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論　　　 文



 
支払手段としての「仮想通貨」 

 
吉 田 康 志 

 
１ はじめに 

 「ビットコイン：P2P 電子マネーシステム」と題された論文1に基づいて 2009 年頃か

ら運用が開始されたビットコイン（Bitcoin）は、インターネット上で利用されるいわ

ゆる「仮想通貨」あるいは「暗号通貨（cryptocurrency）」の一種であり、明確な発行主

体を持たず、peer-to-peer（P2P）ベースで送金が完了するといった特徴を持つ。運用開

始から数年を経た現在では、ビットコインの利用は全世界的に相応の拡がりをみせて

いるといえる。その取引状況は、時価総額に関しては一時の投機的な取引を反映した

動きを示した時期もあったが、最近では落着きつつあり、一方、一日当たりの取引件

数は振幅がありつつも全体的には増加傾向にある2。また、こうした利用の拡大に伴い、

ビットコインに代表される仮想通貨（暗号通貨）については、既に様々な観点からの

考察が行われている3。 

 本稿では、ビットコインそのものを取り上げて考察を行うのではなく、ビットコイ

ンのような技術的な背景を持つような支払手段（あるいは支払手段となる可能性のあ

るもの）が登場したときに、支払決済システムはどのような影響を受けるかという問

題意識の下に、仮想通貨の可能性と限界について検討することを目的としている。 

 なお、現状、ビットコインは仮想通貨を代表する存在であるが、ビットコイン以外

にも様々な仮想通貨が登場してきているのも事実である4。そこで以下本稿では、「仮想

通貨」という語を用いる場合には、ビットコインが実装している代表的な技術を備え

る各種の仮想通貨5を広く指すものとする。 

 本稿の結論は、仮想通貨は現状のままでは支払手段として流動性供給機能の点で不

                                                        
1 Nakamoto (2008). 
2 ビットコインの運営当初から現在までの各種統計は、Blockchain Ltd.のウェブサイト（https://blockchain.com/）で見ることが

できる。 
3 ほんの一部であるが、例えばビットコインとわが国の法制との関連については遠藤（2014）、税制との関連については

土屋（2014）、銀行業との関連については佐久間（2015）、中央銀行との関連については高橋（2015）、社会への影響に

ついては岡田（2015）などを参照のこと。また、ビットコインに関しては与党自由民主党 IT 戦略特命委員会において

新たな概念である「価値記録」に該当するものとして検討が行われている（自由民主党、2014）。 
4 ビットコインと似た仕様を持つ仮想通貨は、Litecoin、Dogecoin など既に多数存在する。 
5 こうした通貨を「分散型仮想通貨」と呼ぶこともある。（岡田、2015） 
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十分であり、もし仮想通貨の利用を拡大させるためには、仮想通貨自体の改善のみな

らず、それを包含するより大きな枠組みの構築が必要であるというものである。 

 本稿の構成は以下のとおりである。まず第 2 章では、仮想通貨の特徴と貨幣等との

関係について触れ、第 3 章では仮想通貨を支払手段とする際の問題点とその対応策に

ついて検討する。続く第 4 章では、議論をまとめたうえでいくつかの留意点を示し、

第 5 章で本稿を締めくくる。 

 

２ 支払手段としての仮想通貨の特徴 

2.1 仮想通貨の技術的な特徴 

 仮想通貨（またはビットコイン）の技術的な側面を解説することは本稿の目的では

ないが、はじめにこれ以降の議論との関連で最低限前提としておかねばならない点の

み触れておくこととする。とりあえず、支払手段としてのビットコインが、従来の支

払手段に比べて特徴的だと思われるのは以下の点である。 

 

①P2P ベースで支払手段が転々流通する 

 現在一般に利用されている電子マネーでは、取引当事者間でのみ支払処理ができ

（オフライン性）、かつ受け取った電子マネーをさらに他の支払いに利用できる

（転々流通性）という形を実現するものはほとんどない6。しかし、ビットコインで

はこれが可能となっている。 

②中心となる発行主体が存在しない 

 ビットコインを発行するのはビットコインのネットワークシステム自体であり、

従来の電子マネーシステムで想定されるような明確な発行主体は存在しない7。 

③何者かの負債ではない 

 上記②の結果でもあるが、ビットコインは発行主体の負債ではない8。 

④暗号技術等に基礎を置いている 

                                                        
6 理想的な電子マネー（電子貨幣）の条件としては、Okamoto and Ohta(1991)が、①独立性、②安全性、③プライバシ、④

オフライン性、⑤転々流通性、⑥分割可能性の６点を挙げている。 
7 従来の電子マネーでは、利用（移動）の記録は支払主体等が管理するサーバで集中的に記録されているが、ビットコイ

ンではこうした方法は採られていない。その一方で、ビットコインでは、その発行や取引の管理はネットワークシステム

上に保持される取引記録簿において分散的に処理されている。こうした取引記録の管理の実施方法に関してはビットコ

インシステムは画期的だといえるが、その一方で帳簿による管理方式を踏襲していることから、原理としては画期的と

まではいえない可能性がある。 
8 CPSS（2003, p1）では、”Money (…) represents an obligation of different issuers” としているように、仮想通貨は従来の貨

幣（通貨）の概念には収まらない部分がある。 
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 上記の特徴を実現するために、ビットコインでは暗号技術が利用されている。特に、

二重支払や偽造・変造を防止する方策として「ブロック・チェーン」という仕組みが

採用されている。 

⑤発行額に制限が設定されている 

 ビットコインシステムでは、ネットワーク参加者が取引記録簿である「ブロック・

チェーン」に新規の取引記録をまとめた「ブロック」を繋げる作業を競争的に行っ

ており、その中で最も早くそれを成功させた者に対して一定量のビットコイン9が新

規に配布される（10 分毎に行われるこの取引承認過程を採掘（mining）という）。ま

た、このようにして供給されるビットコインの発行上限は 2100 万ビットコインとさ

れている。 

⑥取引完了の承認のために一定の時間がかかる 

 上記⑤にあるように、取引の承認処理には 10 分程度の時間がかかるほか、特定の

取引が採掘作業の対象とされないような場合には、承認完了までにさらに時間がかか

る可能性がある。 

⑦最小単位に下限が設定されている 

 ビットコインは電子情報であるため、理屈のうえでは際限なく分割が可能である

が、仕様上、最小単位（0.00000001 ビットコイン）が定められており、それ以上の

分割は不可能とされている。 

 

 以上のうち、①～④については仮想通貨に共通の特徴と考えられるが、⑤～⑦に関

しては、仮想通貨システムの仕様設計において、いかようにでも設定できるため、仮

想通貨の本質には直接関係がないともいえる。 

 

2.2 仮想通貨と「貨幣」、電子マネー 

 貨幣10（money）の定義については、通常は一般受容性（general acceptability）との関

連で簡単に記述されることが多く、標準的なテキストでも定義に関してはあまり深く

立ち入ることなく、代わりにその機能（交換機能、価値尺度機能、価値貯蔵機能）に

                                                        
9 採掘において、最初の 210,000 ブロックまでは採掘者に対して 50 ビットコインが与えられ、その後、210,000 ブロック

毎に採掘者が得るビットコインは半減していく仕組みになっている。 
10 ここでいう「貨幣」は、法律で規定する「貨幣」（わが国では「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」において、

「貨幣」とは専ら鋳造貨幣（硬貨）を意味するものとされている）ではなく、経済学において「お金」全般を指す用

語として使われる「通貨」とほぼ同義のものとして扱うこととする。また、「通貨」という用語については、同法での

規定（硬貨および中央銀行券、つまりいわゆる「現金通貨」のみを指す）ではなく、現金通貨に預金通貨を加えたも

のとして扱うものとする。 
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よって貨幣を説明するのが一般的である11。また、貨幣において最も重要な要素だと思

われる一般受容性を持つための条件として、十分な耐久性や同質性、分割可能性など

が挙げられることもある12。しかし、これら機能や諸条件は貨幣であるための必要条件

であって、論理的には、これら（全て）を備えたものが必ずしも貨幣となるわけでは

ない。また、これらはこれまで現実に貨幣として機能してきたものの観察から経験的

に得られた特徴を分類したものであって、支払手段が比較的共通して持ちうる諸特性

といったものに過ぎない。何物かが貨幣であるかどうかという問題は、飽くまで「貨

幣」の定義の問題であって、定義のありようによって結論はいかようにでもなってし

まう可能性がある。このため本稿では、仮想通貨が貨幣（または通貨）にあたるかに

関しての判断は保留せざるをえない。 

 他方、仮想通貨と電子マネーとの関係についても、現状は流動的であるといわざる

をえない。もともとビットコインは「electronic cash」として構想されたものであり広

義の電子マネーに含めることについて大きな問題はないかもしれない。しかし、前節

でみたように、ビットコインは P2P ベースで転々流通が可能だという点で従来の電子

マネーとは一線を画すものとなっている。また、制度面でみても、わが国の電子マネ

ーは「資金決済に関する法律」に規定される「前払式支払手段」が中心となっている

が、ビットコインについては発行者が存在しないことや新規発行に際して対価が支払

われないなどの点で「前払式支払手段」には該当しないと思われる。因みに、EU の電

子マネーの定義は「電子マネー指令13」で示されており、発行者に対する債権により表

章された金銭的価値で、①電子的媒体に蓄積され、②発行額を下回らない額の資金の

受領に対して発行され、③発行者以外の者により支払手段として受け入れられるもの

が電子マネーだとされている。この EU の定義においてもビットコインは電子マネーに

は含まれないことになる。 

 

2.3 支払手段としての仮想通貨 

 ここでは、仮想通貨が貨幣や電子マネーにあたるかといった議論とは別に、仮想通

貨が、その性質に照らして「支払手段」たりうるかどうかについて考えてみたい。ま

                                                        
11 例えば、堀内（1990）では、「交換媒介手段として一般に広く受け入れられているもの」（p7）が貨幣であるとしている。

また、Mishkin（2010）は、「money」を”anything that is generally accepted in payment for goods or services or in the repayment of debts”
と定義する。 

12 堀内（1990）、7 頁。 
13 正式名称は、“Directive 2000/46/EC of the European Parliament and of the Council of 18 September 2000 on the taking up, 

pursuit of and prudential supervision of the business of electronic money institutions”。なお、欧米の電子マネーに関する規制

については、森下（2005）、片木（2008）を参照のこと。 
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よって貨幣を説明するのが一般的である11。また、貨幣において最も重要な要素だと思

われる一般受容性を持つための条件として、十分な耐久性や同質性、分割可能性など

が挙げられることもある12。しかし、これら機能や諸条件は貨幣であるための必要条件

であって、論理的には、これら（全て）を備えたものが必ずしも貨幣となるわけでは

ない。また、これらはこれまで現実に貨幣として機能してきたものの観察から経験的

に得られた特徴を分類したものであって、支払手段が比較的共通して持ちうる諸特性

といったものに過ぎない。何物かが貨幣であるかどうかという問題は、飽くまで「貨

幣」の定義の問題であって、定義のありようによって結論はいかようにでもなってし

まう可能性がある。このため本稿では、仮想通貨が貨幣（または通貨）にあたるかに

関しての判断は保留せざるをえない。 

 他方、仮想通貨と電子マネーとの関係についても、現状は流動的であるといわざる

をえない。もともとビットコインは「electronic cash」として構想されたものであり広

義の電子マネーに含めることについて大きな問題はないかもしれない。しかし、前節

でみたように、ビットコインは P2P ベースで転々流通が可能だという点で従来の電子

マネーとは一線を画すものとなっている。また、制度面でみても、わが国の電子マネ

ーは「資金決済に関する法律」に規定される「前払式支払手段」が中心となっている

が、ビットコインについては発行者が存在しないことや新規発行に際して対価が支払

われないなどの点で「前払式支払手段」には該当しないと思われる。因みに、EU の電

子マネーの定義は「電子マネー指令13」で示されており、発行者に対する債権により表

章された金銭的価値で、①電子的媒体に蓄積され、②発行額を下回らない額の資金の

受領に対して発行され、③発行者以外の者により支払手段として受け入れられるもの

が電子マネーだとされている。この EU の定義においてもビットコインは電子マネーに

は含まれないことになる。 

 

2.3 支払手段としての仮想通貨 

 ここでは、仮想通貨が貨幣や電子マネーにあたるかといった議論とは別に、仮想通

貨が、その性質に照らして「支払手段」たりうるかどうかについて考えてみたい。ま

                                                        
11 例えば、堀内（1990）では、「交換媒介手段として一般に広く受け入れられているもの」（p7）が貨幣であるとしている。

また、Mishkin（2010）は、「money」を”anything that is generally accepted in payment for goods or services or in the repayment of debts”
と定義する。 

12 堀内（1990）、7 頁。 
13 正式名称は、“Directive 2000/46/EC of the European Parliament and of the Council of 18 September 2000 on the taking up, 

pursuit of and prudential supervision of the business of electronic money institutions”。なお、欧米の電子マネーに関する規制

については、森下（2005）、片木（2008）を参照のこと。 

ず「支払手段」について内包的説明をするならば、それは交換媒体手段として機能す

るもので、その引渡しによって金銭債務の弁済がなされるものを指すといえるだろう。

この意味において仮想通貨を支払手段とみなすことは適切だと思われる。なぜなら、

仮想通貨を支払手段として使用することで金銭債務を履行することに関しては、取引

当事者間で合意がある限り法律的に何ら問題はないからである14。 

 次に、外延的に説明するならば、「支払手段」はその具体的対象の列挙によって示さ

れることになる。つまり、政府の発行する硬貨、中央銀行の発行する銀行券などのよ

うに法によって強制通用力が付与されている法貨に加えて、銀行振込、小切手、銀行

振出自己宛小切手、クレジットカード、デビットカード、プリペイドカード等15から支

払手段は構成されることになる。このリストに新たに仮想通貨を加えることに関して

は、仮想通貨の目的に照らせば、おそらく異論はないだろう。 

 上記のように語義の上で仮想通貨を支払手段とみなすことに関しては問題ないかも

しれない。しかし、仮想通貨そのものだけを見ていても問題の本質は見えてこない。

結局のところ、仮想通貨を支払手段とすることで、現在の法貨ならびに預金通貨等が

実現しているような円滑な支払決済が実現できるのか否かという点こそが問われなけ

ればならない。つまり我々が注目すべきは、仮想通貨自体の特性や仮想通貨が支払手

段として引き渡される場面だけではなく、支払手段として仮想通貨を必要とする者に

それがどのように供給されるのか、仮想通貨を受け取った者が次の支払いのためにそ

れをどのように支払うのかといった支払手段が転々流通するプロセス、ならびに仮想

通貨を包含するより広いシステムの仕組みだということである。 

 

３ 支払決済システムと仮想通貨 

3.1 現代の支払決済システム（法貨・預金通貨システム） 

 支払手段としての仮想通貨の特性について検討する前に、現代の支払決済システム

がどのような仕組みとなっているのか、ここで簡単に振り返っておこう。 

 現代の経済における主要な支払手段は、法貨（硬貨、中央銀行券）ならびに預金通

貨16である。基本的には、法が強制通用力を付与する法貨が支払手段の基礎をなし、預

                                                        
14 日本銀行金融研究所（2004）、59 頁。 
15 支払手段には、資金決済に関する法律で規定する「前払式支払手段」に含まれる電子マネーおよび電子記録債権法で規

定する「電子記録債権」も含まれると考えられる。 
16 預金通貨は、市中銀行（預金取扱金融機関）の発行する要求払預金（具体的には、当座預金、普通預金、貯蓄預金、通知預

金、別段預金、納税準備預金当座預金、普通預金、貯蓄預金、通知預金、別段預金、納税準備預金が要求払預金に該当する）

のことである。 
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金通貨はこの法貨を節約する位置づけのものとして存在している。このことは、例え

ば 17 世紀半ばのイギリスにおいて、金匠（goldsmith）が預け入れた地金や金属貨幣の

見合いに発行した預り証（金匠手形）が、次第に銀行券のような譲渡性を獲得するこ

とによって貨幣の代わりに流通するようになったことと原理的には相似形である17。し

かし、預金通貨は法貨を補完するだけの副次的な役割しか担っていないと考えるのは

誤りである。むしろ取引部面における重要性は預金通貨の方が法貨よりも高くなって

いる18。例えば残高ベースで見ても、マネーストック（M1）の太宗を占めているのは

預金通貨である1920。このように、現代の経済においては法貨と預金通貨が組み合わさ

れて効率的な支払決済システムが構築されているのである。こうした支払手段に基づ

くシステムを、ここでは「法貨・預金通貨システム」と呼ぶこととする。 

 

3.2 支払手段としての預金通貨の重要性 

 それでは、なぜ法貨・預金通貨システムにおいて預金通貨は重要な役割を担うに至

ったのかについて考えてみよう。経済活動が円滑に機能するためには、資金を需要す

る経済主体に対して資金が柔軟かつ迅速に提供できるような仕組みが存在している必

要がある。そのための方式としては二つが考えられる。まず第一は、経済主体間にお

いて資金（通貨）が偏在していることを前提として、余剰資金を保有している者（資

金供給主体）が資金を必要としている者（資金需要主体）に対して資金を融通すると

いうものである。特定の主体（金融機関）が資金の融通を仲介し、複数の資金供給主

体から資金を調達したうえで、これを資金需要主体に貸し出すという形もこの方式に

あたる21。いずれにせよ、この方式は既に社会に存在している通貨を貸し出すという点

が特徴である。この方式で問題となるのは、資金需要主体が必要とする資金の額によ

っては、必ずしも円滑に資金が提供できなくなる可能性が高い点である。つまり、量

が有限であるような通貨に関しては、即時に必要な額を調達できない、あるいは調達

できたとしてもコストが高くなるという availability の問題が常につきまとうというこ

とである。 
                                                        
17 イギリスにおける金匠と銀行券の登場については、平山（2006）を参照のこと。 
18 このことは、法貨が本質的に重要ではないということを意味しない。預金通貨が支払手段として広範に利用されている

背後には、預金通貨が（銀行と預金者の間の契約に基づいて）法貨への転換が確実かつ容易になされうるという事実

が存在している。（CPSS, 2003, p1） 
19 日本銀行のマネーストック速報（2015 年 8 月）では、M1 の 85.9％が預金通貨であり、現金通貨（法貨）は 14.1％に過ぎない。 
20 支払手段としては、先に挙げたように小切手やクレジットカードなどもあるが、これらの最終的な決済において何が行

われているかといえば、結局のところ預金通貨の移動によって当事者間の金銭債務の履行がなされているのであり、

この意味においても預金通貨は重要だといえる。 
21 これは、いうなればノンバンクによる貸出のケースであり、直接金融のビジネスモデルに含まれる。 
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金通貨はこの法貨を節約する位置づけのものとして存在している。このことは、例え

ば 17 世紀半ばのイギリスにおいて、金匠（goldsmith）が預け入れた地金や金属貨幣の

見合いに発行した預り証（金匠手形）が、次第に銀行券のような譲渡性を獲得するこ

とによって貨幣の代わりに流通するようになったことと原理的には相似形である17。し

かし、預金通貨は法貨を補完するだけの副次的な役割しか担っていないと考えるのは

誤りである。むしろ取引部面における重要性は預金通貨の方が法貨よりも高くなって

いる18。例えば残高ベースで見ても、マネーストック（M1）の太宗を占めているのは

預金通貨である1920。このように、現代の経済においては法貨と預金通貨が組み合わさ

れて効率的な支払決済システムが構築されているのである。こうした支払手段に基づ

くシステムを、ここでは「法貨・預金通貨システム」と呼ぶこととする。 

 

3.2 支払手段としての預金通貨の重要性 

 それでは、なぜ法貨・預金通貨システムにおいて預金通貨は重要な役割を担うに至

ったのかについて考えてみよう。経済活動が円滑に機能するためには、資金を需要す

る経済主体に対して資金が柔軟かつ迅速に提供できるような仕組みが存在している必

要がある。そのための方式としては二つが考えられる。まず第一は、経済主体間にお

いて資金（通貨）が偏在していることを前提として、余剰資金を保有している者（資

金供給主体）が資金を必要としている者（資金需要主体）に対して資金を融通すると

いうものである。特定の主体（金融機関）が資金の融通を仲介し、複数の資金供給主

体から資金を調達したうえで、これを資金需要主体に貸し出すという形もこの方式に

あたる21。いずれにせよ、この方式は既に社会に存在している通貨を貸し出すという点

が特徴である。この方式で問題となるのは、資金需要主体が必要とする資金の額によ

っては、必ずしも円滑に資金が提供できなくなる可能性が高い点である。つまり、量

が有限であるような通貨に関しては、即時に必要な額を調達できない、あるいは調達

できたとしてもコストが高くなるという availability の問題が常につきまとうというこ

とである。 
                                                        
17 イギリスにおける金匠と銀行券の登場については、平山（2006）を参照のこと。 
18 このことは、法貨が本質的に重要ではないということを意味しない。預金通貨が支払手段として広範に利用されている

背後には、預金通貨が（銀行と預金者の間の契約に基づいて）法貨への転換が確実かつ容易になされうるという事実

が存在している。（CPSS, 2003, p1） 
19 日本銀行のマネーストック速報（2015 年 8 月）では、M1 の 85.9％が預金通貨であり、現金通貨（法貨）は 14.1％に過ぎない。 
20 支払手段としては、先に挙げたように小切手やクレジットカードなどもあるが、これらの最終的な決済において何が行

われているかといえば、結局のところ預金通貨の移動によって当事者間の金銭債務の履行がなされているのであり、

この意味においても預金通貨は重要だといえる。 
21 これは、いうなればノンバンクによる貸出のケースであり、直接金融のビジネスモデルに含まれる。 

 これに対し第二の方式として、特定の主体が必要なだけ通貨を創り出して、それを

資金需要主体に供給する（貸し出す）という方法がある。より具体的にいえば、銀行

が法貨を外部から調達するのではなく、代わりに自らの債務である預金（通貨）を創

出し、それをそのまま貸し出すというものである。これは、銀行（預金取扱金融機関）

において、貸出業務と預金受入業務が結合しているという特別なビジネスモデルを前

提として初めて可能となるものである。この方式であれば、社会に存在する通貨量の

制限なしに、また調達の手間なしに貸出を実行することができることから、資金需要

主体の借入ニーズに対して極めて迅速かつ柔軟に対応することができる22。この第二の

方式が預金通貨の形態で実現しているからこそ現代の支払決済システムでは預金通貨

が重要な役割を担うことになったといえる23。 

 

3.3 仮想通貨による支払決済システム－その限界 

 前述のように、現代の市場経済では法貨と預金通貨が補完しあって効率的な支払決

済の仕組みが出来上がっている。翻って、仮想通貨を支払手段とした場合に、法貨・

預金通貨システムが実現しているような支払決済の仕組みが構築しうるだろうか。 

 仮想通貨において最も懸念されるのは、仮想通貨を支払手段として需要している者

が、必要とする量の仮想通貨を適時に入手できないかもしれないということである。

例えばビットコインの場合、新規発行のスケジュールが予め定められており、新たな

ビットコインは約 10 分毎に一定の額24しか供給されない。仮想通貨の発行総額が所与

であり、状況や必要に応じた追加発行がなされないということは、ある時点で利用し

うる仮想通貨の絶対量に限りがあるということである。その中で仮想通貨を利用しよ

うとするには、その時点で仮想通貨を保有している者から必要量を買い入れるか、ま

たは借り入れるしか方法はない。つまり、仮想通貨における絶対量の制限ならびに保

有者との間での取引合意という二重の問題をクリアしないと、仮想通貨を迅速かつ柔

軟に入手するということは困難だということである。 

 こうした事情は、仮想通貨の取引所や交換所25を設けることによってある程度は緩和

                                                        
22 いうまでもなく、現実には無制限にこの方式による貸出が可能なわけではない。銀行には、貸出（預金）の額に応じた

準備預金の積立義務や貸出債権の健全性の維持などが求められることになる。 
23 預金通貨は、要求払預金であることから、①１円単位で自由に払出しが可能、②元本保証がある、③口座間の振替によ

って資金移動が可能といった特徴持っており、法貨のように物理的な定在に縛られることなく取引での利用ができる

点でも支払手段としての使い勝手を高めているといえる。 
24 2.1、⑥参照。 
25 本稿では、仮想通貨の「取引所」とは仮想通貨の買い手と売り手の間に入り売買取引を仲介する主体を、「交換所」と

は仮想通貨の売買取引のカウンターパーティとして買い手または売り手と直接取引する主体を指すものとする。 
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されるかもしれない。取引所は、仮想通貨を売り手と買い手とのマッチングを促進す

ることから、仮想通貨需要者が取引相手を見つける可能性を高めるだろう。また交換

所は、ある程度の仮想通貨を自己勘定で保有しているため、仮想通貨需要者の買入ニ

ーズをある程度は満たすことができるだろう。しかしながら取引所や交換所は、既存

の仮想通貨の移動を円滑にする役割を果たすのみであり、仮想通貨の絶対量が限られ

ているという根本的な問題に対する解決にはならない。このような支払手段における

availability の問題は、もし仮想通貨が現行の法貨・預金通貨システムに代わってドミナ

ントなシステムになろうとするならば、致命的な欠点だといえる。 

 

3.4 仮想通貨による信用創造  

 仮想通貨を支払決済システムを担いうる利便性の高い支払手段とするためには、そ

の迅速かつ柔軟な供給が可能とならねばならない。そのための仮想通貨における最大

の課題は、法貨・預金通貨システムにおいて銀行が担っているような流動性供給の仕

組みを仮想通貨システムにおいても実現することである。そのためには、具体的にど

のような対応が考えられるだろうか。 

 まず最初に、特定の主体が、仮想通貨保有者から預託された仮想通貨を帳簿上の口

座により管理し、仮想通貨の預り証等を発行するという仕組みの導入を考えてみよう

26。ここでは、預託者間における仮想通貨の移動は口座の間の残高の付替えによって実

施することが可能となる27。もし仮想通貨の預り証等（以下、「預り債務」という）が

仮想通貨そのものの受け渡しに代わって受け取られるようになれば、この預り債務が

仮想通貨の代わりに支払手段として転々流通するようになるだろう。この仮想通貨を

預かるという役割については、既存の仮想通貨交換所等が担うということも十分考え

られる28が、ここではそうした機関を仮想通貨の「預託機関」と呼ぶこととする。 

 次に、預託機関が仮想通貨を預かって管理し、預託者間の仮想通貨の移動を行うほ

かに何ができるだろうか。これは近代的な銀行の黎明期のアナロジーとして、次のよ

うな業務が考えられる。 
 
                                                        
26 このとき、仮想通貨の預託をどのような方法で行うかについては議論の余地がある。例えば、保有者が仮想通貨を受託

主体に「送金」（仮想通貨のシステム上では所有権の移転）をするのか、あるいは「送金」はせずに別途契約などによ

って所有権の移転を伴わずに預けたことと扱うのかといった点については、法律的な面も含めて検討が必要であろう。 
27 そもそも仮想通貨の開発目的が、既存の金融機関などを経由することなく P2P で資金移動ができる手段の実現である

ことから、仮想通貨を第三者の管理する口座間で移動する仕組みの意義自体が問われる可能性はあるが、ビットコイ

ンの「送金」には実際に 10 分程度かかることを勘案すれば、資金移動が即時に完了する口座間振替について検討する

意味は十分あるといえる。 
28 2014 年 2 月に経営破綻した Mt.Gox 社では、まさにこうした仕組みがとられていたといわれている。（後藤、2014） 
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されるかもしれない。取引所は、仮想通貨を売り手と買い手とのマッチングを促進す

ることから、仮想通貨需要者が取引相手を見つける可能性を高めるだろう。また交換

所は、ある程度の仮想通貨を自己勘定で保有しているため、仮想通貨需要者の買入ニ

ーズをある程度は満たすことができるだろう。しかしながら取引所や交換所は、既存

の仮想通貨の移動を円滑にする役割を果たすのみであり、仮想通貨の絶対量が限られ

ているという根本的な問題に対する解決にはならない。このような支払手段における

availability の問題は、もし仮想通貨が現行の法貨・預金通貨システムに代わってドミナ

ントなシステムになろうとするならば、致命的な欠点だといえる。 

 

3.4 仮想通貨による信用創造  

 仮想通貨を支払決済システムを担いうる利便性の高い支払手段とするためには、そ

の迅速かつ柔軟な供給が可能とならねばならない。そのための仮想通貨における最大

の課題は、法貨・預金通貨システムにおいて銀行が担っているような流動性供給の仕

組みを仮想通貨システムにおいても実現することである。そのためには、具体的にど

のような対応が考えられるだろうか。 

 まず最初に、特定の主体が、仮想通貨保有者から預託された仮想通貨を帳簿上の口

座により管理し、仮想通貨の預り証等を発行するという仕組みの導入を考えてみよう

26。ここでは、預託者間における仮想通貨の移動は口座の間の残高の付替えによって実

施することが可能となる27。もし仮想通貨の預り証等（以下、「預り債務」という）が

仮想通貨そのものの受け渡しに代わって受け取られるようになれば、この預り債務が

仮想通貨の代わりに支払手段として転々流通するようになるだろう。この仮想通貨を

預かるという役割については、既存の仮想通貨交換所等が担うということも十分考え

られる28が、ここではそうした機関を仮想通貨の「預託機関」と呼ぶこととする。 

 次に、預託機関が仮想通貨を預かって管理し、預託者間の仮想通貨の移動を行うほ

かに何ができるだろうか。これは近代的な銀行の黎明期のアナロジーとして、次のよ

うな業務が考えられる。 
 
                                                        
26 このとき、仮想通貨の預託をどのような方法で行うかについては議論の余地がある。例えば、保有者が仮想通貨を受託

主体に「送金」（仮想通貨のシステム上では所有権の移転）をするのか、あるいは「送金」はせずに別途契約などによ

って所有権の移転を伴わずに預けたことと扱うのかといった点については、法律的な面も含めて検討が必要であろう。 
27 そもそも仮想通貨の開発目的が、既存の金融機関などを経由することなく P2P で資金移動ができる手段の実現である

ことから、仮想通貨を第三者の管理する口座間で移動する仕組みの意義自体が問われる可能性はあるが、ビットコイ

ンの「送金」には実際に 10 分程度かかることを勘案すれば、資金移動が即時に完了する口座間振替について検討する

意味は十分あるといえる。 
28 2014 年 2 月に経営破綻した Mt.Gox 社では、まさにこうした仕組みがとられていたといわれている。（後藤、2014） 

①仮想通貨の貸出 

 これは、預託者から預かった仮想通貨そのものを貸し出す業務である。この業務

は、当然であるが、保有仮想通貨の残高と預託者からの仮想通貨払出し要求の状況

を勘案しつつ業務に支障が生じない範囲で適切に行われなければならない。この方法

は、既存の仮想通貨を存在量の範囲内で貸し出すというもので、ノンバンクのビジ

ネスモデルに近い。 

②仮想通貨預り債務による貸出 

 これは、仮想通貨そのものを貸し出すのではなく、預託機関が発行している預り

証を発行する形で、あるいは仮想通貨預り口座に対する記帳の形で仮想通貨の貸出

を行うものである。なお、この方法が可能となるのは、仮想通貨の預り証または預

り債務が（銀行券や預金通貨のように）支払手段としての地位を確立していること

が前提となる。この方法は、預託機関が自らの債務を発行する形で貸出を行うもの

で、このとき預託機関は銀行のように「信用創造」を行っていることになる。 
 
 もし仮想通貨システムが上記②の方式、つまり預託機関による信用創造を許容する

のであれば、預託機関は仮想通貨の保有残高に限定されることなく貸付を行えるため、

現在の法貨・預金通貨システムが実現しているような、迅速かつ柔軟な流動性供給が

可能となるであろう29。こうした仕組みの下で仮想通貨と預り債務によって実現するで

あろう支払決済の枠組みを本稿では「仮想通貨システム」と呼ぶこととする。だが、

このシステムは単に理屈のうえで可能だという話であり、これを実際に機能させるた

めにはさらに検討すべき論点が残されている。 

 

3.5 仮想通貨システムの拡充  

 仮想通貨システムでは、仮想通貨そのものに加えて、仮想通貨との交換が保証され

た預り債務が支払手段となるということを意味する。このとき、支払手段としての預

り債務の価値が何によって保証されているかといえば、それが仮想通貨との間で確実

に額面で交換できることによってである。そして、これが信用ある支払手段として使

                                                        
29 これは、仮想通貨において「銀行」を作ることに他ならない。なお、こうした仮想通貨関連の業務自体を銀行が行うこ

とに関してわが国の銀行法との関係でいえば、政府は 2014 年 3 月 7 日付の答弁書において「ビットコインの売買の仲

介やビットコインと円貨又は外貨との交換、ビットコインを預かる「口座」の開設及び当該口座間でのビットコイン

の移転については、銀行法第十条第一項各号、同条第二項各号及び第十一条各号に規定する銀行が営むことができる

業務には該当しない」としている。これに対し、斉藤（2015）は、銀行がこれらの業務を銀行法第 10 条第 2 項本文の

「その他付随業務」として行うことができる可能性があるとしている。なお、政府の答弁書では、銀行によるビット

コインの貸出業務に関して明確に言及していない。 
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用されるためには、発行主体である預託機関の健全性、つまり預託機関の保有する貸

出債権の質が健全であることが確保されなければならない。このことは、法貨・預金

通貨システムでは銀行における貸出債権の質の維持の問題であって、政府（金融機関

の監督当局）が積極的に（例えば銀行検査のような形で）関与することによって確保

がなされている。したがって、仮想通貨システムにおいても預託機関の健全性確保の

ために何らかの規制・監督の仕組みを設けることが求められる。 

 また、預託機関の貸借対照表の状況を見た場合、そこには資産である貸出債権と負

債である預り債務との間における期間のミスマッチ（長期の貸出債権と短期の預り債

務）という問題を発見することになろう。このことは、預託機関においても銀行取り

付けと同様の問題が発生する潜在的危険性を示している。銀行における取り付けの発

生防止策としては、中央銀行による「最後の貸手」機能や預金保険制度などがセーフ

ティネットとして整備されている。このため、仮想通貨の支払決済システムにおいて

も「最後の貸手」機能や預金保険制度に類した制度をシステムの一部として用意する

必要がある30。 

 さらに、もし預託機関が単一ではなく複数存在する場合には、それぞれの預託機関

が発行する支払手段としての預り債務の交換をどうするかという問題が発生する。預

り債務は、仮想通貨と同じ価値尺度を基礎とするため、異なる預託機関が発行するも

のであっても額面上は同じ単位が表示される。支払手段として広く利用されることが

前提であれば、異なる預託機関が発行する預り債務同士であっても、同一額面である

以上は一対一の交換（または相互の合算や相殺）が可能であること、つまり預り債務

の均質性が要請されるであろう。それを実現するためにも、仮想通貨の預り債務の価

値を担保する貸出債権の質の維持が必須である。 

 加えて、複数の預託機関が発行する仮想通貨の預り債務を広範に流通させるために

は、異なる預託機関の口座間での預り債務の移動（振替）ができるような仕組みも必

要である31。より具体的にいえば、個別にそうした取扱いを可能とするようなバイラテ

ラルの取決め32を預託機関間で相対で締結する方法もありうるだろうし、また、預託機

関が多数になるような場合であれば、新たにマルチラテラルな決済の仕組みを構築す

                                                        
30 預託機関に対する規制・監督や「最後の貸手」機能を何が担うかについても議論の余地が残されている。現行のように

規制・監督は政府等が、「最後の貸手」は中央銀行が担うという考え方もあるが、19 世紀初頭の米国ニューイングラン

ド地方で設立されたサフォーク銀行（サフォークシステム）のように民間主導の機関がこうした機能を担う方式もあ

りうるだろう。 
31 ここでは、仮想通貨預り債務の均質性を前提として、ある預託機関が発行した預り債務を用いて別の預託機関において

（仮想通貨の）払出しができるということを意味する。 
32 銀行間の決済の仕組みでいえば「コルレス方式」がこれにあたる。これに関しては吉田（2012）を参照のこと。 
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用されるためには、発行主体である預託機関の健全性、つまり預託機関の保有する貸

出債権の質が健全であることが確保されなければならない。このことは、法貨・預金

通貨システムでは銀行における貸出債権の質の維持の問題であって、政府（金融機関

の監督当局）が積極的に（例えば銀行検査のような形で）関与することによって確保

がなされている。したがって、仮想通貨システムにおいても預託機関の健全性確保の

ために何らかの規制・監督の仕組みを設けることが求められる。 

 また、預託機関の貸借対照表の状況を見た場合、そこには資産である貸出債権と負

債である預り債務との間における期間のミスマッチ（長期の貸出債権と短期の預り債

務）という問題を発見することになろう。このことは、預託機関においても銀行取り

付けと同様の問題が発生する潜在的危険性を示している。銀行における取り付けの発

生防止策としては、中央銀行による「最後の貸手」機能や預金保険制度などがセーフ

ティネットとして整備されている。このため、仮想通貨の支払決済システムにおいて

も「最後の貸手」機能や預金保険制度に類した制度をシステムの一部として用意する

必要がある30。 

 さらに、もし預託機関が単一ではなく複数存在する場合には、それぞれの預託機関

が発行する支払手段としての預り債務の交換をどうするかという問題が発生する。預

り債務は、仮想通貨と同じ価値尺度を基礎とするため、異なる預託機関が発行するも

のであっても額面上は同じ単位が表示される。支払手段として広く利用されることが

前提であれば、異なる預託機関が発行する預り債務同士であっても、同一額面である

以上は一対一の交換（または相互の合算や相殺）が可能であること、つまり預り債務

の均質性が要請されるであろう。それを実現するためにも、仮想通貨の預り債務の価

値を担保する貸出債権の質の維持が必須である。 

 加えて、複数の預託機関が発行する仮想通貨の預り債務を広範に流通させるために

は、異なる預託機関の口座間での預り債務の移動（振替）ができるような仕組みも必

要である31。より具体的にいえば、個別にそうした取扱いを可能とするようなバイラテ

ラルの取決め32を預託機関間で相対で締結する方法もありうるだろうし、また、預託機

関が多数になるような場合であれば、新たにマルチラテラルな決済の仕組みを構築す

                                                        
30 預託機関に対する規制・監督や「最後の貸手」機能を何が担うかについても議論の余地が残されている。現行のように

規制・監督は政府等が、「最後の貸手」は中央銀行が担うという考え方もあるが、19 世紀初頭の米国ニューイングラン

ド地方で設立されたサフォーク銀行（サフォークシステム）のように民間主導の機関がこうした機能を担う方式もあ

りうるだろう。 
31 ここでは、仮想通貨預り債務の均質性を前提として、ある預託機関が発行した預り債務を用いて別の預託機関において

（仮想通貨の）払出しができるということを意味する。 
32 銀行間の決済の仕組みでいえば「コルレス方式」がこれにあたる。これに関しては吉田（2012）を参照のこと。 

ることも必要となるだろう。つまり、仮想通貨預り債務に係る「決済システム」33を用

意するということである。 

 

４ まとめと留意点 

 以上の議論をまとめよう。仮想通貨が使い勝手のいい支払手段となるためには、そ

の需要者に対して迅速かつ柔軟に流動性を供給できることが必要であるが、仮想通貨

はその仕様上、発行総額に上限がありかつ供給額も限定的であることから、現状では

支払手段としての能力は不十分である。そこで必要となるのは仮想通貨そのものの改

善ではなく、仮想通貨の外部にその利用を促進させるための仕組みをアドホックに構

築することである。具体的には、⑴仮想通貨を受け入れると同時に自らの（仮想通貨

の）預り債務を発行することで貸出を行うことのできる預託機関の設置、⑵預託機関

に対する監督制度やセーフティネット（「最後の貸手」機能、預金保険類似の制度）の

整備、⑶決済システムの構築などである。こうした枠組みがうまく機能することによ

って、この預り債務と仮想通貨の組み合わせが仮想通貨システムにおける中心的な支

払手段となりうるのである。 

 しかし、以上の結論は、特定の発行主体や管理主体を持たずに自由に取引当事者間

において資金移動ができる手段として開発された仮想通貨の当初目的からは大きく外

れるのも事実である。仮想通貨そのものには発行管理主体は存在しないが、その預り

債務には発行主体が必須である。また、仮想通貨預り債務の移動は発行管理主体の記

録帳簿上で行われるため、その場合は P2P による送金は実現しないことになる。結局、

ここで行われている内実は、既存の銀行や資金決済システムと概ね同じだと言わざる

を得ない。そうであれば、システムを全体で比較した場合に、仮想通貨システムが法

貨・預金通貨システムよりも優位だといえる点を見出すことは難しいのではないだろ

うか。 

 また、支払手段としての仮想通貨の利用を促進するための対応を実行するには、お

そらく大きな費用がかかることが予想される。既に我々が法貨および預金通貨という

利便性の高い支払手段を有しているなかで、新たに仮想通貨システムを導入・構築す

                                                        
33 本稿では詳細には立ち入らないが、例えば、仮想通貨の預り債務の移動指図を処理（ネッティングや決済額の計算処理

など）を扱うクリアリングハウスや、預託機関から決済用の資産を預かり、それを預託機関の口座間で振替えること

によって預託機関間の預り債務の移動に伴う決済処理を行う決済機関といった決済システムを構築することが考えら

れる。こうした仮想通貨預り債務に関する決済システムの仕組みについては、投信バンキングの決済システムとも原

理的には同じであることから、詳細については吉田（2015）も参照のこと。 
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るための費用を賄うためには、それに対する何らかの合理的な理由がなければならな

いが、それは果たして可能なのだろうか。仮想通貨の支払手段化にあたっては、そう

した疑念が解消されねばならない。 

 

５ むすび 

 本稿での提案は、仮想通貨に現行の預金通貨と同等の利便性をもたせるために必要

な対応として考察されたものである。もし、仮想通貨が現在の法貨・預金通貨システ

ムと共存し、単にその一部を補完的に担うことのみを目的とするのであれば、ここで

提案するような対応をとる必要はないかもしれない。しかしその場合、仮想通貨は畢

竟マージナルな部分でしか利用されない副次的な支払手段として位置づけられるもの

と思われる。 

 また、支払手段の本質が何かを考えた場合に、支払手段が必ず何者かの債務でなけ

ればならないということはないが、今回の考察を踏まえると、広く利用される支払手

段というものは結局のところ集中的に管理される債務に回帰していくものなのかもし

れないとも推測できる。 

 それでも、昨今の仮想通貨の登場は、ある意味で貨幣の成立をめぐるひとつの実験

のようなものと捉えることが出来るかもしれない。これまでの貨幣とは成り立ちが全

く異なる仮想通貨が、将来、貨幣（通貨）となり得るのか、あるいは失敗するのかは、

貨幣の本質を考えるうえで重要な示唆を与えてくれることだろう。その意味で、仮想

通貨の今後については、引き続き注視していく必要がある。なお、今回の考察の中心

である仮想通貨（およびその預り債務）と支払手段との関係については、銀行預金の

みならず、投信バンキングにおける投資信託受益権のあり方とも並行して検討するこ

とも可能であろう。 

 最後に、もし現時点で、「貨幣」や「通貨」に関して分析哲学でいうところの「概念

分析」を行ったならば、興味深い結果が出る可能性がある。それは、人々が「貨幣」

や「通貨」に対して持つ共通の観念が仮想通貨の登場によって少なからず揺さぶられ

ている可能性があるからである。 

以 上 
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ムと共存し、単にその一部を補完的に担うことのみを目的とするのであれば、ここで

提案するような対応をとる必要はないかもしれない。しかしその場合、仮想通貨は畢

竟マージナルな部分でしか利用されない副次的な支払手段として位置づけられるもの

と思われる。 

 また、支払手段の本質が何かを考えた場合に、支払手段が必ず何者かの債務でなけ

ればならないということはないが、今回の考察を踏まえると、広く利用される支払手

段というものは結局のところ集中的に管理される債務に回帰していくものなのかもし

れないとも推測できる。 

 それでも、昨今の仮想通貨の登場は、ある意味で貨幣の成立をめぐるひとつの実験

のようなものと捉えることが出来るかもしれない。これまでの貨幣とは成り立ちが全

く異なる仮想通貨が、将来、貨幣（通貨）となり得るのか、あるいは失敗するのかは、

貨幣の本質を考えるうえで重要な示唆を与えてくれることだろう。その意味で、仮想

通貨の今後については、引き続き注視していく必要がある。なお、今回の考察の中心

である仮想通貨（およびその預り債務）と支払手段との関係については、銀行預金の

みならず、投信バンキングにおける投資信託受益権のあり方とも並行して検討するこ

とも可能であろう。 

 最後に、もし現時点で、「貨幣」や「通貨」に関して分析哲学でいうところの「概念

分析」を行ったならば、興味深い結果が出る可能性がある。それは、人々が「貨幣」

や「通貨」に対して持つ共通の観念が仮想通貨の登場によって少なからず揺さぶられ

ている可能性があるからである。 

以 上 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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進路選択能力の構造に関する考察 

 
― 進路選択能力と進路選択自己効力感との関係 ― 

 

町 田 尚 史, 開 本 浩 矢 
 

１．問題意識と研究目的  

我が国大学生の進路別卒業者の推移は文部科学省学校基本調査によれば、平成 2 年

3 月度では一時的な仕事に就いた者とそれ以外の者（非就職者）の合計は 25,993 名で

あったが、10 年後の平成 12 年 3 月度では合計が 143,716 名と大幅に増加している。

求人倍率が 1.61 倍と大幅に上昇してきた平成 26 年 3 月期においても 83,003 名と多く

の大学生が就業しない、もしくは正規の仕事を得ないままに卒業している。少子高齢

化の中で若年労働者は減少し、求人倍率も上昇する中で、なぜ就職しない大学生が多

数存在するのか。また彼らは何故就職しないのか。就職すなわち職業選択を大学生の

大きな進路選択ととらえた時、何故大学生が進路選択をしないのか、もしくはできな

いのか、について大きな関心が寄せられる。大学卒業時における就職選択行動は、進

路選択行動の 1 つと考えられるが、従来から進路選択行動に関わる概念として、進路

選択能力と進路選択自己効力感が取り上げられている。進路選択行動は進路選択能力

に影響を受けるが、そこに進路選択自己効力感が媒介することにより、更に大きな影

響を受ける､という概念である（富永, 2009）。自己効力感とは「自分はできる」とい

う自らへの信頼感情である（Bandura, 1977）。進路選択における自己効力感については、

多様な研究がなされている（廣瀬, 1998）。ただもう一つの因子である進路選択能力に

ついては、「何が」進路選択能力であるのか、についての研究が極めて乏しい。このよ

うな背景から、本稿では我が国の大学生に求められる進路選択能力とは具体的になに

を意味し、それが進路選択における自己効力感とどのような関係性を持っているのか

について分析していく。 

 

  

商大論集　第 67 巻　第 3 号

進路選択能力の構造に関する考察
― 進路選択能力と進路選択自己効力感との関係 ―

15（225）



２．先行研究から分析モデルの構築 

2.1 進路選択自己効力感の研究 

 進路選択の問題は、従来も進路不決断や職業的発達理論、進路成熟等のテーマで論

じられている。ただ 1970 年代までは進路選択や職業選択に対する研究は必ずしも活発

には行われていない。当初 Ginsberg et al.（1950）においては、職業選択研究の基礎と

なる調査や理論構築がなされている。それによれば、職業を選択する自由は我々の文

化の重要な部分であると述べつつも、職業が自分自身の意志によるものというより、

むしろ広い意味での社会的な力（特に経済力）によって決定されると強く主張した。

それはアメリカの社会経済の構造が職業の選択を認めないということと同等であると

し、職業選択における社会的背景について言及している。その後 Super（1955）によ

るキャリア発達や Crites（1961）、Crites（1965）等による職業成熟度についての議論

が行われてきた。一方 Ginzberg（1972）は職業選択理論において再調査を行い、そこ

では大幅な修正を行った。第一の修正点は、職業選択の時期である。50 年代までの理

論では、職業選択は思春期前から 10 代後半または遅くとも 20 代初期までの期間にお

ける意思決定であるとされてきたが、Ginsberg の修正理論では、特に年齢による限定

をせず継続的になされる意思決定であるとされたのである。第二の修正点は、従来の

職業選択プロセスの不可逆性を否定し、必ずしも逆行できないわけではないと主張し

たことである。第三の修正点として、従来、職業選択においては、個人の興味関心・

能力･価値観と職業機会の妥協が図られるとされていた点を修正し、個人は職業選択に

あたり、自らの優先順位と直面する機会や制約との相性を見つけることで、自らの満

足を最適化すると主張した。 

近年の進路選択における研究によれば、進路選択行動には自己効力感が大きく影響

を与えており、進路選択における自己効力感が高いほど、進路選択行動が適切に行わ

れ、進路不決断が回避される傾向が高いとされている。前述の通り自己効力感とは

「自分はできる」という自らへの信頼感情である（Bandura, 1977）。自己効力感の概念

を進路選択領域に最初に応用したのが Hackett & Betz（1981）である。彼らは性差につ

いて実証検証し、女性は男性と比較して職業的環境が乏しいため仕事における効力期

待が低くなる傾向があるとの結果を示した。続いて自己効力感の概念を進路選択の領

域に本格的に持ち込んだのが Taylor & Betz（1983）であり、進路選択自己効力感

（CDMSE）を 5 つの領域に分類し､各々10 個、合計 50 個の尺度を設定した。5 つの領
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２．先行研究から分析モデルの構築 
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には行われていない。当初 Ginsberg et al.（1950）においては、職業選択研究の基礎と

なる調査や理論構築がなされている。それによれば、職業を選択する自由は我々の文

化の重要な部分であると述べつつも、職業が自分自身の意志によるものというより、

むしろ広い意味での社会的な力（特に経済力）によって決定されると強く主張した。

それはアメリカの社会経済の構造が職業の選択を認めないということと同等であると

し、職業選択における社会的背景について言及している。その後 Super（1955）によ

るキャリア発達や Crites（1961）、Crites（1965）等による職業成熟度についての議論

が行われてきた。一方 Ginzberg（1972）は職業選択理論において再調査を行い、そこ

では大幅な修正を行った。第一の修正点は、職業選択の時期である。50 年代までの理

論では、職業選択は思春期前から 10 代後半または遅くとも 20 代初期までの期間にお

ける意思決定であるとされてきたが、Ginsberg の修正理論では、特に年齢による限定

をせず継続的になされる意思決定であるとされたのである。第二の修正点は、従来の

職業選択プロセスの不可逆性を否定し、必ずしも逆行できないわけではないと主張し

たことである。第三の修正点として、従来、職業選択においては、個人の興味関心・

能力･価値観と職業機会の妥協が図られるとされていた点を修正し、個人は職業選択に

あたり、自らの優先順位と直面する機会や制約との相性を見つけることで、自らの満

足を最適化すると主張した。 

近年の進路選択における研究によれば、進路選択行動には自己効力感が大きく影響

を与えており、進路選択における自己効力感が高いほど、進路選択行動が適切に行わ

れ、進路不決断が回避される傾向が高いとされている。前述の通り自己効力感とは

「自分はできる」という自らへの信頼感情である（Bandura, 1977）。自己効力感の概念

を進路選択領域に最初に応用したのが Hackett & Betz（1981）である。彼らは性差につ

いて実証検証し、女性は男性と比較して職業的環境が乏しいため仕事における効力期

待が低くなる傾向があるとの結果を示した。続いて自己効力感の概念を進路選択の領

域に本格的に持ち込んだのが Taylor & Betz（1983）であり、進路選択自己効力感

（CDMSE）を 5 つの領域に分類し､各々10 個、合計 50 個の尺度を設定した。5 つの領

域とは、①自己評価、②職業情報の収集、③目標選択、④将来設計、⑤問題解決であ

る。彼らの研究によりキャリア開発や職業意思決定過程の議論に対し、進路選択自己

効力感という明確な指標が導入されたことは研究上大きな進展であったといえる。

Taylor & Betz（1983）は 346 名の大学生を対象に調査を行い、進路選択領域における

自己効力感を測定できる信頼性の高い尺度を開発した。 

代表的な質問項目は「工学教育プログラムに関する情報を検索する」、「ほとんどの

労働者が異性であるキャリアを選択する」、「最も多くの能力がある学科を決定する」、

「あなたが職業的に価値があると思えることを決める」等である。これらの質問項目

の回答結果は、高い内的一貫性（α=0.97）を示した。その後進路選択における自己効

力感の研究は、男女間における性差や数学の能力に関する差異、進路不決断に至るプ

ロセス等多様な分野で研究がなされ、一定の成果が蓄積されてきた。 

 

