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社会福祉援助課題としての「社会的孤立」／後藤広史

Ⅰ．はじめに

社会福祉の領域で「つながり」というコンセプトが

注目され始めたのは、2000年に厚生労働省・社会援護

局より提出された、「社会的な援護を要する人々に対す

る社会福祉のあり方検討委員会報告書」においてであっ

た。そこでは、経済環境の急激な変化、家族の縮小、

都市環境の変化、価値観のゆらぎ等によって、人々の「つ

ながり」が脆弱化していることが指摘され、NPOなど

の各種民間団体を通した「つながり」の再構築を目指

すことが、これからの社会福祉に求められる課題であ

るとされた。

この考え方は、2007年に厚生労働省に設置された「こ

れからの地域福祉のあり方に関する研究会」によって

まとめられた報告書「地域における『新たな支え合い』

を求めて―地域住民と行政の協働による新しい福祉」

にも引き継がれている。ここでは特に「地域社会」の

中で「つながり」をどのように構築していくかが、こ

れからの社会福祉の課題であると改めて確認されてい

る。

このように近年、社会福祉の領域において「つながり」

というコンセプトが大きな注目を集めているというこ

とは、翻って考えると、「社会的孤立」という問題が看

過できない量の人々に生じているということに他なら

ない。確かにOECDの調査によれば、わが国は、「人と

の付き合いがほんのわずかしかない」と回答する者の

比率が、OECD諸国の中でも群を抜いて高くなっている

（OECD 2003=2006：94-5）。　

しかしながら、「社会的孤立の問題は政府調査が一部

で行われているものの、国内において研究の蓄積が乏

しく、その政策的対応も大きく立ち遅れている」（斉藤

2006：219）という指摘にもあるように、この領域の研

究は概念や実態報告のみが先行し、理論的な考察が追

い付いていない感がある。それは、「社会的孤立」が「孤

独死」というようなセンセーショナルな形をとって顕

在化するため、そのような考察よりも対応策を考える

ことが先決になってしまうからであろうi。さらに「社

会的孤立」という問題を個人的な選好の問題とみなし、

それを社会的な問題として取り上げること自体を疑問

視する声も少なくないii。

「社会的孤立」という問題を社会福祉の援助課題とし

て適切に位置づけ、それを解決・緩和する方途を考え

ていくにあたっては、それがなぜ近年になって再び生

じiii、どのような理路によって社会福祉の援助課題とし

て位置づけることができるのかという理論的な考察が

求められていると思われる。

本稿は、このような問題意識にもとづき、先行研究

のレビューを通して、「社会的孤立」の定義、要因、生

活への影響、さらにその介入の方途について概観し、

今後、この研究を進めていくうえでの示唆を得ること

を目的とする。

　

　

Ⅱ．社会的孤立の定義

まず「社会的孤立」という言葉の定義について確認

しておきたい。Meeuwesen（2006：37）は「社会的孤立」

の明確な定義は存在しないとしつつも、その概念に共
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通する特徴は「意味のある（meaningful）ソーシャル

