center for Civil Education）が挙げられる。CCE もまた、ABA と同様、組織

的に法教育普及に向けて取り組みを展開している。 

CCE は、カリフォルニア大学に設置された公民教育委員会を前身としており、1985

年からは NPO 法人としての活動を開始した。 

CCE が目指す市民像とは、知識（knowledge）、技能（skills）、信念（belief）の 3

つの資質をバランスよく持つ個人であるとされている。  

市民のプロフィール 

「理想的な民主的市民」80 

 

出典：CCE テキストを基に筆者作成 

                                                   
80 CCE は、その理念に「理想的な民主的市民」を置き、バランスのとれた市民の育成を目

指している。 
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上記の図にもあるように、CCE では、 

 

①立憲民主主義の原則とそれを支える価値の理解の向上 

②有能で責任ある市民として社会に参加する技能の習得を促進する 

③利害対立の調整と、民主主義の手続きを重視すること 

 

の 3 点を具体的な目標に掲げ、アメリカのみならず全世界的に民主主義教育の水準向

上に向けて活動を展開している。 

 

スタッフは、非常勤のボランティアによって担われているが、財政基盤はアメリカの

教育省、国務省などの政府機関、国内外の団体や個人からの寄付で賄っている。 

CCE が提案するプログラムとしては、生徒の発達段階に応じてコンセプトが設定さ

れた教材（Foundation of democracy）、主に公共政策についての知識向上を目指した教

材（Project Citizen）、初等中等教育において立憲民主主義の概念を教える教材（We the 

people）の 3 つが代表的なものとして提示されている81。 

ABA との主な違いとしては、ABA が基本的にはアメリカ内部における法教育実践に

関しての提言を行っているのに対して、CCE では、その対象をアメリカ国外の市民教

育にも向けている点、また弁護士などの法律専門家だけではなく学校教員に向けた指導

用教材も開発している点が挙げられる。 

 

（ⅲ）Street Law 

 ABA や CCE の他にも、特にアメリカの高校生を主たる対象としたテキストとして、

『Street Law』の存在がある。 

テキスト Street Law は、Street Law, Inc.の出版物であり、Street Law, Inc.は、民

主主義や人権に関して参加型の教育を提供することを主な目的とするNPO法人である。 

Street Law は、プログラムの実践を通じて法や司法制度に積極的に関わることので

きる市民を育成することを目指しており、「法教育」を通じて法的知識、批判的能力、

社会への参加意欲の涵養等を目的としている。 

 Street Law は、1972 年にジョージタウン大学のローセンタープロジェクトの一環と

して始まった契機を持つ。当時のロースクール生と担当教員が青少年に対して日常生活

で役立つ法知識をどのように提供するべきか模索しており、コロンビア特別区の公立高

等学校において予防法的アプローチから教育実践を行ったことに端を発する。そこでは

生徒が法関連問題に接した際にどのように対処するべきかという事柄が教えられ、その

                                                   
81 他には、校内暴力防止のプログラム（School Violence Prevention Demonstration 

Program）も提示されている。 
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後 Street Law が展開している活動の礎を築いたとされている（村野 2003:26-27）。 

 

 Street Law の特徴としては、ロースクールの教材としても用いられていることが挙

げられる。高校生を対象としたテキストの他に、教育者向けのものやロースクール生向

けの教材も出版している。〈法教育〉実践の担い手として、学校教員だけに限定するの

ではなく、将来法曹になることが予定されているロースクール生の教育の一環としても

位置付けている点が特徴的である。 

なお、現在全米では 70 以上のロースクールで Law School-Based Programs が設置

され、ロースクールの学生が市民に法教育の実践を行っている。このプログラムは正規

科目として単位認定も受けることができるため、机上の学習ではないリアルな市民との

交流を通して学生自身の法曹としてのスキルや素質の育成にも一役買っている。 

この他の特徴としては、「法教育」専門のスタッフが常駐していること、法曹との連

携が密である点、が挙げられる。 

 

以上、アメリカにおける法教育の導入背景と、主要な法教育推進団体による取り組み

を概観してきた。 

アメリカの法教育について全体像を総括するならば、アメリカという国の根幹をなす

民主主義に対する教育実践の長年の蓄積に加え、関連諸団体の取り組み内容が幅広く、

規模も大きいことが挙げられる。 

内容に関しては、法の価値的側面すなわち自由や権利、正義や責任といった論点につ

いて成長段階に応じて考えさせようとする教材が比較的豊富に存在し、実践の場におい

ても双方向による議論に重きを置いているプログラムが多い。さらに、ロースクールと

連携して活動を実践していたり、模擬裁判を実施したりといった課外活動も充実してい

る点も特徴として挙げられよう。 

これら、日本が法教育を導入する際に参考にしたアメリカの法教育の導入背景及び主

要な取り組みの概観を踏まえる限り、第一節で見た民法学の系譜による法普及活動と比

較したときに言える近年の法教育の新規性とは、民主主義を担う市民性への着目、民間

団体を含む複数の団体による実践の多様性、ロースクールにおける実践的取り組みの実

施であると捉えることができよう。 

 

第三節 日本における〈法教育〉 

今日の日本における法教育実践導入の潮流を分類するとき、大きく分けて三つの潮流

に分類されることがある。すなわち、第一に司法制度改革の流れに位置づけられるもの、

第二に社会科教育における実践の蓄積に位置付けられるもの、そして第三に法律専門家

による提言に端を発するもの、の三つの潮流である82。 

                                                   
82 本稿では便宜上三つの潮流に分類して分析を行っているが、当然これら三つに全てが明
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（１）司法制度改革の潮流によるもの 

本章冒頭部分でも述べたように、今日の日本で展開されている〈法教育〉実践は、司

法制度改革の動向が契機となって盛り上がりを見せていると捉えることができる。すな

わち、日本において〈法教育〉が注目されてきた背景には、司法制度改革に伴う後押し

が大きく、司法制度改革における一連の動向が、今日の日本における法教育実践を大き

く進展させ、全国的な取り組みとして普及させる契機を作ったと言っても過言ではない。 

 

1999 年 7 月に内閣に設置された司法制度改革審議会は、2001 年 6 月 12 日に司法制

度改革審議会意見書を提言しているが、その中で、「国民的基盤の確立のための条件整

備」の 1 つとして、「司法教育の充実」83が掲げられ（司法制度改革審議会意見書

2001:112）、「学校教育等における司法に関する学習の機会を充実」させることが提言さ

れている。さらに 2002 年には、学校教育等における司法関連の学習機会を充実させる

旨を盛り込んだ司法制度改革推進計画が策定された。2003 年には、法教育に関する調

査・研究・検討を行うことを目的として法務省に法教育研究会84が設置され、その集大

成として 2004 年には法教育研究会報告書である「我が国における法教育の普及・発展

を目指して―新たな時代の自由かつ公正な社会の担い手をはぐくむために」が作成され

ている。 

法務省法教育研究会報告書（2004）は、〈法教育〉が必要とされる背景について、「行

政改革や規制緩和などに示されるように、行政による過剰な事前規制を見直し、社会の

内にある多様な活力を積極的に引き出していこうとする点にある」としている（報告書

2004:2）。その上で、規制緩和の進展に伴う紛争の発生やその解決に向けた事後的対応

の必要性の増大、透明なルールによる紛争解決の要請、そして、「国民が法や司法を利

                                                                                                                                                     

確に区別されるわけではない。例えば、「法律実務家」である弁護士が、「社会科教育分野」

の教員と協働して取り組む実践も多く存在している。肝要なのは、各々の領域が重なり合

って〈法教育〉実践が展開されていると捉える事である。 
83 なお、「司法教育」に関する批判言説として渡邉弘は、「司法教育」が提言された背景に

注目し、政府主導による「司法教育」はあくまでも政府が推し進める司法制度改革をいか

にして国民に下支えするべきかを考えるという政策的意図から打ち出されたものであると

指摘し、用語は同じでも、立憲民主主義を支える市民を育てるという、法律実務家らが提

言するそれとは議論の出発点が異なっており、意図する到達点も趣を異にしていると分析

している。渡邉（2010:15-16）。 
84 2003 年 7 月、「我が国の学校教育等における司法及び法に関する学習機会を充実させる

ため、これらに関する教育について調査・研究・検討を行うこと」を目的として、法務省

に設置された。研究会の構成員は、法曹関係者、教育関係者、その他の有識者によって構

成されており、設置当時総勢 15 名から成っていた。この研究会では、法教育に関する事柄

につき多方面から議論され、2003 年 9 月の第一回会議にはじまり、2004 年 10 月の閉会ま

で月に 1～2 回のペースで、合計 16 回の会議が開催された。法教育研究会が閉会した後、

具体的な推進に向け活動するものとして法教育協議会が新たに設置され、2012 年現在にお

いても活動が発展的に引き継がれている。報告書は 16回の会議の後作成されたものである。

なお、関連して法教育研究会（2005）、法教育推進協議会（2007）。 
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用するだけではなく、司法を支えるために能動的に参加することが求められている」と

いう司法制度改革による要請があるとして（報告書 2004:2-3）、「法律専門家ではない

一般の人々が、法や司法制度、これらの基礎にまっている価値を理解し、法的なものの

考え方を身に付けさせるための教育」｢法律の条文や制度を覚える知識型の教育ではな

く、法やルールの背景にある価値観や司法制度の機能、意義を考える思考型の教育であ

ること、社会に参加することの重要性を意識付ける社会参加型の教育である｣と定義付

けている（報告書 2004:2）。 

さらに報告書（2004）は、国民一人ひとりが「自ら司法に能動的に参加していく心

構えを身に付ける必要がある」（報告書 2004:3）として、「法律の条文や制度を知識と

して暗記するのではなく、法やルールの背景に、どのような目的や価値があるのか」「司

法や裁判がどのような役割を担っているかを自ら考えることを通じて学び」「司法制度

を正しく利用し、適切に参加する力を身につけておかなければならない」として、「法

及び司法に関する学習機会を充実させることが必要とされる」と述べた上で、「思考力、

判断力、表現力などを高めることを重視する法教育の基本的な考え方は、これまで積み

重ねられてきている教育改革の観点からも求められているといってよい」として、2002

年（平成 14 年）から実施された学習指導要領にある「生きる力」の基本的ねらいと合

致するとして、「法教育は、司法制度改革と教育改革の流れに沿う」ものであるとして

いる（報告書 2004:3-4）。 

翌 2005 年には，報告書の内容をより具体的に推進することを目的に、法務省に法教

育推進協議会が設置された。そこでは、前身である法教育研究会で行われた議論を基に、

より具体的に法教育を推進するために、学校教育における法教育実践事例の調査研究、

教育関係者や法律実務家らによる取り組みの収集、裁判員裁判をテーマにした教材の開

発等が行われ、現在も継続して法教育の普及と推進に関する議論や教材開発がなされて

いる85。 

こうした司法制度改革における一連の動向は、その後、学習指導要領に法教育関連の

内容が追加されることになった。 

具体的には、2006 年の臨時国会において教育基本法が改正され、改正を受けて中央

教育審議会は 2008 年に学習指導要領の改訂に向けた答申を発表している。その答申を

受け、文部科学省では学習指導要領改定案を作成し、2008 年に小学校と中学校の学習

指導要領を、2009 年に高等学校の学習指導要領を改訂し、その「目標」項目や「内容」

項目において、法に関連した教育内容が盛り込まれることになった。 

こうして「法教育」の要素が意図して盛り込まれた新学習指導要領は、小学校で 2011

                                                   
85 法教育推進協議会は、2007 年 5 月 17 日に「法教育推進協議会の協議の状況について」

を発表し、これまでの議論の論点整理を行った上で、今後重点的に検討するべき法教育の

分野として、「経済、政治や倫理的内容を扱う教育との関係を踏まえた法教育」、「私法分野

における法教育」を挙げている（法教育推進協議会 2007:5-8）。 
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年度から、中学校で 2012 年度から、高等学校で 2013 年度から実施されている86。 

 

（２）社会科教育学の分野によるもの  

司法制度改革に伴う潮流より前から、社会科教育学の分野における取り組みが存在し

ている。これが近年の〈法教育〉動向における第二の潮流である。 

社会科教育学の分野においては、社会科における〈法教育〉の重要性について、アメ

リカの社会科における〈法教育〉の分析を通して検討が試みられている87。また、学校

現場・法曹界との連携の在り方についても蓄積された議論がなされている88。具体的な

〈法教育〉実践内容としては、社会科や公民科等の既存教科を活用し法や司法の仕組み

について知識の提供がなされてきた。 

このように、今日の〈法教育〉実践が盛り上がりを見せる以前から、初等中等教育に

おいて、主に社会科教育の分野の中で法に関する学習が行われてきた。しかしながら、

こうした従来の教育実践では、法に関する学習という側面は持っていたものの、特に〈法

教育〉として自覚的に取り組まれていたというわけではない。 

したがって、今日の実践や研究において注目を集めている〈法教育〉の背景には、従

来の社会科教育における取組みに加えて、先述した司法制度改革の流れと、学習指導要

領への位置づけ、そして後述する法律専門家達の取り組みが、相互に影響しあい発展し

てきたと言えよう。 

 

（３）法律実務家らによる取り組み 

上記二つとは別の枠組みにおけるものとして、法律実務家らによる取り組みが位置づ

けられる。これが便宜上の第三の潮流である。 

日本弁護士連合会は、法教育について、「『法の基礎にある価値や原則』に対する基本

的な理解を重視し、法的な考え方や法的参加の技能を身につけることで、『個人が尊重

される自由で公正な社会』を構築しようとする態度・意欲を育てようとするもの」とし

て、〈法教育〉の目標および理念を掲げている（弁護士白書 2010 年度版:38）。 

例えば、日弁連は 2003 年に設置した「市民のための法教育委員会」を中心に海外視

                                                   
86 「法教育」という文言や、「法教育」という新しい分野（単元）が新学習指導要領に導入

された、というわけではない。法に関連した内容が、従来から存在していた社会科をはじ

め、これまでは特に記載の少なかった生活科や音楽科、情報科など、幅広い教科において

教科横断的に法に関する学習内容の記載がなされ、それぞれの教科内容に関連する形で、

法に関する内容に関する記載が「目標」や「内容」の項目に追加された、ということであ

る。もちろん、総合学習の時間などに、教員と法律専門家が連携して法教育関連授業を新

たに構築する例も多く存在しており、そういった取り組みは新たに作り出したものとして

捉えられるが、一方で、「法教育」を新たな単元として誤認識をしている場合、教員の負担

感が増す要因となっていると推測される。 
87 諸外国の学校教育現場における法教育を分析したものとして、前掲江口（2003）。 
88 公民科分野における法教育の導入としては、磯山(2004)や、今（2005）に詳しい。 
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察や教材検討を含め活動を展開している。各単位弁護士会においても独自の取り組みが

なされ、専門委員会の設置や教員との連携を築き〈法教育〉実践を積極的に行っている

単位弁護士会もある89。 

日本司法書士会連合会も、1980 年代から主に消費者教育の中での司法教育を展開し

ている。当初から全国青年司法書士会や単位司法書士会が高校生に対する出張法律教室

活動等をしていた経緯があるが、1999 年に初等中等教育推進委員会を設置し、主に高

校生を対象として身近な契約や消費者トラブルについて積極的な活動を展開している。 

 

第四節 「社会参加型」の実践が持つ課題 ―市民社会と国家の役割―  

はじめに 

前節までおいては、近年の法教育実践を巡る国内外の動向を概観してきた。日本にお

ける近年の動向の中で、とくに「法教育としての消費者教育」に重点を置き実践を展開

しているのが、日本司法書士会連合会である。市民の多重債務問題やクレサラ問題の顕

在化に危機感を抱いた日本司法書士会連合会は、消費者保護のための法的知識の啓蒙と、

地域密着型の法律専門家としてのアピールも兼ねて、「法教育としての消費者教育」を

展開している。地道な活動が市民にとって法律相談への敷居を低くすることに成功して

いる一方で、市民社会と国家との役割を巡る重要な議論も存在している。 

そこで、本節では、とくに日司連が推進する「法教育としての消費者教育」について

概観した上で、消費者法分野と国家との関係性を巡る議論を敷衍する（(1),(2)）。そし

てイギリス市民性教育の導入背景と経緯及び課題を分析する（(3)）。本節における一連

の考察を経た上で、法教育実践が内包する課題について指摘し、「社会参加型」の実践

が果たして可能であるのか、法教育実践を行う上での注意点及び課題の抽出を行う

（(4)）。 

 

（１）「法教育としての消費者教育」概観 

 日本司法書士会連合会は、「自己責任が前提となる社会では、子供たちに最低限必要

な法知識と法的思考力を身に付けさせる必要がある」90として、全国の司法書士会及び

日本司法書士会連合会が活動主体となり、〈法教育〉実践を展開している。とくに、2010

年（平成 22 年）から 2013 年（平成 25 年）においては、日本司法書士会連合会と近畿

司法書士会連合会、国立大学法人大阪教育大学とが協働して、法教育・消費者教育に関

                                                   
89 弁護士白書（2010 年度版）では、〈法教育〉に関する取り組みについての特集が組まれ

ている。なお、筆者も属する札幌弁護士会「法教育研究協議会」においては、高校教員，

弁護士が連携しジュニアロースクールを開催したり（2013 年度で 10 回目）、中高生向け夏

休み法教育イベントとして法カフェを開催したりするなど、積極的な活動を展開している。 
90 日本司法書士会連合会

HP(http://www.shiho-shoshi.or.jp/activity/contribute/education.html 2013/11/29 最終ア

クセス。) 

http://www.shiho-shoshi.or.jp/activity/contribute/education.html
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する研究事業を展開しており、2013 年 3 月 4 日に「法教育としての消費者教育に関す

る研究―社会科（公民科）・家庭科の教材・授業案開発に向けて―」という研究報告書

を発表している。その中で、「法教育としての消費者教育」については、「契約が法律行

為であるという視点に立ち、日常生活に身近な契約とこれに関連する消費者問題を題材

として用いることにより、民法（特に契約法）の原則を理解したうえで、原則から考え

行動する力」、つまり「法的な疑問・被害を感じた時に動ける力を養成することを目指

す消費者教育」（研究報告書 2013:7）であると定義付けられている。この定義付けによ

り、日司連ではとりわけ消費者被害にあわないための法的知識の啓蒙と、被害にあった

ときに自ら考え相談するなどの行動に移せる力の涵養を目指すものとして〈法教育〉実

践を捉え、活動を展開している。  

①司法書士を中心とした〈法教育〉関連実践の経緯 

 そもそも、司法書士を中心とした法教育関連の取り組みは、1980 年前後にその萌芽

が存在していたとされている（髙山 2010:35-38）。1970 年代後半から、司法書士会及

び個人会員の有志によって、公民館や商業施設の一角を借りる形で一般市民に向けの

「市民法律教室」や「出張法律教室活動」などの活動が展開されていた。これは、日常

生活を営む上で生じ得る法的問題や、法的問題のように思える事柄について、市民に相

談できる場を提供するという一義的な主旨と、司法書士自身の自己研鑽及び地域生活に

密着する司法書士の存在感をピーアールするという副次的な効果への期待もあったと

されている（丸山 2004:16）。 

その後、1980 年代に入って、市民の多重債務問題やサラ金問題などに関する相談が

急増したことを受け、全国的な活動に拡充していった経緯を持つ。 

 1980 年代前後のこうした動向を受け、1999 年には日本司法書士会連合会に「初等中

等教育推進委員会」を発足され、消費者保護に重点を置く形で活動を展開していった。

その後、2006 年に委員会名を「法教育推進委員会」へと改称し、全国にある司法書士

会のうち 80％を超える 41 の司法書士会で法教育に関する取組が実施されていた。 

上記 1980 年代から 1990 年代における市民法律教室では、一般市民を対象とした多

重債務問題やクレサラ問題への対応が主たる目的であったのに対し、近年は、若年層に

よる安易な契約に起因する消費者トラブルを予防しようとする主旨から、中学生や高校

生を対象とした活動を展開している。そこには、就職などで労働市場に巣立つ前に、必

要不可欠となる実践的な法的知識を教えることにより消費者トラブルや労働トラブル

を防ごうとする予防教育のねらいが存在していた。日本司法書士会が法教育担当委員会

の名称を改めたのも、学校教育現場を中心とした「法教育」への重点化が背景にある。

こうした流れを背景として、2007 年には日司連の定時総会において「市民一人ひとり

の立場にたった法教育を実践する決議」が採択され、司法書士による「法教育」活動の

実践がより明確に位置づけられるに至った。 

②学校への講師派遣の推移 
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こうした一連の動向に伴い、司法書士を講師として学校91へ派遣する数が増加してい

く（以下の図参照）。例えば、1999 年度には全国 50 ある司法書士会のうち 23 の司法

書士会の参加があり、合計で 240 校への講師派遣を行ったのに対し、委員会の名称が

法教育推進委員会へと改称される前後の 2006 年度には、約 8 割に当たる 41 の司法書

士会が〈法教育〉関連事業に参加した。その結果、学校への講師派遣も 638 校となり、

1999 年度と比較して約 2.5 倍となっている。こうした全会を挙げての推進傾向は現在

も続いており、2011 年度には 43 の司法書士会が参加し、その結果 617 校への派遣が

実現している（2012 年 10 月現在。詳細は下記図を参照）。 

 

司法書士を講師として派遣した学校数及び〈法教育〉実施司法書士会数の推移 

 

 実施 

会数 

高校 専門 短大 大学 養護 中学 講演 その

他 

合計 

1999 23 228 4 2 - 2 4 - - 240 

2000 32 248 4 4 1 1 - - - 258 

2001 37 329 1 4 2 2 1 1 - 340 

2002 34 361 1 2 1 1 1 - - 367 

2003 39 474 - - - - - - - 474 

2004 40 533 - - - - - - - 533 

2005 39 579 3 3 6 3 8 3 - 605 

2006 41 583 21 7 10 7 2 8 - 638 

2007 40 484 7 5 7 8 5 14 - 530 

2008 41 517 10 4 7 6 7 8 - 559 

2009 42 542 17 5 7 13 8 4 - 596 

2010 42 496 22 5 9 16 7 6 3 564 

2011 43 543 24 2 15 17 6 8 2 617 

※出典：日本司法書士会公表資料を基に筆者作成。 

 

③日司連における「法教育としての消費者教育」の概要と展開 

 先述したように、近年、日司連では、「法教育としての消費者教育」を掲げ、研究や

提言を行っている92。そこでは、「自己責任が前提となる社会では、子供たちに最低限

                                                   
91 司法書士が講師として派遣される学校とは、中学校、高等学校、専門学校、短期大学、

四年制大学、養護学校を指す。 
92 その代表的なものに、近年日本司法書士会と大学が協同して授業開発を行ったものとし

て、日本司法書士会連合会・近畿司法書士会連合会・国立際学法人大阪教育大学（2013）「法

教育としての消費者教育に関する研究―社会科（公民科）・家庭科の教材・授業案開発に向
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必要な法知識と法的思考力を身につけさせる必要がある」との理念のもと、「契約が法

律行為であるという視点に立ち、日常生活に身近な契約とこれに関連する消費者問題を

題材として用いることにより、民法（特に契約法）の原則を理解したうえで、原則から

考え行動する力、つまり『法的な疑問・被害を感じたときに動ける力』を養成すること

を目指す消費者教育」を、日司連が目指す「法教育としての消費者教育」であると定義

付けている（法教育としての消費者教育共同研究報告書 2013:7）。 

とくに、法務省法教育研究会報告書（2004）の中の教材テーマである「私法と消費

者保護」の中で、「私法分野について日常生活における身近な問題を題材として、市民

社会における契約の自由と責任、私的自治の原則といった基本的原則を理解させるとと

もに、企業活動や消費者保護などの問題が、法と深くかかわっていることを認識させる

ことを目指す」と挙げている点、また 2012 年の「消費者教育の推進に関する法律」（2012

年 12 月 13 日施行）内で、消費者教育について「消費者の自立を支援するために行わ

れる消費生活に関する教育（消費者が主体的に消費者市民社会の形成に参画することの

重要性について理解及び関心を深めるための教育を含む。）及びこれに準ずる啓発活動

をいう」（同法 2 条 1 項）と定義付けられている点、さらに、消費者市民社会について

「消費者が、個々の消費者の特性及び消費生活の多様性を相互に尊重しつつ、自らの消

費生活に関する行動が現在及び将来の世代にわたって内外の社会経済情勢及び地球環

境に影響を及ぼし得るものであることを自覚して、公正かつ持続可能な社会の形成に積

極的に参画する社会」（同法 2 条 2 項）としている点を挙げ、「長年消費者教育に取り組

んできた司法書士の活動を参考として理論化し」「法教育・消費者教育の目標を相互に

効果的に達成することができる教育の方法」が求められるとして、「法教育としての消

費者教育」という教育実践の重要性・有効性を示すことが重要であるとして、司法書士

会全体をあげて「法教育としての消費者教育」を推進することを宣言し、その目的と意

図を表明している（研究報告書 2013:2-3）。 

 

具体的には、「法教育としての消費者教育」を推進するためには、以下の点に留意し

て教材を作成する必要があるとしている（日司連報告書 2013:7）。 

 

ⅰ）身近な題材： 

自らが消費者であり、契約の主体となることに気づかせ、自分の問題として考えて

いく姿勢を身につけてもらうために、「売買契約」「クレジット契約」等、日常生

活に身近な契約とこれに関連する消費者問題を題材として作成すること。 

ⅱ）原則学習： 

契約の意義･成立、契約成立に伴う効果（当事者の権利義務等)､解除･取消その他、

契約に関する基礎的な事項の学習を通じて、契約自由の原則とその前提となる当事

                                                                                                                                                     

けて―」法教育としての消費者教育共同研究会報告書、がある。 
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者同士の対等性等の民法（特に契約法）の原則を理解させること。 

ⅲ）原則からの思考トレーニング： 

日常生活に身近な契約締結場面、契約トラブルや被害の発生場面等を疑似体験しな

がら、民法（特に契約法）の原則から考える練習を取り入れること。 

ⅳ）意思決定・行動選択トレーニング： 

日常生活に身近な契約締結場面、契約トラブルや被害の発生場面等において法的な

疑問や被害を感じたとき（何かおかしい、何かあやういと感じたとき）に、消費者

として、自分はどう行動するか考える練習を取り入れること。 

ⅴ ） 到達目標：  

以上の学習を通じて「法的な疑問・被害を感じたときに動ける力」を養成すること

を、到達目標として設定すること。 

 

日司連は、この他に、単位司法書士会や会員が実際に法教育実践を行う上でのマニュ

アル本として、テキスト「学校へ行こう」や「学校へ行こう２」の発行を行うとともに、

DVD教材「多重債務に陥らないために～安易な借り入れ重い返済～」やパワーポイント

教材「青少年のための法律講座」を作成して、会員が実際に学校へ赴く際の教材を積極

的に提供している。その他、会員の法教育活動を支える具体的方策としては、司法書士

向けの研修の中の「消費者問題実務セミナー」において「法教育分科会」を開催し、全

国会員の意見交換を促したり、会員間のネットワークを拡げるためにメーリングリスト

を立ち上げたりしている。 

 以上、司法書士を中心として展開される「法教育としての消費者教育」を概観してき

た。その結果、日司連が推進する「法教育としての消費者教育」の特徴としては、「契

約」行為に着目し、日常生活と契約との接点を中心に消費者問題を題材として用いた実

践を行っている点が挙げられる。とりわけ、近年の実践は、民法（特に契約法）の原則

を理解することを重視し、「原則から考え行動する力」つまり「法的な疑問・被害を感

じたときに動ける力を養成することをめざす消費者教育」を｢法教育としての消費者教

育」と定義付け、子どもたちに自己責任社会を生き抜く最低限の法的知識と法的思考力

を身に着けさせることを重視したうえで、日司連全体として活動を推進している姿勢を

明確に示している点が特徴的である。 

 

（２）消費者法分野と国家の役割を巡る議論 

 （１）では、「法教育としての消費者教育」について、日本司法書士会連合会が展開

する活動を概観してきた。しかしながら、後に見るように、いわゆる消費者教育が根拠

に置く消費者法分野を巡っては、「消費者像」と「国家」との関係性をどのように捉え

るかについて議論の蓄積がなされている一方で、上記でみてきた「法教育としての消費

者教育」を概観したところ、国家の役割を巡る緊張関係への言及を見いだすことができ
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なかった。したがって、以下では、消費者基本法の制定を中心に、「自立する主体とし

ての消費者像」と「国家の役割」との緊張関係について、先行研究の指摘に着想を得な

がら考察していく。 

①自立する主体としての消費者像 ―消費者基本法に規定された「消費者像」― 

 IT技術の発展や規制緩和の流れなどに代表される日本社会の変化に伴い、「消費者の

安全の確保」、「消費者の自主的かつ合理的な選択の機会の確保」、「必要な情報及び教育

の機会の提供」、「消費者の自立支援」（第二条）等を基本理念として、2004年（平成 16

年）に消費者基本法が制定された。消費者基本法は、1968 年の消費者保護基本法を改

正したものであるが、国民の消費生活の安定と向上を確保することを目的としており

（第一条）、とりわけ自立した消費者像を強調している点にその特徴があらわれている。

例えば、第二条においては、消費者が自らの利益の擁護及び増進のために「自主的かつ

合理的に行動すること」ができるようにし、消費者の「自立を支援すること」が基本理

念として明記されている。また、消費者の「自主的かつ合理的な選択の機会」を確保す

ると同時に、消費者に対し「必要な情報及び教育の機会」が提供されることを基本理念

として書かれている。同様に、第七条においては、「消費者は、自ら進んで、その消費

生活に関して、必要な知識を修得し、及び必要な情報を収集する等自主的かつ合理的に

行動するよう努めなければならない」とされ、消費者自身に自主的な判断のもと必要な

情報を集め自立する主体としての消費者であるべく努力するよう要請している。 

従来の消費者保護基本法が、保護すべき客体としての消費者像を前面に押し出してい

たのに対し、消費者基本法にみられるこれら一連の文言を見ると、消費者基本法におい

ては「自立する主体としての消費者像」が強く前面に押し出されているということがで

きよう。 

 こうした消費者基本法が理念に掲げる「自立する主体としての消費者像」に対し、潮

見佳男は、「『自立した消費者』という言葉の持つ魔力に目を奪われ、『自立した消費者』

の権利を実現することが『消費者重視の社会システム』の構築につながるものと捉え、

消費者基本法の理念に対する積極的評価を下すのは危うい」として、消費者基本法がう

たう理念への無批判な受容についての警鐘を鳴らし、「『保護』＝『弱者』＝『受動的』、

『自立』＝『社会システムを担う重要な主体』＝『能動的』という単線的な結合自体が

おかしい」と指摘している（潮見 2004:47）93。この潮見の指摘は、「自立した消費者」

としての理念の強調が、「自立できない消費者」を排除する論調へとつながりかねない

ことを意図したものであると捉える事ができ、本稿第一章で見てきた個人化の論理と通

                                                   
93 潮見は消費者保護基本法から消費者基本法への転換について、「消費者問題の少なからぬ

部分を市民個々人の自立と責任に転嫁し、国家・地方公共団体、さらには事業者の免責へ

と向かわせるおそれがある」とし、消費者基本法の基礎をなす考え方には「情報を与えら

れ、交渉力を補完された個々の消費者が市民生活においてどのような選択をし、どのよう

な決定をしようが、これは「自立」した個人がおこなった「自己決定」として、個人の責

任となる」と指摘している（潮見 2004:47）。 



 

63 

 

底している論理であると言えよう。 

②国家の役割 ―応答する国家と消費者の循環構造― 

 消費者法分野における国家の役割について大村敦志は、消費者支援を行う具体的方策

として情報提供や消費者教育の必要性を挙げるとともに、消費者紛争の処理方法の整備

を指摘している（大村 2010:63-70）。さらに大村は、ポスト福祉国家において必要とさ

れているのは、市場の機能を活かしながら「消費者・事業者の双方の自発性を尊重しつ

つ、構造的に必要とされる方策を講ずること」であると指摘し、そうした方策を支える

理念を「消費者支援」と呼ばれるべきだと述べている（大村 2011:30）。そして、消費

社会を支えるために、国家には国民の様々な要請に対して必要な範囲で「応答できる国

家」としての役割が求められると指摘している（大村 2011:29-30）94。 

国家と消費者としての国民との間を、どちらかの一方通行ではなく双方向で影響を与

え循環する関係性として捉えることが肝要だと指摘する大村の視点は、消費者教育を展

開する実践者の立ち位置に関しても重要な示唆を与えている。すなわち、消費者基本法

に理念付けられている「自立した消費者」としての知識の提供や情報の伝達に終始する

のか、あるいはそういった知識の提供と同時に、国家と消費者との関係性についても議

論し、思考することを促すのかという論点、換言すれば、消費者教育を通して何を伝え

るのか、という核心部分についての分岐点に関わる指摘であると言えよう。 

このような論点を踏まえて、（１）で挙げた日司連が展開している「法教育としての

消費者法教育」の内容を再考したとき、そこでは「契約主体としての消費者像」の伝達

や「消費者としての行動様式」についての伝達に重点が置かれており、国家と消費者と

の関係性についての議論は、管見の限りなされていない。消費者基本法に掲げられてい

る理念を無批判に伝え教えるという性格で消費者教育がなされるとき、その消費者教育

実践は、あるべき消費者像の押し付けにつながる危険性を含んでいる。言い換えるなら

ば、消費者教育において何をどのように伝えるのかが、何よりも重要な点であり、消費

者教育を展開する実践者は常にこの論点を反芻し実践に向き合う必要性に迫られてい

るといえよう95。法的知識を教え、騙されない消費者を育成することについての現代的

                                                   
94 大村は、国家と市場との関連について、1960 年代における福祉国家論の台頭により想定

されていた国家は「大きな国家」であり国民に対してさまざまな利益を分配する「与える

国家」であったと分析し、そのような国家観のもとでは「弱者」である消費者を「保護」

する必要が説かれていたと指摘する。その後、1980 年代におけるポスト福祉国家の登場に

より従来の介入主義政策の非合理性の指摘と「国家の失敗」が語られているが、今日の社

会において重要なのは、福祉国家の断罪だけを行い国家の役割をゼロにすることではなく

「福祉国家の功罪を適性に評価しつつ、直接規制と間接規制のバランスをとることだろう」

と指摘している（大村 2011:29）。 
95 もっとも、日司連が展開している「法教育としての消費者教育」においてはその到達目

標に「法的な疑問・被害を感じた時に動ける力」の育成を設定しており、社会資源の 1 つ

として法律専門家を位置づけ、困った時に相談できる具体的方策を伝えている点に重点を

置き明記している点は、とりわけ喫緊な法的問題を抱えている場合に司法へのアクセスを
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危機意識が存在し、契約を巡るトラブルを事前に予防するといった意義が消費者教育に

はあることを認めつつも、それがひいては‘受動的な消費者像の固定化’を意図せずに

助長することのないよう、注意深く実践に取り組む必要がある。 

 

（３）主体的な社会参加と市民性 ―イギリス市民性教育の導入背景と経緯― 

（１）では日司連が展開する「法教育としての消費者教育」の概観を、（２）では消

費者法分野における国家の役割を巡る議論を敷衍してきた。消費者教育に内包される課

題、すなわち無批判な消費者教育の伝達は「自立した消費者像」の押し付けにつながり

かねず、国家と消費者との間にある緊張関係をも議論する必要が消費者教育を展開する

際に必要とされるという指摘を行った。 

上記一連の考察を踏まえた上で、以下では、消費者教育に内包される課題の後半部分、

つまり消費者性と国家との関連性について考察するために、イギリスにおける市民性教

育を概観し、「社会参加型」の実践が持つ課題について検討していく。 

①イギリス市民性教育の導入背景と課題 

イギリスでは、2002 年から市民性教育がカリキュラムに位置づけられている96。そ

こでは、11 歳から 16 歳までの間で市民性教育が必修科目とされている。具体的内容と

しては、「民主主義を支える価値や法の役割」を教えるものや、「選挙の仕組み」につい

て教えるもの、あるいは「民族や宗教への理解」を深めるテーマの教材があり、それぞ

れについて児童生徒に身近な題材を用いながら学習が進められている。 

○導入背景 

イギリスにおいて市民性教育が注目を集めるようになった背景には、1980 年代にお

けるナショナル・カリキュラム設置の動きがある。当時の保守党政権は、1988 年教育

改革法において、地方によって差異が生じていた教育水準を統一するという目標のもと、

ナショナル・カリキュラム（全国共通カリキュラム）を設定した。当時のナショナル・

カリキュラムの枠組みは、教育の伝統的学術的な内容を強調するものとなっており、中

心教科に英語・数学・理科を置き、その他の基礎教科に歴史・地理・科学技術・情報・

音楽・美術・体育・現代外国語を加えた 11 の基本科目から成立していた。これらを基

に基礎学力の到達度を測る共通学力試験を実施し、学校評価へとつなげる仕組みが構築

                                                                                                                                                     

促進するという面において有意義であると言えよう。 
96 イギリスにおける市民性（citizenship）教育導入背景や経緯については、バーナード・

クリック（2011）及び讃岐（2000）に詳しい。クリックは、市民性教育で重要なのは「健

全な市民」と「能動的な市民」の両方であると述べた上で、「『健全な臣民』の観念と『健

全な市民』の観念との混同は、この国（イギリス）に特有なものであり続けてきた。両者

は同じではないのにである。」と指摘している（クリック 2011:17）。さらに、T.H.マーシャ

ルのシティズンシップ概念（市民的要素、政治的要素、社会的要素）を引き合いに出し、「い

ずれか一つだけを真の『能動的なシティズンシップ』と誇張しないために、三要素すべて

の正体をはっきり関連付けなければならない」と指摘し、曖昧な概念と認識のもとに市民

性教育が推進されることが持つ危険性について敏感に指摘している（クリック 2011:17-18）。 
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されていた。1980 年代に導入されたナショナル・カリキュラムは、内容の画一化が問

題視され、1990年に一度廃止されている。 

ナショナル・カリキュラムの代わりにイギリスの教育政策に導入されたのが、クロ

ス・カリキュラムであった。クロス・カリキュラムの特徴としては、従来の教育内容を

より発展させた形で、経済産業理解教育・健康教育・職業教育・環境教育・市民性教育

の 5 つのテーマと、多文化教育・ジェンダー問題・特殊教育の必要性の分野を含んでい

る点が挙げられる。これらの一連の内容は、子どもの人格及び社会性の発達を目指す

PSHE(Personal and Social Health Education)といわれる教育内容となっている。こう

した教育改革のもと、イギリスでは具体的な数値目標を掲げ教育内容が遂行されてきた。 

○概要 ―社会への参加と責任の重点化― 

しかしながら、その後の時代の経過とともに、失業や犯罪、また政治的無関心など、

教育を取り巻く様々な問題が発生し、徐々にコミュニティへの参加や、政治的リテラシ

ーを身に付けることが教育における喫緊の課題と位置づけられるようになっていく。 

その後、保守党サッチャー政権の教育改革の後を受けた労働党ブレア政権のもと、

2002 年から市民性教育は必修教科として導入された。そこでは、社会への積極的な「参

加」と「責任」を促すことが目指された。 

市民性教育に関して設置された諮問委員会（クリック委員会）では、その答申におい

て目指される市民像と、市民性教育の主要な学習領域として以下の 3 点が挙げられてい

る（川野 2007:33-36）。 

 1 つ目に、学校内及び学校外における市民としての責任の習得を目標にした「社会

的・道徳的責任(social and moral responsibility)」が挙げられ、2 つ目に、コミュニテ

ィ内における生活や社会全般に対する関心及びそれらに関する活動・貢献を通した市民

的役割の習得を目標にした「コミュニティ関与(community involvement)」が挙げら

れている。3 つ目に、民主社会への参加に必要不可欠な知識や技能の習得とその活用を

目標にした「政治的能力(political literacy)」が挙げられている。 

同時に、重要概念・価値と姿勢・技能と適性・知識と理解という 4 つの概念について

も提示されており、参加民主主義(participative democracy)の実現や，能動的な市民

(active citizen)の育成を重要な点として位置づけている点が特徴的である。 

②イギリスの市民性教育が内包する問題点  

以上、イギリスの市民性教育の背景について簡単に見てきた。そこにはいくつかの重

要な論点が存在する。  

 第 1 に、イギリスにおける市民性教育がナショナル・カリキュラムの流れのもとに登

場した点である。ナショナル・カリキュラムが設定された背景には、教育水準を統一し

ようとする目標があった。教育水準統一化の一義的な目標が、教育格差を是正するため

の教育水準の統一化であったとしても、その評価基準をも統一化される結果となった。 

すなわち、こうした背景を鑑みると、2002 年に中学校で必修化された市民性教育も、
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｢統一的な｣市民性が求められていると捉えることが可能になる。もう一歩踏み込んで考

えると、この「市民性教育」が結果的には「国家主義的」な性格を帯びる可能性がある

という、逆説的な状況も考えられる。 

 第 2 に、イギリス市民性教育で挙げられている主要な学習領域の内容である。例えば、

学習領域の 1 つ目にあたる｢社会的・道徳的責任｣は、固定化された規範意識の押し付け

につながりかねないと捉えることも可能であり、ひいてはこうした規範意識に基づき、

社会への「参加」を「強制」する契機となり得る、という指摘ができる。 

 

（４）「社会参加型」の実践は可能か 

①イギリス市民性教育からみる日本への示唆 

日本において〈法教育〉実践及び消費者教育実践を考える際には、上記で見てきた市

民性教育を巡る様々な論点に、常にセンシティブである姿勢が求められる。社会への参

加は強制されて成立する性質のものではなく、同様に、強く自律した個人というものも、

強制して成り立つものではない。 

これまでの考察を踏まえた上で、もう一度〈法教育〉実践に関して法務省が定義する

文言を見てみると、「社会に参加することの重要性を意識付ける社会参加型の教育であ

る」という点に関しては、見方によればあるべき市民像の固定化及び強制につながる可

能性を内包していると解釈することもできよう。重要なのは、何を持って「社会参加」

と位置づけるのかという議論を行うことであろう。そして、それらの議論が欠落してい

る点であろう。従来の〈法教育〉実践を見る限り、それはルールを制定したりもめごと

を解決するために話し合ったりといった、いわゆる「行動できる自律した市民」像を前

提として想定していると推測できる。そうであるならば、「社会参加」＝「行動できる

自律した市民像」の枠組みに当てはまらない人々は、社会参加を果たせない人々、すな

わち社会的に排除された人々であると暗黙のうちにラべリングされることにつながり

かねない。あるいは、エリート層が作った施策を、温情または恩恵として享受する「受

動的存在」として位置づけられ固定化される可能性すらある。 

本稿第Ⅰ部で敷衍したように、社会的排除者の社会参加を促進する背景には、個人を

社会に参加させることによって労働力を確保したり経済基盤の強化を目指したりとい

った政策立案上の理由が存在していた。労働力として社会に参加することを推奨する制

度設計は、実際には階層やジェンダーなどの諸要素が制約的に作動しているにもかかわ

らず、「個人の責任」のみであるような論調が強まり、労働力として社会に参加できる

良き市民と、そうではない市民という二項対立を生みだす結果となっていることが示さ

れている。 

こうした背景を踏まえると、「社会参加型の教育」という、いわゆる市民性の向上を

意図した法教育実践と、国家との役割をめぐる議論には、本来、一定の緊張関係がある

はずである。ところが、管見の限り、現状の〈法教育〉実践及び消費者教育実践には、
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法的知識の啓蒙のみに終始する場合や97、ディベートを行う場合においても、現在存在

しているルールを所与の前提として議論をするという形式をとっている場合が多く見

受けられ、市民性をめぐる議論と国家の役割をめぐる議論との間にある緊張関係に言及

した実践は一般的ではない場合がほとんどである98。法的知識の啓蒙は、日常生活を生

き抜く上で相当に重要な項目であることは間違いないが、「社会参加型」という文言の

魅力に引き付けられた盲目的な実践の展開は、その裏に隠された政策的意図を見落とす

ばかりか、エリート教育化に拍車がかかることにより、結果的に「社会参加型」の理念

とかけ離れていく危険性を内包している。 

 

