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高齢者の社会活動とそれに対するフェルト・ニーズ（felt needs）
：実証的研究の提案
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Summary
The aging of social structure is progressing extremely rapidly in Japan, and one of the topics is to
develop social infrastructures so that the elderly are able to freely participate in social activities. When
the empirical studies on social activities for the elderly was conducted to examine related factors, few
studies of social activities incorporating felt needs of the elderly were limited. This study proposes the
necessity of empirical studies on factors related to unmet needs felt by the elderly for social activities.
This paper reviews the concept of social activities, needs, and felt needs. The author proposes methods
to measure felt needs of the elderly for social activities by questionnaires asking for intentions of and
current status of social activities.
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Ⅰ．はじめに

の社会活動に関する適切な支援を行っていく必要がある

人口高齢化が急速に進行しているわが国では、長期化

が、人を支援していく際には、高齢者に限らず、支援す

した高齢期を健やかで充実した生活を送ることが可能な

る側の視点とともに支援される者の視点も重視すること

高齢社会の構築が求められている。そのために、要介護

が必要である。支援は何らかのニーズをできるだけ充足

等高齢者に対する支援とともに、介護を必要としない高

していくために行われるが、そのニーズを検討する際に、

齢者に対する健康や生きがいづくりの支援に関するさま

支援する側とされる側の双方の視点から捉えることが求

ざまな施策が展開されている。平成15年 4 月末現在、65

められる。支援する側が捉えたニーズをノーマティブ・

歳以上の高齢者に占める要介護等高齢者の割合は14％で

ニーズ（normative needs）、支援される側が捉えたニー

あることから、高齢者の85％程度は介護サービスを必要

ズをフェルト・ニーズ（felt needs）と呼ぶことがある。

としていない元気な者とみなされている 。このような

支援される者の視点に立脚した利用者本位の支援を行う

者が健やかで生きがいのある高齢期を送ることができる

ためには、フェルト・ニーズを軽視してはならない。

1）

ように実施されている主要な取り組みの 1 つが、高齢者
の社会活動（social activities）に関する支援である。

高齢者の社会活動に関連する要因を検討する実証的な
研究は、それほど多くないもののこれまで行われてきた。

望ましい高齢社会を構築していくためには、高齢者

しかし、この関連要因を検討する際に、高齢者の社会活

（1）
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動に対するフェルト・ニーズを考慮して行った研究は極