ネットワークの欠如した状態」ivであるとしている。こ

の場合の「意味のある」という言葉が含意するところは、

そのネットワークが「個々人のソーシャルニーズの充

足」の寄与にかかわっているということである（ibid：

37）。

たしかに、ソーシャルネットワークは、個々人の生

活にプラスに作用することもあれば、薬物の売買にか

かわるソーシャルネットワークのように、それがある

ことによって、社会的にみて望ましくない生活習慣を

継続させる要素ともなりうる。したがって、「介入」や

「支援」ということがとりわけ強調される社会福祉の領

域においては、「社会的孤立」を単なるソーシャルネッ

トワークが欠如した状態としてだけではなく、「『意味

のある』ソーシャルネットワークが欠如した状態」と

してとらえることが妥当である。

とはいえ、「『意味のある』ソーシャルネットワーク

の欠如した状態」が、社会的に孤立した状態であると

しても、普遍的なソーシャルニーズとは何か、そして

それがどの程度欠如していれば社会的に孤立している

といえるのかという問いに答えるのは簡単ではない。

そのため、これまでの研究では、家族親族関係、友人

関係、近隣関係といった社会関係について操作的に尺

度を設けて、ある線以下にいる人々を社会的に孤立し

た状態として定義するという方法を採用してきたv。た

とえば、タウンゼントは、親族ひとりひとり、隣人や

友人、近所の看護婦、ホームヘルパー、その他の人々

といった任意に選定された人々との一週間あたりの平

均接触得点を合計し、21点以下の接触かまたはほとん

どなし（あるいは１日につき3またはそれ以下）と回答

した人々を社会的に孤立した人々と定義した。また、

東京港区のひとり暮らし高齢者の調査を行った河合ら

は、①日常生活の困り事への援助者がいないこと、②

困り事や悩み事の相談者がいないこと、③緊急時の援

助者がいないこと、④正月三が日をひとりで過ごすこ

とという４つの尺度を設定し、これらの割合が高い場

合、「社会的孤立」状態に置かれたひとり暮らし高齢者

と定義している（河合・菅野2006）。本稿で採用した「社

会的孤立」の定義からすると、河合らの尺度は日常の

相談・心配事、緊急時の援助者というソーシャルニー

ズの充足にかかわるネットワークの多寡を重視してい

る点で、本研究の定義と親和性が高いといえる。

なお、「社会的孤立」という言葉とよく併記して使

われる「孤独」という言葉との相違について、タウン

ゼントは以下のように述べている。「社会的に孤立し

ているというのは，家族やコミュニティにほとんど接

触がないことであり，孤独であるということは，仲

間づきあいの欠如あるいは喪失による好ましからざ

る 感 じ（Unwelcome Feelings）を 持 つ こ と 」 で あ る

（Townsent1957＝1974：227）。つまり「社会的孤立」

は客観的な概念であり、「孤独」は主観的な概念である

といえる。つまり、「あの人は孤立している」という言

い方はできても、「あの人は孤独している」という言い

方はできないことになる。もちろん社会的に孤立して

いれば孤独を感じる可能性は高まるが、社会的に孤立

していても孤独を感じない人もいる。逆に社会的に孤

立していなくても孤独を感じる人もいるということに

なる。

Ⅲ．近代化と社会的孤立

人々に「社会的孤立」という問題が生ずる背景には、

社会の急激な変化があるとされている。19世紀から20

世紀における近代産業社会の進展は、社会構造を急激

に変化させ、ひいてはわれわれが生活する社会環境も

また急激に変えてきた。Machielse（2006）はこの変化

を「分化」（Differentiation）／「合理化」（Rationalization）

／「個人化」（Individualization）／「グローバリゼーショ

ン」（Globalization）という4つの諸相で捉え、これらが

「社会的孤立」という問題を生じさせる下地になってい

るとみている。以下彼の論考に依拠しながらこの4つの

諸相について概観してみたい。

近代的社会構造の最初の発展に大きな影響を及ぼし

たものは、より多くの生産性や高い技術を目的とした

専門機関と専門職業人の増加の過程、すなわちデュル

ケムが提起した「分化」の過程である。これが進むこ

とによって、以前であれば家族によって担われていた
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高齢者や子どものケアは、病院や施設などの機関にお

