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若者の地域移動 と居住志向
一 生活意識に関する計量分析一

中 山 ちなみ

1は じめに

高度経済成長 は、農山漁村 を中心 とする地方人口の大都市への急激な流出をもた らした。

地方で農業な どに従事 しつつ雇用の機会 を求めていた人びとが、新規学卒者 を中心 に、あ

るいは挙家離村 とい うかたちで、第2次 、第3次 産業 を主産業 とする都市 に労働力 として大

量に組み込 まれてい ったのである。 日本の農山漁村地域 において人口流出現象があらわれ

は じめたのは昭和35年 前後からであるが、昭和40年 国勢調査結果が公表されるにお よんで、

この ことが深刻 な社会問題 としてクローズアップされるようになった。昭和42年 に公文書

としては じめて 「過疎」 という言葉 が用い られω、昭和45年 には10年 間を期限 とした 「過

疎地域対策緊急措置法」が施行 された。この失効後、同 じく10年 間の期限で、昭和55年 の

「過疎地域振興 特別措置法」、平成2年 の 「過疎地 域活性化特 別措置法」 と続 き、今 日に

至っている。

現在 は第2期 の過疎 時代 といわれる。国や 自治体 の過疎対策 事業や、地元の人び とによ

る地域活性化への取 り組みなどによって、ひところの急激 な人口減少にも歯止めがかか り、

人口減少率は鈍化 した。過疎地域の社 会減傾向は依然 として続 いているが、転出者数 が減

少 して きてお り、社会減少率は小 さ くなる傾向 にある(図1)。 しか しその一方で、自然

減少率 は次 第に大 きくなってきてい る(図2)。 その原因は高齢化 にある。過疎地域 には

若者が少 なく(図3・ 図4)、 子 どもを産む世代である20歳 ～39歳 の女子人口比率 も総 人口

㈲「経済社会発展計画」(昭 和42年3月閣議決定)で 公文書において 「過疎」 という言葉が

はじめて用いられ、次いで 「経済審議会地域部会報告」(昭 和42年11月)に おいて過疎の定義がな

された。この経済審議会地域部会報告 「高密度経済社会への地域課題」には、次のように記されて
いる。 「都市への激 しい人口移動は、人口の減少地域にも種々の問題を提起 している。人口減少地

域における問題を 「過密問題」に対する意味で 「過疎問題jと よび、r過 疎」を人口減少のために
一定の生活水準を維持することが困難となった状態、たとえば防災、教育、保健 などの地域社会の
基礎的条件の維持が困難になり、それとともに、資源の合理的利用が困難となって地域の生産機能
が著しく低下することと理解すれば、人口減少の結果、人口密度が低下 し、年齢構成の老齢化がす

すみ、従来の生活パターンの維持が困難となりつつある地域では、過疎問題が生 じつつあると思わ
れる」[山 本,1996:2]。
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82 中山 若者の地方生活志向

の17.5%と 、全国の36.7%と 比べ て明 らか に低 いのである(2)。この よ.うないびつな年齢構

成 を持つ過疎地域の中には、地域社会 を維持す るための基本的 な労働力の確保ができず、

崩壊の危機 に直面 しているところもあるという。

図1人 ロの社会増減の状況

1出典】 自治省 「住民基本台帳に基づ く全国人口 ・世帯数表、人口動態表」 による。

(r過 疎対策の現況(平 成8年 度版)」33頁 よ り作成)

図2人 ロの自然増減の状況

出生率

自然増減率

死亡率

註)1昭 和45年 度、50年 度 は人口動態統計、その他 は住民基本台帳 に基づ く全国人口 ・世帯数表、人ロ動態表に よる。

2昭 和45年 度には沖縄を含んでいない。

3過 疎地域の昭和45年 度 一59年 度には、昭和61年4月1日 追加公示の7団 体を含んでい ない。

【出典】r過 疎対策の現況(平 成8年 度版」)32頁 よ り作成。

(2〕数 値 は平 成7年 国勢調 査 によ る[「 過疎 対 策の 現況(平 成8年 度 版)」31頁]
。
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中山 若者の地方生活志向 A3

