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要旨：
2011 年には日本の高齢化率が 23.3％に達し、平均寿命が 80 歳を超え、
「人生 85 年時代」
を迎えた．このため、高齢者にとっておよそ 20 年間の「第 2 の現役期」を如何に過ごすか
が大きな課題である．本研究は、1951 年～ 2009 年の『厚生労働白書』などから、高齢者の
社会参加の制度・政策の変遷を明らかにすることと、高齢者の社会参加に関する先行研究の
レビューをつうじて、社会参加の定義、内容、調査地域、調査対象者、調査方法及びその規
定要因を明確にすることを目的とした．制度・政策の方向性は、高齢者の孤独の解消、元気
な高齢者の社会貢献、さらに介護予防と変化した．また社会参加に関する先行研究レビュー
より、高齢者の社会参加の定義は広義と狭義、両方の捉え方があり、内容は仕事、個人的活
動、社会的活動と学習的活動の 4 側面の枠組みにより検討されており、また、多くの先行研
究は都市部の在宅高齢者に対して量的調査により実施されていたことが明らかになった．さ
らに、先行研究に用いられていた社会参加の規定要因は基本属性、身体状況、経済状況、心
理状況、地域環境、社会環境という 6 つの側面に分類することを指摘した．以上の検討の結
論として、高齢者の社会参加に関する研究の不十分さ・難しさは、社会参加の定義・内容の
統一性の無さ、調査地域の限定性、対象者の一般化困難性、調査方法の一偏性、規定要因の
不足性があることが明らかになった．また、その背景の 1 つとして、制度・政策において、
社会参加の定義、内容、対象者が明確に規定されていないことを指摘した．
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本文：
はじめに
日本の高齢化率は、1970 年に 7％を越え、1994 年には 14％に達し、さらに、2007 年には
21％を越え、先進諸国の中でも例を見ないほど、急速に進行している．2011 年には日本の
高齢化率が 23.3％に達し（内閣府 2012：2）
、2012 年の日本人の平均寿命は、男性が 79.44 歳、
女性が 85.90 歳、男女平均寿命では 82.67 歳であり（WHO：2012）
、
「人生 85 年時代」
（厚生
労働省 2008：135）が到来しつつある．65 歳時の平均余命は、男性が 14.44 年、女性が
20.90 年となっている．このような長い期間を単に「余生」として過ごすのではなく、いわ
ば「第 2 の現役期」
（厚生労働省 2003：37）として生きがいをもって積極的に社会参加をし
ていくことが必要である．これまでの高齢者に対する制度・政策の中では高齢者の社会参加
について触れたものが散見されるが、これらの制度・政策がどのように変化してきたのか、
この点については整理されていない．片桐（2012）は、
「社会参加の定義・範囲・分類」と「社
会参加活動の促進・阻害要因」の 2 つの側面から、これまで行われてきた社会参加活動研究
をレビューした．しかし、高齢者の社会参加の制度・政策については、触れられておらず、
また、高齢者の社会参加の定義・内容・規定要因に関する検討では、検討対象としている先
行研究が限定的である．
本研究では、次の 2 点は目的とする．第 1 に、1951 年～ 2009 年の『厚生労働白書』など
から高齢者の社会参加についての制度・政策を概観し、高齢者の社会参加の制度・政策の方
向性の変遷を明らかにすることであり、第 2 に、高齢者の社会参加に関する先行研究をレ
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ビューし、研究における高齢者の社会参加の定義、内容、規定要因と課題を明確にすること
である．