ける専門家によって担われるようになる。このことは

伝統的なコミュニティや生活の内部にあった「連帯」が、

より抽象的で匿名による「連帯」に移行し、新しい相

互依存の仕組みへと取って代わることを意味する。

次なる発展はウェーバーが提起した「合理化」の

過程である。これが進むことによって、それまで自

明であった社会に対する神話的ないし宗教的な説明

（explanation）は、経験的で理論的な知識へと置き換え

られる。これによって、人間の行為のあらゆる側面が

計算と測定、そして統制というあらかじめ決められた

目標へと向かうようになる。個人は共同体や家族、教

会から離脱していき、行為はますます個人的なものと

なっていくのである。

3番目の発展は、ベックやバウマンらが提起した「個

人化」とばれる過程である。これは先の「分化」や「合

理化」と深い関連がある。近代社会において人々は、

伝統的な職域、家族、地域そして宗教から解き放たれ

る。これは人格としての個人が、それまで最小単位と

して存在した集団から離脱していく過程である。むろ

んこれは個人が自由と選択を獲得するという意味にお

いては望ましいことであるが、他方で、個人は集団に

よる保護を喪失し、場合によっては集団から駆逐され

排除される。現代の日本では、家族や職域、地域といっ

た領域において、こうした意味での個人化を観察する

ことができるという（武川2007：98）。

最後の発展は、グローバリゼーションの過程である。

20世紀にはいり、「社会」の範囲は飛躍的に拡大してい

る。グローバリゼーションは複数の社会関係と相互依

存を国民国家／国民社会のレベルを超えてもたらすこ

とになる。この過程は人々が住んでいる社会的な空間

を拡大させることを意味する。

Ⅳ．社会的孤立の要因

先に述べたことは、おおかれ少なかれ先進資本主義

諸国に共通して起きている社会の変化である。しかし、

当然のことながら先進資本主義諸国に暮らす全ての

人々が社会的に孤立しているわけではない。次に述べ

るような「背景」（属性）をもつ人々、特定の「ライフ

イベント」によって「社会的孤立」という問題が生じ

る可能性の高い人々がいるのである。

以下、同じくMachielse（2006：27-29）の整理に基づ

きながら、国内の先行研究も概観しつつ、「社会的孤立」

の要因について確認していくことにしたい。

１．背景要因
まずは「背景要因」である。これには年齢、性別、収入、

教育、民族性、生活環境といった事柄が含まれる。

わが国においても、諸外国においても「社会的孤

立」の問題は、主に高齢者の領域で扱われてきた（河

合1996：2007； 河 合・ 菅 野：2006； 斉 藤2006：2007；

岩田・黒岩2004；黒岩2003；CITRA 2007；UNH 2005 

Townsend 1957＝1974）。それは、冒頭に述べたように、

高齢者の「社会的孤立」が「孤独死」というセンセー

ショナルな形をとって顕在化するため、社会的関心が

高まること、またそれゆえに研究に対する社会的要請

が強くなるためである。さらに多くの人々は、後述す

るような「社会的孤立」の要因となる「ライフイベント」

を高齢期に経験するからである。

また、先にあげたどの先行研究においても男性に「社

会的孤立」の問題が生じやすいことが明らかとなって

いる。UNH（2005：7）によれば、男性は女性と比べ

て友人が少なく、得られるソーシャルサポートも少な

いことが確認されている。なぜなら高齢期における男

性のソーシャルネットワークは、主に配偶者や職域で

のつながりに限定されがちだからである（Fischer and 

Oliker1983；野辺 1999）。それゆえ男性は、配偶者の喪

失や失職というライフイベントを経験すると、その後

に新たなつながりを作り出すことができず、　社会的に

孤立しやすいのである。

さらに重要なのは、低収入／貧困と「社会的孤立」

の関係である。かつて東ロンドンにおける高齢者の調

査を行ったタウンゼントは「社会的にも経済的にも最

も貧しい人々は、家族生活から最も孤立した人々であっ

た」（Townsend 1957＝1974：227）と述べている。低

収入／貧困であることは、人前に出るための適切な
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恰好ができない、行事等（例えば葬式の香典）の費用