2.2 進路選択能力の構成 

Crites（1965）では Fig.1 に示すように職業発展の理論に由来する職業成熟の構成概

念を①職業選択の一貫性、②職業選択の知恵、③職業選択能力、④高度な職業選択に

分類している。また下位要素として①職業選択の一貫性では、時間・場所・レベル・

家族を、②職業選択の知恵では、能力・活動・興味関心・社会層を、③職業選択能力

では、課題解決・計画力・職業情報（収集）・自己認知・目標選択を、④高度な職業選

択については、かかわり合い・オリエンテーション・独立・概念・好みの各項目を想

定している。 

Fig.1 職業発展の理論に由来する職業成熟の構成概念 
職業成熟の程度 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出所：Crites（1965）.5p より筆者が作成 
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Fig.1　職業発展の理論に由来する職業成熟の構成概念
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この中では③職業選択能力（Vocational choice Competencies）についての概念が､

Taylor & Bets（1983）による CDMSE に関する尺度開発の理論的根拠として受け継が

れている。Taylor & Betz（1983）における CDMSE の概念は進路選択能力についても

示唆している。なぜならば CDMSE の 5 領域は Crites（1965）の職業成熟の構成概念

モデルで仮定される問題解決能力・計画力・職業情報・自己認知・目標選択という 5

つの職業選択能力により定義されているからである。また CDMSE の本来の調査目的

の一つが、「進路意思決定タスクに対する自己効力期待を評価する方法を開発するた

め」であるため、「あなたの能力に合うキャリアを選択すること」、「正確に自己評価す

ること」、「あなたの将来の目標に関連する実務経験に参加すること」、「1980 年代の職

業の雇用動向を知ること」、「あなたが職業的に価値があると思えることを決めること」

などの進路選択能力と呼ぶべき質問項目が記載されている。 

ただし Crites（1965）以降進路選択能力に関する具体的な研究は乏しく、Taylor & Betz

（1983）までの研究はキャリア発達や進路不決断とその原因についてなどの研究が主

流であった。幾分時代がさかのぼるが、Super（1953）は、多様なキャリア発達理論を

検討し 10 の理論にまとめた。その中の一つとして、個々人が生きていく中で働く状況

が変化し、時間と経験による自己概念の変遷の中で職業選択と能力に変化がみられる

と指摘している。また能力、興味関心そして個性によって職業選択が変化するとの記

述もあり、能力という概念に言及しているが、これらは職業意思決定の要因を示して

いるという点で職業選択能力とは異なる概念である。さらに Super（1953）が論駁し

ている Ginsberg et al.（1950）ならびに Ginzberg（1972）らの研究では職業選択とは、

個人が興味関心、能力、価値観と職業機会の間の最適な相性を見つけようと努める行

為であるとしている。やはりここでも能力についての記述がみられるが､具体的な進路

選択能力に関する言及はみられない。その後 Holland & Holland （1977）では、進路不

決断尺度を個性、意思決定能力、関心、および職業上の態度の基準で評価する中で、

進路選択能力を構成する要素として、意思決定能力を提示している。 

Osipow（1999）による進路不決断の研究では、進路意思決定の過程に起こる困難は、

進路意志決定過程の自己（認知）、職業情報の獲得によって規定されると述べているが、

進路選択能力に関する言及はない。同様に Santos & Gonçalves（2014）においてもキャ

リア発達上の優柔不断と職業決断という分類を行い、進路選択能力研究の萌芽がみら

れるが、進路選択能力の構成に関する言及は十分ではない。 

また我が国においても進路不決断に関する研究がいくつかみられる。清水・花井
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この中では③職業選択能力（Vocational choice Competencies）についての概念が､

Taylor & Bets（1983）による CDMSE に関する尺度開発の理論的根拠として受け継が

れている。Taylor & Betz（1983）における CDMSE の概念は進路選択能力についても

示唆している。なぜならば CDMSE の 5 領域は Crites（1965）の職業成熟の構成概念

モデルで仮定される問題解決能力・計画力・職業情報・自己認知・目標選択という 5

つの職業選択能力により定義されているからである。また CDMSE の本来の調査目的

の一つが、「進路意思決定タスクに対する自己効力期待を評価する方法を開発するた

め」であるため、「あなたの能力に合うキャリアを選択すること」、「正確に自己評価す

ること」、「あなたの将来の目標に関連する実務経験に参加すること」、「1980 年代の職

業の雇用動向を知ること」、「あなたが職業的に価値があると思えることを決めること」

などの進路選択能力と呼ぶべき質問項目が記載されている。 

ただし Crites（1965）以降進路選択能力に関する具体的な研究は乏しく、Taylor & Betz

（1983）までの研究はキャリア発達や進路不決断とその原因についてなどの研究が主

流であった。幾分時代がさかのぼるが、Super（1953）は、多様なキャリア発達理論を

検討し 10 の理論にまとめた。その中の一つとして、個々人が生きていく中で働く状況

が変化し、時間と経験による自己概念の変遷の中で職業選択と能力に変化がみられる

と指摘している。また能力、興味関心そして個性によって職業選択が変化するとの記

述もあり、能力という概念に言及しているが、これらは職業意思決定の要因を示して

いるという点で職業選択能力とは異なる概念である。さらに Super（1953）が論駁し

ている Ginsberg et al.（1950）ならびに Ginzberg（1972）らの研究では職業選択とは、

個人が興味関心、能力、価値観と職業機会の間の最適な相性を見つけようと努める行

為であるとしている。やはりここでも能力についての記述がみられるが､具体的な進路

選択能力に関する言及はみられない。その後 Holland & Holland （1977）では、進路不

決断尺度を個性、意思決定能力、関心、および職業上の態度の基準で評価する中で、

進路選択能力を構成する要素として、意思決定能力を提示している。 

Osipow（1999）による進路不決断の研究では、進路意思決定の過程に起こる困難は、

進路意志決定過程の自己（認知）、職業情報の獲得によって規定されると述べているが、

進路選択能力に関する言及はない。同様に Santos & Gonçalves（2014）においてもキャ

リア発達上の優柔不断と職業決断という分類を行い、進路選択能力研究の萌芽がみら

れるが、進路選択能力の構成に関する言及は十分ではない。 

また我が国においても進路不決断に関する研究がいくつかみられる。清水・花井

（2007）は、進路先を決めることができないという状況と進路を決めるという活動に

コミットメントすることができないという心理的状態あるいは傾向性とを区別する意

味で、前者を「未決定」とし、後者を「不決断」と規定している。この進路不決断に

ついて下山（1985, 1986）は 41 項目の職業未決定尺度を作成し、未熟、混乱、猶予、

模索そして安直の 5 因子を抽出している。また浦上（1995）は、先行研究を参考に探

索的因子分析を行い、情報・自信不足、希望関連不安、相談希求、葛藤そしてモラト

リアムの 5 因子を抽出している。花井・清水（2006）は、従来の研究を参考にしなが

ら、情報・自信不足、障害不安、決定不安、葛藤、相談希求、逃避そしてモラトリア

ムの 7 因子を得ている。以上の諸外国および我が国における進路不決断に関する先行

研究から、進路不決断を構成する因子は抽出されているものの、進路選択能力そのも

のに構成については明示していないことがわかる。 

一方で富永（2010）は河崎（2003）などを参考に設定した独自の進路選択能力の指

標を構成し、進路選択能力と進路選択自己効力感並びに進路選択行動についての関係

について説明している。河崎（2003）は、2000 年 4 月〜5 月にキャリア教育が積極的

に実施されている米国の中等学校 15 校、キャリアセンター（職業学校）2 校、州教育

局、研究機関等を訪問して授業観察を行うとともに関係者へのインタビューを実施し

た。その結果、中等学校では、「自己理解」「人間関係」「意思決定」の能力を中心に、

「情報収集／経験」の能力育成をめざし、高等学校では、就業経験を重視したプログ

ラムの中で具体的な「ライフキャリア・プランニング」の能力を育成していることが

明らかになった。それらの知見を踏まえて、富永（2010）は進路選択能力を「進路選

択という課題を解決するのに必要な力やスキルである」と定義し「何か困った事態に

直面したとき、どこに問題があるかすぐに見つけることができる」、「何が自分にとっ

て大事なのか優先順位をつけることができる」、「予想外の悪い状況になったとき、自

分が現実的にできることを探すことができる」、「よりよい解決を見つけるために、で

きるだけ多くの情報を集められる」、「問題を解決するとき、一つにすぐ答えを決めな

いで、他の選択肢を考えることができる」、「なにか重要なことを決めるとき、いろい

ろな選択肢を、丁寧に比較することができる」、「重要な決定の結果、起こってくる色々

な可能性について推察できる」という 7 項目から構成されることを主張している。 

さらに、西山（2011）は、「高いスキルとやる気、そして自分の適性に合った仕事に

ついたとき、人は力を発揮し成果をあげる。企業はこの 3 点で学生を判定しようとし

ていると想定する」と指摘している。ここでいうスキルとは、「本来仕事のスキルで勉
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強のスキルではない」とのべつつ、SPI などのテスト結果よりも学歴という代理指標

によって、スキルの測定を行う場合が多いとしている。モチベーションについては「働

く意欲とその継続性を見るもので、サークルやバイトでの経験、役割を代理指標にす

る場合が多い。面接でも、これまでの経験を聞いて、『どういう困難に直面し、それを

どう乗り越え、教訓化しているか』が頻繁に出る質問である」と述べている。マッチ

ングについては、その会社、仕事の適性に合った学生をとることであると定義してい

る。筆者はかつて実務家として採用現場に立ち会ってきたが、民間企業の採用基準と

しては①能力・②意欲・③適性という視点が共通して重視されてきたという西山の指

摘は、筆者の実務経験からも妥当であるといえる。そこで、筆者は Crites（1965）が

構成概念モデルを構築し、Taylor & Betz（1983）が進路意思決定タスクとして規定し

た、課題解決・計画力・職業情報（収集）・自己認知・目標選択という 5 領域と西山（2011）

による①能力・②意欲・③適性の 3 要素との統合を図りつつ、進路選択能力を進路選

択スキル、進路選択マッチング、進路選択モチベーションという 3 因子から構成され

るものとした。進路選択スキルとは進路選択において必要な職業情報収集や自己認知、

課題解決に関わる技術である。また進路選択マッチングとは自己認知により得られた

自己の能力の正確な把握と、業種や職種などの企業、職業情報収集による自らの志向

や価値観との適合性に関する判断力である。進路選択モチベーションとは、職業情報

に関する興味関心対象に関して、明確な目標選択の基に計画力を活かし意欲を高め当

初の計画通り進路選択行動を繰り返す力である。 

上記から以下の仮説が導出される。 

仮説 1：進路選択能力は、進路選択スキル、進路選択モチベーション、進路選択マッ

チングにより構成される。 

 

2.3 進路選択能力と進路選択自己効力感の関係 

 富永（2009）は、独自の進路選択能力の指標を構成し、Fig.2 に示すように進路選択

能力と進路選択自己効力感並びに進路選択行動についての関係について分析してい

る。富永（2009）は、前述 3 つの概念間の関係を大学生 381 名、高校生 1,110 名、中

学生 475 名に対して調べ、進路選択能力から進路選択自己効力（感）を媒介して進路

選択行動に至るという構造は中学・高校・大学で一定しているとの結論を導き出した。 
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強のスキルではない」とのべつつ、SPI などのテスト結果よりも学歴という代理指標

によって、スキルの測定を行う場合が多いとしている。モチベーションについては「働

く意欲とその継続性を見るもので、サークルやバイトでの経験、役割を代理指標にす

る場合が多い。面接でも、これまでの経験を聞いて、『どういう困難に直面し、それを

どう乗り越え、教訓化しているか』が頻繁に出る質問である」と述べている。マッチ

ングについては、その会社、仕事の適性に合った学生をとることであると定義してい

る。筆者はかつて実務家として採用現場に立ち会ってきたが、民間企業の採用基準と

しては①能力・②意欲・③適性という視点が共通して重視されてきたという西山の指

摘は、筆者の実務経験からも妥当であるといえる。そこで、筆者は Crites（1965）が

構成概念モデルを構築し、Taylor & Betz（1983）が進路意思決定タスクとして規定し

た、課題解決・計画力・職業情報（収集）・自己認知・目標選択という 5 領域と西山（2011）

による①能力・②意欲・③適性の 3 要素との統合を図りつつ、進路選択能力を進路選

択スキル、進路選択マッチング、進路選択モチベーションという 3 因子から構成され

るものとした。進路選択スキルとは進路選択において必要な職業情報収集や自己認知、

課題解決に関わる技術である。また進路選択マッチングとは自己認知により得られた

自己の能力の正確な把握と、業種や職種などの企業、職業情報収集による自らの志向

や価値観との適合性に関する判断力である。進路選択モチベーションとは、職業情報

に関する興味関心対象に関して、明確な目標選択の基に計画力を活かし意欲を高め当

初の計画通り進路選択行動を繰り返す力である。 

上記から以下の仮説が導出される。 

仮説 1：進路選択能力は、進路選択スキル、進路選択モチベーション、進路選択マッ

チングにより構成される。 

 

2.3 進路選択能力と進路選択自己効力感の関係 

 富永（2009）は、独自の進路選択能力の指標を構成し、Fig.2 に示すように進路選択

能力と進路選択自己効力感並びに進路選択行動についての関係について分析してい

る。富永（2009）は、前述 3 つの概念間の関係を大学生 381 名、高校生 1,110 名、中

学生 475 名に対して調べ、進路選択能力から進路選択自己効力（感）を媒介して進路

選択行動に至るという構造は中学・高校・大学で一定しているとの結論を導き出した。 

  

Fig.2 進路選択能力・進路選択自己効力・進路選択行動の関連モデル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：富永（2010）.39p より筆者が作成 

 

進路選択自己効力感に関する議論の中で、「どのようにすれば、進路選択自己効力

感が向上するのか」、「進路選択自己効力感を高めるために何が必要か」といった観点

からの実証研究の蓄積は非常に少ない。すなわち、進路選択自己効力感に関する議論

は、進路選択自己効力感を規定する要因を探索するステージに入ったと考えられるの

である。富永（2008）によれば、進路選択自己効力（感）は、いくつかの研究で進路

選択行動との直接関係が示されているという。（安達, 2001）（Gushue, Clarke, Pantzer, & 

Scanlan, 2006）その上で進路選択自己効力（感）を高める介入研究について、一貫性

がないことを指摘している。そしてその原因の一つとして対象者の進路選択能力とい

う要因が想定されていないことを指摘している。富永（2008）によれば、進路選択能

力とは、進路選択という課題を解決するために必要な力やスキルであり、進路選択自

己効力（感）とは、進路を選択・決定するために行動を自分がどの程度うまくやれる

かという自分への確信であり、それは言い換えれば自分の進路選択能力に対する自己

認知でもあるので、これらを査定し育成する際には、彼らの進路選択能力も当然考慮

されるべきであろうと分析している。富永（2009）においては、1,110 名の高校生を対

象にして調査し、その結果進路選択能力は弱いながらも進路選択行動に直接関連する

こと、しかしそれ以上に、進路選択能力が進路選択自己効力（感）を媒介して進路選

択行動に影響を与えることを明らかにしている。その意味では大学生においても進路

選択能力を構成する 3 要素が進路選択自己効力感にどのように影響を及ぼしているの
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かを計る必要があると考えられる。そこで以下のように進路選択能力と進路選択自己

効力感の関係性を示す仮説が提示できる。 

仮説 2：進路選択能力は進路選択自己効力感に正の影響を与える。 

またこの仮説は進路選択能力が 3 要素に分類されることから以下のような 3 つのサブ

仮説の導出につながる。 

仮説 2a：進路選択スキルは、進路選択自己効力感に正の影響を与える。 

仮説 2b：進路選択マッチングは、進路選択自己効力感に正の影響を与える。 

仮説 2c：進路選択モチベーションは、進路選択自己効力感に正の影響を与える。 

 

３．分析方法・対象とその結果 

3.1 調査方法・対象・サンプル数 

 本研究の調査は、2012 年 4 月に実施した。関西にある公立大学の社会科学系学部の

3 年生に対し、質問紙によるアンケートを実施した。進路選択スキル、進路選択モチ

ベーション、進路選択マッチング、進路選択自己効力感の各指標に関する定量アンケ

ートを実施した。進路選択自己効力感については浦上（1995）による進路選択に対す

る自己効力尺度 30 項目版を使用した。浦上（1995）では「自分の能力を正確に評価す

ること」、「人間相手の仕事か、情報相手の仕事か、どちらが自分に適しているか決め

ること」、「ある職業についている人々の年間所得について知ること」などの項目を 4

点尺度にて尋ねているが、本研究の調査では他の項目を含めてすべて 5 点尺度で尋ね

ている。進路選択モチベーションに関する尺度は、「周囲に反対されても、どうしても

やりたい仕事がある」、「自分の 10 年後の目標を立てています」など桜井・高野（1985）

による尺度を参考にして進路選択用に筆者が再構成したものである。また進路選択ス

キル・進路選択マッチングに関する尺度は Taylor & Betz（1983）における CDMSE 尺

度を採用した。進路選択スキルでは、「国内外での職業選択手法や就職形態、雇用情勢

について把握している」など合計５項目を採用した。また進路選択モチベーションで

は、「自分の 10 年後の目標を立てている」など合計 3 項目を採用した。進路選択マッ

チングでは、「人を相手にする仕事か、物又は情報を相手にする仕事かを決めている」

など合計 18 項目を採用した。また回答者はすべて 3 年生であり、調査以降のキャリア

教育に関する講義に熱心に参加してくれた 30 名を分析対象とした。回答者の属性をコ

ントロールする変数として、女子学生ダミー、自宅通学ダミー、現役入学ダミー、一
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かを計る必要があると考えられる。そこで以下のように進路選択能力と進路選択自己

効力感の関係性を示す仮説が提示できる。 

仮説 2：進路選択能力は進路選択自己効力感に正の影響を与える。 

またこの仮説は進路選択能力が 3 要素に分類されることから以下のような 3 つのサブ

仮説の導出につながる。 

仮説 2a：進路選択スキルは、進路選択自己効力感に正の影響を与える。 

仮説 2b：進路選択マッチングは、進路選択自己効力感に正の影響を与える。 

仮説 2c：進路選択モチベーションは、進路選択自己効力感に正の影響を与える。 

 

３．分析方法・対象とその結果 

3.1 調査方法・対象・サンプル数 

 本研究の調査は、2012 年 4 月に実施した。関西にある公立大学の社会科学系学部の

3 年生に対し、質問紙によるアンケートを実施した。進路選択スキル、進路選択モチ

ベーション、進路選択マッチング、進路選択自己効力感の各指標に関する定量アンケ

ートを実施した。進路選択自己効力感については浦上（1995）による進路選択に対す

る自己効力尺度 30 項目版を使用した。浦上（1995）では「自分の能力を正確に評価す

ること」、「人間相手の仕事か、情報相手の仕事か、どちらが自分に適しているか決め

ること」、「ある職業についている人々の年間所得について知ること」などの項目を 4

点尺度にて尋ねているが、本研究の調査では他の項目を含めてすべて 5 点尺度で尋ね

ている。進路選択モチベーションに関する尺度は、「周囲に反対されても、どうしても

やりたい仕事がある」、「自分の 10 年後の目標を立てています」など桜井・高野（1985）

による尺度を参考にして進路選択用に筆者が再構成したものである。また進路選択ス

キル・進路選択マッチングに関する尺度は Taylor & Betz（1983）における CDMSE 尺

度を採用した。進路選択スキルでは、「国内外での職業選択手法や就職形態、雇用情勢

について把握している」など合計５項目を採用した。また進路選択モチベーションで

は、「自分の 10 年後の目標を立てている」など合計 3 項目を採用した。進路選択マッ

チングでは、「人を相手にする仕事か、物又は情報を相手にする仕事かを決めている」

など合計 18 項目を採用した。また回答者はすべて 3 年生であり、調査以降のキャリア

教育に関する講義に熱心に参加してくれた 30 名を分析対象とした。回答者の属性をコ

ントロールする変数として、女子学生ダミー、自宅通学ダミー、現役入学ダミー、一

般入試ダミーの各変数を設定した。分析で使用する各変数の記述統計量及び相関係数

は下記の Table1．及び Table2．の通りである。 

Table1．記述統計量 

 

 

 

 

 

 

 

Table2．尺度間の相関係数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．２ 分析結果 

3.2.1 仮説１の検証 

 測定尺度作成のため「①因子分析（主因子法・バリマックス回転）、②信頼性分析を

実施し、削除することで信頼性係数が向上する項目を削除、③因子負荷量 0.4 未満の

項目を削除」という手続きを繰り返し、削除しても信頼性係数が向上することはなく、

全因子負荷量が 0.4 以上になったところで分析を終了した。最終的に 3 因子、16 項目

が抽出された。因子負荷量は Table3．のとおりである。 
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3.2.1 仮説１の検証 

 測定尺度作成のため「①因子分析（主因子法・バリマックス回転）、②信頼性分析を

実施し、削除することで信頼性係数が向上する項目を削除、③因子負荷量 0.4 未満の

項目を削除」という手続きを繰り返し、削除しても信頼性係数が向上することはなく、

全因子負荷量が 0.4 以上になったところで分析を終了した。最終的に 3 因子、16 項目

が抽出された。因子負荷量は Table3．のとおりである。 
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平均値 標準偏差 度数

進路選択自己効力感

女性ダミー

自宅ダミー

現役ダミー

一般ダミー

進路選択マッチング

進路選択モチベーション

進路選択スキル

Table 1.記述統計量

進路選択 女性ダミー 自宅ダミー 現役ダミー 一般ダミー 進路選択 進路選択 進路選択

自己効力感 マッチング モチベーション スキル

進路選択
 自己効力感

女性ダミー

自宅ダミー

現役ダミー

一般ダミー

進路選択
 マッチング

進路選択
 モチベーション

進路選択
 スキル

***p＜.001

Table 2. 尺度間の相関係数

進路選択 女性ダミー 自宅ダミー 現役ダミー 一般ダミー 進路選択 進路選択 進路選択

自己効力感 マッチング モチベーション スキル

進路選択
 自己効力感

女性ダミー

自宅ダミー

現役ダミー

一般ダミー

進路選択
 マッチング

進路選択
 モチベーション

進路選択
 スキル

***p＜.001

Table 2. 尺度間の相関係数



Table3．進路選択能力要因の因子分析結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1 因子は、進路選択における自分の性格や能力に対する理解および自分に適した

職業や企業について理解しているという質問項目に対する因子負荷量が高いため、進

路選択に関するマッチングの因子（α＝.848）（以下、進路選択マッチング）であると

解釈できるだろう。第 2 因子は、進路選択における自らの意思と働く意欲に関して、

認知・理解しているという質問項目に対する因子負荷量が高いため、進路選択に関す

るモチベーションの因子（α＝.805）（以下、進路選択モチベーション）であると解釈

できるだろう。第 3 因子は、進路選択における志望対象の絞り込み技術・知識につい

て理解しているという質問項目に対する因子負荷量が高いため、進路選択に関するス

キルの因子（α＝.865）（以下、進路選択スキル）であると解釈できるだろう。因子分

析結果から抽出されたこの 3 因子は、3.1 や 3.2 で議論した進路選択能力の 3 要素と概

ね一致するとみなせるだろう。したがって、仮説１は支持されると考えられる。以下

の分析においては尺度としての妥当性は高いと考え、それぞれの因子に採用された項

目の合計得点を項目数で除した単純平均を算出し、進路選択マッチング尺度・進路選

択モチベーション尺度・進路選択スキル尺度とした。 
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Ⅰ Ⅱ Ⅲ

第1因子：進路選択マッチング(α＝.848）

  自分の性格を正しく理解して、理想的な職業選択や決定ができる

  自分の能力を正しく理解して、理想的な職業選択や決定ができる

  自分を生かせる職業や企業について、適性を理解し自ら判断できる

  希望企業が自分の能力では難しいと判断した時に速やかに次の行動転換が出来る

  自分の経験等を正しく理解して、理想的な職業選択や決定ができる

  明確な自分の人生のビジョンに応じた職業計画や目標がある

第2因子：進路選択モチベーション(α＝.805)

  自分が働く中で最も大事な、価値観を理解し、企業選択に生かしている

  インターンシップ体験で目指す企業の理解・職種理解が出来ている

  企業ごとに求めるコンピテンシー（能力･資質･経験）が異なることを理解している

  自分の10年後の目標を立てている

  希望する企業が自らに適しないと感じた時、勇気を持ち転換できる

  周囲に反対されても、どうしてもやりたい仕事がある

  自分が興味関心のある業界や企業の人たちと話をするのが好きだ

第3因子：進路選択スキル(α＝.865)

  志望する業種を容易に絞り込むことが出来る

  志望する職種を容易に絞り込むことが出来る

  志望する企業を容易に絞り込むことが出来る

　　注：主因子法・ﾊﾞﾘﾏｯｸｽ回転による

　Table 3.　進路選択能力要因の因子分析結果

る



Table3．進路選択能力要因の因子分析結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1 因子は、進路選択における自分の性格や能力に対する理解および自分に適した

職業や企業について理解しているという質問項目に対する因子負荷量が高いため、進

路選択に関するマッチングの因子（α＝.848）（以下、進路選択マッチング）であると

解釈できるだろう。第 2 因子は、進路選択における自らの意思と働く意欲に関して、

認知・理解しているという質問項目に対する因子負荷量が高いため、進路選択に関す

るモチベーションの因子（α＝.805）（以下、進路選択モチベーション）であると解釈

できるだろう。第 3 因子は、進路選択における志望対象の絞り込み技術・知識につい

て理解しているという質問項目に対する因子負荷量が高いため、進路選択に関するス

キルの因子（α＝.865）（以下、進路選択スキル）であると解釈できるだろう。因子分

析結果から抽出されたこの 3 因子は、3.1 や 3.2 で議論した進路選択能力の 3 要素と概

ね一致するとみなせるだろう。したがって、仮説１は支持されると考えられる。以下

の分析においては尺度としての妥当性は高いと考え、それぞれの因子に採用された項

目の合計得点を項目数で除した単純平均を算出し、進路選択マッチング尺度・進路選

択モチベーション尺度・進路選択スキル尺度とした。 

3.2.2 進路選択能力が進路選択自己効力感に与える影響 

 進路選択能力を構成する 3 つの因子が、進路選択自己効力感に影響を与えるかを検

証するため、前者を独立変数に､後者を従属変数にした階層的重回帰分析を行った。ま

ず、進路選択自己効力感に影響を及ぼすと考えられる性別、自宅通学（下宿）、現役（浪

人）、一般入試（推薦入試）といった属性変数について、ステップ１で投入し、その後、

進路選択能力の 3 変数をステップ 2 で投入した。結果は Table4．のとおりである。第

1 に、属性を示すダミー変数はすべて有意な関連を示しておらず、性別などの属性変

数は進路選択自己効力感に影響を与えていないことが確認できた。第 2 に、進路選択

自己効力感に対して、進路選択モチベーションと進路選択マッチングの 2 つの変数が

有意にポジティブな回帰係数を有していることが確認できた。一方で、進路選択スキ

ルの回帰係数は有意ではなかった。したがって仮説 2a および 2b は支持される結果と

なったが、仮説 2c については支持されなかった。 

Table4．進路選択自己効力感に与える影響の重回帰分析結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．考察と結論 

 本稿では、進路選択スキル、進路選択モチベーション、進路選択マッチングから構

成される進路選択能力が、大学生の進路選択における進路選択自己効力感に与える影

響について実証的に分析してきた。進路選択能力を進路選択スキル、進路選択モチベ

ーション、進路選択マッチングに分類するなど、先行研究では試みなかった観点から

分析したこともあり、探索的な研究となった。本稿で考察した分析枠組みにしたがっ
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β β

独立変数

　女性ダミー

　自宅ダミー

　現役ダミー

　一般ダミー

　進路選択マッチング

  進路選択モチベーション

　進路選択スキル

⊿R

従属変数: 進路選択自己効力感

*p＜.05,**p＜.01

Table 4.　進路選択自己効力感に与える影響の重回帰分析結果

ステップ2ステップ1



て、明らかになった事実を以下の通りまとめる。 

 第 1 に先行研究において、大学生の進路選択自己効力感を高めるために必要である

とされてきた進路選択能力を進路選択マッチング、進路選択モチベーション、進路選

択スキルの 3 因子に分類することができた。第 2 に進路選択マッチング、進路選択モ

チベーションが、進路選択自己効力感にポジティブな影響を与えていることがわかっ

た。一方、もう一つの構成因子である進路選択スキルは、進路選択自己効力感に影響

を与えていないという事実も明らかになった。第 3 に女子学生ダミー、自宅通学ダミ

ー、現役入学ダミー、一般入学ダミーというダミー変数にはいずれも有意な相関関係

がみられなかった。 

 次に本稿から得られた含意と課題を整理する。理論的含意としては、大学生の進路

選択における進路選択能力を進路選択マッチング、進路選択モチベーション、進路選

択スキルという 3 因子に分類することができた点があげられる。従来進路選択自己効

力感と進路選択行動に影響を及ぼすといわれながら、定義がなされなかった進路選択

能力は、進路選択マッチング、進路選択モチベーション、進路選択スキルという 3 因

子から構成されていることが明らかにされた。また、進路選択自己効力感の規定要因

として、進路選択マッチングと進路選択モチベーションがポジティブな影響を及ぼす

ことを示した点も指摘できる。従来、就職活動という進路選択の場面における進路選

択自己効力感の重要性について繰り返し指摘されていたにもかかわらず、これまで進

路選択自己効力感を規定する要因に関する実証研究は非常にまれであった。この点に

ついて、本稿では幾ばくかの理論的貢献ができたと考える。一方で、進路選択スキル

が進路選択自己効力感に与える影響は統計的に有意とはならなかった。業界や企業を

絞り込むことができるといった尺度によって、進路選択スキルは測定されているが、

こうした絞り込みは回答した大学 3 年生（4 月時点）では困難であったのかもしれな

い。エントリーシートを記述することや会社研究を進めるに従って、進路の絞り込み

が行われることを考えると、3 年生 4 月段階では本稿の進路選択スキルは十分に高ま

っていなかった為、進路選択自己効力感に結びつかなかったとも考えられるだろう。 

実践的含意としては、大学生の職業選択等の進路選択においては、本人と就職先や

職業との適性をどのように確保するかが就職活動の成否に大きな影響を及ぼすことが

指摘できるだろう。と同時に様々な要因で低下しがちな大学生の進路選択における「や

る気」をどう継続的に維持していくのかも、極めて重要であると考えられる。また本

稿においては、進路選択能力と進路選択自己効力感の関係については、男女間の性差
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て、明らかになった事実を以下の通りまとめる。 

 第 1 に先行研究において、大学生の進路選択自己効力感を高めるために必要である

とされてきた進路選択能力を進路選択マッチング、進路選択モチベーション、進路選

択スキルの 3 因子に分類することができた。第 2 に進路選択マッチング、進路選択モ

チベーションが、進路選択自己効力感にポジティブな影響を与えていることがわかっ

た。一方、もう一つの構成因子である進路選択スキルは、進路選択自己効力感に影響

を与えていないという事実も明らかになった。第 3 に女子学生ダミー、自宅通学ダミ

ー、現役入学ダミー、一般入学ダミーというダミー変数にはいずれも有意な相関関係

がみられなかった。 

 次に本稿から得られた含意と課題を整理する。理論的含意としては、大学生の進路

選択における進路選択能力を進路選択マッチング、進路選択モチベーション、進路選

択スキルという 3 因子に分類することができた点があげられる。従来進路選択自己効

力感と進路選択行動に影響を及ぼすといわれながら、定義がなされなかった進路選択

能力は、進路選択マッチング、進路選択モチベーション、進路選択スキルという 3 因

子から構成されていることが明らかにされた。また、進路選択自己効力感の規定要因

として、進路選択マッチングと進路選択モチベーションがポジティブな影響を及ぼす

ことを示した点も指摘できる。従来、就職活動という進路選択の場面における進路選

択自己効力感の重要性について繰り返し指摘されていたにもかかわらず、これまで進

路選択自己効力感を規定する要因に関する実証研究は非常にまれであった。この点に

ついて、本稿では幾ばくかの理論的貢献ができたと考える。一方で、進路選択スキル

が進路選択自己効力感に与える影響は統計的に有意とはならなかった。業界や企業を

絞り込むことができるといった尺度によって、進路選択スキルは測定されているが、

こうした絞り込みは回答した大学 3 年生（4 月時点）では困難であったのかもしれな

い。エントリーシートを記述することや会社研究を進めるに従って、進路の絞り込み

が行われることを考えると、3 年生 4 月段階では本稿の進路選択スキルは十分に高ま

っていなかった為、進路選択自己効力感に結びつかなかったとも考えられるだろう。 

実践的含意としては、大学生の職業選択等の進路選択においては、本人と就職先や

職業との適性をどのように確保するかが就職活動の成否に大きな影響を及ぼすことが

指摘できるだろう。と同時に様々な要因で低下しがちな大学生の進路選択における「や

る気」をどう継続的に維持していくのかも、極めて重要であると考えられる。また本

稿においては、進路選択能力と進路選択自己効力感の関係については、男女間の性差

を始め、自宅・下宿通学、現役・浪人入学、一般入試・推薦入学（AO 含む）という

特性の間に相関関係はないことが明らかにされた。上述の通りこの調査は大学生が就

職活動を始める前の 3 年生の 4 月に実施された。まだ進路選択能力について理解する

前段階にあり、上記結果であったと思われるが、就職活動の前段階において、キャリ

ア教育などで､正しい自己認知と社会及び会社の理解における職業選択における適性

の把握と、働く事への前向きな意識構築を図ることが重要となる。 

 最後に今後の研究上残された課題を指摘する。まず進路選択能力の構成要素である

進路選択スキルが、何故進路選択自己効力感と正の相関関係が生じないのかについて

理論的説明が十分でない。調査のタイミングを工夫すること、進路選択スキルを構成

する因子を再構築すること、オリジナルの尺度についても検討すること、適切なキャ

リア教育の実施による変化といった観点からも今後の研究を深めたいと考えている。

これらの課題については、改めて別の機会に考察したい。 
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How Does Unemployment Affect the Health-Related 

Behavior of Japanese Men? 
A Panel Data Analysis1 

 

Mari Kan 
 

Abstract 
Using panel data, this study examines the effect of unemployment on various types of 

individual health-related behaviors, namely, physical exercise, dietary habits, smoking, 

drinking, and sleep duration among Japanese men aged 20–40 years. The results indicate 

that the effect of unemployment on health-related behavior varies. It is found that exercise 

habits and sleep duration are affected by unemployment, while there are no observed 

effects on dietary habits, smoking, and frequency of drinking. Being unemployed has 

positive effects on frequency of exercise and sleep duration. An individual’s suffering 

unemployment in two successive periods increases the frequency of exercise, whereas 

current unemployment directly affects sleep duration. The positive effects of 

unemployment on exercise and sleep are explained by the increased time in the health 

investment function.  

 

1  Introduction 

In Japan, it had long been the norm that young people who graduated from high school 

or college immediately obtained a job for life. Therefore, unemployment did not draw 

much public attention for a long time. However, the unemployment rate rose gradually 

during the depression that lasted approximately 10 years starting from the early 1990s, 

reaching an unprecedented 5 percent in 2001 and 5.5 percent in 2002 and 2003. Although 

the unemployment rate showed some improvement, decreasing to 3.9 percent in 2007, it 

                                                      
1 The author is grateful to the Institute of Social Science, University of Tokyo, for granting permission to use the panel data. 

The permission to use the data was obtained from the Research Planning Committee of the Japanese Life Course Panel 
Survey.   
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rose again to 5.4 percent in 2010, after the economic slowdown triggered by the Lehman 

Shock in the autumn of 2008. An examination of the 2010 unemployment rate by age 

group reveals that it reaches approximately 4.0 percent in the age group 40–54 years and 

rises to 10.3 percent in the age group 20–24 years (Ministry of Internal Affairs and 

Communications 2012b). It seems that unemployment is turning into a serious problem 

among the youth in Japan despite the rate’s being lower than in some European countries 

(OECD 2010). Further, one of the most prominent features of unemployment in Japan is 

the high frequency of long-term unemployment (lasting 12 months or more), often 

because the Japanese employment system has historically lacked flexibility. In such a 

society, the effect of unemployment on health could be much larger than in countries 

where the labor market is more flexible. 

Thus far, the process by which drastic changes in the labor market affect the 

well-being of the working population in Japan has not been well examined. Does a change 

in employment status, particularly, losing a job, affect an individual’s behavior or time 

allocation within a day?  

The aim of this study is to examine the effects of unemployment on health-related 

behavior among Japanese men aged 20–40, using data from the Japanese Life Course 

Panel Survey conducted by the Institute of Social Science, University of Tokyo. This 

study employs the fixed-effects model analysis to control for unobservable individual 

heterogeneity and a set of interaction terms of explanatory variables  to examine how the 

effects of unemployment vary with employment status in the previous term. I also conduct 

an analysis using a subsample in order to mitigate the problem of reverse causality (i.e., 

that a health-related behavior determines employment status or motivation for job search).  

The study focuses on the effect of unemployment on men. Female samples were 

excluded from the analysis because it is more difficult to distinguish the effects specific to 

the employment status of women: women’s labor force participation in Japan is strongly 

related to their marital status, the spousal tax deduction they receive from their husbands’ 

income, whether they have children, and whether they are co-residing with their parents 

after marriage.  

In processing the analysis, a fixed-effects model is employed to control for an 

unobserved heterogeneity of individuals, since employment status seems to depend 
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rose again to 5.4 percent in 2010, after the economic slowdown triggered by the Lehman 

Shock in the autumn of 2008. An examination of the 2010 unemployment rate by age 

group reveals that it reaches approximately 4.0 percent in the age group 40–54 years and 

rises to 10.3 percent in the age group 20–24 years (Ministry of Internal Affairs and 

Communications 2012b). It seems that unemployment is turning into a serious problem 

among the youth in Japan despite the rate’s being lower than in some European countries 

(OECD 2010). Further, one of the most prominent features of unemployment in Japan is 

the high frequency of long-term unemployment (lasting 12 months or more), often 

because the Japanese employment system has historically lacked flexibility. In such a 

society, the effect of unemployment on health could be much larger than in countries 

where the labor market is more flexible. 

Thus far, the process by which drastic changes in the labor market affect the 

well-being of the working population in Japan has not been well examined. Does a change 

in employment status, particularly, losing a job, affect an individual’s behavior or time 

allocation within a day?  

The aim of this study is to examine the effects of unemployment on health-related 

behavior among Japanese men aged 20–40, using data from the Japanese Life Course 

Panel Survey conducted by the Institute of Social Science, University of Tokyo. This 

study employs the fixed-effects model analysis to control for unobservable individual 

heterogeneity and a set of interaction terms of explanatory variables  to examine how the 

effects of unemployment vary with employment status in the previous term. I also conduct 

an analysis using a subsample in order to mitigate the problem of reverse causality (i.e., 

that a health-related behavior determines employment status or motivation for job search).  

The study focuses on the effect of unemployment on men. Female samples were 

excluded from the analysis because it is more difficult to distinguish the effects specific to 

the employment status of women: women’s labor force participation in Japan is strongly 

related to their marital status, the spousal tax deduction they receive from their husbands’ 

income, whether they have children, and whether they are co-residing with their parents 

after marriage.  

In processing the analysis, a fixed-effects model is employed to control for an 

unobserved heterogeneity of individuals, since employment status seems to depend 

heavily on individuals’ socioeconomic characteristics and health conditions. It is doubtful 

that the effect of unemployment is the same even when the status of employment in the 

previous period is different. Therefore, I further estimate another model that includes a 

variable to represent unemployment in the previous period, and an interaction term of 

previous unemployment and current unemployment. 

The remainder of this paper is organized as follows: Section 2 discusses the related 

literature. Section 3 explains the data and empirical strategies. Section 4 presents the 

results, and Section 5 concludes the study.  

 

2  Related Literature  

A considerable body of literature examines the social impact of unemployment. It is 

known that unemployed individuals experience higher mortality (see Roelfs et al. 2011 for 

an extensive literature review). For example, Eliason and Storrie (2009) found that the 

overall mortality risk among men increased by 44 percent during the initial years after job 

loss using employer-employee matched data in Sweden for 1987 and 1988. Sullivan and 

Wachter (2009) utilized administrative data on the quarterly employment and earnings of 

Pennsylvanian workers in the 1970s and 1980s matched to Social Security Administration 

death records encompassing the period 1980–2006 and estimated the effect of job 

displacement on mortality. They found that mortality rate in the year after displacement is 

50–100 percent higher for high-seniority male workers.  

However, the relationship between macro-level economic conditions and mortality is 
contradictory. Ruhm (2000) showed that mortality is pro-cyclical—suicides being an 
exception. Ruhm (2000) also conducted a microdata analysis and found that when the 
economy strengthens, smoking and obesity increase whereas physical activity is reduced 
and diet becomes less healthy. In recent years, research has been conducted on the 
relationship between economic conditions and health-related behavior of individuals. 
Physical inactivity and body weight, as well as tobacco and alcohol consumption, were 
found to decrease during economic downturns (Ruhm and Black 2002; Ruhm 2005). When 
the effects of macro-level economic conditions on the behavior of the general population 
are examined, it is unclear whether the improvement in the measures at the population 
level is a reflection of behavioral change among the unemployed or among those who are 
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still employed but working fewer hours. Therefore, it is important to ascertain how 
individual job loss affects an individual’s health behavior.  

Empirical research on the effects of job loss on health behavior shows mixed results, 

although job loss has been found to have a detrimental effect in most cases (see Henkel 

2011; Roelfs et al. 2011). Morris, Cook, and Shaper (1992) found increases in body weight 

but no increases in either smoking or drinking after a job loss. Montgomery et al. (1998) 

examined the effect of job loss among male study participants in Britain, controlling for 

their health behavior at age 16. They found an increased risk of smoking and low body 

weight among these participants. 

It should be noted that most studies on the effect of job loss on health behavior have 

used cross-sectional data. It is therefore difficult to distinguish causation from mere 

correlation due to unobserved individual heterogeneity. It is important to examine the 

causal path that explains the effects of job loss from an economic perspective and with the 

use of panel data.  The stress hypothesis, for example, posits that job loss causes 

psychological distress and unhealthy behavior. Medical studies have found that stress 

increases both eating (Adam and Epel 2007) and smoking (Kassel, Stroud, and Paronis 

2003). Another hypothesis is that job loss may affect health behavior through an income 

effect, where loss of income reduces the amount of tobacco smoked or amount of beer 

consumed. A third explanation of how job loss affects smoking and body weight may be 

the increased available time in which the individual may indulge in related activities 

(Schunck and Rogge 2010). 

Falba et al. (2005) and Deb et al. (2011) report reliable results in terms of causal effects, 

because they use panel data and focus on exogenous job loss. Falba et al. (2005), using the 

Health and Retirement Survey (HRS), show that job loss increases the probability of 

smoking relapse and increases the daily number of cigarettes smoked by regular smokers.  

Deb et al. (2011) also employed the HRS and found an increase in drinking and the 

probability of being overweight, but only for individuals who already displayed poor 

health behavior before job loss.  

Marcus (2012) looked at Germany, where unemployment assistance is more generous 

than in the United States. Using German Socio-Economic Panel Study (SOEP) data for the 

period 2000–2010, he estimated the effect of involuntary job loss on smoking behavior and 
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2011; Roelfs et al. 2011). Morris, Cook, and Shaper (1992) found increases in body weight 

but no increases in either smoking or drinking after a job loss. Montgomery et al. (1998) 

examined the effect of job loss among male study participants in Britain, controlling for 

their health behavior at age 16. They found an increased risk of smoking and low body 

weight among these participants. 

It should be noted that most studies on the effect of job loss on health behavior have 

used cross-sectional data. It is therefore difficult to distinguish causation from mere 

correlation due to unobserved individual heterogeneity. It is important to examine the 

causal path that explains the effects of job loss from an economic perspective and with the 

use of panel data.  The stress hypothesis, for example, posits that job loss causes 

psychological distress and unhealthy behavior. Medical studies have found that stress 

increases both eating (Adam and Epel 2007) and smoking (Kassel, Stroud, and Paronis 

2003). Another hypothesis is that job loss may affect health behavior through an income 

effect, where loss of income reduces the amount of tobacco smoked or amount of beer 

consumed. A third explanation of how job loss affects smoking and body weight may be 

the increased available time in which the individual may indulge in related activities 

(Schunck and Rogge 2010). 

Falba et al. (2005) and Deb et al. (2011) report reliable results in terms of causal effects, 

because they use panel data and focus on exogenous job loss. Falba et al. (2005), using the 

Health and Retirement Survey (HRS), show that job loss increases the probability of 

smoking relapse and increases the daily number of cigarettes smoked by regular smokers.  

Deb et al. (2011) also employed the HRS and found an increase in drinking and the 

probability of being overweight, but only for individuals who already displayed poor 

health behavior before job loss.  

Marcus (2012) looked at Germany, where unemployment assistance is more generous 

than in the United States. Using German Socio-Economic Panel Study (SOEP) data for the 

period 2000–2010, he estimated the effect of involuntary job loss on smoking behavior and 

body weight. He found that job loss increases the probability of smoking initiation by three 

percentage points on average. However, there is little evidence that baseline smokers, that 

is, individuals who smoked before losing their jobs, intensify their smoking or are less 

likely to stop smoking after job loss. Job loss was found to increase body weight slightly 

(by around 0.3 kg) but significantly. In particular, single individuals as well as individuals 

with lower health or socioeconomic status prior to job loss exhibited high rates of smoking 

initiation. 

Among the very few studies on this topic in the Japanese context, Tapia Granados 

(2008) reported the relationship between macroeconomic conditions and mortality, and 

found that general mortality and age-specific death rates tend to increase during economic 

expansions and reduce during economic recessions, as in other industrial economies. 

Suicides and deaths attributable to diabetes and hypertensive disease, which constitute 

approximately 4 percent of total mortality, fluctuate counter-cyclically. At an individual 

level, Kan (2013) found that being out of work as in a broader category of unemployment 

is related to deterioration of mental health, while there is no significant effect on 

self-reported physical health in the younger working population. There is no known reason  

why unemployment does not relate to worse physical health in this age group. A possible 

explanation is that the direct effect of stress on health cancels out the effect of increased 

available time to spend on lifestyle activities. To investigate the mechanism by which 

unemployment does not affect the physical health of younger men, it is crucial to examine 

exactly how unemployment affects health-related behavior. This is the motivation for the 

current study. 

In the next section, I outline the hypothesis tested in this study. As stated previously, 

behavioral change among the unemployed is related to their income, time available, 

psychological factors, and education.  

 

3  Data and Empirical Strategies 

3.1  Data 

The Japanese Life Course Panel Survey (JLPS) conducted by the Institute of Social 

Science, University of Tokyo, is used for this analysis. The JLPS comprises two surveys, 

both on Japanese residents: the youth survey and the middle-aged survey. The youth 
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survey sampled respondents from the population of men and women in the age group 20–

34 years and the middle-aged survey sampled men and women in the age group 35–40 

years, using electoral and resident registries. The first wave of the JLPS was conducted 

January–April 2007. For the youth and middle-aged surveys, 3,367 responses (response 

rate: 34.5 percent) and 1,433 responses (response rate: 40.4 percent), respectively, were 

obtained. From January to March 2008, respondents were contacted again for a follow-up 

survey; 2,719 responses (response rate: 80 percent) were obtained for the youth survey and 

1,246 responses (response rate: 87 percent) were obtained for the middle-aged survey. 

The survey is designed to investigate how lifestyles and ways of thinking among the 

Japanese working population are changing according to the ever-evolving labor market 

structure and rapidly aging society. It comprises a wide range of questions regarding 

respondents’ work, life, attitudes, employment status, and socioeconomic status. In 

addition, the JLPS includes questions on health-related behavior for every two years. For 

the current study, I employed three waves (2007, 2009, and 2011) of the JLPS. The youth 

and middle-aged surveys were utilized together, but students were excluded from the 

sample. 

The outcome variables examined in this study are frequency of physical exercise, 

dietary habits, smoking, frequency of drinking, and sleep duration. Details of each 

variable as well as empirical specification are provided below. 

 

3.2  Theoretical Framework 

The theoretical framework of this analysis is a simple application of the health capital 

model (Grossman 1972). Assume that the intertemporal utility function of a typical 

consumer is 

 ),,,,,( 000 nnn ZZHHUU   ,     (1) 

where 0H is the inherited health stock, tH is the health stock in the tth time period, t is 

the service flow per unit stock, and tZ is total consumption of another commodity in the 

tth period. In this framework, net investment in the health stock equals gross investment 

minus depreciation.  

 ttttt HIHH 1 ,      (2) 

where tI is the gross investment and t is the depreciation rate of health stock in the tth 
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where tI is the gross investment and t is the depreciation rate of health stock in the tth 

period. Consumers have gross investments in health as well as in other commodities in the 

utility function in accordance with household production functions. These functions are 

written in the following manner: 

 ,):,,,,,,( tttttttttt ETHSlAlSDEMII   

 ):,( ttttt ETXZZ  ,      (3) 

where tM represents medical care, tX is the goods input in the production of the 

commodity tZ , tTH and tT are time inputs for investment in health and for producing 

other commodities, respectively, and tE is the stock of human capital (Grossman 1972). I 

include other elements in the health investment function as well: tE represents exercise, 

tD  dietary habits, tS  smoking, tAl  alcohol consumption, and tSl  sleep duration. These 

elements are partially affected by the time available under the time constraint: 

 ttttt TTHTLTW  .     (4) 

In this equation, tTW is the working hours, tTL is time lost in activities due to ill 

health, and t is the total time available. The budget constraint is expressed in the 

following manner: 

 0)1()1(
A

r
TWW

r
XVMP

t
tt

t
tttt 





  ,     (5) 

where tP and tV are the prices of tM and tX , respectively, tW is the wage rate, tA is 

discounted property income, and r is the interest rate (Grossman 1972). Based on this 

framework, this study empirically investigates the effect of increase in available time due 

to unemployment on health investment on one hand and other effects of unemployment, 

such as stress on behavior, on the other hand. It then estimates the net effect of 

unemployment on health-related behavior.  