社会活動に関するその他の研究の結果、社会活動は、

めて少ない。本論文は、高齢者の社会活動に関連する要

生活機能16）、早期死亡リスクの抑制17）18）19）、主観的健

因を検討する際にフェルト・ニーズを取り入れて実証的

康感20）21）、生きがい形成22） と肯定的な関係があること

な研究を行うことを提案するものである。

が報告されている。Garfein らは、元気な老い（robust

本稿の構成は、まず、高齢者の社会活動に関して、そ

aging）を示す複合的な指標を用いた研究を行い、社会

の意義、概念、関連要因を検討した先行研究を整理する。

活動が元気な老いに関連していたことを報告している

次に、ニーズ概念におけるフェルト・ニーズとその重要

23）

。

性を整理する。そして、高齢者の社会活動とニーズやフ

要介護高齢者数が増大しているわが国において、社会

ェルト・ニーズの関係を整理し、フェルト・ニーズを考

活動は、介護予防の視点からも注目されるようになって

慮に入れた社会活動の関連要因を実証的に検討していく

おり、閉じこもりの防止や介護予防への支援を考える際

ための方法を提案する。

の重要なキーワードの 1 つとなっている。例えば、高齢
者介護研究会による報告書「2015年の高齢者介護」は、

Ⅱ．高齢者の社会活動
1

介護予防を広い概念として捉え、社会参加や生きがいづ

高齢者の社会活動の意義

くり等の様々な活動を社会全体の取り組みとして進めて

わが国では、高齢者の社会活動に関するさまざまな施

いく必要性を述べている24）。閉じこもりや、閉じこもり

策が展開されている。社会活動は、老年学（gerontology）

状態になることを予防する必要がある者を閉じこもり予

における主要な研究テーマの 1 つでもあり、これまでさ

備群とした研究において、友人と会うことや町内会参加、

まざまな研究が行われてきた。高齢者の社会活動が重要

趣味の有無といった社会的項目が関連要因であることが

視される理由は、これがさまざまな望ましい効果をもた

報告されている25）26）。

らすと考えられているからである。

社会活動を行うことにより、恩恵を受けるのは高齢者

幸福な老い（successful aging）は誰もが願うことで

自身だけではない。地域社会にとっても、知識や経験が

あろうが、Rowe と Kahn は、幸福な老いを構成する 3 つ

豊富な高齢者が社会活動、特に、他者や地域に貢献する

の要素として、病気や病気に関連する障害の発生可能性

種の活動を行うことにより、多くの恩恵を得ることがで

が低いこと、高い水準の身体的や認知的機能があること

きる27）28）。

の他に、社会活動や生産的活動にかかわることをあげて

わが国の法律に目を向けると、老人福祉法の第三条で

いる 2 ）。幸福な老いは、これまで、モラールや生活満足

は、高齢者自身が心身の健康の保持と社会的活動に参加

度などの操作的概念によって測定されてきた。そして、

するよう努めることや、高齢者が仕事や社会的活動に参

活動理論

加する機会を社会の側が保障していくことが示されてい

3）

や離脱理論

4）

を実証するために、幸福な老

いと社会活動の関連について多数の研究が行われた。

る。社会活動に関する主要な政策や施策を概観すると、

Larson は、幸福な老いを測定する生活満足度などの自

1963年に、老人クラブの国庫補助が開始されている。老

己評価による尺度を総称して主観的幸福感（subjective

人クラブは、同一の小地域に居住する高齢者の自主的

well-being）と呼び、これに関する過去30年間の主要な

な組織であり、仲間づくりや社会活動などが行われてい

研究をレビューし、社会活動と主観的幸福感の関係につ

る。1963年のクラブ数35,873であったものが2000年には

いて、概ね 0 . 1 〜 0 . 3 程度の正の相関があることを指

133,607に増加しており、およそ 3 . 7 倍になっている29）。

摘している 。

1989年には、高齢者の生きがいと健康づくり推進事業が

5）

近年においても、幸福な老いの関連要因として社会活
動を含んだ実証的な研究が行われている。社会活動の種

創設された。この事業は、社会活動に関する啓発、組織
づくり、人づくりを推進する内容が含まれている。

類をより限定した研究や、社会活動を含んで包括的に活

近年では、高齢社会対策基本法が1995年に施行された。

動を捉えた研究がみられ、社会活動の定義が異なること

これは、高齢社会対策を総合的に推進していくための

に加えて、調査対象者が多様であるために厳密な比較は

法律であり、第二条において、国民が生涯にわたって就

困難であるが、社会活動と幸福な老いには肯定的な関係

業その他の多様な社会的活動に参加する機会が確保され

があるという報告は比較的多い 6 ） 7 ） 8 ） 9 ）。わが国の研

る公正で活力ある社会を目指すことが示されている。計

究においても社会活動と生活満足度などの指標との関係

画期間が2000年度から2004年度までであった「今後 5 か

が検討され、正の関係がみられる場合とみられない場合

年間の高齢者保健福祉施策の方向（ゴールドプラン21）」

が報告されている

では、 4 つの基本的な目標のうちの 1 つが「活力ある高

。

10）11）12）13）14）15）

（2）
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齢者像の構築」とされており、「できる限り多くの高齢

る。

者が健康で生きがいをもって社会参加できるよう、活力

これまでに示されてきた社会活動の定義として、次

ある高齢者像を構築すること」に向けて施策を展開する

のようなものがみられる。現代エイジング辞典による

ことが示されていた。

と、「地域社会を基盤とするインフォーマルな関係のも

以上のように、高齢者が社会活動をすることにより、

と、同一の目的に対して集まった人々の自発的な活動一

さまざまな肯定的な効果がみられることが明らかになっ

般をさす場合が多い」とされている35）。西下は、社会参

た。そして、高齢者の社会活動は、法律や政策などにも

加を「個人が主体的・自発的な動機づけに基づいて、団

示され、これを支援するさまざまな施策が行われている。

体・組織や社会関係の網に継続的に参加すること」と定

今後の高齢社会において、高齢者の社会活動に関する支

義している36）。奥山は、
「インフォーマルな部門において、

援はますます重要になることが考えられる。

家族生活をこえた地域社会を基盤にして、同一の目的を

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4

有する人びとが自主的に参加し、集団で行っている活動」

2

高齢者の社会活動の定義と測定項目

を総称して「社会参加（社会参加活動）」としている37）。

高齢者の社会活動は、さまざまな具体的な活動が集ま

Utz らは、社会参加を配偶者以外の者との社会的な相互

って構成された活動の概念である。そのため、社会活動

作用と定義している38）。橋本らは、社会活動を「家庭外

の定義や測定項目はさまざまなものがみられ、研究者間

での対人活動」と規定している39）。

で一致した見解があるわけではない。加えて、高齢者の

社会活動の定義が統一されていないことに伴い、内閣

社会活動という文脈において、社会活動と同義的に使用

府による調査や国内外の実証的な研究における測定項目

される用語として、社会的活動、社会参加活動がみられ

にもばらつきがみられる。わが国において、継続的に実

る。この文脈では、社会活動を行っている状態を社会と

施されている社会活動の調査は、内閣府による「高齢者

の関係からあらわすと考えられる社会参加という用語も

の地域社会への参加に関する意識調査」である。この調

よく使用される。金らは、社会参加の関連要因を検討す

査のなかで社会活動の測定項目に該当すると考えられる

る研究において、社会参加と社会活動は厳密には異なる

「社会参加活動についての実態と意識に関する事項」
には、

概念であるが、社会参加は社会活動を通じた地域社会と
のかかわりを意味し、社会活動性は社会参加の度合いを
反映するため、社会活動の程度を社会参加の定義として
使用している30）。高齢者の社会活動を論じる際に、これ
らの用語が常に意識的に区別して使用されているとは言
い難い実情や、「社会活動」という用語を使用している
研究以外を除外してしまうとその数が非常に少なくなっ
てしまうことに鑑み、本稿では、便宜上これらの用語を
社会活動と同義的に扱い、先行研究を整理することとし
た。なお、引用する場合はその引用文献で用いられてい
た用語を使用することとした。
社会活動を定義することの困難さを示唆する指摘がい
くつかみられる。社会参加は高齢者への施策として重要
なものの 1 つであるにもかかわらず、驚くべきことにい
まだ統一された定義は存在しないという指摘31）、社会参
加ということばがきわめて広い概念でありつかみどころ
のない漠然としているという指摘32）、社会参加は、社会
参加活動、社会的役割、社会的統合を測定する調査で使
用されてきた便利な用語であるという指摘33） がみられ
る。松岡34） は、社会参加を厳密に定義することが困難
である理由として、集団としての活動に限定するか個人
的活動も含めるのかどうか、職業労働を含むかどうか、
地域奉仕活動に限定するかどうかという 3 点をあげてい
（3）