が工面できない、交際費が捻出できないなどの理由に

よって「社会的孤立」の大きな要因となる。1995年に

シカゴで発生した熱波によって孤独死した人々の調査

を行ったクライネンバーグによれば、ひとり暮らしで、

かつ貧困線以下で暮らしている高齢者の3人に1人は、2

週間のうちに友人とも近隣の人とも接触がなく、さら

に5人に1人は友人や家族と電話での会話さえなかった

という（Klinenberg 2002：50）。また、上述した河合ら

の調査では、「社会的孤立」を測定するための尺度とし

て用いた４つの項目すべてにおいて、低所得／貧困の

人ほどその割合が高いことが明らかとなっており、「社

会的孤立状況とは、ひとり暮らし高齢者における貧困

状態の一側面である」と結論付けている（河合・菅野

2006：23）。

「生活環境」も「社会的孤立」を考える上では考慮す

べき事柄である。ワースは都市化が人々の孤立を促すと

説明した。なぜなら都市は規模が大きく、密度が高く、

社会的異質性の高い居住地であるため、コミュニティが

衰退するからである（Wirth 1938＝1978）。また、都市

化は公園などの公共空間を喪失させる。これは、人々が

互いに交流するための「場」が奪われていくことを意味

する。さらに不特定多数の人々が集中することにより、

犯罪率が増加する。これにより、他者に対する不信感が

醸成され、人々の交流は次第に抑制されていくようにな

るのである。

２．ライフイベント
これら「背景要因」に加えて、配偶者の喪失、失

業、転居、罹災、病気や障害といった「ライフイベン

ト」もまた「社会的孤立」の要因となる。これらのラ

イフイベントはどれも人々のソーシャルネットワーク

やソーシャルサポートネットワークに影響を及ぼす。

ひとりで暮らすことそのものが「社会的孤立」状態

を意味するわけではないが、ひとりで暮らすことは「社

会的孤立」状態になる危険性を高める。若い人であれ

ば、仕事に代表される社会的な活動をしていることが

多いため、ひとりで暮らしていてもそれほど問題にな

らない。一方で、高齢者はそうした活動が相対的に少

ないため、交流範囲が配偶者に代表される家族に限定

されがちである。高齢者の夫婦のみの世帯でどちらか

の配偶者を失うことは、社会的に孤立する可能性を増

大させるといえる。平成18年の時点で高齢者世帯のう

ち、すでに単独で暮らしている世帯は22.4％にのぼり、

3割近くが夫婦のみの世帯となっている。この3割の人々

が死別や離婚によって配偶者を喪失した場合、ひとり

暮らしになる可能性が高く、また社会的に孤立する可

能性が高くなる。特に女性は男性より長生きするため

にこの傾向は強いといえるvi。

失業という「ライフイベント」もまた、「社会的孤立」

の要因である。上述したように、失業が引き金となっ

て社会的に孤立しやすいのは男性である。Fischer（1982）

は、男性の場合、人との関係性を喪失する最も大きな

契機が失業であることを明らかにしている。また、当

然のことながら、失業は先に「社会的孤立」の要因と

してあげた低収入／貧困という問題とかかわっている。

病気や障害といった心身の変化もまた「社会的孤立」

の要因となる。身体機能の低下によって、移動範囲を

狭め、これまで交流していた人々と疎遠になったり、

新しい交流を生み出す機会を失ってしまう。また、う

つ病などの精神的な疾患は、他者との円滑なコミュニ

ケーションを妨げ、社会関係を喪失する要因となる。

３．個人／文化の特性
さらには「個人の特性」がある。これは具体的には内

気であったり、内向的であったり、ソーシャルスキルが

欠如しているといった個人の特性を指す。

他者との関係性を維持したり、新たに構築するため

には、自尊心、自信、社交性、依存性（dependency）

自己管理能力といったものが必要といわれているが、

これらを獲得するためには幼少期（earlier life）の家庭

内における環境が重要であるという。

またわが国はOECD諸国の中で群を抜いて社会的に孤

立している人々が多いということを考えたとき、個々人

の特性というレベルを超えて、日本人という集団の特性

も無視できない点である。日本人の文化的特徴とソー

シャルワークの関係を論じた空閑は、「日本人・日本人

同士の間には、他者との関係を視野に入れた上で、他者
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の反応を窺いながらのコミュニケーション関係、つまり、