Ⅰ

高齢者の社会参加に関する制度 ･ 政策の変遷

1．年代別における高齢者の社会参加の制度・政策
まず、
『厚生労働白書』を中心に、1950 年代から現代までの高齢者の社会参加の制度・政
策を時系列的に検討する．この期間を 1．1950 年代～ 1980 年代前半、2．1980 年代後半～
1990 年代、3．2000 年以降の 3 つの時期に分けて検討する．
1）1950 年代～ 1980 年代前半
1963 年に世界で初めて老人福祉単独法として「老人福祉法」が制定された．この法律の
第 3 条は老人自身が「知識と経験を活用して、
社会的活動に参加するように努める」ことと、
「老人は適当な仕事に従事する機会その他社会的活動に参加する機会を与えられる」
（
「老人
福祉法」
）ことが規定された．この法律は、高齢者に対し、社会的活動に参加することと、
社会一般に対し、高齢者の社会的活動のために必要な基盤整備を求めている．また、1976
年に「在宅老人福祉対策事業」が発足した．これ以前は、緊急な援護を必要とする低所得者
層を対象とした施設福祉の対策が中心であったが、この事業の理念では、住み慣れた家庭や
地域において老人を対象とした在宅福祉に転換することになった．
この事業でも高齢者が「自
由時間を充実して活用できるような環境を整備することは今後ますます必要となろう」（関
西人間学会 2012：95）と指摘されている．さらに、1980 年の「老人の社会参加を促進する
ための対策」の制定により、高齢者の社会参加という用語が使い始められた．この対策にお
いて、高齢者の社会参加の内容は、老人の就労斡旋事業、生きがいと創造の事業、老人クラ
ブ活動への助成事業と老人のための明るい町推進事業の 4 つからなる．
老人クラブの動きでは、1950 年に老人クラブが結成され始め、1966 年には各都道府県ご
とに老人クラブ連合会が結成され、全国組織として立ち上がり、翌年全国老人クラブ連合会
は財団法人として許可された．また、
「既存の老人クラブ活動の質的な充実」のため、1978
年より「老人クラブ地域活動促進特別事業」が実施された．
高齢者の就労では、1968 年には高齢者無料職業紹介事業の運営費が国庫から補助され始
めた．1971 年には「中高年齢者雇用促進法」が制定され、
「中高年齢者（45 歳以上の者）の
適職として選定された職種」において、事業主に対して、
「一定割合以上の中高年齢者を雇
い入れるよう努力義務」
（宮本 2009：112）が導入された．また、1976 年の「中高年齢者雇
用促進法」の改正により、
「55 歳以上を対象とした高年齢者雇用率制度へと引き継がれ、企
業全体における 55 歳以上の高年齢者の比率を 6% 以上にすることが事業主の努力義務」（厚
生労働省 2006：73）と規定された．さらに、1978 年には高齢者無料職業紹介所に高齢者能
力活用推進協議会が設置され、
「高齢者に適した短期的な仕事の開発等を行い、より一層効
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果的な高齢者の就労斡旋を行う」
（厚生省 1978：386）こととなった．
その後、1979 年に「生きがいと創造の事業」が実施された．この事業の目的は、
「60 歳以
上の人々を対象に、彼らがその経験と知識を活用し、その希望や能力に応じた生産または創
造的活動に参加することによって、老年期の生きがいを高め、その生活を健康で豊かなもの
にすること」である（村山 1980：81-90）
．
当時の国際的な動きは、1982 年ウィーンで「高齢者問題世界会議」が開催され、
「高齢者
問題行動計画」が採択された．この計画は高齢者に対して学習機会を用意するとともに社会
参加の道を開くことを強調している．
1950 年代～ 1980 年前半は、高齢者の社会参加の開始期といえる．高齢者の社会参加は老
人福祉法により規定され、在宅高齢者福祉の 1 つの柱となっている．社会参加の動きは、老
人クラブ活動が始まり、就労支援が国庫から補助され、法律も定められた．学習活動として
の生きがい事業が始まった．
2）1980 年代後半～ 1990 年代
1986 年、内閣は「長寿社会対策大綱」を閣議決定した．この大綱は雇用・所得保障シス
テム、健康・福祉システム、学習・社会参加システムと住宅・生活環境システムという４つ
のシステムから構成された．このうち学習・社会参加システムは「高齢者の社会参加の機会
を確保し、生きがいを高めるとともに、地域連帯や社会の活力を高める参加型社会の形成」
を目指している．
1988 年の「長寿・福祉社会を実現するための施策の基本的考え方と目標について」
（いわ
ゆる「福祉ビジョン」
）と、1989 年の「高齢者の生きがいと健康づくり推進事業」により、
高齢者の位置づけあるいは高齢者像が見直された．即ち、高齢者は従来の「保護や援助の対
象」から、社会参加の「主体」へと変化したものである．
1995 年、「高齢社会対策基本法」の制定により、1996 年「高齢社会対策大綱」が導入され
た．この大綱の内容の１つである「学習及び社会参加」は、生涯学習社会の形成、社会参加
活動の促進を図るものであった．また、
この大綱の基本姿勢については 5 点が示されている．
即ち、①「旧来の画一的な高齢者像を前提しない」
、②「予防・準備を重視する」
、③「地域
社会の機能を活性化する」
、④「男女共同参画の視点に立つ」
、⑤「IT 及び先端医療技術の
活用」である．1997 年「心豊かで活力ある長寿社会づくりに関する懇談会」の報告により、
高齢者が「第 2 の現役世代」と位置づけられた．
1999 年の「ゴールドプラン 21」
（厚生労働省 2001：293）では、
「老人＝弱者イメージ」
を打破し、社会参加できるように支援し、
「活力ある高齢者像」を社会全体で構築していく
ことが指摘されている．
高齢者の就労に関しては、1971 年の「中高年齢者雇用促進法」が 1986 年の「高年齢者等
の雇用の安定等に関する法律」に改称され、
「事業主が定年を定める場合には 60 歳以上とす