表1

内閣府による調査における社会活動に該当する項目

生活科学研究誌・Vol. 4（2005）

参加している活動、参加している団体、学習活動が含ま

activities）」51）52）、「 日 常 生 活 に お け る 活 動（everyday

れており、具体的な測定項目は調査実施年により多少異

activities）」53）54）といった用語がタイトルに含まれてい

なるが、表 1 に示した内容となっている 。このうち、

る論文も検討していくことが必要である。これらの研究

参加している活動の内容は、「個人または友人と、ある

は、社会活動を包括した概念としてこれらの用語を使用

いは、グループや団体で自主的に行われている何らかの

していることが多く、測定する活動内容のなかに社会活

活動」と示されている41）。なお、近所づきあい、親しい

動の領域が設けられていることがあるため、参考とする

友人・仲間、家族の生活に果たす高齢者の役割、家事や

に値するからである。これらの研究の社会活動領域の測

仕事以外での過ごし方は、「地域社会に参加するための

定項目をみると、概ね、友人などの他者とのかかわり、

環境に関する事項」のなかにみられ、「社会参加活動に

何らかの組織や宗教的な場への参加についての項目が含

ついての実態と意識に関する事項」とは異なる事項に含

まれている55）56）57）58）59）60）。テレビやラジオ、読書は、

まれている 。

ひとりでの活動などの領域に含まれ61）62）63）64）65）、社会

40）

42）

実証的な研究における測定項目に関しては、以下の

活動に含まれない場合が多い。職業労働は研究自体に含

とおりである。Graney（1982）は、幅広い内容を捉え

まれている場合とそうでない場合があり、含まれている

る社会参加尺度や特定の領域に限定した社会参加尺度な

場合は、有給の仕事といった他の領域に含まれているこ

ど、11の尺度をレビューしている 。その各尺度の内容

とが多い66）67）68）。生産的な活動（productive activities）は、

をみると、クラブや教会の活動への参加、友人や近隣な

研究によって、社会活動とは別にその領域が設定されて

どの他者とのかかわり、仕事、家庭での役割など、様々

いる場合もある69）70）。

43）

な項目が含まれている。Graney（1975）は、社会参加

橋本らは、社会活動を仕事、社会的活動、学習的活動、

を 3 つのカテゴリーに分類し、メディアの利用（テレビ、

個人的活動の 4 側面から捉えた社会活動指標を開発した

ラジオ、読書）、対人関係（近隣を訪問、友人や親族を

（表 2 ）71）。この指標は綿密な手順をふんで開発されて

訪問、電話）、任意の組織への参加（宗教、組織への出席、

おり72）73）、妥当性、再現性と感度をある程度有するこ

組織への所属）という 9 項目を設定している44）。Bukov

とが報告されている。社会活動指標が開発されたことに

らは、社会参加を共有される資源に基づいて、仲間と行

より研究結果の比較が可能となるため、社会活動に関す

う自己完結的な内容の集合的な社会参加、他者に貢献す

る研究の発展が期待され、この指標を用いた社会活動の

る内容の生産的な社会参加、政治的な参加の 3 つのカテ

関連要因を検討する研究がみられるようになっている74）

ゴリーに分類している45）。Lemon らは、論文タイトルや

75）76）77）

。

測定の説明部においては活動という用語を使用している

表2

が、論文中ではこの活動のことを社会活動と言及してい

橋本らの社会活動指標の測定項目

る箇所もみられる。その活動の定義は、身体的あるいは
個人的な維持を超えた規則的または日常的な行動や追求
とされており、友人とのかかわりなどを示すインフォー
マルな活動、組織への参加を示すフォーマルな活動、テ
レビ視聴などを示すひとりでの活動（solitary activity）
という 3 つのカテゴリーを設定している46）。松岡は、グ
ループや団体で行っている 7 つの活動に参加しているか
どうかにより測定し、その際、気のあった数人で行う活
以上のように、社会活動の定義や測定項目は研究に

動や職業労働を除外している47）。Utz らは、フォーマル
な項目として、ボランティア、組織やクラブ等の会合、

よりさまざまである。社会活動という用語を安易に使用

宗教的な活動、インフォーマルな項目として、友人、近隣、

した研究があふれないためには、研究を行う際、社会活

親族との行き来や電話でのかかわりを設定している 。

動という用語を使用する必要があるか、他に適切な用語

48）

社会活動についての実証的な研究論文は、タイトル

がないかを検討する必要がある。本稿では、これまで述

に「社会活動」や「社会参加」という用語が用いられて

べてきた先行研究をふまえて、社会活動を定義する際の

いるものは少ない。そのため、これに関する研究を十分

留意点および本稿が提案する定義を以下に示すこととす

にレビューするためには、「活動（activity）」 、「活動

る。

49）

参 加（activity participation）」 、「 余 暇 活 動（leisure
50）

（4）
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の定義を拡大し、日常生活における多様な活動を取り入