他者との関係が先にあって、その関係性に従属した形で

コミュニケーション関係がある」（空閑1999：121）と述

べている。すなわち、日本人は上司や部下、教師や生徒

といった関係が先にできている場合には交流が促されや

すいが、そうした関係が全くない状態からは交流が生ま

れにくいという特性をもった集団であるということであ

る。こうした文化がもたらす集団的な特性も「社会的孤

立」という問題を考えるにあたっては考慮すべき事柄で

ある。

４．何が主たる要因か？
―社会的排除概念からの示唆

それではこれらの要因のうち、何が「社会的孤立」

の主たる要因なのだろうか。このことを検討すること

は、「社会的孤立」の問題に対する政策的な対応を考え

る上で必要不可欠である。「社会的孤立」の主たる要因

を検討するにあたっては、「社会的孤立」と関連の深い

概念である社会的排除論から示唆を得ることができる。

国連開発計画（United  Nat ions  Deve lopment 

Programme「UNDP」）のレポートによれば、社会的排

除は失業、貧困、「社会的孤立」という三つの構成要素

の悪循環として捉えられるという。この三つの構成要

素は互いに影響しており、図１のような不安定なスパ

イラルを作り出す。

その排除の帰結は複数の剥奪（multiple deprivation）

であるが、通常その剥奪は失業によって始まる。当然

のことながら失業は、貧困のリスクを増大させること

になる。貧困になることによって、仕事を探すことが

より困難になり、貧困それ自体が長期的な失業状態の

要因となる。そのため、この二つは互いに実線で結ば

れている。

失業と貧困という二つの状態に置かれた人々は、社

会的活動に参加することが難しくなる。なぜなら、仕

事を失うことは多くの人々にとって、恥の意識（stigma）

を伴う出来事であり、人との交流を抑制させる要因と

なるからである。また失業に伴う経済的な問題は社会

的なつながりを維持するうえで不可欠な互恵性の維持

を難しくさせ、社会的に孤立する可能性を増大させる

のである。さらに社会的に孤立すると、仕事を探すた

めに必要なサポートや情報を得られなくなり、今度は

それ自体が長期失業の要因となる。これが社会的排除

の悪循環である（UNDP 2003：12）。ちなみに教育は仕

事の得やすさ／離職のしにくさに関係するため、ここ

では教育が失業を規定する要因として捉えられている

（ibid：12）。

いずれにせよ、この知見から示唆される「社会的孤立」

の主たる要因は、失業と、それにともなう貧困という

ことになろう。

しかしながら、いみじくも失業・貧困と「社会的孤立」

が実線ではなく点線で結ばれているように、これらの

関係は前者2つほど簡単ではない。ダンカンらの調査に

よれば、たしかに貧困は失業によって生じることは明

らかであるものの、「社会的孤立」が失業によって引き

起こされる確たる証拠はないとしており、むしろそれ

は、世帯構造や社交性といった広範な文化的傾向に依

拠すると述べている（Duncan et al 2003）。また、阿

部が行った社会的排除の実態に関する調査の結果でも、

失業や貧困（低所得）と社会関係viiの相関をある程度

示しているものの、UNDPのようなモデルを無条件に支

持するような結果とはなっていない（阿部2007）。

結局、「社会的孤立」に至る要因は、失業や貧困が大

きな要因として仮定できるものの、その関係は複雑で

図１　教育と社会的排除の悪循環（出所：United	Nations	
Development	Programme	in	Croatia(UNDP)(2006)Poverty,	
Unemployment	and	social	Exclusion	.p12)
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あり、単一の要因を決定的な要因として帰着させるこ

とはできないということになろう。換言すれば「社会

的孤立」という状態は、これら様々な要因の複合的産

物であるといえる。とはいえ、ここで重要なのは社会

的に孤立する要因の多くが、社会的な要因によってい

るということである。このことはその解決が社会的な

責任によっておこなわれる必要性を示唆するものであ

る。次章ではこのことをさらに強調するために、社会

的に孤立することによって人々やコミュニティのウェ

ルビーイングにどのような影響を及ぼすのか確認して

みたい。

Ⅴ．社会福祉援助課題としての社会的孤立

１．個人レベルにもたらす影響
社会的に孤立することによって、人々は生活上の様々

な困難を経験することになる。なぜなら社会的に孤立

することによって「ソーシャルサポートネットワーク」

が欠如するからである。

（1）ソーシャルサポートの欠如

ソーシャルサポートネットワークとは、日常生活上

のニーズに対して支援を提供する人々のネットワーク

であり、その構成員には、家族、親族、友人、隣人、

職場の同僚、ボランティアなどインフォーマルなサポー

トの提供者とフォーマルサポートを提供する公的機関

や民間組織の専門職が含まれる（菱沼2007：1138）。繰

り返しになるが、本稿では「社会的孤立」を、「『意味

のある』ソーシャルサポートの欠如した状態」と定義

した。その意味において、社会的に孤立した状態はソー

シャルサポートネットワークも欠如した状態といえる。

なぜならソーシャルネットワークがないところには、

ソーシャルサポートネットワークも存在しないからで

ある（牧里1988：31）。

浦は、ソーシャルサポートネットワークの機能（種類）

に関する様々な先行研究をレビューしている。その結

果、研究者によってその見解はまちまちであり、統一

した見解は得ることは難しいとしながらも、ソーシャ

ルサポートネットワークの機能（種類）は「道具的サ

ポート」と「（社会）情緒的サポート」の2種類に分類

できるとしている。そして、これにはさらに下位分類

がある。すなわち「道具的サポート」は、生活問題を

解決するための、食べ物、お金、家事などの手伝いと

いった直接的に資源を提供する①「直接的サポート」と、

それらについての情報を提供する②「情報的サポート」

に分かれる。「（社会）情緒的サポート」は、愛情や愛着、

親密性のような情緒に関するサポートである③「情緒

的サポート」と、評価やフィードバックにかかわる④「認

知的サポート」に分かれる（浦1992：58-61）。以下、こ

の分類に基づいて社会的に孤立することによって具体

的にどのような生活上の困難が生じるのか見ていくこ

とにしたい。なお①については説明するまでもないの

で省略する。

（2）情報的サポートの欠如

生活上の様々な問題に直面したとき、われわれはま

ず、それを解決するための社会資源の情報が必要とな

る。社会的に孤立している人々は「情報的サポート」

を受けることができず、必要なサービス情報を得られ

ない可能性がある。

わが国では、社会福祉基礎構造改革以後、福祉サー

ビスの利用システムが措置から契約へとシフトし、利

用者自らが福祉サービスを主体的に選択して利用する

こととなった。それゆえ福祉サービスが必要な人に提

供されるかどうかは、利用者に適切な福祉サービスの

情報が提供されているか、またその情報にアクセスで

きるかにかかっており、「情報的サポート」の重要性が

高まっているといえる。

（3）情緒的サポートの欠如

配偶者、同居者との離死別、長期にわたる失業など、

社会的に孤立する要因となるライフイベントの多くは、

ストレスを受けるライフイベントでもある。また、マ

ズロー（Maslow）を引き合いに出すまでもなく、人間

は根本的に愛情や愛着の欲求、また何かに属していた

いという帰属の欲求を持っている。よって、誰とも交

流がないことそのこと自体も多くの人にとってストレ
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スフルな状態であるといえる。