The principle hypothesis proposed in this study is that unemployment causes worse 

health behavior. A panel-data analysis enables the elimination of the influence of 

unobserved time-invariant heterogeneity; however, there is another tricky part in 

estimating the causal effect of unemployment. This is reverse causality, where 

unemployment and health-related behavior are simultaneously determined. This reverse 

causality might not be as serious as the relationship between health condition and 

employment status, but it is possible. For example, people might lose their jobs after they 

develop a drinking problem. In such a case, the results obtained from conventional 
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regression models could be biased. It would be ideal to use exogenous entry into being 

unemployed, for example, because of plant closure; however, there is no 

employee-employer matched data or information on the reason for the termination of 

previous job in the JLPS.  

Therefore, in this study, I conducted a complementary analysis using a subsample that 

excluded individuals who are or were always or often restricted from housework or job 

because of health problems. By setting tTL and 1tTL  to zero in Equation (3), I excluded 

the sample that would show strong reverse causality (i.e., that their health affected their 

work). 

 
3. 3  Econometric Model 

3.3.1   Basic Model: Model 1 

This study estimates the effects of unemployment on various types of health-related 

behavior, with the employed as a reference group.  

The linear specification of the model is expressed in the following manner: 

 ),0(~ 2 iidUH ititiitit  δXit ,   (6) 

where itH  represents the outcome measures of a respondent i of time t , itU indicates 

“unemployed,” and itX is a vector of control variables. The explanatory variables 

included in itX are the basic socioeconomic characteristics of a respondent. Each 

outcome variable and explanatory variable is explained in Sections 3.3.3 and 3.3.4. 

 
3.3.2   A Model with Interaction with Previous Unemployment: Model 2 

A fixed-effects model, specifically a within-estimator, is employed to estimate the 

effect of unemployment controlling for the unobservable individual effect by using the 

“time-demeaning” process (Wooldridge 2002). A fixed-effects model, in which an 

explanatory variable is binary, does not differentiate either the direction of the change or 

different states of the unchanged variable. However, the effect of unemployment could be 

different if the status of employment in the previous period were different. Therefore, in 

Model 2, a variable representing unemployment in the previous period and an interaction 

term of previous unemployment and current unemployment are included. The model is 

expressed in the following manner:
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),0(~ 2
13121  iidUUUUH ititiititititit   δXit , (7) 

where itH  represents the same outcome variables as those in Model 1 and 1itU
represents previous unemployment and takes the value 1 if previously unemployed, and 

zero otherwise. The interaction term 1ititUU takes the value of 1 only when a respondent 

is unemployed in two successive periods. Consequently, 1  indicates the effect of current 

unemployment, 2 indicates the effect of unemployment in the previous period; then, the 

effect of unemployment for two successive periods is 321   . A group of people 

who are employed in two successive periods are used as the reference category. 

 

3.3.3   Outcome Variables 

Frequency of physical exercise  

In the JLPS, respondents were asked, “How often are you committed to physical 

activities such as walking, jogging, aerobics, swimming, and playing tennis?” The choices 

are (1) every day, (2) 5–6 days a week, (3) 3–4 days a week, (4) 1–2 days a week, (5) 1–3 

days a month, and (6) Almost never. Every option is standardized to a number of days a 

week; the outcome variable is the median value of each category. The actual values of 

exercise are given in Figure 1.  

Dietary habits 

This study uses two questions regarding dietary habits asked in the JLPS: “How often 

do you have regular three meals a day?” and “How often do you eat pot noodles or fast 

food or other such food?” Two outcome variables threemeal and fastfood are constructed 

on the basis of the same rule as exercise. 

Figure 1:  

Actual values of outcome variable for exercise, smoking, and drinking in the JPLS 

 

 

 

 

 

 

Exercise  Frequency Smoking Drinking Frequency 
Options Values Options Values Options Values 

(1) 7 days (1) 0 (1) 0 days
(2) 5.5 days (2) 0 (2) 0 days
(3) 3.5 days (3) 5.5 (3) 0.29 days
(4) 1.5 days (4) 15.5 (4) 0.58 days
(5) 0.47 days (5) 30 (5) 1.5 days
(6) 0 days (6) 3.5 days

 (7) 5.5 days
 (8) 7 days
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Smoking intensity 

The respondents were asked to indicate the number of cigarettes smoked a day, using 

five categories: (1) never smoked, (2) quit smoking, (3) 1–10 cigarettes a day, (4) 11–20 

cigarettes a day, and (5) 21 cigarettes or more a day. Although there are a few options, the 

outcome variable is the median value of each category. The values of the outcome variable 

smoke2 are presented in the figure 1. 

Frequency of drinking  

The respondents were asked to indicate the frequency of drinking alcoholic beverages 

using eight options: (1) do not drink, (2) quit drinking, (3) on a special occasion, (4) twice 

or thrice a month, (5) 1–2 days a week, (6) 3–4 days a week, (7) 5–6 days a week, and (8) 

every day. Every option is standardized to a number of days a week; the outcome variable 

drink is the median value of each category.  

Sleep duration.  

Respondents were asked what time they wake up and go to bed on a weekday. The 

variable sleep was calculated using this information.  Sleep is counted by minutes.  

 

3.3.3.4   Independent Variables 

The key explanatory variable in this study is unemployed, which indicates that the 

respondent is in a state of unemployment. In labor economics, people who are not 

searching for a job are categorized not as “unemployed,” but as “not in the labor force.” 

Thus, strictly speaking, such people are not unemployed. However, in this study I 

included people who do not work—regardless of whether they are searching for a job—in 

the unemployed group, as the ratio of nonworking people in the sample is very small. In 

addition, because the respondents ranged in age from 20 to 40 at the time of the study, we 

should not expect to find many serious problems due to deteriorating health such as can 

occur in retirement. 

Other explanatory variables included in the models are age, age-squared, education, 

marital status, household income per person, and year dummy variables. It is known that 

                                                      
2 Since the number of options is very limited, I attempted other specifications such as logistic regression or ordered logistic 

regression. The results do not contradict the linear specification. Therefore, I present the results obtained from the linear 
regression. 
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losing a job causes a loss in long-term earnings as well as short-term earnings decline 

(Jacobson, LaLonde, and Sullivan 1993); thus, being unemployed certainly entails an 

income decline. It is difficult to distinguish the income effect from other effects caused by 

unemployment if a model is estimated without a variable that explicitly denotes income. 

Therefore, household income per person is included as an explanatory variable. When the 

results are interpreted, the coefficient household income per person implies the effect of 

income loss as a coefficient unemployed, which has other effects, such as the effect of 

increased leisure time or the psychological effect. 

Model 1 estimates the effects of unemployment status. Model 2, which includes an 

interaction term of current and previous employment status, separately estimates the 

effect of three different employment trajectories—previously employed but currently 

unemployed, previously unemployed but currently employed, and unemployed in two 

successive periods—with the continuously employed as a reference category.  

 

4  Results  

4.1   Descriptive Analysis 

Table 1 summarizes the descriptive statistics of the whole sample by employment 

status. From examining the socioeconomic status of the sample, it is evident that over 50 

percent of the respondents have college-level education or higher. Thus it can be said that 

the sample of JLPS respondents are more educated than the average population. 3 

Comparing the employed with the unemployed reveals a difference in the level of 

education—37.1 percent of the unemployed have college-level education or higher, while 

51.1 percent of the employed have that level. It is obvious that the household income per 

person among the unemployed is lower than that among the employed—2,480,000 yen 

and 3,885,000 yen, respectively.  

With regard to health-related behavior, significant differences between two groups are 

observed in frequency of exercise, smoking, drinking, and sleep duration. The 

unemployed are more committed to physical exercise; they do some exercise 

                                                      
3 According to the statistics from the 2010 Population Census of Japan, college graduates account for 30.2%  of men in the 

age group  25–44 years (Ministry of Internal Affairs and Communications 2012a) 
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approximately two days a week, while the employed exercise for 0.86 days on average. In 

smoking and drinking, the two groups show  an opposite tendency:. those who are 

unemployed smoke more cigarettes a day but drink alcohol less frequently. Since alcohol 

consumption is measured by the frequency of drinking and not by the number of drinks 

consumed at a time, we cannot identify a binge drinker. Therefore, the outcome measure 

drink might reflect the opportunity for drinking. It is understandable that the unemployed 

sleep more than the employed; the difference is approximately 45 minutes. 

Table 1: Summary statistics of samples 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4.2   Estimation Results from the Full Sample 

Tables 2 and 3 show the effects of unemployment on various types of health-related 

behaviors. For each outcome variable, the left columns present the results from the pooled 

analysis, the middle columns present the results from the fixed-effects model, and the 

right columns present the results from Model 2, which includes the interaction term of 

current unemployment and previous unemployment.  

 

  

Mean Std. Dev. Mean Std. Dev. Mean Std. Dev.
Exercise (days/week) 0.886 1.639 0.856 1.592 2.097 2.719
3 meals a day (days/week) 5.137 2.641 5.138 2.642 5.127 2.610
Fast food (days/week) 1.313 1.420 1.321 1.427 0.976 1.088
Smoking (numbers of a day) 5.997 8.874 5.965 8.831 7.300 10.464
Drinking (days/week) 2.441 2.596 2.468 2.601 1.356 2.144
Sleep duration (minutes) 404.805 64.576 403.704 63.639 448.886 84.186
Unemployed 0.024 0.154
Age 33.622 5.501 33.628 5.499 33.371 5.624
Age square 1160.679 363.020 1161.075 362.892 1144.829 370.412
Education: High school or less 0.287 0.453 0.287 0.452 0.300 0.462
Education: Junior college 0.205 0.404 0.202 0.402 0.329 0.473
Education: College or more 0.508 0.500 0.511 0.500 0.371 0.487
Married 0.425 0.494 0.424 0.494 0.486 0.503
Household income per person
(yen)

3,851,371 2,223,821 3,885,623 2,219,518 2,480,329 1,959,231

Number of observations 2872 2802 70

Employed UnemployedAll
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Table 2: Unemployment and Health Behaviors (Part I)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The results from the fixed-effects model can be interpreted as the (causal) effect of 

unemployment on health-related behaviors if a reverse causality does not exist or is not so 

serious among the samples from the JLPS. Even after controlling for the individual effect, 

the unemployed are found to exercise more than the employed. The difference is 1.4 days 

per week. When considering the effect of unemployment in the previous period, the 

coefficient of the interaction term of current unemployment and previous unemployment 

is significantly positive, while the coefficient of current unemployment is not more 

statistically significant. Those who are unemployed for two successive periods exercise 

more by 1.75 days compared to those who are continuously employed. 

 

 

  

VARIABLES Model 1 Model 2 Model 1 Model 2 Model 1 Model 2

Unemployed 1.341*** 1.423*** 0.887 0.0772 -0.136 0.712 -0.462*** -0.404 -0.269
(0.196) (0.321) (0.584) (0.318) (0.410) (0.723) (0.171) (0.269) (0.479)

Age   -0.265*** -0.329*** -0.721** -0.0983 0.222 0.754** -0.0761 0.0787 0.152
(0.0619) (0.123) (0.280) (0.100) (0.157) (0.346) (0.0538) (0.103) (0.230)

Age-squared 0.00396*** 0.00493*** 0.0104*** 0.00234 -0.00281 -0.00938* 0.000814 -0.00138 -0.00200
(0.000943) (0.00180) (0.00387) (0.00153) (0.00230) (0.00479) (0.000820) (0.00151) (0.00318)

Junior college 0.127 0.401*** -0.105
(0.0875) (0.142) (0.0761)

College or more 0.311*** 0.633*** -0.318***
(0.0732) (0.118) (0.0636)

Married 0.0422 0.0692 0.496 0.00866 -0.00956 -0.441 0.105* -0.0344 0.256
(0.0641) (0.0687) (0.353) (0.104) (0.0876) (0.437) (0.0557) (0.0575) (0.290)

Household income/Person 5.38e-08*** 5.00e-08* 1.18e-07** 3.37e-08 5.19e-08 4.59e-08 -4.17e-08*** -2.51e-08 5.43e-09
(1.41e-08) (2.83e-08) (4.77e-08) (2.29e-08) (3.61e-08) (5.90e-08) (1.23e-08) (2.37e-08) (3.91e-08)

Year 2009 0.0489 0.0398 0 -0.103 -0.168** 0 -0.0391 -0.0911* 0
(0.0748) (0.0603) (0) (0.121) (0.0769) (0) (0.0651) (0.0505) (0)

Year 2011 0.000897 0.0217 0.110 0
(0.0779) (0.126) (0.0677) (0)

Unemployed_1 0.274 0.0374 0.312
(0.555) (0.686) (0.455)

Unemployed*Unemployed_1 1.754* 0.770 -0.0574
(0.973) (1.204) (0.799)

Constant 4.731*** 5.968*** 12.45** 5.213*** 0.787 -9.507 3.216*** 0.412 -1.682
(0.999) (2.095) (5.071) (1.616) (2.672) (6.274) (0.868) (1.754) (4.162)

Observations 2872 2872 1549 2872 2872 1549 2872 2872 1549
R-squared 0.035 0.024 0.052 0.026 0.007 0.025 0.028 0.007 0.005
Number of Groups 1574 1043 1574 1043 1574 1043

Pooled
FE

(2) Regularly having three meels a day (3) Eating fastfood

Standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

FE
Pooled

(1) Physical exercise

Pooled
FE
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Table 3: Unemployment and Health Behaviors (Part II)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The results reveal that unemployment does not affect the regular consumption of three 

meals a day. The coefficient of unemployment in the estimation for the frequency of 

eating fast food is statistically negative; however, no effects are found in the panel 

analysis. Dietary habits appear to depend more on individual differences than on 

employment status. 

Although summary statistics by employment status show a difference in the number 

of cigarettes smoked a day, the results from econometric estimation do not show any 

statistically significant influence of employment status. Since the number of categories 

that indicate smoking intensity is very limited, only four categories and cases where a 

respondent smokes more than 21 cigarettes are top-coded.  Because these might cause 

problems in an econometric estimation, I attempted different specifications, such as a 

logistic model and ordered logistic model. No results show a significant effect even by 

pooled estimation. With regard to drinking, the result from the pooled estimation shows a 

negative effect of unemployment; however, the effect is not significant in the panel 

analysis.  

VARIABLES Model 1 Model 2 Model 1 Model 2 Model 1 Model 2

Unemployed 1.092 0.451 -0.913 -1.013*** -0.380 -0.413 39.73*** 33.04*** 48.14**
(1.041) (1.154) (1.906) (0.307) (0.298) (0.589) (7.708) (10.47) (20.63)

Age   0.575* 0.365 0.744 0.228** 0.105 0.161 -0.572 2.794 9.638
(0.328) (0.443) (0.914) (0.0968) (0.114) (0.282) (2.429) (4.015) (9.886)

Age-squared -0.00715 -0.0130** -0.0200 -0.00190 -0.000668 -0.00167 0.00680 -0.0593 -0.156
(0.00500) (0.00648) (0.0126) (0.00147) (0.00167) (0.00390) (0.0370) (0.0587) (0.137)

Junior college -2.738*** -0.399*** -11.52***
(0.463) (0.137) (3.432)

College or more -4.526*** -0.458*** -13.74***
(0.388) (0.114) (2.871)

Married 0.00650 0.0683 -0.381 -0.0986 0.0156 0.167 -3.768 -2.255 -11.26
(0.340) (0.247) (1.154) (0.100) (0.0637) (0.356) (2.515) (2.237) (12.48)

Household income/Person -1.34e-07* 1.36e-07 -1.86e-07 4.31e-08* -1.60e-08 -2.99e-08 -3.70e-06*** -5.76e-07 4.91e-07
(7.48e-08) (1.01e-07) (1.56e-07) (2.21e-08) (2.62e-08) (4.81e-08) (5.54e-07) (9.21e-07) (1.68e-06)

Year 2009 -1.258*** 0.0709 0 -0.140 -0.00374 0 -1.232 1.281 0
(0.396) (0.216) (0) (0.117) (0.0559) (0) (2.936) (1.962) (0)

Year 2011 -2.922*** 0 -0.280** 0 -1.007 0
(0.412) (0) (0.122) (0) (3.055) (0)

Unemployed_1 -1.931 -0.448 24.87
(1.810) (0.559) (19.59)

Unemployed*Unemployed_1 3.201 -0.659 -3.063
(3.178) (0.981) (34.38)

Constant -0.448 8.271 5.472 -2.679* -0.244 -0.922 441.0*** 381.7*** 261.9
(5.291) (7.518) (16.55) (1.562) (1.943) (5.110) (39.18) (68.20) (179.1)

Observations 2872 2872 1549 2872 2872 1549 2872 2872 1549
R-squared 0.076 0.062 0.073 0.059 0.012 0.009 0.043 0.012 0.019
Number of Groups 1574 1043 1574 1043 1574 1043

(4) Smoking (5) Drinking (6) Sleep duration

Standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Pooled
FE

Pooled
FE

Pooled
FE
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Further, unemployment has significant and consistent effects on sleep duration. In the 

pooled estimation, those who are unemployed sleep for approximately 39 minutes more 

than those who are employed. It is interesting that current unemployment increases sleep 

duration by approximately 48 minutes, when the effect of previous unemployment is 

included in the equation. 

With regard to other explanatory variables, education explains most types of 

health-related behavior. College education increases the frequency of exercise and regular 

consumption of meals, but decreases the frequency of eating fast food. Having a junior 

college or college degree decreases the number of cigarettes smoked a day as well as the 

frequency of drinking alcohol. It also decreases sleep duration, probably because people 

who are more educated may work longer hours. Income is also an important determinant 

of health-related behavior. It has positive effects on physical exercise, and this is also 

reflected in the result of the fixed-effects model. As far as results from a pooled estimation 

are concerned, income seems to relate to fast food, smoking, drinking, sleep duration, and 

physical exercise. The direction of the influence of income on smoking and drinking is 

opposite—the richer drink more often but smoke less often. 

 

4.3   Estimation Results from the Subsample 

Table 4 presents the descriptive statistics of the subsample. In comparison with Table 

1, the subsample shows better health-related behavior, but the difference is small.  

 
Table 4: Summary Statistics of Subsamples 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mean Std. Dev. Mean Std. Dev. Mean Std. Dev.
Exercise (days/week) 0.889 1.635 0.863 1.595 2.262 2.813
3 meals a day (days/week) 5.137 2.641 5.135 2.643 5.235 2.516
Fast food (days/week) 1.318 1.425 1.321 1.429 1.159 1.190
Smoking (numbers of a day) 5.951 8.833 5.950 8.825 6.039 9.299
Drinking (days/week) 2.461 2.598 2.477 2.602 1.626 2.273
Sleep duration (minutes) 404.346 64.399 403.513 63.679 449.059 84.896
Unemployed 0.018 0.134
Age 33.617 5.507 33.627 5.502 33.078 5.820
Age square 1160.403 363.326 1161.018 363.081 1127.392 378.480
Education: High school or less 0.286 0.452 0.286 0.452 0.314 0.469
Education: Junior college 0.201 0.401 0.199 0.400 0.294 0.460
Education: College or more 0.513 0.500 0.515 0.500 0.392 0.493
Married 0.424 0.494 0.423 0.494 0.471 0.504
Household income per person
(yen)

3,873,007 2,223,201 3,894,390 2,224,062 2,725,057 1,860,836

Number of observations 2789 2738 51

All Employed Unemployed

Table 3: Unemployment and Health Behaviors (Part II)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The results reveal that unemployment does not affect the regular consumption of three 

meals a day. The coefficient of unemployment in the estimation for the frequency of 

eating fast food is statistically negative; however, no effects are found in the panel 

analysis. Dietary habits appear to depend more on individual differences than on 

employment status. 

Although summary statistics by employment status show a difference in the number 

of cigarettes smoked a day, the results from econometric estimation do not show any 

statistically significant influence of employment status. Since the number of categories 

that indicate smoking intensity is very limited, only four categories and cases where a 

respondent smokes more than 21 cigarettes are top-coded.  Because these might cause 

problems in an econometric estimation, I attempted different specifications, such as a 

logistic model and ordered logistic model. No results show a significant effect even by 

pooled estimation. With regard to drinking, the result from the pooled estimation shows a 

negative effect of unemployment; however, the effect is not significant in the panel 

analysis.  

VARIABLES Model 1 Model 2 Model 1 Model 2 Model 1 Model 2

Unemployed 1.092 0.451 -0.913 -1.013*** -0.380 -0.413 39.73*** 33.04*** 48.14**
(1.041) (1.154) (1.906) (0.307) (0.298) (0.589) (7.708) (10.47) (20.63)

Age   0.575* 0.365 0.744 0.228** 0.105 0.161 -0.572 2.794 9.638
(0.328) (0.443) (0.914) (0.0968) (0.114) (0.282) (2.429) (4.015) (9.886)

Age-squared -0.00715 -0.0130** -0.0200 -0.00190 -0.000668 -0.00167 0.00680 -0.0593 -0.156
(0.00500) (0.00648) (0.0126) (0.00147) (0.00167) (0.00390) (0.0370) (0.0587) (0.137)

Junior college -2.738*** -0.399*** -11.52***
(0.463) (0.137) (3.432)

College or more -4.526*** -0.458*** -13.74***
(0.388) (0.114) (2.871)

Married 0.00650 0.0683 -0.381 -0.0986 0.0156 0.167 -3.768 -2.255 -11.26
(0.340) (0.247) (1.154) (0.100) (0.0637) (0.356) (2.515) (2.237) (12.48)

Household income/Person -1.34e-07* 1.36e-07 -1.86e-07 4.31e-08* -1.60e-08 -2.99e-08 -3.70e-06*** -5.76e-07 4.91e-07
(7.48e-08) (1.01e-07) (1.56e-07) (2.21e-08) (2.62e-08) (4.81e-08) (5.54e-07) (9.21e-07) (1.68e-06)

Year 2009 -1.258*** 0.0709 0 -0.140 -0.00374 0 -1.232 1.281 0
(0.396) (0.216) (0) (0.117) (0.0559) (0) (2.936) (1.962) (0)

Year 2011 -2.922*** 0 -0.280** 0 -1.007 0
(0.412) (0) (0.122) (0) (3.055) (0)

Unemployed_1 -1.931 -0.448 24.87
(1.810) (0.559) (19.59)

Unemployed*Unemployed_1 3.201 -0.659 -3.063
(3.178) (0.981) (34.38)

Constant -0.448 8.271 5.472 -2.679* -0.244 -0.922 441.0*** 381.7*** 261.9
(5.291) (7.518) (16.55) (1.562) (1.943) (5.110) (39.18) (68.20) (179.1)

Observations 2872 2872 1549 2872 2872 1549 2872 2872 1549
R-squared 0.076 0.062 0.073 0.059 0.012 0.009 0.043 0.012 0.019
Number of Groups 1574 1043 1574 1043 1574 1043

(4) Smoking (5) Drinking (6) Sleep duration

Standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Pooled
FE

Pooled
FE

Pooled
FE
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The results of the econometric estimation are presented in Tables 5 and 6. They are 

consistent with the results in Tables 2 and 3. The unemployed exercise more and sleep 

longer than the employed. Further, although the mechanism is uncertain to me, the 

coefficient of unemployed in the equation of fastfood is negative and significant at the 10 

percent level. 

Considering that the results from the subsample are consistent with the results from 

the full sample, reverse causality does not seem to play a significant part in   the effect of 

unemployment on health-related behavior. 

 
Table 5: Unemployment and Health Behaviors (with Subsample) (Part I)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

VARIABLES Model 1 Model 2 Model 1 Model 2 Model 1 Model 2

Unemployed 1.474*** 1.270*** 0.852 0.197 0.249 0.731 -0.286 -0.498* -0.285
(0.229) (0.357) (0.624) (0.370) (0.449) (0.763) (0.200) (0.300) (0.504)

Age   -0.258*** -0.359*** -0.709** -0.0839 0.299* 0.753** -0.0665 0.0832 0.177
(0.0626) (0.126) (0.291) (0.101) (0.158) (0.355) (0.0547) (0.105) (0.235)

Age-squared 0.00387*** 0.00535*** 0.0103** 0.00216 -0.00400* -0.00936* 0.000657 -0.00146 -0.00226
(0.000953) (0.00184) (0.00402) (0.00155) (0.00231) (0.00491) (0.000834) (0.00154) (0.00325)

Junior college 0.149* 0.405*** -0.110
(0.0892) (0.145) (0.0780)

College or more 0.338*** 0.624*** -0.321***
(0.0742) (0.120) (0.0649)

Married 0.0364 0.0597 0.548 -0.0170 -0.0353 -0.490 0.112** -0.0238 0.286
(0.0650) (0.0708) (0.367) (0.105) (0.0889) (0.449) (0.0569) (0.0594) (0.297)

Household income/Person 4.77e-08*** 3.23e-08 1.23e-07** 4.21e-08* 5.52e-08 6.74e-08 -4.31e-08*** -3.13e-08 -1.28e-08
(1.43e-08) (2.92e-08) (5.03e-08) (2.32e-08) (3.67e-08) (6.15e-08) (1.25e-08) (2.45e-08) (4.07e-08)

Year 2009 0.0363 0.0269 0 -0.0941 -0.182** 0 -0.0413 -0.100* 0
(0.0760) (0.0617) (0) (0.123) (0.0776) (0) (0.0665) (0.0518) (0)

Year 2011 0.00205 0 0.0124 0 0.0983 0
(0.0787) (0) (0.128) (0) (0.0688) (0)

Unemployed_1 0.402 -0.0348 0.490
(0.669) (0.818) (0.541)

Unemployed*Unemployed_1 1.618 0.864 -0.265
(1.053) (1.287) (0.851)

Constant 4.646*** 6.557*** 12.11** 4.916*** -0.427 -9.568 3.084*** 0.379 -2.137
(1.008) (2.134) (5.272) (1.634) (2.682) (6.447) (0.882) (1.791) (4.261)

Observations 2789 2789 1502 2789 2789 1502 2789 2789 1502
R-squared 0.034 0.019 0.052 0.027 0.009 0.027 0.028 0.008 0.007
Number of Groups 1543 1017 1543 1017 1543 1017

Standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

(1) Physical exercise (2) Regularly having three meels a day (3) Eating fastfood

Pooled
FE

Pooled
FE

Pooled
FE
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The results of the econometric estimation are presented in Tables 5 and 6. They are 

consistent with the results in Tables 2 and 3. The unemployed exercise more and sleep 

longer than the employed. Further, although the mechanism is uncertain to me, the 

coefficient of unemployed in the equation of fastfood is negative and significant at the 10 

percent level. 

Considering that the results from the subsample are consistent with the results from 

the full sample, reverse causality does not seem to play a significant part in   the effect of 

unemployment on health-related behavior. 

 
Table 5: Unemployment and Health Behaviors (with Subsample) (Part I)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

VARIABLES Model 1 Model 2 Model 1 Model 2 Model 1 Model 2

Unemployed 1.474*** 1.270*** 0.852 0.197 0.249 0.731 -0.286 -0.498* -0.285
(0.229) (0.357) (0.624) (0.370) (0.449) (0.763) (0.200) (0.300) (0.504)

Age   -0.258*** -0.359*** -0.709** -0.0839 0.299* 0.753** -0.0665 0.0832 0.177
(0.0626) (0.126) (0.291) (0.101) (0.158) (0.355) (0.0547) (0.105) (0.235)

Age-squared 0.00387*** 0.00535*** 0.0103** 0.00216 -0.00400* -0.00936* 0.000657 -0.00146 -0.00226
(0.000953) (0.00184) (0.00402) (0.00155) (0.00231) (0.00491) (0.000834) (0.00154) (0.00325)

Junior college 0.149* 0.405*** -0.110
(0.0892) (0.145) (0.0780)

College or more 0.338*** 0.624*** -0.321***
(0.0742) (0.120) (0.0649)

Married 0.0364 0.0597 0.548 -0.0170 -0.0353 -0.490 0.112** -0.0238 0.286
(0.0650) (0.0708) (0.367) (0.105) (0.0889) (0.449) (0.0569) (0.0594) (0.297)

Household income/Person 4.77e-08*** 3.23e-08 1.23e-07** 4.21e-08* 5.52e-08 6.74e-08 -4.31e-08*** -3.13e-08 -1.28e-08
(1.43e-08) (2.92e-08) (5.03e-08) (2.32e-08) (3.67e-08) (6.15e-08) (1.25e-08) (2.45e-08) (4.07e-08)

Year 2009 0.0363 0.0269 0 -0.0941 -0.182** 0 -0.0413 -0.100* 0
(0.0760) (0.0617) (0) (0.123) (0.0776) (0) (0.0665) (0.0518) (0)

Year 2011 0.00205 0 0.0124 0 0.0983 0
(0.0787) (0) (0.128) (0) (0.0688) (0)

Unemployed_1 0.402 -0.0348 0.490
(0.669) (0.818) (0.541)

Unemployed*Unemployed_1 1.618 0.864 -0.265
(1.053) (1.287) (0.851)

Constant 4.646*** 6.557*** 12.11** 4.916*** -0.427 -9.568 3.084*** 0.379 -2.137
(1.008) (2.134) (5.272) (1.634) (2.682) (6.447) (0.882) (1.791) (4.261)

Observations 2789 2789 1502 2789 2789 1502 2789 2789 1502
R-squared 0.034 0.019 0.052 0.027 0.009 0.027 0.028 0.008 0.007
Number of Groups 1543 1017 1543 1017 1543 1017

Standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

(1) Physical exercise (2) Regularly having three meels a day (3) Eating fastfood

Pooled
FE

Pooled
FE

Pooled
FE

Table 6: Unemployment and Health Behaviors (with Subsample) (Part II)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5  Conclusion  

In this study, I analyzed the effects of unemployment on different types of 

health-related behavior, namely physical exercise, dietary habits, smoking, drinking, and 

sleep duration. Because employment status is heavily dependent on individuals’ 

socioeconomic characteristics and health conditions, I employed a fixed-effects model in 

order to control for the unobserved heterogeneity of individuals. Moreover, the effect of 

unemployment could be different if the status of employment in the previous period were 

different. Therefore, I estimate a model that includes a variable for unemployment in the 

previous period and an interaction term of previous unemployment and current 

unemployment.  

The results reveal that exercise habits and sleep duration are affected by 

unemployment, while there are no observed effects on dietary habits, smoking, and 

frequency of drinking. Moreover, being unemployed has positive effects on frequency of 

exercise and sleep duration. It is also found that when an individual suffers from 

VARIABLES Model 1 Model 2 Model 1 Model 2 Model 1 Model 2

Unemployed 0.0335 -0.219 -2.125 -0.722** -0.310 -0.379 40.90*** 37.26*** 50.87**
(1.208) (1.277) (1.951) (0.359) (0.324) (0.613) (8.982) (11.52) (21.35)

Age   0.595* 0.400 1.298 0.244** 0.143 0.282 -1.487 2.452 10.68
(0.330) (0.449) (0.908) (0.0982) (0.114) (0.285) (2.458) (4.053) (9.942)

Age-squared -0.00734 -0.0134** -0.0270** -0.00214 -0.00122 -0.00312 0.0202 -0.0564 -0.170
(0.00504) (0.00658) (0.0126) (0.00150) (0.00167) (0.00394) (0.0375) (0.0593) (0.137)

Junior college -2.715*** -0.362*** -11.48***
(0.471) (0.140) (3.505)

College or more -4.486*** -0.457*** -13.60***
(0.392) (0.116) (2.915)

Married 0.101 0.113 -0.481 -0.113 0.0307 0.269 -4.556* -2.713 -11.20
(0.343) (0.253) (1.149) (0.102) (0.0642) (0.361) (2.555) (2.283) (12.57)

Household income/Person -1.42e-07* 1.50e-07 1.10e-10 4.46e-08** -7.72e-09 -1.71e-10 -3.52e-06*** -5.51e-07 -3.34e-07
(7.55e-08) (1.04e-07) (1.57e-07) (2.24e-08) (2.65e-08) (4.94e-08) (5.61e-07) (9.41e-07) (1.72e-06)

Year 2009 -1.428*** 0.00813 0 -0.152 -0.0330 0 -1.494 1.022 0
(0.402) (0.221) (0) (0.119) (0.0560) (0) (2.987) (1.992) (0)

Year 2011 -2.981*** 0 -0.299** 0 -1.141 0
(0.416) (0) (0.124) (0) (3.092) (0)

Unemployed_1 -0.679 -0.759 41.17*
(2.091) (0.657) (22.88)

Unemployed*Unemployed_1 2.080 -0.342 -20.25
(3.291) (1.033) (36.02)

Constant -0.842 7.438 -5.999 -2.931* -0.897 -3.480 455.8*** 389.7*** 246.2
(5.326) (7.632) (16.48) (1.583) (1.935) (5.175) (39.62) (68.84) (180.4)

Observations 2789 2789 1502 2789 2789 1502 2789 2789 1502
R-squared 0.077 0.063 0.070 0.057 0.012 0.013 0.039 0.013 0.022
Number of Groups 1543 1017 1543 1017 1543 1017

Standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

(4) Smoking (5) Drinking (6) Sleep duration

Pooled
FE

Pooled
FE

Pooled
FE
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unemployment in two successive periods, there is an increase in the frequency of exercise, 

while current unemployment directly affects sleep duration.  

One possible interpretation of these results is that an unemployed person has more 

time to invest in inculcating a healthy behavior, although the function of time differs 

according to the types of behavior. It may take a little while to change one’s exercise 

habits; thus, unemployment in two successive periods shows a positive and significant 

effect on exercise, while the effect of current unemployment disappears in Model 2. It 

may take less time to change sleep duration. In the estimated results, the effect of current 

unemployment on sleep duration is consistently positive and significant.  

This study empirically investigated the net effect of unemployment on health-related 

behavior. To conclude, it seems that the effect of an increase in available time dominates 

the possible stress effect in the change in health-related behavior due to 

unemployment—particularly, time-intensive behaviors such as exercise and 

sleep—among younger working population. However, change in available time was not 

found to affect dietary habits. Considering the fact that education has significant effect on 

them, these habits are probably formed during the process of the growth and development 

of individuals. 

It is important to bear in mind that the respondents to the JLPS are more educated than 

the general population and attrition was probably a problem in estimation. The adverse 

effects of unemployment could be more serious among the general population. The effects 

of unemployment among older people are also another concern because they are less 

likely to find a new job, which may cause more stress. Therefore, an estimation conducted 

with a larger amount of  more general data, such as administrative data, would be 

desirable for a more detailed research if such data included information on the 

health-related behavior of individuals. 
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unemployment in two successive periods, there is an increase in the frequency of exercise, 

while current unemployment directly affects sleep duration.  

One possible interpretation of these results is that an unemployed person has more 

time to invest in inculcating a healthy behavior, although the function of time differs 

according to the types of behavior. It may take a little while to change one’s exercise 

habits; thus, unemployment in two successive periods shows a positive and significant 

effect on exercise, while the effect of current unemployment disappears in Model 2. It 

may take less time to change sleep duration. In the estimated results, the effect of current 

unemployment on sleep duration is consistently positive and significant.  

This study empirically investigated the net effect of unemployment on health-related 

behavior. To conclude, it seems that the effect of an increase in available time dominates 

the possible stress effect in the change in health-related behavior due to 

unemployment—particularly, time-intensive behaviors such as exercise and 

sleep—among younger working population. However, change in available time was not 

found to affect dietary habits. Considering the fact that education has significant effect on 

them, these habits are probably formed during the process of the growth and development 

of individuals. 

It is important to bear in mind that the respondents to the JLPS are more educated than 

the general population and attrition was probably a problem in estimation. The adverse 

effects of unemployment could be more serious among the general population. The effects 

of unemployment among older people are also another concern because they are less 

likely to find a new job, which may cause more stress. Therefore, an estimation conducted 

with a larger amount of  more general data, such as administrative data, would be 

desirable for a more detailed research if such data included information on the 

health-related behavior of individuals. 
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民間営利介護事業所の介護福祉士は少ないか1 

 

水 野 利 英, 吉 田 和 夫2 

 

１．はじめに 

平成 12 年（2000 年）の中小企業白書は、日本に先駆けて介護保険制度を導入した

ドイツで、「民間企業の増加が、必ずしも価格競争やサービスの質の向上につながらず、

低サービスで数だけ確保する事業者も見られ、サービスの質の確保が課題となってい

る」ことを指摘して、経営の効率化とサービスの質の向上を同時達成する必要がある

と分析した。 

日本でも、2000 年の介護保険の導入とともに、民間営利企業が介護産業に参入する

ことになった。当初は民間営利企業のサービスに対する懸念もあった。鈴木（2002）

は、訪問介護員のデータを用い、参入後の期間が短いなどの要因を考慮して計量的な

分析を行って、民間営利企業のほうが質が劣っていることはないという結果を出して

いる。 

鈴木は介護保険導入後の過渡期的な要因を強調したが、我々は、介護サービス施設・

事業所調査のマクロデータを整理すると 2010 年になっても、訪問介護員や様々な介

護サービスに従事する介護職員に占める介護福祉士の比率が社会福祉法人などと比べ

営利法人では顕著に低いことを見つけた3。 

それによると 2010 年の社会福祉法人と営利法人との間の介護福祉士資格保有率に

訪問介護員では 18％、介護職員では 18.7％の格差があり、いずれも営利企業での保有

率が低かった。さらにサービス種別ごとに差を比較すると、短期入所生活介護の 23.6％

を筆頭に、サービス種別総計で 17.7％、営利法人の介護福祉士割合が低かった。そし

てこの結果から、マクロデータに見える傾向をミクロ計量分析でさらに検証するとい

う今後の研究方法の着想を得た。 

                                                        
1 本論文は、科学研究費補助金（課題番号 26380364「介護労働供給のミクロ計量分析と福祉系学校、介護福祉士資格、

外国人労働の供給」研究代表者 水野利英）の助成を受けた。二次分析にあたり、東京大学社会科学研究所 附属社会調
査・データアーカイブ研究センターSSJ データアーカイブから「介護労働実態調査 2010-2012」（寄託者 ㈶介護労働安
定センター）の個票データの提供を受けた。本論文に示されている意見は筆者たち個人のものであり、所属組織の見
解を示すものではない。 

2 社会福祉法人神戸聖隷福祉事業団常務理事兼法人本部事務長。兵庫県立大学経済学部客員研究員 
3  吉田・水野（2013） 
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介護職員や訪問介護員に占める介護福祉士資格保有者の比率が民間営利法人と社

会福祉法人などと異なる理由のうち一つは、介護老人福祉施設（いわゆる特別養護老

人ホーム）や介護老人保健施設（いわゆる老健）などの介護保険施設が民間営利企業

に開放されていないことである。こうした入所施設における介護職員や訪問介護員に

占める介護福祉士資格保有者の比率は相対的に高く、社会福祉法人などが実施する居

宅サービスや地域密着サービスのかなりの部分が介護保険施設に併設されている。介

護職員や訪問介護員の多くが入所施設と兼務している結果、社会福祉法人などの介護

福祉士資格保有者の割合は高くなる。 

もう一つは、社会福祉法人などに勤務する介護職員や訪問介護員のほうが民間営利

法人より、勤続年数や経験年数が長い傾向があり、経験のある介護福祉士の割合が高

いことが、全体として介護福祉士の割合が高い要因になっている可能性がある。この

場合、その理由の一部として、社会福祉法人などに介護保険制度創設時以前に開設し

ているものが多いという過渡期的な要因があるが、離職率の違いを反映している可能

性もある。 

こうした要因を除いても社会福祉法人などのほうが民間営利法人より介護福祉士

資格保有者の割合が高い場合、Hansmann (1980) が論じるように民間営利法人が質の

低い傾向があることを反映しているのかもしれない。 

様々な要因をコントロールする計量経済学的方法として、伝統的には回帰分析が使

われてきたが、最近は、傾向スコアなどを用いた処置効果モデルが用いられることも

多い。処置効果モデルは、例えば、降圧剤を服用したサンプルの血圧とそのサンプル

が服用しなかったらそうなったであろう血圧と、降圧剤を服用しなかったサンプルが

降圧剤を服用したらそうなったであろうときの血圧と実際に測った血圧の差の加重平

均を降圧剤の効果とする考え方である。本当にランダマイズドした試験ができれば、

単に平均の差になるが、実際には、ランダマイズを意図した試験を実施した場合にも

降圧剤を服用したサンプルの特性に偏りが生じることが多い。処置効果モデルはこう

したケースを典型的な対象としている。 

現在の問題の文脈では、処置は介護職員や訪問介護員が民間営利法人と社会福祉法

人のどちらに所属するかで、結果は、介護福祉士資格を持っているかどうかである。

このとき、特定の個人は、所属事業所が変わったからといって、介護福祉士資格の有

無が変化するわけでない。したがって、民間営利法人の介護職員や訪問介護員が１人

いるとして、類似の社会福祉法人などの介護職員や訪問介護員を取ってきたとき、片
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このとき、特定の個人は、所属事業所が変わったからといって、介護福祉士資格の有
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方だけが持っていると 1 か－1 になり、それ以外の時に 0 になる変数と、逆のケース

の変数の平均として解釈することになり、処置効果の本来の意味と違ってくる。しか

し、回帰分析の頑健性をチェックする一つの方法としては、価値があろう。 

分析のための個票データとしては、介護労働安定センターが毎年行っている介護労

働実態調査の個票データが東京大学社会科学研究所附属社会調査・データアーカイブ

で利用可能である。この調査は事業所調査である「事業所における介護労働実態調査」

と労働者調査である「介護労働者の就業実態と就業意識調査」からなる。後者のサン

プルは、前者のサンプルで回答した事業所から 3 人のサンプルを選んで回答を求める。

事業所調査では、事業所が最大 20 名の労働者（2012 年調査では、それと管理者）を

取り出して、基本的な特性について回答を求めている。労働者調査のほうが、学歴、

家族構成、職歴、経験などの詳細なデータが得られ、様々な個人特性をコントロール

するには優れている。しかし、2012 年のデータで民間企業に勤めていると回答した

9,240 人のうち、247 人が民間企業が参入できない介護老人保険施設などに勤務してい

ると回答していて、問題になっている事業所の法人格についての信頼性がやや乏しい。

事業所調査では、2012 年のデータで法人格が民間企業と答えた事業所は 4,107 で介護

老人保険施設などを実施しているという回答は 13、「主とするサービスの種類」が介

護老人保健施設などという回答は 9 で、より信頼性が高いとみられる。事業所調査の

労働者データは多くのサンプルが取れ、事業所のデータと結合できるというメリットも

ある。そこで、ここでは、事業所調査を用い、2010 年から 2012 年をプールした 231,754 人

のサンプルから、民間企業と社会福祉法人の類似したサンプルの集団を探すことにする。 

入所施設の影響を受けにくく、比較的多くのサンプルを取れる「主とするサービス

の種類」が通所介護の常勤正規介護職員と「主とするサービスの種類」が訪問介護の

非正規短時間訪問介護員について分析した。主な結論は、様々な要因をコントロール

しても、前者で介護福祉士資格を持っている確率は社会福祉法人が民間企業より 16-

18%高く、後者では 4-6%程度高いことである。前者の分析結果は、基本的な回帰分析

を含め様々な処置効果で計量結果が一致していて、頑健である。後者については、該

当する社会福祉法人の事業所が 90 しかなく、結果はやや不安定である。 

次節では、分析の前に、本論文と関係した近年の介護労働者の状況を介護サービス

施設・事業所調査を用いて概観する。第 3 節は通所介護の常勤正規介護職員、第 4 節

は訪問介護の非正規短時間訪問介護員の分析に充てられる。第 5 節は、結論と今後の課

題などを述べる。 
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２．経営主体別介護労働者の概要 

本節では介護サービス施設・事業所調査の集計データを用いて、マクロ的な概要を

見てみることにする。 

介護サービス施設・事業所調査では、事業所を介護保険施設、居宅サービス、地域

密着型サービスの 3 つに分類している。経営主体は、地方公共団体、社会福祉協議会、

社会福祉法人、医療法人、社団・財団法人、協同組合、営利法人、NPO 法人、その他

の 9 つに分類されている。民間営利企業は、経営主体別の分類では営利法人となって

いる。営利法人は介護保険施設には参入できないので、居宅サービスと地域密着型サ

ービスの状況を検討する。 

2010 年から 2014 年の経営主体別の居宅サービスと地域密着型サービスの常勤換算

従事者数の総数は表 1 に示されている。この 5 年間で常勤換算従事者数は、40 万人か

ら 53 万人に増加し、特に営利法人では 16 万人から 24 万人の 1.5 倍になっている。 

 

表 1 経営主体別の居宅サービスと地域密着型サービスの常勤換算従事者数 

  2010 2011 2012 2013 2014 

地方公共団体 3,432 3,634 4,175 4,266 3,643 

社会福祉協議会 12,174 12,075 12,670 12,726 12,579 

社会福祉法人 161,987 173,198 185,614 193,802 202,199 

医療法人 36,473 39,218 45,002 47,253 49,590 

社団・財団法人 2,103 2,114 2,506 2,760 2,872 

協同組合 3,576 3,876 4,590 4,700 4,921 

営利法人 160,708 176,862 211,874 230,293 241,182 

ＮＰＯ法人 10,564 11,465 13,548 13,954 13,862 

その他 1,224 1,357 1,318 1,340 1,394 

合計 392,241 423,799 481,297 511,094 532,242 

この表の構成比率を示したのが表 2 である。この表から、社会福祉法人と営利法人

で、常勤換算従事者数の 80%以上を占めていることがわかる。したがって、以下では、

介護職員については、社会福祉法人と営利法人の常勤換算従事者数に占める介護福祉

士の比率に焦点を絞ることにする。 
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２．経営主体別介護労働者の概要 

本節では介護サービス施設・事業所調査の集計データを用いて、マクロ的な概要を

見てみることにする。 

介護サービス施設・事業所調査では、事業所を介護保険施設、居宅サービス、地域

密着型サービスの 3 つに分類している。経営主体は、地方公共団体、社会福祉協議会、

社会福祉法人、医療法人、社団・財団法人、協同組合、営利法人、NPO 法人、その他

の 9 つに分類されている。民間営利企業は、経営主体別の分類では営利法人となって

いる。営利法人は介護保険施設には参入できないので、居宅サービスと地域密着型サ

ービスの状況を検討する。 

2010 年から 2014 年の経営主体別の居宅サービスと地域密着型サービスの常勤換算

従事者数の総数は表 1 に示されている。この 5 年間で常勤換算従事者数は、40 万人か

ら 53 万人に増加し、特に営利法人では 16 万人から 24 万人の 1.5 倍になっている。 

 

表 1 経営主体別の居宅サービスと地域密着型サービスの常勤換算従事者数 

  2010 2011 2012 2013 2014 

地方公共団体 3,432 3,634 4,175 4,266 3,643 

社会福祉協議会 12,174 12,075 12,670 12,726 12,579 

社会福祉法人 161,987 173,198 185,614 193,802 202,199 

医療法人 36,473 39,218 45,002 47,253 49,590 

社団・財団法人 2,103 2,114 2,506 2,760 2,872 

協同組合 3,576 3,876 4,590 4,700 4,921 

営利法人 160,708 176,862 211,874 230,293 241,182 

ＮＰＯ法人 10,564 11,465 13,548 13,954 13,862 

その他 1,224 1,357 1,318 1,340 1,394 

合計 392,241 423,799 481,297 511,094 532,242 

この表の構成比率を示したのが表 2 である。この表から、社会福祉法人と営利法人

で、常勤換算従事者数の 80%以上を占めていることがわかる。したがって、以下では、

介護職員については、社会福祉法人と営利法人の常勤換算従事者数に占める介護福祉

士の比率に焦点を絞ることにする。 

 

 

表 2 経営主体別の居宅サービスと地域密着サービスの常勤換算従事者数の構成比 

  2010 2011 2012 2013 2014 

地方公共団体 0.9% 0.9% 0.9% 0.8% 0.7% 

社会福祉協議会 3.1% 2.8% 2.6% 2.5% 2.4% 

社会福祉法人 41.3% 40.9% 38.6% 37.9% 38.0% 

医療法人 9.3% 9.3% 9.4% 9.2% 9.3% 

社団・財団法人 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 

協同組合 0.9% 0.9% 1.0% 0.9% 0.9% 

営利法人 41.0% 41.7% 44.0% 45.1% 45.3% 

ＮＰＯ法人 2.7% 2.7% 2.8% 2.7% 2.6% 

その他 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 

表 3 は社会福祉法人と営利法人の介護職員に占める介護福祉士の比率を全体と常

勤・非常勤別に示し、さらに常勤率を示した。全体として、社会福祉法人の介護職員

が介護福祉士である割合は、営利法人より 20%高い。常勤の差は 20%を超えるが、非

常勤については 10%程度小さい。非常勤に占める介護福祉士の比率が上昇しているの

が、ここ 5 年間の傾向である。常勤比率は社会福祉法人のほうが 5-7%高い。 

 

表 3 社会福祉法人と営利法人の介護職員に占める介護福祉士の割合と常勤比率 

  2010 2011 2012 2013 2014 

全
体 

社会福祉法人 43.6% 44.4% 45.6% 47.5% 49.4% 

営利法人 25.1% 25.1% 25.7% 26.7% 28.4% 

差 18.6% 19.3% 19.9% 20.7% 21.0% 

常
勤 

社会福祉法人 49.6% 49.9% 50.8% 52.6% 54.5% 

営利法人 28.9% 28.6% 29.0% 30.3% 32.1% 

差 20.7% 21.3% 21.8% 22.3% 22.4% 

非
常
勤 

社会福祉法人 20.1% 22.4% 24.3% 26.0% 28.0% 

営利法人 13.9% 14.7% 15.9% 16.4% 17.9% 

差 6.2% 7.7% 8.3% 9.6% 10.1% 

常
勤
率 

社会福祉法人 79.9% 80.1% 80.5% 80.7% 80.8% 

営利法人 74.7% 74.6% 74.9% 74.3% 74.0% 

差 5.2% 5.5% 5.6% 6.5% 6.8% 

（居宅および地域密着サービス） 
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こうした全体的な統計は、社会福祉法人のほうが質の高い介護職員を雇っている印

象を与える。しかし、社会福祉法人と営利法人については、提供するサービスの構成

が違っていて、社会福祉法人がより高い質の労働が必要なサービスの構成が高いかも

しれない。 

そこで、社会福祉法人と営利法人について、介護職員の常勤換算従事者数のサービ

ス別の構成を表 4 と表 5 に示した。 

 