世話は、家族や親族の生活を維持するために必要な義務

れすぎると、社会活動という用語を使用する意味が薄れ、

的な要素が強い活動であり、生理的、義務的な時間以外

余暇活動（leisure activities）や日常生活における活動

の空いた時間に自主的に参加する社会活動の内容として

（everyday activities）といった概念との区別が曖昧にな

はふさわしくないと考える。

り混乱を招くので望ましくない。高齢期の生活における

先行研究やこれらの留意点をふまえて、本稿が提案

活動を幅広く捉える必要がある場合には、単に活動とい

する社会活動の定義は、「家族や親族を超えた他者との

う用語を使ったり日常生活における活動という用語を使

対人活動、団体や組織に参加して行う活動、地域におけ

用することが望まれる。そしてその活動内容が、生活を

る活動の場への参加といった、高齢者が空いた時間を活

維持していくために必要な生理的、義務的な活動を超え

用して自主的に行う活動の総体」とする。社会活動を構

たより高次なものを幅広く捉えた研究であれば、余暇活

成する活動内容は、①家族や親族以外の他者とのかかわ

動といった用語の使用を検討すべきである。

り、②団体や組織への参加、③ボランティア活動、④地

第 2 に、社会活動を狭義に捉える場合、他者や地域に

域における何らかの場への参加というカテゴリーがふさ

貢献する活動に限定して定義してしまうと、ボランティ

わしいと考えられ、それぞれの研究目的に応じて、これ

ア活動（volunteer activity）やこの活動も含んだ概念で

らのカテゴリーに属する具体的な活動項目を用意したり

ある生産的な活動（productive activities）

活動内容をより限定したりしていくことが望ましいと考

との概念的

78）

な混乱を招くので望ましくない。

える。

第 3 に、職業労働を含むかどうかに関して、松岡の研
究79） にみられるように、職業労働は除外し、シルバー

3

人材センターのような生きがいとしての意味合いが強い

高齢者の社会活動の関連要因
社会活動の関連要因を検討した実証的な研究の数は、

ものは含むという方法が望ましいと考える。その理由は、

先に述べた社会活動の効果を検証した研究と比較する

まず、高齢者の社会活動が、退職による役割喪失や生き

と、かなり少ない。多変量解析を用いて社会活動の関連

がい支援という観点に立脚して捉えられてきた背景があ

要因を検討した研究は、以下のようなものがみられる。

るためである。次に、社会活動の関連要因を検討する際、

Bukov らは、社会参加の縦断的研究を行った。活動の

活動の種類により、金銭的な余裕が社会活動の参加に影

指標は、集団的な場への参加、生産的な参加、政治的な

響を与えることが考えられる。しかし、職業労働はそれ

参加という序列としたガットマン尺度とし、調査対象者

を行った結果として金銭的な余裕が生じるという因果関

は70歳以上であった。ベースライン調査の 4 年後の時点

係が妥当である。そのため、職業労働とそれ以外の活動

における社会参加の関連要因は、年齢が低い、健康であ

では、金銭的な余裕との因果関係が反対になり、同一の

る、ベースライン調査時において社会参加が活発な者で

分析モデルによる結果の比較検討が行いにくいという問

あった83）。

題が発生してしまうという理由からも、社会活動に職業
労働を含まないことが望ましいと考える。

Utz らは、配偶者を失った者に焦点をあてた社会参加
の縦断研究を行った。社会参加の指標は、インフォーマ

第 4 に、 自 宅 で ひ と り で 行 う テ レ ビ、 ラ ジ オ、 読

ルな社会参加とフォーマルな社会参加であった。縦断的

書、ゲームといった活動は、ひとりでの活動（solitary

な調査の結果、フォーマルな社会参加と配偶者を失った

activity）といった分類で捉えて、社会活動とは区別す

こととの関連はみられなかったが、インフォーマルな社

べきである。先述した先行研究における社会活動の定義

会参加は配偶者を失った後に増加していたことを報告し

において、他者とのかかわりという要素が含まれている

ている84）。

からである。

Markides らは、生活満足度のパス解析によるモデル

第 5 に、家族や親族のみとかかわる活動、例えば、家

を検討した。活動の指標は、組織への所属からピクニッ

族や親族とのコミュニケーション、行き来、世話（介護

クまで幅広く捉えた11の項目とし、調査対象者は60歳以

や孫の世話など）といった活動は除外すべきであると考

上の低所得者であった。男女別にパス解析を行った結果、

える。その理由は、先行研究の定義に示されていた「家

活動への関連要因の部分をみると、活動が活発であった

族生活をこえた」80、「配偶者以外の」81、「家庭外での」

男性は、健康度自己評価が高い、収入が高い者、女性は、

82

という部分にみられるように、社会活動は、家族や親

収入が高い者となっていた85）。

族以外の他者や地域への広がりを志向した概念であると

わが国の研究もいくつかみられる。松岡は、集団とし

考えるからである。これらの活動のうち、家族や親族の

ての活動への参加の有無を指標とし、活動能力が高い、

（5）
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収入のある仕事をしている、親しい友人・隣人の量が多