社会的に孤立している人々はうつ病や心臓病などの

健康問題を抱えやすいことが明らかとなっているが

（House 2001）、これは、そうしたストレスを「情緒的

サポート」によって緩和できないためである。「情緒的

サポート」は、ストレス、抑うつ感情、不安などを緩

和するストレスバッファー効果があることといわれて

いる（Cohen and Wills 1985）。

（4）認知的サポートの欠如

人は自身の存在や能力、また自身がもつ役割の遂行

に関して適切に評価されることを望んでいる。そして

人はそのことを通して、自己肯定感を高めたり、アイ

デンティティを獲得したりしていく。自分自身に対し

て自尊心やアイデンティティを持ったり、またそれを

維持していくことは人間のウェルビーイングにとって

非常に大きな意味をもつ。

人は認知的サポートが欠如すると、自己を否定的に

捉えるようになり、積極的な行動が抑制されるように

なるのである。

２．コミュニティレベルにもたらす影響
以上の述べたことは、社会的に孤立した状態が個人

レベルに及ぼす様々な負の影響である。その一方で「社

会的孤立」はコミュニティレベルにおいても負の影響

を及ぼす。コミュニティに暮らす人々が、社会的に孤

立しているということは、そのコミュニティの統合力

や団結力が衰退していることを意味する。このことに

よって生じる負の影響とは「自殺の増加」である。か

つてデュルケム（Durkheim 1987）は、個人が様々な集

団とのつながりを失い、孤立することによって、孤独

や不安が高まり自殺が増加すると述べた。先にわが国

はOECD諸国のうち、群を抜いて社会的に孤立している

人々が多いと述べたが、また、OECD諸国のうち2番目

に自殺が多い国となっている。

Ⅵ．社会的孤立に対する支援

それでは、「社会的孤立」という問題に対して、それ

を支援する際に求められる視点や具体的な方途とはど

のようなものであろうか。もちろんこれは、社会的に

孤立している人々の属性、その度合、期間、経緯、そ

して国や地域によって異なると思われ、一律に論ずる

ことは適切ではないだろう。そのためここでは比較的

研究の蓄積がある属性の領域、具体的には高齢者の領

域について概観していくことにしたい。

岩田らによれば、日本における高齢者の「社会的孤立」

に対する支援は、介護対策の一部としてその中に位置

付けられようとしている点に特徴があるという。具体

的には「介護予防・地域支え合い事業」、中でも地域社

会において「仲間づくり」を行うことで、高齢者の閉

じこもりや引きこもりなどの「孤立」を予防・解消す

ることを目的としているいくつかの「地域支え合い型」

事業がそれにあたる。しかしながら、介護予防事業が

介護保険の財政問題を受けて「身体維持改善型」にシ

フトした結果、「地域支え合い型」事業における、「孤立」

の予防・解消や「仲間づくり」の力点は後方に退く結

果となり、地域住民の自主性にゆだねられるようになっ

ている。その結果、住民の自発的な仲間づくりとして

行われている「ふれあい・いきいきサロン」の事例では、

既存のつながりや社会関係を豊かにする可能性を持っ

ているものの、そもそも、つながりや社会関係を持た

ずに「孤立」している人々に対してはそれを解決する

手段とはなり得ていないという（岩田・黒岩2004）。

この研究が示唆することは、「社会的孤立」という問

題は、地域住民の自主的な活動のみでは解決しがたい

問題であるということである。また、「高齢者の社会的

孤立」というおおきなくくりで、この問題にアプロー

チしていくことにも限界があるということであろう。

換言すれば、対象をさらに絞り込んだ専門的な介入が

求められているということである。

わが国においてそのような介入の有効性を信頼ある

形で実証した研究として、斉藤ら（2008）の研究があ

げられる。斉藤らは東京郊外の自治体と協力して転居

高齢者の「社会的孤立」予防を目的としたプログラム

を実施しviii、その効果を検証している。具体的には参

加同意者62名を無作為に2グループに分け、プログラム
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を実施した介入群の介入前と介入1 ヶ月後の変化を比較