表 4 社会福祉法人の介護職員常勤換算従事者数の各サービスの構成割合 

 2010 2011 2012 2013 2014 

訪問入浴介護 0.5% 0.4% 0.4% 0.3% 0.3% 

通所介護 28.4% 27.9% 27.0% 26.1% 25.4% 

短期入所生活介護 46.5% 46.6% 45.5% 46.1% 46.1% 

特定施設入居者生活介護 4.8% 4.8% 5.2% 5.2% 5.3% 

認知症対応型通所介護 3.3% 3.2% 3.2% 3.2% 3.1% 

小規模多機能型居宅介護 3.5% 3.9% 4.7% 5.0% 5.2% 

認知症対応型共同生活介護 12.8% 12.9% 13.7% 13.7% 14.0% 

地域密着型特定施設入居者生活介護 0.2% 0.3% 0.4% 0.4% 0.4% 

複合型サービス 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 

表 5 営利法人の介護職員常勤換算従事者数の各サービスの構成割合 

  2010 2011 2012 2013 2014 

訪問入浴介護 3.1% 2.9% 2.5% 2.3% 2.0% 

通所介護 27.0% 27.7% 30.3% 31.6% 32.7% 

短期入所生活介護 4.0% 4.1% 4.4% 4.5% 4.4% 

特定施設入居者生活介護 25.3% 24.6% 23.4% 23.1% 22.4% 

認知症対応型通所介護 2.3% 2.4% 2.2% 2.4% 2.5% 

小規模多機能型居宅介護 5.0% 5.5% 6.5% 6.7% 6.8% 

認知症対応型共同生活介護 33.0% 32.2% 30.2% 28.7% 28.4% 

地域密着型特定施設入居者生活介護 0.4% 0.5% 0.5% 0.6% 0.6% 

複合型サービス 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.2% 

 

表 4 に見るように社会福祉法人では、介護職員の常勤換算従事者数の 46%が入所、

宿泊を必要とする短期入所生活介護に従事している。これは営利法人に開放されてい

ない介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）に併設していると考えられ、兼務して
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こうした全体的な統計は、社会福祉法人のほうが質の高い介護職員を雇っている印

象を与える。しかし、社会福祉法人と営利法人については、提供するサービスの構成

が違っていて、社会福祉法人がより高い質の労働が必要なサービスの構成が高いかも

しれない。 

そこで、社会福祉法人と営利法人について、介護職員の常勤換算従事者数のサービ

ス別の構成を表 4 と表 5 に示した。 

 

表 4 社会福祉法人の介護職員常勤換算従事者数の各サービスの構成割合 

 2010 2011 2012 2013 2014 

訪問入浴介護 0.5% 0.4% 0.4% 0.3% 0.3% 

通所介護 28.4% 27.9% 27.0% 26.1% 25.4% 

短期入所生活介護 46.5% 46.6% 45.5% 46.1% 46.1% 

特定施設入居者生活介護 4.8% 4.8% 5.2% 5.2% 5.3% 

認知症対応型通所介護 3.3% 3.2% 3.2% 3.2% 3.1% 

小規模多機能型居宅介護 3.5% 3.9% 4.7% 5.0% 5.2% 

認知症対応型共同生活介護 12.8% 12.9% 13.7% 13.7% 14.0% 

地域密着型特定施設入居者生活介護 0.2% 0.3% 0.4% 0.4% 0.4% 

複合型サービス 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 

表 5 営利法人の介護職員常勤換算従事者数の各サービスの構成割合 

  2010 2011 2012 2013 2014 

訪問入浴介護 3.1% 2.9% 2.5% 2.3% 2.0% 

通所介護 27.0% 27.7% 30.3% 31.6% 32.7% 

短期入所生活介護 4.0% 4.1% 4.4% 4.5% 4.4% 

特定施設入居者生活介護 25.3% 24.6% 23.4% 23.1% 22.4% 

認知症対応型通所介護 2.3% 2.4% 2.2% 2.4% 2.5% 

小規模多機能型居宅介護 5.0% 5.5% 6.5% 6.7% 6.8% 

認知症対応型共同生活介護 33.0% 32.2% 30.2% 28.7% 28.4% 

地域密着型特定施設入居者生活介護 0.4% 0.5% 0.5% 0.6% 0.6% 

複合型サービス 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.2% 

 

表 4 に見るように社会福祉法人では、介護職員の常勤換算従事者数の 46%が入所、

宿泊を必要とする短期入所生活介護に従事している。これは営利法人に開放されてい

ない介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）に併設していると考えられ、兼務して

 

いる従事者も多いと見られる。次に通所介護が多くなっているが、これについても、

介護老人福祉施設の併設が一定数はあるとみられる。表 5 から営利法人については、

通所介護以外に、入居施設となる特定施設入居者生活介護（有料老人ホームなど）と

認知症対応型共同生活介護（認知症高齢者グループホーム）の比率が高いことがわか

る。これらのデータから、当面の主な比較対象は、通所介護となる。社会福祉法人の

介護老人福祉施設と営利法人の特定施設入居者生活介護の比較も興味深いが、様々な

要因について考慮する必要が生じるとみられ、今後の課題となるであろう。 

表 6 と表 7 は社会福祉法人と営利法人の常勤換算従事者数に占める介護福祉士の割

合を示したものである。全体として社会福祉法人の比率が営利法人と比べて高い。参

考のため、社会福祉法人については、介護老人福祉施設の数字も載せているが、居宅

サービスや地域密着サービスより介護福祉士の比率が高くなっている。社会福祉法人

の短期入所生活介護は、居宅サービスや地域密着型サービスの中では一番高いが、介

護老人福祉施設とほぼ同じ率なので、これも介護老人福祉施設との併設の影響がある

かもしれない。 

表 6 社会福祉法人の介護職員常勤換算従事者数の各サービス別介護福祉士の割合 

  2010 2011 2012 2013 2014 

訪問入浴介護 43.1% 46.6% 48.8% 51.3% 50.9% 

通所介護 38.1% 39.3% 41.1% 42.7% 44.3% 

短期入所生活介護 50.0% 50.5% 51.6% 53.3% 55.0% 

特定施設入居者生活介護 37.7% 38.8% 39.1% 41.9% 44.5% 

認知症対応型通所介護 39.4% 42.2% 43.3% 45.1% 46.4% 

小規模多機能型居宅介護 37.7% 39.4% 40.2% 42.4% 45.3% 

認知症対応型共同生活介護 37.9% 37.4% 39.2% 41.5% 44.5% 

地域密着型特定施設入居者生活介護 38.7% 42.5% 39.3% 41.1% 44.4% 

複合型サービス       41.9% 54.4% 

介護老人福祉施設(参考) 50.1% 51.2% 52.9% 54.1% 55.4% 

合計 43.6% 44.4% 45.6% 47.5% 49.4% 
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表 7 営利法人の介護職員常勤換算従事者数の各サービス別介護福祉士の割合 

  2010 2011 2012 2013 2014 

訪問入浴介護 20.2% 21.4% 22.1% 24.9% 29.5% 

通所介護 22.4% 22.7% 22.7% 22.8% 23.7% 

短期入所生活介護 25.4% 24.3% 25.1% 26.4% 29.6% 

特定施設入居者生活介護 28.3% 28.5% 28.6% 30.1% 30.8% 

認知症対応型通所介護 26.7% 27.6% 29.8% 28.5% 32.9% 

小規模多機能型居宅介護 23.8% 24.2% 25.8% 27.5% 30.0% 

認知症対応型共同生活介護 25.2% 24.9% 26.4% 28.2% 30.8% 

地域密着型特定施設入居者生活介護 25.9% 24.9% 25.2% 27.1% 32.2% 

複合型サービス       31.8% 42.0% 

合計 25.1% 25.1% 25.7% 26.7% 28.4% 

 

表 8 は訪問介護について、介護サービス施設・事業所調査による経営主体別の訪問

介護員の常勤換算従事者数を示したものである。2010 年から 2014 年の間に 16 万人か

ら 20 万人に増加している。営利法人は 9 万人から 13 万人に増加し 58%から 65%を占

めている。それに次いで多い社会福祉法人は 13%から 15%を占める。そこで、訪問介

護員についても営利法人と社会福祉法人を対象とすることにする。 

 

表 8 訪問介護員の経営主体別常勤換算従事者数  

  2010 2011 2012 2013 2014 

地方公共団体 637 731 655 588 532 

社会福祉協議会 15,815 15,197 15,180 15,292 14,423 

社会福祉法人 24,891 26,125 26,136 26,708 26,636 

医療法人 9,363 10,189 10,702 12,198 12,436 

社団・財団法人 2,886 2,727 2,761 2,512 2,416 

協同組合 5,842 5,652 6,103 6,220 6,058 

営利法人 93,283 100,394 117,524 129,418 133,410 

ＮＰＯ法人 7,403 7,907 8,557 8,972 8,816 

その他 661 811 647 626 580 

合計 160,781 169,733 188,265 202,534 205,307 
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表 7 営利法人の介護職員常勤換算従事者数の各サービス別介護福祉士の割合 

  2010 2011 2012 2013 2014 

訪問入浴介護 20.2% 21.4% 22.1% 24.9% 29.5% 

通所介護 22.4% 22.7% 22.7% 22.8% 23.7% 

短期入所生活介護 25.4% 24.3% 25.1% 26.4% 29.6% 

特定施設入居者生活介護 28.3% 28.5% 28.6% 30.1% 30.8% 

認知症対応型通所介護 26.7% 27.6% 29.8% 28.5% 32.9% 

小規模多機能型居宅介護 23.8% 24.2% 25.8% 27.5% 30.0% 

認知症対応型共同生活介護 25.2% 24.9% 26.4% 28.2% 30.8% 

地域密着型特定施設入居者生活介護 25.9% 24.9% 25.2% 27.1% 32.2% 

複合型サービス       31.8% 42.0% 

合計 25.1% 25.1% 25.7% 26.7% 28.4% 

 

表 8 は訪問介護について、介護サービス施設・事業所調査による経営主体別の訪問

介護員の常勤換算従事者数を示したものである。2010 年から 2014 年の間に 16 万人か

ら 20 万人に増加している。営利法人は 9 万人から 13 万人に増加し 58%から 65%を占

めている。それに次いで多い社会福祉法人は 13%から 15%を占める。そこで、訪問介

護員についても営利法人と社会福祉法人を対象とすることにする。 

 

表 8 訪問介護員の経営主体別常勤換算従事者数  

  2010 2011 2012 2013 2014 

地方公共団体 637 731 655 588 532 

社会福祉協議会 15,815 15,197 15,180 15,292 14,423 

社会福祉法人 24,891 26,125 26,136 26,708 26,636 

医療法人 9,363 10,189 10,702 12,198 12,436 

社団・財団法人 2,886 2,727 2,761 2,512 2,416 

協同組合 5,842 5,652 6,103 6,220 6,058 

営利法人 93,283 100,394 117,524 129,418 133,410 

ＮＰＯ法人 7,403 7,907 8,557 8,972 8,816 

その他 661 811 647 626 580 

合計 160,781 169,733 188,265 202,534 205,307 

 

 

３．介護職員 

本節では社会福祉法人の通所介護サービスを実施する介護事業所に勤務する介護

職員が類似の民間営利法人に勤務する常勤正規介護職員と比べて、介護福祉士の資格

を保有する確率が高いかどうかを検討する 

表 9 は、介護サービス施設・事業所調査を用いて、通所介護に勤務する常勤の介護

職員について常勤換算従事者数に占める介護福祉士の比率と常勤比率を示したもので

ある。全体の傾向とほぼ一致し、社会福祉法人の方が営利法人より、介護福祉士比率

が 20%ほど大きく常勤比率は 5%ほど高い。 

 

表 9 通所介護常勤介護職員常勤換算従事者数の介護福祉士比率と常勤比率 

  2010 2011 2012 2013 2014 

介
護
福
祉
士
率

社会福祉法人 45.8% 46.4% 48.1% 49.4% 50.9% 

営利法人 26.6% 26.4% 25.9% 26.2% 27.3% 

差 19.2% 20.0% 22.2% 23.2% 23.6% 

常
勤
率 

社会福祉法人 68.2% 68.6% 68.9% 69.2% 69.2% 

営利法人 63.7% 63.2% 64.3% 64.4% 63.8% 

差 4.5% 5.4% 4.6% 4.8% 5.4% 

 

表 10 は通所介護の常勤換算でない従事者数に占める介護福祉士の比率を常勤専従、

常勤兼務、非常勤に分けて示したものである。社会福祉法人と営利法人の両方で常勤

専従より常勤兼務のほうが、介護福祉士の比率が高いのは、併設する入所施設との兼

任の影響があるのかもしれない4。どちらでも、社会福祉法人のほうが 20%前後高いが、

差は大きくなる傾向がある。非常勤については、介護福祉士の比率、差とも小さかっ

たが、社会福祉法人で上昇し、差が大きくなる傾向がある。2014 年には社会福祉法人

の非常勤の介護福祉士比率が営利法人の常勤専従の介護福祉士比率より高くなってい

る。 

 

  

                                                        
4 開設主体別のデータは得られないが、介護老人福祉施設でも常勤専従の介護福祉士の比率が 2014 年に 58.1%であるの

に対して、常勤兼務は 62.6%と高くなっている。 
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表 10 通所介護常勤介護職員従事者数の介護福祉士比率 

  2010 2011 2012 2013 2014 

社会福祉法人 

常勤専従 43.4% 44.0% 45.8% 46.6% 48.3% 

常勤兼務 54.7% 54.9% 56.3% 59.3% 59.8% 

非常勤 21.5% 23.2% 24.3% 26.8% 28.5% 

営利法人 

常勤専従 24.3% 23.7% 22.8% 22.8% 23.5% 

常勤兼務 32.8% 33.1% 34.3% 34.8% 35.7% 

非常勤 15.0% 15.6% 15.6% 16.1% 16.6% 

差 

常勤専従 19.2% 20.3% 23.0% 23.8% 24.8% 

常勤兼務 21.9% 21.8% 22.1% 24.5% 24.1% 

非常勤 6.6% 7.5% 8.6% 10.7% 11.9% 

 

以下では介護労働安定センターによる介護労働実態調査のうち、2010 年から 2012

年の「事業所における介護労働実態調査」の労働者（2012 年度は管理者を含む）のデ

ータの個票を用いて、民間企業と社会福祉法人で類似の通所介護の介護職員が介護福

祉士である確率に差があるかを検討する。 

介護労働実態調査では、事業所の法人格は民間企業、社会福祉協議会、上記以外の

社会福祉法人、医療法人、NPO（特定非営利活動法人）、社団法人・財団法人、協同組

合（農協・生協）、地方自治体（市区町村、広域連合を含む）、その他に分かれる。こ

のうち、民間企業と上記以外の社会福祉法人が介護サービス施設・事業所調査の経営

主体の営利法人と社会福祉法人に対応するとみられる。したがって、この二つの法人

格を対象にすることにする。 

「事業所における介護労働実態調査」の労働者のデータを用いて、介護福祉士の比

率について検討する前に、事業所の個票データを用いて、民間企業と社会福祉法人の

通所介護を行う事業所のサービスについて概観する。表 11 は通所介護を実施する民

間企業と社会福祉法人の「主とするサービス」である。ただし、合計事業所数が 5 以

下のサービスは省略している。民間企業では多数が通所介護であるが、社会福祉法人

では介護老人福祉施設のほうが多くなっている。 
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表 10 通所介護常勤介護職員従事者数の介護福祉士比率 

  2010 2011 2012 2013 2014 

社会福祉法人 

常勤専従 43.4% 44.0% 45.8% 46.6% 48.3% 

常勤兼務 54.7% 54.9% 56.3% 59.3% 59.8% 

非常勤 21.5% 23.2% 24.3% 26.8% 28.5% 

営利法人 

常勤専従 24.3% 23.7% 22.8% 22.8% 23.5% 

常勤兼務 32.8% 33.1% 34.3% 34.8% 35.7% 

非常勤 15.0% 15.6% 15.6% 16.1% 16.6% 

差 

常勤専従 19.2% 20.3% 23.0% 23.8% 24.8% 

常勤兼務 21.9% 21.8% 22.1% 24.5% 24.1% 

非常勤 6.6% 7.5% 8.6% 10.7% 11.9% 

 

以下では介護労働安定センターによる介護労働実態調査のうち、2010 年から 2012

年の「事業所における介護労働実態調査」の労働者（2012 年度は管理者を含む）のデ

ータの個票を用いて、民間企業と社会福祉法人で類似の通所介護の介護職員が介護福

祉士である確率に差があるかを検討する。 

介護労働実態調査では、事業所の法人格は民間企業、社会福祉協議会、上記以外の

社会福祉法人、医療法人、NPO（特定非営利活動法人）、社団法人・財団法人、協同組

合（農協・生協）、地方自治体（市区町村、広域連合を含む）、その他に分かれる。こ

のうち、民間企業と上記以外の社会福祉法人が介護サービス施設・事業所調査の経営

主体の営利法人と社会福祉法人に対応するとみられる。したがって、この二つの法人

格を対象にすることにする。 

「事業所における介護労働実態調査」の労働者のデータを用いて、介護福祉士の比

率について検討する前に、事業所の個票データを用いて、民間企業と社会福祉法人の

通所介護を行う事業所のサービスについて概観する。表 11 は通所介護を実施する民

間企業と社会福祉法人の「主とするサービス」である。ただし、合計事業所数が 5 以

下のサービスは省略している。民間企業では多数が通所介護であるが、社会福祉法人

では介護老人福祉施設のほうが多くなっている。 

 

  

 

表 11 通所介護を実施している事業所を実施している事業所の「主とするサービス」 

  民間企業 社会福祉法人 

訪問介護 86 17 

訪問看護 15 0 

通所介護 1,201 273 

短期入所生活介護 26 20 

特定施設入居者生活介護 34 14 

小規模多機能型居宅介護 12 3 

認知症対応型共同生活介護 55 20 

地域密着型介護老人福祉施設 0 12 

居宅介護支援 4 2 

介護老人福祉施設 3 374 

介護老人保健施設 0 11 

介護予防通所介護 60 1 

合計 1,507 753 

 

表 12 は逆に「主とするサービス」が通所介護であるとする事業所が実施しているサ

ービスの一覧である。ただし、合計が 5 以下のサービスは省略している。介護老人福

祉施設を行っている社会福祉法人は 273 のうち 6 だけである。その他の入居施設介護

を実施している事業所も比較的少ない。このように、実施している事業は居宅サービ

スを中心にしていて比較的均質と思われるので、このサンプルに対応する労働者・管

理者データを用いることにする。 
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表 12 「主とするサービス」が通所介護であるとする事業所が実施しているサービス 

  民間企業 社会福祉法人 

訪問介護 182 51 

訪問入浴介護 18 8 

訪問看護 15 2 

通所介護 1201 273 

短期入所生活介護 11 12 

特定施設入居者生活介護 3 4 

福祉用具貸与 22 2 

特定福祉用具の販売 17 0 

認知症対応型通所介護 20 32 

小規模多機能型居宅介護 8 11 

認知症対応型共同生活介護 15 15 

居宅介護支援 237 85 

介護老人福祉施設 0 6 

介護予防訪問介護 150 47 

介護予防訪問入浴介護 14 6 

介護予防訪問看護 13 0 

介護予防通所介護 852 221 

介護予防短期入所生活介護 11 6 

介護予防特定施設入居者生活介護 3 3 

介護予防福祉用具貸与 15 0 

特定介護予防福祉用具の販売 13 0 

介護予防認知症対応型通所介護 17 21 

介護予防小規模多機能型居宅介護 7 6 

介護予防認知症対応型共同生活介護 10 8 

介護予防支援 101 43 

 

次に、全般的な介護職員に占める介護福祉士資格の保有比率を検討する。 

表 13 は就業・勤務形態別の介護職員の介護福祉士資格の保有率を示している。社会

福祉法人の常勤正規介護職員の介護福祉士資格の保有率は 70%で民間企業の 2 倍にな

っている。 
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表 12 「主とするサービス」が通所介護であるとする事業所が実施しているサービス 

  民間企業 社会福祉法人 

訪問介護 182 51 

訪問入浴介護 18 8 

訪問看護 15 2 

通所介護 1201 273 

短期入所生活介護 11 12 

特定施設入居者生活介護 3 4 

福祉用具貸与 22 2 

特定福祉用具の販売 17 0 

認知症対応型通所介護 20 32 

小規模多機能型居宅介護 8 11 

認知症対応型共同生活介護 15 15 

居宅介護支援 237 85 

介護老人福祉施設 0 6 

介護予防訪問介護 150 47 

介護予防訪問入浴介護 14 6 

介護予防訪問看護 13 0 

介護予防通所介護 852 221 

介護予防短期入所生活介護 11 6 

介護予防特定施設入居者生活介護 3 3 

介護予防福祉用具貸与 15 0 

特定介護予防福祉用具の販売 13 0 

介護予防認知症対応型通所介護 17 21 

介護予防小規模多機能型居宅介護 7 6 

介護予防認知症対応型共同生活介護 10 8 

介護予防支援 101 43 

 

次に、全般的な介護職員に占める介護福祉士資格の保有比率を検討する。 

表 13 は就業・勤務形態別の介護職員の介護福祉士資格の保有率を示している。社会

福祉法人の常勤正規介護職員の介護福祉士資格の保有率は 70%で民間企業の 2 倍にな

っている。 

  

 

表 13 就業・勤務形態別介護職員の介護福祉士の保有比率 

  民間企業 社会福祉法人

正規職員：常勤 34.5% 70.2%

正規職員：短時間 17.7% 36.3%

非正規職員：常勤 17.5% 29.4%

非正規職員：短時間 17.0% 27.8%

合計 33.2% 33.2%

表 14 は「主なサービス」別の常勤正規介護職員の介護福祉士資格の保有率である。

社会福祉法人の介護福祉士資格保有率は、すべて 50%以上である。特に介護老人福祉

施設では 3/4 の常勤正規介護職員が介護福祉士資格を持っている。民間企業では民間

企業が参入できないはずの介護老人福祉施設を除いて 50%以下である。民間企業の比

率が高い入居者介護である特定施設入居者生活介護と認知症対応型共同生活介護では、

民間企業と社会福祉法人の介護福祉士資格保有率の差は 20%以下で比較的小さい。 

 

表 14 主なサービスの常勤正規介護職員の介護福祉士資格の保有率 

  民間企業 社会福祉法人 

訪問入浴介護 34.9% 71.4% 

通所介護 29.9% 65.0% 

短期入所生活介護 33.2% 59.7% 

特定施設入居者生活介護 39.2% 57.9% 

小規模多機能型居宅介護 34.3% 57.9% 

認知症対応型共同生活介護 36.9% 56.0% 

介護老人福祉施設 67.0% 74.4% 

 

通所介護では、介護福祉士の割合は民間企業が 29.9%、社会福祉法人が 65.0%であ

る。これは、介護サービス施設・事業所調査で、常勤介護職員従事者数の介護福祉士

比率が 23%と 44%程度であったのと比べるとはるかに大きい。特に社会福祉法人で大

きくなっていて、差が介護サービス施設・事業所調査では 21%だったのが 35%になっ

ている。 

介護サービス施設・事業所調査と比べ、介護老人福祉施設の併設や正規・非正規の

勤務形態について、ある程度コントロールされているはずなので、差は小さくなるは
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ずである。また、介護サービス施設・事業所調査では、常勤のうち正規、非正規はわ

からないが、正規の比率が高いとみられる。介護サービス施設・事業所調査の回答に

偏りがある可能性もある。しかし、「事業所における介護労働実態調査」の調査票には

『経験の長い方、短い方等平均的にお選びください』と書いてあるが5、実際には、特

に社会福祉法人で介護福祉士比率の高い「良い介護職員」を選んで回答している可能

性のほうが高いとみられる。表 15 は年次別に見たもので、2012 年に差が大きくなっ

ている。 

 

表 15 通所介護の常勤正規介護職員の介護福祉士資格の保有率 

  民間企業 社会福祉法人 

2010 30.2% 62.3%

2011 30.8% 63.9%

2012 28.5% 69.9%

 

表 16 は勤続年数の分布で、社会福祉法人の介護職員のほうが顕著に長くなってい

る。平均勤続年数は民間企業で 2.3 年、社会福祉法人で 4.6 年である。 

表 16 通所介護常勤正規介護職員の勤続年数 

 民間企業 社会福祉法人

0 年 23.4% 8.7%

1～2 年 40.8% 21.6%

3～4 年 18.7% 20.0%

5～9 年 15.8% 31.9%

10～14 年 1.1% 12.1%

15～19 年 0.1% 4.4%

20～24 年 0.0% 1.0%

20～24 年 0.0% 0.2%

20～24 年 0.0% 0.1%

 

表 17 は年齢階層で勤続年数ほど顕著な違いはない。平均年齢は民間企業で 38.8 歳、

社会福祉法人で 39.2 歳である。 

 

                                                        
5 http://www.kaigo-center.or.jp/report/pdf/h24_chousa_jigyousho_chousahyou.pdf 
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ずである。また、介護サービス施設・事業所調査では、常勤のうち正規、非正規はわ

からないが、正規の比率が高いとみられる。介護サービス施設・事業所調査の回答に

偏りがある可能性もある。しかし、「事業所における介護労働実態調査」の調査票には

『経験の長い方、短い方等平均的にお選びください』と書いてあるが5、実際には、特

に社会福祉法人で介護福祉士比率の高い「良い介護職員」を選んで回答している可能

性のほうが高いとみられる。表 15 は年次別に見たもので、2012 年に差が大きくなっ

ている。 

 

表 15 通所介護の常勤正規介護職員の介護福祉士資格の保有率 

  民間企業 社会福祉法人 

2010 30.2% 62.3%

2011 30.8% 63.9%

2012 28.5% 69.9%

 

表 16 は勤続年数の分布で、社会福祉法人の介護職員のほうが顕著に長くなってい

る。平均勤続年数は民間企業で 2.3 年、社会福祉法人で 4.6 年である。 

表 16 通所介護常勤正規介護職員の勤続年数 

 民間企業 社会福祉法人

0 年 23.4% 8.7%

1～2 年 40.8% 21.6%

3～4 年 18.7% 20.0%

5～9 年 15.8% 31.9%

10～14 年 1.1% 12.1%

15～19 年 0.1% 4.4%

20～24 年 0.0% 1.0%

20～24 年 0.0% 0.2%

20～24 年 0.0% 0.1%

 

表 17 は年齢階層で勤続年数ほど顕著な違いはない。平均年齢は民間企業で 38.8 歳、

社会福祉法人で 39.2 歳である。 

 

                                                        
5 http://www.kaigo-center.or.jp/report/pdf/h24_chousa_jigyousho_chousahyou.pdf 

 

表 17 通所介護常勤正規介護職員の年齢階層 

  民間企業 社会福祉法人

～19 歳 1.0% 0.5%

20～24 歳 11.2% 8.2%

25～29 歳 15.1% 14.8%

30～34 歳 14.2% 15.7%

35～39 歳 13.9% 14.1%

40～44 歳 12.2% 13.0%

45～49 歳 10.6% 11.7%

50～54 歳 9.0% 11.5%

55～59 歳 7.0% 7.0%

60～64 歳 4.6% 3.1%

65～69 歳 1.1% 0.3%

70 歳～ 0.2% 0.1%

 

表 18 に示したように、男性比率は民間企業と社会福祉法人でほぼ同じであるが新

規学卒比率は、勤務年数と年齢の構成から予想されるように民間企業は社会福祉法人

より顕著に低い。 

表 18 通所介護常勤正規介護職員の男性と新規学卒比率 

  民間企業 社会福祉法人 

男性比率 32.7% 32.5%

新規学卒比率 7.4% 18.3%

 

表 19 は社会福祉法人と民間企業の通所介護を「主とするサービス」とする介護事業

所に勤める常勤介護職員について、様々な要因をコントロールしたときに介護福祉士

である確率を単純な回帰分析と様々な処置効果モデルによって推計した結果の要約で

ある。 

共変量は、介護福祉士の確率の推定と傾向スコア（社会福祉法人に勤務する確率）

のすべての推定で同じで、従業員の変数として、勤続年数の階層、年齢階層、 性別、 

採用形態（新規学卒かどうか）、賃金の支払形態ダミー（日給、時間給、月給）、介護
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支援専門員資格保有のダミー、事業所変数として法人全体の従業員数階層のダミーと

事業所の全従業員数、および年ダミーと  都道府県ダミーである。 

結果は非常に安定していて、通所介護を「主とするサービス」とする社会福祉法人

に勤務する常勤正規介護職員が介護福祉士である確率は、類似の民間企業に勤務する

常勤正規介護職員が介護福祉士である確率より概ね 16%から 18%前後高いことを示し

ている。もとのデータでは 35%ほどの差があったので、概ね半分は、勤続年数などの

差で説明でき、残りは説明できないことを示している。この差は、介護サービス施設・

事業所調査の常勤専従の差が 20%あまりであったのと比べても若干小さい。 

以下では処置効果モデルについて、ごく簡単に解説を加える。 

傾向スコアの推定値は、このモデルでは、社会福祉法人に勤務する確率のロジット

推定値である。このモデルは、すべての介護職員が社会福祉法人に勤務する場合の介

護福祉士の確率と、すべての介護職員が民間企業に勤務する場合の介護福祉士の確率

の差（平均処置効果）が適当な条件のもとでは、同じ傾向スコアのサンプルの差を取

って平均すれば求められることを示した Rosenbaum と Rubin (1983) の研究以後、よく

研究され用いられている。 

計量経済分析で、傾向スコアを使った方法と単純な回帰のどちらを用いるのがいい

かは Angrist and Pischke (2009) にまとめられている6。それによると、単純な回帰では

ランダムサンプルと全く異なる結果が得られるが、傾向スコアを用いる方法によりラ

ンダムに近いサンプルが得られる事例が明らかになり、傾向スコアを用いる分析が有

力になった。しかし、処置と関連があるサンプルに絞れば、だいたい同じ結果が得ら

れる。本稿の分析の文脈では、介護福祉士の資格を持っているかどうかに偏りが無い

ことに対応する。以下の結果が回帰と処置効果でほとんど一致することは、この事例

では、サンプルが適切に絞られていることを示唆する。Angrist and Pischke は、本稿の

ように社会福祉法人と民間企業で介護福祉士の資格を持っている確率がどれだけ違う

かといった限界効果を扱う限り、線形回帰とロジットでほとんど一致することも指摘

しているが、これもこの事例で当てはまる。 

また、この分析で、クラスタについて頑健な分散の推定が簡単にできることも、単

純な回帰やロジットの特長である。表では、事業所をクラスタにした頑健な分散の推

定を用いている。社会福祉法人ダミー自体が事業所変数なので、この点は重要である。

しかし、このモデルでは、95%信頼区間は分散が均一の場合の（13.7%,21.0%）から表

                                                        
6 page 86-91. 
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支援専門員資格保有のダミー、事業所変数として法人全体の従業員数階層のダミーと

事業所の全従業員数、および年ダミーと  都道府県ダミーである。 

結果は非常に安定していて、通所介護を「主とするサービス」とする社会福祉法人

に勤務する常勤正規介護職員が介護福祉士である確率は、類似の民間企業に勤務する

常勤正規介護職員が介護福祉士である確率より概ね 16%から 18%前後高いことを示し

ている。もとのデータでは 35%ほどの差があったので、概ね半分は、勤続年数などの

差で説明でき、残りは説明できないことを示している。この差は、介護サービス施設・

事業所調査の常勤専従の差が 20%あまりであったのと比べても若干小さい。 

以下では処置効果モデルについて、ごく簡単に解説を加える。 

傾向スコアの推定値は、このモデルでは、社会福祉法人に勤務する確率のロジット

推定値である。このモデルは、すべての介護職員が社会福祉法人に勤務する場合の介

護福祉士の確率と、すべての介護職員が民間企業に勤務する場合の介護福祉士の確率

の差（平均処置効果）が適当な条件のもとでは、同じ傾向スコアのサンプルの差を取

って平均すれば求められることを示した Rosenbaum と Rubin (1983) の研究以後、よく

研究され用いられている。 

計量経済分析で、傾向スコアを使った方法と単純な回帰のどちらを用いるのがいい

かは Angrist and Pischke (2009) にまとめられている6。それによると、単純な回帰では

ランダムサンプルと全く異なる結果が得られるが、傾向スコアを用いる方法によりラ

ンダムに近いサンプルが得られる事例が明らかになり、傾向スコアを用いる分析が有

力になった。しかし、処置と関連があるサンプルに絞れば、だいたい同じ結果が得ら

れる。本稿の分析の文脈では、介護福祉士の資格を持っているかどうかに偏りが無い

ことに対応する。以下の結果が回帰と処置効果でほとんど一致することは、この事例

では、サンプルが適切に絞られていることを示唆する。Angrist and Pischke は、本稿の

ように社会福祉法人と民間企業で介護福祉士の資格を持っている確率がどれだけ違う

かといった限界効果を扱う限り、線形回帰とロジットでほとんど一致することも指摘

しているが、これもこの事例で当てはまる。 

また、この分析で、クラスタについて頑健な分散の推定が簡単にできることも、単

純な回帰やロジットの特長である。表では、事業所をクラスタにした頑健な分散の推

定を用いている。社会福祉法人ダミー自体が事業所変数なので、この点は重要である。

しかし、このモデルでは、95%信頼区間は分散が均一の場合の（13.7%,21.0%）から表

                                                        
6 page 86-91. 

 

の（12.9%,21.9%）に広がるだけである。 

傾向スコアが 0 や 1 に近いサンプルは類似のサンプルが無いこと、加重推計の分母

になることから、落としたほうがいいとされる。ここでは、Crump et al.の方法を用い

ていて（0.088,0.912）の範囲を求めている7。処置効果の推定では傾向スコアを用いる

分析ではすべてこの範囲のサンプルが用いられている。その結果、無回答などがない

全サンプルが 4,276 なのに対し、処置効果モデルでは 2,383 のサンプルのみが用いら

れている。 

傾向スコアの各方法は、stata 14 の teefets のコマンドで実行できるものである8。普

通の回帰では、共変量の対応する係数は、社会福祉法人と民間企業の推定で一致する

が回帰調整では異なる。NN マッチングは、Nearest-neighbor matching の略で適当な距

離で測って社会福祉法人と民間企業のサンプルのペアを取って、介護福祉士ダミーの

差を取って平均する。傾向スコアマッチングでは適当な距離でなく傾向スコアの近い

ペアを取る。ここでは、民間企業のほうが多いのでどちらでも社会福祉法人の各サン

プルに対して 4 以上の民間企業サンプルが対応している。回帰調整と NN マッチング

は傾向スコアを用いないが、サンプルを絞ったほうが安定している。 

IPW は Inverse-probability weighting の意味で基本的には傾向スコアの逆数をウェイ

トにした介護福祉士ダミーの差の平均である。IPW はこうした素朴な方法なので、傾

向スコアのサンプルの絞り込みにやや敏感で、傾向スコアの推定量が（0.0001,0.9999）

の範囲でほぼすべてのサンプル（4,252）を取ると 95%信頼区間は（-.5.0%, 20.4%）で

有意で無くなってしまう。数式を見て理解するのは難しくないが、このような簡単な

方法で、処置効果の一致推定量が得られ、サンプルを適当に絞ったとき、適切な推定

量が得られるのは驚くべきことである。 

IPW 回帰調整と拡張 IPW はより進んだ方法で、傾向スコアの推定と傾向スコアの逆

数をウェイトにした回帰による介護福祉士の確率の推定からなり、どちらかの推定式

が正しければ、処置効果の推定が一致性を持つという二重の頑健性を持つ。IPW と同

様にほぼすべてのサンプルを使った場合、それぞれの 95%信頼区間は（12.9%, 22.5%）

と（7.8%, 25.1%）となり、IPW 回帰調整は非常に安定していて、拡張 IPW も比較的安

定している。IPW 回帰調整では、効率を高めるため、もう少し緩くサンプルを絞った

ほうがいいかもしれない。 

                                                        
7 Guo and Fraser(2014) page 210 
8 Stata Press. (2015) 
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表 19 通所介護の介護職員の介護福祉士比率の差の推定 

  平均処置効果 95%信頼区間 

回帰(全サンプル) 17.4% 12.9% 21.9% 

回帰(処置効果と同じサンプル) 18.4% 13.4% 23.3% 

ロジット(全サンプル) 16.6% 12.1% 21.2% 

ロジット(処置効果と同じサンプル) 18.5% 13.7% 23.4% 

回帰調整 18.8% 14.6% 22.9% 

IPW 16.4% 11.9% 21.0% 

IPW 回帰調整(線形) 18.0% 13.8% 22.1% 

IPW 回帰調整(ロジット) 17.6% 13.6% 21.6% 

拡張 IPW(線形) 17.4% 13.1% 21.7% 

拡張 IPW(ロジット) 17.1% 12.8% 21.4% 

NN マッチング 18.2% 14.0% 22.4% 

傾向スコアマッチング 17.9% 13.9% 21.8% 

 

社会福祉法人か民間企業の選択と、介護福祉士資格を持っているかどうかの二つの

推定が独立ではないときは、内生処置モデルを使う必要がある。標準的な最尤法では、

サンプルを絞った場合は計算が収束しないようだがコントロール関数を用いた方法で

は収束し、独立であるという仮説は 0.39 の確率で棄却されない。すべてのサンプルを

用いた場合は、独立であるという仮説は最尤法で 0.71 の確率で棄却されない。したが

って、このモデルで内生処置モデルを使う必要はなさそうである。 

 
４．訪問介護員 

本節では社会福祉法人の介護事業所に勤務する訪問介護員が類似の民間営利法人

に勤務する訪問介護員と比べて、介護福祉士の資格を保有する確率が高いかどうかを

検討する。 

表 20 は社会福祉法人と営利法人の訪問介護員の常勤換算従事者数に占める介護福

祉士の割合と常勤比率を示したものである。訪問介護員は介護職員と比べ常勤率が低

い。ここでは、介護職員と逆に営利法人が高くなっている。介護福祉士の割合はここ

5 年で 10%ほど高くなっている。社会福祉法人のほうが介護福祉士の割合が高く、差

は常勤で 24%程度、非常勤で 11%程度、全体で 18%程度で安定している。 
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表 19 通所介護の介護職員の介護福祉士比率の差の推定 

  平均処置効果 95%信頼区間 

回帰(全サンプル) 17.4% 12.9% 21.9% 

回帰(処置効果と同じサンプル) 18.4% 13.4% 23.3% 

ロジット(全サンプル) 16.6% 12.1% 21.2% 

ロジット(処置効果と同じサンプル) 18.5% 13.7% 23.4% 

回帰調整 18.8% 14.6% 22.9% 

IPW 16.4% 11.9% 21.0% 

IPW 回帰調整(線形) 18.0% 13.8% 22.1% 

IPW 回帰調整(ロジット) 17.6% 13.6% 21.6% 

拡張 IPW(線形) 17.4% 13.1% 21.7% 

拡張 IPW(ロジット) 17.1% 12.8% 21.4% 

NN マッチング 18.2% 14.0% 22.4% 

傾向スコアマッチング 17.9% 13.9% 21.8% 

 

社会福祉法人か民間企業の選択と、介護福祉士資格を持っているかどうかの二つの

推定が独立ではないときは、内生処置モデルを使う必要がある。標準的な最尤法では、

サンプルを絞った場合は計算が収束しないようだがコントロール関数を用いた方法で

は収束し、独立であるという仮説は 0.39 の確率で棄却されない。すべてのサンプルを

用いた場合は、独立であるという仮説は最尤法で 0.71 の確率で棄却されない。したが

って、このモデルで内生処置モデルを使う必要はなさそうである。 

 
４．訪問介護員 

本節では社会福祉法人の介護事業所に勤務する訪問介護員が類似の民間営利法人

に勤務する訪問介護員と比べて、介護福祉士の資格を保有する確率が高いかどうかを

検討する。 

表 20 は社会福祉法人と営利法人の訪問介護員の常勤換算従事者数に占める介護福

祉士の割合と常勤比率を示したものである。訪問介護員は介護職員と比べ常勤率が低

い。ここでは、介護職員と逆に営利法人が高くなっている。介護福祉士の割合はここ

5 年で 10%ほど高くなっている。社会福祉法人のほうが介護福祉士の割合が高く、差

は常勤で 24%程度、非常勤で 11%程度、全体で 18%程度で安定している。 

 

 

表 20 社会福祉法人と営利法人の訪問介護員に占める介護福祉士の割合と常勤率 

  2010 2011 2012 2013 2014 

全
体 

社会福祉法人 46.9% 47.7% 50.2% 52.8% 56.1% 

営利法人 28.9% 29.7% 32.1% 34.7% 38.0% 

差 18.0% 18.0% 18.1% 18.1% 18.1% 

常
勤 

社会福祉法人 65.5% 65.3% 67.0% 70.8% 72.9% 

営利法人 40.6% 41.0% 42.6% 45.4% 49.0% 

差 24.9% 24.3% 24.4% 25.4% 23.9% 

非
常
勤 

社会福祉法人 27.1% 28.6% 30.4% 31.7% 35.2% 

営利法人 16.1% 17.2% 18.9% 20.8% 23.4% 

差 11.0% 11.4% 11.5% 10.9% 11.8% 

常
勤
率 

社会福祉法人 51.5% 52.1% 54.0% 54.0% 55.5% 

営利法人 52.0% 52.5% 55.9% 56.6% 56.8% 

差 -0.5% -0.4% -1.9% -2.6% -1.3% 

 

以下では、2010 年から 2012 年の事業所における介護労働実態調査の個票データを

用いて、社会福祉法人と民間企業で、様々な要因をコントロールしたとき、訪問介護

員が介護福祉士である確率が如何に異なるか検討する。 

表 21 は、このデータで訪問介護を実施していると答えた民間企業と社会福祉法人

の「主とするサービス」である。回答の合計が 4 以下のサービスは略してある。この

表から訪問介護を実施している民間企業の事業所の多くの「主とするサービス」は訪

問介護である。しかし、訪問介護を実施している社会福祉法人の「主とするサービス」

は、介護老人福祉施設のほうが多い。したがって、社会福祉法人に勤務する訪問介護

員のかなりの部分は、介護老人福祉施設に所属する。以下では、「主とするサービス」

が訪問介護の事業所の労働者のサンプルを用いるが、それらの労働者はたかだか 90 の

事業所に属することに注意が必要である。 
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表 21 訪問介護を実施している事業所の「主とするサービス」 

  民間企業 社会福祉法人 

訪問介護 1,256 90 

訪問入浴介護 14 0 

訪問看護 17 3 

通所介護 182 51 

短期入所生活介護 2 12 

特定施設入居者生活介護 11 17 

福祉用具貸与 11 0 

小規模多機能型居宅介護 17 3 

認知症対応型共同生活介護 31 10 

居宅介護支援 18 3 

介護老人福祉施設 0 167 

介護老人保健施設 0 14 

介護予防訪問介護 26 1 

 

表 22 は、逆に「主とするサービス」が訪問介護であると答えた民間企業と社会福祉

法人の事業所の行っている事業である。回答の合計が 4 以下のサービスは略してある。

入居サービスを併設している事業所は極めて少なく、入居サービスを兼務している労

働者はほとんどサンプルには入らないとみられる。 
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表 21 訪問介護を実施している事業所の「主とするサービス」 

  民間企業 社会福祉法人 

訪問介護 1,256 90 

訪問入浴介護 14 0 

訪問看護 17 3 

通所介護 182 51 

短期入所生活介護 2 12 

特定施設入居者生活介護 11 17 

福祉用具貸与 11 0 

小規模多機能型居宅介護 17 3 

認知症対応型共同生活介護 31 10 

居宅介護支援 18 3 

介護老人福祉施設 0 167 

介護老人保健施設 0 14 

介護予防訪問介護 26 1 

 

表 22 は、逆に「主とするサービス」が訪問介護であると答えた民間企業と社会福祉

法人の事業所の行っている事業である。回答の合計が 4 以下のサービスは略してある。

入居サービスを併設している事業所は極めて少なく、入居サービスを兼務している労

働者はほとんどサンプルには入らないとみられる。 

  

 

表 22 訪問介護を「主とするサービスの事業所」実施しているサービス 

  民間企業 社会福祉法人 

訪問介護 1256 90  

訪問入浴介護 19 2  

訪問看護 25 6  

通所介護 86 17  

特定施設入居者生活介護 1 13  

福祉用具貸与 54 3  

特定福祉用具の販売 45 1  

夜間対応型訪問介護 5 0  

認知症対応型通所介護 0 5  

認知症対応型共同生活介護 7 2  

居宅介護支援 434 29  

介護老人福祉施設 2 0  

介護予防訪問介護 1007 71  

介護予防訪問入浴介護 14 0  

介護予防訪問看護 14 3  

介護予防通所介護 75 13  

介護予防通所リハビリテーション 1 0  

介護予防特定施設入居者生活介護 1 8  

介護予防福祉用具貸与 47 1  

特定介護予防福祉用具の販売 41 1  

介護予防認知症対応型共同生活介護 5 2  

介護予防支援 197 17  

 

訪問介護員については、一番多くサンプルが取れる「主とするサービス」が訪問介

護の事業所に勤務する非常勤短時間労働者について、民間企業と社会福祉法人の介護

福祉士比率を比較する。このクラスの労働者では、民間企業と社会福祉法人で、男性

比率は、4.6%と 2.6%、採用形態が新規学卒のサンプルの比率は、0.4%と 1.1%できわ

めて少ない。また、賃金の支払形態は 98.3%と 99%が時間給である。そこでサンプル
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は、新規学卒以外で時間給の女性訪問介護員に絞る。サンプルは民間企業 19,055 人と

社会福祉法人 1,658 人である。 

表 23 はこのサンプルに占める介護福祉士の比率と社会福祉法人と民間企業の介護

福祉士の比率の差を示したものである。介護福祉士比率は、介護サービス施設・事業

所調査の常勤換算従事者数の非常勤の訪問介護員データ（表 20）が 27-35%と 16-23%

程度であるのと比べると今度は低くなっている。入所施設併設で介護福祉士比率が高

いとするとこのほうが自然である。差も 11%程度であったのと比べ小さくなっている。 

表 23 訪問介護事業者の非常勤短時間訪問介護員に占める介護福祉士の比率 

  2010 2011 2012 全体 

社会福祉法人 22.7% 25.7% 21.4% 23.4% 

民間企業 14.6% 16.9% 18.3% 16.4% 

差 8.2% 8.9% 3.2% 7.0% 

 

表 24 は勤続年数の分布でやはり民間企業のほうがやや短くなっている。平均勤続

年数は、民間企業が 3.6 年、社会福祉法人が 4.8 年である。 

表 24 非常勤短時間訪問介護員の勤続年数構成 

 民間企業 社会福祉法人

0 年 30.4% 23.7%

1～2 年 19.7% 20.3%

3～4 年 29.4% 33.5%

5～9 年 4.8% 10.5%

10～14 年 0.1% 1.4%

15～19 年 0.0% 0.4%

20～24 年 0.0% 0.2%

25～29 年 0.0% 0.0%

30 年以上 0.0% 0.0%

 

表 25 は年齢構成で顕著な差は無い。平均勤続年齢は、民間企業が 52.2 歳、社会福

祉法人が 52.6 歳である。 
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表 25 は年齢構成で顕著な差は無い。平均勤続年齢は、民間企業が 52.2 歳、社会福
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表 25 非常勤短時間訪問介護員の年齢構成 

  民間企業 社会福祉法人

 ～19 歳 2.3% 1.3%

20～24 歳 4.0% 3.7%

25～29 歳 7.7% 6.8%

30～34 歳 11.6% 10.8%

35～39 歳 13.1% 14.7%

40～44 歳 13.2% 13.8%

45～49 歳 15.0% 17.6%

50～54 歳 18.1% 19.6%

55～59 歳 10.2% 8.3%

60～64 歳 3.8% 3.0%

65～69 歳 0.0% 0.0%

70 歳～ 2.3% 1.3%

基本的な回帰分析、ロジット回帰と様々な処置効果による社会福祉法人と民間企業

の訪問介護員の介護福祉士比率の差の推定値を示したのが表 26 である。データ数は、

全体では、21,362、処置効果モデルでは、13,148 である。共変量は都道府県と年次ダ

ミーの他は労働者変数である勤続年数階層、年齢階層、介護支援専門員資格保有のダ

ミーのみで事業所変数である法人全体の従業員数階層と事業所の総従業員数は含まな

い。これは、以下で述べる処置効果の困難を悪化させるからである。 

傾向スコアの推定値は、社会福祉法人ダミーを同じ共変量でロジット回帰させた推

定値である。この回帰では、すべてのサンプルが 90 以下の事業所に属することが理由

だとみられるが、いくつかの都道府県ダミーが社会福祉法人ダミーを完全に予測する

ので、これらの変数を取り除いている9。また、前にのべたように傾向スコアの推定値

を用いた処置効果では、類似のサンプルに絞るためと極端なウェイトを避けるため傾

向スコアの推定量を絞るのが好ましい。しかし、サンプルを絞るとこの問題は悪化す

る。この理由により第一段階で岩手、福井、山梨、京都、奈良、高知、第２段階で北

海道、栃木、愛知、鹿児島、沖縄のサンプルが除かれている。また、数が少ない 10 代

と勤続年数 15 年以上のサンプルも除いてある。傾向スコアの推定値は Crump et al.の

                                                        
9 松浦・マッケンジー(2009)page72. 
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方法により(0.035, 0.965)の範囲に絞っている。 

介護福祉士の確率の差の推定値はいずれもよく似ている。簡単な回帰が 5%程度、処

置効果モデルが 4%程度で、マッチングは、少し低い。もとのサンプルの 7.0%よりは

少し低い傾向がある。サンプルを絞った場合の平均の差は 6.2%で、少し低くなってい

るのは処置効果のほうが差が小さい傾向があることと関係があるかもしれないが、単

純な回帰ではそうなっていない。 

表 26 非常勤短時間訪問介護員の介護福祉士比率の差の推定 

  平均処置効果 95%信頼区間 

回帰(全サンプル) 5.2% 3.3% 7.1% 

回帰(処置効果と同じサンプル) 5.4% 2.2% 8.6% 

ロジット(全サンプル) 4.9% 3.0% 6.9% 

ロジット(処置効果と同じサンプル) 4.1% 1.0% 7.3% 

回帰調整 3.9% 1.5% 6.3% 

IPW 4.2% 1.7% 6.7% 

IPW 回帰調整(線形) 4.0% 1.5% 6.5% 

IPW 回帰調整(ロジット) 4.0% 1.5% 6.5% 

拡張 IPW(線形) 3.9% 1.3% 6.4% 

拡張 IPW(ロジット) 4.0% 1.5% 6.5% 

NN マッチング 3.2% 0.4% 6.0% 

傾向スコアマッチング 3.5% 0.7% 6.2% 

内生処置モデルの最尤推定では、サンプルを絞らないときは、方程式が独立である

という仮説を棄却する確率は 0.8 なので、内生処置モデルを使う必要がないことを示

している。サンプルを絞ったときは、方程式間のノイズの相関は-0.8 の強い相関を持

つと推定され、介護福祉士の確率の差は 64%と推定されるので、これも何か問題があ

るようである。 

 
５．終わりに 

通所介護の介護職員に関して勤続年数の階層、年齢階層、性別、採用形態、賃金の

支払形態、介護支援専門員資格のダミー、法人全体の従業員数階層のダミーと事業所
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の全従業員数、および年ダミーと都道府県ダミーでコントロールした結果、介護福祉