─ 132 ─

高齢者の社会参加に関する文献レビュー

ることを努力義務」とすることなど、
「高年齢者の安定した雇用の確保の促進を図る」
（宮本
2009：112）ための措置が講じられた．
この時期における国際的な動きとしては、1992 年に高齢者の「自立」
「参加」
「ケア」「自
己実現」
「尊厳」の 5 原則が「高齢者のための国連原則」
（厚生省 1999：173-174）として定
められた．
1980 年代後半～ 1990 年代は、高齢者の社会参加の発展期といえる．たくさんの高齢者に
関する制度・政策が導入され、その中で社会参加が強調された．一方、高齢者像あるいは高
齢者の社会的な位置づけは弱者から活力ある者へ変化してきた．当時の高齢者の社会参加の
活動の動きは、就労に関する法律の改定が行われたが、老人クラブでは大きな動きがなかっ
た．
3）2000 年以降
2000 年の介護保険制度の実施とともに、厚生省は「介護予防・生活支援事業」を創設した．
この事業の内容の 1 つとして「介護予防・生きがい活動支援事業」は、
「高齢者の生きがい
と社会参加を促進するとともに、家に閉じこもりがちな高齢者、要介護状態になる恐れのあ
る高齢者等に対し、通所等により各種サービスを提供することにより、社会的孤立感の解消、
自立生活の助長及び要介護状態になることの予防を図る」ことを目的としている．また、
2005 年の介護保険制度の見直しにより、介護保険制度を「予防重視型のシステム」へと転
換した．
2007 年 12 月 14 日～ 2008 年 4 月 30 日にかけて、
厚生労働大臣は 7 回の「人生 85 年ビジョ
ン懇談会」を開催し、2008 年 5 月に「
『人生 85 年時代』に向けたリ ･ デザイン」報告書を
公開した．この報告書は、充実した人生のための基礎づくり、生き方・働き方の再設計、地
域社会における共助や交流、人生設計のリ・デザインのための提言という、4 つの章から構
成されている．この中には、生涯にわたる学習・能力開発、文化を楽しむことの提唱、いく
つになっても働ける社会づくり、地域社会における人のつながりの再生等の内容を描いてい
る．
2000 年以降は、
高齢者の社会参加の転換期といえる．介護保険制度の実施と見直しにより、
社会参加は介護予防システムの一部として含まれているため、社会参加は新たな介護予防の
役割を果たしていくことが求められている．