以上のように、社会活動やこれを包括した活動に関連

い、活用できる技術・知識・資格があることが活動への

する要因は、研究によりさまざまである。活動の定義が

参加に関連していたことを報告している86）。

統一されていないので、単純な比較はできないが、複数

佐藤らは、社会活動指標を用いて研究し、社会的活動、

の研究により支持された関連要因は、年齢、性別、学歴、

学習活動、個人活動の活発さすべてに関連していた要因

ADL や IADL、健康度自己評価、配偶者の有無、友人

は、年齢が低い、配偶者あり、高齢者夫婦世帯、健康度

数となっている。

自己評価が高い、体力自己評価が高いことであり、学習

このように、研究の数はまだ少ないものの、社会活動

活動と個人活動は女性が活発であったことを報告してい

に関連する要因の解明が進んでいる。しかし、これらは

る 。金らは、55歳以上の中高年を対象に社会活動指標

活動の有無やその程度に関連する要因を明らかにする研

を若干変更して研究し、社会的活動、学習活動、個人活

究であり、社会活動を行う高齢者本人の思いは含まれて

動の活発さすべてに関連していたのは、地域共生意識が

いないという課題がある。この課題に取り組んだ研究と

高いこと、社会的活動と学習活動に関連していたのは、

して、井戸らや後藤らの活動志向性を捉える尺度の作成

年齢が高いこと、学習活動と個人活動に関連していたの

や活動志向性と社会活動の関係を検討したものがみられ

は、女性、学歴が高いことと報告している。また、学習

るが92）93）、高齢者本人の思いを関連要因の検討に組み込

活動のみに関連していたのは、配偶者あり、社会参加継

んで行った研究は、ほとんどみあたらないのが現状であ

続意思が高い、行政支援の必要性ありと回答した者、個

る。

87）

人活動のみのそれは、総合的移動能力が高い、健康度自
己評価が高い、暮らし向きが良いことであったとしてい
る88）。佐藤らと金らの研究の結果を比較すると年齢の向

Ⅲ．フェルト・ニーズ
1

ニーズ概念

きが逆になっているが、これは金らの研究は55歳以上の

社会福祉の対象であるニーズは、社会福祉を考えるう

者から対象としていたため、退職前のために社会活動を

えで前提となるものである94）。ニーズは社会福祉領域に

行う時間的な余裕が少ない者が数多く含まれていたため

おいて最も重要な概念であるため、ニーズ概念について

であると推察される。

の議論は長く続けられてきた。しかし、ニーズは曖昧な

青木は、社会的活動と個人的活動から構成される指標
を社会活動として男女別に共分散構造分析を行った。男

概念であると指摘されており95）、ニーズ概念の共通する
明快な定義はない。

女とも、自己効力感とソーシャル・サポートが関連して

社会福祉ニーズの概念について論じたわが国のものの

おり、特に、自己効力感は、ソーシャル・サポートを介

なかで、今日においてもよく取りあげられるものとして、

して間接的にも関連していたことを報告している 。

岡村と三浦のニーズ論がある。岡村によると、「社会生

89）

ほ か に、 社 会 活 動 の み を 扱 っ た 研 究 で は な い が、

活の基本的要求」を持つ個人は、それぞれの要求に関連

Strain らや Menec は、社会活動の項目も含んだより大き

する社会制度を利用することによりその基本的要求を充

な活動の概念を用いて関連要因を検討している。Strain

足していると説明している。そして、「社会関係の不調

らは、余暇活動の継続と減少を縦断研究により検討し

和」、「社会関係の欠損」、あるいは、「社会制度の欠陥」

た。活動の指標は、10項目の余暇活動尺度とし、調査対

により、個人と社会制度との「社会関係」に障害が生じ

象者は60歳以上であった。 8 年の期間において余暇活動

たことによる生活困難が社会福祉の対象であるとしてい

の活発さが維持されていた者は、年齢が低い、学歴が高

る96）。

い、健康度自己評価が高い、ADL や IADL が自立して

三浦は、ニードを「ある種の状態が、一定の目標なり、

いる者であった 。Menec は、日常的な活動（everyday

基準からみて乖離の状態にあり、そしてその状態の回復・

activities）と幸福な老いとの関係を縦断的に検討した

改善等を行う必要があると社会的に認められたもの」と

研究のなかで、ベースライン調査時における活動への関

し、そのなかで「ある種の状態が、ある種の目標や一定

連要因を示している。活動の指標は、社会的活動、ひと

の基準からみて乖離の状態にある」ものを依存的状態あ

りでの活動、生産的活動を全体的に捉えた 1 つの変数と

るいは広義のニードとし、この依存的状態の「回復、改

し、調査対象は67歳以上であった。活動が活発な者は、

善等を行う必要があると社会的に認められたもの」を要

女性、年齢が低い、友人が多い、IADL 自立、ADL 自立、

援護性あるいは狭義のニードとしている97）。

90）

認識障害なし、身体的な困難なし、主観的健康感が良好、
健康問題が多い、生活満足度が高い者であった 。
91）

ほかに、社会福祉領域や隣接領域においてニーズ概
念の定義を示したものとして、以下のものがみられる。

（6）

岡本：高齢者の社会活動とそれに対するフェルト・ニーズ（felt needs）
：実証的研究の提案

Johnson らは、「人または社会システムが、ある状況に

このように、ニーズは社会福祉において最も重要な概

おける適切な期待のなかで機能するために必要なもの」

念であるが、ニーズを決める絶対的な基準や判断は存在

とし、「あれば気持ちのよいものという欲求ではなく、

しえないといえる。しかし、実際に何らかの支援を適切

むしろ、人またはシステムが発展あるいは機能すること

に行う際には、ニーズを把握してそれに基づいて支援を

に重要なもの」としている 。イギリス保健省は、「特

行っていくことにかわりはないため、多くの者の合意が

定の機関や自治体によって判定された、個人が社会的な

得られるような基準の設定や判断をして、可能な限り妥

自立または生活の質を一定以上のレベルにまで到達、あ

当性の高いニーズ把握が行えるようにしていく必要があ

るいは維持または回復するために必要なもの」として

る。

98）

いる 。Baker は、「生きるため、幸福のため、成就の

本稿では、先行研究をふまえて、ニーズ概念の定義を

ために必要な、身体的、心理的、経済的、文化的、社

以下のようにしておく。ニーズは、「人が生活をしてい

会的なもの」としている100）。Stevens らは、「いくつか

くために必要なことに関して、ある望ましい基準から下

の点でヘルスケアから利益を得る能力」としている

方に乖離している、または、下方に乖離する恐れがある

99）

。

101）

Brewin らは、「ニードが存在する時は、『患者の機能が

という望ましくない状態にあり、その状態は社会的な支

ある最小の特定化された水準より下方にある時、または、

援により回復されるべきであると認められたもの」とす

下方にいく恐れがある時』、そして、『この状態が治療で

る。

きる、または、治療可能性がある時』」としている

。

102）

福祉社会事典によると、「ある主体にとって何らかの望
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フェルト・ニーズとその意義