②現状肯定型〈法教育〉への危機感 

以上、これまでは法務省法教育研究会報告書内にある「社会参加型の教育」という文

言に着目し考察を行ってきた。消費者教育や市民性教育の敷衍と課題の抽出を行うこと

により、国家と市民社会との間にある緊張関係を無視したあるべき消費者像・市民像の

強制の危険性が潜在的に存在している点を指摘した。 

 

市民と国家との緊張関係という論点に関連して、池田賢市は、司法制度改革審議会意

見書にある文言に着目して批判している。すなわち、司法制度改革審議会意見書（2001）

が、「国民の一人ひとりが、統治客体意識から脱却し、自律的でかつ社会的責任を負っ

た統治主体
．．．．

として、互いに協力しながら自由で公正な社会の構築に参画する」「司法の

中核をなす訴訟手続きへの新たな参加制度として、刑事訴訟法の一部を対象に、裁判官

と共に責任を分担しつつ
．．．．．．．．

協働する」という文言に着目し、司法への参加が、市民として

の「権利」ではなく、国家からの「強制」という側面が強く押し出されていると危惧し

ている（池田 2008:4-6）。また、「法」と「道徳」との区別が曖昧に語られている点や、

法教育研究会の提唱する法教育内容の一分野である「ルールづくり」の内容についても、

子どもたちが「法」を普遍的で絶対的なものだと認識したり、規範意識の強調につなが

ったりするのではないかという考察が行われ、そうした実践の効果が結果的に法を所与

の前提として捉えるに留まってしまう法認識を醸成してしまうのではないか、という危

機感も指摘している。 

 

同様に、現行の〈法教育〉が、現状肯定型の法認識を助長させ、既存の体制に対する

                                                   
97 〈法教育〉実践の多くが法的知識面の伝達に終始しているという批判が存在する一方で、

児童・生徒・学生の理解度及び実践者の理解度や時間的制約などの外在的要因により、市

民社会と国家の緊張関係について教えたくても教えられないというジレンマが存在してい

ることもまた事実である。 
98 いわゆるルール作りの授業においては所与の前提としてのルールではなくルールを主体

的に作ろうとする取り組みが行われているが、ルールを作ることにより問題が解決すると

いうルールへの絶対視を意識づける場合もあるとする指摘も可能である。 
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順応性を過度に高めてしまう危険性を指摘するものとして、渡邊弘がある。渡邊は、司

法制度改革審議会意見書（2001）による「国民的基盤の確立のための条件整備」とし

ての「司法教育」の位置づけや、それを受けた法教育研究会報告書（2004）が、「行政

改革や規制緩和」などにより「今まで以上に透明なルールによる紛争解決が求められ」

ているとする見解を出している点、さらに中央教育審議会（2008）の学習指導要領改

訂に向けた答申が「事前規制社会から事後チェック社会への転換」が進んでいる社会に

おいて「自己責任を果たし、他者と切磋琢磨しつつ一定の役割を果たすためには、基礎

的・基本的な知識・技能の習得やそれらを活用して課題を見いだし、解決するための思

考力・判断力・表現力等が必要である」と述べている点を挙げ、これら一連の改革路線

は、「そのような改革路線を所与の前提としてそこへ主体的に『参加』していく能力を

涵養するもの」になっていると分析した上で、「日本社会の実相と日本国憲法の間に厳

然として存在する相違を認識」したり、「日本国憲法の理念を基準とした社会形成を担

う主権者たる力量を涵養」したりするという観点は、「後景に退いている」と指摘して

いる（渡辺 2008:39）。 

 

樫澤秀木は、近年の〈法教育〉について「法化」論の立場から検討を深めている。す

なわち、法務省法教育研究会報告書が示す教材のテーマについて、日本の法化現象の問

題性99に対応した構成となっている点に関して一定の評価を行っている一方で、〈法教

育〉実践が展開される「教育の場の権力性」や、日常生活における「法の限界性」につ

いての無自覚性についての不十分さを指摘している。同時に、「本報告書の教材が、法

と日常感覚とのズレについて、生徒に考察を深めさせることを求めずに、日常感覚が間

違っているとの印象を与えて終わっている」と指摘し、「日常生活をも法によって規律

すべきとの構想をもっているのではないか」という危惧を示している（樫澤

2009:97-99）。具体的には、法務省法教育研究会が示しているルール定立型の教材を例

に挙げ、それが「不自然に単純化」されている点に疑義を抱いている。すなわち、ペッ

トの飼育が禁止されていないマンションにおいて、犬や猫の飼育をしている住民と、そ

うではない住民との間に、ペットのなき声や悪臭等に悩まされ、住民間に対立が生じて

いるという状況にあるとき、教材では、「対立を解消できるルールを創ろう」という単

元において解決を図ることを提案している点について、マンション販売業者や管理組合

などの関わりを一切度外視して、「ルールをつくればすべて解決」という論調になる危

険性が存在している点を指摘している。その上で、「法の固有の意義」を理解しやすく

するには、「法による被支配」を回避しながら、「一方では法の意義を教えながらも、他

方では法を限界づけ、相対化する教育を行う必要もあるのではなかろうか」との指摘を

                                                   
99 樫澤は論考内で田中成明（1994）の記述を引用しつつ、日本の法化現象にたいして「法

の支配や立憲主義の考えを含む普遍主義型法が十分定着しないままに、管理型法と自治型

法への拡散傾向を強めている」との認識を示している(樫澤 2009:92)。 
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行っている。 

 

こうした一連の批判言説を踏まえると、〈法教育〉実践が行われる‘場’に由来する

排除性や、教師と生徒の間にあるパターナリズムの存在が、法学者や法曹関係者が作り

上げた教材の‘素直な’遂行に、どの程度影響しているのかについては、なお継続して

注目していく必要があると言えよう。さらに言えば、司法ネット構想において期待され

ていた〈法教育〉との関連性については、〈法教育〉という言葉のイメージに左右され

ることなく、理念と実態のギャップを直視した上で、改めてどのような取り組みが必要

とされ、いかなる内容を射程に置いているのかを検討する必要に迫られている。 

 

このような現行の〈法教育〉実践に対する批判的言説に共通しているのは、「法」を

所与の前提として捉えていること、既存の改革路線への「参加」が強制されていること、

である。「法」をなぜ守るのかという論点の欠如、固定化された規範意識教育への危機

感が根底に存在している100。 

 

これまでの〈法教育〉実践は、教育システムから排除されている状態にある人々の存

在について無頓着であった点と、とりわけ〈法教育〉としての消費者教育が法的知識の

啓蒙に重点をおいていた点が、社会参加型の教育という理念との乖離を生む要因となっ

ており、また所与の前提としてのルールをもとに騙されない消費者教育を行うことで無

意識のうちに受動的な市民像の固定化を促進していたという課題が抽出された。 

 

 日本で展開されている〈法教育〉実践が「社会参加型」の実践であるためには、法的

知識の啓蒙に終始するだけではなく、市民性を巡る議論、国家との役割関係論、排除状

態にある人々への敏感性、メディア・リテラシーの涵養など、社会と自身とを考える上

でのバランス感覚を培うことに重点を置いた取り組みが重要である。そうする努力を重

ねることによってしか「社会参加型」実践は成立し得ない。 

                                                   
100 一方で、こうした法教育批判言説に対しては、抽象的な理念の教示に終始してしまう点

や、法批判概念が不明瞭である点などが指摘されている。例えば、関（2011:90-104）は、

法教育批判には現状肯定に対するものと規範教育に対するものという二つの批判があると

分析した上で、法批判言説が他国の法制度や過去の法制度との比較を契機として議論を展

開している点に限界点を見いだし、法批判の思考形式についての検討の必要性を説く。 
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第四章 システムが内包する排除性 ―法による排除と教育による排除の相克― 

 

 第三章では、従来の〈法教育〉実践の概観と課題について概観してきた。とくに国家

と市民との関連性につき、社会参加型という理念と実際の展開との間に発生し得る方向

性の違いを指摘してきた。こうした考察を踏まえて、本章（第四章）では、〈法教育〉

実践が展開される場に由来する排除性に着目し、社会参加型実践である〈法教育〉が暗

黙の前提として見逃していた論点の抽出を行う。 

 

はじめに 

「社会参加型」実践を真に可能にするためには、前章で指摘した市民社会と国家との

緊張関係への敏感性を持った実践の蓄積が必要不可欠である。こうした避けては通れな

い論点のほかに、システム自体が内包する排除性をいかに乗り越えるか、という論点が

残されている。すなわち、排除状態の連鎖構造からの脱却を目指す 1 つの方策として、

システム間のスムーズな行き来を可能にした「トランポリン型社会」の実現が福祉政治

学の分野の知見から指摘されていたが、そもそも‘トランポリン’の恩恵を享受するに

は、‘システムに問題なくコミットしている状態’を暗黙のうちに要求している。 

このように、暗黙の前提としてシステムへの参加を要求している場合、そこでなされ

る提案は、システム内部にいる人々すなわち〈包摂メカニズム〉に乗っている人々にと

っては有効性を発揮する一方で、制度メカニズムに乗っていない人々、すなわち〈疎外

メカニズム〉にいる人々にとっては問題の解決策を提示していない。 

前章で分析した社会参加型の実践であるという〈法教育〉実践においても、同様のこ

とが指摘できる。つまり、すでに〈包摂メカニズム〉に組み込まれている人々を対象に

展開されている〈法教育〉実践は、法的知識の啓蒙という部分に関しては有効性を発揮

する一方で、「社会参加型」とは遠いところの〈疎外メカニズム〉にいる人々にとって

は、有効性を発揮しないばかりか、実践の場がほとんど学校に限られていることを見る

と、実践そのものが届いていない状況にある。このように、システム内部で実践される

取り組みは暗黙の前提としてシステムへの参加状態を要求しており、システムから複合

的に排除されている状態にある人々に対する排他性を持ち合わせていというリアリテ

ィが存在していることが分かる。 

 

社会参加するということの 1 つの側面に、社会資源を有効に活用することが挙げられ

るとすれば、排除状態にある人々にこそ必要とされているであろう法的支援や社会保障

制度の活用は、システムからの排除状態にある限り届かないという構造になっている。

こうした、ニーズのあるところに必要な支援が届かない実態、法的支援を必要とする人

のもとに法的サービスの情報提供が届かないという現実は、システム自体が持つ排除性、

すなわち、システムを動かしている専門家に付随された権威性への忌避意識や情報を提
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供している行政窓口への拒絶反応など、当事者の心理的要因がシステムの作動を阻む障

壁として存在している。 

このような現実を前にした時、従来の「主体性」や「自立」のロジックは機能しない。

以上のような問題意識を持ち、本章では〈法教育〉実践が事実上展開されることの多い

学校教育現場に着目し、実践の場が持つ権力性、すなわちシステムが持つ排除性につい

て考察する。排除状態が発生する構造的要因について概観することを通して「社会参加

型」を理念におく実践が構造的に直面してしまうジレンマについて明らかにしていく。 

 

第一節 実践の場に由来する排除性と強制性 

従来の法教育実践は、そのほとんどが、主として学校教育現場を実践の舞台としてき

た。逆説的に言えば、法教育実践を享受するためには、その前提として教育システム内

部に包摂されていることが要求されていると言えよう。 

しかしながら、関係的側面において社会的排除状態にある子ども、例えばひきこもり

状態にあったり、不登校状態にあったりする場合、学校教育システムからすでに疎外さ

れている状況にあり、法教育実践をはじめあらゆる教育の機会から排除されている状況

にある。 

このように、法教育実践が実際に成立している場面と、暗黙のうちに要求している前

提とを概観した上で、本稿の問題意識に照らし合わせてみると、従来の法教育実践が無

意識に内包している課題として、法教育実践校及び法教育推進側の構成員が押し並べて

進学校であり、そうした進学校の教員が法教育実践を推進しているという事実の存在が

挙げられる。すなわち、進学校ではない学校において、法教育実践は浸透しているとは

言えない状況にあり、「社会参加型」の実践は、実際のところ、次世代における社会の

リーダーたちを早期に育成する実践にすり替わっていると分析することができる。 

このように分析するとき、「社会参加型」をうたう実践の内実は、実際のところエリ

ート教育化しているのではないかという指摘ができよう。 

 

①エリート教育としての法教育 

 法教育実践が行われる実践の舞台、すなわち実践が展開される場所に由来する批判と

しては、法教育実践は実際のところ、あらゆる側面におけるリソースに恵まれた学校で

しか成立し得ないという批判ができる。この批判の背景には、法教育実践が成立可能と

なる前提条件に、生徒の学力と理解力、そして実践を実際に行う教員の力量、及び保護

者の理解、管理職や学校全体の実践への理解など、一連のリソースが一定程度以上で充

たされている必要があり、法教育実践が成立可能となる諸要因を網羅的に満たしている

必要があるという事実が存在している。 

実際のところ、法教育実践の研究校はいわゆる各地域での進学校であり、加えて法務

省法教育研究会や法教育推進協議会に出席したり、関連する会議に招聘されたりしてい
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る参加者たちは、一様に、日本でも有数の進学校の教員たちである。 

つまり、そこで展開される〈法教育〉実践は、結果として法曹の卵を養成するためで

あるとか、あるいは公民教育の側面が強調されているとか、いわゆる「エリート教育化」

しているという批判がなされている101。 

扱われる内容も、生徒自身が弁護人・検察・裁判官役になって模擬裁判を行う事例や、

町内会におけるごみ出しのルール作りを考える事例など、事前に一定程度の法的知識を

必要とする内容が多い。 

また、法教育に関する内容自体は、今般の新学習指導要領において様々な教科で触れ

られているが、一般にはやはり社会科で扱われることが多くを占めている。社会科での

授業が成立し得るということは、生徒達に一定の素養がある場合を前提としている。 

つまり、第一に、〈法教育〉実践を展開できるだけの外的要素（教員の能力・理解）

が備わっており、それを受容できる環境であること（生徒の理解力）、さらには実践が

具体的に成立し展開し得る環境にあること（保護者の理解）、の諸条件が満たされて初

めて学校教育現場における法教育実践が成立する。逆説的に言うと、そうした諸条件に

欠けている学校は、実践展開の機会を逸するばかりか、「場」として不適合という判断

をされてしまう。 

したがって、今日行われている法教育は、法教育実践を行う教員、生徒、保護者など

の学校現場を取り巻く環境自体が法教育という新たな教育実践に好意的であるという

側面と、法教育推進者の中核にそうした進学校の教員らが実務的に参加し協力している

という側面の、両面により「構造的に」推進されている、と言えよう102。 

 

②教育システムへの参加の強制 

〈法教育〉実践が実際に展開されることの多い学校のカテゴリーを見てみると、「社

会参加型」の実践をうたう〈法教育〉実践が、実際のところは進学校やそれに類する学

校教育現場で展開されており、教育システムから排除されている子どもたちや教育歴が

相対的に短い子どもたちには、それらの実践は届いていない傾向にあることが示されて

いる。すなわち、社会的排除リスクが高く、社会への進出が早期であることが予想され、

                                                   
101 進学校ではない中学校及び高等学校において学校教員をしている者（6 名）に対し、法

教育実践について尋ねたところ、意義や理念については共感を覚えるが、実際の現場にお

いては、学校の荒廃や学校運営上の諸業務に忙殺されており、正直なところ法教育どころ

ではないという主旨の複数の発言を得た。それらの現場においては、授業成立の前提とし

てまず教科書に記載されている感じの読み書きからスタートする例や、食事習慣の欠如に

より、生活習慣を立てなおすという意味でまず家庭科教育が優先される例もあるという。 
102 一方で、実施校の偏差値上の位置づけだけを見てすぐにエリート教育であると断言する

のは拙速である。近年における日本における法教育実践の具体的取り組みは緒に就いたと

ころであり、その教育的効果を見るためにもまずは法教育実践に理解があり積極性のある

学校や受け入れられやすい学校がモデル校として位置づけられ検証されるという背景があ

ることもまた認識しておく必要がある。 
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法の制度的側面（法的知識）と法の価値的側面（自由、平等）の両面が、生きていく上

で喫緊に必要な状態であるにも関わらず、そうした子どもたちのところには、これまで

の〈法教育〉実践はフォローできていない実態が存在している。 

 学校教育システムからの排除やつまずきは、社会生活を営む上で必要不可欠な知識を

得るチャンスと、社会資源に気付きそれを活用するチャンスという、二つの側面におけ

るチャンスから困難状況にある子どもたちを排除している。 

 困難状況にある子どもたちは、経済的にも人的にも基盤が薄く、周囲からの支えが弱

い状態にあることが多い。受験、浪人、進学といったあらゆる進路選択場面において、

ただでさえ経済的事情から浪人をしないために志望校レベルを引き下げたり、進学の際

に経済的理由により志望校が限定され一回限りでの合格を迫られたりという、失敗する

自由が奪われている状況にある。中卒後、あるいは高卒後にすぐ社会へと押し出される

という、‘急かされた自立’をせざるを得ない状況で、義務教育期間プラスアルファと

いう相対的に短い教育歴を送る彼ら彼女らにとって、その短い学校生活時代こそが、そ

の後の生活基盤を支えるスキルを身に付ける最後の機会と言っても過言ではない。 

しかしながら、ひきこもりや不登校、中退などの理由により一度教育システムから排

除されてしまった人々は、教育システムへの再度の参加を試みない限り、知識の獲得と

社会資源の活用方法の認識と言う、社会を生きていく上で不可欠な機能を確保すること

から遠ざかったままになっている。 

そうした現実を鑑みた時、若年層からの「不利の蓄積」を少しでも断ちきるために、

法教育実践の‘場’を、学校教育現場に限定せず、あらゆる形態の実践の場へと拡張す

る必要があると指摘できよう。自主的な判断を推奨する法教育実践が、教育システムへ

の参加の強制をなくしては実践の成立がなし得ないというのであれば本末転倒である。

法的支援や法的知識を現実の問題として必要としている人々にその要素を届けること

ができない状態は、「社会参加型」とうたいながらも、実際には、‘参加できない背景’

を顧みず、恵まれた層が自分たちの後継者を育成するために編み出したエリート養成教

育であると批判されても仕方がない。 

こうした状況を鑑みた時、法教育の捉え方自体も、法的知識の啓蒙という側面はもち

ろんのこと、困った時に相談できる人間関係の構築や、「社会資源とつながることので

きる力の涵養」という側面にも重点を置いて捉える必要があると指摘できよう。 

 

第二節 システムからの排除がもたらす帰結 ―コミュニケーション基盤の喪失― 

（１）前提条件の欠如 ―意欲の格差状態― 

教育システムからの排除状態は、社会への参加に不可欠となる基幹部分を直接揺るが

せる可能性が大きい。特に、義務教育段階における排除状態は、その後の人生において、

あらゆる基盤の欠如に直結する。 

学歴と階層との相関関係は、すでに教育社会学の分野においても研究の蓄積がなされ
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ているように103、学習機会の剥奪と、それに伴う学歴獲得機会の欠如は、就労における

選択機会の多寡に帰結している104。また、知識の蓄積以外に、学習過程において身に着

くと期待されているものとして、自ら考える力の形成や、得た知識の応用という側面が

挙げられるが、教育システムからの排除は、このような、生きていく上で最も根幹をな

すと思われる力の育成が期待されている場所への参加と、機会の喪失を意味している。 

○学習資本の欠如 

苅谷剛彦（2008）は、自ら学ぶ力の形成や蓄積、それらの応用などを総合的に捉え

た「学習資本」の存在を指摘しているが、まさに「学習資本」は学校教育現場のみなら

ず、その後の人生全般において人とコミュニケーションをとり生活を営んでいく上で必

要不可欠な資本であると言えよう。そして、人生の初期段階にこうした「学習資本」の

獲得機会を逸した子どもは、社会との関わりや人間関係の構築に何らかの支障を抱えて

しまう帰結となる場合が容易に予想される。 

あらゆる社会的基盤の基礎を形成し得る時期に、経済的資本や人的資本を形成する上

でも不可欠である学習資本の欠如を招くことは、複合的な排除状態に、人生初期段階に

置いて組み込まれ、継続化・固定化されてしまう可能性を大いに含んでいる。 

第一章でも述べたように、一度構造的な要因に起因して排除状態に陥ってしまうと、

複数のシステムからの排除を招きやすくなり、その状況が継続されると、再度社会シス

テムへアクセスしてみようとする意欲が奪われ、結果として教育システムや法システム

を、「意図的に」「自らの意志で」拒絶してしまい、表出した拒絶が内面化した不平等状

態を隠ぺいする構造を作り上げていってしまう。 

 

（２）自己責任論の内面化 ―構造的要因に由来する不平等状態への等閑視― 

 学習資本の欠如が、生徒自身のアイデンティティや進路選択にどのように影響を及ぼ

                                                   
103 代表的なものとして、苅谷（2001,2008）。関連して、いわゆる日本の平等神話、すなわ

ち教育という媒体が入ることにより親時代の格差は子どもには引き継がれない旨の捉え方

は、佐藤（2000）によってまさに神話であるという実態が指摘されている。さらに教育福

祉学の分野においては、青木（1997:129-147）が北海道の小中学生のデータを基に、親の

社会階層や生活の水準が、子供の家庭環境や学校との距離などを通じて子供にあらゆる影

響（いじめや不登校、非行等の不利状況）を与えていることを指摘している。 
104 一方で、親の階層が子どもの階層に継承されるとする格差の継承論に対して盛山（2003）

は、1955 年から 1995 年の間における職業的地位による階層分類を用いた上で、階層移動

が閉鎖化していないことを明らかにしている。その上で問題なのは「同レベルの学歴であ

っても、出身階層によって本人階層の分布が異なるという格差」であると指摘している（盛

山 2003:99）。本稿の問題意識に引き付けた時、たとえ同じ学歴を持っていたとしても周囲

にある人的ネットワークやそれに伴う職業に対する意識の違いから進路選択や職業選択の

際に躊躇が生じたり、あるいは特定の職業への道筋を提示されたりという面において差異

が生じていると捉える事ができよう。たとえば、同じ大卒資格を持つ者のうち、親が弁護

士である者は自分もなってみようと思い進路選択の 1 つとして捉える可能性が大きく開か

れている一方で、周囲に法曹がいない場合には職業自体が持つ権威性への忌避意識から別

の選択をする可能性があるという場合もそうした事例の一つとして挙げられよう。 
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しているかについての調査研究に、Maguire(2000)がある。これはイギリスのナショナ

ル・カリキュラム（地域による教育格差の緩和をうたい、カリキュラムをはじめ教授方

法や評価基準が統一化されたもの）が、どのように学校文化に変容を引き起こし、生徒

のアイデンティティ形成及び進路選択にいかなる影響を及ぼしているのかについて、特

に義務教育の終了時における生徒の進路選択と進路選択をした理由について着目した

調査である。それによると、生徒は、自分が行った進路選択を「個人的に行った選択で

ある」と捉える割合が高く、Maguire はそれを、「教育の平等化を目指すナショナル・

カリキュラムの提供は、結局のところ、構造的な不平等による格差の隠蔽に寄与してい

る」と分析している。 

この現象は、個人に付随する制約的要素、すなわち階層やジェンダー、職業や居住地

などが制約的に作動することにより実際には選択の幅が狭まっているにも関わらず、現

象としては「個人化」が進んでおり、また意識的にも個人が選択しているという主観的

感覚が存在しているという現象である。 

この現象は、まさしくキデンズが言うところの「個人化」である。また、個々人が行

う選択には、実際のところ階層やジェンダーによる個人に付随する制約的要素が強く作

用しているにも関わらず、選択という現象面と意識面においては、個人が行っていると

いう主観的感覚が高まるという、構造化された個人化の現象であると解釈できる。 

こうした、構造的要因に由来する不平等状態がいつしか内面化し、いつの間にか「個

人」の問題として帰結しているという現象は、今日の日本社会を取り巻く諸問題でも散

見されている。すなわち、制度面における統一化・画一化は、すでに〈包摂メカニズム〉

の内部にいる人々にとっては「平等な」評価基準として作用する一方で、〈包摂メカニ

ズム〉の外部にあたる〈疎外メカニズム〉にいる人々にとっては、「平等に提供された

機会」を活かしきれなかった人々として位置づけられる。結果の不平等を個人に由来す

るこのような構造は、システム活用の前提条件である意欲の多寡やシステムへの親和性

が、その人が属する階層や経済状況、生育過程に由来している場合があるにもかかわら

ず、そうした背景を覆い隠す機能を内包している。統一化・画一化がもたらす構造は、

構造的原因に由来する格差状態を隠蔽する機能を有しており、その機能は人々が自分自

身や他者をラべリングするという意味付けにつながっている。このようにして、構造的

要因に由来する不平等状態への等閑視は再生産され、当事者たちもまたそのロジックを

自己内面化してしまい、なおさら不平等状態の発掘が困難になっている状況を発生させ

ている。 

 

第三節 システムからの排除と階層化 

（１）システムからの排除状態の連動  

社会構造的制約により構造的に引き起こされる「個人化」の傾向は、不登校児研究や
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中退問題研究でしばしば言及されている105。 

その 1 つとして、学校教育システムと雇用システムの硬直化が指摘されている。すな

わち、第一章でも触れたように、家庭から学校、学校から労働へ、という従来の日本型

社会構造は、雇用形態が多様化し不安定化した現代社会においてはすでに機能不全に陥

っているという指摘である。 

その背景には、雇用システムと学校教育システムとの連関が、相変わらず単線的で一

方通行型であることが要因として存在している。機能不全の象徴的な状態として高学歴

ワーキングプアの実態が挙げられ、労働市場の要求と教育現場との乖離を表している。 

問題なのは、先に見たような「学習資本」の欠乏を抱えた場合、すなわちコミュニケ

ーション基盤を喪失している場合である。複数の機能システムからの排除は大人に限ら

れた問題ではなく、子ども期の貧困の存在が近年の研究により顕在化している106。子ど

も期からの不利の蓄積は、その後の人生における困難を予想させるばかりか、貧困の再

生産を断ちきる契機をも失いかねない状況を暗に示している。 

子ども期の不利を蓄積する大きな要因の 1 つに、上記で挙げた貧困や虐待経験が位置

づけられているが、そのような顕在化した困難状況にない場合においても、例えば不登

校や中退などによって学校教育システムからの脱落を加速する場合もある。雇用システ

ムと教育システムとの硬直化したつながりは、一方では教育システムにうまく包摂され

ている場合にはある程度雇用システムへの移行がスムーズに行われ得ることを示して

いるが、もう一方では教育システムからの排除が雇用システムへの不接合へと容易に結

びついてしまう実態をも意味している。 

ここにも、1 つのシステムからの排除がその他の社会システムからの疎外へとつなが

る構図が見て取れる。 

 

（２）「努力の普遍性」への疑義 ―意欲格差社会の現実― 

 もう 1 つ、重要な論点は、学習への動機づけに対する「格差」の拡大である。 

例えば、教育社会学の分野においては、特に欧米を中心として教育達成と出身階層と

の関連性についての研究が蓄積されている。生得的能力と階層差についての実証的研究

の萌芽としては Davis（1995）が挙げられるし、教育達成と階層との関連について「文

                                                   
105 例えば、本田由紀（2005a,2005b）。本田は、努力することを個々人が自由意思に基づい

て行う行動であるという通例の理解に対して問い直しが必要であると指摘し、‘努力ができ

るという能力’自体に違いが存在していると指摘する（本田 2005b:84-85）。また、従来の

日本型社会構造が持つ問題点につき若者の実態に即した論考として、宮本みち子・小杉礼

子編著（2011）。とくに、若者の「自立」問題に着目し、社会構造の変化との関連からひき

こもり事例を挙げ人的資本の強化の必要性を説いた太郎丸（2011:79-96）の分析は、本稿

の問題意識と近い。 
106 子ども期の不利を複合的かつ具体的に理解するために、例えば、浅井春夫・松本伊智朗・

湯澤直美編（2008）『子どもの貧困―子ども時代のしあわせ平等のために』明石書店。 
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化的再生産」という概念を用いたブルデューの研究107も、教育学の分野に留まらず広く

知られている。 

これらの先行研究は、例えば家にある本の冊数や美術館に行く回数、教育に投資でき

る経済的余裕、親の最終学歴など、家庭内において蓄積されている文化的な要素が、子

どもの学校における学習態度に影響を及ぼしているという理論を展開している。同様に、

バーンステイン（1975=1980）も、家庭における言語資本が学業達成に及ぼす影響を研

究し、学校生活上を有利にするものとして、生得的あるいは後天的な部分に影響を及ぼ

す階層間格差に着目している。このような欧米における一連の「階層と教育」研究は、

主として先天的あるいは後天的に形成される「能力」に重点を置いて研究を進めている

と言える。 

一方で、日本における階層と教育研究の出発点は、欧米におけるそれとは別の枠組み

で論じられることが多い。すなわち、欧米においては出身階層による格差がある意味で

自明のこととして捉えられているのに対して、日本の先行研究では階層による能力の格

差にダイレクトに目を向けるのではなく、「個人の努力」により大きな比重を置いて議

論を行う「メリトクラシー型議論」108が主流であった。これは、学校における社会的機

能の 1 つとしても捉えられている考え方であり、学校で一生懸命勉強を頑張って偏差値

の高い高校へ進学し、一流とよばれる大学へ入学し、よい就職をして、より高い地位を

手に入れるという、一連の人生における成功は、「個人の頑張り次第」だという考え方

である109。 

こうした、「ガンバル」ことに主眼を置く日本型メリトクラシー議論は、よりよい人

生を送るためにはガンバル必要があり、ガンバッテよい人生を切り開いてきた人にはそ

れ相応の報酬や名誉を与えるべきだとする考えが根底にある。そして、この手の議論に

おいて前提とされているのは、誰もがガンバレるはずである
．．．．．．．．．．．．．

とする仮定である。 

すなわち、個人の自由意思に基づく努力（＝ガンバルこと）は、皆に平等に与えられ

ており、そうした努力を行わない人間は単に怠けているだけだとする考えである。こう

                                                   
107 家庭における文化資本の多寡と学業達成との関連に着目した代表的な論考として、ブ

ルデュー，ピエール/ジャン＝クロード・パスロン（1970＝1991）『再生産―教育・社会・

文化』（宮島喬訳）藤原書店。 
108 メリトクラシーとは、貴族による統治と支配であるアリストクラシーに対して、メリッ

トすなわち能力のある人々による統治と支配が成立している社会を意味しているとされて

いる（マイケル・ヤング 1982:15-16）。 
109 日本のメリトクラシー型議論について竹内洋は、日本のメリトクラシーが「純化したメ

リトクラシー」であると捉えられるとし（竹内 1995:243）、その背景として欧米では個々人

が属する階層が社会的地位に与える影響が大きい一方で、日本社会においては「大衆的競

争状況」（竹内 1995:2）があり受験や昇進競争による努力の度合いにより獲得できる社会的

地位は異なってくると分析している。こうした、メリトクラシーの指標として教育達成（学

歴）を捉える点につき、U.ベックは「よい成績の卒業証書だけでは、ますます不十分でな

くなっているが、同時にますます必要不可欠なものになっている」（ベック 1998:303）と分

析し、社会的地位の決定における無秩序状態を指摘している。 
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した議論の背景には、機会を均等に与えれば、人々はそれに向かって努力をして、した

がってたとえ出身階層が低くとも努力により成功できる可能性が開かれているとする、

「機会平等論」の考え方が基本にあると捉えることができよう。こうした考えのもと、

ガンバルことができなかった人々は、「機会が均等」に開かれているにも関わらず「個

人の自由意思による努力」を放棄した結果として、怠惰な人間という烙印を押されるこ

とになる。 

このような、「努力の普遍性」を暗黙の前提におく議論は、次章で詳述する生活保護

受給者への周囲の視線、すなわち受給者に対するスティグマ的視線にも共通している前

提であると言えよう110。また、複数の機能システムから排除されている人々が、システ

ムへの包摂を試みる際に障壁となっているであろう心理的要因が生じる背景にも、こう

した「努力の普遍性」に関する人々の、あるいは社会全体の暗黙の前提を、社会的弱者

とよばれる人々自身が敏感に感じ取っているからこそ生じている、と捉えることもでき

よう。さらに言えば、法システムの存在と現実社会とのリアリティのギャップが存在し

ている原因の多くに、こうした「機会平等論」あるいは「努力の普遍化論」があると言

えるのではないだろうか。システムの存在だけでは困窮状態にある人々を救済し得ない

とする本稿の問題意識に照らすとすれば、社会全体が暗黙の前提としていると思われる

「機会平等論」「努力普遍化論」の存在を、困窮者自身が感じ取るがゆえに、「権利」と

して「平等」に保障されている法的解決方法の作動を躊躇している大きな要因であると

捉える事ができよう。 

 

こうした、「機会の平等化論」に違和感を抱き、教育達成における「結果の不平等」

の背景には能力の差異だけによってもたらされるのではなく、出身階層による「努力の

不平等」もそこに大きく介在しているのではないかという指摘を行う日本の研究者に、

苅谷剛彦がいる。苅谷は様々な媒体で階層間格差と学力との関連性について指摘してい

るが、とりわけ、苅谷（2001:159）は、高校生の学習時間の階層差について父母の職

と学歴との関連につき重回帰分析をした上で、以下のように「努力の階層差」について

分析している。 

 

努力の階層差とその拡大という本章の知見は、メリトクラシーの議論が暗黙のうちに前

提としてきた「努力の平等」という仮定に疑義を差し挟む。とりわけ、日本の教育を対象

とした議論は、努力主義を強調し「だれもが同じように学校での成功に向けてがんばる（が

んばらせる）」しくみ」が作動してきたというイメージを作り上げてきた。しかし、いまや

                                                   
110 生活保護行政を担当する社会福祉システムが、システムを運用している行政職員の姿勢

（いわゆる水際作戦など）により内部から崩壊し、その結果として生活保護の活用自体を

阻害している現象を「逆福祉システム」と捉え、とくに北九州市における事例の分析を通

して指摘したものに副田（2013:2-48）。 
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私たちは、そうした努力主義、より正確にいえば、努力＝平等主義がひとつのイデオロギ

ーにすぎないと指摘できる。教育達成における「結果の不平等」は、能力の差異のみによ

ってもたらされるのではない。出身階層の影響を受けた努力の不平等も、そこに介在して

いると考えられる。にもかかわらず、「できなかったのはがんばらなかったからだ」という

ように、個人の失敗を努力の欠如に帰着するとすれば、日本型メリトクラシーのイデオロ

ギー性は、能力の階層差や結果の不平等を隠蔽してきただけにとどまらない。このイデオ

ロギーの巧みさは、まさに、多くの人々の努力を動員しつつ、同時に、階層差に影響され

たその努力をも媒介にして、教育達成における階層差をつくり出してきたこと、さらには

そうした社会階層の影響を、努力が平等に存在する（「だれでもがんばれば…」）という幻

想によって隠蔽してきたことである。 

（苅谷剛彦（2001）『階層化日本と教育危機―不平等再生産から意欲格差社会へ―』有信堂高文

社、159 貢より引用。） 

 

苅谷が指摘する、「努力＝平等主義を基調とする日本型メリトクラシー」が抱える二

重の意味での隠蔽構造は、とりわけ受験競争を突き進み現に社会的地位が高い人々がひ

そかに抱えている努力への自負に対して、冷静に立ち止まって考える契機を与えている

と解釈できる。そして、「法」の「教育」を行う際には、ただ単に法の制度的側面、す

なわち法的知識のみを伝えるのではなく、法の価値的側面、すなわち人権の保障や平等

の考え方を伝える必要があるであろうし、さらにはその際に、「努力への自負」に対し

て冷静に立ち止まって考える契機を与える必要があると思われる。 

とくに、これまで検討してきたように、今日の日本で行われている〈法教育〉実践の

舞台は、日本でも有数の進学校で行われているケースが多く、推進者たちもそれらエリ

ート校の関係者であるという事実が存在している状況を鑑みると、「努力＝平等主義を

基調とする日本型メリトクラシー」が持つ二重の意味での隠蔽構造に目を向ける実践の

必要性が高いことが指摘できよう。 

 

第四節 学校外法教育実践の可能性 

以上、近年の〈法教育〉実践を巡る動向を概観し、そこに内包される課題について述

べてきた。 

整理すると、司法制度改革以後の動向に代表される〈法教育〉実践がもたらした効果

としては、学校教育現場に新しい風を呼び込み、教員と法律専門家達の協働による実践

や、模擬裁判等の実践的学習の蓄積111がなされていることが挙げられる。 

                                                   
111 日弁連の模擬裁判選手権や、各単位弁護士会によるジュニアロースクールなど。なお、

ジェンダー・バイアスに関する学習の集大成として模擬裁判を行い、学生たちに「内なる

ジェンダー・バイアスへの気付き」を促したものとして、宮園久栄（2005）「法曹養成にお

けるジェンダー・バイアス克服の試み」自由と正義第 56 巻 3 号が挙げられる。 



 

80 

 

一方で、日常的に多忙を極めている教員の勤務実態に照らした時、教育制度の変更や

新しい教育内容の要請は、しばしば学校教育現場に混乱をもたらし教育内容の深化や子

どもへの対応に支障をきたしている場合があることも指摘されている112。 

さらには、学校教育現場に限定されがちな現状の〈法教育〉実践では、何かしらの事

情により教育システムからこぼれおちてしまった子どもについては対応ができない可

能性を内包していることも考察できた113。被虐待経験を持つ子どもや、不登校、中退な

どで学校教育システムの「外側」で生きている子どもたちには、総じて経済状況や親子

関係、友人関係など、あらゆる側面における社会基盤が脆弱である場合が多い。また、

義務教育期間を終えた後、あるいは高校卒業と同時に社会へと押し出され、「急かされ

た自立」を迫られる場合には、十分な自衛のための法的知識や、社会生活を営む上で必

要不可欠である他者とのコミュニケーション能力、また困った時に相談できる第三者の

大人の存在が、いずれも欠乏している114。 

これらから、義務教育段階に相当する期間において引き続き〈法教育〉実践を展開す

るとともに、教育システムから排除されている子ども・若者に対する〈法教育〉の提供

も必要であると指摘できよう。これまでの〈法教育〉実践は、学校を中心として展開さ

れており、教員と法律専門家による共同実践として模擬裁判型実践を展開する場合にも、

基本的には〈法教育〉実践に熱心な教員が在籍している学校の生徒が主役となることが

ほとんどである。しかしながら、〈法教育〉は、前章で見たようにそれぞれの団体（法

務省、日弁連、日司連等）の定義を見る限り、展開される場を学校に限定して定義付け

しているわけではない。したがって、従来の実践の良さはそれとして残しつつも、これ

からは学校外における実践の場を開拓し、広く一般に向けた〈法教育〉実践を行う必要

性がより明確に生じてくるだろう。とりわけ社会関係資本の欠乏状態にある場合には、

社会資源とつながることのできる力の有無が致命的な事態を回避することにもつなが

る点を考慮に入れると、本稿で言うところの〈包摂メカニズム〉内部だけでの実践では

なく、〈疎外メカニズム〉の実態を直視した実践の必要性が求められていると思われる。 

 

小括 現代社会への応答 ―法教育実践に欠けていたもの―  

 第三章と第四章において考察してきた〈法教育〉関連の潮流と近年の動向をもう一度

整理すると、今日における一種の「法教育ブーム」は、従前から行われてきた既存の教

                                                   
112 例えば、油布佐和子（2007）『転換期の教師』放送大学教育振興会、堀内孜（2001）『学

校組織・教職員勤務の実態と改革課題』多賀出版。また、教員の実態調査については、文

部科学省 HP「病気休職者数等の推移」および文部科学省（平成 18 年）「教員勤務実態調査」

などに詳しい。 

113 もちろん、「学校」の存在が唯一の逃げ場のようになっている子ども達にとっては、学

校教育現場で展開される実践こそが必要である場合も十分に考えられる。 

114 急かされた自立を求められる児童養護施設の実態について、子ども達の背景事情を丁寧

に追ったルポとして、大久保真紀（2011）『児童養護施設の子どもたち』高文研。 
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科の教育実践に加え、裁判員制度導入を含む一連の司法制度改革と学習指導要領改訂に

伴う強力な後押しがなされたことで到来したものである、と捉える事ができる。これま

で蓄積されてきた実践で取り扱われる内容や観点には実践主体により多種多様な形態

が存在しているが、全体としては市民性向上としての役割が無自覚にもしくは自覚的に

内包されていると言えよう。 

このように、これまでの日本におけるいわゆる〈法教育〉実践やそれに関わる数々の

研究は、主として法的リテラシーの涵養や、社会への「参加」を目指す、といった文脈

で語られることが多かった。 

しかしながら、近年の日本社会の現実を見るにつけ、社会的排除や生活困窮状態の顕

在化の諸問題など、社会に「参加」したくてもできない状況にある人々も多数存在して

いる。〈法教育〉が市民性向上としての役割を内包し、社会に「参加」することの重要

性を意識づける教育であると捉えるならば、まさに今、〈法教育〉は現実社会への応答

を迫られていると言えよう。同時に、これまでの〈法教育〉実践には、このような視点

が欠けていたと指摘できよう。とりわけ第四章における検討では、教育システム自体が

持つ排除的要素を取り上げた。そこでは、現在展開されている「社会参加型」の実践で

あるはずの〈法教育〉実践は、成立するための前提条件が現在のところ限定的に捉えら

れているために、ときに無意識に、システムが持つ排他性という構造的ジレンマを強化

させている点を明らかにした。社会参加型実践である〈法教育〉が暗黙の前提として見

逃していた論点とはつまり、その理念とは逆行して、ときに排除の主体として機能して

いる側面であると指摘できよう。 

 

では、いかにして〈法教育〉は現実社会への応答が可能であるのか。 

筆者はこれまで、法的知識の涵養や法情報の提供やアクセスポイントの整備などによ

って人々は司法にアクセスしやすくなり事後救済型社会に適応することが可能になる

と捉えていた。これまで地域に埋もれ自ら声を挙げられなかった人たちも、例えば司法

と福祉の連携による救済に象徴されるように115、関係者の工夫と努力、そしてそれを支

える制度の維持によってアクセスの確保は可能であると考えていた。現時点においても

こうした枠組みが果たしてきた役割は非常に重要であるし、今後も継続されるべきであ

ると考えている。 

しかしながら、考察を深めていく中で１つの難問に突き当たった。それは、司法への

アクセスを整備したり様々な分野における専門家が連携し工夫することで重層的な体

制を整備したりしても、それでもなおそれを「自らの意思」で拒絶する人々の存在であ

る。別の言い方をするならば、条件整備や環境整備に「自らの意思」で乗ってこない人々

                                                   
115 関係諸機関との連携の必要性について、自らの実務経験や調査経験をもとに指摘したも

のとして、松本（2004）、太田（2007）、浦崎（2008）、谷口（2008）、冨田（2008）、吉岡

（2010）、鎌田（2011）。 
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をどうフォローし得るか、という問題である。 

そこには、弁護士や教員といった専門職の持つ潜在的権力性の問題116と通底する、社

会的弱者自身が法的権利者として活用し得るはずの福祉制度自体をそのようなものと

して見ないという問題が存在している。例えば、専門家に相談に行ったということやト

ラブルを抱えているという状態自体に対して世間が向けてくるであろう視線や態度と

いう、一種のスティグマを極限まで避け続け、結果として取り返しのつかないほどに疲

弊してしまう状況も報告されている117。また、そもそも専門家を敵視する当事者の外部

認識が、彼ら自身の制度による救済の桎梏になっている、という面も存在している。 

社会システムが実際に作動するにあたって、そのシステムの稼働者、受益者、当事者

とされている人たち自身が保持する認識枠組みが、「システム自体の作動」を阻んでい

るのである。 

 

社会参加型実践をうたう〈法教育〉が、単なる法的知識の啓蒙や社会への参加を所与

の前提として捉え推奨する形に留まらない取り組みとなるためには、第三章及び第四章

において指摘した諸問題への応答が必要であることは明らかである。 

では、具体的に、‘当事者自身’がシステム自体の作動を拒否しているとき、そこに

はどのような要因が存在しているのであろうか。法存在と機能との間にあるギャップが

もはや法の制度的側面の充実のみでは埋められないことは、これまでの考察により明ら

かになっているが、ではどのような要因がシステムの作動を阻害しているのだろうか。

同時に、その阻害要因を克服するためにはどのような働き掛けが必要不可欠となるので

あろうか。 

 