2．高齢者の社会参加の制度・政策における各側面
1）高齢者の社会参加の全体的な動き
1982 年に国連において「高齢者問題世界会議」が開催され、高齢者の社会参加の展開の
必要性が強調され、1992 年には「参加」を含む 5 つの「高齢者のための国連原則」が定め
られた．これにより、高齢者にとって社会参加が重要な課題であると世界で認識された．
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日本においては、1963 年の「老人福祉法」により、高齢者の社会参加が法的に規定された．
1980 年には初めて社会参加の用語を使用して「老人の社会参加を促進するための対策」が
制定され、それ以降、社会参加の用語を用いて作られる制度・政策が増加している．1976
年の「在宅老人福祉対策事業」は、
「長年慣れ親しんできた家庭や地域において、老人のニー
ズに応じた各種のサービスがなされること」
、また、
「社会的役割感を喪失しがちな老人が、
その自由時間を充実して活用できるような環境を整備することが必要であること」
（関西人
間学会 2012：95）が指摘された . その後、1989 年の「ゴールドプラン」
、1994 年の「新ゴー
ルドプラン」、1996 年の「高齢社会対策大綱」
、2000 年の「介護予防・生活支援事業」等の
制度・政策において、高齢者の社会参加が強調されている．
以上のように世界と日本における高齢者の社会参加の動きを概観すると、高齢者の社会参
加は法的に規定された．また、白澤らが「在宅福祉対策は、ねたきり老人とひとり暮らし老
人とを合わせた援護を要する老人のための対策と、従来その他の対策とされていた、老人の
社会参加を促進するための対策とに 2 分されるようになった」
（白澤ら 1981：22-44）と指摘
したとおり、高齢者の社会参加の制度・政策は在宅老人福祉対策事業の重要な 1 つの柱と位
置づけられた．
2）高齢者の社会参加の役割
前文においては、高齢者の社会参加の制度・政策の変遷を 1950 年代～ 1980 年代前半、
1980 年代後半～ 1990 年代、2000 年以降という 3 つの段階に分けて検討した．ここでは、こ
の 3 つの段階における高齢者の社会参加はどのような役割を果たしているのかを明確にす
る．
1950 年代～ 1980 年代前半の高齢者の社会参加の内容は、主に老人クラブでの活動と就労
であった．この段階において、高齢者が社会参加することは社会的孤独の解消や健康で豊か
な生活を目指すものであった .
樋口は 1990 年代の高齢者の社会参加は、
「健康な高齢者が要援護高齢者を支える社会シス
テム」（樋口 2004：67）の構築を目指していると指摘している . しかし、筆者は 1980 年代後
半～ 1990 年代を 1 つの区分としており、樋口の分け方とは異なっている . これは、1986 年
の「長寿社会対策大綱」において、
「地域の連帯や社会の活力が高められる参加型社会の形成」
があげられており、また、1988 年の「長寿・福祉社会を実現するための施策の基本的考え
方と目標について」
（いわゆる「福祉ビジョン」
）では、高齢者を「保護や援助の対象」では
なく「社会に貢献できる一員」としてとらえており、1980 年代の後半において、高齢者の
社会参加の 1 つの形として、元気な高齢者が社会に貢献することを求めているためである．
2000 年以降、介護予防事業の実施により、高齢者の社会参加は介護予防の役割を担って
いることを目指している．
上述のように、1950 年代から現代まで高齢者の社会参加の役割は 3 つの段階に分類する
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ことが可能である．即ち、1950 年代から 1980 年代前半における高齢者の孤独・不安を解消
する社会参加であり、1980 年代後半から 1990 年代における元気な高齢者が社会に貢献する
社会参加であり、2000 年以降介護予防としての社会参加である．
3）高齢者の就労と老人クラブの動向
高齢者の社会参加の 1 つの側面として、就労という観点からみると、大きな特徴では、
1986 年に「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」が成立し、高齢者の就労が法律にお
いて保障されたことである．高齢者の就労を促進する制度・政策は、定年の年齢を引き上げ
ている．つまり、その年齢は 1971 年の 45 歳から、1976 年の 55 歳、1986 年の 60 歳、1994
年の 65 歳、2007 年の 70 歳に引き上げられている．2001 には「年齢にかかわりなく働ける
社会に関する有識者会議」が開催され、高齢者が年齢にかかわりなく働ける社会を実現する
ことと目指しているものの、
「企業が積極的に高齢労働者の活動を考えているとは言い難い」
（片桐 2012：17）現状がある．
高齢者の社会参加のもう 1 つの側面である老人クラブ活動は、1950 年に老人クラブが誕
生し、1962 年に全国老人クラブ連合会、1966 年各都道府県に老人クラブ連合会が設置され、
1967 年には財団法人として許可された．全国老人クラブ連合会の統計データにより、老人
クラブ数や会員数は 1998 年を境に減少傾向であり、新規会員の加入率も 1980 年頃を境に減
少傾向である．また、会員の高齢化が進んでいる .
以上、高齢者の就労と老人クラブの動向を見ると、就労は老後生活を維持するための重要
な手段であり、生きがいを得る手段でもある．しかし、企業が高齢者を積極的に雇用できる
ような環境整備が十分にされていない．老人クラブは、以前は高齢者の社会参加に対して重
要な役割を果たしてきたが、
現在は会員の高齢化や新入会員の減少等の問題があることから、
老人クラブに新しいメンバーの加入を促す仕組みが必要である．