図3年 齢階層別人口構成比の推移

1過 疎 地 域} 制K

【出典】国勢調査 による{『 過疎対 策の現況 〔平成8年 度版)』38頁 よ り作成}

図4高 齢者比率及び若年者比率の推移

通疎地域高齢者比率

令国若年者比率

令国高齢者比率

過疎地域若年者比率

【出典】国勢調査 による(『 過疎 対策の現況 〔平成8年 度版)』42頁 よ り作成1

また、多 くの過疎 市町村をかかえる県の人口流出の大部分が 、若年層の流出によること

が指摘 されている[大 友,1996:110-113]。 このことはかつても今も変わらない。人lI流 出

は15歳 ～24歳 の層で特 に多 くなっている。 しか し高齢化が進 んだ現在、過疎地域からの若

年層の流出はかつてよりもさらに深刻 な問題 を呈しているともいえる。若者の絶対数が少

ない現在、地域社会の高齢化 をさらに助長す る若年層の 人口流川は、地域社会の崩壊 をも
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引 き起 こしかねないからである。

このような若者を中心 とした地方か ら大都市への人口の流れが構造的に存在する一方で、

大都市か ら地 方へ という流れが近年静かなブームになっている。帰還移動 としてのUタ ー

ンやJタ ー ンばか りでな く、都市で生 まれ育った人が地方へ移 住する1タ ーンという言葉

も生み出され、田舎暮 らしや新規就農 に関する本や雑誌 もよく見かけるようになった。表

1は都道府県間移動の類型別の比率 を示 したものであるが、 「大都市圏か ら非大都市圏へ」

と 「非大都市 圏から大都市圏へ」の移動者の比率が1994年 ではじめて逆転 してお り、 ここ

からも最近の 「地方生活志向」の高 まりをうかが うことがで きる。

表1移 動流の類型別都道府県間移動者の割合(1955～94年)

註)大 都市圏:東 京圏(東 京都、埼玉県、千葉県及び神奈 川県)、 名古屋圏(愛 知県、岐阜県及び三重県)、

及 び大阪圏(大 阪府、京都府、兵庫県及 び奈 良県)を いう。

非大都市圏:上 記以外の道県をいう。

【出典】総務庁統計局r住 民基本台帳人口移動報告」 (大友篤 「日本の人口移動」91頁 より作成)

若者の地域移動を考えるときには、彼 らのおかれている生活 の状況や、彼 らの希望 して

いる生活 についての意識 をみることが不可欠であろう。地方で暮 らしたいと思 う都会人は、

都市の生活 を何 らかの意味で望ましくない もの と考 え、地方で生活 したい と考える。 大都

市で生活 した いと考 える地方人は、地方の生活状況に困難を感 じ、都市への脱出をはかる

か もしれない。 どの ような理由で移動がな されたとしても、地域移動は個 人の生活全体 に

何 らかのかた ちで影響する。職場の変更によってなされる地域 移動は、同時に居住の あ り

ようや、余暇のあ りようにも影響 し、居住地の変更は多 くの場 合、職業や余暇のあ りよう

も変化 させるのである。

本稿は、現 在大都市圏に住 む若者の将来希望する生活についての意識を、生活構造論の

枠組みを用いて考察 しようとする試みである。生活構造の用法 は非常 に多岐に渡るが、基

本的には次の ようなアプローチである といって よい。すなわち、生活全体 をい くつかの要

素や領域 に分 け、生活主体である個人に焦点を当て、個 人が生活の さまざまな場面におい
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て どのような社会関係 を取 り結んでい くのか とい うことが分析 の対象 とされるのである[中