第Ⅲ部では、これらの点につき、考察をすすめる。 

                                                   
116 この点に関連して、棚瀬孝雄（2010:278）は脱プロフェッション化と弁護士像の変容を

指摘している。 
117 狭い地域で生活保護を受給したり福祉制度を活用したりすることにより受ける周囲か

らの視線を嫌い、それらから逃れるためにあえて制度活用しない選択をする場合もある。

母子世帯の現状に密着し子どもを守るためにあらゆる手段を用いて福祉を「拒絶」し、そ

れによりさらに深みへと滑り落ちていく母親たちの姿を直視したものとして、鈴木（2010）

がある。 



 

83 

 

第Ⅲ部  システム・信頼・属人性 

 

第五章 社会的包摂と信頼 ―属人的信頼から制度的信頼へ― 

 

はじめに 

 前章までの考察で共通している論点は、とりわけ〈包摂メカニズム〉から排除されて

いる状態にある人々にとって、システム自体への不信感がある場合には、‘意図的に’

システムへの参加を拒むこととなり得、しかもその拒絶は個人がそれぞれの意思で‘意

図的に’行った個人の選択であると判断されてしまっているリアリティが存在している

という点である。これまで、外部（社会、他者）及び内部（自己）への不信の背景には、

社会的基盤の欠如が影響している様子を観察してきた。その結果、「個人の選択」は、

実際には階層やジェンダー、人種といった構造的制約を大きく反映しているにも関わら

ず、表面的には個人が‘自主的に’‘意図的に’行った選択として社会的文脈の中に位

置づけられている現状にあることが明らかになった。このようにして構築された‘構造

的な排除状態の固定化’は、社会的基盤の欠如に由来するシステム自体に対する不信感

と相互に重なり合い、結果として包摂メカニズムへの接近を何重にも妨げ、個々人が持

つ「システム自体への信頼」の醸成をも困難にしている要因となっている。 

 

したがって本章では、そもそも社会参加・不参加を決定付ける背景にはどのようなメ

カニズムが潜んでいるのかについて検討していく。 

具体的には、本稿の問題設定、すなわちシステムへのアクセス阻害メカニズムの探究

を行うために、「疎外メカニズムと包摂メカニズムをつなぐ架け橋となるのは属人的（パ

ーソナルな）信頼ではないか」という仮説を立て、N.ルーマン、A.ギデンズ、及び山岸

俊男の「信頼」概念の分析を中心に検討を行う（検討１）。 

つぎに、上記仮説を成立させている条件、すなわち「属人的（パーソナルな）信頼」

を涵養するためにはどのような要素が必要不可欠な側面として存在しているのかを検

討するために、‘自己肯定感’の働きに着目して分析する。具体的には、生活保護受給

者自立支援施策の取り組みやセルフケアグループにおける取組みを読み解くことによ

り、肯定的アイデンティティの形成や市民としての役割があるということが、他者への

信頼にどのように影響を及ぼしており、それが属人的（パーソナルな）信頼の醸成にい

かに作用しているのかについて検討する（検討 2）。 

上記 1,2 の検討を通して、「疎外メカニズムと包摂メカニズムをつなぐ架け橋となる

のは属人的（パーソナルな）信頼ではないか」という仮説を検証していく。 

 

第一節 「システム信頼」への信頼 ―ルーマン、ギデンズを中心に― 

 信頼（trust）を巡る研究は、とくに 1990 年代後半から 2000 年代前半にかけて集中
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的に行われてきたが118、それら一連の研究動向よりも以前に社会学（理論社会学）の立

場から「信頼」について論じたものとして、ルーマン（N.Luhmann）とギデンズ

（A.Gidenns）がいる。 

 

（１）システム信頼の再帰性 

 ルーマンは、「信頼」が果たしている社会的機能に着目し、「複雑性の縮減」という観

点から検討している。すなわち、「信頼」について、心理的・感情的な分析ではなく、

機能的分析を行い、社会的諸条件を考慮に入れた上で「信頼」概念を捉えている点が特

徴的であると言えよう。 

ルーマンが「信頼」について包括的な探究を行っている論考としては、1968 年に初

版が出され 1990 年に邦語訳により広く日本にインパクトを与えた『信頼―社会的な複

雑性の縮減メカニズム』が挙げられる。その中でルーマンは、日常的な「慣れ親しみ」

と、他の事象の可能性を制限して行動するというリスクを引き受けるという「信頼」と

を区別して捉えている。その上で、「信頼」概念についてルーマンは、「人格的信頼」と

「システム信頼」に分化して捉えている119。 

人格的信頼についてルーマンは、「単一のシステムだけであれば、そこには一般化も

ありえないし信頼もありえない」とし「一般化・信頼というはたらきは、すでに構造を

持っている環境を前提としている」（ルーマン:1990:69）とした上で、人格的信頼を「他

者がその自由すなわち行為可能性の不気味な能力を、人格であるという意味で発揮する

であろう、という一般化された期待に他ならない」としている。 

すなわち、人格的信頼に関しては、新たに出会う人々について個別的な学習が要求さ

れるという面で負担が大きいものの、学習するかしないか、つまり人格的信頼を寄せる

か否かについては‘コントロールの余地が大きく残されている’という特徴がある。 

一方のシステム信頼についてルーマンは、貨幣価値の安定性を例に挙げた上で、「シ

ステムが作動しているという前提のもとで、そのシステムに信頼を置いている」状態で

あると説明している（ルーマン 1990:92）。ここでいう「システム信頼」は、ルーマン

の言葉によれば「新しい人物をそのたびに信頼していく人格的信頼に比べると、比較に

ならないほど学習しやすくなっている」とされる一方で、「人格的な信頼からシステム

信頼への転換によって、学習は容易になったが、コントロールは逆に困難になった」と

指摘している（ルーマン 1990:92-93）。 

以上の点、すなわち人格的信頼からシステム信頼への転換についてルーマンは、「文

                                                   
118 近年における信頼に関する学際的研究の代表的なものとして、ラッセル・セージ財団に

おける一連の研究がある（The Russell Sage Foundation Series on Trust）。これは、社会

学、心理学、経済学、生物学などの研究者により信頼を多角的に論じようとする研究プロ

ジェクトであり、日本における信頼研究にも大きな影響を与えた。 
119 ここでいう「慣れ親しみ」とは、「意味と世界」を構成する「存在ないし社会への慣れ

親しみ・存在者の自明性」を指している（ルーマン 1990:28-29 貢）。 
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明化の過程」であると捉えている（ルーマン 1990:110-111）。本稿の問題意識にひきつ

けて論点を抽出した場合、人格的信頼は個別的な学習を要求する一方でコントロールの

余地が大きく残されており、対してシステム信頼は、個別的な学習の必要性は低く、ほ

ぼ自動的に信頼の発生が行われる一方で、コントロールの余地はほとんど残されていな

いという特徴が挙げられる。 

 

 信頼概念の区別を示した上でルーマンは、高度に機能分化した社会においては「社会

は、否応なしに、きわめて個人化された多様な人格性への要求を大幅にカット」する必

要性が生じ、「個人的信頼に依拠した社会秩序の構成はほとんど不可能となっている」

として、システム信頼がより一層重要になっていると説く。つまり、社会秩序を構成す

る機能を果たす役割として、「一般化された期待」であり「個別的な学習が要求される

という面で負担が大きい」人格的信頼ではなく、「コントロールは困難ではあるが学習

しやくすなった」システム信頼が重要であると位置付け、人格的信頼からシステム信頼

への移行こそが「文明化の過程」であると評価している。これらのことからルーマンは、

貨幣制度や公権力に代表されるような、システムの「機能自体」に対する信頼が成立し

ている点に、システム信頼への信頼を位置づけて主張していると言えよう。ルーマンの

言葉を借りるならば、「個人は、他者が自分と同じやり方で第三者を信頼していること

を信頼する」という、信頼の「再帰性」が必要とされているのである（ルーマン

1990:127-129）。 

このように、ルーマンの「信頼」概念においては、 「人格的信頼」と「システム信

頼」とが区別されており、とりわけルーマンがシステム信頼の重要性を説く背景には従

来の人格的信頼への寄る辺のなさへの危機感が存在している。したがってシステム信頼

は、「人格性を帯びた信頼や不信の対極に立っている」（ルーマン 1990:110）とされ、

人格的信頼と対極にあるものとして位置づけられている。 

ルーマンのこうした人格的信頼とシステム信頼の区別は、人格的信頼に対する不信、

すなわち新たに出会う人が信頼に足る人か否かという「個別的な学習が要求される」点

と、「きわめて個人化された人格性への要求」がなされる点において負担が大きく、不

確定要素が多いことに対する不安定さへの不満に端を発している。そして、人格的信頼

からシステム信頼への転換は「文明化の過程」であるとし、システム信頼の安定性と信

頼の再帰性、すなわち「個人は、他者が自分と同じやり方で第三者を信頼していること

を信頼する」という原則に基づいてシステム信頼の有用性を主張している。 

 

ルーマンのこうした主張はもっともである。しかしながら、ルーマンのロジック、す

なわち「信頼の再帰性があるからこそ人々はシステムを信頼する」、というロジックを

逆説的に捉えるならば、‘信頼の再帰性’すなわち「他者が自分と同じやり方で第三者

を信頼していることを信頼する」という再帰性が担保されるような状態を作り出すこと



 

86 

 

が可能になれば、「信頼の再帰性があるからこそ人々は人格的信頼を信頼する」という

ロジックも可能になるのではないだろうか。つまり、信頼の再帰性が言うところの「第

三者」とはルーマンによればシステムが持つ機能自体（貨幣制度や公権力）について述

べているものであるが、他者が、再帰性のロジックでいうところの「第三者」である貨

幣制度や、公権力が持つ機能を信頼してお金を払ったり税金を納めたりといった行動を

見て信頼できると判断して信頼が発生するのであれば、重要な点は「第三者」がどのよ

うな機能を持っており、その機能は信頼の再帰性を成り立たせ得るか、という点に焦点

化されるであろう。このように考えると、「第三者」が持つ機能が信頼の再帰性を成立

させることが可能である場合には、システム信頼と同様、人格的信頼もその信頼を高め

ることが可能になるのではないだろうか。 

本章の仮説である「疎外メカニズムと包摂メカニズムをつなぐ架け橋となるのは属人

的（パーソナルな）信頼ではないか」という仮説に引き付けたとき、ルーマンによれば

そもそも上記仮説でいうところの属人的（パーソナルな）信頼（人格的信頼）は「文明

化の過程」以前の前近代的な秩序であるとして退けられるであろう。しかしながら、後

に見るセカンドチャンスやダルク、また若者の居場所のようなセルフケアグループにお

ける取組みで観察されるように、同じような苦境を経験した者同士がコミュニケーショ

ンをとり合うことによりロールモデルの提示や人生の見通しを身近な他者から得られ、

身近な他者が社会を信頼しているから自分も信頼してみようと思う心の動きは、信頼の

再帰性でいうところの「第三者」的機能を果たすものが‘身近な他者が信頼している社

会’に置き換わって機能していると捉える事ができるのではないだろうか。 

 

（２）「確信の一類型としての信頼」 ―ギデンズによる「信頼」概念― 

 ルーマンによる信頼理論についての問題点を指摘しつつ、ルーマンとは別の枠組みか

ら「信頼」概念について分析しているものとして、A.ギデンズがいる。ギデンズは信頼

について、「人間やシステムを頼りにすることができるという確信（confidence）」とし

て定義しており、確信（confidence）は、相手の誠実さや愛情、あるいは抽象的原理の

正しさなどを信じることを表現しているとしている（ギデンズ 1993:48-50）。このよう

に、ギデンズにとって、「信頼」と「確信」とは区別されるものではなく、確信を信頼

の一類型として、すなわち人やシステムを頼ることができるという確信の一類型に信頼

が位置づけられている。 

このような、「確信の一類型としての信頼」という概念を念頭に置きつつ、ギデンズ

は、ルーマンと同様に、「人に対する信頼」と「抽象的システムに対する信頼」とを区

別して記述している（ギデンズ 1993:110-112）。すなわち、人に対する信頼とは、「対

面的コミットメント（facework commitments）を必要として醸成される信頼であり、

そこには相手の誠実さや人柄などのパーソナルな属性が関係してくると位置づけてい

る。それに対して、抽象的システムに対する信頼には対面的コミットメントは必要とさ
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れず、非対面的コミットメント（faceless commitments）により機能するものであると

している。特徴的なのは、この抽象的システムに対する信頼のうち、とくに「専門家シ

ステムに対する信頼（専門技術的知識への信頼）」が、近代的制度を支える重要なメカ

ニズムとして位置づけられている点である（ギデンズ 1993:107）。 

 

このギデンズの信頼概念は、本章の仮説と親和性を多く持つと思われる。すなわち、

ギデンズもルーマンと同様に、人に対する信頼と（抽象的）システムに対する信頼を区

別して用いているが、「人間やシステムを頼りにすることができるという確信

（confidence）」も信頼の一類型として捉えている点が、ルーマンとは異なっている。 

またルーマンは信頼の根拠に、他者が自分と同じようなやり方で第三者を信頼してい

ることを信頼するという他者性を置いているが、ギデンズは人とシステムとの分類方法

についてはルーマンと同じである一方で、信頼の根拠を他者性に代表される「第三者」

の機能に置いてはおらず、対面的あるいは非対面的な「コミットメント」に信頼の根拠

を置いている。つまり、他者が「第三者」の機能を信頼しているか否かという点ではな

く、自分自身が主体的にコミットメントを通して醸成し得るものとして信頼を捉えてい

る点に、ルーマンとギデンズの信頼概念の大きな差異があると言えよう。 

このように両者の違いを捉えたとき、対面的コミットメント（ facework 

commitments）を通じて相手の誠実さや人柄などのパーソナルな属性に由来して発生

する信頼と言うギデンズの捉え方は、本章の仮説に親和性を持っていると思われる。 

 

（３）ルーマン、ギデンズによる「信頼」概念の共通点・相違点 

以上、ルーマンによる「信頼」概念の区分とギデンズによるそれとを概観してきた。

ルーマンとギデンズの信頼概念についての相違点を見いだすならば、ギデンズが確信の

一類型として信頼を捉えているのに対し、ルーマンは確信と信頼とを区別して用いてい

る。つまり、信頼と確信とを巡って、過去の経験や情報といった外的要素がどのように

「信頼」に影響を与えているかについての理解において、両者間で相違があると言えよ

う。 

 一方、両者における共通点を見いだすならば、両者がともに人格的信頼（人に対する

信頼）とシステム信頼（抽象的システムに対する信頼）とを区別して論じているという

分類方法の同一性が挙げられる。とりわけ、高度に分化した機能システムにおいては、

不確実性で個別の学習を要求する人格的信頼よりも、社会の文明化の過程で必要とされ

た非人格的システムに対する信頼（システム信頼）を機能的に担保することこそが、近

代的な制度を支える重要なメカニズムとして位置づけられている、という点を強調して

いる。そして重要なのは、そうした「信頼」は、閉ざされた人間関係における関係性の

強化という側面で用いられているという点である。関係性を強化するという点に最大の

共通点があると言えよう。しかしながら、後に述べるように、従来の信頼概念が念頭に
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置いていた閉ざされたネットワーク内における関係の強化という側面は、ネットワーク

内に居る限りにおいてはその恩恵を受けることができ、安定した関係性を維持すること

ができる一方で、外部に対しては排他性を発揮し、さらに内部にいる者に対しても移動

の自由を制限する形態となっている。こうした形態は、まさに本稿で取り扱っている排

除／包摂の二項対立と通底する問題であると同時に、システムがその性質上内包してし

まう排除性と共通している問題群であると解釈できる。 

 

 社会システムをどう捉えるかという点について、社会秩序の維持と形成という面にお

いて個人的信頼に依拠するよりも、システムとしての安定性を確保することに重点を置

いた方が普遍性が維持され、結果として不平等状態の解消に有益であると捉えるルーマ

ンの主張は、今日の社会制度を考察する上でも非常に重要な指摘である。法化社会のメ

リットを引き合いに出すまでもなく、個人的な要素への過度の依拠が引き起こす数々の

不平等状態はすでに歴史が明らかにしている。しかしながら、普遍性、一般性を追求す

るあまり、法の存在が現実社会のリアリティと乖離している状態が発生していることも

また事実である。本稿の問題意識に引き付けるならば、法存在や法システムへの信頼は、

ただ単に法的知識の啓蒙を行うだけでは不十分であり、なぜ法システムが信頼できるの

か、そもそも法とはなにか、という論点への考察を抜きにしては「自動的な学習」の効

果すら覚束ない。 

 

したがって、以下では、ルーマン、ギデンズの信頼概念が暗黙の前提としていた排除

性を探究するために、信頼概念を従来の閉ざされたネットワーク間における関係強化と

いう捉え方ではなく、ネットワーク拡張機能を持つものとして捉え独自の視点から分析

をしている山岸俊男の信頼研究を概観していく。 

 

第二節 関係の拡張機能としての信頼概念 ―信頼と互酬性― 

 第一節でみてきた「信頼」概念は、特定の相手との親密性に由来する信頼や、閉ざさ

れたネットワークにおけるメンバー間において形成される信頼120に代表される、限定さ

れた人間関係間における関係性の強化に担保される「信頼」の役割に着目した概念であ

った。これに対し、前節までの信頼概念とは別の枠組みから「信頼」の役割を説いてい

                                                   
120 「信頼」を巡る研究のうち、とくに社会関係資本（social capital）との関連性から信頼

を理解したものに、ジェームス・コールマン（1988,1990）がいる。コールマンによると、

利用できる社会関係資本が多い状態とはすなわち、凝集的な集団におけるネットワーク閉

鎖性（network closure）が基礎となっており、メンバーの間に高度な信頼関係が維持され

ている状態であるという（Coleman1988:222 貢、コールマン 2006:214-216 貢）。ここで強

調されているのは、「恩義を内包する社会構造」である。これは、山岸が言うところのやく

ざ型コミットメント関係と共通する捉え方であろう。 
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るものに、山岸俊男の一連の研究がある121。 

 

（１）自発的な関係形成のための信頼 

 山岸の一連の信頼研究の最大の特徴は、従来の信頼研究が探究していた「関係性を強

化する側面」の他に、「関係を拡張する側面」があることを指摘した点にある。すなわ

ち従来の信頼理論は閉ざされた関係性122における関係強化の側面に重点が置かれてい

たことに対し、そうした集団主義や共同体社会などの閉ざされた関係性に依拠する構造

は、閉鎖的関係の弊害（癒着や既得権益の独占など）が発生しやすい土壌をうみやすい

という難点に着目し、信頼のもう一つの側面として、人々を固定された関係性から解き

放ち自発的な関係形成に寄与する役割があるのでないか、というところに問題意識の出

発点を置いた点に特徴があると言えよう（山岸 1998:55-88）123。山岸は、社会や経済

の効率的運営及び発展のためには、閉鎖された内部における関係強化だけではなく、自

発的な関係の形成や集団形成が重要である点、そのためには外部（他者）一般に対する

信頼の醸成が不可欠である点を指摘している124。 

 信頼が社会関係の潤滑油としての役割と果たしているという理解を前提に、相手の意

図についての情報が不足している状態、すなわち信頼の存在意義について山岸は「社会

的不確実性」の高い状態であると定義している。山岸の言葉を借りれば、「信頼が必要

とされるのは社会的不確実性の大きな状況」（山岸 1998:15）である。 

 

山岸の信頼の解放理論（emancipation theory of trust）は、特定の条件（社会的不

確実性と機会コストのいずれもが高い状況）のもとでは、‘他者一般を信頼する’とい

                                                   
121 山岸の論考は実験結果の公表も含めると非常に多いが、本稿でとくに山岸（1998）、

（1999）の著書を参考にした。 
122 例えば閉鎖されたネットワーク間における利害関係の一致による信頼や共同体的社会

の内部における相互信頼。 
123 同様に、自発的な関係形成としての信頼の役割に着目するものとして、Fukuyama 

(1995）。Fukuyama は、効率的な経済発展の足枷として強固な家族主義社会における家族

の内部のみに作用する信頼が存在しているとし、家族以外の他者を信頼しない社会を低信

頼社会と名付けた。家族外部の他者一般に対する信頼が高い社会を高信頼社会と名付け、

家族内部での信頼関係が強固であればあるほど外部に対する信頼の醸成が阻害される方向

性にある点を指摘している。 
124 山岸の信頼の解放理論における基本方針は、端的に言えば「集団主義社会は、安心を生

み出すが信頼を破壊する」というものである（山岸 1998:1-2）。山岸は、安心（assurance）

と信頼（trust）を区別した概念として捉えており、安心とは「相手が自分を搾取する意図

を持っていないという期待の中で、相手の自己利益の評価に根差した部分である」として

おり、対して信頼は「相手が自分を搾取しようとする意図を持っていないという期待の中

で、相手の人格や相手が自分に対して持つ感情についての評価に基づく部分」であると定

義している（山岸 1998:39）。山岸の信頼理論で重要なのは、このように信頼の概念の中に

さらに安心と信頼とに区別される点と指摘したことと共に、社会的不確実性が存在してい

る場面において機能する概念として信頼を位置づけた点であろう。 
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う特性が、結果として本人に利益をもたらす可能性の有利性を高める、と指摘する理論

である（山岸 1998:85-87）。つまり、高信頼者（他者一般に対する信頼である一般的信

頼の高い人）は、社会的不確実性と機会コストが高い状況では特定の相手との閉鎖され

たコミットメント関係（やくざ型コミットメント）から離脱し、より有利な機会へのア

クセスが可能となり、その結果、低信頼者よりもより多くの利益を得られる可能性を獲

得する、という点を明らかにした。つまり、「信頼」が果たす役割に、このような固定

化された（閉鎖的な）関係性の呪縛からの解放という側面があることを指摘しており、

従来の「関係強化」型の信頼理論とは一線を画していると同時に、社会構造の変化に伴

い従来の関係強化型ビジネスモデル125に代表される組織形態が限界を迎えている今日

の日本社会においても重要な示唆を与えている。山岸は、「集団主義社会は安心を生み

出すが信頼を破壊する」（山岸 1998:1）という主張をしている。すなわち、山岸が言う

ところの集団主義社会は、閉鎖されたメンバー間においての「安心（assurance）」を生

み出す一方で、「信頼（trust）」を破壊するとして、集団主義的社会構造から脱却し、

既存の閉鎖的関係の枠組みを超えた新しい関係構築を可能にするメカニズムとしての

「信頼」の形成を促進する社会構造が求められると指摘する。 

 

こうした一連の山岸の主張による「信頼の関係拡張機能」は、本稿の問題意識に引き

付けた時、階層の固定化や、いわゆる‘悪い仲間’とのつるみといった「やくざ型コミ

ットメント関係」の解消に寄与し得ると考えられる。 

すなわち、やくざ型コミットメント関係とは山岸によれば、「社会的不確実性の大き

な社会的環境におかれた人たちが、特定の関係の内部で社会的不確実性を低めるために

形成している関係」であり「他人に搾取されてひどい目にあう可能性のある状況で、特

定の相手とだけつきあうことで、少なくともその相手からは搾取される可能性を低めよ

うとする」関係であると定義されているが（山岸 1998:66）、この関係性は機会コスト

を高めることには失敗している。さらに、上記で触れたように、高信頼者、すなわち他

者に対する一般的信頼が高い人は機会コスト126を高めより有利な機会へのアクセスを

可能にしている一方で、低信頼者は、閉ざされたネットワーク内からの脱却がうまくで

きず、「搾取されないために」という消極的理由により、いわばやくざ型コミットメン

ト関係に閉じ込められていると捉える事ができよう。 

                                                   
125 例えば山岸は、いったん特定の相手との間に安定した取引関係が構築されれば、その相

手との取引の場合には急な注文も可能になったり煩雑な契約書を交わすよりも電話一本で

対応してくれるといった「日本的経営」や、日本的経営を成立させている（成立させてい

た）終身雇用制度についても、雇用者と被雇用者との間にこうした「取引コスト」を節約

して成り立っている「関係強化型ビジネスモデルの形態」が見て取れると指摘している（山

岸 1998:6）。 
126 機会コストとは、山岸によれば「別の相手と取り引きすれば得られたはずの利益と、現

在の利益との差」であると定義されている（山岸 1998:6）。 
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こうした理解に立った時、信頼を関係強化の概念として捉えるのではなく、固定化さ

れている立ち位置からの脱却を可能にするものとして、すなわち山岸が唱える関係の拡

張機能をもった信頼概念として捉えることが重要であると思われる。とくに、これまで

本稿で見てきたように、社会的排除状態にある場合には、経済的な側面はもちろんのこ

と、心理的側面においても疎外状態にあることがほとんどである。そうした場合、すな

わち心理的側面において疎外状態にある場合、自ら動いて機会コストを高めようとする

動機づけは乏しくなっている。したがって、排除状態から脱却するためには、山岸が言

うところの低信頼者から脱却する必要がある。つまり、他者に対する一般的信頼を高め、

低信頼者から高信頼者になることで、閉ざされた関係性に依存した、あるいは閉じ込め

られていた状態から脱却し、機会コストを高めるために自ら移動することが可能になる

と思われる。 

では、いかにして「低信頼者から高信頼者への転換」はなされるのだろうか。言い換

えれば、他者一般に対する信頼が高い状態（高信頼者）はどのようなメカニズムの基に

出現可能なのだろうか。この点を考察することが、本章の仮説、すなわち「疎外メカニ

ズムと包摂メカニズムをつなぐ架け橋となるのは属人的（パーソナルな）信頼ではない

か」という仮説に応答することになる。 

 

（２）橋渡し型の社会関係資本の形成 ―拡張型ネットワークへの参加― 

関連して、社会関係資本（social capital）について、「結束型」（排他型）の社会関係

資本がメンバーの選択に内向きの思考性を持ち、特定の互酬性を安定させ連帯を動かし

ていくのに対し、「橋渡し型」（包含型）の社会関係資本が外部資源との連繋や情報伝播

において優れておりアイデンティティや互酬性の発生に寄与しているとして社会関係

資本の多様性を分析したものに、Robert D. Putnam がある（Putnam2000=2006）127。

Putnam は、結束型社会関係資本が排他的なアイデンティティ形成と集団内部における

強固な関係性（強い忠誠心）を形成することにより集団内部における関係性に安定をも

たらす一方で、外部への敵意や排他性を助長する傾向にある点を指摘している128。こう

した、結束型の社会関係資本がもたらす負の影響、すなわち Putnam の言葉を借りれ

ば「派閥、自民族中心主義、汚職といった負の発現」（Putnam2006:19）をいかに最小

化し、橋渡し型の社会関係資本がもたらす正の影響、すなわち「相互扶助、協力、信頼、

制度の有効性」をいかに最大化するかを検討する必要に、現代日本社会も迫られている

と言えよう。  

本稿の問題意識に引き付けるならば、システム信頼を確保するためには、従来の信頼

                                                   
127 Putnam は、アメリカ社会で観察される諸現象が信頼の低下を示していると説くととも

に、そらが経済の停滞や民主主義の後退をもたらしかねないと警鐘を鳴らしている。 
128 ただし、結束型社会関係資本が全ての場合において弊害となっているというわけではな

い。 
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理論で重点が置かれてきた閉鎖的な集団内部における「関係強化」と言う側面を強調し

た信頼概念、すなわち内部の安定性を担保する一方で外部への敵視を促進しかねない結

束型の社会関係資本に依拠した信頼概念ではなく、山岸らの唱えている「関係拡張型」

の信頼概念、すなわち自発的関係構築と社会ネットワークの構築に寄与し得る橋渡し型

関係資本に依拠した信頼概念に重点を置く必要性がある。 

 

第三節 「システム自体への信頼」の発生メカニズムとは何か 

（１） 残された疑問 

 以上、第一節ではルーマン、ギデンズによる信頼概念の敷衍とそららの共通点、相違

点について概観してきた。そこでは、関係の強化と言う側面において、限定されたメン

バー間によるコミットメント関係の形成を主眼としている「信頼」概念についての探究

がなされていた。それとは別の枠組み、すなわち関係の拡張という側面において「信頼」

概念を追究したものとして、山岸の信頼の解放理論を敷衍した。 

 

グローバル化社会の到来や日本型生活保障（終身雇用制度や男性稼ぎ主モデル）の崩

壊により、従来の安定的で長期的な相互信頼に基づく関係性の維持が構造的にも困難を

伴っている今日において、山岸のいうやくざ型コミットメント関係から人々を解放する

概念に重点を置いた信頼の解放理論は、時代への応答性が高いと言える。 

 

すなわち、ルーマンやギデンズが言うところの「人格的信頼」や、山岸がいうところ

の「やくざ型コミットメント関係」が持つ弊害としては、閉鎖されたネットワークで限

定された人間関係のもとに利害関係に依拠する意味での「信頼」関係が成立していたた

め、その内部では不条理な制裁や村八分、あるいは物理的力の保有者や経済的力の保有

者がそのまま権力性を帯びるという、いわゆる前近代的な無法状態に陥りがちであった

ことが挙げられる。つまり、「人格的信頼」に過度に依拠した状態が引き起こすであろ

う弊害は、法が存在しない時代の不平等状態と共通している問題でもある。 

一方で、「人格的信頼」への弊害を回避するために「システム信頼」に重点を置こう

とするとき、「システム信頼」を重視するあまりに引き起こされる弊害も存在している。

これは、ルーマンが指摘しているシステム信頼についての特徴、すなわちシステム信頼

に関する学習はほぼ自動的に行われる一方で、コントロールの余地はほとんど残されて

いないという特徴は、本稿の問題意識に引き付けると、法律を一度作ってしまえばそれ

を所与の前提として学習することは容易であるが、システムとしての安定性と引き換え

に硬直性を必ず内包してしまうというジレンマと通底していると解釈できる。つまり、

法存在を所与の前提として捉えることは安定性・普遍性をもたらす一方で、法律がフォ

ローできていない状況や現実社会のリアリティを反映できていないという、法存在とリ

アリティとのギャップ問題にも共通している問題がここにも出現していると指摘する
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ことができよう。 

このように考えると、山岸における信頼概念、すなわち協調行動を可能にする構造と

しての閉鎖的で社会的不確実性の低い関係における「安心」だけではなく、その「安心」

を超える状況、すなわち社会的不確実性の高い関係において、社会リスクを引き受けつ

つ相手との協調行動を期待するという「信頼」こそが、現代社会においては大きな意味

を有するという分析はもっともであると思われる。 

一方で、本稿の問題意識に引き付けた時、山岸が言うところの「信頼」は、そもそも

どのように発生するのか、という疑問が残る。もちろん、信頼の発生について山岸は、

信頼が究極的には相手の自己利益に根差していると捉えており129、信頼とはカプセル入

りの利益であるとするハーディンの考えが、山岸の定義によれば安心についての議論で

あると指摘した上で、「相手が自分を搾取しようとする意図をもっていないという期待

の中で、相手の人格や相手が自分に対してもつ感情についての評価にもとづく部分」が

信頼の発生と言えると分析している（山岸1998:39,56）。そうした分析を踏まえた上で、

なお疑問に残るのは、どのようなときに人は「カプセル入りの自己利益」に応答するよ

うな心理作用を発動させるのか、言い換えれば何を基盤として「信頼」を醸成する感覚

を発生させるのか、という点である。山岸の言葉に沿うならば、「低信頼者から高信頼

者への転換」はどのようなメカニズムの基に可能となるのか、という疑問である。 

 

そこで以下では、他者一般に対する信頼を高め高信頼者になるために必要とされるメ

カニズムについて、メカニズムのコアにあるのは親密圏130におけるパーソナルな信頼

（山岸が言うところの「安心」）から出発しており、そこで形成された根源的な他者信

頼と自己信頼があってこそ、本章の仮説でいうところの「疎外メカニズムと包摂メカニ

ズムをつなぐ属人的（パーソナルな）信頼」が醸成され、それがひいてはシステム信頼

へつながったり機会コストを高めたりするための公共圏への出発が可能になるのでは

ないだろうか、という論点を基に検証していく。 

この疑問及び仮説に応答する契機を得るために、以下ではシステム不信を抱え他者と

距離を取る子ども・若者たちがいかにして人間関係の再構築を行っているのか、そして

人間関係の再構築を行う際にはどのような心理的基盤が必要で、それはどのように醸成

されているのかについて、居場所論の概観と困難を抱える当事者たち同士の相互支援活

動、また犯罪者が立ち直りに必要とする肯定的アイデンティティ形成に焦点を当て考察

                                                   
129 この捉え方について山岸は「根ざしアプローチ(groundedness approach)」と呼んでい

る。 
130 本稿で親密圏というときに意識しているのは、いわゆる婚姻家族像に依拠した性的な親

密性をも含むそれではなく、「公共圏とは異なる人間関係や相互のコミュニケーションが行

われている場合に名づけられる」（井上 2009:281）ものであり、「具体的な他者の生／生命

―とくにその不安や困難―に対する関心／配慮を媒体とする、ある程度持続的な関係性」

（斎藤 2003:203）を持つものであると捉え論じている。 
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していく。 

 

（２）アイデンティティの再定位、親密圏における信頼 

○居場所を巡る諸議論 

 教育システムに違和感を抱き学校的文脈から距離を取っている子ども・若者たちの実

態を巡る議論の中で、1980 年代半ばに出現した議論に子ども・若者の「居場所」論が

位置づけられる。当事は不登校の子どもが通うフリースペースを指していたが、その後

1990 年代に入ってからは広く一般に子ども若者の居場所が議論されている。その背景

には、2000 年代に文部科学省が進めた一連の居場所政策の影響も大きい。そこでは、

青少年の健全育成としての側面が強調され、いわゆるニート問題の就労支援対策事業と

セットで捉えられていた。こうした政策主導の居場所議論に対し、田中（2012）は、

そもそもイギリスに端を発する伝統的なユースワークでは、ＹＭＣＡやＹＷＣＡ、セツ

ルメント運動などのグループ活動が重視されてきた側面に着目し、文科省の一連の施策

が物理的な居場所の側面にのみ着目している点に疑問を呈し、‘決められた場所に参加

することによる居場所の確保’という側面ではなく、‘他者との関わり合いによる自ら

の立ち位置’といった関係性の中で構築される基盤、すなわち心理的な側面における居

場所の確保が必要だと指摘している。 

 居場所観を巡る議論を大別すると、それを受容的な空間として捉える見方と、能動的

な空間として捉える見方の二つの見方が存在している。 

 例えば住田正樹（2003）は、居場所の定義を「安心とか安らぎとかくつろぎ、ある

いは他者の受容とか承認という意味合いが付与されて、自分のありのままを受け入れて

くれるところ、居心地のよいところ、心が落ち着けるところ、そこに居るとホッと安心

して居られるところ」と説明しており、居場所を自分が自分らしく居ることができ受容

される場として捉えている。また、不登校の子どもや若者が集うフリースクールであり

居場所という言葉を広めたとされている東京シューレ131は、「安心して過ごせる居場所

であること」を前提として子どもの自由、自治、個の尊重を理念に活動している。これ

らの捉え方は、受容的な居場所観であると捉える事ができよう132。 

 一方、こうした受容的な役割を果たすとともに、学校外の居場所が子ども・若者の自

治を育み社会活動への能動的な参加を促進する機能を持つものとして捉える居場所観

                                                   
131 東京都北区、新宿区、千葉県柏市で不登校の子ども・若者を対象にフリースクールを運

営。不登校状態に由来する自己評価の低下をフリースクールに通い同年代の同じような境

遇にある他者との関係構築を通して自己肯定への転換を目指している。東京シューレを紹

介したものに、奥地（1991）（2010）。 
132 「関係において回復し、関係の中で自信を取り戻していく」という理念のもとに、障碍

者自身が自らの存在している文脈（コンテクスト）を解読していくという‘当事者研究’

を実践することを通してありのままの自分を受け入れる取り組みを展開しているものに、

北海道浦河町のべてるの家（2002）がある。 
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もある。例えば佐藤一子（1999）は、自立や社会参加を支援する役割を持つものとし

て居場所のあり方を位置づける必要性があると指摘している。 

 二つの捉え方のいずれにも共通しているのは、受容的な空間としてあるいは能動的空

間としての居場所において目指されている点が、子ども・若者が主体的に人間関係を構

築するための伴走型支援を行っている点である。つまり、学校を中心とした教育システ

ムの文脈が求める同質性・均質性に違和感を覚え、生きづらさを抱える子ども・若者に

とって、学校の外に自らの居場所を確立し、他者との関係性の再構築を図る場として機

能している点に共通性があると言えよう133。 

 

 こうした居場所を巡る諸議論を踏まえた上で、本稿で着目したいポイントは、ユース

ワークが対象としている若者が学校文化に馴染めなかったり、学校的な文脈が求める同

質性・均質性へ違和感を覚えそこから疎外されたりしてきた若者たちでありながら、な

ぜユースワークには参加できているのか、という点である。すなわち、学校文化への拒

否感から他者との関わりと距離を取っていた若者たち、言い換えれば参加しようと思う

意欲自体が薄くなっており疎外状況にあると思われる若者たちが、それでもなおフリー

スクールなどに集うことができる背景要因とは何であろうか。考察への示唆として、東

京シューレに通っていた当事者たちが一様に、身近な友人あるいは信頼できると判断し

た同年代の友人たち、もしくは信頼できる大人たちの助言によってフリースクールへと

通い始め、他者との人間関係の再構築を果たしている様子が報告されている134。ここか

らは、当事者自らが持つ認識枠組み（他者不信、自己不信）に由来するシステム自体に

対する不信と、不信に由来する排除状態の継続性ないし固定化、という一連の負プロセ

スを断ち切る方策へのヒントが暗示されていると思われる。 

この点、すなわち当事者が自ら持つ認識枠組み（他者不信、自己不信）に由来するシ

ステム自体に対する不信と、不信に由来する排除状態の長期化・固定化を解決する契機

として身近で信頼できる他者の存在や助言がどのように作用しているのかという点を

読み解くために、以下ではまず、どのようなアイデンティティ形成がシステム自体に対

する不信を乗り越え得る可能性を持つのかを考察する。そのための糸口として、アイデ

ンティティの再定位と犯罪者の立ち直りとの関連に注目した研究を進めている犯罪社

会学の知見から示唆を受け考察していく。 

 

                                                   
133 いわゆる居場所論が様々な場面で唱えられることになった一方で、居場所における活動

を参画として捉えることに対する違和感や、就労の場への無批判な接合に対する躊躇及び

警戒感を指摘する実践者もいる（古賀 2004）。誰がどのような意図で何を目的として実践を

展開するのか注視する必要があるという指摘は、法教育実践の展開やその他の教育実践の

展開あるいは政策実現においても共通して言えることであろう。 
134 不登校時代にシューレに通っていた当事者たちによるその後をインタビューしたもの

に、奥地・矢倉（2012）。 
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○アイデンティティの再定位 ―犯罪者の立ち直りに必要な市民としての役割取得― 

 同じような困難状況を経験したもの同士による相互支援の実践として、ピアサポート

を通して少年院経験者たちの社会復帰に大きな貢献をしている団体の 1 つに、セカンド

チャンスがある。 

 セカンドチャンスは、少年院に入っていた経験を持つ人々自身が、出院者達に対する

支援活動を行う団体である135。2009 年 1 月に少年院経験者の社会復帰を支援したいと

考える大学教員や弁護士、矯正教育関係者などの有志が集まり結成した団体であり、

2010 年 11 月に特定非営利活動法人の認証を受けている。 

主な活動内容としては、①少年院経験者が少年院を訪問し、出院間近の少年たちに自

らの出院後の経験談を話したり、②出院後の生活上起こり得るハプニングを乗り越える

ために月に 1 回程度、東京や大阪を中心に出院者同士の交流会を開催して日常の困りご

とを互いに相談し合う場を設けたり、③一般市民向けに団体の活動を知ってもらうため

に大学教員や当事者、弁護士、少年院教官らによる講演会の実施、などが挙げられる。 

  セカンドチャンス設立の立役者であり代表でもある津富宏は、法務教官を 19 年間勤

めた後、静岡県立大学の教員として赴任した経歴を持つ。津富は法務教官退官後、

Maruna の 2001 年論文により大きな影響を受け、セカンドチャンスの設立につながっ

たと回顧している（津富 2011:16-20）。Maruna は、どのようなアイデンティティを持

つことが犯罪者の立ち直りを支えているのかを調べるために、イギリスリバプールの犯

罪者を対象にインタビュー調査を行い、その結果「立ち直っている犯罪者」と「立ち直

っていない犯罪者」との語りにおける差異、すなわち自らのアイデンティティを赦しの

語り（redemption script）の中に位置づけているか否かによって立ち直っているか立

ち直っていないかが左右されると結論づけている136。 

本稿の問題意識に引き付けた時、とくに重要な点は、Maruna がアイデンティティと

立ち直りの関連性に着目して分析を行っていることである。Maruna は、犯罪者が社会

復帰する際に、過去を単に否定するだけで終わるのではなく、過去に向き合った上で赦

しの語りを行うという過程を経ることが当事者のアイデンティティ再統合に有効性を

発揮していると指摘する。すなわち、語りを経ることにより犯罪者が自らのアイデンテ

ィティを再統合している場合には社会復帰がスムーズに進行している点に着目した上

で、具体的にどのようなアイデンティティを持つことが犯罪者の立ち直りに寄与してい

るのかをインタビュー調査により明らかにしている。それによると、立ち直っている犯

罪者とはすなわち、自らが「真に立ち直っている」ということ、つまり脱犯罪者である

                                                   
135 詳細は、セカンドチャンス編（2011）『セカンドチャンス！―人生が変わった少年院出

院者たち―』新科学出版社、を参照。少年院に行きつくまでと出院後の様子が当事者たち

自身の言葉で語られている。 
136 Maruna(2001)はアメリカ犯罪学会で学会賞を取った本であり、犯罪者の社会復帰につ

いて当事者たち自身の肯定的アイデンティティ形成と再犯率の低下に着目するという文脈

において、近年犯罪社会学の分野において注目されている。 
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という認識を自己に対しても他者に対しても信じさせるに足る「赦しの語り」

（redemption script）を有しているとされている。それは過去の単純な否定ではなく

過去の再解釈によりスティグマ付与から脱却し、アイデンティティの再定位を促進する

ものであると分析されており、赦しの語りの三類型を以下の通り抽出している。 

①「本当の自分」を特徴づける中核的信念の確立 

②自らの運命を支配できるという「楽観主義」 

③社会（とくに次世代）にお返しをしたいという気持ち 

 Maruna は、犯罪者たちがこれら三類型を持っている場合、本人たちは自らのアイデ

ンティティを肯定的に捉えており、過去の自らの歴史を混乱したものではなく 1 つのス

トーリーとして認識しているという一貫したアイデンティティを保つことに成功して

いると評価している。この分析は、犯罪者たちの社会復帰に際して、アイデンティティ

形成が重要な位置づけにあることを示していると言えよう。 

 では、犯罪者たちは肯定的なアイデンティティをどのように形成しているのだろうか。

この問いに応答する先行研究として、Uggen らの一連の研究がある。 

Uggen and Kruttschunitt(1998)は、出所者自身が持つ友人関係に着目し、「真っ当な

役割のセット（respectability package）」を獲得することができれば立ち直りが促進さ

れ、「ちゃんとした友人」がいるほど非合法的な収入が少ない点を実証的に明らかにし

ている。この実証研究をさらに発展させる形で、Uggen(2004)は、犯罪者の立ち直りに

おいてもっとも重要な点は、「市民としての役割」を獲得しているか否かであると指摘

している。すなわち、仕事（work）、家庭(family)、近所付き合い(community)の三つ

の側面における役割の獲得が市民としてのアイデンティティを形成し、人生の見通しを

（life-course model）を取得し得る役割を果たしていると分析している（Uggen,Manza 

and Behrens2004:259-264）。このような市民生活を営むものとしてのアイデンティテ

ィは、自己認識のみならず他者からの承認を経て形成されるとき、市民としての真っ当

な役割が取得され、一貫した自己概念（真っ当な役割を果たす市民としての自分という

自己概念）を維持するためにそこから逸脱するような行為を回避する傾向が高まり、そ

の結果として犯罪傾向が縮小され立ち直る傾向にあることを実証的に分析している。 

 