Ⅱ

高齢者の社会参加の定義と内容

1. 高齢者の社会参加の定義
高齢者の社会参加の定義は多様に定義されており、統一されていない . それらの違いは、
社会参加の範囲を広く取っているか、あるいは狭く取っているか . 即ち、定義における社会
参加の範囲の広狭の違いである . このため、本研究では、社会参加の範囲の広狭により（広
義の定義、狭義の定義）
、いくつの先行研究における社会参加の定義を概観する .
1）広義の定義
『現代社会福祉事典』において、社会活動を「個人の行動のうち、家庭内部の私的領域で
行われる私的活動に対して、職場・地域社会その他の社会諸領域で行われ、社会に対して何
らかの影響を与える活動」
（仲村ら 1992：223）としている．
『現代エイジング辞典』では、
社会的活動を「地域社会を基盤とするインフォーマルな関係のもと、同一の目的に対して集
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まった人々の自発的な活動一般をさす場合が多い」
（浜口晴彦編集代表 1996：190）と指摘
している．
小笠は、社会参加を「老後の生きがいを自ら求め、得るための社会的諸活動への参加や社
会的・人間的諸関係を維持、拡大することである」
（小笠 1979：26）と述べている．白澤らは、
社会参加を「現象的に見れば、人間がさまざまな社会制度・組織・集団と相互反響作用して
いる状態である…（後略）
」
（白澤ら 1981：41）と述べている．西下は、
社会参加について「個
人が主体的・自発的な動機づけに基づいて、団体・組織や社会関係の網に継続的に参加する
ことである」（西下 1999：1505）と述べている．
玉腰ら、橋本ら、佐藤ら、岡本ら、金らは高齢者の社会参加を「社会と接触する活動、家
庭以外での対人活動」と規定し、仕事、社会的活動、学習的活動、個人的活動の 4 側面から
捉えている（玉腰ら 1995：889、橋本ら 1997：761、佐藤ら 2000：82、岡本ら 2003：4、金
ら 2004：323）．
上述のように、高齢者の社会参加の広義の捉え方は多様である．社会参加の場に着目する
のか、インフォーマルな社会関係に着目するのか、社会参加の効果に着目するのか、研究者
ごとにそれぞれの捉え方が異なっている．
2）狭義の定義
奥山は、社会参加（社会参加活動）を「インフォーマルな部門において、家族生活をこえ
た地域社会を基盤にして、同一の目的を有する人々が自主的に参加し、集団で行っている活
動」（奥山 1986：67）と定義している．
松岡の社会参加の捉え方については、
「①集団（組織）活動に限定し、仲間で行う活動が
含まない、②職業労働を除外したが、
『生きがいとしての就業』を含め、③地域奉仕活動に
限定しない」（松岡 1992：17）と指摘している．
岡本は、社会参加を「家族や親族を超えた他者との対人活動、団体や組織に参加して行う
活動、地域における活動の場への参加といった、高齢者が空いた時間を活用して自主的に行
う活動の総体」
（岡本 2005：5）と捉えている．
菅原らは、社会参加を「有職の仕事以外で、自ら積極的に参加している何らかの社会集団
への参加であり、個人で行うボランティア活動や趣味活動は除いた」
（菅原ら 2007：393）
と述べている．
以上高齢者の社会参加の狭義の定義を検討したが、研究者ごとに定義の捉え方が異なって
いる．

2. 高齢者の社会参加の内容
高齢者の社会参加の定義により、具体的な社会参加の内容も異なっている．玉腰らは、21
項目の社会参加活動を仕事、社会参加・奉仕活動、学習活動、個人的活動の 4 つの側面に分
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類している（玉腰ら 1995:889）
．橋本らは、社会参加活動の項目（
「社会活動性指標」と呼ぶ）
は玉腰らの内容ほぼ同じであるが、社会参加の側面を「社会参加・奉仕活動」から「社会的
活動」に変え、各活動の名称を簡潔にしている．橋本らの社会活動の項目は、仕事の側面は
1 項目（仕事）
、社会的活動の側面は 6 項目（①地域行事、②町内会活動、③老人会活動、
④趣味の会の活動、⑤奉仕活動、⑥特技などの伝承活動）
、学習的活動の側面は 4 項目（①
老人学級、②カルチャ－センター、③市民講座、④シルバー人材センター）
、個人的活動の
側面は 10 項目（①近所づきあい、②近所での買い物、③デパート、④近くの友人訪問、⑤
遠くの友人訪問、⑥国内旅行、⑦海外旅行、⑧お寺参り、⑨スポーツ、⑩レクリエーション）、
としている（橋本ら 1997：761）
．金らは、橋本らの「社会活動性指標」に基づいて、社会
的活動の側面の「趣味の会の活動」を除外し、
代わりに「宗教関係の活動」と「消費者団体・
自然環境保護などの活動」を加えた．個人的活動の側面については、
「お寺参り」の代わり
に「同居家族以外の人との会食」を加え、新たな 22 項目から構成する社会活動性指標を提
示している（金ら 2004：323）
．岡本らは「レクリエーション」という用語は回答者が理解
しにくいため、
「個人的な娯楽や遊び」に変更している（岡本ら 2006：505）
．
以上社会参加の内容の検討に基づいて、多くの研究者は仕事、個人的活動、社会的活動、
学習的活動の 4 つの側面という枠組みにより、
高齢者の社会参加を検討している．ところが、
先行研究によって社会参加の内容は完璧に 4 つの側面に分類しているが、参加者ごとに活動
の意義が違う可能性があり、いずれの側面に属するかを検討することが必要である .