ましい状態を想定することができるとき、その状態に照

ニーズ概念の議論において、「望ましくない状態」を

らしてみて何らかの客体が欠けている状態にあることを

どのような立場の者が判断するのかという問題が存在す

意味する」と示されている

る。この問題は、支援を行う側と支援を受ける側という

。

103）

このように、ニーズ概念についての言及や定義はさま

二者関係を用いて論じられてきた。支援を行う側が捉え

ざまである。しかし、これらを含んださまざまな議論を

たニーズは、ノーマティブ・ニーズ（normative needs）、

集約すると、ニーズ概念に含まれている共通の要素を抽

これに対して、支援を受ける側が捉えたニーズは、フェ

出することができる。それは、ニーズを捉える時に重要

ルト・ニーズ（felt needs）と呼ばれることがある。

となる、望ましくない状態にあるかどうかを決めるため

ノーマティブ・ニーズについて、Bradshaw は「専門

の何らかの「基準」のようなものと、その基準をみたし

家または専門職、行政官あるいは社会科学者が一定の状

ていない望ましくない状態に陥っている場合に、その状

況においてニーズと定義したもの」としている105）。フ

態を社会的支援により回復させるべきであるという「判

ェルト・ニーズについて、Forder は「実際とあるべき状

断」である。絶対的な「基準」を設定することができ、

態との間の不一致という個人の主観的な感覚」としてい

常に妥当な「判断」をすることが可能であれば、ニーズ

る106）。Bradshaw は、支援を受ける側が捉えたニーズを

を正確に捉えることができる。

さらに 2 つに分類し、欲求と同等のニーズとするフェル

しかしながら、絶対的な客観性をもってこの基準の設

ト・ニーズと、サービスを要求するというようにフェル

定や判断を行うことは不可能である。あることについて

ト・ニーズが行動に移されてそれが表明されたことをあ

基準を設定する際に、どこにどのような理由でそれを設

らわす表明されたニーズ（expressed need）を示してい

けるのか、どのような立場の者がそれを設定するのかと

る107）。本稿では、先行研究を参考にして108）109）110）、支

いう問題に加えて、数量化が困難なものもあるために、

援を行う側と受ける側という二者関係を用いてニーズを

絶対的な基準を設けようとすること自体が無理な場合も

2 つに分類することとし、前者が捉えたものをノーマテ

あるためである。判断についても、どのような立場の者

ィブ・ニーズ、後者が捉えたものをフェルト・ニーズと

が判断をするのか、すべての者が納得できるような判断

呼ぶこととする。

というものがあり得るのかという問題がある。これらの

これまで、ニーズを判断する者は専門家であり、フェ

ことに加えて、ニーズは、社会福祉の法律や政策、社会

ルト・ニーズは軽視される傾向があった。ニーズを評価

資源の利用可能性、地域ごとに求められているものによ

するのは専門家であることが自明視されている場合が多

って変化するという相対的な概念であることが

、ニ

かったこと111）、支援を受ける側の者は主にニーズを自

ーズを絶対的な正確さをもって捉えることができないと

覚したり表明することが困難な人々であったこと112）が

いうことに拍車をかけている。

その理由として考えられる。しかし、支援を行う際には、

104）
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後述する理由により、ノーマティブ・ニーズのみでは不

ある場合もあるため、フェルト・ニーズのすべてが最終

十分であり、フェルト・ニーズも十分に考慮したうえで、

的に判断されるニーズとなるわけではない。また、社会

最終的に判断されるニーズの把握に至ることが求められ

的にみて明らかに望ましくない状態にあるにもかかわら

るようになった

ず、当事者がそれを感じていなければフェルト・ニーズ

。

113）114）115）

ノーマティブ・ニーズのみでは不十分な理由について、

は存在しないこと、反対に、当事者は望ましくない状態

専門家が判断するニーズの視点は、文化、訓練、政策、

と感じていなくても、望ましくない状態にあると主張し

倫理、調査、個人的な価値観といった多様なものに影響

て社会的な支援を要求してくるという偽りがある場合が

を受けるために

あること、そして、当事者が望ましくない状態にあるこ

、常に完全ではないからである。そ

116）

して、フェルト・ニーズも重要視されなければならない

とを表明したがらないことがあげられる129）。

理由は、専門家の判断がすべてであるという権威的な考

以上のように、ニーズ概念を支援する側とされる側と

え方が批判されるようになったこと、ニーズを有してい

いう視点から分類すると、ノーマティブ・ニーズとフェ

るのは支援される者であるためその当事者がニーズを最

ルト・ニーズという概念があり、それぞれの視点から捉

もよく知っているのではないかということから

、専

えたニーズには、長所および短所があることが明らかに

門家が把握しきれない望ましくない状態を当事者が感じ

なった。したがって、どちらか一方のニーズのみでは正

ている場合が考えられること

、クライエントがいる

確なニーズ把握に至りにくいために、双方のニーズを吟

ところから始めるというソーシャルワークの原理がある

味して総合的に評価し、最終的に判断されるニーズを導

こと

き出すことが必要である。

119）

117）

118）

などがあげられる。わが国で2000年を前後に実

施されてきた社会福祉基礎構造改革において、利用者本
位ということが理念の 1 つとして強調され

以下に、ノーマティブ・ニーズとフェルト・ニーズの

、それ

本稿の定義を示しておく。先述した本稿のニーズの定義

が定着してきたことも、フェルト・ニーズを重視してい

の「人が生活をしていくために必要なことに関して、あ

く動きを加速させているといえよう。

る望ましい基準から下方に乖離している、または、下方

120）121）

しかしながら、ノーマティブ・ニーズと同様にフェル

に乖離する恐れがあるという望ましくない状態にあり、

ト・ニーズにも短所があり、フェルト・ニーズそれ自体

その状態は社会的な支援により回復されるべきである」

が真のニーズ（real needs）の測定となるわけではない（本

という部分について、それを「専門職や専門家が捉えた

稿では、「真のニーズ」は「最終的に判断されるニーズ」

もの」をノーマティブ･ニーズ、「その状態にある当事者

と同義的なものとする）122）。ニーズの議論では、望ま

が捉えたもの」をフェルト・ニーズと定義する。

しくない状態が回復されるべきであると社会的に認めら

支援を行う際には、可能な限りニーズを正確に把握す

れるものであるというニーズと、個人が望ましくない状

るために、このフェルト・ニーズを重視しなければなら

態と感じているが社会的な支援によって回復されるべき

ないのである。

と認められないデザイア（desire）、デマンド（demand）、
または、ウォント（want）という概念（本稿では、これ
らの概念をまとめてデザイアと示す）とを比較して、ニ
ーズ概念をより明確にしていくことが行われてきた。こ
れらのニーズとデザイアを比較した議論123）124）125）126）127）