セカンドチャンスの設立当時からのメンバーで団体の副代表を務め少年院経験者で

もある才門（2007,2011）は、少年院に入る前後で関わった人間関係を振り返りながら、

セカンドチャンスで同じような経験を持つ少年たちの支援を行っている現状について、

「社会に貢献することを保護観察の義務に含め、その機会と場所を提供することができ

れば、悲しき再犯がなくなっていく糸口になると思う」と分析し、同じ境遇を経験した

もの同士による交流が、自らの立ち直りにも大きな意味を持っていることを述べている。 

これは、Maruna が指摘する上記赦しの語りの三類型のうちの 1 つである「社会（と

りわけ次世代）にお返しをしたいと思う気持ち」に位置づけられると思われ、困難な経
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験を共通体験として持つもの同士が相互支援を行うことが、当事者たちのアイデンティ

ティ形成にプラスに作用し、当事者たちのエンパワメントにつながっていると捉える事

ができよう。先に挙げたルーマンの信頼の再帰性理論に基づくならば、同じ境遇にあっ

た当事者同士の相互支援の集まりは、社会復帰を果たしている先輩たちの姿を見ること

により将来の見通しを得ることにつながり、また身近な他者（同じ苦境を経験した先輩）

が信頼していることを信頼するという信頼の再帰性が発生する環境を涵養する機能を

有していると解釈することができる。 

 

（３）親密圏における信頼と公共圏における信頼の関連性 

（２）で見た居場所論、すなわち受容的あるいは能動的な空間として人間関係の再構

築を促進する機能を持つ空間としての居場所の性質は、齋藤純一の定義する親密圏概念

と近い性質を持っていると言える。すなわち齋藤（2003）は、親密圏について「具体

的な他者の生／生命―とくにその不安や困難―に対する関心／配慮を媒体とする、ある

程度持続的な関係性」と定義しており、他者との関係性をより重視した捉え方をしてい

る（斎藤 2003:203）137。さらに齋藤（2000）は、親密圏の一類型として、「生の困難

を抱えている人々、同じような否定的な経験にさらされやすい人々が、孤独のうちに困

難を抱え続けねばならないという苦境を打開するために形成する集団」として、セルフ

ヘルプグループのような集団が位置づけられると分析している（斎藤 2000:92-94）。こ

こで齋藤が分析する親密圏の一類型としての集団には、上記（２）で触れた居場所やセ

カンドチャンスのような当事者同士の相互支援を行う団体も含まれると思われる。 

このように考えると、居場所やセカンドチャンスのような団体で行われていることは、

親密圏における他者信頼の醸成と、自己信頼の醸成であると捉え直すことが可能である。

上記団体の取り組みからは、親密圏（共に生きづらさを抱える苦境にあるもの同士で形

成された集団としての親密圏）における身近な他者との関係構築によりアイデンティテ

ィの再定位が行われ、社会への貢献や次世代への支援を行いたいという能動的な関わり

合いの契機が発生していた。このように、システムへの信頼の発生メカニズムの根幹に、

自己概念、つまり肯定的アイデンティティの形成が必要であり、その肯定的アイデンテ

ィティは親密圏における身近な他者との関わり合いの中で形成されていると分析する

ことができる。 

このように考えた時、システム自体への信頼の発生メカニズムについて、メカニズム

のコアにあるのは親密圏におけるパーソナルな信頼から出発しており、そこで形成され

た根源的な他者信頼と自己信頼があってこそ、システム信頼への発展や公共圏への出発

                                                   
137 なお、この齋藤の定義付けは、ハーバマス(1994:197-248)が描く親密圏の位置付け、す

なわち親密圏がブルジョア的小家族とほとんど重なるものとして捉えられ、その結果、と

くに女性にとって親密圏は抑圧的な空間として作用していると批判された定義付けとは、

社会における親密圏の位置付けを巡って違いがある。 
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が可能になるのではないだろうか、という本節の仮説は支持されると言えよう。そして

その際に重要な鍵となるのが、ロールモデルの提示や人生の見通し、そして市民として

の役割取得を通しての肯定的アイデンティティ形成であることが明らかになった。 

 

第四節 架け橋としての実践者の媒介機能 

以上の検討から考察すると、今日の日本社会で求められていることは、「システム信

頼」を最終到達地点と置きつつも、そこへ行くための架け橋となる仕組みを構築するこ

とであると指摘できよう。すなわち、前章までで見てきた〈疎外メカニズム〉と〈包摂

メカニズム〉をつなぐものとしてパーソナルな働き掛けが架け橋として機能すること、

つまりシステム信頼を成立させている前提条件に、「システムを信頼できると思える状

態」の存在が必要不可欠であることが明らかになった。 

とりわけ社会的排除状態にある人々にとっては、システム自体に対する拒否反応やあ

らゆる場面における不信の蓄積が存在しているため、そのような状態においてはただ単

にシステムを信頼しようと啓蒙してもあまり意味がない。信頼の解放理論に沿って言う

ならば、高信頼状態の重要性を認識しつつも、その高信頼状態を喚起するために重要と

なる背景を丁寧に観察する必要があると指摘できよう。大切なのは、知識を知識として

教え込むことだけではなく、また社会一般を信頼せよと喚起することだけでもなく、「シ

ステムを信頼できると思える状態」をいかに確保できるか、ということである。 

以上、本章における一連の考察を踏まえると、システム信頼を確保しシステムを作動

させるためには、その第一歩として属人的な（パーソナルな）信頼を確保することが重

要であるという本稿全体の仮説は肯定されていると捉える事ができる。別の言い方をす

れば、〈疎外メカニズム〉と〈包摂メカニズム〉をつなぐパーソナルな働き掛けにより、

知識情報的側面と、心理的側面の、両面におけるアクセス阻害要因の払拭が期待される

と言えよう。本稿の射程に引き付けるならば、法教育と社会的包摂、そして信頼との関

連性を相互連関させるものとして、実践者への信頼を通してシステム自体への信頼を涵

養するという‘実践者の媒介機能’が、社会参加型の実践を目指す法教育実践の新たな

側面として期待される138。 

 

第五節 システム作動要因としての肯定的アイデンティティ 

 前節の考察で導かれた仮説、すなわちシステム信頼を確保しシステムを作動させるた

めには、その第一歩として属人的な（パーソナルな）信頼を確保することが重要である

とする仮説が支持されている一方で、「属人的（パーソナルな）信頼」を確保するため

には具体的にどのような要素が必要とされているのだろうか。 

                                                   
138 便宜上社会参加という文言に焦点を絞り論述しているが、 もちろん社会への参加は強

制されてなされるものではない。法をどのようなものとして捉えるのか、どのように主体

的に行動するのかという観点が考え得ることが重要であることには変わりがない。 
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はじめに 

法や法システムを活用しようと思う場合と思わない場合、両者の間にはどのような要

因が潜んでいるのであろうか。 

例えば、「法律問題を抱えている」という状態にあるとき、「法律問題を解決しよう」

と思う場合と思わない場合には、当事者が持つ社会関係資本、属性、経験などが複合的

に影響し合っている139。また、法律問題を抱えていていると認識しつつも、「何も行動

をしない」という選択をする場合や、そもそも法律問題を法律問題として認識していな

い場合についての法使用行動については、近年取り組まれている司法と福祉の連携を包

括的に検討する司法ソーシャルワーク研究などが挙げられる140。 

これらの先行研究及び知見を踏まえた上で、本節では、人々がシステムにコミットし

てもよいと思える場合とそうでない場合との間に存在している、まさにその背景要因に

はどのような要因が存在しているのかについて検討していく。 

このように考える背景には、法関連情報を提供したり、法使用行動のノウハウを啓蒙

したりしようとしても、なおそこに包摂され得ない人々への着目がある。 

第三章及び第四章で考察した、法教育実践が内包するジレンマとも共通しているが、

情報を受信したり啓蒙に参加できたりするということは、すでにその時点でシステムが

前提として想定している舞台に乗ることが可能となっている状態、すなわちシステムに

包摂されている状態（包摂メカニズムの内部にいる状態）にあることを意味している。

法機関や学校や図書館等が法関連情報を提供し、市民がそれらを適宜受信し、さらに必

要に応じて有意義に活用するという一連の行動は、理想的である一方で、そこへのコミ

ットメントを暗に要求している。換言すれば、理想的な流れを有効に機能させるために

は、法的情報の提供という側面に限定されず、構造的にも心理的にもさらに多くの障壁

を乗り越える必要があると言えよう。 

しかしながら、システムは均一的な制度構築というシステムならではのメリットを追

求したために、とりわけ心理的障壁についてはカバーする術を持ち合わせていない。し

たがって、すでに〈包摂メカニズム〉の内部にいる人々にとっては情報の受信や法使用

行動への移行がスムーズに行われる一方で、システムから排除されている人々にとって

は、そもそも必要な情報が届かないという困難性が生じている。 

 

では、システムを活用しようと思うことと思わないことの間にはどのような要因が潜

んでいるのだろうか。すなわちそもそも、「属人的信頼（パーソナルな信頼）」が発生す

るためにはどのような要素が必要とされているのであろうか。この課題に応答するため

                                                   
139 紛争処理行動の規定因子についてはすでに蓄積された先行研究がある。例えば、村山

（2010）、和田（2006）など。 
140 司法ソーシャルワークとは別の枠組みで、先述した民事紛争処理行動調査のデータに依

拠しつつ、一連の法使用行動の展開過程以前に存在している「当事者の不作為性（inaction）」

に注目し分析をした研究として、尾崎（2010）「問題経験者の不作為性について」がある。 
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に、以下では、「市民としての役割」と「自己肯定感（とくに社会と関わり役立ってい

るという有用感）」に着目して、就労へと直接的に結びつける前段階に社会との緩やか

な関わり合いを通して段階的に経済的自立を後押しする方策をとっている、北海道釧路

市の生活保護受給者に対する自立支援施策を検証していく。 

 

（１） 「社会」への「参加」を支えるもの ―「自立支援」の捉え方―に 

単なる制度的保障を超えて、自己肯定感や自尊感情の高まりという自己認識の分野に

着目した実践を重ねている事例がある。北海道釧路市における「自立支援プログラム」

における取り組みである。そこでは、自立を単に経済的自立と結びつけて考えるのでは

なく、社会生活を継続的に営んでいけるようにするために必要不可欠である「社会への

参加意欲」やそれを生み出す「自尊感情」に着目して生活保護受給者への先駆的支援を

実践している。  

以下、その実践の概要と効果を考察していく141。 

○北海道釧路市における生活保護受給者に対する自立支援プログラム  

①概要 

釧路市は北海道東部に位置し、近隣町村との合併を経て人口約 187,000 人（2010 年

度）を抱える、北海道東部における中核的都市のひとつである。 

主な産業は漁業と石炭、紙パルプの三つであるとされるが、2002 年の太平洋炭鉱の

閉山に伴う経済の衰退化と、時期を同じくして 2008 年のリーマンショックによる世界

的不況のあおりが直撃し、もともと停滞していた地域経済の落ち込みが顕著になった。  

それに伴い、2000年代はおおよそ 0.3～0.4台で推移してきた釧路市内の有効求人倍

率は、2009年の 3 月～4月期には 0.26 という、極めて低い水準にまで落ち込んだ。市

経済の衰退は、生活保護受給世帯の増加にも直結し、2002 年にはそれまでの約 2 倍に

あたる 4000 世帯を超える世帯が受給世帯となり、それにより釧路市の生活保護率は

33.9‰となった142。 

その後も生活保護率の上昇は止まらず、2009年 12月には 50‰を突破し、ついに 2011

年 1月には 53.2‰を記録した。これは、市民の 19人に 1人は被保護者であるという状

況を意味している。この数値は、生活保護受給率の高い北海道の中でも突出して高く、

北海道の平均生活保護受給率である 25.4‰（2009 年度平均）を大きく上回っており、

全国平均の 13.0‰（2010 年度平均）と比べても飛びぬけて高く、釧路市の危機的状況

は数値の上でも明らかになっている。 

生活保護受給率が北海道平均、全国平均と比較して突出して高いことのほかに、釧路

                                                   
141 以下の記述は、拙稿（2011）「社会的包摂と法教育」『法の教育』法社会学第 75 号 105-119

貢の内容を中心に加筆修正したものである。 
142 生活保護率は生活保護の状況を占める指標の 1 つであり、人口千人当たりの受給者数を

表している。単位は‰（パーミル）。なお、数値はハローワーク釧路発表の値（2009）に依

拠している。 
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市が抱えるもう１つの特徴として、生活保護受給世帯全体に占める「母子世帯」の比率

が高いことが挙げられる。全国的にはおおむね 8％であるが、釧路の場合は約 2倍の 16

～17％に達しており、生活保護受給世帯の子どもの約 8割は母子世帯の子どもであると

されている（釧路 2009:13）。また、「障害者世帯」でもなく「傷病者世帯」でもない「そ

の他世帯」の割合も 9.6％存在しており、「その他世帯」の主な申請理由は、失業や低

賃金、低収入により生活が成り立たないというものである。一方で、「高齢者世帯」の

割合は 38％程度存であり、全国平均の 45％程度と比較すると若干低い状況にある。 

釧路市の生活保護受給世帯の特徴をまとめると、「高齢者世帯」が比較的少なく、「母

子世帯」の受給が多いこと、それに伴い被受給世帯における子どもの割合も多いこと、

また地域経済の停滞を反映した「失業型」の受給世帯が増加してきたこと等が挙げられ

る。 

②経過 

こうした背景の中、釧路市は 2004 年度から、厚生労働省が打ち出した生活保護受給

者を対象とした自立支援プログラムのモデル事業を実施する自治体の一つに選ばれた。

先述したように「母子世帯」の受給割合が比較的多かったことから、まず生活保護受給

のうちとりわけ母子世帯自立支援モデル事業に取り組むことになった。具体的には、釧

路市の地元大学に母子世帯に関する調査を依頼し実態把握に努めたほか、子ども家庭課

の職員や保健師、教育関係者や NPO法人の関係者等を集めワーキンググループを設置し

活動の道筋を模索していった143。  

注目すべきは、ワーキンググループが始動した当初、行政側の参加者と外部委員側の

参加者との間で「自立」に対する認識の違いが露見した点である144。つまり、生活保護

行政の現場感覚が持つ「自立」への認識と、外部からみた「自立概念」との乖離である。

具体的には、生活保護からの脱却を「経済的自立」に焦点化する傾向のある行政側と、

経済的自立以外の視点も含めた「包括的な支援」が必要だと考える外部委員側とに存在

する両者の認識上のギャップである。 

このギャップを突き詰めていくと、行政や社会がときに無自覚に福祉受給者へ差し向

ける視線が受給者自身による制度理解に悪影響を及ぼし、制度の十全な活用を阻んでい

る例として、本稿の論点と合致する。こうした「当事者不在の自立論」は、これまで被

支援者が抱えてきた肩身の狭さにも通じるものである。問題なのは、金銭的な支援に付

随されているパターナリズムの存在や、施しを受けているという自己認識及び他者認識

の存在である。ケースワーカーとの歴然とした上下関係の固定化や、被支援者であると

                                                   
143 座長は教育委員の後藤哲子氏（当時）。「生活保護の処遇の現状・支援策策定・試みの検

証」等をテーマに約一年間、合計 8 回が開催され議論がなされた。 
144 この点について日置（2009：261‐262）は、「福祉制度の利用は権利であり（中略）自

立支援とは（中略）人の力をうまく借りて自分のもっている力を発揮し、自分の意思で自

分の人生を歩むことである」とする彼女自身の考え方と、「生活保護の世界」におけるそれ

とのギャップを指摘している。 
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いう認識に由来する世間への気後れのような感覚は、当人の社会への参加意欲や、司法

へのアクセスをはじめ、各機能システムへのアクセス試みようとする心理的な作用を

徐々に剥奪していく可能性を大いに含んでいる。 

③パターナリズムの転換145 

「自立」概念をめぐる行政側と外部委員側の意見の相違に始まる一連の試行錯誤を経

て、モデル事業の方向性は、従来の「点検型・指導型」の観点から、被支援者の「自尊

感情の回復」や「エンパワメントの強化」という観点へと集約されていった。そして、

こうした理念を実際に実現させるにあたり、地域にある既存の NPO法人を中心に関係者

の視点を取り入れることにより骨格を定めていった。 

具体的には、「母子世帯」対象のモデル事業については、「社会貢献的就業体験事業」

として釧路市社会福祉協議会や介護事業所そんぐケアセンター、ヘルパーステーション

すこやか等の各介護事業所に「体験事業」の一環である「高齢者世帯へのご機嫌伺いの

ボランティア」の取り組みを引き受けてもらい、「母子世帯」の人々を対象に外出する

契機を作ってもらう場の提供を行った。一連のモデル事業は 2カ年度にわたり実施され、

この母子世帯対象のモデル事業の経験を踏まえて、釧路市は 2006 年度から「生活保護

自立支援プログラム」を本格化させた。具体的にその内訳は、「就労支援」、「就業体験」、

「就業体験的ボランティア」、「日常生活意欲向上支援」、「その他」という 5つのプログ

ラムに区分されており、現在では経済的自立，社会生活自立，日常生活自立，その他の

４系統 25メニューが準備されている（釧路 2009：35）。 

とりわけ、「就業体験的ボランティア」は実際の就労に向かう予備的段階としての「中

間的就労」と位置付けられていることが特徴的である146。「中間的就労」を位置付け実

践する背景には、経済的自立だけをゴールと位置づけるのではなく、経済的に自立した

後も、継続して社会と関わることのできることを目標に置き、それを可能とする素地を

培ってもらおうとする意図がある。筆者が参加した生活保護自立支援プログラムの経過

を報告する研究会においても、実際に被支援者としてボランティアに参加した方が登場

し、生活保護を受給するに至った経緯とボランティア活動を通して「社会に関わってい

ていいんだ」という実感を得たという体験が語られていた。この体験談から読み取れる

                                                   
145 日本において私的領域における自己決定権という考え方が稀薄であり、しばしば後見的

な助言を歓迎すると同時にそれらの助言をしない場合には行政の怠慢を糾弾するものとし

てパターナリズム（paternalism）の存在を指摘し、私的領域の範疇にある事柄と自己決定

権との関係性について詳細に論じたものとして、山田（1987）が代表的である。 

146 具体的には、「被支援者である」という立場の外にある枠組みでの活躍、例えば生活保

護受給者が中間的就労やボランティアとして自分の得意な料理やけん玉を教えることで、

たちまち彼ら彼女らは「被支援者」から「指導者」「先生」という立場の転換に成功する。

社会的位置づけの転換を図ることにより、自己認識及び他者認識に由来する気後れからの

脱却が図られている。 
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ことは、中間的就労への参加を通して、支援をうけている側という限定的な自己概念の

他に、他者の役に立っている自分という新たな側面における自己概念が形成されること

により、支援されるだけという受動的で否定的なアイデンティティからの脱却が可能に

なっていると解釈することができる。 

生活保護を受給している方々の中には、他者とのコミュニケーション機会から疎外さ

れている場合も存在している。そうした場合においては、いきなり就労の場に放り出さ

れることは、継続した社会生活を営む上で必要不可欠となる自己肯定感の醸成がないま

まに、就労の場へ放り出されることを意味している。釧路市の場合においても、従来の

取り組みでは短期的な就労は可能となっても継続的就労に結びつくことは難しく、人間

関係のこじれ等を契機に結局途中で辞めてしまうことが多く発生している状況にあっ

た。こうした背景事情を考慮したとき、中間的就労やボランティア活動を通じてまず自

己肯定感や有用感といった自尊感情の回復という自己承認がなされ、それに伴い生活全

般に対する意欲が培われ、継続的な雇用につながることを目指す取り組みは、問題の本

質を的確についていると言えよう。もちろん、このようないわゆる典型的な成功ストー

リーばかりが存在しているわけではない。釧路市の場合にもプログラムの途中で参加し

なくなった方も一定数存在している。しかしながら、中間的就労の機会を通してそれま

で遮断されがちであった人間関係を再構築するきっかけをつくったという意味では、社

会へ参加しようとする意欲を培い、当事者のその後の人生にとってプラスになる側面が

存在していると分析することは可能である。 

 

（２）システム信頼の土壌としての「自己肯定感」 

上記一連の取り組みの中で特に意識されてきたことは、「支援者」と「被支援者」と

いう枠組みを意識的に払拭することである。とりわけ重視されてきたのが、「社会的な

居場所作り」の重要性である。 

この点に関連して、奥田（2010）は、路上生活者が抱える問題の背景には、ただ単

に家がないという物理的困窮（ハウスレス）や、失業や低賃金等に伴う経済的困窮だけ

でなく、「第三の困窮＝関係的困窮（ホームレス）」が存在していると指摘している147。  

この指摘は、第一章で触れた社会的基盤の欠如と社会参加の意欲の低下という議論に

も共通している。すなわち、「中間的就労」を通して得られるのは、「社会とつながって

いる」という感覚であり、その感覚こそが前向きに生きる希望にもつながっていると解

釈できよう。より具体的に言うならば、ボランティアへの参加を通し、自身と似た境遇

にある他人とのコミュニケーションを図ることが実現され、「人間関係の溜め」の形成

が期待されるということである。 

                                                   
147 奥田（2010）はまた、路上生活者支援の経験と再犯をしてしまった高齢者の背景を探る

ことを通して、「社会的居場所」の存在が社会に参加するためには不可欠な要素であるとい

う主張をしている。 
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反貧困運動のリーダーである湯浅誠氏は、貧困とは「金銭の溜め」「人間関係の溜

め」「精神的な溜め」が「総合的に失われ、奪われている状態」（湯浅 2008：80）であ

ると指摘し、貧困状態に陥る背景には、教育課程、企業福祉、家族福祉、公的福祉、そ

して自分自身からの排除がある、と分析している。 

これらの指摘は、各機能システムへのアクセス拒絶という表面上の現象は実のところ

「自己肯定感の低下」や「自己否定」という心理的側面に大きく依拠しており、そうし

た心理的側面が生じる背景には失業や低賃金による経済システムからの排除や否定、虐

待経験や貧困に由来する教育システムからの排除などの構造的要因による排除状態か

ら引き起こされていると考える本稿の問題意識を、全面的に肯定している148。 

釧路市の一連の取り組みから読み取れることは、「属人的な（パーソナルな）信頼」

が発生する土壌には、自分自身に対する肯定的認識、すなわち「自己肯定感」が必要不

可欠な要素として求められている、という点である。同時にその「属人的な（パーソナ

ルな）信頼」は権威性に由来する忌避意識の緩和に有効に作用している、という点であ

る。まとめると、「疎外メカニズムと包摂メカニズムをうめる要素として属人的（パー

ソナルな）信頼が位置づけられる」という本稿の仮説は支持されるとともに、「属人的

（パーソナルな）信頼は、制度的信頼（システム自体への信頼）へ移行し、システムへ

のアクセスを保障する（アクセス阻害要因を除去する）役割を果たしている」という点

が導き出された。同時に、「属人的な（パーソナルな）信頼」を育む信頼醸成の前提条

件として、「自己肯定感」に代表される肯定的アイデンティティ形成が重要な基盤とし

て機能しているということが、仮説検証の結果として明らかになった。 

 

自分自身や他者及び社会からの承認がなければ、人々は自分自身を社会から遠ざけよ

うとする方向へと向かい、それが結果として「自らの意思」で教育システムや法システ

ムなどへの参加を拒絶するという問題意識を法律専門家の立場から実感しているもの

として、谷口（2010）がある。谷口（2010:59-60）は、法律専門家という立場から法

的支援に関わった人のうち、法的問題のみならず福祉的問題に関しても福祉専門家と連

携して住居の確保や福祉的支援の道筋を作ったにもかかわらず、いつの間にか姿をくら

ませてしまう案件にいくつも遭遇する経験を通して、専門職が行える「支援」の限界点

を見いだしている。すなわち、法律専門家と福祉専門家の連携により住む場所や生活費

もある状況にこぎつけ、一見「包括的に救済できた」と捉えていた当事者が、関係者の

努力によりようやく見つけてきた仕事を無断で放棄したり、連絡もなしに夜逃げしたり

                                                   
148 貧困のスティグマが内在化され、他者からの視線によりラべリングされたアイデンティ

ティが次第に当事者自身が持つ自己イメージと合致している点について、J.ロールズが言う

ところの「基本財としの自尊心」や M.ヌスバウムの「人間の機能的能力の中心」に分類さ

れている「自尊心があって屈辱を受けないという社会的基盤があること。ほかの者と同じ

価値を持つ、尊厳をもった存在として扱われること」という主張を分析しながら指摘した

ものに、リスター（2011:172-180）がある。 
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する状況の背景には、当事者自身による「社会との関わり合いを希望するという意欲」

が必要不可欠な前提として存在しているのではないかと指摘している。人との関わりを

長期間遮断してきた場合には、自分自身や他者からの承認を受ける機会が非常に乏しく、

そのような状況が継続されると次第に「自己疎外」が発生し、自己評価が低くなり、他

者と関わる意欲すら奪われるという負のスパイラルが存在している。このようなリアリ

ティを前にすると、システムの存在とそこへのアクセスには大きな断層があることが分

かる。とりわけシステムへの参加による支援を誰よりも必要としていると思われる人々

にとって、その断層は致命的なものとして存在していると言えよう。 

 

上述した釧路市の実践は、行政の窓口ではない第三の場所での関わり合いをしている

という点において、それまでの場に由来する「支援者」と「被支援者」という枠組みを

超え、「対等な存在」として認め合える機会を得るということに成功している。 

外部の視線による自己規定、それに伴う自己規定の内面化という、外在的要因と内在

的要因の両面における自己肯定感の低下は、表面的には分かりにくいものの、システム

へのアクセス阻害要因の重要な点として確かに存在している。表出しにくいこうした心

理的側面、すなわち孤立感や自己疎外という感覚は、自分を対等に認めてくれる場面を

得ることによってはじめて自己承認を得ることができ、社会参加に必要不可欠な要素で

ある「精神的な溜め」の確保も期待されると思われる。 

このような、「パターナリズムの転換」がもたらす効果により、社会的な居場所の確

保と自己存在の再認識、また相互承認の貴重な場としての機能が期待される。これらの

効果が、ひいては自尊感情や自己肯定感へとつながっていくことは明らかである。 

釧路市の取り組みからは、システム作動の要因として重要である属人的（パーソナル

な）信頼の発生は、まず自己に対する肯定的感覚、すなわち自己肯定感の存在を要求す

ることが明らかになった。言い換えると、自己肯定感の有無により、システム作動要因

である他者への信頼は左右され、したがってシステム信頼の可否も左右されている構造

となっている。最初の出発点である自己肯定感の涵養を促進することでしか、システム

を作動させることは不可能であることが指摘できよう。 

  

（３）社会的包摂において法が果たし得る役割 

 以上、釧路市の生活保護自立支援プログラムの概要を見てきた。 

整理すると、釧路市では生活保護受給者の「自立」を、「経済的自立」のみならず「社

会生活自立」、「日常生活自立」の視点を強く意識している点、具体的には、「中間的就

労」を通して、第三の場所で社会と関わる機会を得ることを通して、対等な立場で他者

と関わる場を確保し、それにより自尊意識を回復させる効果を目指している点が大きな

特徴として挙げられる。 

日置（2009）によれば、こうした福祉現場における「支援者」と「被支援者」との関
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係性の固定化から脱却し、「双方向の」関係性を構築する福祉の考え方に「循環型地域

福祉」があるとされているが（日置 2009:255-257）、釧路の一連の取り組みもこの「循

環型地域福祉」の実現に成功していると捉えることができよう。 

 

   これらの取り組みや問題意識から本章の論点、とくに社会的包摂において法が果たし

得る役割、さらには法教育との関連性について、得られる示唆は２点ある。 

 

１つは、「保護受給＝社会の温情への寄生＝恥ずべき行為」という、社会も受給者本

人も受け入れてしまっていると思われる認識枠組みからの脱却である149。もちろん、税

金を財源におく生活保護費を受給することは社会保障制度に支えられていることは間

違いない。しかしながら、生活保護を受給することに伴う世間の目やスティグマの存在

は、結果としてさらにひどい状況を招いている。DV やうつ、虐待経験などを何重にも

抱えながらも、それでもなお生活保護受給を拒み続け、ありとあらゆる手段を用いてか

ろうじて生活を保っている家庭には母子世帯も多い150。そして母親たちが生活保護や子

ども手当等を利用しないのは、子どものためだという「逆説的状況」が生じている。つ

まり、「生活保護をもらっている家の子」「ビンボーな子」として子どもが見られること

を恐れ、そういうスティグマからの回避と福祉制度を活用することを天秤にかけ、前者

を「自ら」「選んで」いるのである。 

こうした状況の背景には、システムを活用することに対する「心理的ハードル」の存

在がある。そしてそれは、社会全体の対象者への認識とも相互関係にある。すなわち、

「支援を受ける側」と「支援を施す側」の間には歴然とした上下関係が存在しており、

それを社会認識も後押し、憐れみや非難の眼を向けるという一連の意味づけである。そ

こには、制度自体に関する無理解や無関心、あるいは偏見が存在している。 

こうした、認識枠組みに由来するシステム活用への躊躇という構造を転換し得るもの

として、狭義の社会保障に限らず、人権や社会正義という「法」の根幹を伝えるという

役割を果たすものとして〈法教育〉を捉えるとき、その取り組みは認識枠組みに由来す

                                                   
149 この当事者自身の認識枠組みが発生する背景として J.ヤングは、近代から後期近代への

移行を「包摂型社会から排除型社会への移行」として捉え、「同化と結合を基調とする社会」

から「分離と排除を基調とする社会」への移行であると分析している（ヤング 2007:30）。

そしてポストフォーディズムへ移行したことに伴い、「定型的な出世コース」とそれを支え

る「性別役割分業」という労働社会と家族の領域が表裏一体であった秩序が崩壊し、これ

まで潜在的に存在していた構造的不平等状態への不満が噴出したことにより「人間の排除

が飛躍的に進行した」と評し、「相対的な剥奪感」（「上向きの視線」及び「下向きの視線」

を内包する）があらゆる階層にわたって蔓延していると分析している（ヤング 2007:33-35）。 
150 自身の子どもが貧乏なことして見られることを拒み、自らは過酷な肉体労働に従事さざ

るを得ない母親たちの実態を描いたものとして、鈴木（2010）。また、文脈は異なるが、自

らの窮状を他者にアピールすることができず周囲もそれに気付かなかった（気付いていて

も結果として何もできなかった）ことが子どもを餓死させる結末を招いた経緯を詳細に描

き出したものとして、杉山（2013）。 
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るシステム活用への躊躇を緩和することに寄与し得るのではないだろうか。さらに言え

ば、〈法教育〉とはすなわち、法の制度的側面を情報として教示さえしていればよいの

ではなく、社会における「法」の役割についても伝える必要に迫られているものである

ように思われる151。 

 

「支援者」と「被支援者」という認識枠組みを是正する「循環型地域福祉」の実現に

成功しつつある釧路市の取り組みは、司法や福祉の拒絶をもたらし、結果的に「排除」

を再生産するような思い込みを解除し、「排除者」から見た司法や福祉に対する意味づ

けの転換を図り得るという点で、〈法教育〉の新たな可能性を提示していると捉えるこ

とができる152。 

「法」がいかなる社会的包摂機能を持ち得るかという点につき、とりわけ〈法教育〉

が持ち得る社会的包摂機能に注目するならば、法システム全般に関する知識の伝達を超

え、例えばシステム自体をどう位置付けて語るかなど、法システムの基礎にある価値や

原則を教えることが、ひいては排除する側・される側双方の既存の認識枠組みを解体す

る上で必要であると捉えることができる。社会的包摂を向上させる機能を〈法教育〉が

持ち得る可能性の１つがここに示唆される。 

２つ目は、内的視点における権利の認識からの示唆である。 

司法へのアクセス拒絶や社会からの排除を克服するものとして、他人や世間といった

外的視点からの承認とともに、自己肯定感や自己評価という内的視点に由来する承認の

必要性が事例から読み取れる。つまり、司法へのアクセスを担保し拒絶を克服し得る 1

つの契機に自己承認が存在すると捉えるならば、「法」の適用や司法の活用は自己承認

のプロセスに位置付けられると捉えることが可能である。〈法教育〉が、法システムの

基礎にある価値や原則を考察するものとして展開されるとき、既存の認識枠組みに由来

する意味づけの転換と同時に、自らが権利を持った主体だという気付きに代表される自

己認識の一過程だと捉えることができる153。 

                                                   
151 関連して、行政窓口等により理不尽な差別的取り扱いや不当な権力行使に曝された当事

者たちが法へのニヒリズムや法への不信を募らせ、それが次第に法の支配への支持すら失

わせる点と、権力側（行政窓口等）が制約手段と制約主体を欠如させている点の二点を指

して、「二重の意味での立憲主義の危機」が進行していると指摘するものに、笹沼（2009）。 
152 例えば、社会福祉制度を活用することはお上から一方的に享受されるものではなく権利

であるということを憲法の枠組みから論じることも有意義であろう。なお、世の中の様々

な不平等を自ら考え発見し、それらを比較し不平等の原因や解決策を考えさせることを試

みた実践として、「平等」をテーマに法教育の公開授業を行った事例（札幌弁護士会 2009：

8-22）は、法制度を単に知識としてのみ教えるのではなく、法制度の根幹にある価値や原

則への考察を意識的に促す取り組みであると言える。 
153 自身の持つ権利性への気付きと自己承認との関連として、ハンセン病違憲国賠訴訟弁護

団（2003）がある。権利への意識が自己承認を基盤として発生している様を描き出してい

る。〈法〉の適用が、自己承認の 1 つのプロセスになっている点が本稿の問題意識と照らし

て非常に示唆に富んでいる。 
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上記のいずれの点においても共通する視点は、「法」が保持する普遍的価値の存在で

ある。社会的包摂においてなぜ〈法教育〉の可能性が位置付けられるのか。それは、認

識枠組みに由来する認識の解体、自己承認と法適用との関連の他に、「法」が社会的機

能を根拠づけているという事実が存在するからである。 

社会的包摂を担保するには最終的な根拠となる規範が必要であり、それは「法」によ

って与えられる。人間関係の溜め、金銭面での溜め、精神面での溜めを担保し、自己・

他者・社会というあらゆる場面においての承認を獲得し居場所を構築し得るセーフティ

ー・ネットワークや、社会資源との連携を構築したとして、そうした包摂の空間に確固

たる地盤を根拠づけるものが「法」である。「法」の「教育」が社会的包摂と関連する

根拠はここに存在していると言えよう154。  

 

第六節 システムへのコミットメント基盤としての「信頼」「自己肯定感」 

―心理的側面におけるアクセス阻害要因を緩和するために― 

 

以上、本章では、社会参加・不参加を決定付ける背景にはどのような要因が潜んでい

るのかについて分析を行ってきた。具体的には、「法システムや教育システムなどの分

化した複数の機能システムへコミットするために必要不可欠な要素とされるのは、シス

テム自体への信頼が確保されていることである」という検討課題と、この検討課題に基

づく仮説、すなわち「疎外メカニズムと包摂メカニズムをうめる要素として属人的（パ

ーソナルな）信頼が位置づけられるのではないか」という仮説を立て、N.ルーマン、

A.ギデンズ、山岸俊男の信頼概念を基に検討してきた（検討１）。その上で、上記仮説

を成立させている条件、すなわちそもそも「属人的（パーソナルな）信頼」はどのよう

に発生しているのかという発生メカニズムの探究を行い、｢属人的（パーソナルな）信

頼｣を涵養するための‘自己肯定感’の働きに着目して検討を行ってきた（検討 2）。 

 

検討１及び検討２を踏まえた上で、「法システムや教育システムなどの分化した複数

の機能システムへコミットするために必要不可欠な要素とされるのは、システム自体へ

の信頼が確保されていることである」という検討課題についての仮説を導き出すならば、

第一に「属人的信頼（パーソナルな信頼）が制度的信頼（システム自体への信頼）へ移

行し、システムへのアクセスを保障する（アクセス阻害要因を除去する）のではないか」

という点、第二に「権威性に由来する法への忌避意識の存在に対して、属人的信頼（パ

ーソナルな信頼）はそれを緩和する機能を有しているのではないか」という点、そして

                                                   
154 法教育の射程に市民性の向上を含めるならば、「最も広い意味での包摂とは市民権の尊

重を意味する」（Giddens1999：173）という指摘は、社会的包摂と〈法教育〉との関連を

示唆するものとして興味深い。 
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第一の点と第二の点が成立するための前提条件である「属人的（パーソナルな）信頼」

を獲得するために必要な要素は、「自分自身に対する肯定的アイデンティティの形成で

ある」という３つの論点が抽出された。 

 

これまでに見てきたように、法存在と実際の活用との間に存在しているギャップにつ

いてのリアリティを観察したとき、システム作動の第一段階においてアクセス阻害要因

が高く存在している場合には、まずシステム作動の最初の段階におけるアクセス阻害要

因の除去を促す方策が必要不可欠となってくることが明らかになった。このような、認

識枠組みに由来するシステム活用への躊躇という構造を転換するための 1 つの方策と

してひとまず有効性を発揮し得るのは、当事者に第一線で接する行政職員や専門職達が

言下に発する態度や視線を見直すことである。つぎに必要となる点が、「属人的信頼（パ

ーソナルな信頼）」」を育む土壌となる「自己肯定感」の涵養である。 

まとめると、「属人的（パーソナルな）信頼」を獲得するためには、自分自身に対す

る肯定的認識、すなわち自己肯定感が必要不可欠な要素として求められている点が明ら

かになった。同時に、各機能システムへのアクセス拒絶という表面上の現象は実のとこ

ろ「自己肯定感の低下」や「自己否定」という心理的側面に大きく依拠しており、そう

した心理的側面が生じる背景には失業や低賃金による経済システムからの排除や否定、

虐待経験や貧困に由来する教育システムからの排除などの構造的要因による排除状態

から引き起こされている点も明示され、「属人的信頼（パーソナルな信頼）」は権威性に

由来する忌避意識の緩和に有効に作用している、という点も明らかになった。 

 

一連の考察により、システムへアクセスする際には自己や他者及び社会への「信頼の

醸成」が必要不可欠となっており、とりわけ心理的障壁がアクセス阻害要因となってい

る状況（疎外メカニズム）においては、身近な空間にいる他者への属人的信頼が必要不

可欠であり、「属人的（パーソナルな）信頼」を醸成するためには自分自身に対する肯

定的アイデンティティの形成（自己肯定感の獲得）が必要不可欠である点が明らかにな

った。まず出発点に自己肯定感があり、つぎに身近な他者に対する信頼が醸成され、そ

の結果としてシステムへの信頼が形成されるという、システム信頼の発生メカニズムの

抽出に成功した。 

 

以上、本章前半部分で検討した「信頼」理論を巡る理論的検討と、後半部分で検討し

た「自己肯定感」に着目した実証的検討を踏まえた上で抽出された論点をまとめると、

以下の通りとなる。 

すなわち、社会的包摂と信頼との関連について、①属人的信頼（パーソナルな信頼）

が制度的信頼（システム自体への信頼）へ移行し、システムへのアクセスを保障する（ア

クセス阻害要因を除去する）のではないか、つまり、②権威性に由来する法への忌避意
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識の存在を属人的信頼（パーソナルな信頼）は緩和する機能を有しているのではないか、

さらには、①及び②の前提条件として存在している点、すなわち③上記二点の仮説が成

立する前提条件として、つまり属人的信頼（パーソナルな信頼）を獲得するためにはそ

の前提として自己に対する信頼（自己肯定感）の存在が必要不可欠な要素として存在し

ているのではないか、という 3 点の仮説の抽出に成功した。 

 

次章では、具体的事例の検討を通して上記仮説の検証を行っていく。 

 

 

 

 



 

112 

 

第六章 システム作動要因としての属人性〈パーソナリティ〉 

 

はじめに 

前章においては、システム信頼の発生メカニズムについて検討を行ってきた。そこで

は社会的包摂と信頼との関連について、①属人的信頼（パーソナルな信頼）が制度的信

頼（システム自体への信頼）へ移行し、システムへのアクセスを保障する（アクセス阻

害要因を除去する）のではないか、つまり②権威性に由来する法への忌避意識の存在を

属人的信頼（パーソナルな信頼）は緩和する機能を有しているのではないか、さらには、

①及び②の前提条件として存在している点、すなわち③上記二点の仮説が成立する前提

条件として、つまり属人的信頼（パーソナルな信頼）を獲得するためにはその前提とし

て自己に対する信頼（自己肯定感）の存在が必要不可欠な要素として存在しているので

はないか、という 3 点の仮説の抽出を行った。 

 

前章における一連の理論的枠組みの検討と、その検討から得られた仮説①～③のいず

れにも共通していることは、システムの存在と実際の活用との間には大きなギャップが

存在しており、とくに社会的弱者と呼ばれる人々に対してはそのギャップは大きなもの

として存在しているという点である。さらにその断層は、ただ単に制度を整えたり法律

を制定したりというだけで解決できるものではなく、内面化された自己疎外感に由来し

ているという、段階を経た構造的な疎外要因により形成されている、というリアリティ

が存在していた。 

 

では、法や法システムといった制度メカニズムが持つ一般性・普遍性と、制度メカニ

ズムにのらない個別的ケアのような属人性とは、どのように相互連関しているのだろう

か。さらに言えば、一般性と属人性の相克を通してシステムがもつジレンマを克服し得

るとすれば、それはどのような点において可能となるであろうか。 

 

以下では、前章で抽出した仮説に応答するために、（１）活用できる社会資源として

法律専門家を認識してもらうことを念頭において実践を展開している全国青年司法書

士協議会の取り組みと、（２）司法ソーシャルワーク活動を通して出所者の社会復帰の

足掛かりを提供している NPO 法人の取り組み、の 2 つの事例に着目し仮説の検証を進

めていく。 

 

第一節 システムへの信頼を涵養する実践者の媒介機能 

○問題の所在 ―属人性への不可避な依存、信頼の欠如― 

これまで考察してきたように、システムへの参加に対する拒絶反応が生まれるメカニ

ズムを踏まえた上で、逆説的に考えてみると、ただ単に「社会を信頼して、社会に参加
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しよう」と啓蒙するだけでは社会への参加の動機付けとしては意味を成していないこと

が明らかになった。 

もちろん、そうした啓蒙的取り組みに反応してくれる人々は一定数存在するであろう

が、啓蒙的取り組みを受信し反応できる状態にある人々は限られているし、受信し反応

している時点ですでに社会参加への最初の関所は難なくクリアしていると言えよう。 

問題なのは、そうした情報を受信できない人々、あるいは情報を情報として受信して

いながらも積極的にコミットしようと思わない人々、そればかりか拒絶反応すら示す

人々の存在である。本論の主旨に沿うならば、学校教育現場に来ない人々、来ても拒絶

反応を示す人々、社会との関わりを避ける人々、スティグマを避けるために極限状態に

なりつつも生活保護受給を拒む人々などのリアリティである。 

これは、知らないから行動できないという「情報過疎」の問題とは別の、もっと根本

的な部分での欠乏状態、すなわち「信頼過疎」とも捉える事ができる状態にあると言え

よう。 

 