Ⅲ

高齢者の社会参加に関する研究枠組み

高齢者の社会参加に関する先行研究を調査地域、調査対象者、調査方法、規定要因（用い
られた説明変数）の 4 側面から整理し、各側面の課題を明らかにする．

1. 調査地域について
松岡（1992）
、井戸 (1997) ら、佐藤（2000）ら、佐藤（2001）ら、青木 (2004)、岡本（2004）、
高間 (2004) ら、岡本（2006a）ら、岡本（2006b）ら、塩野 (2009)、岡本（2007）
、などの研
究は都市部に在住している高齢者を対象として調査を実施している . また、岡本 (2003) らは、
宮城県非都市部の在宅高齢者に対して調査を行っている . さらに、玉腰 (1995) ら、橋本 (1997)
ら、奥山 (1986) は農村地域と都市地域在宅高齢者の社会参加の比較調査、高橋 (2000) は千葉
市とアメリカ・テキサス州ガルベストン両国の比較調査、金 (2004) らが鳩山町本村とニュー
タウンの町民の比較調査を行っている .
調査の実施地域については、多くの調査は都市部の在宅高齢者を対象として行ったこと、
農村地域と都市地域、同じ地域の元の町民・ニュータウン町民では社会参加の実態が異なっ
ていることが明らかになった．
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2. 調査対象者について
玉腰 (1995) ら、
橋本 (1997) ら、
井戸 (1997) ら、
佐藤（2000）ら、
佐藤（2001）ら、
岡本（2003）
ら、高間 (2004) ら、岡本（2006a）ら、岡本（2006b）ら、などの研究は 65 歳以上の高齢者
に対して調査を実施した．松岡 (1992)、青木 (2004)、金（2007）などの研究は 60 歳以上の高
齢者に対して調査を行った . また、金（2004）らは 55 － 79 歳の中高齢に対して調査を実施
した . 岡本 (2004) は在宅高齢女性を対象として調査を実施した .
調査対象者のレビューの結果を踏まえ、多くの研究対象者は在宅高齢者を調査対象として
いる．年齢を見ると、65 歳以上の者に対する研究が多い．性別を見ると、都市部在宅高齢
女性の活動実態が明確になった．

3. 調査方法について
松岡 (1992)、玉腰 (1995) ら、橋本 (1997) ら、井戸 (1997) ら、佐藤（2000）ら、佐藤（2001）
ら、岡本（2003）ら、青木 (2004)、金 (2004) ら、岡本（2004）
、高間 (2004) ら、岡本（2006a）
ら、岡本（2006b）ら、
金（2007）等の研究は地域に在住している高齢者に対し量的調査によっ
て実施されている . 奥山 (1986) は活動団体の事例調査を行い、高橋 (2000) は活動団体の参加
者にアンケートとインタビューにより調査を実施した . 塩野 (2009) は講座の参加者から演習
レポートを書いてもらい、このレポートを基づいて分析した . 岡本 (2007) は独居・要介護在
宅日本人 13 人と在日韓国人に向けディサービスの利用者在日韓国人 1 人に対してインタ
ビューを行っている .
こうした高齢者の社会参加の研究は量的調査を用いて実施した研究が蓄積されているが、
質的研究が極めて少ないであることを明らかにした .