士資格保有率は社会福祉法人よりも営利法人が 16-18％低いということが分かった。

また、非常勤短時間訪問介護員に関して、都道府県と年次ダミーの他、勤続年数階層、

年齢階層、介護支援専門員資格保有のダミーでコントロールした結果、介護福祉士資

格保有率は社会福祉法人よりも営利法人が 5％低いということが分かった。 

通所介護の介護職員の分析では「主とするサービス」が通所介護の従事者を、また

訪問介護員に関しては非常勤短時間従事者という、いずれも組織的な教育・育成体制

が確立しているとは言い難い状況にある従事者を対象とした。その結果、介護福祉士

資格の保有率は、社会福祉法人に比べて営利法人で低いという頑健な事実が見出された。 

これらの結果から、いくつかの課題が見えてくる。社会福祉法人と民間企業の介護

職員や訪問介護員に占める介護福祉士保有比率の差は、勤続年数のような回帰によっ

て説明できる部分とそうでない部分に分かれる。 

回帰によって説明できる部分のうち、大部分は勤続年数の差である。介護労働安定

センターのデータで通所介護を「主とするサービス」とする民間企業の常勤介護職員

の平均勤続年数が、比較的「良い介護職員」が選ばれている可能性が高いにもかかわ

らず、わずか 2-3 年であるのは、現在でも民間企業のほうが新規参入が多く、事業所

の開業時点からの期間が短いことも一つの理由だが、離職率が顕著に高いことも主な

原因であると予想される。介護労働者の離職については花岡（2009, 2010）などの先行

研究があるが、法人格はそこで主要な論点ではない。介護労働安定センターのデータ

を用いても、民間企業と社会福祉法人などで、離職率が如何に異なり、それが、各事

業所が行っている様々な施策についての回答と如何に関係があるかなどを分析するこ

とが可能であるとみられる。 

回帰によって説明できない部分についても、一部は介護福祉士の賃金プレミアムと

関連した部分があるかもしれない。介護福祉士の賃金プレミアムは供給と需要の関係

なので、賃金プレミアムの大きいサービスや法人格の事業所に介護福祉士資格保有者

が集まるかもしれないし、介護福祉士資格保有者が集まらない事業所は高いプレミア

ムを付けないと集めることができないかもしれない。したがって、プレミアムの格差

が何を説明し、何によって説明されるかを明らかにするのは困難であるが、介護報酬

制度などと関連づけることにより、ある程度の識別は可能かもしれない。 

残りの回帰によって説明できない部分については、Hansmann が論じるように質と

の関係があるかもしれないが、計量的分析で何かを明らかにするのは困難であろう。 
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さて、初めに書いたように、多様な事業者、とりわけ営利法人の参入により通所及

び居宅介護サービスの供給量が拡大したことは、介護保険制度の定着と普及にとって、

従来の社会福祉法人だけではなしえない大きな寄与であった。しかし本論文の分析に

より、介護サービスの中核的な資格としての介護福祉士資格保有率については、営利

企業が社会福祉法人と比べて明確に低い結果であった。 

現在の介護報酬体系では、介護福祉士の割合が高いことが、勤続年数の長さと共に、

介護報酬制度上の介護サービスの質の評価に関わるサービス提供体制強化加算や特定

事業所加算の基準となっている。それは、これらの加算により事業経営の安定性が補

完され、安定的な経営実績が従事者の賃金や教育・研修を通してキャリアアップを図

り、その結果、介護サービスの質が向上することを想定している。 

その基礎的な取り組みとして、近年の介護職員処遇改善交付金と 2012 年以降の介

護職員処遇改善加算の活用姿勢についてみると、営利法人では社会福祉法人に比べて

明らかに不活発である。たとえば申請手続きの複雑さへの対応に違いがみられる10。

対人サービスとして提供される介護サービスにおいて、こうした現実の従事者の体制

を改善・強化していく取り組みは、本来、欠かせない。 

しかし、いっそうの高齢化、認知症の広範化が見込まれ、介護サービスの質が問わ

れるようになって、介護福祉士への期待は大きいことと裏腹に、我が国の介護福祉士

養成機関は応募者不足により廃業に追いやられている現実がある。そして介護事業者

は介護従事者の極度の不足に直面して、新たな介護サービスの拡大展開のみならず、

運営中の事業の展望すらも持ちにくくなっている。介護報酬の改定をひどく不安定に

繰り返していては、事業者の信頼を失った制度が介護サービスを壊してしまいかねない。 

  

                                                        
10 2010 年介護労働安定センター介護労働実態調査（事業所調査）の「運営上の問題点：今の介護報酬では、人材の確
保・定着のための十分な賃金を払えない」を選択した通所介護事業所（介護老人福祉施設経営事業者を除く）のうち、
介護職員処遇改善交付金をいずれの形でも活用していない事業所の割合は民間企業で 15.7％、社会福祉法人 4.8％であ
った。同様に 2011 年調査では民間企業 21.3％、社会福祉法人では 5.4％が活用していない。交付金を改め介護職員処遇
改善加算として介護報酬の枠組みに加えられた 2012 年調査時点でも、同様の運営上の問題を抱えた事業所（民間企業
1,521 事業所中の 717 事業所、社会福祉法人 758 事業所中の 161 事業所）のうち、加算算定を行っていない事業所の割合
が民間企業で 153 事業所（21.3％）あり、社会福祉法人の 8 事業所（5％）に比べて制度の活用が不活発な状況にある。
なお 2012 年調査では、算定対象通所介護事業所 2,834 のうち 2,229 事業所（78.7％）が算定している。これは、国の公
表資料（http://www.mhlw.go.jp/file.jsp?id=145589&name=2r98520000034m05_1.pdf）の 82.6％よりも低い。 
少し古い 2010 年度調査ではこうした不活用の理由について尋ねており、同様の運営上の問題を抱える同様のタイプの
通所介護事業所（民間企業 319、社会福祉法人 62）で、「手続きが複雑だから」交付金を申請しないとする事業所が、民
間企業で 34.8％、社会福祉法人で 24.2％あった。 
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さて、初めに書いたように、多様な事業者、とりわけ営利法人の参入により通所及

び居宅介護サービスの供給量が拡大したことは、介護保険制度の定着と普及にとって、

従来の社会福祉法人だけではなしえない大きな寄与であった。しかし本論文の分析に

より、介護サービスの中核的な資格としての介護福祉士資格保有率については、営利

企業が社会福祉法人と比べて明確に低い結果であった。 

現在の介護報酬体系では、介護福祉士の割合が高いことが、勤続年数の長さと共に、

介護報酬制度上の介護サービスの質の評価に関わるサービス提供体制強化加算や特定

事業所加算の基準となっている。それは、これらの加算により事業経営の安定性が補

完され、安定的な経営実績が従事者の賃金や教育・研修を通してキャリアアップを図

り、その結果、介護サービスの質が向上することを想定している。 

その基礎的な取り組みとして、近年の介護職員処遇改善交付金と 2012 年以降の介

護職員処遇改善加算の活用姿勢についてみると、営利法人では社会福祉法人に比べて

明らかに不活発である。たとえば申請手続きの複雑さへの対応に違いがみられる10。

対人サービスとして提供される介護サービスにおいて、こうした現実の従事者の体制

を改善・強化していく取り組みは、本来、欠かせない。 

しかし、いっそうの高齢化、認知症の広範化が見込まれ、介護サービスの質が問わ

れるようになって、介護福祉士への期待は大きいことと裏腹に、我が国の介護福祉士

養成機関は応募者不足により廃業に追いやられている現実がある。そして介護事業者

は介護従事者の極度の不足に直面して、新たな介護サービスの拡大展開のみならず、

運営中の事業の展望すらも持ちにくくなっている。介護報酬の改定をひどく不安定に

繰り返していては、事業者の信頼を失った制度が介護サービスを壊してしまいかねない。 

  

                                                        
10 2010 年介護労働安定センター介護労働実態調査（事業所調査）の「運営上の問題点：今の介護報酬では、人材の確
保・定着のための十分な賃金を払えない」を選択した通所介護事業所（介護老人福祉施設経営事業者を除く）のうち、
介護職員処遇改善交付金をいずれの形でも活用していない事業所の割合は民間企業で 15.7％、社会福祉法人 4.8％であ
った。同様に 2011 年調査では民間企業 21.3％、社会福祉法人では 5.4％が活用していない。交付金を改め介護職員処遇
改善加算として介護報酬の枠組みに加えられた 2012 年調査時点でも、同様の運営上の問題を抱えた事業所（民間企業
1,521 事業所中の 717 事業所、社会福祉法人 758 事業所中の 161 事業所）のうち、加算算定を行っていない事業所の割合
が民間企業で 153 事業所（21.3％）あり、社会福祉法人の 8 事業所（5％）に比べて制度の活用が不活発な状況にある。
なお 2012 年調査では、算定対象通所介護事業所 2,834 のうち 2,229 事業所（78.7％）が算定している。これは、国の公
表資料（http://www.mhlw.go.jp/file.jsp?id=145589&name=2r98520000034m05_1.pdf）の 82.6％よりも低い。 
少し古い 2010 年度調査ではこうした不活用の理由について尋ねており、同様の運営上の問題を抱える同様のタイプの
通所介護事業所（民間企業 319、社会福祉法人 62）で、「手続きが複雑だから」交付金を申請しないとする事業所が、民
間企業で 34.8％、社会福祉法人で 24.2％あった。 
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はじめに 

１ 研究目的 

この論文の目的は、支援型コーチング1を理論的に支える心理学のベースとして、ウ

ィリアム・グラッサーの選択理論心理学（以下、「選択理論」という。）を採用しつつ、

支援型コーチングに役立つ他派の理論や技法も取り込んだ統合的な「コーチングモデ

ル」を提示することである。 

「選択理論」は、アメリカの精神科医であるウィリアム・グラッサー（1925～2013）

によって提唱された「人間の脳の働きと行動のシステム」を説明する理論で、内的コ

ントロール心理学の一つである。私たちが日常生活において幸福感を感じられるよう

な「バランスのとれた基本的欲求の満たし方」や「良好な人間関係づくり」のための

                                                        
1 コーチングは、大きく、「指示命令型コーチング」と「支援型コーチング」に分けられる。「指示命令型コーチング」

は従来からある、その分野の熟練者が、自分の持つ知識、ノウハウ、経験をもとに、相手に指示命令し、教育する（答

えを教える）という指導法である。本稿では、「指示命令型コーチング」との違いを明確にするために、「支援型コー

チング」という言葉を使うこととする。また、単に「コーチング」と書く場合にも支援型コーチングを念頭においている。 
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具体的な方法やアイデアを提供してくれる、わかりやすくて実践的な理論である。 

選択理論は、グラッサーが、患者の精神医療や矯正施設、個人のカウンセリング、

学校、地域社会などで、臨床的な経験を重ねる中で生み出し発展させてきたものであ

る。 

また、選択理論に基づくリアリティセラピー（「現実療法」とも呼ばれる）は心の悩

みを持つ人に対する心理療法（カウンセリング手法）であるが、セラピーはもとより、

健常者のコーチング、マネジメント、学校教育などに広く応用できる。クライアント

（以下、本稿では、カウンセリングやコーチングを受ける人のことを「クライアント」

という。）の私生活、学業、仕事、職場等における問題解決や課題の達成のスピードを

アップし、質的な向上を図ることを可能にすることができる。 

一方、支援型コーチングは、「相手を支援するための対話方法」である。コーチが「支

援者」となってクライアントの問題解決を「聴く技術」（以下、本稿では、うなずき、

あいづち、キーワードなどのくり返し、アイコンタクトなどの傾聴技術をまとめて「聴

く技術」という。）や「質問」、「承認」、「フィードバック」などのコミュニケーション

スキルを使って支援する。相手や自分（セルフカウンセリング、セルフコーチングの

場合）の中から能力や知恵、エネルギーを引き出す「人を支援し、自分を育てる対話

方法」である。 

本稿で筆者が統合したいと考えるのは、主として、支援型コーチングと、選択理論

及びリアリティセラピーであるが、これに、解決志向アプローチの考え方と技法、来

談者中心療法における支援者のあり方と傾聴技法、アドラー心理学の「選択理論と考

え方が類似する部分」である。そして、目ざすのは、主として健常者の個人に対する

コーチングに広く使うことができ、「選択理論をベースとしたコーチング」として整合

性を保ちうる他の理論や技法を取り込んだ統合的なコーチングモデルである2。また、

筆者の場合、自分のセルフコーチングやセルフカウンセリングにも役立つモデルを作

りたいという動機も大きい。本稿ではこのモデルを自動車のたとえを使って作成して

いることから「マイカーモデル」と名付けている。 

本稿のマイカーモデルは、大学生の学業、生活、就活等における問題解決を目ざす

                                                        
2 なお、「統合的なモデル」という意味は、各派の理論と技法を矛盾のない形で統合することに加え、コーチングの全

体像とプロセス、ポイントとなる箇所を視覚的に把握できるようにすること、クライアントが抱える問題の全体を把握

できるようにすること、クライアントの「行為・行動」、「思考・見方」、「気分・感情」、「身体の反応」などを連

動したものとして見れること、クライアントの私生活、仕事、家族、人間関係、人生などを全体として見れること等を

指す意味で使っている。 
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具体的な方法やアイデアを提供してくれる、わかりやすくて実践的な理論である。 

選択理論は、グラッサーが、患者の精神医療や矯正施設、個人のカウンセリング、

学校、地域社会などで、臨床的な経験を重ねる中で生み出し発展させてきたものであ

る。 

また、選択理論に基づくリアリティセラピー（「現実療法」とも呼ばれる）は心の悩

みを持つ人に対する心理療法（カウンセリング手法）であるが、セラピーはもとより、

健常者のコーチング、マネジメント、学校教育などに広く応用できる。クライアント

（以下、本稿では、カウンセリングやコーチングを受ける人のことを「クライアント」

という。）の私生活、学業、仕事、職場等における問題解決や課題の達成のスピードを

アップし、質的な向上を図ることを可能にすることができる。 

一方、支援型コーチングは、「相手を支援するための対話方法」である。コーチが「支

援者」となってクライアントの問題解決を「聴く技術」（以下、本稿では、うなずき、

あいづち、キーワードなどのくり返し、アイコンタクトなどの傾聴技術をまとめて「聴

く技術」という。）や「質問」、「承認」、「フィードバック」などのコミュニケーション

スキルを使って支援する。相手や自分（セルフカウンセリング、セルフコーチングの

場合）の中から能力や知恵、エネルギーを引き出す「人を支援し、自分を育てる対話

方法」である。 

本稿で筆者が統合したいと考えるのは、主として、支援型コーチングと、選択理論

及びリアリティセラピーであるが、これに、解決志向アプローチの考え方と技法、来

談者中心療法における支援者のあり方と傾聴技法、アドラー心理学の「選択理論と考

え方が類似する部分」である。そして、目ざすのは、主として健常者の個人に対する

コーチングに広く使うことができ、「選択理論をベースとしたコーチング」として整合

性を保ちうる他の理論や技法を取り込んだ統合的なコーチングモデルである2。また、

筆者の場合、自分のセルフコーチングやセルフカウンセリングにも役立つモデルを作

りたいという動機も大きい。本稿ではこのモデルを自動車のたとえを使って作成して

いることから「マイカーモデル」と名付けている。 

本稿のマイカーモデルは、大学生の学業、生活、就活等における問題解決を目ざす

                                                        
2 なお、「統合的なモデル」という意味は、各派の理論と技法を矛盾のない形で統合することに加え、コーチングの全

体像とプロセス、ポイントとなる箇所を視覚的に把握できるようにすること、クライアントが抱える問題の全体を把握

できるようにすること、クライアントの「行為・行動」、「思考・見方」、「気分・感情」、「身体の反応」などを連

動したものとして見れること、クライアントの私生活、仕事、家族、人間関係、人生などを全体として見れること等を

指す意味で使っている。 

 

 

コーチングやカウンセリング3、セルフコーチングやセルフカウンセリング及び学生に

対する教育指導等にも幅広く活用できると考える。 

 

 

 

 

 

 

２ 研究の背景 

筆者は、1998 年に選択理論とリアリティ－セラピーに出会った。当時、筆者は行政

職の公務員であったが、これらを学んでいくうちに、これは心の悩みを持つ人に対し

てだけでなく、健常な人が日常生活や仕事、職場で、さらには、人生全般のことにつ

いて非常に役に立つと考えるようになった。 

そして、1999 年に、その頃、欧米から日本に紹介されて間もなかった支援型コーチ

ングに出会った。こちらは 1990 年代に欧米から日本に持ち込まれたもので、クライアント

の「目標達成」を支援するコミュニケーションの方法である。「コーチ（coach）」という言葉は、も

ともと「馬車」を意味し、「大切な人を目的地（ゴール）まで送り届ける」という意味があるとさ

れる。 

リアリティセラピーもコーチングも質問を重視する対話技法であったので、当初、

筆者にはこの両者が非常によく似たものに思えた。「いったい、この二つはどこが違う

のだろうか」ということが筆者の問題意識となり、以来、支援型コーチングと選択理

論、リアリティセラピーの研究と実践がライフワークとなっている。 

支援型コーチングは、カウンセリング心理学やスポーツのコーチング、脳の科学、コミュニ

ケーション理論、マネジメント理論などから、役立つものを次々と取り込み実利的、実践的な

ものとして発展してきている。個人の生活やビジネス、企業、組織、病院、医療、スポーツなど

様々な分野で普及が進んでいる。最近では、いろんな臨床心理学がコーチングに応用

され、コーチング心理学として研究されるようになってきている。そして、それぞれ

                                                        
3 コーチングとカウンセリングの境界についてはあいまいである。コーチングは健常者の支援がもっぱらであり、神経

症など、精神医学の対象となる患者は扱わない。しかしながら、健常者といえども、精神的な悩みやストレスを抱える

のは、日常茶飯事のことである。そのようなタイミングでコーチングが行われる場合にはカウンセリング的な部分を含

んだり、コーチングとカウンセリングを行ったり来たりするものになろう。また、コーチングもカウンセリングも、ク

ライアントの取りうる改善方法は「行為・行動の変更」か「思考・見方の切替え」又はその両方であるので両者は共通

しているといえる。 

支援型コーチング＋解決志向アプローチ（考え方と質問）＋来談者中心療法（基本的態度・傾聴技法） 

選択理論＋アドラー心理学（選択理論との類似部分）

図１ 「選択理論をベースとするコーチング」における統合のイメージ 
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のコーチが土台とする理論によってコ－チングの仕方にはバリエーションがある4。 

ところで、コーチやカウンセラーは、自分が学んだ流派の理論や技法を自分の使い

やすいように統合したいという考えを持つ人が多いと思われる。筆者もその例にもれ

ず、選択理論を土台にして、自分が学んだ理論・技法のそれぞれの強みを統合的に活

用できるモデルをつくりたいと考えてきた。 

そのような折、筆者は、選択理論の説明で使われる「全行動自動車モデル」の図（Ⅰ

7 参照）を見ていたときに「このモデルを土台にして、選択理論をベースとする統合

的なコーチングモデルが作れるのではないか」という考えを抱いた。 

選択理論は「人の長期的な心理の問題は人間関係の問題である」と考えている。そ

して、リアリティセラピーは後述（Ⅰ4 参照）するように主として、人間関係の問題

に焦点を合わせるカウンセリングである。しかし、選択理論における「５つの基本的

欲求」とその具体的な表れである「上質世界（願望の写真アルバム）」という考え方は、

人間関係の問題ばかりではなく、私たちがゴールを設定しそれを達成したいというも

のであれば、さまざまな分野のものに応用することができる。この点、支援型コーチ

ングと同様である。 

両者とも、クライアントの主体性や自己決定による行動選択を重視している点、支

援者であるコーチやカウンセラーのクライアントに対する基本的態度、質問でクライ

アントに対話の展開を促す点、クライアントの改善のために取りうる方法が「行為・

行動の変更」か「思考・見方の切替え」である点などで共通している。 

選択理論の「上質世界（願望の写真アルバム）」の考え方は、解決志向アプローチに

おける解決像、支援型コーチングにおけるゴールと重なるものである。そして、これ

ら 3 者はクライアントがこれらの目的を達成することを支援するものであることか

ら、基本的には整合性があり統合することが可能であると考えられる。 

アドラー心理学の考え方は選択理論と類似する部分が多い。そのため、両者を対比

すると、選択理論の考え方に対する理解が深まりやすくなる。 

ところで、理論や技法を使う側からはこれらを統合したいというニーズがあるが、

理論・技法を説く各派は、他派に対する自らの優位性や独自性を強調し差別化を図ろ

うとする傾向がある。選択理論もその例に漏れない。選択理論では「人の行動のメカ

ニズム」について「外的コントロール心理学 vs 内的コントロール心理学」という対比

                                                        
4
 コーチングとコーチング心理学の歴史、コーチング心理学の各理論、コーチングの各分野における普及・進展などに

ついては「西垣悦代・堀正・原口佳典編著（2015）『コーチング心理学概論』ナカニシヤ出版」が詳しい。 
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のコーチが土台とする理論によってコ－チングの仕方にはバリエーションがある4。 

ところで、コーチやカウンセラーは、自分が学んだ流派の理論や技法を自分の使い

やすいように統合したいという考えを持つ人が多いと思われる。筆者もその例にもれ

ず、選択理論を土台にして、自分が学んだ理論・技法のそれぞれの強みを統合的に活

用できるモデルをつくりたいと考えてきた。 

そのような折、筆者は、選択理論の説明で使われる「全行動自動車モデル」の図（Ⅰ

7 参照）を見ていたときに「このモデルを土台にして、選択理論をベースとする統合

的なコーチングモデルが作れるのではないか」という考えを抱いた。 

選択理論は「人の長期的な心理の問題は人間関係の問題である」と考えている。そ

して、リアリティセラピーは後述（Ⅰ4 参照）するように主として、人間関係の問題

に焦点を合わせるカウンセリングである。しかし、選択理論における「５つの基本的

欲求」とその具体的な表れである「上質世界（願望の写真アルバム）」という考え方は、

人間関係の問題ばかりではなく、私たちがゴールを設定しそれを達成したいというも

のであれば、さまざまな分野のものに応用することができる。この点、支援型コーチ

ングと同様である。 

両者とも、クライアントの主体性や自己決定による行動選択を重視している点、支

援者であるコーチやカウンセラーのクライアントに対する基本的態度、質問でクライ

アントに対話の展開を促す点、クライアントの改善のために取りうる方法が「行為・

行動の変更」か「思考・見方の切替え」である点などで共通している。 

選択理論の「上質世界（願望の写真アルバム）」の考え方は、解決志向アプローチに

おける解決像、支援型コーチングにおけるゴールと重なるものである。そして、これ

ら 3 者はクライアントがこれらの目的を達成することを支援するものであることか

ら、基本的には整合性があり統合することが可能であると考えられる。 

アドラー心理学の考え方は選択理論と類似する部分が多い。そのため、両者を対比

すると、選択理論の考え方に対する理解が深まりやすくなる。 

ところで、理論や技法を使う側からはこれらを統合したいというニーズがあるが、

理論・技法を説く各派は、他派に対する自らの優位性や独自性を強調し差別化を図ろ

うとする傾向がある。選択理論もその例に漏れない。選択理論では「人の行動のメカ

ニズム」について「外的コントロール心理学 vs 内的コントロール心理学」という対比

                                                        
4
 コーチングとコーチング心理学の歴史、コーチング心理学の各理論、コーチングの各分野における普及・進展などに

ついては「西垣悦代・堀正・原口佳典編著（2015）『コーチング心理学概論』ナカニシヤ出版」が詳しい。 

 

 

的な捉え方をしており、これが選択理論の独自性を示す興味深い考え方であるものの、

他の理論や技法を取込んで整合性を持ったコーチングモデルにするためには、後述（Ⅶ

参照）するように、選択理論の考え方を一部調整した方がよいのではないかというの

が筆者の見解である。 

なお、支援型コーチングと解決志向アプローチ、来談者中心療法の統合については、

筆者が「支援型コーチング」としてまとめた段階で、後の二つの考え方と技法を組み

込んだものとなっている5。そこで、本稿では支援型コーチング、選択理論とリアリテ

ィセラピー、アドラー心理学の選択理論類似部分の統合を中心に検討する。 

 

Ⅰ グラッサーの選択理論とリアリティセラピー 

１ 選択理論は内的コントロールの心理学である 

選択理論6は、人は、外からの刺激に反応して行動するのではなく、遺伝子の指示に

より自分の基本的欲求を満たすべく、内側から動機づけられて行動する（内的コント

ロールにより行動する）と主張し、選択理論は「内的コントロール心理学」であるこ

とを強調する。 

 自分の行動に責任を持ち、主体的に行動を選択して自分の欲求充足をし、他者との

良好な人間関係を維持して幸せな生き方ができることを目指すための心理学である。 

 

２ 「５つの基本的欲求」という考え方 

選択理論は、「５つの基本的欲求」という考え方をベースに、「人の行動のメカニズ

ム」を分かりやすく説明する。「人の行動はすべて、自分の内側の遺伝子に組み込まれ

た５つの基本的欲求によって動機付けられており、人は自分の欲求を満たすために行

動する」として、人の行動の源泉を基本的欲求の充足に求めている。 

ここでいう 5 つの基本的欲求とは、次のとおりである。 

①生存の欲求：食べる、水を飲む、寝る、排泄するなど、生存するのに必要な欲求、 

②愛・所属の欲求：相手を愛したい、相手から愛されたい、人から受け入れられた

い、人を受け入れたい、仲間でありたい、という欲求、 

                                                        
5
 澤田正（2008）「コーチングを使ったワークショップ的なゼミ運営の理論と技法および実践報告（２）」（山口経済学雑

誌第 57 巻第 4 号 平成 20 年 11 月）で、支援型コーチングについてまとめている。 
6 本稿における選択理論とリアリティセラピーについての説明は、主として、ウィリアム・グラッサー（2000）「グラッ

サー博士の選択理論」（アチーブメント出版）を参考にしてまとめたものである。 
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③力の欲求：勝ちたい、達成したい、認められたい、力を振いたい、相手をコント

ロールしたいなど、自分の能力､自尊心､権力を求める欲求、 

④自由の欲求：自分が思うようにしたい、行動や場所を自由に選択し、自由に移動

したい、という欲求、 

⑤楽しみの欲求：遊びたい、笑いたい、楽しみたいなど、喜びや興味が湧くものを

求める欲求、 

以上の 5 つの欲求は、マズローの欲求 5 段階説7のように、下の階層の欲求が満たさ

れれば次の階層の欲求が生じると考えるのではなく、「人はこれらの５つの基本的欲

求を常に持っている」とされる。そして、人は、これらの５つの基本的欲求がバラン

スよく満たせていれば幸せであると感じる。これらの欲求が一つ以上満たせていなけ

れば、その人は幸せを感じられないか不幸であると感じる。 

クライアントの不幸や落ち込み、心身の症状を招くのは、クライアントが現時点で、

いずれかの基本的欲求を満たせていないためであると考える。そして、クライアント

は「行為・行動」や「思考・見方」を変えることによって、より効果的に欲求充足が

できる行動を選択し、願望を実現することで、5 つの基本的欲求がバランスよく満た

せるようになれば、症状も軽減されたり消えていくし、幸せを感じることができるよ

うになると考える。 

 

３ 人間関係の重視（外的コントロールが人間関係を悪化させる） 

私たちの人生が満足のいく幸せなものとなるかどうかは、「大切な人との人間関係」

に大きく影響される。選択理論では、人が不幸なのは、現在満足できる人間関係を持

てていないからであるとし、人の長期にわたる不幸や、心身の症状の背後には、多く

の場合、「大切な人との不満足な人間関係（人間関係の欠如や断絶）」があり、人間関

係が原因であると考える。薬物依存、暴力、犯罪、学業不振、家族への虐待などの今

日の問題の多くが「大切な人との関係の断絶」という人間関係が原因である、という

考え方をしている。 

その理由として、愛・所属の欲求が、人にとって最も重要な基本的欲求であり、大切

な人との間で良好な人間関係ができていることが、私たちがすべての基本的欲求を満

                                                        
7 マズローの欲求５段階説とは、人間には 5 段階の基本的欲求があり、下の階層の欲求が満たされると、次の階層の欲

求が生まれるとする。１番下から「生理的欲求」、「安全の欲求」、「所属と愛情の欲求」、「承認と尊敬の欲求」、

一番高度な欲求とされているのが「自己実現欲求」である。 
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③力の欲求：勝ちたい、達成したい、認められたい、力を振いたい、相手をコント

ロールしたいなど、自分の能力､自尊心､権力を求める欲求、 

④自由の欲求：自分が思うようにしたい、行動や場所を自由に選択し、自由に移動

したい、という欲求、 

⑤楽しみの欲求：遊びたい、笑いたい、楽しみたいなど、喜びや興味が湧くものを

求める欲求、 

以上の 5 つの欲求は、マズローの欲求 5 段階説7のように、下の階層の欲求が満たさ

れれば次の階層の欲求が生じると考えるのではなく、「人はこれらの５つの基本的欲

求を常に持っている」とされる。そして、人は、これらの５つの基本的欲求がバラン

スよく満たせていれば幸せであると感じる。これらの欲求が一つ以上満たせていなけ

れば、その人は幸せを感じられないか不幸であると感じる。 

クライアントの不幸や落ち込み、心身の症状を招くのは、クライアントが現時点で、

いずれかの基本的欲求を満たせていないためであると考える。そして、クライアント

は「行為・行動」や「思考・見方」を変えることによって、より効果的に欲求充足が

できる行動を選択し、願望を実現することで、5 つの基本的欲求がバランスよく満た

せるようになれば、症状も軽減されたり消えていくし、幸せを感じることができるよ

うになると考える。 

 

３ 人間関係の重視（外的コントロールが人間関係を悪化させる） 

私たちの人生が満足のいく幸せなものとなるかどうかは、「大切な人との人間関係」

に大きく影響される。選択理論では、人が不幸なのは、現在満足できる人間関係を持

てていないからであるとし、人の長期にわたる不幸や、心身の症状の背後には、多く

の場合、「大切な人との不満足な人間関係（人間関係の欠如や断絶）」があり、人間関

係が原因であると考える。薬物依存、暴力、犯罪、学業不振、家族への虐待などの今

日の問題の多くが「大切な人との関係の断絶」という人間関係が原因である、という

考え方をしている。 

その理由として、愛・所属の欲求が、人にとって最も重要な基本的欲求であり、大切

な人との間で良好な人間関係ができていることが、私たちがすべての基本的欲求を満

                                                        
7 マズローの欲求５段階説とは、人間には 5 段階の基本的欲求があり、下の階層の欲求が満たされると、次の階層の欲

求が生まれるとする。１番下から「生理的欲求」、「安全の欲求」、「所属と愛情の欲求」、「承認と尊敬の欲求」、

一番高度な欲求とされているのが「自己実現欲求」である。 

 

 

たすために不可欠であると考えられるからである。 

そして、私たちが満足できる人間関係が持てないのは、相手との間で「人間関係を

損ねてしまうひどく有害な外的コントロール（以下、「ひどく有害な外的コントロー

ル」という。）」をしたり、されたりしているからである。これには、批判する、責め

る、文句を言う、ガミガミ言う、脅す、罰を与える、（自分の思い通りにしようと）ほ

うびで釣るなどの行為がある。 

これらのひどく有害な外的コントロールは、私たちが相手をコントロールしよう

（思い通りに動かそう、相手を変えよう）として使いがちであるが、相手の愛・所属

の欲求や力の欲求などの基本的欲求を阻害する行為であり、相手との人間関係を遠ざ

けたり、破壊したりするものである。 

私たちが、これらの外的コントロールを行うと、相手は身構え、反発し、怒り、あ

るいは、逃げたり、距離を置いたりしようとする。そのような場合に、相手に言うこ

とをきかせようとして、さらに外的コントロールを強めると、相手の基本的欲求はま

すます阻害され、反発や拒否が一層強くなり、相手との人間関係が悪化して、ついに

は関係を断つということになっていく。 

今の世の中では、このような「相手を外的コントロールする」、「相手から外的コン

トロールされる」ということが当たり前のように行なわれている。私たちは、特に、

自分が所有意識を持ちやすい相手（配偶者、子、部下、生徒等）に対して外的コント

ロールを使いがちである。 

「相手を外から変えようとしても、相手を変えることはできない」にもかかわらず、

相手を無理に変えようとして、外的コントロールを用いるが、相手が思うように変わ

ってくれないことで、自分も苦しみ、相手をも苦しませている。 

 

４ 「外的コントロール心理学」から「選択理論（内的コントロール心理学）」

への移行 

選択理論では、「人は外側からの刺激に対する反応として行動する」という考え方を

「外的コントロール心理学」として捉え、現在の多くの心理学がこれに属していると

考えている。その背景には、外的コントロール心理学が人間関係において使われると、

強制的で懲罰的な行為によって、相手をコントロールしようということが行われがち

であり、人間関係の断絶を招く結果となるという考え方がある。 
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そして、私たちが大切な人との間で良好な人間関係を持つためには、「外的コントロ

ール心理学」を捨てて、「選択理論（内的コントロール心理学）」を採用すべきである

ことを主張する。 

 

５ 私たちは自分の行動を常に選択できる 

選択理論は、内的コントロール心理学の立場から、「人の行動には自分の欲求を満た

すためという目的がある」、「人は自分の欲求を満たすため、そのときどきで最善の行

動をしている」、また、「私たちは自分の行動を自分で選択している。人は常に自分の

行動を選択することができる」とし、「行動を選択する責任は他人や環境にあるのでは

なく、自分にある」とする。 

たとえば、カチンとくる他人の言動に、気分を損ねたり、怒ったり、無視したりす

るのも、その行動を自分が選択しているのであって、相手の言動によってそうさせら

れているわけではない。いま、「落ち込みを選択している」、「怒りを選択している」、

「憂うつを選択している」ような場合でも、別のよりよい行動を選択することができ

るとし、過去のトラウマでさえ、本人がその犠牲になる選択をしない限りその犠牲に

なったままということはないと考える。 

一方、人は内的コントロールで自分の行動を選択する以上、私たちが自分でコント

ロールできるのは、自分の行動だけであり、他人の行動をコントロール（相手を変え

る）ことはできないと考える。 

 

６ 「上質世界（願望の写真アルバム）」という考え方 

選択理論では、私たちの基本的欲求は頭の中に具体的な「願望」の形で「理想の写

真アルバム」として入っていると考える。このアルバムのことを「上質世界（願望の

写真アルバム）」と呼んでいる）。具体的な理想のイメージとしては、自分が好ましい

と思う人、もの、こと、価値観、信条などがある。上質世界は一人一人異なっており、

また、たえず変化していくものである。 

人は、自分の願望が明確になると、それを実現したいという欲求が生まれる。私た

ちは自分の上質世界にあるさまざまな願望の内容を具体的に明確に意識することによ

り、それらの実現に向けて、動機づけられ、より効果的な行動を選択していくことが

できる。「人は基本的欲求を満たすために行動する」とは、「人は、その瞬間において、
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そして、私たちが大切な人との間で良好な人間関係を持つためには、「外的コントロ

ール心理学」を捨てて、「選択理論（内的コントロール心理学）」を採用すべきである

ことを主張する。 

 

５ 私たちは自分の行動を常に選択できる 

選択理論は、内的コントロール心理学の立場から、「人の行動には自分の欲求を満た

すためという目的がある」、「人は自分の欲求を満たすため、そのときどきで最善の行

動をしている」、また、「私たちは自分の行動を自分で選択している。人は常に自分の

行動を選択することができる」とし、「行動を選択する責任は他人や環境にあるのでは

なく、自分にある」とする。 

たとえば、カチンとくる他人の言動に、気分を損ねたり、怒ったり、無視したりす

るのも、その行動を自分が選択しているのであって、相手の言動によってそうさせら

れているわけではない。いま、「落ち込みを選択している」、「怒りを選択している」、

「憂うつを選択している」ような場合でも、別のよりよい行動を選択することができ

るとし、過去のトラウマでさえ、本人がその犠牲になる選択をしない限りその犠牲に

なったままということはないと考える。 

一方、人は内的コントロールで自分の行動を選択する以上、私たちが自分でコント

ロールできるのは、自分の行動だけであり、他人の行動をコントロール（相手を変え

る）ことはできないと考える。 

 

６ 「上質世界（願望の写真アルバム）」という考え方 

選択理論では、私たちの基本的欲求は頭の中に具体的な「願望」の形で「理想の写

真アルバム」として入っていると考える。このアルバムのことを「上質世界（願望の

写真アルバム）」と呼んでいる）。具体的な理想のイメージとしては、自分が好ましい

と思う人、もの、こと、価値観、信条などがある。上質世界は一人一人異なっており、

また、たえず変化していくものである。 

人は、自分の願望が明確になると、それを実現したいという欲求が生まれる。私た

ちは自分の上質世界にあるさまざまな願望の内容を具体的に明確に意識することによ

り、それらの実現に向けて、動機づけられ、より効果的な行動を選択していくことが

できる。「人は基本的欲求を満たすために行動する」とは、「人は、その瞬間において、

 

 

なんらかの具体的願望を満たすために行動する」ということを意味する。私たちの願

望は、その実現に役立つ効果的な「行為・行動」と「思考・見方」を選択していくこ

とでより実現しやすくなる。 

また、他者とよりよい人間関係を築いていく上では、相手の上質世界に何があるか

（相手の願望が何か）を具体的に知り、それを尊重したり、その実現を支援すること

が役に立つ。 

 

７ 「全行動」の考え方と「全行動自動車モデル」 

選択理論では、人の行動は「行為・行動」、「思考・見方」、「気分・感情」、「身体の

反応」という 4 つの要素からなり、これらの 4 つの要素は一体として連動して動くと

考える8。その意味で、人の行動を「全行動（total behavior）」と呼ぶ。4 つの要素のそ 

れぞれの意味については、次のとおりである。 

①行為・行動（acting）とは、声を出す、料理す

る、話す、歩くなどを含め、体の一部または全

体を動かすことである。 

②思考・見方（thinking）とは、計画を練る、想

像する、思い出す、判断する、ある見方をする、

現実を○○のように知覚する、などである。 

③気分・感情（feeling）とは、気分がよい、気分

が悪い、うれしい、悲しい、寂しい、腹立たし

いなどである。私たちは自分の感情には敏感で

ある。感情は警告灯のように私たちの欲求充足

の状況を知らせてくれる。 

④身体の反応（physiology）とは、体の反応、体調のことを指す。脈が速くなる、息

切れがする、胸がドキドキする、汗が出る、赤面する、発熱するなどである。 

 

行動によっては、「行為・行動」、「思考・見方」、「気分・感情」、「身体の反応」のう

ち、いずれかが他の要素に比べて目立って表われる。  
                                                        

8
 選択理論の訳書では、acting を「行為」、thinking を「思考」、feeling を「感情」、physiology を「生理反応」と

翻訳するのが通例であるが、本稿では、他派との統合を考えていくにあたってより一般化した言い方をする方がわかり

やすいと思われることから、acting は「行為・行動」、thinking は「思考・見方」、feeling は「気分・感情」、physiology

は「身体の反応」という言葉を当てることとした。 

 

図２ 全行動自動車モデル 
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選択理論では重要な考え方として、 

イ、全行動の４つの要素のうち、人が直接変えることができる（コントロールでき

る）のは「行為・行動」と「思考・見方」である、 

ロ、「気分・感情」と「身体の反応」については、これらを直接変える（コントロー

ルする）ことはできないが、「行為・行動」、「思考・見方」を変えることで、間接的

に変える（コントロールする）ことができる、と説く。 

 

この全行動の概念を、自動車のたとえを使って分かりやすく説明するのが「全行動

自動車モデル」である。全行動の 4 つの要素のうち、ハンドルで操作できる前輪にあ

たるのが「行為・行動」、「思考・見方」であり、後輪にあたるのが「気分・感情」、「身

体の反応」である。人は、直接変えやすい前輪の「行為・行動」を操作することで、

直接操作しにくい後輪の「気分・感情」、「身体の反応」をコントロールする（変える）

ことができる、ということである。 

 

８ 相手との関係を近づける行為 

私たちは、相手が自分の基本的欲求を満たしてくれるとき、幸福感を覚え、その相

手に好意をもち、親近感を感じる。良い人間関係とは、お互いどうしで、「愛・所属」、

「力」、「自由」、「楽しみ」などの基本的欲求を満たしあう関係である。 

したがって、人間関係を良好にしていくには、自分の側から相手の基本的欲求を一

つでも満たすような取組をしていけばよい。つまり、相手との関係を良くするには、

自分が相手の欲求を満たす存在になればよい、自分が相手の上質世界に入ればよいと

いうことである。 

そのためには、①外的コントロールの行為をやめること、②相手との関係を近づけ

る行為（傾聴する、支援する、励ます、尊敬する、信頼する、相手を受容する、意見

の違いについては常に交渉する）をすることが効果がある。 

②の各行為は相手の愛・所属の欲求、力の欲求などを満たす行為である。欲求が満

たされた相手は、欲求を満たしてくれた人に対して友好的になり、親近感、信頼感が

増し、二人の関係が改善していく可能性がある。そして、私たちが相手の上質世界に

入り、相手が内側から動機付けられるようなかかわり方をしていけば、結果として相

手が変わる可能性が生まれる（→自分が変われば、相手も変わる）。 
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選択理論では重要な考え方として、 

イ、全行動の４つの要素のうち、人が直接変えることができる（コントロールでき

る）のは「行為・行動」と「思考・見方」である、 

ロ、「気分・感情」と「身体の反応」については、これらを直接変える（コントロー

ルする）ことはできないが、「行為・行動」、「思考・見方」を変えることで、間接的

に変える（コントロールする）ことができる、と説く。 

 

この全行動の概念を、自動車のたとえを使って分かりやすく説明するのが「全行動

自動車モデル」である。全行動の 4 つの要素のうち、ハンドルで操作できる前輪にあ

たるのが「行為・行動」、「思考・見方」であり、後輪にあたるのが「気分・感情」、「身

体の反応」である。人は、直接変えやすい前輪の「行為・行動」を操作することで、

直接操作しにくい後輪の「気分・感情」、「身体の反応」をコントロールする（変える）

ことができる、ということである。 

 

８ 相手との関係を近づける行為 

私たちは、相手が自分の基本的欲求を満たしてくれるとき、幸福感を覚え、その相

手に好意をもち、親近感を感じる。良い人間関係とは、お互いどうしで、「愛・所属」、

「力」、「自由」、「楽しみ」などの基本的欲求を満たしあう関係である。 

したがって、人間関係を良好にしていくには、自分の側から相手の基本的欲求を一

つでも満たすような取組をしていけばよい。つまり、相手との関係を良くするには、

自分が相手の欲求を満たす存在になればよい、自分が相手の上質世界に入ればよいと

いうことである。 

そのためには、①外的コントロールの行為をやめること、②相手との関係を近づけ

る行為（傾聴する、支援する、励ます、尊敬する、信頼する、相手を受容する、意見

の違いについては常に交渉する）をすることが効果がある。 

②の各行為は相手の愛・所属の欲求、力の欲求などを満たす行為である。欲求が満

たされた相手は、欲求を満たしてくれた人に対して友好的になり、親近感、信頼感が

増し、二人の関係が改善していく可能性がある。そして、私たちが相手の上質世界に

入り、相手が内側から動機付けられるようなかかわり方をしていけば、結果として相

手が変わる可能性が生まれる（→自分が変われば、相手も変わる）。 

 

 

 

９ リアリティセラピー 

リアリティセラピーは、選択理論に基づくカウンセリングの手法である。 

選択理論では、人の悩みや問題のほとんどは、大切な人間関係が満足できないもの

であったり、関係が断たれていることが原因であると考える。そのため、リアリティ

セラピーは主として「クライアントの満たされていない大切な人間関係」に焦点を合

わせる。また、クライアントの過去ではなく、今の「リアリティ（現実）」に焦点を当

てる。 

リアリティセラピーのゴールはクライアントが大切な人間関係を回復したり、新た

に構築できるようにすることである。そのためのスタートが、「クライアントとカウン

セラーとの関係づくり」であり、温かい「カウンセラーとクライアントの関係」をモ

デルにして、クライアントは大切な人との関係の回復を図っていくことが目ざされる。 

リアリティセラピーでは、クライアントが「今の自分のリアリティ（現実）」におい

て欲求が満たされていないときに、クライアントが行為や思考を変えることによって

より良い行動を選択し、バランスのとれた欲求充足や願望の実現、人間関係の改善な

どを目指していくことを支援する。 

クライアントの悩みとしては、感情や心身の症状のことが多いが、選択理論では前

述のように感情や心身の症状を直接よい方向に変化させる（コントロールする）こと

は難しいと考える。クライアントにとって変えやすい「行為・行動」と「思考・見方」

に焦点を当て、クライアントがこれらを変えることで、満たせていない基本的欲求を

満たせるようになり、その結果、間接的に感情や心身の症状を良い方向に変える（コ

ントロールする）ことができるとする。 

この場合の「思考・見方を変える」という言葉は、「考え方を変える」、「見方を変え

る」、「知覚の仕方を変える」、「気付き（洞察）を得る」などを広く意味する。 

 

10 WDEP モデル 

リアリティセラピーを実践するためのプロセスのモデルとして WDEP モデルがあ

る9。「W」、「D」、「E」、「P」は、それぞれ、「Wants（願望の明確化）」、「Doing（現在の

行動の明確化）」、「Evaluation（自己評価）」、「Planning（プランの作成）」という各プロ

                                                        
9 WDEP モデルについては、ロバート・ウォボルディング（1988）「リアリティ・セラピーの理論と実践」（アチーブメ

ント出版）が詳しい。 
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セスの頭文字である。 

したがって、WDEP モデルとは、「①願望の把握→②現状・現在の行動の把握→③自

己評価の促し→④行動プランの策定」というリアリティセラピーの基本的な手順を表

したものである。 

「Wants（願望の明確化）」のプロセスでは、クライアントがどういう自分でありた

いのか、自分にとって何が大事なのか、何を手に入れたいと望んでいるのか、どうい

う風に生きていきたいのか、というような日常生活や人生における目標やゴール（こ

れらがクライアントにとっての上質世界である）を明確にする支援をする。 

人は、自分の上質世界が明確になれば、それを実現するための行動が取りやすくな

り、エネルギーも高まる。だから、カウンセラーは、クライアントが上質世界を明確

にできるように質問によって支援する。クライアントの上質世界が実現困難なもので

あったり、他者の欲求を阻害するものである場合には現実的で他者の欲求を阻害しな

いような上質世界に張り替える手伝いをする。 

「Wants（願望の明確化）」のプロセスで、本人が実現したい願望を幅広く探ったの

ち、次の「Doing（現在の行動の明確化）」のプロセスで、現在の状況や現在とってい

る行動を明確にしてもらう。 

そして、次の「Evaluation（自己評価）」のプロセスで、「あなたは、今のままやって

いて願望が実現できると思いますか」という質問を投げかける。悩みや問題があると

いうことは、通常は改善のための効果的な行動がとれていないということであるので、

クライアントは「いいえ」と答えるのが通常である。これにより、クライアントが今

のままでは願望は実現できそうにないこと、自分が改善のための行動しなければなら

ないことに自分で気づいてもらい（自己評価）、続く「Planning（行動プランの作成）」

のプロセスで具体的な行動の計画を立ててもらうことになる。 

 

11 リアリティセラピーの基本的考え方   

リアリティセラピーの基本的考え方として次のようなものがある。 

・クライアントには、自分が行動を変えることで、欲求の充足や願望の実現ができ

ることを知ってもらい、クライアントが選択理論による内的コントロールの生き方

に移行していく支援をする。 

・クライアントが、相手や状況に振り回されない自分になるために、自分がコント
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セスの頭文字である。 

したがって、WDEP モデルとは、「①願望の把握→②現状・現在の行動の把握→③自

己評価の促し→④行動プランの策定」というリアリティセラピーの基本的な手順を表

したものである。 

「Wants（願望の明確化）」のプロセスでは、クライアントがどういう自分でありた

いのか、自分にとって何が大事なのか、何を手に入れたいと望んでいるのか、どうい

う風に生きていきたいのか、というような日常生活や人生における目標やゴール（こ

れらがクライアントにとっての上質世界である）を明確にする支援をする。 

人は、自分の上質世界が明確になれば、それを実現するための行動が取りやすくな

り、エネルギーも高まる。だから、カウンセラーは、クライアントが上質世界を明確

にできるように質問によって支援する。クライアントの上質世界が実現困難なもので

あったり、他者の欲求を阻害するものである場合には現実的で他者の欲求を阻害しな

いような上質世界に張り替える手伝いをする。 

「Wants（願望の明確化）」のプロセスで、本人が実現したい願望を幅広く探ったの

ち、次の「Doing（現在の行動の明確化）」のプロセスで、現在の状況や現在とってい

る行動を明確にしてもらう。 

そして、次の「Evaluation（自己評価）」のプロセスで、「あなたは、今のままやって

いて願望が実現できると思いますか」という質問を投げかける。悩みや問題があると

いうことは、通常は改善のための効果的な行動がとれていないということであるので、

クライアントは「いいえ」と答えるのが通常である。これにより、クライアントが今

のままでは願望は実現できそうにないこと、自分が改善のための行動しなければなら

ないことに自分で気づいてもらい（自己評価）、続く「Planning（行動プランの作成）」

のプロセスで具体的な行動の計画を立ててもらうことになる。 

 

11 リアリティセラピーの基本的考え方   

リアリティセラピーの基本的考え方として次のようなものがある。 

・クライアントには、自分が行動を変えることで、欲求の充足や願望の実現ができ

ることを知ってもらい、クライアントが選択理論による内的コントロールの生き方

に移行していく支援をする。 

・クライアントが、相手や状況に振り回されない自分になるために、自分がコント

 

 

ロールできることに焦点を合わせ、それを少しでも拡げてもらう。  

・クライアントが、「変えられるもの（自分がコントロールできるもの）」と「変え

られないもの（自分がコントロールできないもの）」を見極め、変えられるもの（行

為・思考・願望・見方等）に焦点を合わせて、効果的な行動を選択する支援をする。 

例えば、 

・できないことではなく、できることに焦点を当てる 

・願望を実現可能なものに変える（上質世界を貼り替える）。  

・現状や状況に対する「見方・とらえ方」、「考え方」、「意味づけ」を変えたり、

拡げたりして、現状や状況を上手に受け入れられるようにする。 

 

クライアントは、日々、自分の行動をセルフコントロールし、小さな成功を重ねな

がらセルフコントロールに習熟していく。そして、小さな成功が自分自身を成長させ

ていくと同時に、やがて大きな成功につながっていく。  

なお、この WDEP の順序は厳格なものではない。リアリティセラピーでは、カウン

セラーは型にとらわれてはならないと考えられており、カウンセリングにおいて創造

性を発揮することが求められている。 

 

12 二つのタイプのリアリティセラピー 

筆者は、リアリティセラピーを次の二つのタイプに分けるとわかりやすいと考え

る。上記の WDEP モデルは両方のタイプのカウンセリングに役立つ。 

タイプ 1：クライアントの人間関係の改善や構築を支援するカウンセリング（悩みの原因

となっている外的コントロールへの対処や人間関係の改善がテーマとなる）  

タイプ 2：クライアントのさまざまな願望（上質世界）の実現を支援するカウンセリング  

 