司法制度への知識（だけ）がなければ、つまりいつでも情報を受信し活用できる準備

が整っている状態であれば、情報提供をより幅広く行うことで一定の効果は得られると

思われる。同様に、弁護士等の法律専門職がある特定の地域に存在していない（だけ）

であれば、つまり法律専門職が存在さえすればその地域の法需要はもれなく満たされる

という状態であれば、従来からすでに日弁連・法テラスをはじめとして展開されている

法曹界の継続した努力により一定程度の前向きな改善状況が蓄積され得ると思われる。 

しかしながら、現実社会のリアリティをみるとき、そうした法や法制度が想定する状

態とのギャップが歴然として存在している。そしてそれは、ただ単に数値的統計で示さ

れるものではなく、たいていの場合データには反映されにくい、複数の側面にわたる「事

情」を複合的に抱えている155。 

                                                   
155 この点に関連して岩田正美は、2010 年に開催されたシンポジウムにおいて、司法と福

祉の連携を模索しながらアウトリーチの手法により社会的弱者が抱える問題を包括的に解

決しようとする弁護士や福祉関係者らの活動に有意義性を見いだしつつも、そのような一

連の実践が内包している課題、すなわち社会的弱者自身がアウトリーチを歓迎しているの

か否か、当事者が置かれている心理的側面を含む排除・疎外状況のリアリティを鑑みると、

場合によっては当事者の眼から見れば権威性をもった弁護士や福祉関係者が‘有意義な活

動然’として接近することに対して拒否反応を示すこともあり得るのではないかという指

摘を行っていた。（「市民と司法の架け橋を目指して」2010 年 10 月 5 日東京四谷・主婦会

館・法テラス主催、同シンポジウムには司法ソーシャルワークを実践する法テラススタッ

フ弁護士 3 名、自治体職員 1 名、そして岩田正美氏が登壇してパネルディスカッションが

行われた。指摘はパネルディスカッションにおいて司法ソーシャルワーク実践の報告を踏

まえた上での発言。）この岩田の指摘は、排除状態にある人々への接近がいかに困難性を伴

うものであるのか、実践や施策を‘真に当事者のため’として実効するためには繊細で複

雑性を内包する課題が常に内在されているという、問題の根深さと対応の困難さを示して

いるものである。 
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もちろん、法的情報の提供や法的知識の啓蒙、また法曹界が不断の努力で行っている

一連の司法過疎対策事業、さらには有志の弁護士らが日常業務の狭間に実践しているプ

ロボノ活動など、従来の取り組みに正面から否定を加えるものでは全くない。むしろ、

そうした一連の取り組みが確実に実を結んでいる状況を、筆者は身近で見聞きし、草の

根的に生みだしている確かな効果を理解しているつもりである。 

それでもなお、支援の届かない人 （々あるいは拒絶、無関心）が一定数存在している。

この現実は、一体どのような問題群を内包しているのであろうか。本稿における一連の

考察を踏まえた上で推測するならば、「支援」への接近を躊躇する状況や拒絶する状態

がうまれる背景には、法や法制度がまさに制度であるがゆえに抱えてしまう構造的ジレ

ンマと、当事者自身が持っている法や法制度に対する認識という心理的ジレンマの両面

が、複雑に入り組んで存在していると言えよう。すなわち、システム自体への接近を避

ける背景には、上記で挙げた「信頼過疎」や、苅谷剛彦がいうところの「意欲格差」と

いう言葉で表される、心理的要素に起因する障壁が厳然と存在していると考えられる。 

法情報提供業務をはじめ、個別具体的な取り組みの有用性をしっかりと認めつつも、

それでもなお、そうした制度整備、情報提供だけではカバーしきれない領域が確かに存

在している点を直視しなければ、システムがその性質上内包してしまうジレンマを乗り

越えることはできない。 

○本章の目的 

こうした、容易には解決の方策が見当たらず、どこから手をつけてよいものか難しい

課題、また解決するためにも複数の難しい論点が絡み合っていると思われる領域の 1 つ

に、「信頼過疎」といえる状態が引き起こす社会参加への拒絶、具体的には法システム

や教育システムなど分化された複数の機能システムからの排除状態が存在する。 

そしてそれは、制度メカニズムが持つ「一般性・普遍性」に由来する側面と、個人に

寄り添う形での支援を行っているNPO法人などでしばしば観察される活動者自身の属

人的魅力に由来する「属人性（パーソナリティ）」に由来する側面との、両者間の相克

であると捉える事ができる。 

 

そこで以下の第二節では、法的コミュニケーションがいかにして関係拡張型の信頼に

影響を及ぼしているかを考察するために、児童養護施設における〈法教育〉実践を概観

し、実践者の媒介機能を検証していく。第三節では、属人的（パーソナル）な関わり合

いや職員達が言下に発する態度等といった要素が、疎外状況にある当事者たちのシステ

ム接近にどのように作用しているのかを調べるために、司法ソーシャルワーク活動を展

開しているＮＰＯ法人の実践を基に分析していく。 
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第二節 （事例１）児童養護施設における〈法教育〉実践 ―実践者の媒介機能―  

（１）全国青年司法書士協議会による児童養護施設における「法教育」活動 

第三章では、消費者教育が基点におく消費者法分野と国家との役割と巡って残されて

いる議論、すなわち国家と市民社会との関係性についての重要な論点が存在しているこ

とについて、日本司法書士会連合会が推進する「法教育としての消費者教育」が内容す

る課題や、イギリス市民性教育導入経緯の分析を通して検討してきた。 

これら一連の考察を踏まえた上で、以下ではそれらとは別の視点からの取り組みを展

開している全国青年司法書士協議会の活動を概観する。活動の概観を通して、社会資源

の1つとしての法律家の位置付けがシステムの作動要因としてどのような意味を持つの

か、その有意性について検討していく。 

○取り組みの概要 

 全国青年司法書士協議会は、全国の若手を中心とした約 3,000 人の司法書士で構成さ

れている（以下、全青司）。全国青年司法書士協議会では、2005 年から児童養護施設を

訪問し法律教室を開催している。 

児童養護施設は全国に 575 か所存在し現在も 3 万人を超える子どもたちが生活して

いる156。児童福祉法 41 条には、「児童養護施設は、保護者のない児童、虐待されてい

る児童その他環境上養護を要する児童を入所させて、これを養護し、あわせて退所した

者に対する相談その他の自立のための援助を目的とする施設とする」と定義しており、

「養護を要する児童」には、親の死亡や入院、離婚や経済的理由、あるいは拘禁などの

事情により家庭での養育が困難な場合を指している。 

児童養護施設は様々な事情により保護者と生活を共にすることができない子どもた

ちの生活拠点となる児童福祉施設であるが、家庭基盤が揺らぎ施設に入所することにな

った子どもたちについて、特に退所後の生活の困難さを追跡調査したものとして、東京

都社会福祉協議会（2004：29）の追跡調査がある。それによると，2001 年度に東京都

の施設を退所し就労自立した 145 人のうち 2002 年 10 月の時点で退所時に決まった職

場での定着率は 77 人（53.1％）にとどまり、61 人（42.0％）が転職していることが分

析の結果明らかにされている。様々な要因が考えられるが、退所後の生活基盤を安定し

たものにするためには、単なる就労自立に終始しない、子どもたちの急かされた「自立」

を継続的に支え得る様々な角度からのアプローチが求められている157。 

 

従来から日本司法書士連合会では、市民向けに行う法律相談会の開催や、「法教育と

しての消費者教育」の蓄積がある（第三章参照）。本節で取り上げる全青司が行ってい

                                                   
156 全国児童養護施設協議会調べ．2009 年 7 月末現在。 
157 例えば石井（2010）は、退所後は施設長の親権代行権が行使できなくなり、結果として

成人までの間子どもたちの親権行使者が実質的にいないという異常な状況が発生すること

が多く、退所後の包括的支援が喫緊の課題であると指摘している。 
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る実践も基本的にはこれに沿う形で行われているが、大きな特徴点としては、〈法教育〉

実践を行う場所を学校以外に設定している点が挙げられる。すなわち、従来の〈法教育〉

実践団体の多くが教育システム（学校教育現場）の内部で展開されていたことに対し、

全青司の実践の場は学校教育現場ではなく、学校以外の場所である児童養護施設に焦点

を絞って展開している点が特徴的である。学校を中心に展開されているこれまでの〈法

教育〉実践については、教科間連携やディベート型実践などの新しい試みが蓄積されて

いる一方で、教育システムから排除状態にある場合についてはフォローする術を持って

おらず、法的ニーズの存在と法情報の伝播と言う点においてギャップが存在しているこ

とを指摘してきたが（第四章参照）、全青司の取り組みはこうした教育システムからの

排除状態にある子どもたちを視野に入れて実践を展開している点で、一定程度排除状態

に陥りがちな状態へのフォローをしていると捉える事ができよう。 

さて、全青司が 2005 年から児童養護施設において展開している〈法教育〉実践の内

容は、大まかに分けて、悪質商法やクレサラ問題から子どもたちを守ろうとする消費者

教育的考えに基づく実践と、模擬裁判や子ども会議の開催という対話型実践の、二種類

が存在している。 

実践を行うまでの流れとしては、まず全青司から全国の児童養護施設に〈法教育〉実

践の開催を PR する案内を送付し依頼を待つことに始まる。依頼があった場合、事前に

会員が施設を訪問し、施設職員からの希望を聞いたり施設の現状に沿った内容（とくに

発達障害のある子どもが多い場合は、分かりやすいような工夫を行う）を職員と打合せ

たりした後に、内容やテーマの設定や教材の作成を行っている。具体的に実践で取り扱

うことの多い内容としては、社会生活におけるトラブル回避を目的とした内容が多く、

例えば悪徳商法の内実を紹介したり、クレジットカードの作成や使い方について注意を

喚起したりするもの、また保証人になる際の注意点など、社会に出た際に直面すること

が多い事例についての、具体的で実践的な法的知識が教えられてきた158。 

○児童養護施設の実態 

児童養護施設は、様々な理由により親等と生活を送ることが困難になった子ども達を

受け入れる居住型の児童福祉施設であり（児童福祉法 41 条）、原則として 2 歳から 18

歳までの子どもが対象としている。そのため、18 歳以降は就職するか進学するか等の

「急かされた自立」が要求されている。したがって、中学校卒業後に就労する子どもた

ちは 15 歳で児童養護施設を退所し自立した生活を送ることになっている。同様に、高

等学校卒業後に就労する場合でも、原則 18 歳には施設を退所することが余儀なくされ

る背景がある。 

施設に入る以前には虐待経験を持っている割合も高く、親からの育児放棄や虐待、貧

                                                   
158 司法書士への聴き取りより。なお、全青司の児童養護施設における取組みの概要につい

ては、石井寛昭・外山玲那・金城仁史「児童養護施設で暮らす子どもたち」市民と法『特

集学校と社会をつなぐ「法教育」』、第 63 巻、53-61 貢に詳しい。 
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困などが背景にある場合が多い159。その背景には、貧困を背景とした家庭環境の荒廃実

態が存在している場合がほとんどである。北海道のとある児童養護施設の話によると、

被虐待経験のある子ども達の割合は 8 割に迫り、うち貧困状態にある家庭も全体の 8

割を占めているという。この数値は、全国平均を 2 割ほども上回っている。見えていな

いだけで、水面下にはさらに多くの虐待被害があると想像できる。 

1998 年の児童福祉法の改正以後、虐待を受けた子どもの受け皿となっている児童福

祉施設は、その役割を「発達の保障」と「自立支援」に置いている。しかしながら、福

祉分野の研究蓄積や現場の職員からの指摘により明らかにされているように160、職員の

人員配置問題、施設設置の基準の低さ、また職員の待遇改善の必要性など、受け皿とな

るべき施設や職員に対しての支援もまた喫緊に必要とされているという状態にあるの

が現状である。とりわけ、全国養護施設協議会の調査によると、入所児童の 87.7％は

高校進学を果たしているが、一般児童が 97.6％であるのと比較すると、入所児童の高

校進学率は低いことが分かる。同様に、中学卒業で就職した割合は、一般児童は 0.6％

なのに対し、入所児童は 9.3％と、およそ 10 倍となっている（全国養護施設協議会

2006:12-15）。また、高校進学後も安泰ではない。高校中退率を比較したデータによる

と、一般児童が 2.1％であるのに対して入所児童は 7.6％となっている。こうしたギャ

ップの背景には、入所児童の学力の問題と、国が施設の子ども達の進学のために出す「特

別育成費」161の対象及び額の不足などに代表される制度上の不備の両方が存在しており、

その背景には適切な養育環境を得られなかったこと、養育者からの虐待による自尊感情

の欠如、学習意欲の低下、大人や社会に対する不信感などが関連している。 

子どもの虐待を巡る議論は、それぞれの福祉機関間の連携問題にはじまり、法的介入

の射程問題に至るまで、非常に幅広く根深い問題を抱えている。児童福祉施設の関係者

によると、虐待経験のある子どもは、自身のアイデンティティを肯定的に捉える事が困

難であり、他者との信頼関係を築くことが苦手であることが指摘されている。本来であ

れば自己肯定感を高め他者との協調性を育む愛着形成期に、その形成を最初に支える養

育者との関係性が破綻している場合、子ども期を終えても社会生活を他者と関わり合い

                                                   
159 児童養護施設で育った子ども達の声を当事者による語りという形で集約したものとし

て、施設で育った子ども達の語り編集委員会編（2012）『施設で育った子ども達の語り』明

石書店。また、大久保真紀（2011）『児童養護施設の子どもたち』高文研。 
160 児童養護施設で働く職員の眼から見た問題点として、職員配置の少なさや入所児童が抱

える課題の多重化を指摘したものとして、山田勝美（2002）「児童養護施設における虐待を

受けた子どもへの自立支援―施設職員にとっての「自立」と「自立支援」―」村井美紀・

小林英義編著『虐待を受けた子どもへの自立支援』中央法規、43-69 貢。 
161 国が児童養護施設の子ども達の進学機会を保障する目的で 1974 年に「特別養育費」が

創設された。創立当時（1974 年）の高校進学率は、一般児童が 90％以上であったのに対し

入所児童 30％であった。その後 1989 年には特別養育費の支出対象に私立高校も含まれる

ようになった。しかしながら、実態に見合う額にはなっておらず、自治体の補助金頼みに

なっている。なお、東京都は私立高校への進学分に対しても実費分を補助している。 
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ながらスムーズに営むことに困難が生じる傾向にある。 

この傾向は、システムにアクセスする際に、構造的要因とともに心理的要因すなわち

システムへの信頼が必要であるという本稿の主旨と共通する論点でもある。すなわち、

システムにアクセスするしないを判断する基準の第一段階に情報面への知識（知ってい

るという状況）があり、第二段階に活用するかしないかの判断があるとき、先に挙げた

若者の司法利用率の低さに象徴されるように、第一段階の「知っていること」と第二段

階の「活用すること」の間には大きなギャップが存在している。第一段階と第二段階の

ギャップに架け橋をかけるものとして、身近な他者に対する信頼（パーソナルな信頼）

があり、そのパーソナルな信頼を通じて、すなわち具体的には「この人が言うのであれ

ば信じてみよう」という類のパーソナルな要素に由来した信頼が生じ、システム自体へ

の信頼へとつながり、システム阻害要因となっている心理的障壁の除去が達成されるも

のと考えられる。ここに、システムへの信頼を涵養する実践者の媒介機能が確認できる。 

では、具体的に実践者の媒介機能とはどのようなものであろうか。以下では全青司の

取り組みを分析していく。 

 

（２）実践者の媒介機能 

児童養護施設における〈法教育〉実践を通して、アクセス阻害要因の一つである専門

職の権威性を払拭し、具体的に活用できる社会資源の 1 つとして法律専門家を位置づけ

るという認識の転換を企図する取り組みが全青司を中心に展開されている。  

当初は、児童養護施設にいる子どもたちの実態にそくした実践、すなわち急かされた

自立により十分な社会関係資本を獲得しないまま、早い段階で社会生活を自らの力で組

み立てることを余儀なくされている現状を前にして、消費者教育的要素の強い実践が展

開されてきた。具体的にはクレジットカードの使い方、借金の恐ろしさ、保証人になら

ないことなど、実生活を強く意識した予防法的な側面を重視した実践が行われていた。

しかしながら、こうした法的知識の啓蒙、あるいはトラブルを事前に回避するという予

防的な知識の提供という従来の枠組みを超えた効果が認められつつあるという。それは、

退所後の子ども達を支える存在としての法律専門家の位置づけである。 

 

児童養護施設にいる子ども達は、貧困や虐待の経験がある場合が多く、そのような背

景が学歴形成や他者との人間関係構築に支障となっている事実が存在している。つまり、

人的な資本や文化的な資本、また経済的資本も極めて脆弱な状態で、実社会へと参加し

なくてはいけない状況に直面している。もちろん、こうした状況に対しては、施設卒園

後の受け皿を確保すべきであるとの主旨から、2008 年には児童福祉法改正が行われ、

その中でもとりわけ「年長児の自立支援策の見直し」の中で、児童自立生活援助事業の

対象について義務教育修了後（18 歳未満）のほか、20 歳未満の子どもに対しても支援

の対象が拡げられることになった。 
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とはいえ、20 歳以上の子どもに対しては、少なくとも法律上は、対象となっていな

い。法律上では対象になっていなくても、施設を出た後の 20 歳が困難状況にあるとい

う実態は変わらない。法制度と現実社会のリアリティとの乖離が、ここにも存在してい

る。法律上の対象外である 20 歳以上の人々に対する支援としては、自らも施設での生

活経験のある OB や OG たちが主体となって運営している居場所作りを目的とした

NPO 法人や、仲間作りの集まりなどが、規模の大小を問わず開かれている。実質的に

は、こうした団体や仲間内での会合などが退所児童の社会的居場所となっている場合が

ほとんどである。 

こうした実態に接し、石井（2010）は、クレジットカードの使い方や契約の際の注

意点を教えると言う、技術的な法的知識の啓蒙という当初の目的を超えて、児童養護施

設で〈法教育〉実践をすることに別の意味合いを見いだしている。それは、「社会資源

の 1 つとして、法律家を認識してもらうこと」である。そこには、「自立」するという

ことは、決して「一人で抱え込むことではない」ということ、また、困った時には「相

談でき、頼れる人間関係を身に付けること」、またそれは「社会資源とつながる力を持

つこと」であるという自立に関する考えが根底に存在している。石井は、児童養護施設

に暮らす高校生達の交流会（3 日間の合宿形式）へ参加し、その中で、身近にある規則

の妥当性を模擬裁判という形で企画したり、ワークショップでルール作りを体験しても

らったりという活動も展開している。こうした活動を通して、石井は、〈法教育〉活動

を通じて「社会資源の 1 つとして、さまざまなかかわりを通して子どもたちとの間に関

係性を構築し、安心して相談できる存在にならなければならない」として、法律専門家

を社会資源の 1 つとして認識してもらうことに、〈法教育〉活動の新たな意味合いを見

いだしている。 

 

（３）信頼できる他者としての存在  

法律専門家を社会資源の 1 つとして認識するということに、〈法教育〉活動の新たな

意味づけを見いだす石井の指摘は、本稿の問題意識に照らし合わせた時、非常に重要で

あると言えよう。これまで見てきたように、ただでさえ人的にも経済的にも十分な支援

を得ることに困難が伴う環境に置かれている子どもたちは、社会的に孤立しやすい状況

にある。若年層の司法アクセスが 7.7％であることを考慮に入れると、施設にいる子ど

も達にはより一層法システムへのアクセスが遠いであろうことは容易に想像がつく。 

石井の指摘以外に筆者は、児童養護施設において〈法教育〉活動をすることに伴う副

次的効果として、実践者が「第三者の大人」として位置づけられ展開されることに重要

な意味づけが存在すると考えている。すなわち、第三者の大人の来訪により人間関係を

新たに拡げる契機が得られる可能性が高いと言える点にも、重要な意味合いが含まれて

いると思われる。施設の生活は規則正しく、食事も提供され、もちろん暴力もふるわれ

ない。しかしながら、児童養護施設の性質上、昼夜を問わず常に複数人の同年代の子ど
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も達と生活を共にし、長時間にわたり同じ空間に同じメンバーが顔を合わせることで職

員や子ども達との関係性が非常に濃密になりやすい環境にある。このように人間関係が

固定されがちな状況の中で、当事者でもなく、職員でもない、「第三者の大人」が関わ

ることは、固定されがちな人間関係に新しい風をもたらすという、ささやかではあるが

重要な副次的効果が期待される。加えて、親からの虐待や家庭環境の不安定さなどの要

因により、身近に将来の参考となり得るロールモデルの存在が不足している状況にある

子どもたちにとっては、法律専門家との関わり合いやボランティアとの関わり合いは、

ある意味において職業教育としての側面も持ち得ている。第五章でみたように、ロール

モデルの提示は人生を見通し統一した自己概念のもとで過ごしていこうとする意欲に

つながっていることが犯罪社会学の分野で実証的に明らかにされている162。破綻した環

境で一時期を過ごしていたであろう子どもたちにとっては、「第三者の（信頼できる）

大人」の登場は、新たな大人像の発見にもつながり得る。 

社会からバカにされたという経験、ないがしろにされたという絶望感、それらが自己

存在への危機感を煽り、自己の存在価値を守るための防衛策として社会への参加を拒み

権威性に裏付けされた司法へのアクセスを拒絶している。こうした構造的な問題が自己

疎外を加速させ、「自らの意思」で社会資源へのつながりからフェードアウトしていく

構造にある。一度周辺部に行ってしまうと、より一層、社会や司法へのアクセスは困難

さを増し、地域社会においても居場所がなくなってしまうという悪循環に陥る傾向が強

い。表出化した事象だけを捉えて個人の責任に帰着しやすい傾向のある社会においては、

表出現象の背景に対する配慮がなされることは多くなく、自己肯定感の低さに由来する

社会的居場所の欠如は、端的に個人の選択の結果として放置される傾向にある。 

このように考えるならば、〈法教育〉が「市民性の向上」を目指し、その「市民性」

は最終的には包摂を意図していると捉えるとき、自ら問題を解決する能力の涵養も一方

で大切ではあるが、自尊感情を取り戻し、躊躇なく各機能システムへつながる力の涵養

をもう一方の側面として捉えることが重要であると言えよう。 

 

本節のテーマに引き付けてまとめると、第三者の大人に身近で触れる機会が多くなく、

ロールモデルが限定されがちな児童養護施設の子ども達にとっては、将来に対する希望

を見いだす契機となる可能性が含まれていると分析できる。また、実際の社会生活の場

面においても、早い段階で自立を急かされる状況にある子どもたちにとって、社会に出

た後も頼れる大人の存在や、法的専門家を知っているという経験の蓄積は、社会生活上

で直面する法的トラブルを具体的に回避できる予防策にもなり得るであろう。少なくと

も、味方になってくれる社会資源の存在を認識しておくことは、大人に見守られている

                                                   
162 もちろん、犯罪社会学における検討分野と本節における検討分野は違っているが、身近

な他者を通じたロールモデルの提示とそこから得られる人生の見通しについての論点は援

用可能である。 
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という安心感を生みだすことにもつながる。他者から与えられる安心感は、肯定的アイ

デンティティへと結びつき、結果として社会への信頼感の確保や、社会に参加してみて

もよいと思える意欲の涵養へとつながることが期待される。さらに構造的側面に着目し

て分析してみると、一連の〈法教育〉実践活動を行おうとする場合には必然的に教員あ

るいは職員と法律専門家との連携が必要不可欠になり、子ども達に対する法的知識の啓

蒙などの内容面からの効果のみならず、実践の舞台に社会資源の 1 つとして法律専門家

が関わるということが要請され、そうした関係形成自体が実践の対象者にとっては社会

資源へのアクセスビリティを拡張することにつながり得ると捉える事ができる。 

 

このように、〈法教育〉実践に期待される 1 つの側面として、「社会資源につながるこ

とのできる力の育成」を位置付けるのならば、社会資源と接触することを通して自己認

識を安定させ、社会への信頼が促されることが期待されるのではないだろうか。少なく

とも、拒絶ではない反応が期待できると思われる。社会への信頼の涵養のきっかけを与

えることは、自己疎外に由来する複数の機能システムへのアクセス拒絶を克服する可能

性を、大いに含んでいると言えよう。 

 

退所後の支援との関連で言うならば、退所後にトラブルに巻き込まれそうになった時

に、同年代の仲間以外に頼れる大人を「知っている」ということが、被害拡大を防ぐ大

きな防波堤となると思われる。もちろん、子どもたちの中には、親の離婚問題や親権問

題の際に接した法律家へのイメージとして、よくないイメージを持っている場合もある

と思われるが、少なくとも、〈法教育〉活動を通して困った時に具体的に頼れる橋渡し

となる法律家を知っているか知らないかは大きな違いであろう。全青司が取り組む〈法

教育〉活動が、「社会資源の 1 つとして」の法律家イメージに一役買っているならば、

それは法的知識の啓蒙という従来の側面を超えた、新たな側面の可能性を示唆している

と捉える事ができる。 

 

（４）「社会資源の 1 つとしての専門家」という認識の涵養 

以上、全青司による児童養護施設での〈法教育〉実践を分析してきた。そこからは、

実践当初の目標であった社会生活上のトラブルを事前に回避するという消費者教育と

しての側面の存在のほかに、法律専門家が児童養護施設に立ち入って職員との連携の基

に実践を展開するということがもたらす副次的効果として、人間関係の固定化がされが

ちな空間に新しい拡張作用をもたらしていること、さらには、それらの活動で紹介した

知識を単なる法的知識としてではなく、実際に困った時に頼れる存在として法律専門家

を認識してもらうという、社会資源の 1 つとしての法律専門家認識の涵養の萌芽が見出

せる点を明らかにした。 

では、社会資源としての法律専門家の位置付けとは具体的にどのようなことを指すの
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であろうか。以下では、「社会資源の 1 つとしての専門家」という認識の涵養を主眼に

おく司法書士へのインタビュー調査を基に考察を行う。 

 

○調査概要 

退所後の子どもを支え得る存在としての法律専門家の位置付けとはどのようなもの

なのか。筆者はこの課題に応答するために、「社会資源の 1 つとしての法律専門家認識

の涵養」の重要性を指摘している司法書士への聴き取り調査を実施した。具体的には、

社会資源の 1 つとしての法律専門家認識とはどのようなものかについて、司法書士法教

育ネットワーク事務局長である小牧美江氏へインタビューを行った163。初回のインタビ

ュー調査は 2012 年 9 月に大阪にある小牧氏の司法書士事務所（こまき司法書士事務所）

へ訪問し、対面方式で 2 時間半の聴き取りを実施した。2012 年 9 月の小牧氏へのイン

タビューの他、2012 年 12 月と 2013 年 9 月には、研究会において同席した機会を活用

して小牧氏への再度の聴き取りを実施した。以下の記述はこれら一連のインタビュー調

査に基づく分析である。 

 

小牧氏は、司法書士法教育ネットワークの事務局長としての役割を果たしながら、事

務所を構える大阪において教員、弁護士、司法書士との連携による法教育勉強会を開催

している164。小牧氏は、司法書士法教育ネットワークの活動と、大阪で行っている法教

育勉強会（正式名称は「法律家と教師で育てる法教育勉強会」）への参加を通して、法

教育実践を行う上では多様な専門職（教員、司法書士、弁護士、社会保険労務士等）が

それぞれの立場から異なる視点に基づいて問題意識を出し合うことが重要であると指

摘している。 

 

 

                                                   
163 司法書士法教育ネットワークは 2007 年 4 月 8 日に発足した。2011 年度末時点で正会員

（司法書士）が 95 名、賛助個人会員（教員、社会保険労務士、学生等）が 19 名、賛助団

体会員（司法書士会、青年司法書士会、全国青年司法書士協議会等）10 団体がある。司法

書士法教育ネットワークの概要を紹介したものとして、西脇正博（2010）「司法書士法教育

ネットワークの現在、そしてこれから―司法書士の果たすべき役割とは―」市民と司法 63

号、64-68 貢。西脇正博（2009）「司法書士の法教育の実践とネットワーク」月報司法書士

448 号、34-38 貢。 
164 2005 年 4 月に高校教員の呼びかけによりスタートした勉強会。当初は司法書士と教員

が労働をテーマとした法教育の授業を考えることから出発したが、徐々に参加者の多様性

を確保していくようになる。具体的には、当初の高校教員と司法書士のほかに、中学校教

員、弁護士、社会保険労務士などが参加するようになり、1～2 カ月に 1 回程度平日の夜に

都合のつくメンバーが集まり授業実践の紹介や教材作成、問題意識の提起等が行われてい

る。正式名称は、法律家と教師で育てる法教育勉強会。会では、活動の成果として『“はた

らく”を学ぶ』という冊子を公刊している。2012 年 9 月現在、Voi1~Vol3 までが発行され

ている。 
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【司法書士法教育ネットワーク事務局長からの聴き取り①】 

勉強会に参加してよく思うことは、それぞれの専門家によって見ている世界が違うんだ

なということですね。例えば学校の先生からは今の高校生や中学生の実態というものを

リアルに教えてもらうことができる。司法書士をやっていると、学生さんの年頃の人た

ちとはあまり関わる機会がないので。 

（2012 年 9 月 11 日フィールドノート記録より） 

 

さらに、勉強会において労働関連の授業案を作成した際の教員と法律専門家との関わ

り合いの有意義性について、以下のように述べている。 

 

【司法書士法教育ネットワーク事務局長からの聴き取り②】 

逆に、私たち司法書士や弁護士たちは、例えば労働基準法違反のはたらき方についての

法的な観点を持っている。こういう教員と法律専門家の「相互作用」みたいなものがあ

るから、勉強会で授業を作っていても地に足がついているという感じがするのかもしれ

ませんね。            （2012 年 9 月 11 日フィールドノート記録より） 

 

そうした認識の上で、法律専門家が社会において果たすべき役割として、小牧氏は法

律専門家が持っている現状認識を外部に向けて発信することと、多職種（法教育実践に

おいては教員など）との連携ネットワークの構築を行うこと、の 2 点を指摘する。 

 

【司法書士法教育ネットワーク事務局長からの聴き取り③】 

法律専門家はただデーンと座っているだけでは駄目。勉強会を通じて他の専門家の方た

ちと接していると、いかに私たち法律専門家の見ている世界が特殊で限定的かというこ

とがよく分かります。だからせめて、法律専門家が見ている世界を外部に発信すること

が大切なんだと思います。きっとそうすることによって、勉強会みたいにいろんな専門

家が集まる場所では互いの職能について理解が進むし、特長を最大限に活かした活動が

できることにつながっているんだと思いますよ。 

（2012 年 9 月 11 日フィールドノート記録より） 

 

上記小牧氏の聴き取りからは、勉強会への参加を通して他の専門職の特色についての

相互理解が進んでいる様子が分かる。こうした専門家同士の相互理解の進行は、実は「社

会資源の 1 つとしての専門家」という理解を一般に広げる際に最初に必要とされる事柄

である。すなわち、専門家同士が互いの職能について正確に理解し、それぞれをうまく

活用して 1 つの問題を解決しているというモデルが、依頼者のニーズが多様化し複雑化

している今日においては求められている専門家像であると捉える事ができる。 
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さて、小牧氏が「社会資源の 1 つ」として法律専門家を認識してもらうことを提唱し

ている背景には、「困った時に相談できる力」を培う必要性を実務の中で敏感に察知し

ていることが背景にある。 

 

【司法書士法教育ネットワーク事務局長からの聴き取り④】 

何か困ったことが発生したとしても、「相談」として持ち込まれない限りなかなか察知

するのは難しい。だからこそ、まず、誰かに「相談する」ということができる力を身に

付けないといけないと思います。 

（2012 年 9 月 11 日フィールドノート記録より） 

 

ここからは、法律専門家としての司法書士が、司法書士としてできる関わり合いの限

界点が見て取れる。すなわち、どれだけ水面下に法的問題を抱えている人がいたとして

も、それがいったん表面化して、法律問題として表出してこない限り、法律専門家とし

ては力を貸すことができないというジレンマと通底していると言えよう。 

小牧氏は、問題を抱えたときに適当な窓口に「相談できる力」について、以下のよう

な図表を用いて説明している。 

 

 
出典：小牧（2012:49）の図 1 を参考に、筆者作成。 
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出典：小牧（2012:49）の図 2 を参考に、筆者作成。 

 

潜在的問題の表出化自体に困難が存在しているという問題意識を持つ小牧氏は、「相

談する」という行動力を育成する必要性に着目している。そして、〈法教育〉勉強会の

機会を活用して、勉強会のメンバーであり高校の教員である田丸美紀氏と共に作成した

授業「それって DV なんじゃない？」165を作成した。そしてそれらを実践先において示

しながら、DV 被害者がひどい状況にありながらも逃げ出すことができない心理状態を

解説した上で、「相談」に行ったり声をあげたりすることができない場合があることを

生徒に伝えると同時に、周りに問題を抱えながらも相談できていない人がいる場合には、

相談に乗ったり法的相談ができる窓口へ寄り添う必要がある点についても伝えている。 

インタビュー時にこの授業案の意図について伺ったところ以下のように説明してく

ださった。 

                                                   
165 司法書士である小牧と大阪府の高校教員（当時）である田丸は、総合的学習の時間を使

って高校三年生のクラスを対象に①DV についての基本的な知識の獲得、②実際の DV 被害

について話を聞き DV の実際を知ること、③DV 被害に遭ったときに相談する機関を知りア

クセスできるようにすること、を授業の狙いに据えて授業を全 8 回に分けて組み立ててい

る。田丸美紀（2012）「それってＤＶなんじゃない？」『“はたらく”を学ぶ Vol.Ⅲ―教師と

法律家の協働による授業実践集―』法律家と教師で育てる法教育勉強会、23-32 貢。 
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【司法書士法教育ネットワーク事務局長からの聴き取り⑤】 

当事者として相談できる力を培うことはもちろんですが、自分の身近にいるかもしれな

い相談できない人や相談できない状況に気付いてもらう意図もありました。自分自身が

主体的に相談することはもちろんですが、被害者が相談できるように支援することがで

きる力を持ってもらうことも、広く言えば市民性の育成ということにつながるのかしら、

とも思っています。 

（2012 年 9 月 11 日フィールドノート記録より） 

 

小牧氏が指摘する「相談できる力の育成」とはすなわち、司法アクセスを具体的に拡

張するために法律専門家が果たすべき役割についての指摘であると言い換えることが

できよう。「社会資源としての法律専門家の位置付け」を涵養するためにはまず、当事

者が法律専門家を気軽に活用できるための「相談する力」を獲得する必要がある。同時

に、「相談できない状態」にある人々についての理解を促し、周りに相談できない状態

にある人がいた場合には、社会資源の活用として法律専門家へつなげる役目を担うこと

も、小牧氏が目指す〈法教育〉の目的に据えられている。 

 

○考察 ―新たな法律専門家像の創出、権利主体としての気付き― 

こうした「社会資源としての法律専門家の位置付け」という新しい法律専門家像の要

請は、司法へのアクセスが阻害されている人々の顕在化がその背景に存在している。従

来の先行研究においても、法律専門家像の変化についてはとくに法社会学の分野におい

て弁護士役割論の議論の蓄積がなされてきた。すなわち、在野法曹モデル、プロフェッ

ションモデル、リーガルサービスモデルの提唱がなされてきたが166、当事者のニーズの

変化や、新たなニーズの発見（福祉分野における弁護士の役割への期待など）、また紛

争解決方法の多様化（ADR、リーガルカウンセリングなど）に伴い、こうした従来の

弁護士像について変化ないしは新たな社会的役割の付与が必要とされていると指摘で

きよう167。 

このような理解に立った時、小牧氏の指摘するところの「社会資源の 1 つとしての法

律専門家」という位置づけは、新たな法律専門家像の創出を示しているものと思われる。

すなわち、法的知識や法のルール的側面のみを所与の前提として教えるのではなく、社

                                                   
166 宮川光治（1992）「あすの弁護士―その理念・人口・要請のシステム―」宮川光治、小

山稔、那須弘平、久保利英明編『変革の中の弁護士―その理念と実践（上）』有斐閣、1-37

頁。しかしながら、1960 年代の行動経済成長期を経て、権力と闘うことを前面に押し出し

た在野法曹モデルはもはや弁護士業務の一側面しか捉えられていないという指摘もある

（宮川 1992:3-5）。これら弁護士モデルの詳細とその変遷については、第七章で詳しく見て

いく。 
167 求められる弁護士像の変化については第七章で詳述している。 
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会資源の 1 つとして法律専門家を位置付け主体的に活用していくことを含めて伝える

ことは、ひいては所与の前提としての法認識ではなく、必要があれば法を変えたり新た

しく作ったりもできるという法認識への転換にも寄与するものであると捉える事がで

きる。 

さらに、社会資源の 1つとして法活用を位置づけるとき、法認識の柔軟性が確保され

る必要があり、児童養護施設における〈法教育〉実践では法認識の転換と、自らが権利

を持った主体だという気付きに代表される自己認識の一過程が観察されたと解釈でき

よう。〈法教育〉実践を通して、自らが社会資源の 1 つであるという位置づけのもとに

実践者が登場することにより、実践の対象者たちによる権利主体性への気付きを促すと

いう点と、同時に活用可能な法資源として法律専門家を捉えるという点に、学校外法教

育課程における実践者の媒介機能が存在している。 

 

第三節 （事例２）社会福祉士と弁護士との連携による司法ソーシャルワーク 

 システムが作動する要因として属人的な（パーソナルな）信頼が必要不可欠となるの

ではないか、すなわち、疎外メカニズムと包摂メカニズムをつなぐ役割を果たしシステ

ムを実際に作動させる基盤要因として機能しているものに属人的な（パーソナルな）信

頼があるのではないか、という本章の仮説を検討するために、以下では、福祉専門家（社

会福祉士）による福祉的支援と、法律専門家（弁護士）による法的支援の両面の連携（司

法と福祉の連携）により当事者の社会復帰を包括的に支えている事例を分析していく168。 

 

                                                   
168 司法と福祉の連携につき、とくに社会復帰の際に福祉的支援の必要性を重視した近年の

動向として、東京地方検察庁に社会福祉士が配置されたことが挙げられる。具体的には、

2013 年 4 月 1 日東京地検に不起訴処分となった人の社会復帰支援に当たる部署として、「社

会復帰支援室」が設置され、社会福祉士が 1 名配置された。配置された社会福祉士は、松

友了氏。松友氏は、知的障害者の親等で構成されている「全日本手をつなぐ育成会」で常

務理事を務め長年障害者の福祉に関わってきた実績を持つという（福祉新聞 2013 年 4 月

15 日付け記事）。福祉新聞によると、「社会復帰支援室」が正式に設置される以前の同年 1

月 21日から試行的に東京地検に配置された社会福祉士が 2カ月余りで支援に関わったのは

40 件。そのうち 8 割は住居が無い人であるという。なお、このような取り組み、すなわち

刑務所を出所する高齢者や障碍者らを福祉的支援につなげる取り組みは、刑事司法分野で

は「出口支援」と呼ばれており、地域生活定着支援センターはいわゆるこの出口支援を行

う機関として位置づけられている。 関連して、2013 年 3 月 22 日に最高検が開催したシン

ポジウム「刑事政策の新しい風」において検事総長の小津博司氏は、検事が福祉支援を意

識し始めた背景として二つの理由を述べている。すなわち、従来から法務省が主導で行っ

てきた犯罪者の社会復帰支援を通した再犯防止の活動と、近年厚労省がとくに地域生活定

着支援センターを中心として行っている高齢者・障碍者の福祉的支援における取り組みと

が連携し緊密性を高めている点、もう 1 つに「刑の一部執行猶予制度導入」により検察官

として被告人の社会復帰をより一層意識した判断に迫られる点があると指摘している。こ

れら検察における一連の取組や問題意識からも、今日の日本社会において司法分野と福祉

分野との緊密な連携、すなわち司法ソーシャルワークの重要性は今までになく高まってお

り、新たな取り組みが展開されつつある転換期にあると捉える事ができよう。 
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（１）貧困を背景とした犯罪をなくすための福祉支援を行っている NPO 法人169 

はじめに ―リーガル・ソーシャルワークへの着目― 

 刑務所の過剰収容や受刑者の高齢化、出所者の再犯など、刑事司法を巡る問題は山

積している170。受刑者の社会復帰の成否は、帰る場所（帰住予定地）があるか否か、

受け入れてくれる施設や人がいるか否か、に大きく左右されている171。例えば、矯正

統計年報によると、仮釈放受刑者については帰住先別構成の主要二つを「父母」「更生

保護施設」が占めているのに対して、満期釈放受刑者の場合は「更生保護施設」が著

しく減少し、「その他」の割合がトップとなっている。このデータからは、満期釈放受

刑者の多くが帰る場所のない状況に追い込まれているということが推測される。仮釈

放は、そもそも引受人と帰住予定地がなければ認められないという現状を考慮に入れ

ると、受け入れ先が無いという状況自体が結果として彼らを‘満期釈放受刑者’にし

ている一因であると捉えることもできるだろう。 

こうした刑事司法を巡る状況は、社会復帰をしやすい条件整備の必要性を浮かび上

がらせている。具体的には、司法分野と福祉分野との連携あるいはその強化が喫緊に

求めている172。そこで、本節では、司法分野におけるソーシャルワーク（社会福祉活

                                                   
169 以下の分析及び記述は、筆者が 2011 年 11 月より継続的に行っている聴き取り調査と入

手資料によるものである。 
170 犯罪白書（2012 年度版:30-32）によると、高齢者（65 歳以上）の検挙人員は他の年齢

層と比較すると平成 23年から平成 24年の伸び率が 3.4 倍となっており（20～29 歳で約 1.1

倍、30～39 歳で約 1.4 倍、50～64 歳で約 1.7 倍）、そのうち窃盗の割合が女子では 91.1％、

さらに万引きによるものが 80.8％と際立って高い割合となっている。また、平成 23 年度に

おける一般刑法犯の検挙人員 30 万 5,631 人のうち精神障碍を抱えた者は 1,533 人（前年比

15.6％増）であり、精神障碍の疑いのあるものは 1,558 人（同 0.1％増）、全体に占める割

合は 1.0％である。さらに、知的障碍の基準となる IQ70 未満のものは新受刑者のうち 20％

強は存在していることも明らかになっている（矯正統計年報及び浜井 2011a:217-221,浜井

2011b:9-13）。 
171 例えば浜井は、高齢受刑者の社会復帰について、年齢層別仮釈放率の推移をデータで示

しつつ、年齢が高くなるにつれて仮釈放の重要な要件の一つである引受人と帰住予定地の

確保が困難になるため仮釈放になりにくい実態を指摘している（浜井 2011:101-103）。同時

に、中高年の初犯者の再犯率に顕著な上昇が見られることを分析し、「社会的に孤立した高

齢者が万引きなどを繰り返し、社会的に孤立しているがゆえに被害弁償もできず、引受人

もいないため実刑となり、社会的に孤立しているがゆえに満期釈放となり、再犯をし、再

び刑務所に戻っている」として、構造的要因を明らかにするとともに、諸外国（韓国、フ

ランス、ドイツ、英国、米国）の中で受刑者の高齢者比が 10％を超過しているのは日本だ

けであるデータを示しつつ、こうした日本の現状について「日本では、一度、犯罪者とし

て刑事司法機関が関わると、福祉との関係が切れてしまい、福祉的な支援が必要な対象者

であっても犯罪者としてのみ扱われるため、刑務所以外の行き場がなくなる」と指摘して

いる（浜井 2011:106）。また、社会的排除と犯罪との関連性について網羅的に論じたものと

して、細井洋子・鴨志田康弘（2011）『犯罪と社会』学文社、第 12 章（細井・鴨志田

2011:187-202）に詳しい。 
172 知的障碍や精神障碍、また広汎性発達障害などを抱える人々の刑事弁護について、彼ら

彼女らを刑務所に入れるのではなく、福祉的支援との連携により包括的に支援していこう
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動）、つまりリーガル・ソーシャルワークを実践している NPO 法人に着目し、受刑者

の社会復帰とそのために必要な条件を探っていく。こうしたリーガル・ソーシャルワ

ークを展開している団体の事例分析を通して、法制度それ自体に対する信頼と、実際

の活用との間にはどのような因果関係があるのかを考察していく。 

 

○業務概要 

さいたま市にある NPO 法人ほっとポットは、2004 年に活動を開始した生活困窮者

への支援を行う NPO である173。メンバーは 6 名（2013 年 1 月末現在）であり、全員

が社会福祉士の有資格者である。NPO の前身は、公園や河川敷に‘居住’しているホ

ームレスを対象とした巡回相談活動や、あたたかい味噌汁をポットに入れて配布する活

動を行う、有志が中心となったボランティア団体であった174。その後、2006 年に法人

化へ向け動き出し、2006 年 10 月に特定非営利活動法人格を取得し、現在に至る。 

 