Ⅳ．高齢者の社会活動に対するフェルト・
ニーズを取り入れた実証的研究の提
案
1

高齢者の社会活動とニーズ

をもとにニーズの特徴をみると、ニーズはデザイア

これまで、高齢者の社会活動とニーズ概念におけるフ

よりもみたすべきものであり、ニーズは充足されないと

ェルト・ニーズについて述べてきた。そして、高齢者の

比較的深刻な悪い影響が与えられるものであり、ニーズ

社会活動とフェルト・ニーズのそれぞれの意義について

は人間に必要なものであってデザイアは基本的には個人

もすでに示した。しかし、高齢者の社会活動とニーズの

の一時的な感情であり、当事者が必要であると認識して

関係については触れていないので、ここで述べておく。

いなくてもニーズは存在するのに対してデザイアは当事

高齢者の社会活動は、活動を行うことによるさまざま

者が何らかの形で認識している概念であるとまとめるこ

効果が報告され、老人福祉法や高齢者に対する政策など

とができる。

に示されていることから、これを推進していく根拠とな

128）

これらのことをふまえて、フェルト・ニーズの短所

っている。この根拠をさらに堅固にするものとして、人

をまとめると、フェルト・ニーズは、ノーマティブ・ニ

間の生活上のニーズを生活領域により分類したなかに、

ーズと一致する場合もあるし、それが単なるデザイアで

社会活動に該当するものがみられることがあげられる。

（8）

岡本：高齢者の社会活動とそれに対するフェルト・ニーズ（felt needs）
：実証的研究の提案

アメリカ・ソーシャルワーカー協会、Granger、岡村、

このような研究を行う意義は、以下のとおりである。

白澤は、それぞれ、人間の生活上のニーズを分類して

第 1 に、フェルト・ニーズの重要性はすでに述べている

いる（表 3 ）130）131）132）133）。これらの分類のなかで、社

が、人の生活を支援する際にフェルト・ニーズが重要な

会活動に該当するものをみると、アメリカ・ソーシャ

のであれば、人間の生活上におけるニーズの 1 つである

ルワーカー協会による分類では「余暇の満足な利用」、

社会活動に関する支援を行う際にもフェルト・ニーズを

Granger による分類では「自己表現と集団参加」および

重視しなければならないことは明らかである。

「信仰の自由」、岡村による分類では「文化・娯楽の機会」、

第 2 に、高齢者の社会活動への参加意向はある程度高

白澤による分類では「教育・文化・娯楽の機会を求める

いものの、その思いが実際の活動に結びついていない者

ニーズ」がそれにあたるとみなすことができる。

が少なくないことが指摘されている134）135）136）。社会活

表3

動への参加意向はあるが実際には活動できていないとい

人間の生活上のニーズ分類

う乖離を埋め合わせていくことが課題とされていること
から137）138）、このような乖離の状態にある者はどのよう
な特徴を有しているのか、高齢者の思いが実現されるこ
とを阻害している要因は何かを明らかにし、その要因を
考慮して効果的な支援方法を検討していく必要がある。
第 3 に、2001年12月に策定された新たな高齢社会対策
大綱において、横断的に取り組む課題の 1 つに「多様な
ライフスタイルを可能にする高齢期の自立支援」が設定
されている。そのなかで、高齢者がさまざまな生き方を
主体的に選択することができるように配慮した支援の必
要性が指摘されている。
第 4 に、高齢者自身の社会活動に対する意欲といった

このように、社会活動は、高齢者のみならず人間の生

思いを把握してそれに対応していくことは、主観的幸福

活において必要なものであることが示されたことから、

感を高めたり生きがいに結びつける支援をより効率的に

高齢者に対する社会活動の支援が推進されていること

行うことにつながることが期待されている139）140）。

は、人間の生活におけるニーズの視点からみても妥当な
ことであるといえる。

これらのことを考慮に入れて実証的な研究を行うため
には、単に社会活動の関連要因を検討するのではなく、
社会活動に対するフェルト・ニーズを取り入れたうえで

2

社会活動に対するフェルト・ニーズを取り
入れた実証的研究の提案

関連要因を明らかにしていかなければならない。
高齢者の社会活動に対するフェルト・ニーズの定義は、

高齢者の社会活動をテーマとした実証的な研究は、主

本稿で示したフェルト・ニーズの定義を応用すると、「高

に、社会活動の有無や活動の程度を従属変数として、こ

齢者の社会活動に関して、ある望ましい基準から下方に

れに関連する要因を明らかにするという方法で行われ

乖離している、または、下方に乖離する恐れがあるとい

てきた。これにより、活動をしている者としていない者

う望ましくない状態にあり、その状態は社会的な支援に

の間にどのような違いがあるのかを検討することができ

より回復されるべきであると、高齢者本人が捉えたもの」

る。しかしながら、この方法では、当事者が社会活動に

とすることができる。しかし、実際の調査において、質

ついてどのように捉えているのかという視点が含まれて

問票あるいはインタビューにより尋ねる際に、「社会活

おらず、社会活動に対するフェルト・ニーズを無視した

動に対する望ましい基準から下方に乖離しているかどう

枠組みになっている。

か」という直接的な尋ね方を高齢者に対して行うという

そこで、以下では、高齢者の社会活動における関連要

方法は、非常にわかりにくく現実的ではない。そのため、

因を明らかにする際に、社会活動に対するフェルト・ニ

実証研究をすすめていくためには社会活動に対するフェ

ーズを取り入れて実証的な研究を行うことを提案する。

ルト・ニーズを操作化し、わかりやすい尋ね方を検討し

利用者本位の重要性が確認されてきた昨今であるが、こ

て把握していく必要がある。

のような実証的な研究は極めて少なく、今後、これをす
すめていく必要がある。

東京都老人総合研究所の社会福祉部門は、高齢者介護
サービス・ニーズの研究において、「現に充足されてい

（9）
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る介護要求と期待され得る介護要求の充足水準の間の格