している。その結果、介入群では、主観的幸福観が有

意に上昇し、さらに孤独感も軽減されていた。この研

究は、社会的孤立予防のプログラム評価であるにもか

かわらず、主観的幸福観や孤独感を評価尺度として用

いている等の問題はあるものの、コントロールグルー

プを取り入れるなどして周到にデザインされた研究と

評価できる。「社会的孤立」の問題に対する支援の方途

を考えていくにあたっては、このような研究の蓄積が

待たれるところである。

一方諸外国に目を向けると、「社会的孤立」の問題に

対する介入効果の研究にはかなりの蓄積がある。

キャタンら（2005）は、社会的に孤立していたり、孤

独を感じていたり、もしくはその両方の状態にある高

齢者に対して、健康促進を目的とした介入の効果測定

を行っている研究をシステマティックにレビューして

いるix。CITRA(2007)はこのレビューされた研究をもと

にさらにランダムサンプリングして検討している。その

結果、介入のタイプは以下の3つに分けられるとしてい

る。すなわち①ピアグループに対する介入（n=8）、②

一対一の介入(n=5)、③サービス供給としての介入(n=1)

である。①はその名の通り、特定のグループに対する

介入である。一般的にこの介入ではAA（Alcoholics　

Anonymous）のような　相互表明（mutual disclosure）

が行われ、相互扶助と帰属意識に基づく仲間文化（peer 

culture）を創出するために、専門的なリーダーやファ

シリテーターが採用される。②は、十分なソーシャル

サポートが欠如している人々に対して、ソーシャルワー

カーや保健師などが個別に自宅を訪ね、アセスメント

を行ったり、サービスの情報を提供するような介入で

ある。③は移送サービスのように、社会的統合を促す

ためのサービスを提供・調整するような介入のことで

ある。「社会的孤立」を軽減するにあたって効果のあっ

た介入とは以下のような特徴を有していたという。
● グループに対する介入であり、かつ教育的要素を含

んだ介入であること。
● 女性、ケア提供者、寡婦や夫と離死別した女性、身

体的に不活発な人々、軽度の精神的な問題を持った人々

等、特定のグループをターゲットにしていること。

● ターゲットグループを代表するような実験的サンプ

ルが使われていること。
● 参加者およびファシリテーターの統制をある程度認

めていること。
● 既存のサービスの中で組織され、実行されているこ

と。

これらの特徴に加えて、既存のコミュニティや近隣

からメンバーを募っているなどの特徴があった。これ

は介入が終了した後も、グループのメンバーが交流し

やすいようにとの配慮からである。また、ネガティブ

な感情について議論したグループは、介入が終了した

後も、1年後、2年後のフォローアップでその効果が持

続していた。

一方、インターネットやＥメールを利用した情報提

供やグループコミュニケーションは、介入の効果が認

められなかった。これらのことから、間接的な交流よ

りも、直接的な交流の方が「社会的孤立」を軽減する

ことができるといえる。

また、一対一の介入は、一つの研究ではその効果が

認められたが、時間がたつにつれその効果は消失して

しまっている。サービス供給による介入もその効果は

認めらなかった（巻末表参照）。

このCITRAの研究結果を念頭に置きながら、先の斉

藤らのプログラムをもう一度検討してみると、転居高

齢者という特定のグループをターゲットとしている点、

近隣からメンバーが募られている点、ディスカッショ

ンのプログラムが取り入れられている点、専門家の介

入がある点など、効果的なプログラムとしての素養を

兼ね備えたものといえる。

しかしCITRAの研究でレビューされた一連の社会的

孤立の問題に対する介入効果の研究も、すでにあるつ

ながりやネットワークを利用していること点では変わ

りはなく、いみじくも岩田らが指摘したように、最も

地域の中で孤立している人々にどのように介入してい

くのかという点で示唆を得ることはできない。

Ⅶ．今後の課題
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以上を踏まえると、「社会的孤立」に関する研究とし