主な業務内容としては、さいたま市周辺で野宿生活をしている人（ホームレス）や、

生活に困っている人（生活困窮者）を対象に、生活上のあらゆる福祉的支援や、相談業

務を行っている。具体的な内容を分類すると、以下の通りである。 

①生活困窮者を対象とした生活相談（第二種社会福祉事業：さいたま市届出事業者）： 

 生活困窮者が抱える生活上のトラブルや困りごとに対して、社会福祉士や精神保健

福祉士が専門的・総合的に相談に応じる。相談にかかる費用は無料。各種社会福祉

サービスの説明のほか、場合によっては生活保護申請への同行や障害者手帳の申請

補助も行っている。 

②地域生活サポートルーム： 

NPO 法人が借り上げている一軒家のうち一部屋を貸す事業。ホームレスや一人暮

                                                                                                                                                     

とする各地の弁護士達の具体的取り組みを紹介したものとして、季刊刑事弁護

（2012:67-86）第 70 号における特集「障がい者を刑務所に入れないための弁護」がある。

各論考においてはとりわけ障がいのある人の弁護においては再犯予防のためにも周囲の環

境整備、とくに福祉的側面における環境整備が重要事項として浮かび上がっている。 
173 筆者は、社会福祉の観点から司法分野との連携を展開している NPO 法人の設立背景や、

実際の業務内容および活動を行う上での困難性、また司法分野との連携を行う上での課題

などについて調査するため、2011 年 11 月に NPO 法人事務所を訪問し、フィールドワーク

を実施した。訪問先は、NPO 法人ほっとポット、岩槻区役所、不動産会社である。聴き取

りの対象者は、法人代表の宮澤進氏、同副代表の中野綾香氏、元受刑者の N 氏、T 氏、O

氏（いずれも肩書は調査当時のもの）。法人事務所内における聴き取り終了後、スタッフの

方の御厚意で、実際に生活保護受給の現場にも同行させていただいた（岩槻区役所）。また、

出所者が利用する不動産（アパート）を法人に対して貸している不動産会社にも同行させ

ていただき、実際の手続きを見せてもらうとともに、法人に物件を貸し出すまでの経緯や

背景についても聴き取りを実施した。 
174 活動当初の、温かい味噌汁をポットに入れて配布するということから、NPO 法人の名

称である「ほっとポット」が名づけられたという。NPO 法人の活動の経緯をまとめたもの

として、藤田・金子（2010）がある。 
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らしに不安が残る人が対象。スタッフ（社会福祉士）が毎日訪問し、生活上の相談

や自立に向けた支援を行う。具体的には、民間アパートでの自立生活援助や社会福

祉施設の紹介などを行っている。入居期限は概ね一年間を目途にしている。 

 ③あんしん生活サポート： 

  NPO 法人が借り上げたアパートのうち一部屋を貸し出す事業。定期的な社会福祉

士の訪問あり。民生委員や行政の福祉課職員との連携により入居者の社会復帰を促

す。地域生活サポートルームの一人暮らし版。 

 ④緊急一時シェルター： 

  ホームレスや、出所後帰る場所のない人に対して、NPO 法人が借り上げた一軒家

の一部屋を貸し出す。入居期限は 30 日間。アパート探しや仕事探し、生活保護申

請、更生保護支援を行う事業。 

 ⑤ほっとサロン： 

  サポートホームやアパートを借りている人が気楽に利用できる居場所の提供。サロ

ンでは、月に一度程度「食事会」や年中行事を開催しており、利用者の交流や人間

関係の関わり合いを再構築する目的がある。 

 ⑥貧困問題に関する講演活動： 

  講演や研究会、研修会などでの意見交換。社会福祉会や弁護士会、司法書士会や更

生保護協会などでも積極的に招聘公演に赴いている。 

 

○調査概要 

筆者は、社会福祉士の資格を活かした上で福祉的観点から司法分野との連携を展開し

ている NPO 法人の設立背景や、実際の業務内容、連携時の困難と課題等について調査

するため、2011 年 11 月にフィールドワーク調査を実施した。訪問先は、NPO 法人ほ

っとポット、岩槻区役所、不動産会社である。聴き取り対象者は、法人代表の宮澤進氏、

同副代表の中野綾香氏、元受刑者の N 氏、T 氏、O 氏。また、同法人事務所内に設置

されているほっとサロンに集まって談笑していた方 （々男性 6 名女性 1 名）への聴き取

りも実施した。法人事務所における一連の聴き取り後、法人利用者の男性が生活保護費

を受け取りに役所へ行くというので、職員の方と一緒に同行させていただいた（岩槻区

役所）。その後、法人利用者が利用するアパートを法人に対して貸している不動産会社

にも同行させていただき、一連の手続きを見せてもらうとともに、不動産会社職員の方

に法人に物権を貸し出すまでの経緯及び背景についての聴き取りを実施した。 

 

（２）リーガル・ソーシャルワーク実践 ―司法の「入口」と「出口」における支援― 

 NPO 法人ほっとポットが行う活動の特徴として、上記分類④の緊急一時シェルター

事業がある。NPO ではこれを、「司法と福祉の連携によるリーガル・ソーシャルワーク」

であると位置づけ、活動を展開している。具体的には、弁護士や保護観察所との連携を
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行い、刑期を終えた後に受入先がない人に対して、一時的に入居できる空間の提供や、

ハローワークなどの就職先を探す手伝い、社会的居場所の提供などを行いながら、社会

復帰に向けて社会福祉士の専門性を活かしながら活動を展開している。とりわけ、従来

更生保護の対象は、主に「司法の出口（矯正施設・更生保護施設）」から支援がスター

トする場合がほとんどであったのに対し、当該 NPO 法人では、「司法の入口（被疑者・

被告人段階）」からの支援を行っていることが大きな特徴の一つとして挙げられる。 

この「貧困を背景とした犯罪をなくすための緊急一時シェルター事業」は、2009 年

から埼玉弁護士会の「社会復帰支援委託援助制度」の委託事業の一環として実施され、

埼玉弁護士会刑事弁護において当法人に社会復帰事業を委託した場合は、法人に委託費

（一人当たり 14,000 円）が支払われる仕組みとなっている。 

 

「司法の入口（被疑者・被告人段階）」における弁護士会と NPO 法人との具体的な

連携は、以下の手順により行われる（調査時の聴き取り及び配布資料より筆者作成）。 

①（弁護士判断）弁護士が当事者に接見した際に、福祉的支援が必要か否かを判断 

②（弁護士判断）釈放後の相談やこれまでの生活困窮具合を把握した上で、必要と判

断した際に、弁護士から NPO 法人へ支援依頼の申込連絡 

③（NPO 対応）弁護士からの依頼を受け、シェルターの空き状況やスタッフ（社会

福祉士）のスケジュール確認 

④（NPO 対応）確認が済んだら、スタッフ（社会福祉士）が一般接見を利用して当

事者に面会（簡易アセスメント）。そこでは、当事者の状況を把握するために、

生活希望や主訴の聴き取りを行い生活課題の見立てを行う。その際に、利用可能

な福祉制度の説明や、釈放となった場合に NPO 法人が提供できる支援の内容を

伝える。 

⑤（当事者の判断）弁護士及びスタッフ（社会福祉士）の説明を聞いた上で、当事者

が制度を利用するか否かを判断。 

⑤’ （NPO 対応）当事者の判断と並行して、NPO 法人も聴き取った内容を整理し、

また部屋の空き具合などの調整を行う。弁護士からの当初の依頼から、おおよそ

二週間以内程度をめどに支援の可否を弁護士へ連絡（「支援可否書面」を発行）。 

⑥（弁護士対応）NPO 法人から受入可能との連絡がきた場合、弁護士は担当検事へ

その旨を伝えた上で調整。NPO 法人から送られてきた「支援可否書面」と「支

援方針決定書」を提示し、復帰後の受入先があることを説明。 

⑥’（NPO 対応）弁護士へ受入可能の連絡をした後、NPO 法人は各専門機関へ連携

支援の依頼。具体的な受入について関係諸機関（地域包括センター、社会福祉協

議会、医療機関など）との支援体制を構築。 

⑦（緊急一時シェルターへの入所）①～⑥の全ての過程を経た上で、当事者の釈放後、

緊急一時シェルターへの入所に向けた準備。見学、契約、入所という段階を経る。
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最大 30 日間の入居期限を設けている。その間に、スタッフ（社会福祉士）や関

係諸機関との支援のもと、新たな入居先を探したり就職先を探したりする。 

 

NPO 法人ほっとポット代表の宮澤進氏によると、開設から一年間（2009 年 9 月～

2010 年 9 月）で受入を確約した 34 人のうち、実刑判決は 3 人だけであり、残りの 31

人は起訴猶予や執行猶予、罰金刑となったという。法人の福祉支援、とりわけ出所後の

受入先となることにより、およそ 9 割が実刑を回避した形になる。 

帰る先のない出所者の問題は、法務省も頭を抱えている。法務省は、再犯防止のため

の取り組みとして、刑務所出所者の支援を行っており、とりわけ民間団体が管理する施

設などを利用して出所者の出所後の受入先を確保することと、社会復帰を促すことを目

的として「自立準備ホーム」事業を進めている175。「自立準備ホーム」」は、法務省が実

施している「緊急的住居確保・自立支援対策」の一環として取り組まれており、当該

NPO 法人も、2011 年 7 月から、「自立準備ホーム」の受託事業者の 1 つとして位置づ

けられている176。 

 

（３）犯罪の背景要因 ―当日の聴き取りから― 

○貧困を背景とした犯罪  

ほっとポットが貧困を背景とした犯罪をなくすために様々な先駆的取り組みを展開

する背景には、生活困窮や、空腹を背景とした万引き、無銭飲食などの犯罪や再犯を未

然に防ぎたいという意図があったという。そこには、貧困が原因となる犯罪への憤りと、

出所後の受入先がないために実刑となる場合が多いという事実への直視があった。

NPO 法人副代表（当時）の中野氏は貧困を背景とした累犯への現実について以下のよ

うに語る。 

 

【NPO 法人副代表からの聴き取り①】 

刑務所に意図的に入りたがる人もいますね、抵抗感がないというか。そこに行けばとり

あえずご飯は食べることができる。そして段々と抜け出せなくなってしまう。精神的疾

患のある方もやはり一定数いますね。 

（2011 年 11 月 18 日フィールドノート記録より） 

                                                   
175 法務省「自立準備ホーム」に登録された団体には、一人一日あたり 5000 円が支払われ

る仕組みになっている。 
176 なお、NPO 法人ほっとポットが運営する「緊急一時シェルター」は、法務省によるチ

ェック（定款、登記簿の写し、収支決算書、事業報告書、社会福祉士登録証などの提出と、

シェルター全施設への立ち入り調査による居室の防火設備などの確認）を経て、保護観察

所における「自立準備ホーム」として登録され、受託事業団体にもなった。その委託措置

により、NPO 法人ほっとポットが運営する「自立準備ホーム」の入所者は当法人へ支払う

費用が無料となっている。 
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ここから読み取れるのは、貧困を背景とした再犯の実態である。 

法務省の司法統計によると、2009 年の満期釈放者 15,324 人のうち、帰る先のない者

は 6715 人に上り、全体の約 44％を占めている。とりわけ、2004 年～2008 年に刑務所

に再入所した者で、前回の出所時に適切な帰る先がなかった者のうち、56.6％が 1 年未

満で再犯をしている。 

さらに、NPO 法人が独自に行った実際の利用者に対するアンケートによると、シェ

ルターを利用した 25 人のうち事件を起こした当時に路上生活をしていた人は 14 人、

無収入が 20 人であった。また、その大半（25 人中 22 人）の罪名が、万引きなどによ

る「窃盗」、無銭飲食などの「詐欺」であったという。貧困を背景として、社会的居場

所や役割の欠如から、まさに「生きるために」累犯をするという構図が見て取れる。 

 

（４）「居場所」確保の重要性 ―ほっとサロンの機能― 

社会的居場所の確保について、実際に NPO 法人を活用している人々がどのように客

観視しているのかについて知るために、ほっとサロンに集っていた方々に話をうかがっ

た。 

調査訪問時に NPO 法人事務所内に併設されている「ほっとサロン」に集い談笑して

いた人々の内訳は、男性が 6 名、女性が 1 名であった。そのうち男性 6 名は全員ほっ

とポットの支援を受け住居を確保した経験のある刑務所経験者で、そのうち働く場所を

確保している人々が 2 人、ハローワークに通っているが 4 人であった。 

ほっとサロンは実際の利用者たちにどのように受け止められているのであろうか。 

筆者が北海道から来訪したことに共感と感心を示してくれた T さん（求職中）は、

話を伺う中でほっとサロンの意義について以下のように説明してくれた。 

 

【ほっとサロンに集っていた方からの聴き取り①】 

こういう風になんとなく集まれる「場所」があるっていうのは結構重要ですよ。 

ここ（ほっとサロン）が無いと僕らはハローワーク以外行く場所が無いですから（笑）。

ここがあるからこうやって空いた時間にちょっと寄ることができる。他愛のない話を

してお茶を飲むってのは案外いいもんですよ。 

(2011 年 11 月 18 日フィールドノート記録より) 

 

北海道の刑務所にもいたことがあるという I さん（求職中）もサロンの意義を以下の

ように付け足した。 
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【ほっとサロンに集っていた方からの聴き取り②】 

こういう場がないと暇なときはよからぬことを考えちゃう（笑）。ここにいるとみん

ながいるし（仕事を確保しようという）モチベーションがあがってくる。‘平和な空

気’っていうのは大事だよ。結局みんな‘平和な空気’のあるところに集いたいんだ

よ。             （2011 年 11 月 18 日フィールドノート記録より） 

 

 I さんがいうところの‘平和な空気’について聞いてみると、以下のように説明し

てくれた。 

 

【ほっとサロンに集っていた方からの聴き取り③】 

要するに、変な仲間とつるまずに居られるってこと。こういう‘平和な’というか‘健

全な’感じのする立ち寄り先がある、っていうのは、（各地を転々としていて）根っ

こが無い僕らみたいな人にとっては重要な場所なのよ。ホッとするというかね。みん

な似た者同士だから変に飾る必要もないしね（笑）。 

（2011 年 11 月 18 日フィールドノート記録より） 

 

NPO 法人内の併設サロンであり近くに法人スタッフもいたため、利用者である彼ら

が法人スタッフの気配を気遣って肯定的な評価を行っている側面も十分にあると思わ

れる。しかしながら、聴き取り時に在席していた 6 名がほぼ毎日くる常連であり、なお

かつ話を伺っている最中にも 2～3 人のサロン利用者がふらりと立ち寄ったことを考え

ると、‘平和な空気’のあるサロンに集うことは、彼らの精神的基盤、すなわち心理的

な居場所を確保することにつながり、その結果精神的な安定を確保し得る機能を、サロ

ンは有していると解釈することができよう。 

さらに、Ｉさんが語る「みんな似たもの同士」ということに由来する安心感は、同じ

境遇にいる者、あるいは過去に同じような境遇にあった者同士が相互理解を深めること

による効果の有用性がうまく機能している様子を示している。 

すなわち、現在厳しい境遇にある者にとっては、過去に同じような境遇にあった者が

うまく社会生活を送っている姿を見て青写真を描くことにより、社会復帰へのモチベー

ションを高め自暴自棄から解放される効果が期待される。そして、過去に厳しい境遇に

いた者が、自らの経験を現在厳しい境遇にいる者に伝えることにより、当時の自分と向

き合い、そこから抜け出せたという自己概念の再定位、すなわち第五章で見いだした論

点であるアイデンティティラベルの貼り直しを可能にすることができる効果が期待さ

れる177。 

                                                   
177 関連して、薬物依存経験者たちのセルフケアグループ活動を通して薬物から解放され社

会生活を営む為の民間薬物依存症リハビリ施設として、ダルク（Drug Addiction 

Rihabilitation Center）がある。ダルクではスタッフ全員が元薬物依存症であり、同じ苦境



 

135 

 

（４）肯定的アイデンティティ形成と社会参加 

この「ラベルの貼り直し」に関連して、修復的司法（Restorative Justice）178の思想

の根拠として援用されているものに、ジョン・ブレイスウェストにより提唱された「再

統合恥付け理論（reintegrative shaming）」がある179。これは、加害者に恥（shame）

をかかせることにより犯罪行為を非難し犯罪者の社会復帰を促すものであるが、重要な

のは、ブレイスウェストが恥付けを二種類のものに分類している点である180。すなわち、

1 つ目はコミュニティから排除し加害者を蔑視の対象としてのみ扱うという恥付けで

あり、これはスティグマ付与（stigmatization）として位置づけられている181。二つ目

                                                                                                                                                     

にいきた経験を共有するもの同士のピアサポートカウンセリングがなされている。34 都道

府県に 48 カ所が開設されている。 
178 修復的司法の定義付けについて高橋は、「当該犯罪に関係するすべての当事者が一堂に

会し、犯罪の影響とその将来への関わりをいかに取り扱うかを集団的に解決するプロセス

である」と定義するモデルを純粋モデル、「犯罪によって生じた害を修復することによって

司法（正義）の実現を志向する一切の活動」であると定義するモデルを最大化モデルであ

ると議論を敷衍し、両者の異なる重要点は「矯正の問題とコミュニティの問題」であると

指摘した上で（高橋 2003:86,92）、「純粋モデルを最終目標としつつも、害（harm）を修復

する（restore）ことすべてが修復的司法であると解することが、理論的にも、政策的にも

妥当である」と主張している（高橋 2003:94）。「害」に着目して刑罰の目的を述べたものと

してベッカリーアがある。ベッカリーアは刑罰の目的について「その犯罪者が仲間の市民

たちに対してふたたび害を与えるのを阻止するということ、そして誰か他の者が同じこと

をしないように図るということ」として、「害」に着目して述べている（ベッカリーア

2011:41）。また、修復的司法を具現化する方法として注目される VOM(Victim Offender 

Mediation)に着目し様々な角度から論じた論考をまとめたものに藤岡（2005）がある。藤

岡は VOM を「被害者加害者対話」であるとして、犯罪の被害者と加害者が事件について話

し合うことに期待される結果として、両者がともに「犯罪体験に一区切りをつけ、そこか

ら解放されて新たな第一歩を踏み出す」こと、「被害者が加害者から現実的な償いを受ける」

ことを VOM の望ましい結果として示している（藤岡 2005:25）。その中でとくに前野は、

VOM と修復的司法の関連性について「VOM は修復的司法の実行形態であり、修復的司法

はその背後にある哲学」であると分析している（前野 2005:17-18）。関連して、少年法制度

の分析の中で修復的司法と再統合的恥付けの関連性について論じたものに、渥美・宮島

（2000）。また、修復的司法研究の理論化に大きな役割を果たしたものとして、H.Zehr(1990)。

またその邦語訳として西村・細井・高橋 2003）。 
179 ブレイスウェストによる再統合恥付け理論は Braithwaite(1989)、Braithwaite(2000）、

ブレイスウェスト（2008）。また、修復的司法については、高橋（2003）。 
180 ブレイスウェストの主張のうちとくに恥の理論について敷衍したものに、藤本

（2010:213-225）。また藤本は、オーストラリアにおける知的障碍を持つ犯罪者について、

犯罪者の家族や関係者 20人にインタビュー調査の形式で刑事司法課程における犯罪者処遇

について聞いた上で初期の段階から法的資格を持つ支援者が関与することの重要性を指摘

している（藤本 2010:249-272）。 
181 船山は、更生を阻害する外部的要因として①刑罰を受けることに伴うもの、②制度の運

用が不当ないし不十分な場合、③社会的制裁の問題の三類型があると分析している（船山

2011:459）。とくに①に分類されるもののうち、「刑罰を受けた事が社会の偏見の契機とな

る」として、満期釈放で社会復帰したものに向けられる「刑務所帰り」「前科者」といった

レッテルや差別的扱いが、当事者の「やり直したい」という気持ちを削ぐと指摘している。 



 

136 

 

は再びコミュニティに迎え入れるために加害者が行った行為を否認する再統合的恥付

けであり、これは犯罪者を自らの社会に包摂するためのラベルの貼り直しという役割を

担っているものである。ブレイスウェストによると、スティグマの付与は尊厳を伴わな

い恥付けであり、加害者は悪人としてのみ扱われ位置づけられるのに対し、再統合的恥

付けは、加害者に対する尊厳を保ちつつその枠内で非難を加えることにより赦しを認め

られ、新たなラベルの貼り直しが可能となるものであると規定されている

(Braithwaite2000:282)。 

NPO 法人ほっとポット内にあるサロンは、‘刑務所経験者’という共通の境遇を持つ

もの同士が境遇を理解し合っているからこそ生まれる安心感を基礎にした心理的居場

所の提供を実現していると言えよう。他者の眼に自分がどのように映っているかを意識

することにより人々はアイデンティティを形成する。とりわけ犯罪を行った当事者にと

ってのアイデンティティ形成は、単に犯罪者としてのスティグマ付与に留まるものなの

か、あるいは Maruna(2001)や Braithwaite(2000)の指摘するように、赦しの語りや再

統合的恥付けを行うことによるアイデンティティの再解釈を含んだものなのかによっ

て、その後の立ち直りに大きく影響を及ぼすものである182。 

NPO 法人ほっとポットのサロンが、前章でみた齋藤純一の言う親密圏の一形態、す

なわち「同じような否定的な経験にさらされやすい人々が、孤立のうちに困難を抱え続

けなければならなにという苦境を打開するために形成する集団」として機能していると

捉えるならば、サロンへの参加は親密圏における身近な他者との信頼醸成と自己肯定感

の涵養につながり、ひいてはシステム自体への不信の払拭につながることが期待される。

このように考えたとき、NPO 法人ほっとポットにおけるサロンは、親密圏における信

頼と公共圏に対する信頼とを結びつける中間的役割として機能していると解釈できる。 

 

（５）「司法の入口」支援 ―福祉的観点からの実践：取り組みの独自性１― 

さて、ほっとポットの活動はその対象者を限定していない点に特長が見られる。この

                                                   
182 浜井は、アメリカの犯罪学者であるボニタ・ベイジーの研究を踏まえた上で、犯罪者に

限らず社会から排除された人々の回復プロセスに必要な点は、犯罪の原因や排除の原因を

取り除くことだけに限定されるのではなく、未来に向かった関係性や将来への見通し（希

望）を持てること、さらには社会に役立っていると思える新しいアイデンティティ（自尊

心の高まり）を身に付けることであると述べ、そうした関係性やアイデンティティの変化

を生み出す環境を整えることが重要であると主張している。（第 61 回“社会を明るくする

運動”～犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ～「更生保護・福祉連携シ

ンポジウム―福祉的視点から犯罪者の立ち直りを考える―」2011 年 9 月 3 日文京学院大学

仁愛ホールで行われたシンポジウムでの発言より。なお当日配布のレジュメ 8 貢にも同様

の主旨が書かれている。筆者はこのシンポジウムに傍聴者として参加した。なお、この「更

生保護・福祉連携シンポジウム」には浜井浩一氏のほか、佐賀県の地域生活定着支援セン

ター長である古賀理氏、豊島区保護司会会長仙浪博一氏、読売新聞社会部記者である田中

史生氏（いずれもシンポジウム開催当時の肩書）がパネリストとして登壇しており、司法

と福祉の連携について現場のリアルな声を出発点に議論が展開されていた。 
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点に関して法人代表の宮澤氏は、法務省の取り組みが基本的に出所後のみに着目して行

われていることについて、以下のような問題意識を持っている。 

 

【NPO 法人代表からの聴き取り①】 

（従来から行われている）刑務所出所後の支援だけでは不十分で、刑事手続きの途中

で福祉的な支援をする必要があります。現場の弁護士達は、日々被疑者に会う中でそう

いう福祉的支援の必要性というものを強く認識している。明らかに理解に困難があった

り、IQ の問題で意思疎通が困難であったりする場合も多いのです。 

（2011 年 11 月 18 日フィールドノート記録より） 

 

そこには、「貧困を背景に罪を犯した人は、本来、罪を犯す前に支援を必要としてい

た人たちである」との認識が存在している183。このような認識をもとに、法人は弁護士

会との連携や法務省の自立準備ホームに指定される以前から、生活困窮者を対象に、メ

ンバーの専門性（NPO 法人のメンバーは全員が社会福祉士の有資格者である）を活か

し、生活を総合的に支える活動を行ってきた。こうした一連の蓄積を基に、この NPO

法人が独自性を発揮し一定の有効な効果を挙げている背景には、いくつかのポイントが

潜んでいる。 

 

 1 つには、NPO が、「被疑者、被告人段階からの支援の必要性」に着目している点で

ある。 

 周知の通り、更生保護は刑事政策上の一分野であり、更生保護法の第一条は、「この

法律は、犯罪をした者及び非行のある少年に対し、社会内において適切な処遇を行うこ

とにより、再び犯罪をすることを防ぎ、又はその非行をなくし、これらの者が善良な社

会の一員として自立し、改善更生することを助けるとともに、恩赦の適正な運用を図る

ほか、犯罪予防の活動の促進等を行い、もって、社会を保護し、個人及び公共の福祉を

増進することを目的とする」と定めている。すなわち、罪を犯した人が社会に戻る際に、

行き先がない場合に対する支援が「更生保護」であり、その目的は、福祉的観点ではな
．．．．．．．．

く、「更生」「再犯防止」「社会防衛」が目的
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

とされている。 

具体的には、例えば身寄りのない人に対しては、保護観察所が「更生保護施設」への

入所へつなげるが、「更生保護施設」の主旨が就労を目標とする支援を目的としている

ため、高齢者や障碍を持つ出所者の処遇を巡っては制度上の不備が指摘されていた。も

ちろん、これまでにも保護司や民間の更生保護施設が存在し、制度上の不備を補完する

重要な役割を担ってきたが、保護司はほとんどボランティアで行われており、保護司自

体の高齢化や後継者不足が深刻化しているのが実態である。 

                                                   
183 調査時の聴き取りより。なお、同様の主旨の発言は、日弁連新聞（2010）「緊急一時シ

ェルターを設立して」No.435、4 貢にも掲載されている。 
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【NPO 法人ほっとポット代表からの聴き取り②】 

制度の側が現実に全然追いついていない。保護司っていっても待遇が整えられている訳

ではないし、若い人はあまりならないですよね。まさに先細り。このまま放置すればお

先真っ暗だと思います。 

（2011 年 11 月 18 日フィールドノート記録より） 

 

NPO 法人はこうした現況に早くから着目するとともに、制度上の不備を是正するこ

とはもちろんであるが、そもそも出所者に対する福祉的支援が行き届いていない状況を

問題視することを根底に持ち活動を展開している。この点に大きな独自性が存在してい

ると言えよう。 

 

（６）国の施策についての課題 ―「司法の出口」支援への集中― 

他方、国の施策を見てみると、こうした更生保護施策の欠陥を是正するために、法務

省は平成 23 年度（2011 年度）から高齢者や障碍者など福祉的支援を要する人を受入可

能とするために、「緊急的住居確保・自立支援対策」の一環として、NPO 法人などを活

用した「自立準備ホーム」を設置している。具体的には、NPO 法人や社会福祉法人な

どが保有する居室をあらかじめ保護観察所に登録しておき、保護が必要なケースに応じ

て保護観察所から委託事業者に対して入居の打診を行うものである。事業者は、宿泊場

所の提供と食事の提供、また生活指導などが委託されている（全国 57 施設。2013 年 3

月時点）。その「自立準備ホーム」の受入先施設の 1 つに、NPO 法人ほっとポットが位

置づけられている。また法務省は、犯罪者の社会内処遇における多機関連携にも力を入

れている。例えば、2005 年 7 月から医療観察法に基づき、医療観察制度の対象となる

人の処遇に対して審判のときから一貫して関与し関係機関相互の連携確保がスムーズ

になされるよう、更生保護処遇のコーディネーター的役割を果たすものとして「社会復

帰調整官」を新たな職種として設置している（松本 2013:32-33）184。2011 年 4 月 1 日

現在、社会復帰調整官は 130 名配置されており全国 50 の保護観察所において任務に当

たっている185。さらに 2009 年 4 月には、矯正施設収容者のうち高齢（65 歳以上）ま

たは障碍を有しており適切な帰住予定地のない者を対象として、釈放後の生活環境の調

整を行ったり関係機関との連絡調整を行ったりする役割を担うものとして「特別調整担

当官」を創設している。特別調整担当官は、社会復帰に困難を抱える高齢者・障碍者の

                                                   
184 社会復帰調整官は精神保健福祉士の有資格者か、精神障害者の保健及び福祉に関する専

門的知識を有するものと定められている（医療観察法 2 条 3 項）。 
185 2010 年に社会復帰調整官が処理した生活環境調査事件は 527 件であるという（松本

2010:33）。松本は社会復帰調整官の人数と処理案件の数値について、一庁あたり 1～3 名の

配置では職務内容に関が見て制度の円滑な運用には支障が生じると分析し、さらなる人員

の増強が必要であると指摘している。 
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社会復帰に置いて特別調整手続きの核となる保護観察官である。このように、日本にお

いては保護観察所に精神保健分野の専門家である社会復帰調整官と、特別な支援を有す

る出所者支援のために特別調整担当官を置いている186。 

また、関連する事業として、厚労省は平成 21 年度（2009 年度）に「地域生活定着支

援事業」を創設し、高齢者や障害者など、福祉的な支援を必要とする矯正施設退所者を

対象に、保護観察所と協働して対象者の福祉的支援を行う「地域生活定着支援センター」

を各都道府県に設置した（北海道は二カ所）。「地域生活定着支援センター」では、矯正

施設入所者のうち、とくに福祉的支援を必要とする高齢者や障碍者で、身寄りや行き先

が無い人を対象に、出所後の福祉支援へつなげている。特徴的なのは、当事者が矯正施

設に入所している段階から、出所後の生活再建に向けて調整が行われる点である187。 

さらに 2006 年度には法務省と厚労省の連携プロジェクトとして「刑務所出所者等総

合的就労支援対策」が開始され、全国の矯正施設（刑事施設並びに少年院）にキャリア

コンサルタントや産業カウンセラー等の資格を有する就労支援スタッフの配置が進め

られている（松本 2010:194,203-204）188。 

 このような国による一連の施策、すなわち更生保護施設における福祉的支援への重点

化や地域生活定着支援センターによる総合的な福祉支援対策などは、貧困や高齢・障碍

を背景とした累犯への着目がその背景に存在しており189、近年はこれまでになく「司法

                                                   
186 日本の成人における刑事司法においては心理学者による心理鑑定がほとんど行われて

いない実態を指摘した上で、フランスの事例を踏まえ、裁判官や裁判員により専門的な知

見に基づく分析結果を提供することにより多面的な証拠評価が可能になると提言するもの

に、白取（2013:7-8,11-12）。 
187 従来の更生保護にも、「生活環境の調整」という枠があったが、この中に新たに「特別

調整」という枠を設け、そこにセンターが関わるという形をとっている。矯正施設を出た

後の人にも、福祉サービス利用に関する情報提供や助言を行っている。 
188 松本によると、2012 年現在で 62 の刑事施設、25 の少年院に就労支援スタッフの配置

が完了しているという（松本 2010:194）。 
189 民間の社会福祉法人等においても、「司法と福祉の連携」は取り組まれている。中でも

とりわけ顕著な実践を展開している事例として、長崎県雲仙市にある「社会福祉法人南高

愛隣会（コロニー雲仙）」が挙げられる。社会福祉法人南高愛隣会（代表：田島良昭氏）で

は早くから累犯障がい者の現状に着目し、「障がい者審査委員会」（最高検、長崎地検、社

会福祉法人南高愛隣会などが協議し 2012 年 6 月に設置された委員会。NPO 法人長崎県地

域生活定着支援センターに事務局が設置され、社会福祉士、医師、学識経験者など約 10 人

で構成。同様の委員会は滋賀県、宮城県でも試行されている。）において、知的障碍が疑わ

れる被疑者、被告人について弁護士や検察から照会・審査以来があった場合、地域生活定

着支援センターが収集した情報を参考に委員会で協議、審査がなされる。その協議・審査

を受け、公判段階に置いて弁護士のみならず医療関係者、福祉関係者らにおける連携によ

り福祉施設の受入確約を示した上で執行猶予を求める試みが展開されている。このような

支援はいわゆる「司法の入口」における支援と言われている。刑事司法の従来のあり方に

再考を迫るこの取組は「長崎モデル」と言われており、司法と福祉の連携を模索する上で

先駆的位置付けをなされている。なお、累犯障害者の実態を記したものに長崎新聞社（2013）

がある。 
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分野と福祉分野との融合」が試みられていると捉えてよいだろう190191。 

しかしながら、これら法務省及び厚労省が行っている施策は、いずれの方策も、いわ

ゆる「司法の出口（矯正施設入所中及び出所後）」に限定した支援の展開である点にお

いて、課題が残る。すなわち、「地域生活定着支援センター」においては、当事者が矯

正施設に入所している段階から生活再建に向けた支援が行われているが、「司法の入口

（被疑者・被告人段階）」における支援にはなっていない。この点については、厚労省

の業務範囲、すなわち、厚労省が「国民生活の保障・向上」と「経済の発展」を範疇と

しており、そのための「社会福祉、社会保障、公衆衛生の向上・増進」と、「働く環境

の整備、職業の安定・人材の育成を総合的・一体的に推進」することを目的として設置

されている省庁である点を反映しているものと思われる。 

一方で、法務省の取り組みにおいても、「司法の出口（矯正施設入所中及び出所後）」

に限定された方策への取り組みに留まっている点は、今日の社会的排除状態への着目及

び貧困を背景とした累犯の増加を鑑みると、やはりより一層の解決に向けた抜本的な方

策についての検討の余地が残されていると言えよう。なお、「司法の入口（被疑者、被

告人段階）」における具体的な方策としては、国選弁護制度が存在しているが、国選弁

護を扱う多くの弁護士からは、接見時のコミュニケーション自体に困難を抱える人が少

なからずいるという実感が指摘されており、接見時の意思疎通を図る上でも、例えば「国

                                                   
190 前註「障がい者審査委員会」は 2013 年 7 月「支援委員会」に名称を変え、従来の長崎、

滋賀、宮城に加え島根、和歌山、東京の 6 都県において順次設置していく予定にある（検

察関係者からの非公式の場面における聴き取り及び毎日新聞 2013 年 7 月 13 日付け記事よ

り）。万引きや無銭飲食等を繰り返す高齢者を実刑ではなく起訴猶予処分にする取り組みは

全国に拡がっており、「長崎モデル」に長崎地検検事正時代に関わり 2013 年 7 月から札幌

地検の検事正となった小寺哲夫氏は、とくに累犯の高齢者や障碍者の場合再犯予防には累

犯加重規定の適用ではなく福祉的支援の必要性が重要な位置を占める場合もあると指摘し

ている（検察関係者からの非公式な場面における聴き取り及び北海道新聞 2013 年 12 月 3

日付け記事）。 
191 前註長崎県雲仙市社会福祉法人南高愛隣会の田島良昭氏が代表となり、被疑者段階にお

ける高齢者・障碍者の社会復帰支援の重要性を提言したものに、厚生労働科学研究（障害

者対策総合研究事業）『触法・被疑者となった高齢・障害者への支援の研究』（2009 年度～

2011 年度）がある。またこの研究を基にして、2013 年 7 月 30 日から 2014 年 3 月 31 日ま

で「罪に問われた高齢・障がい者等への切れ目ない支援のための諸制度の構築事業」が厚

労省のモデル事業として採択され、累犯高齢者・障害者の再犯予防のためには刑事手続き

の「入口」と「出口」、さらには裁判から矯正施設に行く際の「つなぎ目」において福祉支

援を行うことが重要であるとして、「司法福祉支援センター」の設置（新規事業:長崎）、「調

査支援委員会」の運営（継続事業:宮城・和歌山・滋賀・島根・長崎）、「社会内訓練事業」

の実施（継続事業:長崎）、「福祉的支援協力事業所協議会」の開催（継続事業:宮城・東京・

和歌山・滋賀・島根・長崎）、「寄り添い弁護」の実施とあり方検討会の開催（新規事業:宮

城・神奈川・東京・大阪・長崎）が予定されている。とくに「司法福祉支援センター」の

設置は、これまでの長崎モデルを発展させる形で全国に先駆けたモデル事業として注目を

集めている。詳細は社会福祉法人南高愛隣会 HP 

（http://www.airinkai.or.jp/hasshin/kenkyu/shakaifukushi/gaiyou_h25.html 2013/12/8

最終アクセス）及び長崎新聞 2013 年 7 月 26 日付記事。 

http://www.airinkai.or.jp/hasshin/kenkyu/shakaifukushi/gaiyou_h25.html
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選社会福祉士」のような役割が必要であると思われる。こうした国の施策が抱える構造

的問題をクリアするためにも、NPO 法人ほっとポットが「司法の入口（被疑者、被告

人段階）」という早期の段階から福祉的支援が必要であることに着目し、実際に活動を

発展させてきたことの有意義性は明らかである。 

 

（７）支援の隙間への着目 ―支援対象者の範囲：取り組みの独自性２― 

NPO 法人ほっとポットの取り組みの独自性のうち、2 つ目は、支援の対象を「生活

困窮者」としている点である。社会的排除状態にある人々は、第一章で先述したように、

同時に複数の機能システムから排除されている場合がほとんどである。とくに本節で見

てきたような「自立準備ホーム」を必要としてホームに辿り着く人々は、その多くに身

元引受人が存在しておらず、社会生活を営む上で必須となる受け皿を、個人的な社会資

源としては持っていない場合がほとんどである。 

社会的受け皿や社会的居場所の欠如、そしてそれらに伴う社会システムからの排除状

態や貧困などが引き金になり罪を犯した場合、犯罪の発生要因の一つであるそもそもの

前提条件、すなわち｢社会的な居場所の欠如｣という根本要因は何ら改善されていないま

ま「社会復帰」を促されることになる。 

複合的困難は、とりわけ一度社会から隔絶された状況に身を置いた場合、さらなる困

難性の蓄積を抱え込む構造となっている。こうした「ハンディの蓄積構造」は、マイナ

スのスパイラルを生み出し、結果として、容易には社会にコミットできない状況を、心

理的にも構造的にも生み出していると言えよう。 

○制度的側面における特長 

NPO 法人ほっとポットの原点でもあり、法人に独自性を与えている点、とりわけ制

度的側面における特長は、支援の対象者を高齢者や障がい者に限定せずに広く「生活困

窮者」としている点である。 

厚労省の社会福祉推進事業の一環で設置された「地域生活定着支援センター」は、矯

正施設に福祉的支援を必要としている人が一定数存在しているという認識のもと、退所

後スムーズに福祉サービス（障害者手帳の発給や福祉事業所への入所など）へ移行でき

るよう、各都道府県の保護観察所と協働して福祉サービスのニーズ把握と、必要に応じ

た福祉サービスへの移行を行っている。これまでその存在は認識されつつも、体系だっ

た整備が追い付いていなかった福祉サービスを必要とする退所者の存在を正面から捉

え、司法機関と福祉機関との連携を促すシステムの構築は、知的障がいを抱える者の割

合が全体の 2 割強を占めている実態を鑑みると非常に重要である。 

しかしながら、「地域生活定着支援センター」が支援の対象としているのは、あくま

でも「障がい者（知的障がいを含む）」と「高齢者（65 歳以上）」である。すなわち、「障

がい者」でもなく「高齢者」でもない人々は、支援の対象から漏れてしまい、センター

が提供し得る福祉サービスへの移行が困難になる現状にある。特段の障がいを抱えてい
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る訳でもなく、また 65 歳にも達していない場合は、「自らの力で」社会復帰することが

暗黙裡に要求されている。もちろん、それができる場合はそれでよいかもしれないがが、

問題は、「自らの力で社会復帰ができない場合」である。 

すなわち、「高齢者」でもなく「障害者」でもない出所者達は対象にはなっておらず、

いわば支援の網の目から放置された状態にあった。言うまでもなく、出所者が社会復帰

するにあたっては、頼ることのできる人が存在せず、社会的な居場所がない場合、仕事

を見つけることや住む場所を確保することには非常に大きな困難が伴う。経済的資本、

人的資本などが欠如した状態のままで社会に参加するということは、ほとんど無理であ

ろう。 

出所者が「高齢者」でもなく「障害者」でもない場合、平成 23 年度（2011 年度）か

ら法務省が行っている「緊急的住居確保・自立支援対策」の一環として設置されている

「自立準備ホーム」の存在があるが、「自立準備ホーム」に登録している NPO 法人や

社会福祉法人が得意とする分野はそれぞれであり、必ずしも当事者の実態に即した支援

を充分に行える事業者のもとに辿り着ける保障はない。本稿の第一章部分で見てきたよ

うに、社会的排除状態をうむ背景には、現代日本社会の構造転換やそれに伴う雇用情勢

の変化など、大きな社会情勢のうねりがあらゆる側面から影響を及ぼし、社会的排除状

態を助長している側面があることを見てきた。そして、その場合の排除状態は、単一の

システムからの排除ではなく、ひとつの綻びが大きな穴となるように、芋づる式に複数

の社会システムから疎外されている現実があった。 

疎外状況は心理的側面にも影響を及ぼし、あるいはその状況が固定化され、再生産さ

れている現実が存在している。すなわち、「65 歳未満だから」「障がいがないから」と

いうことは、社会生活を順調に営んでいける力を持っているということとイコールでは

ない。こうした観点から見てみると、NPO 法人ほっとポットは、「自立準備ホーム」が

設置される前から、「高齢者」や「障害者」に限定されない形で、広く「生活困窮者」

に向けた支援を継続して行っている点において先駆的であると言えよう。 

また、2009 年より始まった埼玉弁護士会との連携による事業、埼玉弁護士会「社会

復帰支援委託援助制度」の委託事業の一環として、NPO 法人ほっとポットは「貧困を

背景とした犯罪をなくすための緊急一時シェルター事業」を展開しているが、この取組

はいわゆる「司法の出口（矯正施設入所中及び出所後）」の支援に留まらず、「司法の入

口（被疑者・被告人段階）」における支援も同時並行して展開している点で先駆的であ

ると同時に、当事者が持つ個別性に対応した包括的支援の実践に成功していると捉える

事ができる。 

 

（８）社会的側面における自立を目指して ―入居期限の設置：取り組みの独自性３― 

NPO 法人の取り組みの独自性のうち、3 つ目は、シェルターへの入居期限を明確に

設けている点である。貧困ビジネスなどに象徴的であるように、効率的にかつ長期的に
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収入を得る手段として、生活保護受給者やホームレスなどの、いわゆる行き場のない

人々を対象として劣悪な空間に‘居住‘させ、家賃名目にしてお金を搾取する実態が注

目を集めているが192、当然のことながら当該法人はそれら貧困ビジネスの類とは一線を

画している。NPO 法人代表の宮澤氏は、こうした状況に憤りを感じていると話してい

る。事実、法人が提供するシェルターは、入居期限を 30 日間に置いており、その狙い

について宮澤氏は、「あえて入居期限を設けることで、シェルターへの入り浸りを防ぎ、

本人の社会参加を促す効果を狙っている」と話している。すなわち、NPO 法人が展開

する活動のゴールを、居宅支援の入居段階に置くのではなく、その後の、当事者本人の

あらゆる社会的側面における自立へと置いていると捉える事ができよう。到達目標の設

定について、宮澤氏は、長年社会福祉士として生活困窮者や出所者と関わってきた経験

から、「社会で居場所がないからあえて累犯となる人もいる。居宅を確保し、次のステ

ップへ向かえる意欲を培うことが、社会復帰につながるし、結果として再犯の予防にな

る」と述べ、当事者目線に立った支援の必要性を訴えている。 

 

以上、3 つの取り組みの独自性において、NPO 法人ほっとポットの取り組みは法務

省及び厚労省による施策の問題点を克服している取り組みであると捉える事ができ、ま

さに当事者の視点によりそった支援であると分析することができる。警戒心や自己疎外

が根強く存在していると思われる状況において、熱心に働き掛ける弁護士や社会福祉士

の存在は、他者への信頼感を生みだすきっかけとなり、前向きに社会と関わろうと思え

る素地を作りだす契機となる可能性を多分に含んでいると分析できよう。 

 