4. 規定要因について
松岡 (1992)、玉腰 (1995) ら、橋本 (1997) ら、井戸 (1997) ら、佐藤（2000）ら、佐藤（2001）
ら、岡本（2003）ら、金（2004）ら、岡本（2006a）ら、岡本（2006b）ら、金（2007）等
の量的研究に用いられた 47 の説明変数を表 1 にまとめた . この 47 の説明変数は、基本属性、
身体状況、経済状況、心理状況、地域環境、社会環境という 6 つの側面に再分類化すること
ができた．ところが、地域環境、社会環境は高齢者の社会参加との関連性について充分に検
討されていない . これは、地域環境の側面については、地域愛着度、地域共生意識等と高齢
者の社会参加との関連性についての検討があまり見当たらなく、また、社会環境の側面につ
いては、社会的なネットワーク、当事者今までの社会経験等と社会参加との関連性の検討が
不十分なためである．
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Ⅳ

考察

以上のように、高齢者の社会参加の研究の不十分さ・難しさとしては、①定義・内容の統
一性の無さ、②調査地域の限定性、③対象者一般化困難性、④調査方法の一偏性、⑤社会参
加規定要因の不足性、5 の要素がある（図 1）
．
まず、定義・内容の統一性の無さは研究の不十分さ・難しさをもたらしている．第 1 に、
高齢者の社会参加の定義が厳密に統一されていなく、研究者ごとにばらばら捉えている．社
会参加の定義を捉えるに当たっては、①集団的活動に加えて個人的活動も含めるかどうか、
②仕事を含めるかどうか、③社会的な貢献を伴う活動に限定するかどうか、という論点があ
る（松岡 1992：17）
．また、各研究ではそれぞれの定義を用いる根拠が明確にされていない．
さらに、研究対象者である高齢者の多様性に伴い、社会参加の定義が多様になっている．第
2 に、社会活動性指標を現在の状況をあわせて改変する必要がある．たびたび引用されてい
る指標として、橋本らの指標を例示することができるが、この指標内容は古い．時代の変化
とともに、高齢者サロン活動やネットワーク学習活動などのような新しい活動内容がどんど
ん出現しているため、指標をもう一度見直す必要がある．第 3 に、これまでの社会参加のプ
ロセスを踏まえ、高齢者自身がその社会参加に対する意義を判断する必要がある．先行研究
では上述とおり、高齢者の社会参加内容は、研究者によって４つの側面に分類されてきたが、
参加者本人はこの活動の意義をどのように考えているのか、どのような効果をもたらしてい
るのか、という本人の意思を明確にする必要がある．
調査地域の限定性は、多くの先行研究においては、調査対象地が都市部に限定されている

定義・内容統
一性の無さ

規定要因
調査地域

の不足性

高齢者の社会参

の限定性

加の研究の不十
分さ・難しさ

対象者の一

調査方法

般化困難性

の一偏性

図１

高齢者の社会参加の研究の難しさ
出典：筆者作成
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表1
項目 変数