選択理論の「クライアントの長期にわたる不幸や、身体的、心理的症状の背後には、

その人にとって大切な人間関係の欠如や断絶がある」という考え方から、リアリティ

セラピーは、人間関係の問題と解決に焦点が当てられる。そのため、現在では、タイ

プ 1 のカウンセリングがより重視されているようである。  

タイプ 2 のカウンセリングは、人間関係の改善をゴールにすればタイプ 1 のカウン

セリングとなるので、タイプ 1 も包含したものといえる。しかし、クライアントの上
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質世界には、人間関係に直接かかわらない様々な願望があり、タイプ 2 は種々の願望

の実現を支援するものであるので、より汎用性があり、健常者の支援型コーチングと

同様なものになる。 

 

Ⅱ 支援型コーチングの概要 

１ 支援型コーチングとは 

支援型コーチング10は、コーチが「支援者」となってクライアントを対話で支援する

「相手を支援するための対話方法」である。クライアントが職場や学校、日常生活で

直面するテーマで、「自分でゴールを設定し、その達成のために行動する」というもの

であれば、どのようなことにでも効果を発揮する。また、一人がコーチという「支援

者」となって、相手を対話で支援するものであるので、基本的な理論を理解し、技法

が使えるようになれば、誰でもできる、誰に対しても使えるものである。職場、学校

だけでなく、家庭、地域社会などどこでも活用できる。また、いつでも使え、一度覚

えると、ずっと使っていくことができるというきわめて汎用性の高いものである。 

 

２ 支援型コーチングの方法と仕組み 

コーチは、「聴く技術（話をよく聴く）」、「承認（ほめる、相手の存在を認める）」、

「質問」、「フィードバック（相手の姿を鏡に映すように相手に見せる、コーチのコメ

ントを相手に投げ返す）」などのコミュニケーションスキルを駆使して、クライアント

がゴールと現状を明確化し、自ら気づきや答を引き出せるようにし、考えを広く深く

めぐらし、元気、やる気を高め、具体的行動の実行に導き、行動の実行後にその行動

の成果に対する自己評価を促す。また、クライアントが潜在能力を最大限発揮できる

ように支援する。これらによって、クライアントは速やかで質の高いゴールの達成を

実現することができるようになる。 

コーチは、コーチングを開始したら、短時間のうちにクライアントとの間にラポー

ル（親近感、信頼感）を形成することに努める。クライアントの自己防衛意識を払し

ょくし、クライアントが安心感のもとで、リラックスして、自分の思いや考え、アイ

デアを自由に話せるようにする。そして、コーチは、クライアントの「ゴールを達成

したい」、「成長したい」、「自分の力や可能性を最大限発揮してみたい」という思いを

                                                        
10 支援型コーチングについては、澤田正（2008）「コーチングを使ったワークショップ的なゼミ運営の理論と技法およ

び実践報告（2）」（山口経済学雑誌第 57 巻第 4 号 平成 20 年 11 月）にまとめている。 
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質世界には、人間関係に直接かかわらない様々な願望があり、タイプ 2 は種々の願望

の実現を支援するものであるので、より汎用性があり、健常者の支援型コーチングと

同様なものになる。 

 

Ⅱ 支援型コーチングの概要 

１ 支援型コーチングとは 

支援型コーチング10は、コーチが「支援者」となってクライアントを対話で支援する

「相手を支援するための対話方法」である。クライアントが職場や学校、日常生活で

直面するテーマで、「自分でゴールを設定し、その達成のために行動する」というもの

であれば、どのようなことにでも効果を発揮する。また、一人がコーチという「支援

者」となって、相手を対話で支援するものであるので、基本的な理論を理解し、技法

が使えるようになれば、誰でもできる、誰に対しても使えるものである。職場、学校

だけでなく、家庭、地域社会などどこでも活用できる。また、いつでも使え、一度覚

えると、ずっと使っていくことができるというきわめて汎用性の高いものである。 

 

２ 支援型コーチングの方法と仕組み 

コーチは、「聴く技術（話をよく聴く）」、「承認（ほめる、相手の存在を認める）」、

「質問」、「フィードバック（相手の姿を鏡に映すように相手に見せる、コーチのコメ

ントを相手に投げ返す）」などのコミュニケーションスキルを駆使して、クライアント

がゴールと現状を明確化し、自ら気づきや答を引き出せるようにし、考えを広く深く

めぐらし、元気、やる気を高め、具体的行動の実行に導き、行動の実行後にその行動

の成果に対する自己評価を促す。また、クライアントが潜在能力を最大限発揮できる

ように支援する。これらによって、クライアントは速やかで質の高いゴールの達成を

実現することができるようになる。 

コーチは、コーチングを開始したら、短時間のうちにクライアントとの間にラポー

ル（親近感、信頼感）を形成することに努める。クライアントの自己防衛意識を払し

ょくし、クライアントが安心感のもとで、リラックスして、自分の思いや考え、アイ

デアを自由に話せるようにする。そして、コーチは、クライアントの「ゴールを達成

したい」、「成長したい」、「自分の力や可能性を最大限発揮してみたい」という思いを

                                                        
10 支援型コーチングについては、澤田正（2008）「コーチングを使ったワークショップ的なゼミ運営の理論と技法およ

び実践報告（2）」（山口経済学雑誌第 57 巻第 4 号 平成 20 年 11 月）にまとめている。 

 

 

大事にしながら、その話をじっくりと聴く。「聴く技術」と「質問」でクライアントの

話を促し、クライアントの努力や人間性、長所、強みを認めたり、励ましたり、クラ

イアントの話したことを確認したりする。 

クライアントの方は、コーチに話をよく聴いてもらえるので話しやすくなり、自分

の思ったことをコーチにどんどん話す。 

さらにコーチは、自分が感じたことをフィードバックしたり、さまざまな「考え方、

ものの見方の切り替えを促す質問」をしたり、提案やアドバイスも入れながら、クラ

イアントを支援する。 

クライアントはコーチとの対話を通じて、自分の内面に向かい、自分との対話を広

げ、深める。コーチングの進行につれて、クライアントは、頭の中にあるゴールと現

状、ゴールと現状のギャップ、ギャップを埋める解決の糸口や方法を思い付き、それ

を言葉に出していく。さらにコーチの質問に答えるうちに、どんな行動計画を立て、

どう実行し、どう点検するかということについても、頭の中が整理され、やるべきこ

と、優先順位、手順、期限、所要時間などが見えてくる。これらが具体的なプランと

してはっきりするにつれ、具体的行動に向けてやる気が高まり、ゴール達成への自信

が生まれる。 

コーチができることは、クライアントに広く深く考えてもらい、気づきを得てもら

い、計画を立ててもらい、具体的行動を実行することを決断してもらう、ということ

である。実際に具体的行動を実行するのは、クライアント自身である。クライアント

が具体的行動を実行すると、成果が上がったり、状況に変化が起こり、クライアント

に新たな気づきが生まれてくる。 

支援型コーチングでは、クライアントがコーチングによって気付きを得て、行動に

移すことが必須である。支援型コーチングとは、クライアントに、「気づいて→行動す

る、気づいて→行動する」という「気づき→行動」のサイクルを活発に回してもらう

ことであるともいえよう。 

 

３ GROW モデル 

コーチングの基本モデルとして GROW モデルがある（「GROW」という英語は「成

長する」という意味）11。GROW モデルに基づく、一連のコーチングの流れは、 

                                                        
11 本稿における GROW モデルの記載は、主として、ジョン・ウィットモア（2003）「はじめのコーチング」（ソフトバ

ンクパブリッシング）を参考にした。 
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①クライアントのゴール（願望・目標）の明確化（GOAL） 

②現状の明確化（ゴールと現状のギャップの明確化）（REALITY） 

③クライアントが使える資源を探す（RESOURCE）  

④ゴールを達成するための「行動の選択肢」を探す （OPTIONS） 

⑤実行する具体的行動を決定し、やる気を高める（WILL） 

からなる。コーチは、このような流れに沿って、クライアントの話を聴き、質問を

投げかけていく。 

 

（１）「ゴール・目標」の明確化（GOAL） 

コーチングは、クライアントの「～したい」という具体的なゴール（目標）を実現

するために行われる。それには目指すゴールが何であるのか、つまり、クライアント

が「ゴール（目標）を明確化すること」が最も重要である。 

明確になったゴールを達成するために、途中の小さなゴール、中くらいのゴールを

設定する。そして、小さなゴールを次々と達成して、中くらいのゴールを達成し、や

がて、大きな最終ゴールの実現につなげていく。 

＜ゴールを聞く質問＞ 

あなたのゴールは何ですか 

あなたのしたいこと、得たいものは何ですか 

 

（２）「現状」の明確化（REALITY） 

ゴールが明確になったら、次のプロセスとして「現状はどうなっているのか」、「今

までどんな行動をとってきたのか」などを聴く。それによってクライアントに現状を

把握してもらう。クライアントにとっては、ゴールが明確になり、現状が把握できる

ことで、「ゴールと現状のギャップ」が見えてくる。このギャップを埋めていくことが、

解決すべき問題であり、コーチングの課題となる。 

＜現状を聞く質問＞ 

現状はどういう状態ですか 

何が問題なのですか 

ゴールを達成するために、これまでどういうことをしてきましたか 
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①クライアントのゴール（願望・目標）の明確化（GOAL） 

②現状の明確化（ゴールと現状のギャップの明確化）（REALITY） 

③クライアントが使える資源を探す（RESOURCE）  

④ゴールを達成するための「行動の選択肢」を探す （OPTIONS） 

⑤実行する具体的行動を決定し、やる気を高める（WILL） 

からなる。コーチは、このような流れに沿って、クライアントの話を聴き、質問を

投げかけていく。 

 

（１）「ゴール・目標」の明確化（GOAL） 

コーチングは、クライアントの「～したい」という具体的なゴール（目標）を実現

するために行われる。それには目指すゴールが何であるのか、つまり、クライアント

が「ゴール（目標）を明確化すること」が最も重要である。 

明確になったゴールを達成するために、途中の小さなゴール、中くらいのゴールを

設定する。そして、小さなゴールを次々と達成して、中くらいのゴールを達成し、や

がて、大きな最終ゴールの実現につなげていく。 

＜ゴールを聞く質問＞ 

あなたのゴールは何ですか 

あなたのしたいこと、得たいものは何ですか 

 

（２）「現状」の明確化（REALITY） 

ゴールが明確になったら、次のプロセスとして「現状はどうなっているのか」、「今

までどんな行動をとってきたのか」などを聴く。それによってクライアントに現状を

把握してもらう。クライアントにとっては、ゴールが明確になり、現状が把握できる

ことで、「ゴールと現状のギャップ」が見えてくる。このギャップを埋めていくことが、

解決すべき問題であり、コーチングの課題となる。 

＜現状を聞く質問＞ 

現状はどういう状態ですか 

何が問題なのですか 

ゴールを達成するために、これまでどういうことをしてきましたか 

 

 

 

（３）「使える資源」の明確化（RESOURCE） 

クライアントにとって、使える資源が多ければ多いほど、ゴールの達成はやり易く

なる。ここでいう資源には、人、もの、金、情報、時間などがある。クライアントの

知識、経験、能力、意欲、人脈、成功体験、資格などのすべてが重要な資源である。 

多くのクライアントは、コーチングを受けるまで、自分の資源に気づかず、「あるも

のに目を向けず、ないものねだりしている」状態にある。コーチングを受けることで、

自分が持つ資源に気づき、「持っていないものより、持っているものに焦点を当てる」

ことができるようになる。 

＜使える資源を聞く質問＞ 

何があれば役に立ちますか 

目標達成に役立つどんなものを持っていますか 

周りからどんなサポートなら得られそうですか 

どのようなあなたの能力や強み、長所が役立ちそうですか 

 

（４）「ゴールと現状のギャップ」を埋める「行動の選択肢」の検討（OPTIONS） 

ゴールと現状、及びそのギャップが明確になり、さらに、自分が使える資源がわか

ったところで、ゴールと現状のギャップを埋めるどんな行動をとればよいか、「行動の

選択肢」のリストアップを行う。 

＜行動の選択肢を聞く質問＞ 

ゴールと現状のギャップを埋めていくためにはどんなことが必要ですか 

現状になにが加われば、ゴールが達成できますか 

ゴールに少しでも近づくためにあなたにできる小さなことは何ですか 

 

（５）「意思決定・やる気」の明確化（WILL） 

リストアップした「行動の選択肢」について、効果や実行可能性、メリット・デメ

リットを比較し、実行に移す行動を決定する。そして、いつやるのか、どういうふう

にやるのか、いつまでにやるのか、やる気はどのくらいあるのかなどを明確にし、さ

らに、やる気が高まるよう質問を投げかける。 

＜意思決定・やる気を聞く質問＞  

どれを実行しますか 

いつ実行しますか 
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必ず実行しますか  

行動を実行する決意の強さを１から 10 の点数で表すと何点ですか 

それを実行して何か失うものはありますか 

それをするのとしないのとでは 1 年後にはどのような違いがありますか 

それをしたら，今と何が違ってきそうですか 

 

クライアントは、実行すると決めた行動を実行した後、次のプロセスとして行動

の成果を自己評価する。その自己評価をうけて、次のコーチングサイクルに移って

いく。 

 

４ 支援型コーチングの基本的考え方 

（１）支援者パラダイムとコーチの基本的態度 

支援型コーチングの根底には、「クライアント本位」、「クライアントが主人公で、コ

ーチは支援者」、「コーチは支援者に徹する」という考え方がある。コーチは、コーチ

ングを行うときには、自分の頭を「コーチのモード」、「相手本位の頭」にして、相手

を支援することに徹する。 

コーチは、「相手を支援するために聴く」、「相手を支援するために、相手を承認す

る」、「相手を支援するために質問する」ということである。つまり、相手（クライア

ント）のためにコミュニケーションを行っているのであり、私たちがふだん行ってい

る「自分のためのコミュニケーション」とは大きな違いがある。 

クライアントは自立した主体的な個人として、「選択の自由」、「意思決定の自由」や

「行動の自由」がある一方、自己責任ですべての行動を自分で選択し、決定し、行動

することが求められる。 

 

（２）クライアントがコーチを触媒にして行う自己対話（オートクライン） 

私たちは、だれかにじっくりと話を聞いてもらっているとき、「自分が話しながら自

分の声を聞いている」という状態が起こる。そして、話をしながら、自分が発した言

葉を自分で聞いて確認し、自分の問題や課題、自分の考えや思いなどに気づき、整理

が進んでいく、ということが起こってくる。このような、「自分の声を自分の耳で聞き、

いろいろな気づきを得て、整理が進んでいく」という状態を「オートクライン」と呼
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必ず実行しますか  

行動を実行する決意の強さを１から 10 の点数で表すと何点ですか 

それを実行して何か失うものはありますか 

それをするのとしないのとでは 1 年後にはどのような違いがありますか 

それをしたら，今と何が違ってきそうですか 

 

クライアントは、実行すると決めた行動を実行した後、次のプロセスとして行動

の成果を自己評価する。その自己評価をうけて、次のコーチングサイクルに移って

いく。 

 

４ 支援型コーチングの基本的考え方 

（１）支援者パラダイムとコーチの基本的態度 

支援型コーチングの根底には、「クライアント本位」、「クライアントが主人公で、コ

ーチは支援者」、「コーチは支援者に徹する」という考え方がある。コーチは、コーチ

ングを行うときには、自分の頭を「コーチのモード」、「相手本位の頭」にして、相手

を支援することに徹する。 

コーチは、「相手を支援するために聴く」、「相手を支援するために、相手を承認す

る」、「相手を支援するために質問する」ということである。つまり、相手（クライア

ント）のためにコミュニケーションを行っているのであり、私たちがふだん行ってい

る「自分のためのコミュニケーション」とは大きな違いがある。 

クライアントは自立した主体的な個人として、「選択の自由」、「意思決定の自由」や

「行動の自由」がある一方、自己責任ですべての行動を自分で選択し、決定し、行動

することが求められる。 

 

（２）クライアントがコーチを触媒にして行う自己対話（オートクライン） 

私たちは、だれかにじっくりと話を聞いてもらっているとき、「自分が話しながら自

分の声を聞いている」という状態が起こる。そして、話をしながら、自分が発した言

葉を自分で聞いて確認し、自分の問題や課題、自分の考えや思いなどに気づき、整理

が進んでいく、ということが起こってくる。このような、「自分の声を自分の耳で聞き、

いろいろな気づきを得て、整理が進んでいく」という状態を「オートクライン」と呼

 

 

ぶ。このように、クライアントにとって、コーチとの対話は、同時に自分との対話に

なっている。コーチからさまざまな質問を投げかけてもらうことにより、自分の意識

が内面に向かい、「自分との対話」によって、気づきを広げ深めていくことができる。

私たちが頭や心の中でばくぜんと思っていることは、それらを言葉に出したり、文章

に書くことによって明確になる。そして、思いや考えを次々と言葉にしていくことで、

「頭と心の中」が言語化されてゆき、それを自分の耳で聴くことで、自分を客観視で

きるようになる、ということである。カウンセリングもコーチングも、話をしながら、

同時に行なっている「自己対話」が一番重要である。 

 

（３）「答えは相手（クライアント）の中にある」 

支援型コーチングでは、「答えは相手（クライアント）の中にある」が大原則である。

コーチの役目はクライアントが潜在的に持っている「自分の答え」を引き出すことで

ある。クライアントがコーチの質問によって、どのような答えを自分の中から引き出

してくるかは、コーチにはわからない。クライアントの「頭と心の中」にある、まだ

言葉にされていないものが「答え」であるので、コーチにも、クライアントの答えは

分からないということである。 

 

Ⅲ 選択理論と支援型コーチングの統合 

ここでは選択理論と支援型コーチングの統合について検討する。 

 

１ 選択理論と支援型コーチングの違い 

選択理論で問題とされる「他者を外的コントロールする、他者から外的コントロー

ルされる」という点については、通常のコーチング理論ではほとんど触れられない。

「内的コントロールと外的コントロールの区別」や「良好な人間関係の観点からの外

的コントロールの排除」などは選択理論の考え方である。人間関係がテーマになる場

合以外は、外的コントロールと関係のないコーチングも多い。「過去と相手は変えら

れない。自分と未来は変えられる」ということはコーチングでも言われるが、支援型

コーチングは「言動による外的な影響力の行使」を前提としていると考えられ、「人間

関係における外的コントロール」についてはあまり言及されないし、「外的コントロー

ルをやめるべきである」とも言われない。 
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また、選択理論の観点からコーチングとカウンセリングをどのように分けるかとい

う点については、筆者としては、「健常者のクライアントの上質世界（ゴール）の実

現を目指すのがコーチング」で、「クライアントの精神的な悩み（感情や気分の点で

の悩み、落ち込み、心身の症状など）を問題とするものがカウンセリング」という具

合に考えておけばいいのではないかと考える。もちろん、これら二つは、きっちりと

分けられるものではなく、重なる部分も多いであろう。  

 

２ 「選択理論をコーチングのベースにする」という意味と意義 

（１）内的コントロールの意識を持つ（選択理論を取り入れる） 

「本人が内的コントロールにより欲求充足のために行動を選択する」という内的コ

ントロール心理学であることを強調するのが選択理論であるので、「選択理論ベース

のコーチング」とは「内的コントロール心理学に基づくコーチング」ということにな

ろう。この点については、支援型コーチングはクライアントの主体性や自発的な行動

を求めるので、クライアントによる内的コントロールを前提にしていると考えられ、

選択理論と整合性がある。 

コーチングでは、クライアントが自らのゴールの達成を目指して、本人自身による

行動のセルフコントロールをいかに効果的に行うかが中心的なテーマとなり、ゴール

を具体的に明確化してその達成を目指すということが重視されることが多い。 

この点でコーチングの「ゴールの達成」と選択理論の「上質世界（願望の写真アル

バム）の実現」は整合性がある。コーチングの GROW モデル（ゴールの設定－現状把

握－行動の選択肢－やる気の確認）は、リアリティセラピーの WDEP モデル（願望の

把握－現在の行動・現状の把握－自己評価－行動プランづくり）の枠組みの中に組み

込まれているとも考えられる。 

 

（２）「他人を変えることはできない。自分を変えることはできる」 

私たちが持つ悩みの多くは、つきつめていくと、「自分を変えたい（コントロールし

たい）けれど変えられない（コントロールできない）」か、又は「人を変えたい（コン

トロールしたい）けれど変えられない（コントロールできない）」かのいずれかに該当

することが多い。 

リアリティセラピーでは、「自分が変えられる（コントロールできる）こと」に焦点
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また、選択理論の観点からコーチングとカウンセリングをどのように分けるかとい

う点については、筆者としては、「健常者のクライアントの上質世界（ゴール）の実

現を目指すのがコーチング」で、「クライアントの精神的な悩み（感情や気分の点で

の悩み、落ち込み、心身の症状など）を問題とするものがカウンセリング」という具

合に考えておけばいいのではないかと考える。もちろん、これら二つは、きっちりと

分けられるものではなく、重なる部分も多いであろう。  

 

２ 「選択理論をコーチングのベースにする」という意味と意義 

（１）内的コントロールの意識を持つ（選択理論を取り入れる） 

「本人が内的コントロールにより欲求充足のために行動を選択する」という内的コ

ントロール心理学であることを強調するのが選択理論であるので、「選択理論ベース

のコーチング」とは「内的コントロール心理学に基づくコーチング」ということにな

ろう。この点については、支援型コーチングはクライアントの主体性や自発的な行動

を求めるので、クライアントによる内的コントロールを前提にしていると考えられ、

選択理論と整合性がある。 

コーチングでは、クライアントが自らのゴールの達成を目指して、本人自身による

行動のセルフコントロールをいかに効果的に行うかが中心的なテーマとなり、ゴール

を具体的に明確化してその達成を目指すということが重視されることが多い。 

この点でコーチングの「ゴールの達成」と選択理論の「上質世界（願望の写真アル

バム）の実現」は整合性がある。コーチングの GROW モデル（ゴールの設定－現状把

握－行動の選択肢－やる気の確認）は、リアリティセラピーの WDEP モデル（願望の

把握－現在の行動・現状の把握－自己評価－行動プランづくり）の枠組みの中に組み

込まれているとも考えられる。 

 

（２）「他人を変えることはできない。自分を変えることはできる」 

私たちが持つ悩みの多くは、つきつめていくと、「自分を変えたい（コントロールし

たい）けれど変えられない（コントロールできない）」か、又は「人を変えたい（コン

トロールしたい）けれど変えられない（コントロールできない）」かのいずれかに該当

することが多い。 

リアリティセラピーでは、「自分が変えられる（コントロールできる）こと」に焦点

 

 

を絞って検討が行われる。「自分が変えられない（コントロールできない）こと」を変

えようとするような無駄なエネルギーの使い方をしないようにする。 

このように、クライアントの問題について「自分が変えられることか、変えられな

いことか」という区別をクライアントにしてもらうことは問題整理のため強力な方法

となる。また、「変えられること」に努力の焦点を合わせてもらうことが解決の促進に

つながる。 

 

（３）「５つの基本的欲求」、「上質世界（願望の写真アルバム）」の考え方を活かす 

選択理論は、クライアントが抱えている問題の原因を「現時点で、クライアントが

基本的欲求を満たされていないこと」に求め、一方、問題解決の方法をして「クライ

アントが満たされていない基本的欲求を満たせるようにすること」に求めているよう

に、悩みの原因と解決方法がきわめてわかりやすい。 

「上質世界」としての願望の写真アルバムには、クライアントが理想とし、クライ

アントの欲求充足につながる仕事や学業、人間関係を含め、生活や信条、価値観など

幅広いものが含まれている。そのため、選択理論をベースにするとコーチングやカウ

ンセリングの内容の広がりが他派に比べて幅広いものになり、多方向、多方面からの

改善策を考えていけることになる。 

 

（４）「全行動」の考え方を活かす 

クライアントが「気分・感情の問題」や「心身の症状の問題」で悩みを抱えている

としても、クライアントがこれらを直接変えることは難しい。そこで、コーチングで

もこれらに焦点を合わせず、クライアントが変えようと思えばすぐにでも変えられる

「行為・行動」、「思考・見方」に焦点を合わせることで、間接的に「気分・感情の問

題」、「心身の症状の問題」を改善していくということが考えられる。 

また、「基本的欲求を満たす方法」としての「行為・行動の変更」、「思考・見方の切

替え」にも種々の選択肢が考えられ、クライアントの創造性の発揮が期待される。 

 

（５）大切な人間関係を重視する 

選択理論の「人間関係を悪くする原因」としての「外的コントロール」の考え方は

わかりやすい。選択理論では、現在の人間関係の良し悪しを外的コントロールの状況

（誰が誰を外的コントロールしているのか）に求める。そして、人間関係を改善する
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対策も「相手に対して関係を遠ざける行為（相手の欲求を阻害する外的コントロール）

をやめること」、「相手に対して関係を近づける行為（相手の欲求を充たす行為）をす

ること」というようにわかりやすい。 

クライアントが他者から強い外的コントロールを受けて欲求が阻害されている場

合には、そのような他者からの外的コントロールにどのように対応するのか（逃げる、

無視する、気にしないようにする、防衛するなど）が課題となる。 

一方、クライアント自身が他者に対して強い外的コントロールを行っている場合に

は、それをやめることが必要である。関係を遠ざける行為をやめ、かわりに関係を近

づける行為をしていく必要がある。相手の欲求を満たすような言動をしていくことで、

相手の上質世界に入れてもらい、相手との関係を良好なものにし、相手に対する影響

力を高めることで、相手に自ら変わってもらえる可能性が生まれる。 

私たちは日常生活においてより効果的に相手の欲求を満たすようなコミュニケー

ションをとるようにすることで周りの人、特に大切な人との人間関係をよくしていく

ことができる。そのような「関係を近づける行為」の具体例としては、傾聴する、受

容する、承認する、信頼する、思いやる、励ます、支援するなどがあり、これらの行

為は相手の基本的欲求を満たす行為である。 

 

また、「人間関係の問題のチェックと対策」として、   

①自分と誰かとの人間関係が悪い場合に、自分か相手の外的コントロールが原因で

はないかとチェックしてみる、  

②自分の相手に対する行動が、人間関係を悪くするような外的コントロールになっ

ていないかをチェックしてみる、  

③自分が相手に対して外的コントロールを行っているために、人間関係が悪くなっ

ている場合には、「相手との関係を遠ざける行為（外的コントロール）」をやめ、

「相手との関係を近づける行為」をする。 

④相手から外的コントロールを受けている場合には、選択理論で身を守る、 

などがある。 

以上のように、選択理論をベースにすることで人間関係のコーチングがやりやすく

なる。 
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対策も「相手に対して関係を遠ざける行為（相手の欲求を阻害する外的コントロール）

をやめること」、「相手に対して関係を近づける行為（相手の欲求を充たす行為）をす

ること」というようにわかりやすい。 

クライアントが他者から強い外的コントロールを受けて欲求が阻害されている場

合には、そのような他者からの外的コントロールにどのように対応するのか（逃げる、

無視する、気にしないようにする、防衛するなど）が課題となる。 

一方、クライアント自身が他者に対して強い外的コントロールを行っている場合に

は、それをやめることが必要である。関係を遠ざける行為をやめ、かわりに関係を近

づける行為をしていく必要がある。相手の欲求を満たすような言動をしていくことで、

相手の上質世界に入れてもらい、相手との関係を良好なものにし、相手に対する影響

力を高めることで、相手に自ら変わってもらえる可能性が生まれる。 

私たちは日常生活においてより効果的に相手の欲求を満たすようなコミュニケー

ションをとるようにすることで周りの人、特に大切な人との人間関係をよくしていく

ことができる。そのような「関係を近づける行為」の具体例としては、傾聴する、受

容する、承認する、信頼する、思いやる、励ます、支援するなどがあり、これらの行

為は相手の基本的欲求を満たす行為である。 

 

また、「人間関係の問題のチェックと対策」として、   

①自分と誰かとの人間関係が悪い場合に、自分か相手の外的コントロールが原因で

はないかとチェックしてみる、  

②自分の相手に対する行動が、人間関係を悪くするような外的コントロールになっ

ていないかをチェックしてみる、  

③自分が相手に対して外的コントロールを行っているために、人間関係が悪くなっ

ている場合には、「相手との関係を遠ざける行為（外的コントロール）」をやめ、

「相手との関係を近づける行為」をする。 

④相手から外的コントロールを受けている場合には、選択理論で身を守る、 

などがある。 

以上のように、選択理論をベースにすることで人間関係のコーチングがやりやすく

なる。 

 

 

 

（６）自己評価を重視する 

リアリティセラピーでは自己評価が重視される。クライアントの上質世界（願望の

写真アルバム）が明確になったとしても、クライアントがその実現に向けて努力をし

なければ、願望を実現するのは無理である。そこで、「現在の行動を続けていて、自分

の求めているものが手に入ると思いますか」などの自己評価の質問が行われる。普通

この質問に対して、クライアントは「いいえ」と答える。現在の行動を続けていても

それは達成できないと自己評価したということである。そこで次のプロセスとして、

カウンセラーは願望の実現を可能にするような新しい行動プランを立てる手伝いを

する。 

このように自己評価はクライアントの効果的な内的コントロール（行動の選択）の

ために重要である。 

 

Ⅳ 解決志向アプローチとの統合 

解決志向アプローチ（SFA：ソリューション・フォーカス・アプローチ）は、短期療

法カウンセリングの一つであり、ティーブ・ディ・シェイザー、インスー・キム・バ

ーグらによって開発されたものである12。 

心理的な問題でセラピーにやってくるクライアントにとっては、その「解決策」が、

クライアントが抱えている問題の原因とは関係のないものが多くある。「クライアン

トの問題を究明すること」が、「クライアントの解決策」とは、必ずしも一致しない。

つまり、解決のためには、問題の原因を見つけることは必ずしも必要ではなく、最初

からそのクライアントにとって、「どうなったらよいのか」＝「解決した状態」に焦点

を当てればよいという考え方である。 

したがって、解決志向アプローチでは、カウンセラーはクライアントの問題やその

原因についてはあまり話し合わず、「クライアントが望む変化」、「クライアントに適し

た解決策」を見つけることに話合いの焦点を当てる。問題とその原因がある「過去」

や「現在」に焦点を当てるのではなく、「解決した状態」という「未来」が重視される。 

カウンセリングにおいて、カウンセラーはクライアントの言葉から「解決」につな

がるものをピックアップし、クライアントにとっての「解決策」につなげ、ふくらま

せていく。このような考え方を「解決構築」（解決を構築する）という。 

                                                        
12本稿における解決志向アプローチについての説明は、インスー・キム・バーグほか（2004）「解決のための面接技法（第

2 版）」（金剛出版）を参考にした。 
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解決策の構築は、コーチングでいえば、ゴールの明確化であるともいえよう。その

意味では、解決志向アプローチにおける「解決策の構築」は、クライアントのゴール

を具体的に明確化する手法である。また、解決志向アプローチの「本人にとっての解

決した状態」とは、本人にとっての願望の実現であり、欲求が充足されている状態で

あることから、選択理論の「上質世界（願望）」の考え方と整合性がある。 

解決志向アプローチの特色は、解決策の構築によるスピーディーな問題解決に特化

したところにある。そして、次のような解決構築のための質問の種類が非常に充実し

ている。それらは、コーチングにおけるゴールの明確化や選択理論における願望の把

握のための強力な武器となろう。 

解決志向アプローチで使われる解決構築のための主な質問は次のとおりである。 

・スケーリング・クェスチョン（点数化の質問）「現状はどれくらいうまくいってい

ますか。0 から 10 までの数字で表したらどれくらいでしょうか」、 

・奇跡の質問（もし、奇跡が起きて～としたら、何が変わるでしょうか？） 

・仮定の質問（仮に～ができたとしたら、何がどう変わるでしょうか？） 

・関係性の質問（仮にあなたが～できたとしたら、ご両親とあなたの関係はどのよ

うに変わるでしょうか） 

・例外の質問（最近うまくいったことが何かないですか。そのときはどうしてうま

くいったのでしょうか？） 

 

なお、解決志向アプローチの支援型コーチングへの統合については、筆者が支援型

コーチングについてまとめたときに行っているので13、本稿における支援型コーチン

グは解決志向アプローチの考え方と技法を反映したものとなっている。 

 

Ⅴ 来談者中心療法（３つの基本的態度と傾聴技法）との統合 

来談者中心療法におけるカウンセラーの「自己一致」、「共感的理解」、「無条件の肯

定的関心」という 3 つの基本的態度は、各派のカウンセリング、コーチングにおいて

も、支援者が守るべき基本的な態度であるといえる。また、来談者中心療法で使われ

る傾聴技法も、カウンセリングやコーチングにおける基本的な技法である。リアリテ

ィセラピーにおいても、カウンセラーは友好的な温かい態度でクライアントの話に耳

                                                        
13
澤田正（2008）「コーチングを使ったワークショップ的なゼミ運営の理論と技法および実践報告（2）」（山口経済学

雑誌第 57 巻第 4 号 平成 20 年 11 月）を参照されたい。 
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解決策の構築は、コーチングでいえば、ゴールの明確化であるともいえよう。その

意味では、解決志向アプローチにおける「解決策の構築」は、クライアントのゴール

を具体的に明確化する手法である。また、解決志向アプローチの「本人にとっての解

決した状態」とは、本人にとっての願望の実現であり、欲求が充足されている状態で

あることから、選択理論の「上質世界（願望）」の考え方と整合性がある。 

解決志向アプローチの特色は、解決策の構築によるスピーディーな問題解決に特化

したところにある。そして、次のような解決構築のための質問の種類が非常に充実し

ている。それらは、コーチングにおけるゴールの明確化や選択理論における願望の把

握のための強力な武器となろう。 

解決志向アプローチで使われる解決構築のための主な質問は次のとおりである。 

・スケーリング・クェスチョン（点数化の質問）「現状はどれくらいうまくいってい

ますか。0 から 10 までの数字で表したらどれくらいでしょうか」、 

・奇跡の質問（もし、奇跡が起きて～としたら、何が変わるでしょうか？） 

・仮定の質問（仮に～ができたとしたら、何がどう変わるでしょうか？） 

・関係性の質問（仮にあなたが～できたとしたら、ご両親とあなたの関係はどのよ

うに変わるでしょうか） 

・例外の質問（最近うまくいったことが何かないですか。そのときはどうしてうま

くいったのでしょうか？） 

 

なお、解決志向アプローチの支援型コーチングへの統合については、筆者が支援型

コーチングについてまとめたときに行っているので13、本稿における支援型コーチン

グは解決志向アプローチの考え方と技法を反映したものとなっている。 

 

Ⅴ 来談者中心療法（３つの基本的態度と傾聴技法）との統合 

来談者中心療法におけるカウンセラーの「自己一致」、「共感的理解」、「無条件の肯

定的関心」という 3 つの基本的態度は、各派のカウンセリング、コーチングにおいて

も、支援者が守るべき基本的な態度であるといえる。また、来談者中心療法で使われ

る傾聴技法も、カウンセリングやコーチングにおける基本的な技法である。リアリテ

ィセラピーにおいても、カウンセラーは友好的な温かい態度でクライアントの話に耳

                                                        
13
澤田正（2008）「コーチングを使ったワークショップ的なゼミ運営の理論と技法および実践報告（2）」（山口経済学

雑誌第 57 巻第 4 号 平成 20 年 11 月）を参照されたい。 

 

 

を傾けることとされている。 

①無条件の肯定的関心を持つ 

相手に対し、「無条件の肯定的関心」を持つことである。あるがままのクライアント

に、肯定的な関心を向け、話を聴く。相手を評価したり、裁こうとせず、あるがまま

の相手を受け容れるような聴き方をする。ここでいう無条件とは「もし～であれば話

を聴く」というような条件を付けないことである（「おもしろい話であれば」とか「自

分と同じ意見であれば」とかの条件をつけないということ）。また、肯定的とは、否定

的の反対ということであり、否定的にならず、前向きな関心を示す、ということである。 

クライアントが、「この人は、私を一人の人間として大切に扱ってくれている。価値

ある存在として認めてくれている」と思うような態度である。 

②共感的に理解しようと努める、 

コーチが相手の立場に立って「もし、自分がこの人であったら」と、あたかも自分

がその人であるかのように相手の考えや思いを感じ、理解しようと努めるような態度

のことである。 

③自己一致とは、支援者が、自分に素直になり、自分らしくあること、自分以上で

も自分以下でもない、嘘、偽りのないあるがままの自分でいること、自分の本心に気

づいている状態をいう。コーチングでは、コーチは、クライアントを映す「鏡」とな

って、コーチが自分の感じていることを、自分を偽ることなく、率直に表現できるこ

とが重要である。「鏡」であるコーチ自身が曇ったり、ゆがんでいると、コーチがクラ

イアントに対して行うフィードバックも、曇ったりゆがんだりしてしまうことになる。 

 

なお、来談者中心療法の支援型コーチングへの統合については、筆者が支援型コー

チングについてまとめたときに行っており14、本稿における支援型コーチングは来談

者中心療法の考え方と傾聴技法を反映したものとなっているので、ここでは３つの基

本的態度の紹介にとどめる。 

 

                                                        
14 前掲 13 の澤田正（2008）を参照されたい。 
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Ⅵ アドラー心理学の考え方の組み込み 

１ アドラー心理学の概要 

アドラー心理学は選択理論の主張と類似する点が多い15。具体的には、自己決定性、

目的論、全体論、認知論、対人関係論、課題の分離、共同体感覚など、主要な考え方

のほとんどが類似している。これらは理由づけについては選択理論と異なるものもあ

るが、結論として同じような考え方をしていることから選択理論の説得力に厚みを持

たせるものと考える16。 

アドラー心理学では、人が人生において直面し、対処しなければならない課題を「人

生の課題（ライフタスク）」という。これには、「仕事の課題」、「交友の課題」、「愛の

課題」の 3 つがあり、「仕事の課題→交友の課題→愛の課題」の順で難しくなるとされる。 

イ、仕事の課題：会社に勤めること、主婦にとっての家事・育児、学生にとっての

勉強、地域活動、ボランティアなども含む。そこでは、自分の役割、義務、責任を

果たすことが課題となる。 

ロ、交友の課題：仕事以外の他者との付き合いを指す。友人や同僚のような、永続

するが運命を共にしない他者との人間関係の課題をいう。 

ハ、愛の課題：夫婦、親子、家族、密接な異性との関係など、運命を共同にするよ

うな人間関係の課題を指す。触れあう回数が多く、心理的距離が近いため、難易度

が高くなる。 

 

アドラー心理学の要点とは、人が上記の「仕事、交友、愛の課題」という 3 つの人

生の課題を上手にこなしていけるように、「自己決定性」、「目的論」、「全体論」、「認知

論」、「対人関係論」及び「共同体感覚」の考え方を理解し、実践することを通じて、

自分が望む「ライフスタイル（性格）」を獲得してもらうこと、それにより「自分の行

動を自分で決められる」、「自分の人生を自分で決められる」ような人になってもらう

こと、とまとめられよう。 

 

                                                        
15 ジム・ロイ（2015）「ウィリアム・グラッサー ~選択理論への歩み~」（アチーブメント出版）によれば、グラッサー

はアルフレッド・アドラーの名前は知っていたが、作品は読まなかったし、影響を直接受けることはなかった、という

ことである（同書 82 頁・154 頁）。 
16本稿におけるアドラー心理学についての記載は、岸見一朗（1999）「アドラー心理学入門」（KK ベストセラーズ）、岩

井俊憲（2014）「アドラー心理学ワークブック」（宝島社）、岸見一朗・古賀史健（2013）「嫌われる勇気」（ダイヤモンド

社）を参考にしてまとめたものである。 
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Ⅵ アドラー心理学の考え方の組み込み 

１ アドラー心理学の概要 

アドラー心理学は選択理論の主張と類似する点が多い15。具体的には、自己決定性、

目的論、全体論、認知論、対人関係論、課題の分離、共同体感覚など、主要な考え方

のほとんどが類似している。これらは理由づけについては選択理論と異なるものもあ

るが、結論として同じような考え方をしていることから選択理論の説得力に厚みを持

たせるものと考える16。 

アドラー心理学では、人が人生において直面し、対処しなければならない課題を「人

生の課題（ライフタスク）」という。これには、「仕事の課題」、「交友の課題」、「愛の

課題」の 3 つがあり、「仕事の課題→交友の課題→愛の課題」の順で難しくなるとされる。 

イ、仕事の課題：会社に勤めること、主婦にとっての家事・育児、学生にとっての

勉強、地域活動、ボランティアなども含む。そこでは、自分の役割、義務、責任を

果たすことが課題となる。 

ロ、交友の課題：仕事以外の他者との付き合いを指す。友人や同僚のような、永続

するが運命を共にしない他者との人間関係の課題をいう。 

ハ、愛の課題：夫婦、親子、家族、密接な異性との関係など、運命を共同にするよ

うな人間関係の課題を指す。触れあう回数が多く、心理的距離が近いため、難易度

が高くなる。 

 

アドラー心理学の要点とは、人が上記の「仕事、交友、愛の課題」という 3 つの人

生の課題を上手にこなしていけるように、「自己決定性」、「目的論」、「全体論」、「認知

論」、「対人関係論」及び「共同体感覚」の考え方を理解し、実践することを通じて、

自分が望む「ライフスタイル（性格）」を獲得してもらうこと、それにより「自分の行

動を自分で決められる」、「自分の人生を自分で決められる」ような人になってもらう

こと、とまとめられよう。 

 

                                                        
15 ジム・ロイ（2015）「ウィリアム・グラッサー ~選択理論への歩み~」（アチーブメント出版）によれば、グラッサー

はアルフレッド・アドラーの名前は知っていたが、作品は読まなかったし、影響を直接受けることはなかった、という

ことである（同書 82 頁・154 頁）。 
16本稿におけるアドラー心理学についての記載は、岸見一朗（1999）「アドラー心理学入門」（KK ベストセラーズ）、岩

井俊憲（2014）「アドラー心理学ワークブック」（宝島社）、岸見一朗・古賀史健（2013）「嫌われる勇気」（ダイヤモンド

社）を参考にしてまとめたものである。 

 

 

２ アドラー心理学が選択理論と類似している点 

以下、アドラー心理学が選択理論と類似している点について説明する。 

①自己決定性：これは「人間は自分の行動を自分で決められる」ということである。

「人間は環境や過去の出来事の犠牲者ではない」、「過去の出来事や環境は変えられな

いが、過去の出来事や環境をどう解釈（肯定的・否定的）するか、これらに対してど

んな態度（前向き・後向き）をとるか、どう行動（建設的・非建設的）するかは自分

次第である」という考え方をする。これは選択理論の「内的コントロールによる行動

の選択」の考え方と同じようなものと考えられる。 

 

②目的論：「人間の行動には、その人特有の意志を伴う目的がある」と考える。私た

ちは、自分や人の問題行動について、その原因（過去の原因）を探ろうとしがちであ

る。これに対し、アドラー心理学では、行動の目的（現在の目的）を考える。例えば、

「いつも無口な人の目的は、周りとコミュニケーションを取らなくてよいようにする

ためである」、「試験の前に体調が悪くなるのは、よい結果が出なかったときの言い訳

づくりのためである」、「子供の不登校は、もっと親の気を引きたい、周りの人に注目

されたいためである」というような例が挙げられる。また、感情は、何かをする目的

のために使われると考えられている。例えば、親や上司が怒りの感情を表に出す目的

として、子供や部下を支配したり、相手を従わせるためであるというようなことが考

えられる。 

行動の目的としては、「人より優れていたい」、「安全でありたい」、「束縛されたくな

い」、「自分に気づいてほしい」とかが考えられるが、これらは、選択理論でいえば「基

本的欲求の充足」を目的としているということになり、「人の行動の目的は基本的欲求

を満たすためである」という選択理論の考え方と共通している。 

 

③認知論：「人間は、自分流の主観的な意味付けを通してしか物事を把握できない」

という考え方である。同じ物事をであっても、人はそれぞれ、自分の「心のメガネ」

で見て、受け止めて、解釈しているため、人によって、見方、解釈の仕方、つまり、

認知の仕方が異なっている。これについては、選択理論も、人は外界の物事をそれぞ

れ独自の「知識のフィルター」と「価値のフィルター」を通して知覚するので、外界

の知覚の仕方は人によって異なる、としている。 
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④全体論：「個人」をこれ以上分けられない最小の単位であるとし、人間を「部分に

分けられない存在」であるとみなす（個人を指す individual という言葉は「これ以上分

けられない」という意味である）。「個人」を「一つの生命体」、「全体」として捉える

ものであり、「個人」を「意識と無意識」、「理性と感情」、「心と体」などの「要素」、

「部分」に分けて考えない。 

選択理論では、行動を「行為・行動」、「思考・見方」、「気分・感情」、「身体の反応」

の 4 つの要素が連動して動く一体のもの（「全行動」）として捉えるが、アドラー心理

学は、さらに徹底して、「個人＝全体」と考えるということであるといえよう。 

 

⑤対人関係論：「人間の行動や感情は、常に相手役がいてその影響を受けている」、

「人間のさまざまな行動や感情は、そのときどきの相手役との関係によって生じる」、

「相手役が変われば自分の感情や行動も変わる」という考え方をする。つまり、「人と

人は行動によって影響を与えあう。自分が相手から影響を受けているように、自分も

相手に対して影響を与えている」と考える。その意味で、アドラー心理学では、「人間

の悩みはすべて対人関係の悩みである」と考える。例えば、「自分は貧乏である」、「自

分は容姿が悪い」という悩みも、「金持ちの人」、「容姿のすばらしい人」がいるから、

その比較で生じていると考える。 

この「人間の悩みはすべて対人関係の悩みである」という考え方は、選択理論の「人

の長期にわたる心理的な問題は人間関係の問題である」という考え方と共通するとこ

ろがあるが、アドラー心理学の方が「人の悩みはすべて人間関係の問題である」とす

る点でさらに徹底しているように考えられる。 

 

⑥課題の分離：アドラー心理学では、「今生じている課題の責任は誰にあるのか」、

つまり、「誰の課題なのか（誰が困ることになるのか）」を明確にすることが重視され

る。自分の課題であれば自分が責任をもって対処しなければならない、一方、他人の

課題であれば、他人が責任をもってその課題に対処しなければならないのであり、自

分が他人の課題を解決することはできない、とする。 

そして、人間関係のトラブルの多くは、「他人の課題に、土足で踏み込むこと、ある

いは自分の課題に踏み込まれること」によって引き起こされる。「課題の分離」で対人

関係を考えると「他者の課題」はその人の問題であり責任であるので、自分は首を突

っ込むべきではなく、そうすれば他人の課題に土足で踏み込むことがなくなり、人間

商大論集　第 67 巻　第 3 号

選択理論に基づくコーチングのためのマイカーモデル
－ 個人の統合的なコーチングモデルの提案 －

（314）104



 

 

④全体論：「個人」をこれ以上分けられない最小の単位であるとし、人間を「部分に

分けられない存在」であるとみなす（個人を指す individual という言葉は「これ以上分

けられない」という意味である）。「個人」を「一つの生命体」、「全体」として捉える

ものであり、「個人」を「意識と無意識」、「理性と感情」、「心と体」などの「要素」、

「部分」に分けて考えない。 

選択理論では、行動を「行為・行動」、「思考・見方」、「気分・感情」、「身体の反応」

の 4 つの要素が連動して動く一体のもの（「全行動」）として捉えるが、アドラー心理

学は、さらに徹底して、「個人＝全体」と考えるということであるといえよう。 

 

⑤対人関係論：「人間の行動や感情は、常に相手役がいてその影響を受けている」、

「人間のさまざまな行動や感情は、そのときどきの相手役との関係によって生じる」、

「相手役が変われば自分の感情や行動も変わる」という考え方をする。つまり、「人と

人は行動によって影響を与えあう。自分が相手から影響を受けているように、自分も

相手に対して影響を与えている」と考える。その意味で、アドラー心理学では、「人間

の悩みはすべて対人関係の悩みである」と考える。例えば、「自分は貧乏である」、「自

分は容姿が悪い」という悩みも、「金持ちの人」、「容姿のすばらしい人」がいるから、

その比較で生じていると考える。 

この「人間の悩みはすべて対人関係の悩みである」という考え方は、選択理論の「人

の長期にわたる心理的な問題は人間関係の問題である」という考え方と共通するとこ

ろがあるが、アドラー心理学の方が「人の悩みはすべて人間関係の問題である」とす

る点でさらに徹底しているように考えられる。 

 

⑥課題の分離：アドラー心理学では、「今生じている課題の責任は誰にあるのか」、

つまり、「誰の課題なのか（誰が困ることになるのか）」を明確にすることが重視され

る。自分の課題であれば自分が責任をもって対処しなければならない、一方、他人の

課題であれば、他人が責任をもってその課題に対処しなければならないのであり、自

分が他人の課題を解決することはできない、とする。 

そして、人間関係のトラブルの多くは、「他人の課題に、土足で踏み込むこと、ある

いは自分の課題に踏み込まれること」によって引き起こされる。「課題の分離」で対人

関係を考えると「他者の課題」はその人の問題であり責任であるので、自分は首を突

っ込むべきではなく、そうすれば他人の課題に土足で踏み込むことがなくなり、人間

 

 

関係もうまくいきやすくなる、とする。 

 

⑦共同体感覚：アドラー心理学のもっとも重要な目的は、その人の「共同体感覚」

を養うことであるとされる。共同体感覚とは、「人が共同体（家族、会社、学校、地域

社会、国、世界など）に対する所属感、信頼感、貢献感の確かさを求めて行動するこ

と」を指す。「共同体のために自分は何をしたか、共同体のために自分にできることは

何か」をまず考えるというような感覚のことである。人はこのような共同体感覚を高

く持っていればいるほど、精神的な健康に近づけると考える。 

具体的には、共同体感覚は、自分が行動する際に、「この行動は相手のためにもなる

か」、「家族のためになるか」、「会社のためになるか」、「地域のためになるか」という

ことを考えるという形で発揮される。 

このような共同体感覚や共同体への貢献が必要とされる理由は、自分が精神的に充

実した生活を送り、自分らしい人生を生き、人生を充実させるために必要だからであ

る。このような他者貢献の行動が、他人の承認を得るために自分を犠牲にしたり（自

己犠牲）、見返りを目的とする場合は、精神的な健康につながらないので、そのような

他者貢献はすべきでないとされる。 

 

次頁の表は、選択理論とアドラー心理学の類似点を対比したものである 
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表 選択理論とアドラー心理学の類似点の対比 

類似点 選択理論の考え方 アドラー心理学の考え方 

内的コントロールに

よる行動選択 
 
 
 
同じ物事に対して

も、人によって、見

方、解釈の仕方が異

なる。 
 
人間は、環境や過去

の出来事の犠牲者で

はない 
 
 
人の行動には目的が

ある 
 
 
 
 
行動と思考、感情、

症状は連動している 
 
 
人間の悩み 
 
 
外的コントロールの

行動 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
相手を変えることは

できない 
 
 
 
 
 
 
人の欲求充足を妨げ

ないようにする 
人の欲求充足を手伝

うようにする 

内的コントロール心理学であることを強調

するのが選択理論の特徴である。本人の内

的コントロールにより、常に行動を選択す

ることができるとする。 
 
人は外界の物事をそれぞれ独自の「知識の

フィルター」と「価値のフィルター」を通し

て知覚するので、外界の知覚の仕方は人に

よって異なる。 
 
過去の出来事や環境は変えられないが、過

去の出来事や環境をどう解釈するか、これ

らに対してどんな態度をとるか、どう行動

するかは自分の選択である。 
 
人の行動は基本的欲求の充足を目的として

いる。人には５つの基本的欲求があり、その

充足を求めて行動を起こす。 
 
 
 