第四節 システムへ作動要因としての属人性 

―制度への信頼とパーソナリティへの信頼― 

前節では、NPO 法人ほっとポットが展開する事業のうち、とりわけ制度的側面につ

いての独自性に着目してきた。制度の陥穽を直視し、独自の方法により日本社会が抱え

る課題について事業を展開する法人は、全員が社会福祉士であるという専門性を最大限

に活かしながら、弁護士をはじめ関係各所との連携を迅速に行い、その取り組みは国が

推進する施策をリードする形で展開されている。 

本節では、法人が展開する事業がうまく機能している理由のうち、とりわけ心理的側

                                                   
192 マンションの一室をさらに狭小な空間に区分けして劣悪な住居空間として提供する手

法について、国土交通省は 2013 年 7 月に建築基準法違法の疑いがあるとして、一般社団法

人マンション管理業協会と公益財団法人マンション管理センターの業界 2 団体に対して加

盟するマンション管理会社への指導と情報提供を求める文書を送付した（毎日新聞 2013 年

7 月 13 日付け記事）。毎日新聞の調査によると、江戸川区において 63 平方メートルの部屋

に 12 人を住まわせる計画が存在したことを受けた措置であったとされる。貧困ビジネスの

温床になり得るこうした実態を未然に防ぐためにもこうした規制が今後も必要とされるも

のと思われる。 
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面に由来する背景に着目して分析を行っていく。具体的には、筆者が調査で聴き取った

部分や行政窓口への同行の際に観察された状況の中から、とくに①法人利用者が法人の

利用に結びついた背景にはどのような要素が存在したのか、②生活保護費受給の際に法

人スタッフの同行を希望した理由について、の 2 点に着目し、考察を行う。上記 2 点の

分析を行うことによりシステムの存在と実際の活用とを結びつける具体的要因が何で

あるかについて実証的に探究し明らかにしていく。 

 

（１）システム作動の心理的背景 

①法人利用のきっかけとなった要因（刑務所経験者 N さんのケース） 

 国の施策や先駆的 NPO 法人の実践の存在は、利用者に周知され活用されなければ意

味を成さない。ではどのように制度の存在や NPO 法人の活動という法的情報の提供は

なされているのだろうか。 

本節で見てきた NPO 法人ほっとポットが実践する司法の入口と出口の支援の場合、

当事者が制度的に法人の活動に触れるのは、ほとんどの場合、接見の際の弁護士判断が

きっかけである。すなわち、弁護士が接見した際に福祉的支援の必要性を感じたときに

法人への連絡がなされ、社会福祉士が簡易アセスメントを行うことにより、司法と福祉

の連携が機能している。しかしながら、これまで見てきたように、法的情報や法の制度

的側面に関わる情報を知っていることと、実際に活用することは直結しない。そればか

りか、とりわけ社会関係資本に恵まれない排除状態にある人々にとって、法存在と活用

との間には大きなギャップが存在している193。 

では、当事者たちが実際に NPO 法人ほっとポットの活動を紹介され、具体的にに活

用してみようと思った背景にはどのような心理的要素が存在しているのだろうか。 

以下は、NPO 法人が行う事業のうち、出所後帰る場所のない人に対して住む場所を

提供する緊急一時シェルター事業を活用し、現在は自分で済む場所を確保し就労も成功

させたNさんが初めてNPO法人の存在と活動内容をを知った時の印象についての語り

である。 

 

 

 

                                                   
193 前掲木下（2006b:67）。法律専門家と非専門家における思考の差異について木下は 2005

年に行われた民事紛争全国調査の結果を基に分析しており、「法律の非専門家である一般の

人にとって、裁判制度は、正義を司る専門機関ではある」と認識しつつも「強い心理的抵

抗を持っており、できれば裁判を回避したいと思っているようだ」（木下 2006b:67）と分析

した上で、「裁判の潜在的ユーザーが持つ心理的距離」に着目し、「人びとと法や法制度と

の間にある心理的な距離を縮める」ことが重要であると指摘している（木下 2006b:77-78）。

また藤田（2006:106-123）は、民事訴訟を経験した当事者が訴訟を提起するに当たっての

ためらいの有無を分析軸におきどのような要因が訴訟提起の動機と結びついているのかに

ついて論じている。 
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【緊急一時シェルターを活用し自立生活を送る N さんからの聴き取り①】 

 正直なところ、弁護士さんからこの団体（NPO 法人ほっとポット）の話を聞いたと

きは、なんだか胡散臭い話だなと。正直、そう思ったよ。怪しい話だな、とね。 

（2011 年 11 月 18 日フィールドノート記録より） 

 

 なぜ「胡散臭い」と思っていたのにも関わらず、結果的に活用することを決断したの

か。その決断の根拠について、N さんに尋ねてみた。 

  

【緊急一時シェルター事業を活用し自立生活を送る N さんからの聴き取り②】  

熱心だったのさ、弁護士が。だから、半分義理みたいな感覚だったかな。 

（2011 年 11 月 18 日フィールドノート記録より） 

 

 弁護士の言下における態度である属人的要素、この場合は「熱心さ」が、Ｎさんにシ

ステム活用の意思を固めさせたことがうかがえる。 

具体的に、どのような「熱心さ」であったかをさらに深く質問してみたところ以下の

ように応えてくださった。 

 

【緊急一時シェルター事業を活用し自立生活を送る N さんからの聴き取り③】 

 実は、最初はあまり乗り気じゃなかった。でも弁護士さんが熱心に、ここ（NPO 法

人ほっとポット）が紹介されている新聞記事を持ってきてくれて。その新聞を見て、あ

ぁちゃんとしているところなのかなと思ったよ。それでお願いすることにした。 

（2011 年 11 月 18 日フィールドノート記録より） 

 

 N さんからの聴き取りからは、N さんが当初法人に対してあまり良い印象を持ってい

なかったことが読み取れる。「ちゃんとした」ところ、つまり信頼できる所か否かを判

断する材料として象徴的に「法人が紹介された新聞記事」が登場するが、その背景には

新聞記事を切り抜いて N さんに持って行った担当弁護士の〈熱心さ〉が存在している。

‘誰かが熱心にかつ親身に自分のことを考え行動してくれている’という状態が、N さ

んが NPO 法人に対して当初思っていた「胡散臭さ」という根強い警戒心を緩めること

につながり、システムの作動へとつながったと解釈することができよう194。 

                                                   
194 担当弁護士や関わった社会福祉士の〈熱心さ〉が、疎外状況にありシステム活用に対し

て心理的障壁が高く存在していると思われる当事者の警戒心を緩めた点に関連して、浜井

は、女性の暴力被害者の調査を分析するボニタ・ベイジーの論考（Veysey2008）から示唆

を受けた上で、「犯罪者が立ち直るためには、その人を立ち直らせたいという思いを強く持

った人との出会いや関係性が重要」であり、その関係性を通じて「自分が社会にとって役

に立つ人間であるという自己イメージを持つことができたときに、人は立ち直ることがで

きる」と指摘している（浜井 2011a:107-108）。この指摘はまさに本調査においても当ては
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 弁護士からの〈熱心な〉働きかけを受け、実際に法人を活用することになった N さ

んは、アセスメントを行うために訪問した法人職員との初対面時の印象と、自身が法人

を活用することになった状態を以下のように表現している。 

 

【緊急一時シェルター事業を活用し自立生活を送る N さんからの聴き取り④】 

 お世話になることに決めたら、宮澤さん（法人代表）がやってきた。（職員と初対面

のときは）やけに若い兄ちゃんだなと思ったよ（笑）。でも、なんだかんだいってお世

話になっている。ほんとにラッキーだったなと思うよ。 

（2011 年 11 月 18 日フィールドノート記録より） 

 

ここから読み取れるのは、NPO 法人をはじめとする〈制度自体〉に対する警戒感の

存在である。そしてその警戒感をほぐしたのは、熱心に制度を説明した弁護士の存在と、

実際に親身になって当事者の福祉的支援の必要性と生活再建のために尽力した社会福

祉士の存在である。さらに言えば、個々人の弁護士や社会福祉士が実際にやり取りをす

るなかで当事者に接する際の態度や、人格的魅力、あるいは熱意などの、属人性（パー

ソナリティ）に由来する側面が、N さんからの聴き取りノートを見ても、とりわけ社会

的排除状態に置かれている人々にとってはなおのこと、システムへの参加の意欲や肯定

的捉え方を喚起するためには必要不可欠な要素であるというリアリティが抽出できた。 

 

②生活保護費受給の際に職員の同行を希望する H さんの理由 

 法人事務所での調査の最中に、生活保護費を受給するために区役所へついてきてほし

いとの連絡が事務所に入った。筆者は以下のことを職員から依頼された後に、区役所へ

の同行を許可された。 

 

【生活保護費受給に同行する法人職員からの聴き取り①】 

 H さんは初対面の人がいても大丈夫なタイプです。でも、いきなり「調査」とか言っ

てしまうと区役所に来てくれないかもしれませんし、きっと委縮してしまうと思うので、

ひとまず、「実習生」ということでお願いします。 

（2011 年 11 月 18 日フィールドノート記録より） 

 

 NPO 法人ほっとポットには、社会福祉士を目指す学生たちがしばしば実習生として

                                                                                                                                                     

まる。つまり、本調査で見てきた過程は、弁護士や社会福祉士が〈熱心〉に働き掛けるこ

とにより当事者の自己肯定感が回復され、他者に熱心に関わりを求められている自分とい

う自己イメージを再定位している過程であると捉える事ができよう。この自己イメージの

再定位の過程は、前章で導き出した結論、すなわち弁護士や社会福祉士という存在に対し

て属人的信頼を涵養するためにはその土壌として自分自身に対する肯定的認識が必要不可

欠な要素として求められるという結論を支持するものであると言えよう。 
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研修を受けに来訪しているという。そのため、法人を利用する当事者たちも実習生との

関わり合いには慣れている側面がある一方で、それ以外の一種の権威性を伴う他者には

拒否反応がある場合も多いという。そもそも、行政窓口への同行依頼は、当事者が一人

だけで行政窓口に行くことに抵抗を覚えていることを意味している。このことは、仮に

法人の利用によりスタッフの同行が叶わなかった場合には、H さんは生活保護受給その

ものすら拒否してしまいかねない実態を示唆していると言えよう。 

筆者は NPO 法人事務所から歩いて区役所へと向かう道中、法人職員に対して、待ち

合わせに来ない利用者もいるのかどうかを聞いてみた。 

 

【生活保護費受給に同行する法人職員からの聴き取り②】 

やはりいますね。特に（法人を利用するようになった）最初のころは。だからこそこち

らは 365 日 24 時間対応できるように専用の携帯を常に持っている。そうじゃないと（利

用者が）つかまらない。あちらが連絡したいと思ったときにこちらが受け取ることがで

きないと、そこでプツっと連絡が途絶えてしまうことがあります。 

（2011 年 11 月 18 日フィールドノート記録より） 

 

 たった一度、利用者からの連絡がつながらなっただけで、それ以降一切の連絡が途絶

えてしまう現実に、司法ソーシャルワークに携わる法律専門家や福祉専門家は直面して

いる（谷口 2010:59-60）。それと同じリアリティが、本調査においてもまさに存在して

いた。調査に協力してくださった法人職員も、利用者自身が持つタイミングとのほんの

わずかな（わずかだと思われる）ズレが予想の範囲を超える重大な局面を招き得る危険

性について経験的に把握していたため、専用の携帯電話を持つことにより「365 日 24

時間対応」できる体制を整えているのだと言えよう。非常に細い糸を懸命につなぎとめ

ようとする現場のリアリティを垣間見ることができた。 

 さらに筆者は、NPO 法人職員に対し、H さんが受給の現場に同行してほしいと願う

理由について聞いてみた。 

 

【生活保護費受給に同行する法人職員からの聴き取り③】 

 苦手らしいです、行政が。いつも同行しているんですが、雨の日も暑い日も、（H さ

んが）区役所の中で待っていたことはないです。多分、一人で「区役所」っていう場所

に入るのがいやなんだと思います。区役所の中で待ち合わせしたほうが正直私としては

楽なんですけどね。       （2011 年 11 月 18 日フィールドノート記録より） 

  

H さんは携帯電話を所持していないため、事務所に同行依頼が来て職員が事務所を出

てしまうと連絡手段はない。そのためおおよその到着予定時間をあらかじめ伝えた上で

区役所の外で待っているが、いつも時間通りに H さんが現れるとは限らない。あまり
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に長時間待っている場合は職員が別件の用事を済ませるために区役所に入ることもあ

るそうだが、用事がすんだらすぐに区役所の外へ出て H さんを待つという。 

綱渡りのような危うさを常に身近に感じながら、‘待ち合わせ’という一見容易な行

為を非常に苦労して実行している様子が観察された。そこには、一度のつまずきにより

姿を消してしまいかねないという、職員の専門的経験に基づいた、H さんとの関係性の

維持に関する〈継続した危機感〉が存在している。同時に、〈継続した危機感〉につい

て淡々と共存し、365 日 24 時間で体制を整えている職員たちの〈凄み〉が存在してい

た。 

 

その後 H さんと無事に‘区役所の外’で合流することができ、職員と H さん、そし

て「実習生」としての筆者が保護費受給の窓口に同行した。机の前の椅子に H さんと

職員が座り、筆者はその斜め後ろに立って様子を観察していた。 

対応した行政窓口職員と会話をするのは、基本的に NPO 法人ほっとポットの職員で

あり、H さんは行政窓口職員や法人職員が確認のために同意を求めた際にうなずく程度

の反応であった。斜め後ろから 3 者のやり取りを観察していた限り、H さんは一度も行

政職員と視線を合わせていない。その頑なな様子からは、H さんが行政職員への〈不信

感〉や一種の〈恐怖心〉のようなものを抱いているように思われた。一人で区役所に入

ることを嫌がるのも、そうした根強い不信感や恐怖心が影響しているのだろう。 

国民にひらかれている社会保障制度の存在と、権利としての生活保護費受給との間に

は、実際のところ大きなギャップが存在していることが観察された。そして、そのギャ

ップの背景には、当事者自身が持つ行政への〈不信感〉あるいは制度活用への〈不安感〉

が存在している。こうした心理的側面に由来するシステム阻害要因が存在しているとき、

NPO 法人職員が見せた専門職としての〈覚悟〉と、当事者をギャップの中に放置せず

見放さないための〈継続した危機感〉こそが、当事者の権利としての制度活用を実行に

移す架け橋となって存在していた。そうした法人スタッフのたゆまない努力と属人的な

関わり合いが、結果として H さんが抱いている〈行政への不信感〉や〈恐怖心〉を拭

い、保護費受給という権利の享受へとつながっているというリアリティは、制度が制度

として存在しているだけでは実際の活用へと結びつかず、制度メカニズムと包摂メカニ

ズムをつなぐ「属人的メカニズム」の存在が必要不可欠となっているという実態を明ら

かにしている。 

 

（２）システム作動要因としての属人性（パーソナリティ）の内訳  

―心理的側面における特長― 

NPO 法人ほっとポットが展開する活動の心理的側面における最大の特長は、制度設

計側が想定している人間像と、現実社会のリアリティとの大きなギャップに着目して実

践を展開している点である。 
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情報提供、制度構築、法的知識の啓蒙という、ハードの部分の充実は、それを「活用

できる力」を持っている人々にとっては有効に作動し得るが、「活用する力」を持って

いない人々にとっては、絵に描いた餅となっている。そしてそこには、自らに必要であ

る制度を知らないというリテラシーの問題と、情報を知っていようと知っていまいと関

係なく、制度自体への接近を拒む場合の、二つの側面が存在していることがこれまでの

実証的調査により明らかになった。 

そして、その際に、制度メカニズムと包摂メカニズムとの間にあるギャップを埋め、

架け橋となり得る属人的関わり合い＝〈属人性〉の具体的内容が明らかになった。 

 

まず 1 点目は、弁護士や社会福祉士が当事者へ関わる際に見せる〈熱心さ〉である。

事例によると緊急一時シェルター事業を利用した N さんは、当初法人の存在自体に根

本的な不信感を持っていたが、弁護士が新聞記事を持参するなどして熱心に働き掛け、

N さんの不信感を払拭していった経緯がある。単なる制度の説明や形式的な紹介だけで

は、実際の活用には結びつかない現実が存在していた。いわゆる「ハンディの蓄積構造」

にある人々は、ただでさえ制度自体に対する〈不信感〉が根強い。それを揺り動かせる

だけの関係者の〈熱意〉が、システムを実際に作動させるために必要不可欠な要素とし

て位置づけられている。 

 

2 点目は、とりわけ伴走型支援を行っている社会福祉士の専門職性に依拠した〈継続

した危機感〉と〈凄み〉の保持である。当事者たちの心理的背景を専門職として熟知し

ている社会福祉士たちは、支援を必要とする彼ら彼女らと社会をつなぐ糸が非常に脆い

ことを経験的に知っている。当事者が支援を求めてかけてきた電話に一度出ることがで

きなかっただけで、あるいはたまたま当事者の来訪時に事務所に職員が在席しておらず

出払っていたというだけで、当事者たちと社会とを結びつける糸がプツンと切れてしま

うことがある。こうした現場のリアリティを痛感している職員たちは、365 日 24 時間

対応できる携帯電話を常に持参していたし、少ない人員をやりくりして事務所には常時

職員を在席させる体制を整えていた。さらに事務所内にサロンを併設することにより、

当事者たちに居心地の良い居場所の提供を実践していた。これら一連の活動及び活動を

支えている背景から読み取れることは、社会福祉士としてセーフティネットの一端を担

っているという専門性への自負とともに、何かあった時に迅速にかつ的確に行動できる

よう自らを備える〈継続した危機感〉の存在と、膨大な量の業務に加え突発的な事態に

も慌てず騒がず淡々と活動に邁進する職員たちの〈凄み〉の存在である。 

システムを実際に作動させる際の阻害要因として、当事者たちが根強く持つ行政窓口

への〈不信感〉や〈恐怖感〉が存在しているとき、その阻害要因を払拭し制度存在と活

用との間にある心理的ギャップを埋める架け橋となっているのは、当事者に直接かかわ

る人間が持つ〈熱心さ〉〈危機感〉〈凄み〉に代表される〈属人的要素〉であることが分
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析の結果明らかになった。 

NPO 法人ほっとポットの活動は、こうした、いわゆる「支援の隙間」に入り込んで

しまいもがいている人々に対し、「隙間」が生じてしまう心理的側面にも焦点を当て活

動を展開している点で、現実社会のリアリティを直視し、犯罪の背景にも着目している

先駆的取り組みであると捉える事ができよう。 

 

（４）〈属人性〉への依拠が内包する課題 ―支援者支援の必要性― 

 これまで、システムの存在と活用との間にあるギャップに着目し、そのギャップを埋

め架け橋になる重要な要素として〈属人的要素〉の抽出を行ってきた。しかしながら、

〈属人的要素〉が持つ有用性がある一方で、〈属人的〉であるがゆえに内包してしまう

課題も存在している。 

 

 課題の 1 つには、〈属人性〉が持つ偶発性の問題である。本節でも見てきたように、

当事者がシステムを活用しようと決断するとき、すなわち当事者の主体的判断に基づく

システム作動の背景には、関わった弁護士や社会福祉士らがもつ属人的（パーソナルな）

関わり合いが大きな役割を果たしていた。出所後に NPO 法人を活用して自立に結びつ

いた N さんは、当初は法人の活用に消極的であったが、担当弁護士の熱心な働き掛け

により活用へと結びついたことを「ラッキーだった」と回顧している。確かに意欲の高

い弁護士にあたった N さんは幸運であっただろう。たまたま司法と福祉の連携に熱心

な弁護士会がある地域にいたという点も N さんにとって非常に有利に働いた。 

しかしながら、そうした‘幸運’や‘地理的優位性’に依存する現在の状況は、普遍

的な存在であるシステムへの接近が、〈属人的要素〉や〈地理的優位性〉といった不安

定要素に大きく依存しなければ有効に機能することができていない状況を示している。 

換言すれば、システムが持つ硬直性やシステム自体への拒否反応を打破する有意義な

要素として〈属人性〉が抽出されたものの、その〈属人性〉は‘幸運’に左右されてお

り、システムの存立基盤である普遍性・一般性と根本から対立しているというジレンマ

が発生している状況にある。 

 

 課題の 2 つ目は、〈属人性〉をうみだす個人、すなわち〈不信感〉や〈警戒感〉、〈不

安感〉というものに代表される、当事者がシステム自体に持つ心理的要因に由来するシ

ステム阻害要因を払拭する働きをしているキーパーソンへの、過度の依存がもたらす弊

害である。事例からも読み取れるように、社会福祉士たちは筆者が見る限り非常に緊張

した毎日を、まさにほとんど 24 時間強いられているようにも感じられた。このような

キーパーソンへの過度の依存は、個人の疲弊を致命的で重大なものにするばかりか、イ

レギュラーな特殊事例として注目されるだけに留まり、システム作動要因としての属人

性が持つ有用性を広く一般に応用可能なものとして捉える事を妨げている可能性があ
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る。すなわち、‘あの人だから’‘あの団体だから’うまく機能しているという評価付け

の固定化は、なぜそこで上手く機能しているのかについての分析と分析結果の汎用性を

高めることを阻害している。‘素晴らしい事例’として注目されつつも、そうした素晴

らしい事例を可能にしている背景を分析し、共有する努力を継続し普遍的なものとして

全国で実現しない限り、いつまで経っても特殊事例としての位置付けから脱却できず、

キーパーソンへの依存も半永久的に継続されることになる。キーパーソン依存傾向は、

その依存が強ければ強いほど、その本人が倒れたり異動などによりその地域からいなく

なってしまったりすると途端にシステムがうまく機能しなくなるという危うさを含ん

でいる。こうした、個人＝キーパーソンへの重大な疲弊の上に成立するメカニズムは、

道義的にはもちろんのこと、システムの安定性という根幹部分に関わる重要な課題であ

る195。 

 

第五節 一般性と属人性の相克 

（１）本章のまとめ 

 これまで、児童養護施設における〈法教育〉実践と「社会資源の 1 つとしての法律専

門家」という位置づけ、また司法と福祉の連携（司法ソーシャルワーク）による更生保

護の取り組みを行う NPO 法人の取り組みを見てきた。 

児童養護施設における〈法教育〉実践の事例では、法的知識の啓蒙という枠組みを超

え、「法」そのものに対するイメージの緩和（柔らかい法認識）と、社会資源の 1 つと

して法律専門家を捉えることの重要性が指摘できた。こうした論点は、これまでの〈法

教育〉実践には欠けていた論点であり、法が持つ社会的機能の可能性の一端を担ってい

ると捉える事ができよう。本稿の問題意識に引き付けるならば、人間関係が限定されが

ちで進路選択の幅が狭くなりがちな状況にある子どもたちにとって、法システムをはじ

めとする複数の機能システムに対する認識を肯定的に転換し得る機能の萌芽を内包し

ていると思われる。また、法律専門家を「社会資源の 1 つとして位置づける」という指

                                                   

195 この点に関連して菅（2010）は、自発的支援行為を行っている団体などを国が側面支援

するという方法について言及している。すなわち、菅はイギリスの成年後見制度を基礎づ

けている 2005 年の意思決定能力法（the mental Capacity Act 2005）が、「支援を自発的に

行いたいと望む人々が過剰な法的責任に委縮することなく、積極的に任意の利他的支援活

動に従事できるための法的基盤を整備することによって、自発的な支援行為を側面支援し

ている」として、この構図を、支援者を支援しようとする「二重の支援構造」であると分

析している（菅 2010:51-52）。こうした「二重の支援構造」は、キーパーソンへの過度の依

存や疲弊を予防するだけではなく、任意の支援者を管理ではなく「支援」することにより、

先駆的事例のエッセンスを共有し、社会全体における支援体制の構築を可能にする構造で

あると捉える事ができる。 
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摘とインタビュー調査からは、「相談できない状況にある身近な人」を察知した場合に、

相談窓口や専門家へつなぐことのできる力の育成が重要である点を見てきた。すなわち、

社会的排除状態にある人々が持つシステム自体に対する忌避意識や拒絶反応、またイン

タビューで触れた DV 被害者が声を挙げられない状況の両方に共通しているのは、法が

持つ権威性についての躊躇と抑圧された自己疎外状況である196。こうした状況を前にし

た時、市民と専門家の間にあるアクセス阻害要因（アクセスバリア）を除去し、適切な

支援の場へつなぐ役割を果たすのは、当事者の身近にいる他者であるというリアリティ

が観察された。 

 

また、司法ソーシャルワーク（リーガル・ソーシャルワーク）を実践する NPO 法人

の事例からは、支援対象者の枠組みを設けることがそこに当てはまらない人々を結果と

して排除してしまう点や、法的情報の提供と活用との間には大きなギャップが存在して

いることが明らかになった。そしてこれらシステムが持つ排除性や、ギャップを克服す

るための 1 つの契機として、専門的観点に基づく具体的支援策の提供や、実際に足を運

んで根気強く当事者と関わろうとする一人ひとりの職員達の働きかけなどのパーソナ

ルな行動に由来する要素の存在が不可欠であることが分かった。 

 

こうした、いわゆる属人性（パーソナリティ）に由来する側面の内訳を見てみると、

1 つには専門的かつ経験的な知識の蓄積が挙げられる。今回の事例では、社会福祉士の

活躍と弁護士との連携による相乗効果が、システムを有効に作動させるために中心的な

役割を果たしていたが、社会福祉士や弁護士達に共通していたのは、専門的知識に基づ

く的確な判断である。加えて、当事者の状況に応じて臨機応変に対応を変えることので

きる支援者の豊富な経験の存在であった。したがって、属人性（パーソナリティ）を形

成する 1 つの要素には、「専門的知識と経験の蓄積」が挙げられよう。 

2 つには、それぞれの専門職間における役割分担の明確化に代表される、専門職同士

が抱く互いへの意識という側面が挙げられる。これはフィールドワーク調査時の聴き取

りから明らかになった点でもあるが、ケース会議や公式・非公式での打合せ及び懇親会

                                                   
196 関連して、札幌市男女共同参画センター（エルプラザ）の女性トイレには、DV 被害者

に向けた救済窓口の電話番号が書かれたカードが設置されている。DV 被害者の多くがパー

トナーからの束縛を受け容易に一人になれない環境下にあり、相談窓口を調べることすら

危険であるという状況にあるとき、公共施設という複数の第三者の眼がある環境の、とく

に女性トイレという守られた空間において、救済窓口の電話番号が記載されたカードの存

在は、切迫した状況下にある当事者が自らの状況を外部に伝え得る具体的な 1 つの糸口と

して位置づけられると解釈することができよう。あるいは、すぐに外部へのアクセスにつ

ながらなくても、何かあった時に駆け込める存在を認識しているということ自体が、当事

者の躊躇や抑圧を打破するきっかけとなり得るかもしれない。いずれにしても、こうした

システムには乗らない小さな働き掛けの積み重ねが、ときに重大な事態を回避することに

つながり得るものとして機能していると思われる。 
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などで接する機会が増えていくにつれて、各専門職同士が互いに抱いていた警戒意識や

役割分担への不安感というものが軽減されたという主旨のことを複数の職員が指摘し

ていた。専門職同士も、これまでそれぞれの領域でしか活動を展開してこなかったため

に、他の専門職をどのように位置づけて活用すればよいのか分からずに戸惑っていた様

子が見て取れる。この点から読み取れることは、システム融合を目指す際に最初にクリ

アすべき点が、実は専門職間の警戒意識や縄張り意識であるということであろう。属人

性（パーソナリティ）を発揮する前提条件として、専門職間の垣根を取り除き、互いを

有効に活用する術を獲得したときに初めて実質性を伴った「連携」が可能になるものと

思われる。したがって、属人性（パーソナリティ）を有効に機能させる 2 つ目の要素に

は、「専門職間の的確な役割認識」が挙げられると言えよう。 

 

 本稿の仮説、すなわち「疎外メカニズムと包摂メカニズムをつなぐ役割を果たすもの

に属人的（パーソナルな）要素が関連しているのではないか」という点に関しては、上

記二つの事例から属人的なアプローチの有効性を実証的な側面において確認すること

ができた。実証的検証から新たに明らかになった点としては、属人性を発揮する主体と

なる専門職間同士の警戒意識を取り除き、彼らがまず互いを社会資源の 1 つとして活用

してこうとする意識を持つことにより、縦割りの弊害やタコつぼ化を克服していくこと

が、システム作動要因としての属人性（パーソナリティ）を有効に機能させる上で重要

であるという点が明らかになった。 

 

（２）一般性と属人性の相克 

上記の具体的事例で見てきたように、セーフティ・ネットの欠陥を補填しうる可能性

を多分に含む先駆的な取り組みを展開している NPO 法人や、〈属人的魅力〉に基づい

た個別ケアを実践している個人・団体の取り組みは、当事者一人ひとりに寄り添った心

理的側面における支援が不可欠となっていることを示している。システムへのアクセス

阻害要因の根幹部分に存在していると思われる心理的側面に働き掛けるこれらの取り

組みは、当事者がシステムに参加しようと思える意欲の喚起を呼び起こしているという

点において、これまでの‘表面的な’啓蒙とは一線を画していると言えよう。 

しかしながら、敢えてここで注意しておきたいのは、まさに「個々人への支援」であ

るがゆえに、責任の所在を「個人」に求めることへの危惧である。「個人」に対する支

援は場合によっては責任の所在を個人にのみ求めることへとつながりかねないという

危険性を常に内包している。もちろん、観察したいくつかの事例では非常に慎重かつ思

慮深い実践が行われていたが、実践の目指すところを見失わないためにも、折に触れ留

意する必要があると思われる。 

 本章において検証した事例により、システムの作動要因として属人的要素が大きな影

響力を及ぼしているというリアリティが明らかになった。しかしながら、こうした〈属
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人性〉に依拠したシステムの作動は、まさに〈属人的〉であるがゆえに、システムとし

ての安定性に欠けるというジレンマを内包している。 

筆者が観察している事例の中には、キーパーソンの転勤や配属変えによって途端にそ

れまでの取り組みが縮小され、あるいは消失してしまうという状況も現に存在している。

例えば、法教育実践に熱心な教員の存在により、地元弁護士会や司法書士会とのネット

ワークが維持されていたものの、キーパーソンの異動によりネットワークが次第に弱体

化している例や、司法過疎地において福祉との連携を取り組んでいる弁護士の活動も、

その弁護士が登録替えをして別の土地に赴任した途端に、それまで苦労して築きあげて

きた地域のネットワーク基盤が弱くなっている例も散見されている197。システムが作動

する要因の重要な因子として属人的要素が不可欠であるのは確かであると思われるが、

一方で属人的要素に依拠しすぎるとシステムとしての安定性に欠けるという相克が生

じている。したがって、属人的（パーソナルな）信頼がシステムへの信頼につながり、

それがシステム阻害要因の一つである心理的要因の除去に寄与するという仮説を具体

的に可能なものとして機能させるためには、本章でみてきた有志の取り組みを下支えす

る仕組みの構築が不可欠であろう198。 

                                                   
197 これまで熱心に法教育活動をしていた学校教員が、異動先の赴任校では、生徒の学力や

職場環境の理解等が十分ではなく実践を展開することができないという指摘を、道東勤務

の高校教員から伺った。また、公益弁護活動に注力している東京弁護士会所属の複数弁護

士から、司法ソーシャルワーク実践は重要であるものの、人材不足や経験不足により成功

事例はいわば特殊事例として存在している側面もあるという指摘をいただいた。その上で、

成功事例で蓄積された経験をマニュアル化して後継に引き継ごうとする動きもあることも

伺った。 
198 有志の自発的な支援行為を側面支援している「二重の支援構造」について、前掲菅（2010）。 
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第七章 現代社会における〈法〉の応答性 

 

はじめに 

 第一章で見てきた日本社会の構造転換と、それに伴う社会的排除状態の顕在化を前に

して、〈法〉はどのように応答できるだろうか。 

 現在噴出している社会問題、例えば失業問題や DV 問題、貧困問題や虐待問題は、そ

れぞれが個々の問題群として存在している訳ではない。失業という表面に表れてきた現

象を出発点に見てみたとしても、失業に至るまでの過程には雇用システムや教育システ

ムとの移行問題が横たわっているし、あるいは失業に至る前段階ですでに学校からドロ

ップアウトしている場合も考えられる。成人の場合には、失業をきっかけに婚姻関係が

破綻し、それがもとで母子家庭、父子家庭へとつながる場合もある。家庭における経済

状況の困窮は、子どもの学力へも影響を及ぼすことがすでに教育学領域において実証的

に明らかにされており199、貧困に由来すると思われる虐待も現実問題として発生してい

る。このように、「失業」という 1 つの現象を見てみても、その背景には実に様々な諸

問題が存在しており、それはときに複数の世代にわたって継続している。 

こうした社会問題の複雑さを考えると、失業問題に関してはハローワークで、法律問

題に対しては法律事務所へ、という対処療法的手法では、すでに立ち行かなくなってい

る。しかしながら、こうした現実社会における問題の複雑性を認識していても、多くの

場合、有効な手立てを打てていないのが現状である。なぜならば、制度設計の問題とし

て、行政組織の縦割り構造に代表されるように、すでにある相談の窓口自体が単一の問

題に応答するように制度設計されており、一度に多様な問題群に応答できるような場面

を想定していないからである。 

 

このような状況を前にして、果たして〈法〉には何ができるであろうか。 

以下では、この問題意識に応答するための 1 つの契機として、これからの時代に求め

られる法律専門家像のあり方について考察していく。とくに司法分野と福祉分野との連

携を実践している公益弁護活動に着目し、どのようにすれば〈法〉を社会資源の 1 つと

して捉えるという考え方が可能になるのかについて検討を行う。 

 

第一節 求められる法律専門家像の変化 

 前章において取り上げた多職種連携の有効性を説いている司法書士の指摘にもある

ように、複雑化している問題の包括的解決のためには、複数の専門職同士が相互連携し

                                                   
199 学校における社会機能の限界、すなわち社会の平等化に対して学校の果たせる役割の限

界を明らかにし、教育における階層の再生産機能に着目した日本における実証的研究とし

て、菊池城司編（1990）『現代日本の階層構造 3 教育と社会移動』東京大学出版会。また、

宮島喬・藤田英典編（1991）『文化と社会』有信堂。 
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ていく必要に迫られている200。 

こうした専門家像の変化について、とりわけ弁護士像の変化については法社会学の分

野を中心に分析がなされてきた。本節ではまず時代により変化していく法律専門家像に

ついて、先行研究をもとに敷衍していく。 

 弁護士像の最初のモデルであるとされているのは‘在野法曹モデル’であるとされて

いる（宮川 1992:3）。在野法曹モデルは、主として「国民の自由と人権を、権力に抗し

つつ擁護する」モデルであるとされ、国民の代弁者として国家と闘うという弁護士像が

強調されていた。しかしながら、戦後の混乱を経て高度経済成長期に入る 1960 年代に

は闘うモデルとしての在野法曹モデルは次第に衰退し、1970 年代から 1980 年代に登

場したのが‘プロフェッションモデル’である（和田 1994:215-217）。欧米のプロフェ

ッション概念を参考にして登場したこのモデルは、弁護士の法的専門性を、何よりもま

ず依頼者の利益の追求のために用いるという特徴を持っていた。またこのモデルにおい

ては、プロボノ活動についても継続的に行う弁護士像が推奨されていた201。その後、弁

護士数の増加やローファームの設置、また企業内弁護士へのニーズの高まり等を反映し

た新たなモデルとして、消費者である依頼者のニーズを重視して柔軟に対応するモデル

である法サービスモデルが登場したとされている。 

 こうした一連の弁護士像の変化を踏まえて、とくに紛争解決過程における当事者の主

体性に着目した新たなモデルとして、「関係志向弁護士役割論」が提唱されている202。

この関係志向弁護士役割論で重視されているのは、紛争解決の主役に、弁護士ではなく

当事者（依頼者）を置いている点、そして当事者（依頼者）が主体的に紛争解決をする

                                                   
200 複数の専門職たちが一堂に会して問題を包括的に解決していこうとする多職種連携の

取り組みは、本稿で取り上げる司法分野・福祉分野の連携以外にも、教育分野と福祉分野

の連携、医療分野と福祉分野の連携など、今日様々な分野において試行錯誤がなされてい

る。例えば、医療者と患者が持つ情報の非対称性に着目し、医療専門家がコントロールで

きない状況下においては、「専門家支配から脱却し、生活を患者・障害者自身の手に取り戻

ること」が患者の当事者性を損なわない場合もあると指摘されている（山本 2010:110-113）。

また、大学生のひきこもり研究を行っている和歌山大学は 2002 年に「ひきこもり回復支援

プログラム」を開発しているが、ひきこもりの解決には専門のカウンセラー、精神保健福

祉士、臨床心理士がチームを組んで対応にあたるとともに、大学の保健管理センターで治

療やケアをうけている学生に対して、「メンタルサポーター・アミーゴ」という元ひきこも

り経験のある学生や心の問題で悩んだ経験を持つ学生により形成された団体がいわゆるピ

アサポーターとして機能することによる有用性を指摘している。また自助グループ的な機

能を果たしている「アミーゴの部屋」を作ることにより、にひきこもり当事者たちに安心

して群れることのできる場所を提供しておりそこでの仲間作りが学業への復帰にも重要な

役割を果たしていることが指摘されている（宮西 2011:2,50,61,135）。 
201 プロフェッションモデルについて、石村善助（1977）。また、民事紛争処理との関連と

して、和田（1994）。 
202 近代法への反省を踏まえ、当事者の主体性を活かそうとする弁護士の役割を探究したも

のとして、濱野（1996）。また、依頼者のニーズを尊重する法律相談のあり方を論じたもの

として、菅原・岡田（2004）。 
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際の支援をするという側面に弁護士の役割を位置づけている点、である203。その背景に

は、法的問題の解決だけでは当事者が抱える問題の全てを解決したことにはならず、周

囲との関係回復や心理的側面のサポートも含めて当事者の問題解決を支援する必要性

が存在しているとの認識がある204。こうした、法を媒介しつつ当事者の主体性を促す取

り組みについて、大澤（2004）は、法律相談や ADR などを通して当事者と法律専門家

が対話をすることが重要であると指摘している205。 

 また、とくに社会的排除状態と司法アクセスとの関連について着目したものとして、

宮澤（2001）は、法律扶助活動とコーズ・ローヤリング（cause lawyaring）との関連

性について「法律扶助は、貧困者に対して個々の権利や利益を守るために法的代理を提

供することに集中する傾向がある」とした上で、「公益弁護士活動は、個々の依頼者の

権利や利益を超えるものとなり得るし、公益弁護士は、貧困の基礎にある社会構造に挑

戦することに関心を有することがあり得る」「彼ら（公益弁護士）は、自己の法的専門

能力を、特定目的（cause）を推進するために使おうと望むかもしれないのである」（宮

澤 2001:98）として、コーズ・ローヤリングは法律扶助を補完するものであると位置づ

け捉えている。 

 

 このような一連の弁護士像の変化や時代に応答した弁護活動への要請を前にして、今

日の日本社会においては具体的にどのような法律専門家像が必要とされているのであ

ろうか。 

以下では公益弁護活動の分析を中心に考察を行っていく。 

 

第二節 司法アクセスを可能にするもの ―公益弁護活動の分析を中心に― 

（１）過疎地型公設事務所、都市型公設事務所 

 複雑化した問題への応答を探るための試みの萌芽は、数は少ないが、徐々にその重要

性が認知され、いくつかの実践が展開されつつある。 

                                                   
203 紛争処理の場面における当事者の自己決定と正義との関係性について論じたものに、山

本（2004）。山本は、自己決定の主体そのものに焦点を当てる従来の自己決定論を巡る議論

ではなく、「自己決定をなそうとする本人」とその周囲に居る「相手方」や「関与者」との

関係のあり方に焦点を当てている。すなわち、ルールに基づく思考様式による「論証と説

得」ではなく、「本人の自己解釈・自己決定・自己実現を傍らから手助けすること」を「支

援」であると定義し、民事法学の領域における当事者による主体的な手続きとそれを支援

する紛争解決のあり方を論じると同時に、「支援者」として当事者に寄り添う伴走型支援に

ついて、前掲べてるの家（2002）が実践する理念でもある「非援助の支援」の有意義性を

指摘している（山本 2004:165-196）。 
204 紛争という非日常的な状況の中で、紛争当事者が主体的に状況を把握すること（「自己

の状況主体性の再確認」）を手助けするために、第三者は共感を示し紛争当事者に「話させ、

かつ関心を持って聞くこと」が重要であると指摘したものに、和田（1991:77-89）。 
205弁護士に期待される新たな役割として、法を媒介しつつ 当事者を主役において対話の支

援を行う「対話の専門家」として位置づけているものに、大澤（2004）がある。 
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とりわけ、弁護士が果たす社会的役割に注目し、事務所をおとずれた依頼者が持つ法

的問題の解決を糸口にして、その背景に存在している福祉的諸問題に対しても応答しよ

うとする取り組みが、公設事務所系の弁護士らと福祉専門職らの連携協働を基にした

「司法ソーシャルワーク」として取り組まれつつある。その中核を担っているのが、日

弁連や各単位弁護士会が設立に関して支援を行っている公設事務所に所属する弁護士

達である。 

過疎地型公設事務所としては、2001 年に日弁連のひまわり基金事業により設立され

たひまわり基金法律事務所が挙げられる。2001 年に日弁連が開始したひまわり基金事

業とそれに伴う全国各地（ゼロワン地域）へのひまわり法律事務所の設置は、司法過疎

地における潜在的法的ニーズの掘り起こしに一定程度成功したと言えよう206。ひまわり

基金事業がスタートした直後は、制度の運用に対して、特に人口が少ない過疎地におい

て法的サービスは本当に必要とされるのかについての疑問が根強いものとして提示さ

れていたが、2013 年 10 月時点において 113 カ所の開所となり、一定の収益を挙げて

いることが実務家により報告されている207。 

同じく公設事務所のうち、都市部に置かれている事務所は都市型公設事務所と呼ばれ

ており、公益的活動を行うことや、過疎地へ赴任する弁護士の育成などに注力している。

とりわけ、法律専門家と福祉専門家、あるいは地域ネットワークに位置づけられる民生

委員や自治体の職員との連携構築の必要性が叫ばれている今日において、都市型公設事

務所の設置は、まさに都会の駆け込み寺的要素を含んでいると言えよう208。 

 

（２）司法アクセス構想の理念と実現に向けた課題  

司法制度改革の中で施行された総合法律支援法に基づき、2006 年に設置された日本

司法支援センターは、「民事、刑事を問わず、あまねく全国において、法による紛争の

解決に必要な情報やサービスの提供が受けられる社会を実現する」（総合法律支援法第

2 条）という理念を基に事業を展開している。 

とくに近年、業務内容に規定されている情報提供業務（総合法律支援法第 30 条 1 項

1 号）と、関係諸機関の連携確保・強化についての規定（同 30 条 1 項 6 号）を根拠と

し、社会的弱者の顕在化や法律問題の背後に潜む福祉的問題の存在への着目から司法分

                                                   
206 ここでいう「法的ニーズ」の内実について、阿部（2007）は、司法過疎地における「法

的ニーズ」には、法律事務所が設置される以前からそこに存在しつつも充たされていなか

った「放置されたニーズ」と、一連の司法過疎対策事業により「掘り起こされた」法的ニ

ーズの、二類型が存在していると指摘している。 
207 詳細については日弁連 HP に詳しい。また公設型事務所設置の経緯については、例えば

田岡直博（2008）「司法過疎解消に向けた弁護士会の取り組み」月報司法書士 2008 年 4 月

号、8-13 貢。 
208 自らも都市型公設事務所である東京パブリック法律事務所出身でその後法テラス埼玉

にてスタッフ弁護士を経験した谷口は、弁護士が地域のセーフティ・ネットとして機能す

る必要性を実体験に基づき指摘している（谷口 2007:72-73,2010:54-57）。 
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野と福祉分野の連携に力を入れている。 

とりわけ、資力要件に満たない人に対しても紛争処理行動へのアクセスを制限しない

ために実施されている民事法律扶助業務は、法律扶助協会209から法テラスへ業務が移さ

れたという背景を持つが、長年法律扶助制度に関する研究を精力的に行い「司法アクセ

ス（Access to Justice）」という概念に早くから着目してきた小島武司(1989)は、様々な

事情により声を挙げられない人々に着目し、司法ネットワークをはりめぐらせることに

より「正義の総合システム」を実現する必要性があると指摘している210。 

司法ネットワークの構想と法テラス設立の意義にについて、裁判官経験を経た後に自

身もまた法テラススタッフ弁護士第一期生として赴任した経験を持つ宮本康昭は、法テ

ラスが設立されたことによりこれまで個々別々に行動してきた関係諸機関（自治体、警

察、弁護士会など）が、必要に応じてネットワークを構築できる可能性が拡充したとし

て、一定の評価を与えている（宮本 2007:185-225）。 

 

ただし、濱野（2006b）や番（2006）も指摘するように、理念を実現していくのには

相当程度の困難が待ち受けていることもまた事実である211。あくまでも利用者の視点に

立った制度運用が不可欠であることは間違いない。そのためにも、地域社会にすでに存

在しているネットワークを最大限に活用して、司法の分野からもそれらのネットワーク

に参画していくことが求められていると言えよう。 

 

（３）スタッフ弁護士制度 

 こうした、地域ネットワークへの参画について、それぞれの問題意識にもとづき先駆

的取り組みを実践している弁護士集団がいる。法テラスが日本で初めて導入した「常勤

弁護士制度（スタッフ制）」により法テラスの法律事務所に勤務している弁護士（通称

スタッフ弁護士）達である。 

スタッフ弁護士は、法テラスが本格的に業務を開始した 2006 年 10 月から過疎地を

                                                   
209 1952 年に財団法人として設立され、2000 年の民事法律扶助法成立に伴い指定法人とな

った。その後、法テラスの設置により業務内容が移行され、協会組織も解消された。 
210 小島武司（1989）「正義の総合システム論再考」法曹時報 41 巻 7 号 1-42 貢。また、小

島が「正義へのアクセス」という用語を用いた契機となった翻訳に、M.カペレッティ=B.