て以下の課題が残されているといえよう。

ひとつは冒頭にあげた、なぜ「社会的孤立」を「問題」

として措定することができるのかという原理的な議論

をさらに突き詰めることである。「社会的孤立」に至る

要因の多くが社会的な要因に依ることはすでに述べた

が、これだけで社会的な介入の正当性が十分に担保さ

れたわけではない。自ら望んで孤立している人に対し

ても社会的に介入する必要があるのか、自己決定やパ

ターナリズムなどの議論と合わせて検討することが必

要となろう。

つぎに「社会的孤立」状態に至る背景や要因を、横

断調査によって明らかにすることである。この分野で

従来行われている横断的な調査では、社会的に孤立し

ている人々の実態は浮き彫りにできても、どのような

要因によって社会的に孤立していったのか断定するこ

とは難しい。斉藤の先駆的な研究によれば、同じ高齢

者の孤立でも、「生涯を通じて不利が累積した結果とし

て孤立する」場合と、「高齢期に不利が生じた結果とし

て孤立する」場合の二つの孤立に至るコースがあると

いう（斉藤2006：226-7）。このことは、「健康に着目し

たアプローチが有効な孤立だけではなく、高齢期およ

び高齢期以前のライフコースを通じての社会的・経済

的な不利に対する支援が重要となる孤立があることを

示唆する」（同上：227）。つまり、同じく社会的に孤立

しているという状態でも、その要因によって多様な支

援のメニューが用意される必要があるということであ

る。斎藤自身も述べているように、この調査は17ケー

スという少数の調査であるためが、量的な分析に耐え

うる規模でこのような研究を蓄積していくことが求め

られる。もっとも、社会的に孤立した人々は調査自体

の網の目からも漏れる可能性が高いといえ、調査自体

の方法論についても課題となるだろう。

さらに上記とも重なるが、「社会的孤立」の問題に対

する効果的な介入の方途を探っていくことも必要であ

る。なかでも、あらゆるネットワークやつながりから

外れた人々に対する介入の方法が課題となるだろう。

根本ら（1998）の「社会的孤立」状態にある要介護独

居高齢者へのソーシャルワークに関する研究では、支

援する側、される側双方の心理的な負担が少ないため、

各種在宅サービスの中でも配食サービスが最も受け入

れられやすいと報告されている。この研究結果は、支

援者側から導かれた知見であるため、こうした研究を

利用者の側から検証可能なデザインで行っていく必要

があるだろう。
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社会福祉援助課題としての「社会的孤立」／後藤広史

【注】
i 平成18年度、都市再生機構が運営管理する賃貸住宅約77

万戸（1806団地）で発生した「孤独死」は517人に上る。
統計を取り始めた平成11年度の件数は207人で、７年間で
約2・5倍となっている（UR都市機構2006）。

ii 2005年9月24日、「ひとり団地の一室で」という番組が
NHKで放映された。これは、千葉県松戸市の常盤平団地
に住む住民による、同団地内の孤独死を防ぐための活動
を追ったドキュメンタリー番組である。放送終了後、少
なくない人から「孤独死して何が悪いのか」「孤独死する
覚悟はできている」という批判的な意見があったという

（ＮＨＫスペシャル取材班・佐々木とく子2007）。
iii 黒岩（2003）によれば、「社会的孤立」の問題は、1970年

代初頭に社会問題化したという。その結果「老人福祉電
話」や「友愛訪問員制度」などの政策が数多く実施され
た。しかしながら、その後高齢者の問題は、同時期に社
会問題化していた「介護」の問題にシフトしていき、「社
会的孤立」の問題に対する関心は次第に下火になっていっ
たという。

iv ソーシャルネットワークとは、個人がもつ社会関係の構
造であり、支援を提供するしないにかかわらず、ひとり
一人がもっている人間関係の中に存在する流動的なつな
がりを意味する（菱沼2007：1139）。

v ネットワークを測定するにあたっては次の５つの尺度が
ある。①ネットワークに含まれる人数である「規模」、②
支援者と対象になる人の関係を表す「構成」、③ネット
ワーク構成者のつながりの数である「密度」、④人間関係
がどれほど多次元的であるかという「多重度」、⑤どの
程度支援を交換し合っているかという「互恵性」である
Calsyn2004=2007)。

vi とはいえ、ひとり暮らしの女性は、ひとり暮らしの男性
と比べてソーシャルネットワークが保たれている（CITRA 
2007:4）。

vii 具体的には、①人とのコミュニケーション、②交友、③
親せきとのつながり、④社会的ネットワーク（病気の時
の世話、1人ではできない家の周りの仕事の手伝い、転居・
転職・離婚などの人生相談、配偶者・家庭内でのトラブ
ルの相談、寂しい時の話し相手、子どもや老親の世話を
時々してくれる、の６つの項目について「同居の家族以
外に頼れる人がいない」が1項目以上）である。

viii プログラムの内容は、以下の4回で構成されている。第１
回は、広く浅い情報提供、第２回は、リラックス体操と、
転居者同士のグループディスカッション、第３回は、会
場内にさまざまな情報提供ブースを設置した情報相談会
を、第４回は、市内見学と修了式を実施。

ix 具体的には1970年と2002年の間に上記のテーマで発表さ
れた文献うち、コントロール群が設けられているなど評
価に耐えうる30の研究を選定してレビューしている。な
お、ここでいう効果的な介入とは、その介入によって「社
会的孤立」、疎外感、孤独が軽減されたり、社会的な活動
レベル、ネットワークサイズ、フォーマル・インフォー
マルなサポートが増加したり、そして社会的統合が促さ
れたものをいい、効果がなかった介入とは、介入しても
それらに変化がなかったものをいう。
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