全行動（行為・思考・感情・生理反応の一体

的関係）という考え方をする 
 
 
「人の長期にわたる心理的な悩みは人間関

係の悩みである」と考える 
 
「本人が内的コントロールにより行動を選

択する」という基本的考え方、及び大切な人

間関係重視から、外的コントロールをした

りされたりすることをやめるべきであると

する。 
 
 
 
 
 
 
相手を変えることはできないとし、自分が

コントロールできる（変えられる）領域で効

果的な行動をとるべきであるとする。 
 
 
 
 
 
責任概念として「自分の欲求充足のために

人の欲求充足を阻害してはならない」、「人

の欲求充足を手伝うような生き方をすべき

である」と説かれる。 

「人間は、自分の行動を自分で決められる」と

いう「自己決定性」の考え方をする。 
 
 
 
「人間は、自分流の主観的な意味付けを通し

てしか物事を把握できない」という「認知論」

の考え方をする。 
 
 
選択理論と同様。 
 
 
 
 
「人間の行動には、その人特有の意志を伴う

目的がある」とする「目的論」の考え方がある。

アドラー心理学では、人の行動の原因（過去の

原因）には目を向けず、行動の目的（現在の目

的）を考える。 
 
「個人」を「一体のもの」、「全体」として捉え、

「意識と無意識」、「理性と感情」、「心と体」な

どの「要素」、「部分」に分けて捉えない。 
 
「人間の悩みはすべて対人関係の悩みであ

る」と考える。 
 
「怒りは人間関係を遠ざける感情であるので

使うべきではない」とする。また、操作性のあ

る「アメとムチ」や「褒める」などの「外発的

動機づけ」は、例えば、相手に対して、「褒め

られたいからがんばる」ということにつなが

り、「褒めてくれる人に依存したまま」という

ことになりかねないので、使うべきではない

とする。 
一方で、「人の言動による外的な影響力」を前

提としていると考えられる 
 
人間関係の問題の多くが「他人の課題に土足

で踏み込むこと、あるいは自分の課題に土足

で踏み込まれること」によって生じることか

ら、「課題の分離（課題の責任は誰にあるのか、

誰の課題なのかを明確にする）を重視し、「他

人の課題には足を突っ込むべきではない」と

する。 
 
「共同体（家族、会社、学校、地域社会、国、

世界など）に対する所属感、信頼感、貢献感の

確かさを求めて行動する」という共同体感覚

を養うことが重視される。 
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表 選択理論とアドラー心理学の類似点の対比 

類似点 選択理論の考え方 アドラー心理学の考え方 

内的コントロールに

よる行動選択 
 
 
 
同じ物事に対して

も、人によって、見

方、解釈の仕方が異

なる。 
 
人間は、環境や過去

の出来事の犠牲者で

はない 
 
 
人の行動には目的が

ある 
 
 
 
 
行動と思考、感情、

症状は連動している 
 
 
人間の悩み 
 
 
外的コントロールの

行動 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
相手を変えることは

できない 
 
 
 
 
 
 
人の欲求充足を妨げ

ないようにする 
人の欲求充足を手伝

うようにする 

内的コントロール心理学であることを強調

するのが選択理論の特徴である。本人の内

的コントロールにより、常に行動を選択す

ることができるとする。 
 
人は外界の物事をそれぞれ独自の「知識の

フィルター」と「価値のフィルター」を通し

て知覚するので、外界の知覚の仕方は人に

よって異なる。 
 
過去の出来事や環境は変えられないが、過

去の出来事や環境をどう解釈するか、これ

らに対してどんな態度をとるか、どう行動

するかは自分の選択である。 
 
人の行動は基本的欲求の充足を目的として

いる。人には５つの基本的欲求があり、その

充足を求めて行動を起こす。 
 
 
 
全行動（行為・思考・感情・生理反応の一体

的関係）という考え方をする 
 
 
「人の長期にわたる心理的な悩みは人間関

係の悩みである」と考える 
 
「本人が内的コントロールにより行動を選

択する」という基本的考え方、及び大切な人

間関係重視から、外的コントロールをした

りされたりすることをやめるべきであると

する。 
 
 
 
 
 
 
相手を変えることはできないとし、自分が

コントロールできる（変えられる）領域で効

果的な行動をとるべきであるとする。 
 
 
 
 
 
責任概念として「自分の欲求充足のために

人の欲求充足を阻害してはならない」、「人

の欲求充足を手伝うような生き方をすべき

である」と説かれる。 

「人間は、自分の行動を自分で決められる」と

いう「自己決定性」の考え方をする。 
 
 
 
「人間は、自分流の主観的な意味付けを通し

てしか物事を把握できない」という「認知論」

の考え方をする。 
 
 
選択理論と同様。 
 
 
 
 
「人間の行動には、その人特有の意志を伴う

目的がある」とする「目的論」の考え方がある。

アドラー心理学では、人の行動の原因（過去の

原因）には目を向けず、行動の目的（現在の目

的）を考える。 
 
「個人」を「一体のもの」、「全体」として捉え、

「意識と無意識」、「理性と感情」、「心と体」な

どの「要素」、「部分」に分けて捉えない。 
 
「人間の悩みはすべて対人関係の悩みであ

る」と考える。 
 
「怒りは人間関係を遠ざける感情であるので

使うべきではない」とする。また、操作性のあ

る「アメとムチ」や「褒める」などの「外発的

動機づけ」は、例えば、相手に対して、「褒め

られたいからがんばる」ということにつなが

り、「褒めてくれる人に依存したまま」という

ことになりかねないので、使うべきではない

とする。 
一方で、「人の言動による外的な影響力」を前

提としていると考えられる 
 
人間関係の問題の多くが「他人の課題に土足

で踏み込むこと、あるいは自分の課題に土足

で踏み込まれること」によって生じることか

ら、「課題の分離（課題の責任は誰にあるのか、

誰の課題なのかを明確にする）を重視し、「他

人の課題には足を突っ込むべきではない」と

する。 
 
「共同体（家族、会社、学校、地域社会、国、

世界など）に対する所属感、信頼感、貢献感の

確かさを求めて行動する」という共同体感覚

を養うことが重視される。 

 

 

Ⅶ 統合のために選択理論の考え方を調整すべき点 

１ 選択理論についての疑問点 

選択理論は、人の長期にわたる心理的な問題の背後には「大切な人との不満足な人

間関係」があると考え、その原因を「人間関係を損ねてしまうひどく有害な外的コン

トロール」に求める。そして、多くの人がこのような外的コントロールを使うのは「人

は刺激に対する反応として行動を起こす。人は外側から動機づける（操作する）こと

ができる」という「外的コントロール心理学」を採用しているからであるとする。 

そして、解決のためには「外的コントロール心理学を捨てて、人は内的に動機づけ

られて行動するとする内的コントロール心理学（選択理論）を採用すべき」と主張する。 

ところで、支援型コーチング、解決志向アプローチ、来談者中心療法はいずれもク

ライアントの主体性の発揮を前提としており、内的コントロールを重視している。し

かし、これらは一方で「自分の言動が相手や対外的に与える影響力」などの外的コン

トロールを前提としていると考えられる。 

また、アドラー心理学も「人と人は行動によって影響しあう」、「自分が相手から影

響を受けているように、自分も相手に対して影響を与えている」という考え方をして

いるが、その一方で、「自己決定性（人間は自分の行動を自分で決められる）」、「外か

らの刺激は人に影響を与えるが、人は行動を自己決定できる」という考え方をして

いる。 

さらにアドラー心理学では、「自分の課題かどうかをはっきりと分別し、自分の生き

方を尊重して生きていくためには、人間関係において衝突があること、人から嫌われ

ることは避けられないこと」と考えている。「人が社会で生きていく以上、人間関係の

トラブルに見舞われることは当たり前のことであり、自分が自分らしい人生を送りた

いのであれば、人に合わせるのではなく、嫌われる勇気を持つ必要がある」、「人間関

係の悪化を覚悟してでも自分の生き方をすべき」という考え方をする。 

これに対して、選択理論は、現代の多くの心理学が外的コントロールの考え方を採

用していると指摘し、他派に対して「外的コントロール心理学を捨てよ」と大上段か

ら迫っているようなところがある。 

このような選択理論の主張に対して、筆者としても次の①～③のような疑問を感じ

ている。 
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①「外的コントロール心理学を捨てよ」、「外的コントロールをやめよ」と全否定し

なくてもいいのではないか 

選択理論が一番問題にするのは人間関係を悪化させ破壊するような「批判する、相

手のせいだと責める、文句を言う、がみがみ言う、脅す、罰する、褒美で釣るなどの

「ひどく有害な外的コントロール」である。また、これが問題となるのは「相手に対

して所有意識を持ちやすい親と子、教師と生徒、上司と部下という身近で重要な人間

関係」である場合が多い。にもかかわらず、「外的コントロール心理学を捨てよ、外

的コントロールをやめよ」というのでは、私たちが言動を行う場合において外的コン

トロールへの該当性を逐一気を付けなければならず、これまで円滑に行なわれてきた

コミュニケーション活動にまで支障が生じることになりかねない。  

②「相手に対し外側から影響力を行使すること」も外的コントロールに含まれるの

であろうか 

これが外的コントロールに含まれるかどうかは、「コントロール」の定義によるが、

通常の「コントロール」という言葉の使い方 からすれば「相手に対する影響力の行使」

も外的コントロールの範囲に入ると解釈されるのが自然であろう。 

そうすると、情報を伝達したり、指示やアドバイス、期待やメッセージの伝達、リ

クエストなどにより相手に対して外側から影響力を行使することは、現代の社会にお

いて当たり前のこととして行われているが、これらも外的コントロールだからやめよ

と選択理論は主張するのであろうか。 

そうだとすると、例えば、リアリティセラピーでカウンセラーがクライアントに対

して行う言動もクライアントに対する外側からの影響力の行使であり外的コントロー

ルになるのではないかとか、「外的コントロール心理学を捨てて、選択理論を採用せ

よ」との選択理論の主張自体が外的コントロールの行使になるのではないだろうかと

いう疑問まで生じてくる。 

言葉は相手に伝わった以上、相手に何らかの影響を及ぼすものである。言動によっ

て影響力が行使され、相手はそれを受けて行動を選択するのであって、他者の言動が

人の行動に影響を与えるということはコミュニケーションの本質であり、これを否定

することはできないと考える。そう考えれば、「ひどく有害な外的コントロールをや

めよ」ということならともかく、「外的コントロールをやめよ」というような全否定

は論理的に無理なことであるように思われる。 

③外的コントロールと内的コントロールは両立するのではないか。 
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①「外的コントロール心理学を捨てよ」、「外的コントロールをやめよ」と全否定し

なくてもいいのではないか 

選択理論が一番問題にするのは人間関係を悪化させ破壊するような「批判する、相

手のせいだと責める、文句を言う、がみがみ言う、脅す、罰する、褒美で釣るなどの

「ひどく有害な外的コントロール」である。また、これが問題となるのは「相手に対

して所有意識を持ちやすい親と子、教師と生徒、上司と部下という身近で重要な人間

関係」である場合が多い。にもかかわらず、「外的コントロール心理学を捨てよ、外

的コントロールをやめよ」というのでは、私たちが言動を行う場合において外的コン

トロールへの該当性を逐一気を付けなければならず、これまで円滑に行なわれてきた

コミュニケーション活動にまで支障が生じることになりかねない。  

②「相手に対し外側から影響力を行使すること」も外的コントロールに含まれるの

であろうか 

これが外的コントロールに含まれるかどうかは、「コントロール」の定義によるが、

通常の「コントロール」という言葉の使い方 からすれば「相手に対する影響力の行使」

も外的コントロールの範囲に入ると解釈されるのが自然であろう。 

そうすると、情報を伝達したり、指示やアドバイス、期待やメッセージの伝達、リ

クエストなどにより相手に対して外側から影響力を行使することは、現代の社会にお

いて当たり前のこととして行われているが、これらも外的コントロールだからやめよ

と選択理論は主張するのであろうか。 

そうだとすると、例えば、リアリティセラピーでカウンセラーがクライアントに対

して行う言動もクライアントに対する外側からの影響力の行使であり外的コントロー

ルになるのではないかとか、「外的コントロール心理学を捨てて、選択理論を採用せ

よ」との選択理論の主張自体が外的コントロールの行使になるのではないだろうかと

いう疑問まで生じてくる。 

言葉は相手に伝わった以上、相手に何らかの影響を及ぼすものである。言動によっ

て影響力が行使され、相手はそれを受けて行動を選択するのであって、他者の言動が

人の行動に影響を与えるということはコミュニケーションの本質であり、これを否定

することはできないと考える。そう考えれば、「ひどく有害な外的コントロールをや

めよ」ということならともかく、「外的コントロールをやめよ」というような全否定

は論理的に無理なことであるように思われる。 

③外的コントロールと内的コントロールは両立するのではないか。 

 

 

選択理論の「外的コントロール心理学を捨てて、選択理論を採用せよ」という主張

の背後には、人の行動は「外からの動機付け（外的コントロール）で引き起こされる」

か、又は「内側からの動機付け（内的コントロール)により引き起こされる」かのいず

れかである、つまり、両方は同時に成り立たないと考えられているようにも受け取れる。  

しかし、「外からの刺激に対する反応として→反射的に行動する」と考えるのが外

的コントロール心理学であるとすれば、 

「外からの刺激に対する反応として→内的コントロールにより行動を選択する」と

いうのが内的コントロール心理学であり、選択理論であるといえよう。 

例えば、「説得を受けて、納得した」という場合を考えてみても、 説得する側では

「説得によって、相手を納得させよう」と考えており、これはこれで、「外からの影

響力の行使」であり、外的コントロールであることは否定できないと思われる。一方、

説得を受ける側からすれば、説得（外的コントロール）を受けて、自らが変わること

を選択した（内的コントロールした）とも言える。つまり、「相手の外的コントロー

ルの行使」と「自分の内的コントロールによる行動選択」は両立すると考えるのが自

然である。 

このように外的コントロール心理学と内的コントロール心理学は両立するもので

あると考えると、選択理論が外的コントロール心理学を全否定し、内的コントロール

心理学（選択理論）を採用すべしとすることには論理の飛躍が感じられる。 

 

２ 外的コントロールに関する選択理論の考え方を調整する必要性 

選択理論に対して上記のような疑問を持つのは筆者だけではないと思われる。そし

て、このような疑問のために、選択理論は受け入れがたいという印象を多少とも持た

れるとすれば、せっかく数多くのすばらしい点を選択理論が持っているのに、それら

が活かされないという残念なことになる。そこで、本稿では、統合的なコーチングモ

デルを作成するに当たって、選択理論と他派の間にある上記のようなギャップを埋め

て整合性を持たせるために、筆者として次のような検討を行った。 
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３ 「外的コントロール心理学を捨てよ、外的コントロールをやめよ」の

意味について 

筆者としては、次のように考えればどうかと考える。 

①「外的コントロール心理学を捨てよ、外的コントロールをやめよ」の意味が「ひ

どく有害な外的コントロールをやめよ」という趣旨であれば、「ひどく有害な外的コ

ントロール」と「外的コントロール」の境界が不明確であるものの、部分否定である

ので論理的には疑問を生じない。 

しかしながら、「一切の外的コントロールをやめよ」という全否定の主張だとする

と、人の言動は必ず相手に対して大なり小なり影響を及ぼし外的コントロールとして

機能する（外側からの刺激となる）ことから、それは論理的に無理であると考える。 

②一方、「外的コントロール心理学を捨てよ、外的コントロールをやめよ」の意味

を「内的コントロールを徹底せよ」という趣旨と捉えるならば、この主張は「自分の

内的コントロールによる行動選択を実践すること」、「相手の内的コントロールによ

る行動選択（選ぶ自由と決める自由）を尊重すること」を徹底せよ、というものにな

る。こちらの「内的コントロールを徹底せよ」という意味に解するのであれば、論理

的な無理は生じない。また、こちらであれば、支援型コーチングを始め、本稿で統合

しようとする各派の考え方と整合性がある。 

ところで、②のように解することの妥当性を検証するために、「ウィリアム・グラ

ッサー（2000）『グラッサー博士の選択理論』（柿谷正期訳）アチーブメント出版」

の中で、「外的コントロール心理学を捨てよ」という趣旨が記載されている個所を次

の通り 3 つを取り上げ、原文の確認を行った17。 

イ、「外的コントロールを捨て、選択理論を適用する」（同書 27 頁） 

[原文 discarding external control and replacing it with choice theory] 

（→役に立たない外的コントロールを捨て、選択理論に置き換えること） 

ロ、「外的コントロール心理学を捨て去るべきである」（同書 28 頁） 

[原文 we should give up external psychology] 

（→私たちは外的コントロール心理学を諦めるべきである） 

  

                                                        
17 原文は William Glasser M.D(1998)「Choice Theory  A New Psychology of Personal Freedom」Harpercollins 
（8 頁・13 頁） 
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３ 「外的コントロール心理学を捨てよ、外的コントロールをやめよ」の

意味について 

筆者としては、次のように考えればどうかと考える。 

①「外的コントロール心理学を捨てよ、外的コントロールをやめよ」の意味が「ひ

どく有害な外的コントロールをやめよ」という趣旨であれば、「ひどく有害な外的コ

ントロール」と「外的コントロール」の境界が不明確であるものの、部分否定である

ので論理的には疑問を生じない。 

しかしながら、「一切の外的コントロールをやめよ」という全否定の主張だとする

と、人の言動は必ず相手に対して大なり小なり影響を及ぼし外的コントロールとして

機能する（外側からの刺激となる）ことから、それは論理的に無理であると考える。 

②一方、「外的コントロール心理学を捨てよ、外的コントロールをやめよ」の意味

を「内的コントロールを徹底せよ」という趣旨と捉えるならば、この主張は「自分の

内的コントロールによる行動選択を実践すること」、「相手の内的コントロールによ

る行動選択（選ぶ自由と決める自由）を尊重すること」を徹底せよ、というものにな

る。こちらの「内的コントロールを徹底せよ」という意味に解するのであれば、論理

的な無理は生じない。また、こちらであれば、支援型コーチングを始め、本稿で統合

しようとする各派の考え方と整合性がある。 

ところで、②のように解することの妥当性を検証するために、「ウィリアム・グラ

ッサー（2000）『グラッサー博士の選択理論』（柿谷正期訳）アチーブメント出版」

の中で、「外的コントロール心理学を捨てよ」という趣旨が記載されている個所を次

の通り 3 つを取り上げ、原文の確認を行った17。 

イ、「外的コントロールを捨て、選択理論を適用する」（同書 27 頁） 

[原文 discarding external control and replacing it with choice theory] 

（→役に立たない外的コントロールを捨て、選択理論に置き換えること） 

ロ、「外的コントロール心理学を捨て去るべきである」（同書 28 頁） 

[原文 we should give up external psychology] 

（→私たちは外的コントロール心理学を諦めるべきである） 

  

                                                        
17 原文は William Glasser M.D(1998)「Choice Theory  A New Psychology of Personal Freedom」Harpercollins 
（8 頁・13 頁） 

 

 

ハ、「外的コントロールから選択理論システムに変えることが必要である」（同書 33 頁） 

[原文 changing from an external control to a choice theory system] 

（→外的コントロールから選択理論システムに変えること） 

上記のイ、ロ、ハを検討してみると、グラッサーの主張は「外的コントロール心理

学を捨てよ、外的コントロールをやめよ」というより、「外的コントロール心理学は

役に立たないから使うことを諦めよ」、「外的コントロール心理学をやめて、選択理

論に置き換えよ」という趣旨の主張であるようにも思われる。「人を変えようとして

外的コントロール心理学や外的コントロールを用いても役に立たないし、人間関係の

破壊につながり、害ばかり大きいから使うのを諦めよ、そして、役に立つ選択理論に

置き換えよ」ということのようである。 

そうすると、グラッサーは外的コントロール、特にひどく有害な外的コントロール

をやめよとは言っているが、一方で「人のあらゆる言動は相手に影響を与え、外的コ

ントロール性がある」ということは否定しておらず、「人の言動には大なり小なり外

的コントロール性がある」ということを前提にしているように思われる。 

要するに、グラッサーの「外的コントロール心理学を捨てよ、外的コントロールを

やめよ、選択理論を採用せよ」との主張の趣旨は、私たちが行動するに当たって「人

は外側から変えられる」という外的コントロール心理学の考え方でもって行動するの

ではなく、「人は内側から動機づけられる」という選択理論の考え方でもって行動せ

よ、そして、「相手も内的コントロールで自分の行動を選択する」ということを尊重

するとともに、自分から積極的に相手の欲求を満たすような関わり方をしていくべき

である、というものではないかと考える。 

 

４ 本稿における検討結果 

以上の検討により、選択理論と本稿で取り上げる他派との考え方のギャップを埋め

て整合性をとるために、本稿では、「外的コントロール心理学を捨てて、内的コント

ロール心理学を採用せよ」の意味を「内的コントロールで行動することを徹底せよ」

という意味として捉えることとしたい。 

以上の検討結果を簡潔にまとめると、 

選択理論の主張は、  

イ、外的コントロール心理学を捨てよ、外的コントロール行為をやめよ、 
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ロ、内的コントロールの選択理論を採用せよ、 

というものであるが、本稿における他派との整合性をとるには、これを調整して、 

イ、内的コントロールの選択理論を採用せよ、  

ロ、ひどく有害な外的コントロールはやめよ、 

というように解する方がよいのではないかということである。このように考えるこ

とで、選択理論についての前記 1 の 3 つの疑問点も解消され、論理的にすっきりとす

るし、選択理論の最も重要な主張も取り入れたことになる。また、本稿で取り上げて

いる他派の考え方とも整合性が取れることになる。 

私たちの日常生活では、自分の言動の外的コントロール性を気にしすぎると、言い

たいことを控えてしまう恐れがあり、コミュニケーションが押さえられる方向に働く。

したがって、人間関係に問題が生じている場合以外はあまり神経質にならず、積極的

にコミュニケーションをとっていくことが大事であると考えるものである。 

 
Ⅷ マイカーモデルの概要、考え方、活用方法 

１ マイカーモデルの基本形と考え方 

本稿で提案する「マイカーモデル」は図 3 のようなものである。 

 

（１）メタモデルとしてのマイカーモデル 

選択理論だけでなく、他派においても、クライアントが改善を図っていくためには、

自らが、①「行為・行動」を変えるか、②「思考・見方」を変えるか、または、③「行

為・行動」と「思考・見方」の両方を変えるか、が必要であり、そうしない限り、今

の状況を変えることはできない。 

選択理論の立場からは、他派における「行為・行動の変更」、「思考・見方の切替え」

の方法であっても、それをクライアントが内的コントロールによって選択し、それが

「気分・感情」や「身体の症状」の改善につながるのであれば、「マイカーモデル」の

枠組みに取り入れることができよう。その意味で、マイカーモデルはコーチングやカ

ウンセリングのメタモデル、汎用的モデルであるといえよう。 

 

（２）基本的な項目 

マイカーモデルは「選択理論ベースのコーチング」において、選択理論の基本項目
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ロ、内的コントロールの選択理論を採用せよ、 

というものであるが、本稿における他派との整合性をとるには、これを調整して、 

イ、内的コントロールの選択理論を採用せよ、  

ロ、ひどく有害な外的コントロールはやめよ、 

というように解する方がよいのではないかということである。このように考えるこ

とで、選択理論についての前記 1 の 3 つの疑問点も解消され、論理的にすっきりとす

るし、選択理論の最も重要な主張も取り入れたことになる。また、本稿で取り上げて

いる他派の考え方とも整合性が取れることになる。 

私たちの日常生活では、自分の言動の外的コントロール性を気にしすぎると、言い

たいことを控えてしまう恐れがあり、コミュニケーションが押さえられる方向に働く。

したがって、人間関係に問題が生じている場合以外はあまり神経質にならず、積極的

にコミュニケーションをとっていくことが大事であると考えるものである。 

 
Ⅷ マイカーモデルの概要、考え方、活用方法 

１ マイカーモデルの基本形と考え方 

本稿で提案する「マイカーモデル」は図 3 のようなものである。 

 

（１）メタモデルとしてのマイカーモデル 

選択理論だけでなく、他派においても、クライアントが改善を図っていくためには、

自らが、①「行為・行動」を変えるか、②「思考・見方」を変えるか、または、③「行

為・行動」と「思考・見方」の両方を変えるか、が必要であり、そうしない限り、今

の状況を変えることはできない。 

選択理論の立場からは、他派における「行為・行動の変更」、「思考・見方の切替え」

の方法であっても、それをクライアントが内的コントロールによって選択し、それが

「気分・感情」や「身体の症状」の改善につながるのであれば、「マイカーモデル」の

枠組みに取り入れることができよう。その意味で、マイカーモデルはコーチングやカ

ウンセリングのメタモデル、汎用的モデルであるといえよう。 

 

（２）基本的な項目 

マイカーモデルは「選択理論ベースのコーチング」において、選択理論の基本項目

 

 

として、「自分の内的コントロール

による行動選択」、「5 つの基本的

欲求」、上質世界にあたる「願望・

ゴール・解決イメージ」、「全行動

の 4 つの要素」を分かりやすく「マ

イカーと目的地」という形で図解

化したものである。リアリティセ

ラピーのWDEPモデルを意識して

作成しており、GROW モデルの要

素も包含している。 

また、このモデルを見ながらコ

ーチングできるようにするため、

選択理論で使用している用語につ

いて、筆者が差し支えないと考え

る範囲で次の通り、より一般的な

言葉使いを試みた。 

・選択理論の上質世界（願望の

写真アルバム）という言葉に替え、

また、コーチングのゴール、解決

志向アプローチにおける解決構築

を念頭に置いて、「願望、ゴール、

解決イメージ」という言葉にした。 

・全行動の要素とされる「行為」

を「行為・行動」に、「思考」を「思考・見方」に、「感情」を「気分・感情」に、「生

理反応」を「身体の反応」に変えた（前掲注 8 参照）。 

・クライアントの主体性、内的コントロールによる行動選択であることを示すため、

ハンドルのところに「自分」と書き込んだ。 

・フロントエンジンとして「5 つの基本的欲求」を入れた。 

・バックエンジンとして「不安、不満、喪失感、他責意識」を入れた。この理由に

ついては次の（3）で述べる。 

・ハンドル横の「無意識スイッチ」については、クライアントが無意識にネガティ

自分
意
識
ス
イ
ッ
チ 

無
意
識
ス
イ
ッ
チ 

基本的欲求

不安・不満・喪失感

他責意識・葛藤 

 

行
為
・
行
動 

思
考
・
見
方 

気
分
・
感
情 

身
体
の
反
応 

私生活 

人間関係 

仕事・学校 

図３ マイカーモデルの基本形 

願望・ゴール 

解決イメージ 

 フロントエンジン

バックエンジン
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ブな「行為・行動」、「思考・見方」、「気分・感情」などを選択している場合を想定し

て、行動の「無意識スイッチが入っている」との比喩を使えるようにした。一方、内

的コントロールによる行動選択の象徴として、行動のスイッチを入れることを意識し

てもらうために「意識スイッチ」を付け加えた。 

 

（３）その他の配慮した点 

①「不安、不満、喪失感」の扱い 

選択理論を学んで、ずっと引っかかってきたのが、「選択理論では不安、例えば生存

の不安をどのように位置づけるのか」、「大切なものの喪失（ロス）をどう位置付ける

のか」ということであった。 

筆者としては、不安・不満は、5 つの基本的欲求の裏返しとして、具体的には、「生

存の欲求に関する不安・不満」、「愛・所属の欲求に関する不安・不満」、「力の欲求に

関する不安・不満」、「自由の欲求に関する不安・不満」、「楽しみの欲求に関する不安・

不満」にあたると考える。そして、その不安や不満の大きなものが、「生存の喪失に関

する不安」、「愛・所属の喪失に関する不安」、「力の喪失に関する不安」、「自由の喪失

に関する不安」、「楽しみの喪失に関する不安」などとなろう。 

これらの不安や不満、喪失感は、私たちの行動や生活を停滞させ、さらには後退さ

せるものである。クライアントにとってはこれらが心の大きな部分を占めるにもかか

わらず、これらを全行動自動車モデルの「後輪」にあたる「感情・気分」としてとら

えて焦点を合わせず、直接コントロールしやすい前輪の「行為・行動」と「思考・見

方」を変えることに焦点を合わせるということにすると、共感を求めるクライアント

の気持ちに応えるのに不十分ではないかと感じられる。このような場合は、クライア

ントの「聴いてほしい」、「わかってほしい」、「共感して欲しい」、「受けとめて欲しい」

という気持ちに対する共感を十分にすべきであると考える。 

そこでマイカーモデルでは、クライアントの不安や不満なども、モデルに取り込ん

でクライアントの全体像を把握するのがよいと考え、後部（バック）エンジンの中に、

「不安・不満・喪失感」を書く欄を入れた。 

②「他責意識」の扱い 

リアリティセラピーでは、現状を変えないようとしないクライアントの「行動しな

い自分への言いわけ」と「悪いのは他者だという愚痴」にはなるべくつき合わず、ク

ライアントが変えることができる（コントロールできる）「行為・行動の変更」、「思考・
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ブな「行為・行動」、「思考・見方」、「気分・感情」などを選択している場合を想定し

て、行動の「無意識スイッチが入っている」との比喩を使えるようにした。一方、内

的コントロールによる行動選択の象徴として、行動のスイッチを入れることを意識し

てもらうために「意識スイッチ」を付け加えた。 

 

（３）その他の配慮した点 

①「不安、不満、喪失感」の扱い 

選択理論を学んで、ずっと引っかかってきたのが、「選択理論では不安、例えば生存

の不安をどのように位置づけるのか」、「大切なものの喪失（ロス）をどう位置付ける

のか」ということであった。 

筆者としては、不安・不満は、5 つの基本的欲求の裏返しとして、具体的には、「生

存の欲求に関する不安・不満」、「愛・所属の欲求に関する不安・不満」、「力の欲求に

関する不安・不満」、「自由の欲求に関する不安・不満」、「楽しみの欲求に関する不安・

不満」にあたると考える。そして、その不安や不満の大きなものが、「生存の喪失に関

する不安」、「愛・所属の喪失に関する不安」、「力の喪失に関する不安」、「自由の喪失

に関する不安」、「楽しみの喪失に関する不安」などとなろう。 

これらの不安や不満、喪失感は、私たちの行動や生活を停滞させ、さらには後退さ

せるものである。クライアントにとってはこれらが心の大きな部分を占めるにもかか

わらず、これらを全行動自動車モデルの「後輪」にあたる「感情・気分」としてとら

えて焦点を合わせず、直接コントロールしやすい前輪の「行為・行動」と「思考・見

方」を変えることに焦点を合わせるということにすると、共感を求めるクライアント

の気持ちに応えるのに不十分ではないかと感じられる。このような場合は、クライア

ントの「聴いてほしい」、「わかってほしい」、「共感して欲しい」、「受けとめて欲しい」

という気持ちに対する共感を十分にすべきであると考える。 

そこでマイカーモデルでは、クライアントの不安や不満なども、モデルに取り込ん

でクライアントの全体像を把握するのがよいと考え、後部（バック）エンジンの中に、

「不安・不満・喪失感」を書く欄を入れた。 

②「他責意識」の扱い 

リアリティセラピーでは、現状を変えないようとしないクライアントの「行動しな

い自分への言いわけ」と「悪いのは他者だという愚痴」にはなるべくつき合わず、ク

ライアントが変えることができる（コントロールできる）「行為・行動の変更」、「思考・

 

 

見方の切替え」を促していく。 

そこで、クライアントがこのような他責意識（自分への言い訳や他者への愚痴）を

持っているかどうかを確認しておくことに意義があると考えられるので、この項目を

入れた。 

③「葛藤」の扱い 

私たちの悩みの問題には、「あることで欲求充足したいが、一方で、そのために今充

足できている別の何かを失う不安がある」という「葛藤の問題」がある。そこで、ク

ライアントが「何と何との葛藤を有しているのか」をチェックする意味で項目を設け

た。 

 

２ マイカーモデルの応用例 

マイカーモデルの基本形は、これはこれで「選択理論ベースのコーチング」をイメ

ージさせるのに役立つと考えるが、筆者としては、自分のセルフコーチング、セルフ

カウンセリングのために使いやすくするため、また、コーチングやカウンセリングの

ロールプレイを行うときに、使い勝手がいいようなツールにしたいということもあっ

て、次の「マイカーモデル（書き込み用例）」を作成した。ここでは、「選択理論ベー

スのコーチング」の全体像、クライアントに関する全体像（問題、人間関係、外的コ

ントロール、課題の分離、葛藤の状況など）、及び重点的に確認すべきポイント等を記

載する欄を設けた。 

また、コーチングのプロセスを示す①～⑥の番号を付けた（あくまで大まかな参考

である）。さらに、参考になる質問や技法のリストを記載した。 

 

３ マイカーモデルの特色 

①個人コーチングの全体像とプロセスをカバーする 

②個人コーチングのさまざまな領域で使用可能である 

クライアントの生活、仕事、学業、人間関係、人生プランなどで、幅広く活用できる。 

③セルフコーチングとパーソナルコーチングの両方に使える 

④個人のメンタルヘルスの改善と向上にも使える 

コーチングを学べば、ものの見方が柔軟になり、これもストレスの減少やメンタル

ヘルスに役立つ。また、自分をセルフコーチングできるようにもなるし、人に相談す
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ることの効果がよく理解できるので、何か問題が生じると、「早いうちに、とにかく人

に相談してみよう」ということになろう。 これらはいずれもメンタルヘルスの強化に

つながろう。 

 

４ マイカーモデルの具体的な活用方法 

①ケースの全体把握に使う 

ケースの全体像やコーチングプロセスの「見える化」ができる。 

②ケースの分析に使う 

筆者は、カウンセリングやコーチングの練習の意味で、新聞の人生案内を毎日読ん

でいるが、その内容をこのマイカーモデルにあてはめて分析・検討をしてみたところ、

かなり使いやすく感じている。 

③チェックリストとして使う 

聴くべきことを聴き、質問すべきことを質問しているか、コーチとしての基本的態 

度ができているか、などを確認できる。 

④クライアントとの共通土俵 

クライアントとの共通土俵となるので、一緒に見ながらコーチングを進めることが

できる。 

⑤発想のための引き出し、トリガー（引き金）として使う 

コーチングに際して「行為・行動の変更」、「思考・見方の切替え」の選択肢の発見

に使える。また、「質問の引出し」、「アプローチの切り口」、「発想のトリガー（引き金）」

として、コーチの創造性の発揮を支援できよう。 

⑥紙ベースのコーチング 

これを用いてセルフコーチングを実践できる。 
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図４ マイカーモデル（書き込み用の例）
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専業主婦の再就職希望に関する考察※ 
 

横 山 由紀子 

車 井 浩 子 

 
１. はじめに 

少子高齢化による労働力不足への懸念から、女性の就業を促進する必要性が強く主

張されるようになった。女性の活躍推進については、第一線で働く女性を育成・支援

するという質的な面での意味と、いま現在働いていない専業主婦層の労働市場への誘

導という量的な面での意味との両方が含まれている。本稿では、特に後者、すなわち、

専業主婦の就業再開への鍵を探ることに焦点を当てる。 

専業主婦の就業行動を扱った論文として、奥津（2009、2011）が挙げられる。ただ

し、専業主婦を経て再就職した女性を対象としているため、再就職しなかった女性は

調査対象に含まれておらず、専業主婦期間における再就職するかどうかについての就

業意識は分析されていない。車井・横山（2012）は、阪神圏女性を対象としたインタ

ーネット調査の個票を用いた分析から、子どもがいる専業主婦ほど就業意欲が高く、

子どもの成長とともに非正規から正規へと段階的に労働市場に復帰しようとする女性

も少なくないと指摘する。車井・横山（2013、2015）は、同じインターネット調査の

個票データを用い、無配偶者を含む無職女性を分析対象としている。車井・横山（2013）

は、希望年収が高いほど再就職への自信も高まる傾向があることを指摘している。ま

た、車井・横山（2015）は、正社員を希望している場合、夫がいる女性の方が自分は

再就職が可能だと考えている点について、専業主婦が高望みをしないこと、無配偶無

職女性がおかれた状況が厳しいこと、の 2 点をその理由として挙げている。また、阿

部・近藤・森（2008）は、女性の就業行動の分析において地域差の影響を考慮するこ

とが重要であると指摘する。これらの研究から、女性の就業行動および就業意識は、

配偶者や子どもの有無によって大きく異なり、さらには、地域性も重要な要因となる

ことがわかる。 

そこで本稿では、小学生以下の子どもを持つ専業主婦に焦点をあて、再就職1に向

                                                        
※ この研究は、科学研究費補助金（基盤研究 C:課題番号 15K03519）の助成を受けた。 
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けた意識を明らかにすることを目的とする。さらに、分析対象は関西地域に在住する

専業主婦に限定する。多くの研究では東京を含む首都圏に研究の対象が絞られやすい

傾向があるものの、そうした地域では非常に高い保育所待機率等、日本国内でも例外

的な特徴を持っており、日本全体の傾向とは決して言えない面がある。そうした意味

から、本稿では、関西圏在住の女性に焦点を当てるものである。 

本稿の構成は以下の通りである。第 2 節では、使用するデータの説明を行う。第 3

節では、再就職を希望する時期および希望する雇用形態に着目し、再就職への意識が

どのような要因によって形成されるのかを分析する。第４節では、有配偶女性の 7 割

が「今は働けないが、できればそのうち働きたい」と考えていることに関して、「その

うち」が意味する時期を探る。第 5 節はまとめである。 

 

２. データ 

以下の分析においては、オンラインによるアンケート調査の個票データを使用する。

この調査は、近畿圏（大阪、兵庫、京都、奈良、滋賀、和歌山の 2 府 4 県）に在住す

る無職女性で、かつ、小学生以下の子どもがいる女性を対象に、2015 年 9 月 8 日から

16 日の間、WEB 上で実施された。調査委託会社の提携インターネット調査パネルを

使用し、2,869 人の回答を得た。なお、回答者の年齢は 24～49 歳に限定している。 

表 2-1 は、婚姻状態別でみた就職希望の有無とその時期を示している2。離別女性

に関しては「今すぐ働きたい」という回答が 6 割を占める一方で、有配偶女性3では 7

割の女性が「今は働けないが、できればそのうち働きたい」と回答している4。ここか

ら、婚姻状態によって働きたい時期に差があることが確認できる。 

  

                                                                                                                                                          
1 なお、一度も就職したことのない専業主婦もいるが、以下ではそうした場合も「再就職」として扱うこととする。 
2 調査では、「あなたは今、あるいは将来働きたいと思っていますか」という質問に対し、「今すぐ働きたい」「今は働け

ないが、そのうちできれば働きたい」「働きたいとは思わない」という 3 つの選択肢から 1 つを回答する。 
3 ただし、事実上婚姻関係にあるパートナーも配偶者として含める。 
4 表中では「そのうち働きたい」と表記している。 
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けた意識を明らかにすることを目的とする。さらに、分析対象は関西地域に在住する

専業主婦に限定する。多くの研究では東京を含む首都圏に研究の対象が絞られやすい

傾向があるものの、そうした地域では非常に高い保育所待機率等、日本国内でも例外

的な特徴を持っており、日本全体の傾向とは決して言えない面がある。そうした意味

から、本稿では、関西圏在住の女性に焦点を当てるものである。 

本稿の構成は以下の通りである。第 2 節では、使用するデータの説明を行う。第 3

節では、再就職を希望する時期および希望する雇用形態に着目し、再就職への意識が

どのような要因によって形成されるのかを分析する。第４節では、有配偶女性の 7 割

が「今は働けないが、できればそのうち働きたい」と考えていることに関して、「その

うち」が意味する時期を探る。第 5 節はまとめである。 

 

２. データ 

以下の分析においては、オンラインによるアンケート調査の個票データを使用する。

この調査は、近畿圏（大阪、兵庫、京都、奈良、滋賀、和歌山の 2 府 4 県）に在住す

る無職女性で、かつ、小学生以下の子どもがいる女性を対象に、2015 年 9 月 8 日から

16 日の間、WEB 上で実施された。調査委託会社の提携インターネット調査パネルを

使用し、2,869 人の回答を得た。なお、回答者の年齢は 24～49 歳に限定している。 

表 2-1 は、婚姻状態別でみた就職希望の有無とその時期を示している2。離別女性

に関しては「今すぐ働きたい」という回答が 6 割を占める一方で、有配偶女性3では 7

割の女性が「今は働けないが、できればそのうち働きたい」と回答している4。ここか

ら、婚姻状態によって働きたい時期に差があることが確認できる。 

  

                                                                                                                                                          
1 なお、一度も就職したことのない専業主婦もいるが、以下ではそうした場合も「再就職」として扱うこととする。 
2 調査では、「あなたは今、あるいは将来働きたいと思っていますか」という質問に対し、「今すぐ働きたい」「今は働け

ないが、そのうちできれば働きたい」「働きたいとは思わない」という 3 つの選択肢から 1 つを回答する。 
3 ただし、事実上婚姻関係にあるパートナーも配偶者として含める。 
4 表中では「そのうち働きたい」と表記している。 

表 2-1 婚姻関係別でみた就職希望時期  

 

※括弧内は度数（以下、特に説明がなければ表中の括弧内の数字は度数を表す） 

 

次に、無職女性の希望する働き方について変数を作成した。表 2-2 にその分布を示

し、さらに、無配偶者に関する結果を表 2-2’にまとめた。アンケート調査は、「今後

どのような働き方をしたいですか」という質問に対し、(1)正社員で働きたい、(2)パー

トや派遣・契約社員として働きたい、(3)まずはパートや派遣・契約社員として再就職

したあと、いずれ正社員になりたい、(4)自宅でできる仕事がしたい、(5)起業したい、

(6)家族の仕事を手伝いたい、（7）その他、の 7 つの選択肢からあてはまるものをすべ

て選ぶ複数回答形式となっている。そこで、希望する就業形態に関する変数を以下の

ように作成する。まず、雇用者としての就職を希望する(1)～(3)の選択肢のうち、1 つ

も選択しなかった場合には「非雇用しか考えていない」として分類する。次に、(1)

～(3)の選択肢の選択パターンによって希望する雇用形態を 4 つに分類した。(1)～(3)

の選択肢のうち5、「(1)正社員で働きたい」のみを選択した場合には「正社員しか考え

ていない」、(1)と(3)の選択肢のみを選択した場合には「すぐ又はいずれは正社員」、(2)

のみを選択した場合には「非正規しか考えていない」として分類した。それ以外の雇

用形態の組み合わせである「折衷型」には、(1)～(3)すべてを選択したケースや、(1)(2)

のみを選択したケースが含まれており、どんな雇用形態でもいいから働きたいと思っ

ている逼迫している無職女性や、逆に、あまり働くことを具体的に考えていないタイ

プの女性が混在していると考えられる。 

表 2-2 および表 2-2’を見ると、就職希望時期同様、配偶者の有無によって希望す

る働き方に差がある。有配偶者の場合には、「非正規しか考えていない」女性の割合が

45.3％であるのに対し、無配偶者では 21.7％（60 人中 13 人）と低い割合となってい

る。また、無配偶者では、「正社員しか考えていない」21.7％、「すぐ又はいずれは正

                                                        
5 あくまでここでは雇用形態にのみ着目している。そのため、(1)～(3)と同時に(4)～(7)を選択していたとしても、ここ

では(4)～(7)の選択についてはここでは無視することとする。 

有配偶

(2809)
離別(48) 死別(8) 未婚(4)

.187 .583 (2) (1) .194 (556)

.682 .313 (5) (3) .676 (1939)

.131 .104 (1) (0) .130 (374)

1.000 1.000 (8) (4) 1.000 (2869)

働きたいとは思わない

婚姻関係

今すぐ働きたい

そのうち働きたい

合計

合計
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社員」26.7％となっており、この 2 つの働き方への回答が合計 48.3％と約半数を占め

ている（有配偶の場合には、それぞれ 4.9％、16.8％、合計 21.7％）。 

 

表 2-2 婚姻関係別でみた希望する働き方  

 

 

表 2-2’婚姻関係別でみた希望する働き方（無配偶者） 

 

             

表 2-1 および表 2-2 から、無職女性の就業に関する希望については、その婚姻状況

によって大きく異なることが確認できた。数量的にも多数を占め、かつ、就業への意

識が比較的低い傾向にある有配偶女性の就業促進がまさに重要であることから、以下

では、有配偶無職女性すなわち専業主婦に対象を限定して分析を行うこととする。  

 

３．専業主婦の再就職希望 

3.1 希望する雇用形態と再就業の時期 

表 3-1-1 は、希望する働き方と就職希望時期との関係をまとめたものである。「今

すぐ」働きたい人と「そのうち」働きたい人のいずれにおいても最も多い回答は「非

正規しか考えていない」であるが、その割合は「そのうち」働きたい人の方が高く、5

 
有配偶(2809) 離別(48) 死別(8) 未婚(4)

.131 .104 (1) (0) .130 (374)

.036 .021 (0) (1) .036 (102)

.453 .208 (2) (1) .448 (1285)

.163 .188 (1) (0) .163 (469)

.168 .229 (4) (1) .170 (488)

.049 .250 (0) (1) .053 (151)

合計 1.000 1.000 (8) (4) 1.000 (2869)

婚姻関係

働きたいとは思わない

非雇用しか考えていない

非正規しか考えていない

雇用折衷型

すぐ又はいずれは正社員

正社員しか考えていない

合計

 

.100 (6)

.033 (2)

.217 (13)

.167 (10)

.267 (16)

.217 (13)

合計 1.000 (60)

婚姻関係

無配偶

働きたいとは思わない

すぐ又はいずれは正社員

正社員しか考えていない

非雇用しか考えていない

非正規しか考えていない

雇用折衷型
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社員」26.7％となっており、この 2 つの働き方への回答が合計 48.3％と約半数を占め

ている（有配偶の場合には、それぞれ 4.9％、16.8％、合計 21.7％）。 

 

表 2-2 婚姻関係別でみた希望する働き方  

 

 

表 2-2’婚姻関係別でみた希望する働き方（無配偶者） 

 

             

表 2-1 および表 2-2 から、無職女性の就業に関する希望については、その婚姻状況

によって大きく異なることが確認できた。数量的にも多数を占め、かつ、就業への意

識が比較的低い傾向にある有配偶女性の就業促進がまさに重要であることから、以下

では、有配偶無職女性すなわち専業主婦に対象を限定して分析を行うこととする。  

 

３．専業主婦の再就職希望 

3.1 希望する雇用形態と再就業の時期 

表 3-1-1 は、希望する働き方と就職希望時期との関係をまとめたものである。「今

すぐ」働きたい人と「そのうち」働きたい人のいずれにおいても最も多い回答は「非

正規しか考えていない」であるが、その割合は「そのうち」働きたい人の方が高く、5

 
有配偶(2809) 離別(48) 死別(8) 未婚(4)

.131 .104 (1) (0) .130 (374)

.036 .021 (0) (1) .036 (102)

.453 .208 (2) (1) .448 (1285)

.163 .188 (1) (0) .163 (469)

.168 .229 (4) (1) .170 (488)

.049 .250 (0) (1) .053 (151)

合計 1.000 1.000 (8) (4) 1.000 (2869)

婚姻関係

働きたいとは思わない

非雇用しか考えていない

非正規しか考えていない

雇用折衷型

すぐ又はいずれは正社員

正社員しか考えていない

合計

 

.100 (6)

.033 (2)

.217 (13)

.167 (10)

.267 (16)

.217 (13)

合計 1.000 (60)

婚姻関係

無配偶

働きたいとは思わない

すぐ又はいずれは正社員

正社員しか考えていない

非雇用しか考えていない

非正規しか考えていない

雇用折衷型

割以上である。「今すぐ」働きたい人では、「正社員しか考えていない」と「折衷型」

がやや多くなっている。 

 

表 3-1-1 希望する働き方と就職希望時期 

 

 
3.2 就職希望時期の決定要因 

表3-2-1は、就職希望の有無および就業開始時期について示したものである。表の値

は、各属性において就職希望時期の分布がどうなっているかを示している。専業主婦

全体（2809人）では、「働きたいとは思わない」とする回答は13.1％（368人）、「今す

ぐ働きたい」は18.7％（525人）であり、残り約7割（68.2％、1916人）は「そのうち

働きたい」と考えている。 

各属性はそれぞれ関連しているものも多いため、各属性の就職希望時期に対する影

響については明らかにすることが難しいものもある。例えば、年齢、結婚年数、末子

年齢、といった変数間には相関がある6。 

まず年齢別にみると、若い世代ほど働きたいと考えている。20 代では 9 割以上の

人が働きたいと思っているが、40 代後半では就業する気がない人が 24.3％と高くなっ

ている。40 代後半になると、働きたいと思っていた人はすでに就業を開始している可

能性が高い。その場合、そうした人々は無業者サンプルには含まれておらず、結果的

に無業者サンプルにおける「働きたいとは思わない」人の割合が上がっていると考え

られる。同様の理由により、末子年齢が上がるほど「働きたいとは思わない」人の割

合が上がる。末子年齢については、「そのうち」と考えていた人の割合の変化が顕著で

ある。末子が 2 歳以下の場合には、8 割（79.4％）の人が「そのうち」と考えている

が、徐々にその割合は低下し、末子が 6 歳以上になると 5 割（52.0％）まで低下する。

                                                        
6 表中ではダミー変数によってカテゴリー化したものを載せているが、連続変数のまま 3 変数の相関係数を計算すると、

61.5～69.2 の値となる。 

今すぐ働きたい

(525)

そのうち働きた

い(1916)

働きたいとは思

わない(368)

非就業または非雇用のみ .030 .044 1.000 .167

非正規しか考えていない .392 .556 .000 .453

雇用折衷型 .253 .170 .000 .163

すぐ又はいずれは正社員 .206 .190 .000 .168

正社員しか考えていない .118 .040 .000 .049

合計(2809) 1.000 1.000 1.000 1.000

就職希望時期

合計(2809)