ガース/小島武司訳（1981）『正義へのアクセス』有斐閣、がある。 
211 例えば濱野は、日本司法支援センターが行う業務のうち、コールセンターが行う情報提

供業務が法的助言にならないように実態に関わる聞き取りが制限されている点に着目し、

そうした制限のもとで適切な手続きや法的機関などの紹介がどの程度可能となるのかとい

う点、さらにそもそも法的相談とその振り分けに関する分離の可能性について原理的な問

題が内在されているのではないかという点において解決すべき課題が残っていると指摘し

ている（濱野 2006b:31-37）。また、とくに犯罪被害者支援における側面に着目し、電話相

談における二次被害防止のための対策を取る必要性を指摘したものに、番（2006:73-75）。

関連して濱野（2007:25-26））、小堀樹（2007:47-58）。 
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含む全国各地に配置され、制度スタート当時の第一期生は 24 名体制であった212。2012

年 10 月現在、総勢 300 人を超えるスタッフ弁護士が全国の法律事務所で勤務しており、

司法分野と福祉分野の連携である司法ソーシャルワーク活動を率先して行っている弁

護士もいる213。本稿の問題関心、すなわち法システムが作動する際にはシステムへアク

セスしてもよいと思える要素が不可欠であり、その要素はシステムを動かしている〈人〉

に由来するものなのでないかという仮説を検証するためにも、スタッフ弁護士らが先駆

的に行っている司法ソーシャルワーク活動を見ていくことは不可欠である。 

したがって、以下ではスタッフ弁護士が実際に行っている活動を見ていく前に、議論

の前提としてスタッフ弁護士制度がどのような背景のもとに導入されたのかをまず概

観していく。 

（ⅰ）スタッフ弁護士制度の導入背景 

―司法アクセス検討会、公的弁護制度検討会における議論を中心に― 

 スタッフ弁護士制度構想については、司法制度改革審議会意見書において、とりわけ

訴訟手続きへの国民参加制度との関連の中で常勤弁護士の配置が例として挙げられて

いる（司法制度改革審議会意見書 2001:47）。 

その後、司法制度改革推進本部における司法アクセス検討会で議論が重ねられ、総合

法律支援法がスタッフ弁護士制度を範疇に置く方向で話が固まっていった214。特に、

2003 年 1 月 29 日に開催された第 12 回司法アクセス検討会において、「裁判になった

場合の支援」とそれ以前の「相談的な支援」、「裁判外の紛争解決を含めた支援」が想定

されており、情報提供的な支援をも含めてスタッフ弁護士制度の業務提供の範疇として

議論されていた（司法アクセス検討会議事録）。業務提供の方式としては、開業弁護士

が業務を行う「ジュディケア制」ではなく、スタッフとして法テラスの業務を専任で執

り行う「スタッフ制」の導入が検討されていた。 

同様の議論は、公的弁護制度検討会でも議論がなされ、特に第 13 回検討会（2003

年 12 月 24 日）の議題ではスタッフ弁護士制度について「運営主体に置いて、全国的

に充実した弁護活動を提供し得る体制を整備するため、契約により弁護士（常勤含む）

                                                   
212 筆者は法テラス本部在職中、常勤弁護士総合企画課において裁判員裁判研修の企画・立

案、スタッフ弁護士業務説明会の開催及び修習生への広報、司法過疎地調査への動向やス

タッフ弁護士の役割検討会への参加等に従事しており、スタッフ弁護士関連の実態を身近

に見聞きした経験を持つ。こうしたいわゆる参与観察的な経験が、本章の分析に反映され

ている。 
213 近年、日本司法支援センターではスタッフ弁護士が内包する新たな可能性として、司法

と福祉の連携に着目し司法ソーシャルワークの実践を推進する動きにある。司法ソーシャ

ルワーク実践を行っているスタッフ弁護士（当時）と自治体職員、さらに岩田正美教授を

パネリストに招き開催したシンポジウム「市民と司法の架け橋を目指して」（2010 年 10 月

5 日、主婦会館）が日本司法支援センター主催で開催されており、筆者も傍聴した。 
214 司法アクセス検討会議事録より。とくに司法ネット構想については第 18 回（2003 年 9

月 19 日）及び第 22 回（2003 年 12 月 25 日）、また民事法律扶助の拡大については、第 12

回（2003 年 1 月 29 日）議題の「民事法律扶助の拡大について」に詳しい。 



 

161 

 

を確保し、その中から国選弁護人の候補を指名して裁判所に通知する業務を行う」（公

的弁護制度検討会議事録）とされ、上記司法アクセス検討会での議論も含め制度の枠組

みが議論され、法テラスにスタッフ弁護士制度をおく方針が固まった。 

もちろん、こうした議論に対する反発も存在した。その内容を大別するならば、①弁

護士の独立性に関する論点、②国家権力との緊張関係に関する論点、に分けられる。①

及び②の両面に共通しているのは、公的組織体制を取る法テラスに弁護士が組み込まれ

るのではないかという、弁護士の独立性に関わる危機感である。とくに日弁連内部にお

いても賛否両論が渦巻いており、慎重な意見を主張する会員も少なからず存在し、単位

弁護士会によっては今日に至ってもなお反対意見を提示しているところもある。 

上記検討会においてもこの論点については議論がなされ、a.所属弁護士の弁護活動の

自主性・独立性が保障される方策が講じられること、b.主務官庁及び当該法人に個別弁

護活動への指揮権がない旨の規定や所属弁護士の身分保障規定などを定めること、c.

公設事務所の具体的な設置箇所・規模については、日弁連及び当該地域弁護士会と十分

な協議によって決定されること、が公的弁護制度に対する日弁連意見として提示されて

いる（公的弁護制度検討会第7回配布資料215）。 

（ⅱ）スタッフ弁護士による司法ソーシャルワーク活動 

上記検討会における議論を精読する中で、非常にたくさんの賛否を含めた議論がなさ

れているにも関わらず、それでもなおスタッフ弁護士制度の導入が実際に決定されたこ

との背景には、日本社会が直面している危機的状況、すなわち社会的弱者の存在や過疎

地の実情を鑑みると、司法へのアクセスがあまねく全国にひろまっているとは到底言え

ず、地域格差や階層格差がそのまま法的サービスを享受できるか否かに直結していると

いう認識が、立場は違えども検討会構成員の共通認識として存在していたように思われ

る。 

今なおその運営の在り方や、スタッフ弁護士の位置づけについては多くの議論が存在

しているが、同時に各地に赴任しているスタッフ弁護士達は独自の先駆的取り組みを展

開している。例えば、先に挙げたひまわり基金法律事務所に赴任した弁護士からは、地

域に存在している関係諸機関を活用し、弁護士としてもそれらと連携を構築していくこ

とが複雑に絡み合った問題を包括的に解決するためには必要不可欠である点が指摘さ

れている216。また、法律専門家を含む多職種の連携を先駆的に行っている財団法人リー

ガル・エイド岡山では、高齢者や障碍者を支援するために社会福祉士、行政書士、弁護

士、介護士などの関係する様々な業種の協働が不可欠であるとの理念のもとに、専門職

                                                   
215 2003 年 2 月 28 日開催。 
216 例えば、松本三加（2004）「弁護士過疎地域におけるリーガルサービスの現状と課題」

リーガル・エイド研究 9 号 17-35 貢。また、同じくひまわり基金法律事務所に勤務した経

験から、公設事務所が地域の社会資源と連携する必要性があると指摘しているものとして、

田岡直博（2005）「公設事務所のこれから:宮古ひまわり基金法律事務所」自由と正義 2005

年 4 月号 42-48 貢。 
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間におけるネットワーク構築に尽力している217。 

○事例紹介 

こうした数々の実践報告を背景として、弁護士が福祉機関や行政機関等と連携構築を

する際に主導的な役割を果たし得るのではないかという点に焦点を当て、スタッフ弁護

士らが各地で行っている連携構築活動を「スタッフ弁護士の役割」として積極的に位置

づけていこうとする動きがある218。これらの動向を把握し、スタッフ弁護士の新たな役

割を検討しようとする主旨のもと、日本弁護士連合会と日本司法支援センターは外部検

討会を設置し、スタッフ弁護士の活動に関する実態をより正確に把握するために、2009

年 8月から先駆的活動を展開しているいくつかの事務所へ赴き、弁護士や関係諸機関へ

のフィールドワーク調査を実施している。具体的には、離島や過疎地、あるいは都市部

にある法テラス地域事務所や地方事務所に赴き、当該地域で関係諸機関と弁護士らがい

かなる連携を構築しているのかについて、連携構築に至るプロセスや問題点を中心にヒ

アリングを行った。 

以下では、筆者も同行した上記日弁連・法テラス合同調査のうち、岐阜県可児市にお

ける調査を基に、弁護士が地域社会で果たす役割について考察を進める。 

法テラス可児法律事務所は、2007 年 6 月に開所した司法過疎地対応型のいわゆる 4

号事務所である。裁判所は岐阜県地方裁判所御嵩支部であり、管内人口約 21.9 万人の

うち可児市には管内で一番人口が多い市町村である（市の人口は約 10万人）。スタッフ

弁護士が赴任した当時（2007年）、御嵩支部の弁護士は 1人であり、スタッフ弁護士は

同支部で 2人目の弁護士として赴任した。 

当該法律事務所に赴任したスタッフ弁護士は、とりわけ高齢者や障碍を持った人など

社会生活を営む上で複合的困難を抱えやすい人々に対して、自らが接近して話を聞いて

いくという福祉領域でつかわれている「アウトリーチ」という方法を用いて業務を推進

していった。また、法的問題の解決だけで終結させるのではなく、当事者がこれからも

地域社会で安心して暮らせるよう、地元の福祉専門職らと連携して継続的な見守り体制

を構築するという、非常に先駆的な実践を展開していた219。 

具体的に弁護士は、まず法テラスという組織自体や、弁護士というもの自体の活用方

法について、赴任直後から地元自治体へ説明しに自ら足を運んだという。その際には、

                                                   
217 岡山リーガル・ネットワーク研究（2006）『地域社会とリーガル・ネットワーク―その

可能性と現在』商事法務。 
218 スタッフ弁護士一期生たちによる実践報告をまとめた書籍として、本林徹・大出良知・

土屋美明・明賀英樹（2008）『市民と司法の架け橋を目指して―法テラスのスタッフ弁護士』

日本評論社がある。また、自由と正義 58 巻 9 号から 60 巻 5 号までにおいて、「スタッフ弁

護士草創期―道しるべになりたくて―」という連載が組まれており、全国各地のスタッフ

弁護士がリレー形式でそれぞれの赴任地における実践を紹介している。 
219 赴任先における福祉担当者、弁護士との連携による具体的な包括的支援の実践について

は、日本司法支援センター(2009）「関係機関との連携で地域住民を支える」『ほうてらす』

Vol.10、8-9 貢に詳しい。筆者自身、調査に同行するとともに記事の作成に関与した。 
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法テラスが公的機関であるということを説明するとともに、営利目的ではないことをア

ピールしつつ、気軽に弁護士を活用してほしい旨を、自ら作成したチラシを配布するな

どして周知活動を実施した。筆者らが調査に赴いたときにはすでに、一連の弁護士によ

る周知活動が功を奏し、地元自治体との連携体制が構築されていたが、調査時に当時の

自治体福祉職員に話を伺うと、弁護士が積極的に自らの活用方法を具体的に提示して回

ったことにより、それまで漠然と抱いていた‘法律事務所’や‘弁護士’といった存在

に対して感じていた距離感から解放され、「相談してみてもよいかも」と思えるように

なったと述べていた。自治体の職員ですら、それまでは法的機関へのアクセスを躊躇し

ていた様子が存在しており、そこには法律事務所が身近な存在ではなかったという構造

的要因の他に、法システム自体が持つ権威性への躊躇という心理的要因もアクセス阻害

要因の重要な位置を占めていたことがうかがえた。 

弁護士や研究者らとともに訪問した依頼者の自宅の中には、知的障碍のある初老の夫

婦が生活しており、明らかに不要な布団一式が何組も積み重なっていたり、意味のない

増改築を繰り返したと思われるいびつな建て増しがなされている事例があった。そのお

宅では、家財道具や雑貨、ごみなどが散乱し、自宅内部はまさに足の踏み場もないほど

の様相を呈していた。御夫婦には知的障碍があったため、自らの身の回りに置きている

一連の不穏な動きについては認識していない様子であり、悪徳業者はそこに付け込んで

いるという構図にあった。地元の民生委員もこの家の通常ではない様子に気づいており、

その時点でできる限りの対応をしていたが、法テラス可児法律事務所ができたことをき

っかけに当該案件の相談を持ち込むに至った。弁護士の介入により明らかになった状況

は、リフォーム、シロアリ駆除、布団などのありとあらゆる訪問販売被害に加え、クレ

ジット会社 10 社からの総額約 800 万円にわたる割賦物販債務履行請求がなされている

事態であった。すでに一部業者は提訴していたが、特定商取引法上の主張をして交渉を

重ね、若干の金額を取り戻して法的問題に関しては終結に至った。しかしながら、夫婦

を取り巻く状況は依然として不安定要素が強く残っていたため、弁護士は地域包括セン

ター、市町村担当者、民生委員、社会福祉協議会、介護保険事業者などと今後の見守り

を継続して行うと同時に、被害に遭わないようにするために関係各所との連携強化を継

続することにより、包括的に当事者をサポートする体制を整えたという。 

こうした事案は、めったに存在しない特殊な 1つの事例と言うわけではなく、当事者

が抱える背景事情や程度の違いこそあれ、障碍や高齢などの理由により社会的に弱い立

場におかれており、そのことが悪徳業者につけいる隙を与え、被害が拡大している事例

は複数存在していた。問題なのは、当事者たちが法的問題について気が付いていない、

という事態である。とりわけ知的障碍を抱えている依頼者のほとんどが、自らが法的問

題を抱えているということを理解しておらず、なんだか変だなと思っている場合でも自

分が悪いのだという風に思いこんでいる節が会話の端々からうかがえた。 
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○考察 

このような状況を前にしたとき、司法へのアクセスは当事者がアクセスできるだけの

力（経済的、地理的、心理的）を持っている場合にのみうまく作動し、そうではない場

合には当事者の側からのアクセスは期待できないことが分かる。 

そのような場合に求められるのは、司法の側からの「アウトリーチ」である。しかし

ながら、法律事務所にいる弁護士には、いくらアウトリーチが必要だと分かっていても、

地域社会に存在している諸問題の全てを把握することはできず、そこには限界点が存在

している。そこで、地域の事情に精通している福祉専門職らが法的問題を抱えていると

思われる当事者の様子を弁護士に相談し、その相談を受けて弁護士や福祉専門職らが現

地（当事者の自宅）へ赴き、問題の把握に努める、という連携構築がなされる必要があ

る。とりわけ、自らの力で司法へアクセスできない状態にある場合に重要となるのが、

専門職らのフットワークの軽さである。調査時においても、当事者の状況を把握するた

めに法律事務所や自治体相談窓口に来てもらうのではなく、弁護士が当事者の自宅へ直

接訪問していた。自宅へ直接訪問することにより、悪徳業者やチンピラたちに対する抑

止効果も期待できるという。 

法的問題の背後には、複数の入り組んだ問題を抱えている場合が多く、法的問題の解

決のみならずその背後にある福祉的諸課題についても、当該地域の実践のように、関係

諸機関とケース会議を密に開くなどしてまさにソーシャルワーク的アプローチを活用

して当事者を継続的に見守る体制を構築することが重要である。その際には、法律専門

家や福祉専門家が互いの得意分野を最大限に活かして有機的な連携を作りだすことが、

それぞれが持つ限界点を打破し、より効果的なアプローチが可能になる。 

 

第三節 社会資源としての法システム 

 第二節では、公益弁護活動を行っている弁護士を取り巻く情勢について概観するとと

もに、実際の活動についての紹介と若干の考察を行った。一連の分析からも明らかにな

ったように、法システムが法システムとしてただ存在しているだけでは、その理念を実

現することが困難となっているリアリティが存在していた。 

 こうしたリアリティを把握した上で、以下では、社会資源の 1 つとして法システムを

捉えるためには何が必要であるのかについて整理していく220。 

（１）法律専門家に求められる資質 

 司法制度改革審議会は、「国民が、自律的存在として主体的に社会生活関係を形成し

ていくためには、各人の置かれた具体的生活状況ないしニーズに即した法的サービスを

提供できる法曹の協力を得ることが不可欠である」と述べている（司法制度改革審議会

                                                   
220 ここでいう社会資源とは、問題解決のために必要となる「各種制度、施設、機関、設備、

資金、物質、法律、情報、情報、集団、個人の有する知識や技術等の総称」として捉えて

いる。中央法規（2004）『精神保健福祉用語辞典』216 貢。 
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意見書:7 貢）。 

では果たしてそのような「法曹の協力」を得ることは可能なのであろうか。そこには、

法曹の側における課題と、利用する国民の側における課題との、性質の異なる 2 つの課

題が横たわっており、さらにそれぞれの課題の内部にはいくつかの解決すべき論点が存

在している。 

すなわち、法曹の側における課題とは、「ニーズに即した法的サービス」に対する認

識の低さと、認識が十分にあったとしても事務所経営の問題などによるプロボノ活動の

実現可能性の低さという、両面の存在である。 

国民の側における課題とは、「自律的存在として主体的に社会生活関係を形成
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

」でき

る人が果たしてどの程度存在しているのか、という点である。さらに言えば、仮にそう

した「自律的存在として主体的に社会生活関係を形成」できる国民が少ない場合、どの

ようにして彼ら彼女らへの支援が可能になるのかという、点である221。 

この点に関しては、司法制度改革審議会意見書の中で「司法学習の機会の充実」が触

れられており、とりわけ〈法教育〉がその役割を担うことが想定されている。ところが、

本稿第Ⅱ部で検討してきたように、今日展開されている〈法教育〉実践は、法的知識の

啓蒙に重点が置かれており、知識として法的情報に触れる機会は増えたかもしれないが、

知識と活用との間には依然として大きなギャップが存在している。このギャップが何で

あるのかその要因を探ることを通してはじめて、実質的に司法へのアクセスを確保した

と言えるのではないだろうか。 

 この点に関し湯浅は、「支援活動」には二つのカテゴリーがあると分析し、多重債務

対応や生活相談・支援、生活保護申請付き添いなどの民間における活動が先鞭をつけて

いる活動（湯浅はこれを「社会資源の充実」と表現している）を継続することにより将

来的に施策として形成するというカテゴリーと、それら社会資源を活用する「当事者の

エンパワメント」を回復・形成するというカテゴリーの 2 通りがあると指摘している（湯

浅 2006:52）。ここで湯浅が指摘する「当事者のエンパワメント」の必要性の指摘は、

本稿で考察してきたシステム作動の際に必要とされる事柄、すなわちシステムへアクセ

スしたり社会資源を活用したりすることの背景には、それらにアクセスしようと思える

か思えないかという意欲の問題や、意欲の発生基盤としての肯定的アイデンティティ

（自己肯定感）のあるなしに関わる問題といった問題群に通底していると思われる。「社

会資源を踏み台にできる“強い個”を前提とした制度設計は、必ず後に膨大な数の“弱

い個”を取り残す」（湯浅 2006:53）という指摘は、現代社会に応答し得る法律専門家

                                                   
221 この点に関し湯浅は、司法プロセスへの市民参加における懸念として、一連の司法制度

改革が「一般市民を旧来の司法領域へ“統合”するだけに留まってもらっては困る」と述

べ、「空間的に外延を広げていく“統合”プロセスが領域内部での質的な差異化（“排除”）

を伴うものだとすれば、表面的には司法過疎地域がなくなったとしても、野宿者を含む社

会的弱者及び“異端視される者たち”への法律サービスは向上しない/低下する」と指摘し

ている（湯浅 2006:60）。 
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像を描く上でも重要な論点であろう。 

 

（２）アクセスを阻む三つの要素 

 では、法システムへのアクセスを妨げる要素にはどのようなものがあるだろうか。 

本稿ではこれまで、心理的要素に着目して考察を進めてきており、心理的要因が複数

の側面において影響を及ぼしているという認識を持っている。こうした認識、すなわち

アクセスを阻害する 1 つ目の大きな要素として心理的要素があるという認識を踏まえ

た上で、それ以外に、とくに法システムへのアクセスを阻んでいると思われる要因が、

大きく分けて二つ存在していると思われる。 

○費用面における障壁 

 心理的要因以外でアクセスを阻む 1 つ目の要因としては、「費用面における障壁」が

挙げられる。 

この点に関しては、とりわけ資力の乏しい方々に対して刑事分野では国選弁護人制度

が、民事分野では民事法律扶助制度が挙げられる222。とくに民事法律扶助制度に関して

は、先に挙げた法テラスの中心的業務に位置づけられており、総合法律支援法ものとで

飛躍的に発展した例として挙げてよいであろう。具体的には、「民事裁判等手続きにお

いて自己の権利を実現するための準備及び追行に必要な費用を支払う資力がない国民」

及び「その支払いにより生活に著しい支障を生ずる国民等」を援助するために、法テラ

スでは代理援助業務、書類作成援助業務、法律相談援助業務をその事務として位置づけ

ている（総合法律支援法第 30 条 1 項 2 号）。支援法の施行と法テラスの設立に伴い、

法律相談援助件数は2007年度の14.7万件から2010年度には25.7万件となっている。

代理援助も、2007 年度の約 6.8 万件から 2010 年度は約 11 万件と、確実に増えている。

書類作成援助においても、2007 年度は約 5 千件だったのに対し、2010 年度は約 7 千件

にまで増加している。法律扶助協会時代（1990 年）には代理援助件数が約 4 千件であ

ったことを考えると、2010 年のそれはおよそ 30 倍に増えている。このように、一連の

司法制度改革に伴う潮流により、費用面における司法アクセス阻害要因はある程度除去

されているように思われる。 

しかしながら、民事法律扶助業務は当事者に対する償還制をとっており、償還を前提

として訴訟費用を立て替えるという制度になっている。資力の乏しい方々に司法へのア

クセスを保障するはずの制度であるにもかかわらず、償還制を前提にした制度では本末

転倒になっている感が否めない223。この点に関し亀井は、「扶助の対象者を経済的困窮

                                                   
222 民事法律扶助制度の意義と機能について我妻（2008）は、イギリスとアメリカの民事法

律扶助制度の沿革を紹介するとともに、法律扶助制度全体が抱える問題について詳細に論

じている。 
223 亀井は、民事法律扶助制度の歴史を敷衍した上で今日の民事法律扶助制度における対象

事件や対象者の範囲、利用者負担のあり方について課題を指摘している（亀井 2006:41-44）。

すなわち、対象事件については「民事裁判等手続きにおいて（総合法律支援法 30 条 1 項 2
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者に限定しながら、償還制をとるのは制度的に矛盾しているといわざるを得ない」（亀

井 2006:42）と指摘し、償還制度の見直しが必要であるとしている。もちろん、先のい

わゆる過払いバブルのように、扶助制度の利用者が勝訴し明らかな経済的利益を得た場

合は、一定程度の訴訟費用をそこから配分することは理にかなっていると思われる。し

かしながら、そうした場合以外の事案について償還制度を維持することは、実態にそぐ

わないばかりか、償還の催促への事務コストにも見合っていない224。 

資力の多寡により司法へのアクセスが阻害されないようにうたう総合法律支援法の

理念を具現化するためにも、現場のリアリティに則した形で今一度制度構築を見直す時

期に来ていると言えよう。 

○情報面における障碍 

 心理的要因以外でアクセスを阻む 2 つ目の要因としては、「情報面における障壁」が

挙げられる。 

 これまで見てきたように、総合法律支援法の施行に伴う法テラスの設立により、民事

法律扶助業務の飛躍的向上に寄与したり、スタッフ弁護士という日本で初めての弁護士

像を創出したりしたという点では有意義な改革であったと言えるであろう。しかしなが

ら、それでもなお残っているアクセス阻害要因として、情報提供の範疇と受け取る層の

固定化が挙げられる。 

 訴訟の潜在的利用者、すなわち何かしら法的に問題になるかもしれないと思われる懸

案を抱えている市民が、どこに相談してよいのか分からない場合、相談の窓口をいくつ

か提示し道しるべとなるために設置されたのが、法テラスの情報提供業務である。すな

わち、「裁判その他の法による紛争の解決のための制度を有効に利用するための情報及

び資料」を収集・整理し、「情報通信の技術を利用する方法その他の方法により、一般

の利用に供し、又は個別の依頼に応じて提供すること」（総合法律支援法第 30 条 1 項 1

号）を業務に位置づけ、代表的な情報提供業務の一環としてコールセンターや各地方事

務所における法情報提供を行っている。2010 年度現在で年間 60 万件を超える情報提供

がなされており、どこにどのような団体が存在しておりどのような活動をしているのか

を知らなくて対応に困っている国民にとっては、内容に応じて適していると思われる窓

口を教えてもらえるため、その意味においては‘道しるべ’としての意味合いを確保し

ていると言えよう。  

                                                                                                                                                     

号）」として裁判前提のものに規定されており、ADR や労災、生活保護・介護保険等の行政

手続等不服審査申し立ては除外されている点、対象者についてはイギリス等の諸外国にお

いては中間層を取り入れた国民の 5 割程を対象者としているのに対し、日本においては国

民所得の下から 2 割程度の所得層に限定しているため対象範囲が狭すぎる点を指摘し、経

済的な弱者だけではなく子どもや障碍者、高齢者や DV 被害者、犯罪被害者等の社会的弱

者については従来の資力要件基準を見直し、弾力的な運用が求められると分析している。 
224 民事法律扶助実務の現場においては、例えば生活保護受給者等については事後的に償還

を免除する制度もあるがこれはあくまでも事後的な処理であるため、制度利用の入口の際

に制度の活用を促し得る要素としては機能しているとは言えない現状にある。 
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しかしながら、法的情報を提供する窓口である日本司法支援センター自体の認知度が

低いという事態が、‘道しるべ’としての機能にとって大きな制限を与えている。こう

した課題はいわば「情報提供の前提条件」に関わる課題としてカテゴライズすることが

できよう。具体的には、法テラスの認知媒体は、裁判所や弁護士会などの紹介に代表さ

れる「関係機関」を経由したものが 28.5％、ホームページによるものが 28.7％、プレ

スリリースなど報道によるものが 4.0％となっており225、すでに何かしらの法的トラブ

ルを抱え関係機関へ赴いた結果法テラスの存在を知り得る例と、法テラスという用語を

知った上でネットを使ってホームページにアクセスする例が代表的であることが分か

る。すなわち、こうした背景によるアクセスから読み取れることは、すでに自分自身の

力で法的問題に気付き、関係機関へ持ちこみ、あるいはトラブルへの認識を持った上で

ネット環境を活用してアクセスしている背景である。法的問題への気付きが無い場合、

あるいはネット環境にない場合を考慮に入れたり、法テラスへ辿り着かなかった残り

70％の割合を考慮に入れたりすると、なお一層の関係機関との連携を強化するとともに、

「待ち」の姿勢ではなく積極的に社会資源の 1 つとして認識し、そして活用への躊躇を

取り除くような「アウトリーチ」の姿勢が必要であることは間違いないであろう。 

 

                                                   
225 日本司法支援センター編著『法テラス統計年報平成 22 年度版』より。特に 10‐12 貢。 
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終章 現代社会において〈法〉が果たす役割とは 

 

○問題意識、仮説の設定 

 本稿では、〈法〉が持つ社会的機能につき、とりわけ社会的弱者の存在が顕在化して

いる今日において〈法〉は社会的包摂機能を持ち得るのかについて検討してきた。とく

にシステムへのアクセス阻害要因に心理的要因があることに着目し、システムから排除

されている状態である〈疎外メカニズム〉と、システムに包摂されている状態である〈包

摂メカニズム〉との間にある乖離状態（ギャップ）を埋めるためにはどのような要素が

必要とされるのかという問題について、属人的（パーソナルな）要素が両者間の溝を埋

める架け橋となり得るのではないだろうかという仮説に立ち、各段階における検証（理

論的検証・実証的検証）を行ってきた。 

 

○社会的排除状態のリアリティ （第Ⅰ部：現代社会における排除） 

本稿の流れに沿って整理すると、第一章においては、今日の日本社会で顕在化してい

る社会的排除状態というものが発生する背景要因について考察してきた。その結果、社

会的排除状態が発生する構造的背景の一つとして、日本型生活保障を支えてきた社会構

造自体の構造転換とそれに伴う雇用の多様化が挙げられる点、そして排除状態は 1 つの

機能システムのみならず同時期に複数の「基盤」を喪失してしまう特長を持っている点、

を指摘した。こうした構造的背景に起因する排除状態は、次第に心理的背景にも影響を

及ぼし、自己疎外の内面化につながる傾向を強くし、さらに状況を悪化させ得る危険性

を指摘した。 

第二章においてはこれらの考察を踏まえた上で、そもそも社会的排除及び社会的包摂

という概念自体がどういう背景のもとに発生しており、そこに含まれる意図にはどのよ

うな性質のものが存在していたのかについてフランス、イギリス、EU の場合を中心に

概観してきた。 

 

○法教育の現状と課題 （第Ⅱ部：法教育という逆説 ―システム内在的な排除性―） 

第一章及び第二章における社会的排除状態のリアリティを概観した上で、第三章にお

いては、社会参加型の実践を理念に掲げる法教育実践について批判的に考察してきた。 

要点をまとめると、現状の法教育実践の特長として、第一に法的知識の啓蒙に重点を

置いていること、第二に裁判員裁判への対応を強く意識した実践が行われていること、

第三にほとんどの実践が学校教育システムの中で行われていること、の大きく分けて 3

つの区分に分類した。その後イギリスの市民性教育（citizenship education）について

の論点を整理した上で、第一の区分、すなわち法的知識の啓蒙に重点を置いている点に

関する批判的考察としては、法的知識の啓蒙とその活用との間にあるギャップについて

日本における現状の〈法教育〉実践は無自覚である点を指摘した。また、実際の実践例
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の概観を踏まえた上で、それらの実践の多くが、法を所与の前提として捉え、ルールを

守るべき対象として教えられている傾向にあることを明らかにし、こうした傾向は、立

憲民主主義の観点からみると大きな問題を残していると指摘した。 

第二の区分、すなわち日本における現状の〈法教育〉実践は裁判員裁判への対応を強

く意識したものになっている傾向に触れ、「法律専門家ではない一般の市民」に向けた

実践をその理念に置きつつも、内実は「早期の法学教育」と言っても過言ではない状況

になりつつあるのではないか、という考察を行った。 

第三の区分、すなわち実践の場が学校教育システムに限定される傾向がある点に関し

ては、とりわけ第一章で挙げた社会的排除状態への着眼点を議論の出発点に置き、現状

の〈法教育〉の大半が学校教育システムの中で展開されているということが持つ問題点

を指摘した。すなわち、〈法教育〉実践を享受するためにはその時点ですでに学校教育

システムに包摂されているということを暗黙裡に要求されており、不登校やひきこもり、

いじめなどにより学校教育システムの外に行かざるを得ない子ども達への視点が欠如

している点を、問題点として指摘した。同時に、〈法教育〉実践による副次的効果、す

なわち実践を通して〈法〉に対する認識を柔らかくする効果があると仮定するならば、

〈法教育〉実践は子ども期に限定される取り組みではないはずであり、今後は広く一般

に向けた発信も必要となってくるであろうことを指摘した。 

第四章においては、法システムや教育システムなど、システム自体が構造上持ってし

まう排除性というジレンマに焦点を当てた。特に、システムへの接近には「意欲」が必

要不可欠となってくるわけであるが、それは個人の努力によりなんとかなる場合だけが

全てではなく、「意欲」を持てるか否かということそれ自体に対しても、ある種の不平

等状態が存在していることを指摘した。このことは、U.ベックが言うところの「個人化」

の論点にも通じており、個人の選択を左右するファクター、すなわちジェンダーや階層、

年代などに加えて‘意欲格差’も、隠された格差要因として存在しているということを

指摘した。 

第三章及び第四章による一連の考察を通して、従来の法教育実践は、社会参加型の実

践を理念に置きつつも、既存の実践を見る限りシステムの排除性への自覚を欠いている

ように思われる側面が存在している点、またルールを所与の前提として遵守すべきもの

とする認識を暗黙のうちに持っているような事例も存在している点を考慮に入れると、

これまで日本で行われてきた法教育実践は、その理念は別として、現実にはある種のエ

リート教育化していると捉えざるを得ず、社会的包摂という観点においては現実社会の

リアリティに応答しきれていない部分があると分析した。 

 

○アクセス阻害要因の探究 （第Ⅲ部：システム・信頼・属人性） 

第Ⅱ部までの考察を踏まえた上で、第五章においてはとりわけ法システムへのアクセ

ス阻害要因について理論的に探究した。そこでは、システムが必ず突き当たる限界点、
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すなわちシステムはシステムとして存在しているだけでは作動せず、システム自体に対

する信頼と、属人的な信頼の両面が、アクセスを阻害する心理的要因を除去するには必

要不可欠であると主張した。そして、属人的な信頼を獲得するための前提として必要と

されるのは、自分自身に対する肯定的アイデンティティ形成であるとして、‘自己肯定

感’が果たしている機能について考察してきた。具体的には、ルーマン、ギデンズ、山

岸らによる信頼概念の区別を敷衍するとともに、他者一般に対する信頼はどのように醸

成され、機会コストを高めるための移動を容易にする高信頼者、すなわち他者一般に対

する信頼が高い状態となることのできる背景にはどのような要素が存在しているのか

を探究してきた。考察の手がかりとして、同じような苦境を経験したもの同士によるセ

ルフケアグループにおける様子を観察してきた。これら一連の理論的検討の結果として、

属人的（パーソナル）な信頼を涵養するためには、まず自分自身に対する肯定的アイデ

ンティティ形成が必要不可欠であること、身近な他者との親密圏における信頼醸成が要

請されること、そして属人的（パーソナルな）信頼がシステム信頼へと結びつくときに

は、身近な他者を通じたロールモデルの提示や人生の見通しを得られること、市民とし

ての真っ当な役割を取得することといった要素が重要であることが明らかになった。 

第六章においては、本稿における仮説について実証的な場面における考察を行った。

すなわち、第一の事例として、システムへのアクセス阻害要因としての心理的障壁を緩

和するための取り組みとして、教育システム外における法教育実践を分析した。その分

析からは、実践者の媒介機能として、第三の大人（ロールモデルの提示）としての登場

や、法認識の柔軟的捉え方を涵養することによる社会資源の 1 つとしての法活用の促進

機能が、法教育実践に付与され得る新たな機能として示された。第二の事例として、刑

務所経験者の社会復帰を、司法と福祉の連携により実践している NPO 法人の取り組み

を分析した。そこでは、法システムが内包する問題点、すなわち法が持つ権威性に由来

する当事者の忌避意識を緩和し、システム活用に結びつけている要素が、福祉専門職（社

会福祉士）や法律専門職（弁護士）らによる「誠実で熱心な対応」という個人の属性に

由来する側面であるというリアリティが観察された。さらに、法人内にあるサロン（利

用者が自由に集える場）の機能として、過去の過ちを‘スティグマ’としてではなく自

分自身に対する‘ラベルの貼り直し’をできる場（Braithwaite が言うところの再統合

的恥付け理論）として機能している様子が観察された。これら一連の事例考察により、

本稿の仮説である〈疎外メカニズム〉と〈包摂メカニズム〉をつなぐ役割を果たすもの

として属人的（パーソナル）な要素が位置づけられるという仮説は肯定的に支持された。 

 

○システム作動の二要素 

第五章における理論的検証、そして第六章における実証的検証をとおして、システム

を構築し実際に作動させる際に必要となる観点として「構造的観点」と「心理的観点」

の 2 つの観点が存在していることが明らかになった。 



 

172 

 

すなわち、「構造的観点」から捉えたとき、システム融合を可能にする第一の論点と

しては、〈多職種連携の有用性〉が特徴点の 1 つとして抽出できた。具体的に司法ソー

シャルワークを展開する NPO 法人では、社会福祉士と弁護士という、司法分野と福祉

分野のそれぞれの専門家がその専門性を活かしながら活動している様子が観察されて

おり、連携の過程においてそれまで専門職間に存在していた縄張り意識のようなものが

緩和され、相互理解が深まると同時に、役割分担がスムーズに行うことが可能となって

いることが観察された。その結果、専門職間に存在している警戒意識や縄張り意識を克

服して、有意義な多職種連携を構築することに成功していた。これは、システム融合を

可能にする論点のうち、システム構築に関わる指摘であると位置づけられよう。つぎに、

「心理的観点」から捉えたとき、システム自体に対するイメージは、そのシステムの内

部にいる人間の属人的要素により左右されているというリアリティの存在を明らかに

した。すなわち、第五章から導き出された仮説として、システムへのアクセスを可能に

しているのはシステム自体に対する「信頼」の有無と、自己に対する「肯定感」の有無

が密接に関連しているという点を指摘したが、具体的事例の検証を通して、その前提と

なるシステムへの信頼感は、システム内部に位置づけられる権威性を持った存在、すな

わち法システムでいうところの法律専門家、教育システムでいうところの教員、医療シ

ステムでいうこところの医師などが属人的（パーソナルな）信頼を当事者に伝えること

ができるとき、心理的要因に由来するシステムへのアクセス忌避意識は緩和されること

が示された。 

 

○現代社会における法の応答性 ―時代に求められる弁護士像の変化― 

第七章においては、時代によって変遷してきた求められる弁護士像について概観して

きた。また司法アクセスを可能にするものとして、公益弁護活動や司法ソーシャルワー

ク活動について分析してきた。そこからは、システムの整備だけに終始するのではなく

いかにして当事者に法的支援を届けることが可能になるかについての試行錯誤が行わ

れており、アウトリーチの重要性が増している実態が明らかになった。第七章で触れた

一連の取り組みは、これからの法律専門家に求められる役割を示しているとともに、ア

クセス阻害要因を探究することによりシステム作動要因を見いだそうとする本稿の問

題意識との共通点も見いだす事ができた。 

 

○まとめ ―残された課題― 

本稿においては一貫して、現代社会における〈法〉の役割と、〈法〉の応答性につい

て考察してきた。一連の考察を通して得られた結論をまとめるならば、今日の日本社会

においては法システムを作動させる際に暗黙の前提として能動的な要素が要求されて

いる点が存在しており、能動的・主体的な要求を通して権利主張や承認を得ることがで

きる側面がある一方で、そうした能動的な要求を成し得ることができない人々は、法シ
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ステムへの接近やその作動から遠ざかってしまうという、構造的ジレンマを内包してい

ることが明らかになった。 

このような構造的ジレンマを克服する方策として、考えられる点は二点ある。 

1 つは、法システムを利用する側自身が法的素養を身につけて積極的な関与を推進さ

せる方策である。これは、法的知識の啓蒙に重点を置く〈狭義の〉法教育実践と合致す

る。とはいえ、本稿で見てきたように、誰もが皆法的知識を啓蒙したり法的情報を提供

したりさえしていれば、自動的にそれらを取捨選択して活用するということは、事実上

あり得ない。社会的居場所を、物理的にも精神的にも喪失している人々にとっては非常

に困難な活動であろうし、ある程度の居場所を確保している人々にとっても一定のハー

ドルを感じるものであろう。 

したがって、2 つ目の方策としては、構造的ジレンマを克服するために、心理的側面

に着目する方策が考えられる。換言すると、システム作動の阻害要因である心理的側面

にアプローチすることにより、システムの活用を妨げていた見えない壁、すなわち心理

的ハードルを緩和し、アプローチしやすくするという方策である。重要なのは、心理的

ハードルを下げるためにはシステム内部に組み込まれている人 （々ときに権威性を持ち

忌避意識の対象となり得る人々）自身によるアウトリーチ活動が必要不可欠となる点で

ある。加えて、個人に付随する要素として、システムへの信頼を確保するためには、シ

ステム内部の人間に付随する属人性（パーソナリティ）に由来する信頼感の醸成のほか

に、当事者が自分自身に対して持つ肯定的認識こそが前提として必要とされるという点

である。 

自分自身に対する信頼感（自己肯定感）と、他者及び外部社会に対する信頼感の両面

が揃って初めて、システムへのアクセス障碍の 1 つである心理的要因がクリアされると

いう点が本稿の結論として提示される。 

 

システム作動要因としての属人性（パーソナリティ）への着目は、システム作動のイ

ンプリケーションとなっているリアリティの存在を明らかにすると同時に、制度設計を

構築する上でも有意義性を持っていると思われる。また、本稿で検証した先駆的取り組

みにおいては、すでに現場レベルにおいて各システム間の融合が、ときに現場の職員の

無意識レベルで行われていることが明らかになった。こうした先駆的事例の分析からは、

現場の職員、専門家らの協働による当事者への関わり合いが、システム自体がその性質

上内容してしまう権威性の打破へと繋がり得る可能性を示唆している。 

 

しかしながら、システム作動に不可欠である構造的要因と心理的要因の両面に共通す

る〈属人性〉が内包する問題点としては、まさに〈属人的魅力〉に由来するシステム作

動のインプリケーションであるがゆえに、キーパーソン依存型に陥る傾向が強く、事例

調査をする過程においてもキーパーソンの不在（転勤や異動、あるいは過度の期待によ
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る疲弊の蓄積など）により取り組み自体が縮小あるいは消滅してしまう事例も存在した。 

すなわち、本稿の問題意識に基づき考察を進める中で、法システムの作動要因として

は現場に関わる人間による属人性（パーソナリティ）が重要なファクターであることが

明らかにされたが、一方で、上記属人性（パーソナリティ）が内包する諸課題を考慮し

たとき、システムの安定性に欠け継続性に乏しい側面もまた明らかになった。 

いかにしてこの属人性と一般性の相克を乗り越えるのか。1 つの解決方法として、自

発的支援者を政府が側面支援するという二重の支援構造など、この難問に応答し得る萌

芽はすでに存在しているものの、この克服課題をさらに実証的に検討することが今後の

課題である。 
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