は活動できていないという乖離を埋め合わせていくこ

差」を具体的な質問項目によって把握することは困難で

と」が課題とされていることに着目し、まず、社会活動

あるとしながらも、操作的な把握を可能とするために、

への参加意向がある者のみを抽出し、そのなかで、参加

一方の軸に、高齢者の身体的・精神的障害の程度から

意向があり、かつ、実際にも活動しているという「フェ

類推される介護要求の程度を置き、もう一方の軸に、そ

ルト・ニーズ充足群」と、参加意向があるにもかかわら

の介護要求の充足に支障をもたらす家族状況の程度を置

ず実際には活動できていないという「フェルト・ニーズ

き、この双方の軸の交差から形成される介護要求の不充

未充足群」という 2 群に分類し、この 2 群に分類される

足の状態ないし程度を「問題」として把握する方法を用

要因を検討するものである（表 4 ）。この方法の長所は、

いている

社会活動への活動参加意向があるという同一の特性を持

。そして、家族介護者の高齢者介護サービ

141）

スに対する主観的ニーズを把握する際には、一方の軸に、

つ集団が、なぜフェルト・ニーズが充足される群とされ

専門家が判断した各種サービスの必要性を置き、もう一

ない群に分かれてしまうのか、その要因を検討できると

方の軸に、家族介護者の各種サービスの利用希望を置い

いうことである。この方法の留意点は、社会活動への参

て、この双方の軸の交差から形成されるカテゴリーを用

加意向がある者のみを抽出して分析するために、参加意

いている142）。

向がない者は分析から除外されてしまうということであ

このような 2 つの軸を用いてニーズを把握した研究を
ふまえて、先述した「社会活動への参加意向はあるが実
際には活動できていないという乖離を埋め合わせていく

る。
表4

社会活動に対するフェルト・ニーズを把握する方法その 1

こと」が課題とされていることに鑑みると、「参加意向
がある」と「実際には活動できていない」という 2 つの
部分を組み合わせてフェルト・ニーズを捉えるという 1
つの方法を提案することができる。一方の軸に、社会活
動に対する活動参加意向の有無を置き、もう一方の軸に、
実際の活動の有無を置く。社会活動への参加意向がある

第 2 の方法は、活動している者すべてを「活動群」と

者が、実際に活動に参加している状態を「ある望ましい

捉え、活動していない者を、参加意向はあるが活動でき

状態」に到達していると考え、それに対し、「活動して

ていない「フェルト・ニーズ未充足群」と、活動参加意

いない」という状態にあれば、「ある望ましい状態」に

向がなく実際に活動もしていないという「自発的非活動

到達しておらず、下方に乖離している状態にあるとみな

群」に分類し、これらの 3 群の特性を比較して、「フェ

すことができる。つまり、社会活動に対するフェルト・

ルト・ニーズ未充足群」の特性を検討していくというも

ニーズを「社会活動への参加意向はあるが、実際には活

のである（表 5 ）。この方法の長所は、第 1 の方法と異

動していない状態にあること」と操作的に定義し、把握

なり、調査対象者は、回答を拒否しない限り、この 3 群

しようとしている具体的な社会活動の項目に対して、そ

のいずれかに属することになるため、分析から除外され

の活動への参加意向と実際の活動状況それぞれを尋ねる

てしまう者がいないということである。この方法の留意

のである。

点は、この 3 群を多変量解析により分析する場合は、こ

先に、フェルト・ニーズの短所の 1 つとして、当事者

の 3 群のうちいずれかの群に属する人数が極端に少ない

が望ましい状態にあることを表明したがらないこと、つ

と、統計学上その分析が困難となる可能性が考えられる

まり、フェルト・ニーズを有していてもそれを表明しな

ことである。したがって、この方法を用いる場合は、調

い場合があることを指摘した。実証的な研究において、

査対象者数をある程度確保する必要がある。

このような表明されないものを測定することはできな
い。したがって、本稿で提案する方法においては、フェ

表5

社会活動に対するフェルト・ニーズを把握する方法その 2

ルト・ニーズを有するかどうかを把握する過程において、
活動参加意向がある者は必ずそれを調査実施者に表明し
ているものとみなす必要があることを指摘しておく。
この社会活動に対するフェルト・ニーズの捉え方をも
とにして、簡便な 2 つの枠組みを提示することができる。
第 1 の方法は、「社会活動への参加意向はあるが実際に
（10）
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ニーズを取り入れた実証的研究を行うための簡便な方法
を、本稿では 2 つ提案した。この 2 つの方法はいずれも

, 735-744（2003）
Menec, V. H.: The Relation Between Everyday

7

留意点を有している。しかし、社会活動に対するフェル

Activities and Successful Aging: A 6 -Year

ト・ニーズの未充足群と他の群を比較することにより、

Longitudinal Study, Journal of Gerontology: SOCIAL
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高齢者の社会活動とそれに対するフェルト・ニーズ（felt needs）
：実証的研究の提案
岡本

秀明

要旨：人口高齢化が急速に進行しているわが国では、高齢者の社会活動に対する支援が重要な課題の 1 つとなって
いる。高齢者の社会活動に関する実証的な研究は、関連要因を明らかにする研究が行われているが、社会活動に対
するフェルト・ニーズを考慮した研究は非常に少ない。社会活動のフェルト・ニーズは、高齢者本人が捉えた社会
活動に対するニーズである。本稿では、高齢者の社会活動の関連要因を研究する際に、社会活動に対するフェルト・
ニーズを取り入れた実証的な研究を行うことを提案するものである。まず、高齢者の社会活動の概念や実証的な先
行研究を整理し、フェルト・ニーズの概念とこれを重視する必要性を論じた。そして、社会活動への参加意向と実
際の活動状況という 2 つの軸を用いて、社会活動に対するフェルト・ニーズを把握する方法を提案した。この方法
を用いた実証的な研究を行い、社会活動に対するフェルト・ニーズが充足されていない集団の特徴を明らかにし、
それに対する効果的な支援方法を検討していくことが求められる。
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