玉腰
松岡
1995
1992
ら

社会参加の規定要因

橋本
1997
ら

井戸
1997
ら

佐藤
2000
ら

佐藤
2001
ら

岡本
2003
ら

金
2004
ら

岡本 岡本
岡本
金
2006a 2006b
2004
2007
ら
ら

性別

○

○

○

○

○

○

○

○

女性

○

○

○

年齢

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

婚姻の状況
配偶者の有無

○
○

子どもの数･連
絡頻度

○

基本属性

家族形態

○

○

○

○

職歴
学歴

○

○

○

○

○

○

○

○

○
○

○

○

○

○

○

○

技術・知識･資格
の有無

○

自由時間･家事
の有無

○

友人・隣人の有
無

○

○

○

○

○

居住年数

○

○

○

○

○

○

○

○

健康度自己評価
医療受診の有無

○

○

○

○

○

○

○

総合的移動能力

○

身体状況

○

飲酒歴･喫煙歴･
食習慣

○

○

○

○

○

慢性疾患の有無

○

○

○

○
○

○

○

○

ＩＡＤＬ

○

不安度

○

体力自己評価

○

○

経済状況

○

主な収入源
暮らし向き

○

○

ADL

仕事の有無

○

○

外出能力・頻度

活動能力

○

○
○

○

○

○
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○

○
○

○

○

○
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行動の積極性

○

行動失敗不安

○

心理状況

変化や新しさを
伴う活動的志向

○

平穏でのんびり
志向

○

性格傾向

○

生きがいの有無

○

生活満足度

○

主観的幸福感
（PGC）

○

友人・隣人の獲
得希望

○

生活自立度
地域共生意識

○
○

○

地域への態度

○

地域環境

地域の環境の満
足度

○

中年期の地域と
のかかわり
地域差

○
○

○

行政支援の必要
性

○

社会環境

バスや電車利用
時の不自由さ

○

外出の誘い
情報伝達

○

情緒的･手段的
支援の有無
社会的支援の満
足度

○
○

出典：筆者作成
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○

○

○

○

ことである．したがって、農村部、過疎地域、中間山地等の地域についての研究が不十分で
ある．また、地域の文化や特徴は社会参加に影響を及ぼすため、地域ごとに社会参加の実態
を明確にする必要がある．
対象者の一般化困難性は研究対象者である高齢者が多様であり、対象者類型ごとに社会参
加を検討する必要があることを表している．多くの研究は在宅高齢者一般を対象者にしてい
るが、在宅高齢者の中には、様々な類型がある．各類型の特徴が違えば、社会参加の定義や
内容も異なり、調査結果が異なるはずである．在宅高齢者を類型化せずに、得た結果はどの
類型の高齢者の社会参加実態を表れるのかが明確ではない．
調査方法の一偏性は、先行研究においては量的調査が多用されているが、質的調査や質量
混合調査法を採用して、多面的なアプローチを行う必要がある．社会参加には個人差がある
ため、調査対象者を類型化して社会参加のプロセスを明確する必要がある．そのため、質的
調査が必要になっている．また、地域ごと、対象類型ごとに横断・縦断調査が必要である．
こうすることで地域ごと、対象ごとの比較ができ、時間の経過による変化の比較ができる．
社会参加の規定要因不足性は、先行研究には、地域環境と社会環境に関する指標の不足を
表している．社会参加の規定要因は研究ごとにばらばらであり、先行研究間の比較が困難と
なっている．
社会参加に関する研究が不十分・困難な背景の 1 つとして、制度・政策からの影響がある．
制度・政策においては、社会参加の定義、内容あるいは指標、対象者が明確にされていない
ため、研究の不十分さ・難しさをもたらした．定義と内容は各制度・政策の中に、触れてい
ない．制度・政策上で研究者が共有できる定義などが存在せず、その結果、研究がばらばら
になってしまい、制度・政策の改善に寄与できる研究が生まれてこなかったと指摘できる．

おわりに
本研究は、高齢者の社会参加に関する先行研究に含まれる高齢者の社会参加の定義、内容、
調査地域、調査対象者、調査方法、規定要因を整理した．その結果、統一された定義・内容
がないこと、調査地域は都市部に限定されており、限定的であること、調査対象者は在宅高
齢者に限られており、その結果が一般化できないこと、調査方法は量的調査が多用されてお
り、一偏的であること、社会参加の規定要因について、地域環境と社会環境に関する検討が
不足していることを明らかにした．ここから、高齢者の社会参加に関する研究は実施に困難
さが示されていること、また、この研究の実施には困難さが含まれていることを明らかにし、
その背景の 1 つとして、制度・政策において高齢者の社会参加の定義、内容、対象者が明確
になっていないことを指摘した．
本研究は、1951 ～ 2009 年の『厚生労働白書』の資料を中心として整理したものであるが、
他文献をあまり触れることができなかったという限界がある．この点は今後の課題とする．
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A review of the social participation on the elderly
MAO, Haiyan
The rate of aging in Japan reached 23.3% in 2011. The‘Age of 85s’ which means
average life expectancy is over 80 years old is coming. Consequently, there is a major
challenge for the elderly people to live their so called‘second period working duty’
lasting approximately 20 years.
The research is based on reviewing‘Annual Report on Health, Labor and Welfare ’
aim at the policy of social participating of elderly people. The review of previous research
on social participation of the elderly to clarify the definition,

content,

study area,

surveyed people and method of social participation is what research trying to figure out.
Outcome of the review
1.	Institutional measures supporting the elderly by elimination their anxiety and
loneliness is changing to care prevention.
2.	The definition has been discussed both broadly and narrowly including content of
working, individual activity, social activity and study.
3. A lot of researches have been done with the elderly in urban.
4.	Previous research divided the factors of social activities into 6 parts, which were
basic attribute, healthy condition, incomes, mental state, local environment, social
environment.
From the above results, we can see the shortage of current research from a lot of
aspects such as an indefiniteness definition of social participation, limited survey area and
sample, leakage of factors should be considered. The policy should have clarified the
definition, content, and objects of social participation.
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