商大論集　第 67 巻　第 3 号

専業主婦の再就職希望に関する考察

123（333）



子供の年齢が上がるに連れて働くことに対する切迫性が高まっているのか、あるいは、

時間的に余裕ができて就業再開がより現実的なものになったことによるのか、末子年

齢が上がるほど「今すぐ」の回答が増える（末子 6 歳以上で 27.8％）。なお、末子年

齢と結婚年数は連動した動きとなっていることがデータから確認できる。 

結婚年齢による差は大きくなく、キャリアのどの段階で結婚したかが今後の就職希

望時期に与える影響はあまり見られない。結婚年齢は、再就職ではなく、就業継続す

るかどうかに影響を与えているのかもしれない。同様に、就業経験がある場合の正社

員経験の有無についても、就職希望時期に影響を与えていない。ただ、就業経験がな

い場合には、「そのうち」の回答がやや減り、「今すぐ」と「働く気はない」の両者に

分散する傾向がある。これは、就業経験がない人の属性が一様ではなく、様々なタイ

プの人が含まれているためであると推測される。 

配偶者の年収が高いほど「今すぐ働きたい」人の割合は低下するが、配偶者の年収

が 500 万円未満の層であっても、今すぐ働きたい人の割合は 2 割程度である。これは、

子供の年齢等、ほかの要因とも関連している可能性がある。配偶者の年収が 700 万円

を超えると就業意欲はやや低下する傾向にあり、特に 1000 万円以上の場合には 3 割

（29.1％）の人が「働きたいとは思わない」と回答している。 

以上のようにいくつかの特徴が明らかになったが、記述統計のみに基づく解釈には

注意が必要である。1 変数だけを取り出して解釈をする場合、見せかけの関係が生じ

ている可能性があり、そのような場合には他の変数の影響もコントロールして検証す

る必要がある。    

そこで、就職希望時期と属性との本質的な関係を探るため、多項ロジット・モデル

を用いた分析を行う。被説明変数は就職希望時期とし、3 つのカテゴリー、すなわち、

「今すぐ働きたい」「そのうち働きたい」「働きたいとは思わない」を用いる。説明変

数としては、年齢、年齢の２乗項、結婚年齢、結婚年齢の２乗項、学歴ダミー、就業

経験ダミー、夫の年収ダミー、子ども数ダミー、末子年齢ダミーを用いる。係数の予

想に関しては表 3-2-1 の記述統計から得た解釈に基づくものとし、推定結果から各変

数の有意性を確認することとする。 
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子供の年齢が上がるに連れて働くことに対する切迫性が高まっているのか、あるいは、

時間的に余裕ができて就業再開がより現実的なものになったことによるのか、末子年

齢が上がるほど「今すぐ」の回答が増える（末子 6 歳以上で 27.8％）。なお、末子年

齢と結婚年数は連動した動きとなっていることがデータから確認できる。 

結婚年齢による差は大きくなく、キャリアのどの段階で結婚したかが今後の就職希

望時期に与える影響はあまり見られない。結婚年齢は、再就職ではなく、就業継続す

るかどうかに影響を与えているのかもしれない。同様に、就業経験がある場合の正社

員経験の有無についても、就職希望時期に影響を与えていない。ただ、就業経験がな

い場合には、「そのうち」の回答がやや減り、「今すぐ」と「働く気はない」の両者に

分散する傾向がある。これは、就業経験がない人の属性が一様ではなく、様々なタイ

プの人が含まれているためであると推測される。 

配偶者の年収が高いほど「今すぐ働きたい」人の割合は低下するが、配偶者の年収

が 500 万円未満の層であっても、今すぐ働きたい人の割合は 2 割程度である。これは、

子供の年齢等、ほかの要因とも関連している可能性がある。配偶者の年収が 700 万円

を超えると就業意欲はやや低下する傾向にあり、特に 1000 万円以上の場合には 3 割

（29.1％）の人が「働きたいとは思わない」と回答している。 

以上のようにいくつかの特徴が明らかになったが、記述統計のみに基づく解釈には

注意が必要である。1 変数だけを取り出して解釈をする場合、見せかけの関係が生じ

ている可能性があり、そのような場合には他の変数の影響もコントロールして検証す

る必要がある。    

そこで、就職希望時期と属性との本質的な関係を探るため、多項ロジット・モデル

を用いた分析を行う。被説明変数は就職希望時期とし、3 つのカテゴリー、すなわち、

「今すぐ働きたい」「そのうち働きたい」「働きたいとは思わない」を用いる。説明変

数としては、年齢、年齢の２乗項、結婚年齢、結婚年齢の２乗項、学歴ダミー、就業

経験ダミー、夫の年収ダミー、子ども数ダミー、末子年齢ダミーを用いる。係数の予

想に関しては表 3-2-1 の記述統計から得た解釈に基づくものとし、推定結果から各変

数の有意性を確認することとする。 

  

表 3-2-1 平均値での比較（N=2809, 末子年齢のみ 28087）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※年齢は最小値 24、最大値 49、結婚年齢の最小値 18、最大値 48。  

                                                        
7 末子年齢が不明となっている人が 1 人いるため、末子年齢に関してはサンプル数が 1 減る。 

 

今すぐ働きたい
そのうち働き

たい

働きたいとは

思わない

全体(2809)

.187 .682 .131

年齢 20代(295) .136 .793 .071

30代前半(706) .146 .755 .099

30代後半(861) .189 .672 .138

40代前半(708) .230 .629 .141

40代後半(239) .234 .523 .243

結婚年齢 20代(1914) .193 .680 .127

30代前半(650) .157 .692 .151

30代後半(205) .200 .688 .112

40歳以上(40) (12) (24) (4)

結婚年数 0-4年(645) .136 .780 .084

5-9年(1022) .160 .730 .110

10-14年(759) .238 .597 .165

15年以上(383) .240 .559 .201

最終学歴 中学(49) .184 .714 .102

高校(621) .196 .660 .143

短大・高専(1009) .191 .674 .135

大学・大学院(1089) .174 .702 .125

その他(41) (12) (27) (2)

就業経験 就業経験なし(117) .205 .556 .239

非正規のみ就業経験(449) .187 .690 .122

正社員経験あり(2243) .186 .687 .127

配偶者年収 150万円未満(23) (5) (16) (2)

150-300万円未満(190) .200 .674 .126

300-500万円未満(998) .201 .698 .100

500-700万円未満(782) .194 .682 .124

700-1000万円未満(414) .169 .674 .157

1000万円以上(117) .103 .607 .291

わからない(285) .165 .674 .161

子ども数 1人(1104) .167 .705 .129

2人(1295) .203 .665 .132

3人(350) .200 .660 .140

4人以上(60) .133 .767 .100

末子年齢 2歳以下(1264) .118 .794 .089

3-5歳(689) .202 .677 .122

6-11歳(845) .278 .520 .202

就業希望時期
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表 3-2-2 の推計結果においては、年齢および年齢の２乗項は非有意となっているが、

結婚年数および結婚年数の２乗項は有意となっている。このことから、就職希望時期

は 27～30 歳を頂点として下に凸の形状となっており、27～30 歳8を境として、30 歳よ

り若い時期の結婚ほど、あるいは結婚年齢が上がるほど「今すぐ」働きたいという希

望が増える。結婚年齢が上がるほどキャリアを重ねてきたことが影響すると考えられ

る一方で、キャリアを積まずに若いうちに結婚・出産した場合にはその後も経済状況

が厳しい可能性がある。 

学歴に関しては、大卒になると「働きたいとは思わない」との回答が減少する傾向

がみられる。また「その他（学歴）」の場合に「今すぐ働きたい」傾向が見られるが、

これは、「その他」の中には専門学校卒業者も含まれていることの影響か、あるいは、

該当者数が 41 名と少ないことが影響している可能性がある9。 

就業経験については、就業経験がない場合に「働きたいとは思わない」との回答が

増える傾向があるが、正社員経験の有無は就業開始希望時期に特に影響は与えてない。 

夫の年収については、年収が上がるほど「今すぐ働きたい」ではなく「そのうち働

きたい」を回答する確率が高まり、さらに夫の年収が 1000 万円以上の場合には「その

うち働きたい」に比べて「働きたいとは思わない」を選択する確率が有意に高まる。 

末子年齢による差は大きく、末子年齢が上がるほど「そのうち」よりも「今すぐ働

きたい」を回答する確率が高まる。一方、末子が 6 歳以上の場合には「そのうち働き

たい」とする回答は減少する傾向にある。 

 

  

                                                        
8 「今すぐ」と「そのうち」を比較した場合の頂点は 30.2 歳、「今すぐ」と「働く気はない」を比較した場合の頂点は

27.4 歳となっている 
9 中退者も「その他」として回答している可能性がある。 
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表 3-2-2 の推計結果においては、年齢および年齢の２乗項は非有意となっているが、

結婚年数および結婚年数の２乗項は有意となっている。このことから、就職希望時期

は 27～30 歳を頂点として下に凸の形状となっており、27～30 歳8を境として、30 歳よ

り若い時期の結婚ほど、あるいは結婚年齢が上がるほど「今すぐ」働きたいという希

望が増える。結婚年齢が上がるほどキャリアを重ねてきたことが影響すると考えられ

る一方で、キャリアを積まずに若いうちに結婚・出産した場合にはその後も経済状況

が厳しい可能性がある。 

学歴に関しては、大卒になると「働きたいとは思わない」との回答が減少する傾向

がみられる。また「その他（学歴）」の場合に「今すぐ働きたい」傾向が見られるが、

これは、「その他」の中には専門学校卒業者も含まれていることの影響か、あるいは、

該当者数が 41 名と少ないことが影響している可能性がある9。 

就業経験については、就業経験がない場合に「働きたいとは思わない」との回答が

増える傾向があるが、正社員経験の有無は就業開始希望時期に特に影響は与えてない。 

夫の年収については、年収が上がるほど「今すぐ働きたい」ではなく「そのうち働

きたい」を回答する確率が高まり、さらに夫の年収が 1000 万円以上の場合には「その

うち働きたい」に比べて「働きたいとは思わない」を選択する確率が有意に高まる。 

末子年齢による差は大きく、末子年齢が上がるほど「そのうち」よりも「今すぐ働

きたい」を回答する確率が高まる。一方、末子が 6 歳以上の場合には「そのうち働き

たい」とする回答は減少する傾向にある。 

 

  

                                                        
8 「今すぐ」と「そのうち」を比較した場合の頂点は 30.2 歳、「今すぐ」と「働く気はない」を比較した場合の頂点は

27.4 歳となっている 
9 中退者も「その他」として回答している可能性がある。 

表3-2-2 多項ロジット・モデルによる推定結果（N=2808） 

 

***、**、* はそれぞれ、1％、5％、10％水準で有意であることを示す。χ2＝255.1*** 

「今すぐ働きたい」525人、「そのうち働きたい」1915人、「働きたいとは思わない」368人。 

  

「ベースカテゴリー」

係数   (標準誤差) 係数   (標準誤差) 係数   (標準誤差)
切片 6.441 (2.843) ** 7.805 (3.277) ** 1.364 (2.235)  

年齢 -.186 (0.143)  -.161 (0.168)  .025 (0.120)  

年齢２乗 .002 (0.002)  .002 (0.002)  .000 (0.002)  

結婚年齢 -.073 (0.145)  -.286 (0.162) * -.213 (0.113) *

結婚年齢２乗 .002 (0.002)  .005 (0.003) ** .004 (0.002) *

学歴

中卒ダミー .378 (0.509)  .240 (0.590)  -.138 (0.407)  

高卒ダミー
　　　－ 　　　－ 　　　－ 　　　－ 　　　－ 　　　－

短大高専卒ダミー .270 (0.159) * .254 (0.187)  -.016 (0.140)  

大卒大学院卒ダミー .339 (0.163) ** .333 (0.193) * -.006 (0.144)  

学歴その他ダミー .899 (0.752)  1.749 (0.783) ** .850 (0.377) **

就業経験

就業経験なしダミー -.837 (0.279) *** -.674 (0.336) ** .163 (0.280)  

非正規経験のみダミー
　　　－ 　　　－ 　　　－ 　　　－ 　　　－ 　　　－

正社員経験ありダミー .172 (0.171)  .160 (0.201)  -.012 (0.146)  

夫の年収
300万円未満ダミー -.223 (0.246)  -.189 (0.281)  .035 (0.200)  

300-499万円ダミー
　　　－ 　　　－ 　　　－ 　　　－ 　　　－ 　　　－

500-699万円ダミー -.164 (0.159)  -.312 (0.183) * -.148 (0.128)  

700-999万円ダミー -.255 (0.186)  -.710 (0.223) *** -.455 (0.168) ***

1000万円以上ダミー -.900 (0.250) *** -1.818 (0.369) *** -.918 (0.334) ***

わからないダミー -.387 (0.202) * -.754 (0.245) *** -.367 (0.188) *

子ども人数

子ども１人ダミー
　　　－ 　　　－ 　　　－ 　　　－ 　　　－ 　　　－

子ども２人ダミー .048 (0.068)  .143 (0.080) * .095 (0.059)  

子ども３人ダミー .025 (0.068)  .081 (0.080)  .056 (0.059)  

子ども4人以上ダミー .484 (0.469)  .250 (0.579)  -.235 (0.421)  

末子年齢

末子2歳以下ダミー .245 (0.173)  -.464 (0.210) ** -.709 (0.148) ***

末子3-5歳ダミー
　　　－ 　　　－ 　　　－ 　　　－ 　　　－ 　　　－

末子11歳以下ダミー -.592 (0.168) *** .018 (0.193)  .610 (0.142) ***

そのうち働きたい 今すぐ働きたい 今すぐ働きたい

（１） （２） （３）

「働きたいとは思わない」 「働きたいとは思わない」 「そのうち働きたい」
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3.3 希望する雇用形態の決定要因 

表 3-3-1 は、希望する働き方の特徴について示したものである。表の値は、各属性

における希望する働き方の分布を表している。 

まず専業主婦全体（2809 人）で見ると、非正規しか考えていない人が約半数（45.3％）

と最も多く、正社員しか考えていない人が最も少ない（4.9％）。 

就職希望時期に関する表 3-2-1 と同様に、年齢と結婚年数、末子年齢については連

動した動きが見られる。若く、結婚年数も浅く、末子年齢が低い人は、「折衷型」「す

ぐ又は今すぐ正社員」を選択する割合がやや高い傾向にある。 

配偶者の年収でみると、いずれの所得階層においても「非正規しか考えていない」

人が最も多いが、配偶者年収が 150～300 万円未満の場合には「非正規しか考えていな

い」人はやや減少する（38.9％）。逆に、「すぐ又はいずれは正社員」の割合が増加

（22.1％）しており、経済的な逼迫感からまずは就業したいが、最終的には正社員を

目指すと回答する傾向が見られる。逆に、配偶者年収が 1,000 万円を超す場合には、

「非正規しか考えていない」人は減少し（37.6％）、非就業または非雇用としてのみ就

業を考える人が増える（33.3％）。 

就業希望時期とは異なり、結婚年齢は希望する働き方に影響を与えているようであ

る。30 代後半に結婚した場合にはある程度キャリアを積んだ人が多いのか、非正規の

みを考えている人はやや少なく（36.1％）、正社員を考慮に入れた働き方を選択する人

がそれぞれ微増している。 

さらに、キャリアという視点で希望する働き方を見るため、就業経験との関係を見

る。表 3-2-1 の就職希望時期と同様、就業経験がない人に関しては結果の解釈が難し

い。非就業または非雇用のみを選択する人が多い一方で、正社員しか考えていない人

もやや多く、解釈が困難である。就業経験がある人に関しては、正社員経験がある人

の方が正社員も考慮に入れた働き方を希望する人がやや多い。なお、表 3-3-2 が示す

とおり、正社員経験の有無と年齢の間には何らかの関係性がみられ、若い世代ほど正

社員経験がある人の割合が減っている。就職する時期の経済情勢がその後の就業生活

に影響を及ぼすという「世代効果」の影響とも考えられる一方で、表 3-3-3 が示すよ

うに子どもがいる 20 代の専業主婦には高卒者割合が高いことも関係している可能性

がある。 
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3.3 希望する雇用形態の決定要因 

表 3-3-1 は、希望する働き方の特徴について示したものである。表の値は、各属性

における希望する働き方の分布を表している。 

まず専業主婦全体（2809 人）で見ると、非正規しか考えていない人が約半数（45.3％）

と最も多く、正社員しか考えていない人が最も少ない（4.9％）。 

就職希望時期に関する表 3-2-1 と同様に、年齢と結婚年数、末子年齢については連

動した動きが見られる。若く、結婚年数も浅く、末子年齢が低い人は、「折衷型」「す

ぐ又は今すぐ正社員」を選択する割合がやや高い傾向にある。 

配偶者の年収でみると、いずれの所得階層においても「非正規しか考えていない」

人が最も多いが、配偶者年収が 150～300 万円未満の場合には「非正規しか考えていな

い」人はやや減少する（38.9％）。逆に、「すぐ又はいずれは正社員」の割合が増加

（22.1％）しており、経済的な逼迫感からまずは就業したいが、最終的には正社員を

目指すと回答する傾向が見られる。逆に、配偶者年収が 1,000 万円を超す場合には、

「非正規しか考えていない」人は減少し（37.6％）、非就業または非雇用としてのみ就

業を考える人が増える（33.3％）。 

就業希望時期とは異なり、結婚年齢は希望する働き方に影響を与えているようであ

る。30 代後半に結婚した場合にはある程度キャリアを積んだ人が多いのか、非正規の

みを考えている人はやや少なく（36.1％）、正社員を考慮に入れた働き方を選択する人

がそれぞれ微増している。 

さらに、キャリアという視点で希望する働き方を見るため、就業経験との関係を見

る。表 3-2-1 の就職希望時期と同様、就業経験がない人に関しては結果の解釈が難し

い。非就業または非雇用のみを選択する人が多い一方で、正社員しか考えていない人

もやや多く、解釈が困難である。就業経験がある人に関しては、正社員経験がある人

の方が正社員も考慮に入れた働き方を希望する人がやや多い。なお、表 3-3-2 が示す

とおり、正社員経験の有無と年齢の間には何らかの関係性がみられ、若い世代ほど正

社員経験がある人の割合が減っている。就職する時期の経済情勢がその後の就業生活

に影響を及ぼすという「世代効果」の影響とも考えられる一方で、表 3-3-3 が示すよ

うに子どもがいる 20 代の専業主婦には高卒者割合が高いことも関係している可能性

がある。 

  

表3-3-1 平均値での比較（N=2809, 末子年齢のみ2808） 

 
※年齢は最小値 24、最大値 49、結婚年齢の最小値 18、最大値 48。 

  

 
非就業または

非雇用のみ

非正規しか考

えていない 雇用折衷型

すぐ又はいず

れは正社員

正社員しか考

えていない

全体(2809)

.167 .453 .163 .168 .049

年齢 20代(295) .098 .464 .207 .207 .024

30代前半(706) .130 .455 .183 .173 .059

30代後半(861) .180 .440 .160 .164 .056

40代前半(708) .175 .479 .145 .157 .044

40代後半(239) .285 .402 .117 .155 .042

結婚年齢 20代(1914) .156 .474 .157 .168 .044

30代前半(650) .191 .417 .171 .165 .057

30代後半(205) .190 .361 .205 .180 .063

40歳以上(40) (6) (19) (5) (7) (3)

結婚年数 0-4年(645) .121 .434 .189 .186 .070

5-9年(1022) .153 .436 .186 .179 .046

10-14年(759) .195 .477 .137 .157 .034

15年以上(383) .225 .480 .112 .131 .052

最終学歴 中学(49) (9) (24) (3) (11) (2)

高校(621) .177 .469 .137 .171 .047

短大・高専(1009) .169 .483 .149 .153 .047

大学・大学院(1089) .162 .413 .193 .179 .053

その他(41) (2) (20) (11) (6) (2)

配偶者年収 150万円未満(23) (2) (14) (3) (2) (2)

150-300万円未満(190) .168 .389 .158 .221 .063

300-500万円未満(998) .135 .451 .184 .184 .045

500-700万円未満(782) .151 .467 .175 .157 .050

700-1000万円未満(414) .191 .459 .130 .164 .056

1000万円以上(117) .333 .376 .120 .128 .043

わからない(285) .221 .474 .130 .133 .042

子ども数 1人(1104) .168 .439 .179 .155 .059

2人(1295) .165 .474 .146 .175 .040

3人(350) .169 .423 .177 .183 .049

4人以上(60) .167 .417 .167 .183 .067

末子年齢 2歳以下(1264) .117 .437 .202 .194 .051

3-5歳(699) .165 .451 .167 .173 .044

6-11歳(845) .241 .479 .103 .125 .051

就業経験 就業経験なし(117) .265 .342 .171 .128 .094

非正規のみ就業経験(449) .176 .506 .145 .147 .027

正社員経験あり(2243) .160 .448 .167 .174 .051

希望する働き方
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表3-3-2 年齢別でみた就業経験 

 

 
表3-3-3 年齢別でみた最終学歴  

 

 

以下では、就職希望時期と同様、多項ロジット・モデルによる推計で各変数の影響

の有意性を確認する。被説明変数は、希望する働き方として 6 つのカテゴリー、すな

わち、「非就業または非雇用」「非就業または非雇用のみ」「非正規しか考えていない」

「折衷型」「すぐ又はいずれ正社員」「正社員しか考えていない」を用いるが、特に「非

正規しか考えていない」「すぐ又はいずれ正社員」「正社員しか考えていない」の 3 つ

のカテゴリーに注目するため、3 つの特徴およびその差がわかるようレフェレンス・

グループを設定し、この 3 つの回答を中心に推定結果を記載している（表 3-3-4）。説

明変数には、就業希望時期と同じものを用いている。 

まず、推定結果（4）にあるように「非正規しか考えてない」と「すぐ又はいずれ

正社員」との回答の選択において有意な影響を与えるのは正社員経験と末子年齢であ

る。非正規としての就業経験しかない人に比べ、正社員経験がある場合には「すぐ又

はいずれ正社員」を選択する確率が高まる。また、末子年齢が 6 歳以上の場合には、

「すぐ又はいずれ正社員」よりも「非正規しか考えていない」を選択する傾向にある。 

次に、推定結果（5）にある「非正規しか考えていない」と「正社員しか考えてい

ない」との関係に関しては、年齢および年齢２乗項、就業経験において有意な結果と

 
就業経験

なし

非正規のみ

就業経験

正社員経験

あり 合計

年齢 20代(295) .068 .325 .607 1.000

30代前半(706) .050 .188 .762 1.000

30代後半(861) .039 .163 .798 1.000

40代前半(708) .031 .095 .874 1.000

40代後半(239) .025 .054 .921 1.000

就業経験

 

中学 高校

短大・

高専

大学・

大学院 その他 合計

20代(295) .044 .380 .268 .275 .034 1.000

30代前半(706) .027 .211 .306 .438 .018 1.000

30代後半(861) .009 .194 .383 .403 .010 1.000

40代前半(708) .011 .184 .404 .390 .011 1.000

40代後半(239) .004 .264 .410 .318 .004 1.000

最終学歴

年齢
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表3-3-2 年齢別でみた就業経験 

 

 
表3-3-3 年齢別でみた最終学歴  

 

 

以下では、就職希望時期と同様、多項ロジット・モデルによる推計で各変数の影響

の有意性を確認する。被説明変数は、希望する働き方として 6 つのカテゴリー、すな

わち、「非就業または非雇用」「非就業または非雇用のみ」「非正規しか考えていない」

「折衷型」「すぐ又はいずれ正社員」「正社員しか考えていない」を用いるが、特に「非

正規しか考えていない」「すぐ又はいずれ正社員」「正社員しか考えていない」の 3 つ

のカテゴリーに注目するため、3 つの特徴およびその差がわかるようレフェレンス・

グループを設定し、この 3 つの回答を中心に推定結果を記載している（表 3-3-4）。説

明変数には、就業希望時期と同じものを用いている。 

まず、推定結果（4）にあるように「非正規しか考えてない」と「すぐ又はいずれ

正社員」との回答の選択において有意な影響を与えるのは正社員経験と末子年齢であ

る。非正規としての就業経験しかない人に比べ、正社員経験がある場合には「すぐ又

はいずれ正社員」を選択する確率が高まる。また、末子年齢が 6 歳以上の場合には、

「すぐ又はいずれ正社員」よりも「非正規しか考えていない」を選択する傾向にある。 

次に、推定結果（5）にある「非正規しか考えていない」と「正社員しか考えてい

ない」との関係に関しては、年齢および年齢２乗項、就業経験において有意な結果と

 
就業経験

なし

非正規のみ

就業経験

正社員経験

あり 合計

年齢 20代(295) .068 .325 .607 1.000

30代前半(706) .050 .188 .762 1.000

30代後半(861) .039 .163 .798 1.000

40代前半(708) .031 .095 .874 1.000

40代後半(239) .025 .054 .921 1.000

就業経験

 

中学 高校

短大・

高専

大学・

大学院 その他 合計

20代(295) .044 .380 .268 .275 .034 1.000

30代前半(706) .027 .211 .306 .438 .018 1.000

30代後半(861) .009 .194 .383 .403 .010 1.000

40代前半(708) .011 .184 .404 .390 .011 1.000

40代後半(239) .004 .264 .410 .318 .004 1.000

最終学歴

年齢

なっている。33.5 歳を頂点として、その後年齢が上がるほど「非正規しか考えていな

い」が増える。 

子ども数が 1 人の場合に比べて 2 人いる場合にも「非正規しか考えてない」との回

答が増える。就業経験の結果は興味深く、正社員経験がある人や、逆に就業経験がな

い人の場合に「正社員しか考えていない」との回答が増える。夫の年収が 150 万円未

満の場合にも夫の年収が 150-300 万円未満の場合に比べて「正社員しか考えていない」

が増える。 

さらに、推定結果（6）にある「すぐ又はいずれ正社員」と「正社員しか考えてい

ない」という回答の比較に関しては、34.4 歳を頂点としてその後年齢が高くなるほど、

「正社員しか考えていない」という回答が減る傾向にある。また、（子どもが 1 人のケ

ースに比べて）子どもが 2 人いる場合には「すぐ又はいずれ正社員」を希望する確率

が上がり、末子年齢が 6 歳以上の場合には「正社員しか考えていない」が増加する。 

以上のことから「非正規のみ」「すぐ又はいずれ正社員」「正社員のみ」という 3 つ

の働き方の比較から、次の 4 点がわかる。第 1 に、末子年齢が 6 歳以上の場合には、

「すぐ又はいずれ正社員」を選択する人が減る傾向にある。「すぐ又はいずれ正社員」

は末子が未就学児の場合に希望する働き方だといえる。第 2 に、「正社員しか考えてい

ない」人は 30 代半ば以降年齢とともに減少する傾向がある。したがって、正社員しか

考えていない人は比較的若い世代であることが多い。第 3 に、就業経験がない人の解

釈がやや困難である。就業経験がない場合には「非正規のみ」よりも「非就業・雇用」

を選択する傾向がある一方で、働く場合には「正社員しか考えていない」という選択

が増える。就業経験がない人には様々なタイプの女性が含まれていることが窺える。

例えば、就職する前に妊娠したことでその後の生活が苦しいケースや、学卒後結婚ま

での時期に花嫁修業として就業しなかった裕福なケース等が考えられ、結果として解

釈が難しくなっている可能性がある。第 4 に、（子どもが 2 人いる女性と比べると）子

どもが 1 人しかいない女性は、働く気がある場合には「正社員しか考えていない」を

回答する確率が上がる。2 人以上の子どもを育てていると両立する自信がなくなると

いう解釈もできるが、あるいは、正社員として復帰するために子どもは 1 人がいいと

考えているといった同時決定の可能性もある。 
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４.「そのうち働きたい」の「そのうち」が意味する時期 

すでに確認したように、有配偶女性の7割が「今は働けないが、できればそのうち

働きたい」と考えている。こうした女性の就業意識を高め、早期の再就職を促すこと

こそが、女性の就業率上昇に向けた鍵となる。そこで、本節では、「そのうち」働きた

いと考えている女性の属性の特徴と就業意識を分析する。 

 

4.1 就業を希望する時期 

では、「そのうち」働きたい女性が考えている「そのうち」、すなわち、働き出す

状況とはどのようなものだろうか。ここでの質問項目は複数回答になっており、その

回答の中で最も重要なものとして選ばれた選択肢について表4-1-1にまとめている。小

学生以下の子どもを持つ母親を分析対象としていることもあり、大部分の女性にとっ

て就業再開の状況は子どもに関連している。「子どもがある程度大きくなったら」が

53.3％と過半数を占め10、次に「子どもの保育の手だてがついたら」33.8％が続く。 

希望する働き方別でみると、「保育の手だてがついたら」への回答が最も多いのが

「正社員しか考えていない」（42.1％）であり、逆に最も少ないのは「非正規しか考

えていない」（30.1％）である。非正規しか考えていない場合には、保育の手だてを

つけてまで積極的に働こうと思わないケースが多いと考えられる11。 

さらに、「そのうち」働きたい女性が就業再開時の状況としてあてはまるものすべ

てについて選択した結果（複数回答）を、希望する働き方別にまとめたものが表4-1-2

である。子どもに関する状況については、未就学かどうかで大きく異なる可能性があ

るため、特に末子が未就学（5歳以下）の場合に注目する。正社員希望者では、「子ど

もがある程度大きくなったら」と考えている人が約半数いるものの、その他の人に比

べるとやや低い。「非正規しか考えていない」人や「折衷型」の場合にはいずれも67％

が「子どもがある程度大きくなったら」を就業再開の条件として回答しているのに対

し、「すぐ又はいずれ正社員」と考えている場合には55.0％、「正社員しか考えてい

ない」場合には48.3％とやや低くなっており、特に正社員希望の女性の約半数は、子

どもが大きくなるのをただ待つだけでなく、保育の手立てをつける等、積極的な意識

                                                        
10 調査票においては「長子がある程度大きくなったら」「末子がある程度大きくなったら」の 2 つに分けて回答するこ

とになっている。子ども数が 2 人以上の場合（1092 人）には、「長子がある程度大きくなったら」35 人、「末子が大き

くなったら」591 人となっており、圧倒的に末子の年齢を基準としている。なお、子ども数が 1 人の場合には、長子

と末子は同一の子を差すことになるが、子ども数が 1 人の女性 740 人のうち、「長子がある程度大きくなったら」265
人、「末子がある程度大きくなったら」85 人であり、「長子」として回答するケースが目立った。 

11 保育の手だてとしては、保育所等によるサービスだけでなく、祖父母による保育も含まれている可能性がある。 
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を持っていることが窺える。 

続いて、「保育の手だてがついたら（複数回答）」への回答割合についても、末子

5 歳以下の場合に着目する。非正規しか考えていない人では、保育の手だてを準備し

てまで働こうと思う人がやや少ない。ただし、こうした回答は、具体的に何年後に働

きたいかによってその信憑性・重要性が異なる。末子 2 歳以下で、そのうち働きたい

と考えている人（970 人）のうち 20.6％（200 人）が 1 年以内の就業再開を考えてお

り、そのうち 4 人に 3 人（152 人）が保育の手立てがつくことを重要視している。す

なわち、末子２歳以下かつ 1 年以内の就職を希望をしている人に限定すると、全体で

76％が保育の手立てがついたら働きたいと考えており、どのような働き方であっても

保育サービスが確保できるかどうかが大きな意味を持つ。ただし、この中には幼稚園

入園を見込んで 1 年以内と回答しているケースも含まれているため、すべての人が保

育所を希望しているわけではないことに注意する必要がある。 

 

表4-1-1 就業再開を想定している状況として最も重要なもの 

 

  

非正規しか考

えていない
(1066)

雇用折衷型
(326)

すぐ又はいず

れは正社員
(364)

正社員しか考

えていない
(76)

子どもの保育の手だてが

ついたら

.301 .390 .382 .421

子どもがある程度大きく

なったら

.563 .512 .484 .434

家族を看護、介護する必

要がなくなったら

.008 .006 .005 .000

働くことに夫や家族の理
解が得られれば

.069 .040 .041 .053

働けるだけの健康が回復
すれば

.038 .018 .044 .039

就職に有利な専門知識や
資格を身につけたら

.006 .012 .016 .039

その他 .015 .021 .027 .013

合計 1.000 1.000 1.000 1.000

就業開始時の

状況

 

希望する働き方
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を持っていることが窺える。 

続いて、「保育の手だてがついたら（複数回答）」への回答割合についても、末子

5 歳以下の場合に着目する。非正規しか考えていない人では、保育の手だてを準備し

てまで働こうと思う人がやや少ない。ただし、こうした回答は、具体的に何年後に働

きたいかによってその信憑性・重要性が異なる。末子 2 歳以下で、そのうち働きたい

と考えている人（970 人）のうち 20.6％（200 人）が 1 年以内の就業再開を考えてお

り、そのうち 4 人に 3 人（152 人）が保育の手立てがつくことを重要視している。す

なわち、末子２歳以下かつ 1 年以内の就職を希望をしている人に限定すると、全体で

76％が保育の手立てがついたら働きたいと考えており、どのような働き方であっても

保育サービスが確保できるかどうかが大きな意味を持つ。ただし、この中には幼稚園

入園を見込んで 1 年以内と回答しているケースも含まれているため、すべての人が保

育所を希望しているわけではないことに注意する必要がある。 

 

表4-1-1 就業再開を想定している状況として最も重要なもの 

 

  

非正規しか考

えていない
(1066)

雇用折衷型
(326)

すぐ又はいず

れは正社員
(364)

正社員しか考

えていない
(76)

子どもの保育の手だてが

ついたら

.301 .390 .382 .421

子どもがある程度大きく

なったら

.563 .512 .484 .434

家族を看護、介護する必

要がなくなったら

.008 .006 .005 .000

働くことに夫や家族の理
解が得られれば

.069 .040 .041 .053

働けるだけの健康が回復
すれば

.038 .018 .044 .039

就職に有利な専門知識や
資格を身につけたら

.006 .012 .016 .039

その他 .015 .021 .027 .013

合計 1.000 1.000 1.000 1.000

就業開始時の

状況

 

希望する働き方

表 4-1-2  就業開始時の状況（複数回答）  【末子 5 歳以下に限定】 

 

※表中の数値は、各々の働き方に占める各選択肢への回答者の割合を示している。 

 

4.2 就業を再開する時の末子年齢  

ここでは、2 歳未満の子どもを有する女性 970 人に限定して就業再開時期をみるこ

ととしたい。就業開始時期における末子年齢については、末子年齢（2015 年 4 月 1 日

現在）に、「およそ何年後に働きたいと思っていますか」という設問に対する回答を足

し合わせて計算した12。 

表 4-2-1 は、2 歳未満の子どもを有する女性について、就業開始を希望する時におけ

る末子年齢の分布を示している。サンプル・サイズの小さい末子 0 歳未満、すなわち、

調査時点において末子 5 ヵ月未満であるケース除くと、末子が 0、1、2 歳である場合

には、いずれも 3 歳での就業開始を希望する人が多い。ここから、幼稚園入園に合わ

せて就業を開始しようと思う女性が多いと考えられる。 

表 4-2-2 は、就業開始時期の末子年齢別に希望する働き方をみたものである。いず

れの年齢においても「非正規しか考えていない」人が多いが、希望開始時期の末子年

齢が高くなるほどその割合は高まる傾向にある。逆に、末子が 1 歳以下の状況で働き

たいと思う人に関しては「すぐ又はいずれ正社員」希望者が 37.2％と他の年齢に比べ

て高い点が特徴的である。 

表 4-2-3 は、就業開始時期の末子年齢別に夫の年収をみたものである。末子が 1 歳

以下の時期では、他の所得階層に比べて夫の年収が 300 万円未満の割合が高く、約 2

割を占めている。500 万円未満が占める割合は、再就職時の末子年齢が下がるほど高

く、末子 1～2 歳での就業開始で 67.4％、末子 7 歳以上での再就職希望者では 36.7％

となっている。所得が高いほど、「子どもがある程度大きくなってから」が意味する

子どもの年齢が上がる傾向が見られる。さらに、年齢との関係を見ると（表 4-2-4）、

                                                        
12 調査日が 9 月であるため、年数の計算に多少のずれが生じる可能性は否めない。また、１年未満の期間については切

り上げた。 

 

非正規しか考

えていない

（765）

雇用折衷型

（285）

すぐ又はいず

れは正社員

（307）

正社員しか考

えていない

（60）

子どもが大きくなったら .671 .674 .550 .483

子どもの保育の手だてがついたら .430 .558 .502 .583

希望する働き方
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末子が 1 歳の時期に就業再開を希望する人のうち 20 代の占める割合が 40.7％と非常

に高くなっている。ここでも夫の年収の低さが関係していると考えられ、就業への逼

迫感が窺える。 

 

表 4-2-1 末子年齢別でみた再就職希望時期 【末子 2 歳以下に限定】 

 

 

表 4-2-2 再就職時の末子年齢別でみた希望する働き方 【末子 2 歳以下に限定】 

 

 

表 4-2-3  再就職時の末子年齢別でみた夫の年収 【末子 2 歳以下に限定】 

 

 

0歳未満

（44）

0歳

（357）

1歳

（295）

2歳

（241）

1歳以下 .295 .202 .003 .000

2歳 .250 .160 .146 .000

3歳 .068 .283 .295 .277

4歳 .159 .070 .200 .208

5歳 .091 .112 .064 .168

6歳 .068 .078 .169 .106

7歳以上 .068 .095 .122 .241

合計 1.000 1.000 1.000 1.000

末子年齢

再就業時の

末子年齢

非正規しか考え

ていない 雇用折衷型

すぐ又はいずれ

は正社員

正社員しか考え

ていない 合計

1歳以下(86) .419 .140 .372 .070 1.000

2歳(111) .450 .279 .234 .036 1.000

3歳(267) .476 .255 .225 .045 1.000

4歳(148) .520 .216 .216 .047 1.000

5歳(109) .642 .165 .156 .037 1.000

6歳(110) .573 .191 .191 .045 1.000

7歳以上(139) .626 .151 .187 .036 1.000

 
希望する働き方

再就業時の

末子年齢

300万円

未満

300-500万

円未満

500-700万

円未満

700-1000

万円未満

1000万円

以上

わからな

い

1歳以下(86) .209 .465 .233 .023 .000 .070 1.000

2歳(111) .117 .559 .198 .054 .018 .054 1.000

3歳(267) .097 .438 .292 .097 .004 .071 1.000

4歳(148) .088 .426 .270 .115 .014 .088 1.000

5歳(109) .101 .376 .248 .138 .009 .128 1.000

6歳(110) .055 .382 .255 .145 .027 .136 1.000

7歳以上(139) .065 .302 .353 .137 .072 .072 1.000

合計

配偶者年収
 

再就業時の

末子年齢

商大論集　第 67 巻　第 3 号

専業主婦の再就職希望に関する考察

（346）136



末子が 1 歳の時期に就業再開を希望する人のうち 20 代の占める割合が 40.7％と非常

に高くなっている。ここでも夫の年収の低さが関係していると考えられ、就業への逼

迫感が窺える。 

 

表 4-2-1 末子年齢別でみた再就職希望時期 【末子 2 歳以下に限定】 

 

 

表 4-2-2 再就職時の末子年齢別でみた希望する働き方 【末子 2 歳以下に限定】 

 

 

表 4-2-3  再就職時の末子年齢別でみた夫の年収 【末子 2 歳以下に限定】 

 

 

0歳未満

（44）

0歳

（357）

1歳

（295）

2歳

（241）

1歳以下 .295 .202 .003 .000

2歳 .250 .160 .146 .000

3歳 .068 .283 .295 .277

4歳 .159 .070 .200 .208

5歳 .091 .112 .064 .168

6歳 .068 .078 .169 .106

7歳以上 .068 .095 .122 .241

合計 1.000 1.000 1.000 1.000

末子年齢

再就業時の

末子年齢

非正規しか考え

ていない 雇用折衷型

すぐ又はいずれ

は正社員

正社員しか考え

ていない 合計

1歳以下(86) .419 .140 .372 .070 1.000

2歳(111) .450 .279 .234 .036 1.000

3歳(267) .476 .255 .225 .045 1.000

4歳(148) .520 .216 .216 .047 1.000

5歳(109) .642 .165 .156 .037 1.000

6歳(110) .573 .191 .191 .045 1.000

7歳以上(139) .626 .151 .187 .036 1.000

 
希望する働き方

再就業時の

末子年齢

300万円

未満

300-500万

円未満

500-700万

円未満

700-1000

万円未満

1000万円

以上

わからな

い

1歳以下(86) .209 .465 .233 .023 .000 .070 1.000

2歳(111) .117 .559 .198 .054 .018 .054 1.000

3歳(267) .097 .438 .292 .097 .004 .071 1.000

4歳(148) .088 .426 .270 .115 .014 .088 1.000

5歳(109) .101 .376 .248 .138 .009 .128 1.000

6歳(110) .055 .382 .255 .145 .027 .136 1.000

7歳以上(139) .065 .302 .353 .137 .072 .072 1.000

合計

配偶者年収
 

再就業時の

末子年齢

表 4-2-4 再就職時の末子年齢別でみた年齢 【末子 2 歳以下に限定】 

 

 

表 4-2-1 で見られるように、末子が 0 歳の専業主婦の場合には 64.4％、末子が 1 歳

の専業主婦の場合には 44.4％が末子 3 歳頃までに就業を再開したいと思っている。女

性就業率の上昇のためには、こうした女性が実際に働き始めることができるようにす

る支援が重要である。特に、幼稚園入園後に速やかに就業への移行ができるような支

援が必要であろう。その一方で、その他の専業主婦の就業再開希望時期を早めるよう

な仕掛け作りが課題となる。 

 

５. おわりに 

本稿は、小学生以下の子どもを持つ専業主婦の再就職に対する意識を明らかにする

ことを目的とし、特に、今後の働き方や再就職の時期に焦点を当てて分析を行った。

本稿で得られた主な知見は、次の 3 点である。 

まず第１に、小学生以下の子どもを持つ専業主婦のうち、「そのうち働きたい」と

考えている人が約 7 割を占める。就業再開の時期を左右する要因として、結婚前のキ

ャリアの蓄積や家計の状況が挙げられる。また、結婚した時の年齢が、その後の再就

職の時期に影響を与えており、20 代では若い時期に結婚した人ほど、30 代以降では結

婚年齢が高い人ほど、「今すぐ働きたい」と考える人が増える。結婚した時期によって、

キャリアの蓄積やその後の経済状況に差が出ることが原因ではないかと考えられる。

また、夫の年収の多寡が妻の就業再開の時期に影響を与えており、家計に余裕がある

場合には再就職に対しては「そのうち」と余裕をもって構えており、特に、夫の年収

が 1000 万円を超す場合には再就職を希望しないケースが増える。 

第 2 に、再就職する場合の働き方の選択について、「非正規しか考えていない」人

 年齢

20代 30代前半 30代後半 40代

1歳以下(86) .407 .349 .198 .047 1.000

2歳(111) .261 .432 .243 .063 1.000

3歳(267) .172 .416 .281 .131 1.000

4歳(148) .223 .392 .297 .088 1.000

5歳(109) .174 .468 .239 .119 1.000

6歳(110) .191 .336 .391 .082 1.000

7歳以上(139) .223 .410 .281 .086 1.000

再就業末子

年齢

合計
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が 45.3％と約半数を占める。一方、「正社員しか考えていない」人は 4.9％と少なく、

この働き方は比較的若い人や子どもが 1 人しかいない場合に希望される傾向がある。

それに対し、「すぐ又はいずれ正社員」になりたいという働き方（16.8％）は末子が未

就学児の場合に希望されやすい。また、非正規でしか働いたことがない人に比べると

正社員経験がある場合には正社員としての働き方を希望する確率が高まる。 

第 3 に、「そのうち働きたい」と回答した場合、大部分の女性が働き出す状況とし

て末子年齢や保育の確保を挙げている。非正規での就業しか考えていない場合には、

保育の手だてを準備してまで働こうと思う人はやや少なく、子どもがある程度大きく

なるまで待つ傾向が見られる。特に、末子が 3 歳頃に再就職したいと考える人が多く、

これは幼稚園入学を見込んでいると思われる。 

第 4 に、「そのうち働きたい」と考えている人のうち、末子が 1 歳の頃から就業を

始めたいと考えている場合には、20 代の若い女性が 4 割と多く、夫の所得については

低い傾向にあり、また、「すぐ又はいずれ正社員」という働き方の希望は増える傾向が

ある。経済状況の厳しさから労働市場への早い復帰が必要であることが考えられる。 

なお、雇用就業での再就職を希望する女性で 0 歳児を持つ母親 405 人13のうち、「今

すぐ働きたい」人は 48 人、「1 年以内」72 人、「2 年以内」57 人、「3 年以内」101 人と

なっている。女性就業率の上昇のためには、こうした女性が実際に働き出すことを促

すための支援が重要である。そのためには、少なくとも 1 歳以下での再就職を想定し

ている 29.9％（121 人）については保育所の受け皿が必要であろう。また、末子 2 歳

ころの再就職を考えている 14.1％（57 人）についても保育が必要となるが、近年は 4

年保育を実施している幼稚園もあるため、2 歳児の保育を幼稚園に期待するという方

法もある。3 年後である 3 歳児のころに再就職するのであれば幼稚園を利用すること

が可能となるため、幼稚園という代替サービスの存在を鑑みれば保育サービスの充実

は低年齢児に焦点をあてるべきであろう。その一方で、幼稚園入園後に速やかに就業

への移行ができるような支援も必要である。 

また、施設による保育以外の方法も検討されるべきである。特に、低年齢児に対し

て保育サービスを提供する社会的費用は非常に大きい。この点を考慮すると、社会全

体で見れば、保育所利用よりも育児休暇制度の利用を促進し、就業継続を推進する方

が効率的であるとも考えられる。したがって、非正規社員等への育児休業制度の普及

も喫緊の課題といえるであろう。 

                                                        
13 末子が 0 歳児である女性のサンプル・サイズは、非就業・非雇用希望者 46 名を入れた 451 人である。 
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ころの再就職を考えている 14.1％（57 人）についても保育が必要となるが、近年は 4

年保育を実施している幼稚園もあるため、2 歳児の保育を幼稚園に期待するという方

法もある。3 年後である 3 歳児のころに再就職するのであれば幼稚園を利用すること

が可能となるため、幼稚園という代替サービスの存在を鑑みれば保育サービスの充実

は低年齢児に焦点をあてるべきであろう。その一方で、幼稚園入園後に速やかに就業

への移行ができるような支援も必要である。 

また、施設による保育以外の方法も検討されるべきである。特に、低年齢児に対し

て保育サービスを提供する社会的費用は非常に大きい。この点を考慮すると、社会全

体で見れば、保育所利用よりも育児休暇制度の利用を促進し、就業継続を推進する方

が効率的であるとも考えられる。したがって、非正規社員等への育児休業制度の普及

も喫緊の課題といえるであろう。 

                                                        
13 末子が 0 歳児である女性のサンプル・サイズは、非就業・非雇用希望者 46 名を入れた 451 人である。 

参考文献 

阿部由起子・近藤しおり・森邦恵（2008）「女性就業の地域差に関する考察－集計データを用

いた正規雇用就業率の分析」『季刊家計経済研究』第 80 号、64-74. 

奥津眞理（2009）「主婦の再就職と働き方の選択－結婚・育児によるリタイアと職業復帰」『日

本労働研究雑誌』第568 号、68-77。 

奥津眞理（2011）「専業主婦経験者の自己キャリアの評価」『季刊家計経済研究』第89 号、22-31。 

車井浩子・横山由紀子（2012）「専業主婦の就業意識に関する考察」『商大論集』第64 巻第3号、

103-115。 
車井浩子・横山由紀子（2013）「再就職時の希望年収に関する無職女性の意識」『商大論集』第

65 巻第2 号、59-73。 

車井浩子・横山由紀子（2015）「正社員希望の無職女性の特性：配偶関係による差異」『商大論

集』第66巻第3号、37-49。 

 

 

 

商大論集　第 67 巻　第 3 号

専業主婦の再就職希望に関する考察

139（349）





 

兵庫県立大学神戸商科キャンパス 

「商大論集」「人文論集」投稿規程 
 
 
１ 趣  旨 

『商大論集』及び『人文論集』は、兵庫県立大学経済学部、経営学部、会計研究

科、経営研究科、政策科学研究所で行われた研究成果を毎年定期的に発行し、各大

学図書館、学術研究機関などへ寄贈、公表する重要な論文集である。『商大論集』

は年 3 回、『人文論集』は年 1 回発行する。 
 
２ 投稿原稿 

① 内  容：投稿原稿の内容は、未発表のものに限る。 
② 投稿原稿の種類：次のタイプの原稿の投稿を受け付ける。 

(a) 査 読 論 文（査読を希望するもののみ） 
(b) 論 文 
(c) 研究ノート 
(d) 書 評 
(e) 翻 訳 
(f ) そ の 他「学術研究会運営委員会」（以下「運営委員会」

という。）が認めたもの 
③ 投稿資格：投稿できる者は、次に掲げる者とする。 

(1) 「兵庫県立大学神戸商科キャンパス学術研究会」（以下「学術研

究会」という。）の正会員及び準会員 
(2) 「学術研究会」の名誉会員 

ただし、次に掲げる制約を設ける。 
ア 論文の掲載は、一会計年度において、「商大論集」又は「人

文論集」のいずれか 1 回とすること。 
イ 投稿する論文については、運営委員会の承認を得ること。 
ウ 論文掲載料（4 千円）を支払うこと。 

(3) 「学術研究会」の特別会員 

ただし、次に掲げる制約を設ける。 

ア 論文の掲載は、一会計年度内において、「商大論集」又は「人

文論集」のいずれか 1 回とすること。 
イ 投稿する論文については、正会員の推薦を得ること。 
ウ 当該論文の掲載については、運営委員会の承認を得ること。 

(4)  その他「運営委員会」が特に必要と認めた者 
なお、「学術研究会」の会員以外の教員、大学院生及び外部の共

同研究者を共著者とすることは差し支えない。 



 

④ 原稿の体裁および提出方法： 
原稿は、原則として電子媒体及びプリントアウトした原稿で提出すること。

詳細は「投稿の手引き」を参照。 
 
３ 投稿から発行までのスケジュール管理 

① 論集の年間の発行計画に基づいて定められた投稿締切日に原稿を締め切り、そ

して、発行予定日に発行できるようにする。 
② 発行において、何らかのトラブルが発生し、発行が予定通りにいかない場合、

速やかに編集委員会を開いて協議し、すでに投稿者がいる場合は、編集委員会が

状況を投稿者に知らせる。 
③ 査読論文の扱いについては、下記 4 の通りであるが、査読の手続きが、発行の

スケジュールに影響しないようにする。 
④ 発行スケジュールについては、編集委員長ならびに編集委員会が、投稿者の不

利にならないように責任を持って管理する。 
 
４ 査読を希望する投稿原稿の扱いについて 

① 「商大論集」に投稿された原稿は、希望者に限り以下の手順と手続きによって

査読し、掲載する。ただし、当分の間、「人文論集」には査読を適用しない。 
② 原稿は内容検討のため、査読希望論文について編集委員会が査読担当者を選び、

査読を依頼する（原則として 2 名）。 
査読方法については、「査読の手引き」を参照。 

③ 編集については、編集委員会が行う。 
④ 投稿から発行までのスケジュール 

a) 査読は原則として 2 ヶ月以内に完了し、査読の内容（無修正で受理、条件付

で受理、棄却）を本人に通知する。「査読の手引き」を参照。 
b) 受理後は、掲載の巻・号を投稿者に文書をもって通知する。 
c) 以上の手続きは、編集委員長が責任を持って運営する。 

 
５ そ の 他 

① ページ数： 掲載論文のページ数は、原則として、40,000 文字を上限とする。 
② 抜 刷 り： 著者には電子ファイル形式で交付する。印刷物での交付を希望す

る場合は、著者負担とする。 
 

2004 年  7  月 21 日制定 
2007 年  7  月 11 日改正 
2009 年  6  月 17 日改正 
2010 年  6  月 16 日改正 
2013 年 10 月 16 日改正 

 
編集委員会 


	商大論集 第67巻第3号 H1_ISSNなし
	商大論集 第67巻第3号 H3
	商大論集 第67巻第3号 本文_通し