山,1997]。 この ような試みが従来の地域移動研究において行われなかったわけではない。

しか しそれ らの多 くは、個人の生活 よ りもむ しろ地域社会のあ りように重点を置 くもので

あったといえ る。例 えば新規住民の地域社会への定着過程の研 究では、地域社会で生 活す

る個人という側面が強調 され、移動 と他の生活領域 との関係についてはほとんど明 らかに

されてこなか った。その結果 として、地域移動 というものが個 人の生活全体にとって どの

ような意味 を持つのかという本来的な問題が見 えに くくなって しまっているように思 われ

るのである。多様 なライフスタイルが存在する現代では、地域 社会を中心 とした枠組みが

個人の生活の多様性 に対応できな くなって きていることは否定で きない。地域社会生活 も

含めた生活全体をとらえ られるような分析枠組みが必要となる。本稿 は、生活 を職業生活 ・

居住生活 ・余暇生活 という3つ の要素からとらえる立場 をとる。そ して若者 がこれら3つ の

生活 について どの ような意識 を持 ってお り、どのようなライフスタイルを望 ましいと考 え

ているのか とい うことを、地域移動の問題 と関連 させ なが ら明 らかにしていこうとす るも

のである。

分析 にあた っては、大学生の移動志 向に焦点 を当てて議論 を進めることにしたい。 若者

の地域移動では就学による移動が大 きな位置 を占める。移動要因を年齢別にみると、男女

とも15歳 ～19歳 では移動理由の第2位 、20歳 ～24歳 でも第3位 であ り、就学が職業上の理由

や結婚 などと並 んで若者の主要な移動要因の1つ になっている。そ して この就学に よる移

動の多さは、高等教育機関が大都市 に集中 してい るために、若者人口の地方から大都市へ

向かう流れを必然的に作 り出 している(表2・ 表3)。 しか し、大都市に学ぶ地方出身の大

学生のすべてがそのまま都市 に住み続 けるわけで もない。卒業後、地元の地方に帰る人 も

少なか らず存在する。大学 にはまた大都市出身者 もい る。その 中には卒業後、そのまま都

市で生活 しようとす る人もいれば、都市生活を望 まない人 もい る。 したがって大学は、都

市や地方か らの若者が集 まり、都市や 地方に若者 を振 り分ける結節点のようなもの と考 え

ることがで きるのである。

以下 では、1995年11月 に京都 ・奈良の4つ の大学で実施 した 「大学生 の生活意識 に関す

る調査(3)」の結果 をもとに、現在大都市圏で生活する大学生が大都市 や地方に住む ことに

対 してどの ような志向性 を持 っているのかについて分析を行 う。地方志向を 「大都市 の生

(31本調査 は1～刃5年11月 に奈 良 ・京 都 の4つ の大 学 で
、社 会学 の 講 義 時 間中 に受講 者 全 員 を対

象 と して 実 施 された もの であ る。 そ の 内訳 は、奈 良 女 子 大学125名 、奈 良 大 学89名 、同志 社 大学125

名 、京 都大 学27名 の計366名 で あ り、男 性100名 、 女性2衡 名 とな って い る。 また 自宅 か ら通学 して い

る学 生は176名 で、残 りの190名 は下宿 や寮 な どで 生活 す る 自宅外 生 で ある。

京都社会学年報 第6号(1998)



86 中山 若者の地方生活志向

活よ り地方の生活を好 む傾向」、都市 志向をその逆 ととらえた場合、都市や地方への志向

性が どのような構造を持 ってお り、 どのような要因に規定 されているのかを明らかに して

いきたい。 さらに今 日の流動層 をめ ぐる問題についても考 えてい きたい。

表2男 女、年齢、最重要移動理由別市町村間移動者数の割合(1981年7月 ～1982年6月)

註)1)家 族 関係のほかに結婚 を含む。

2)環 境上の理由のほかに通勤通学 を含む。

【出典】国土庁計 画 ・調整局 「我 が国の人口移動の実態」1982年(大 友篤r日 本の人口移動』147頁 よ り作成)

表3移 動流、最重要移動理由別移動者数の割合(1981年7月 ～1982年6月)

註)1)移 動理由不明 を含む。

2)大 都市圏内移動及び大都市圏間移動 に含 まれ るものを除 く。

3)こ こでい う大都市圏 とは、統計局が設定 した京浜大都市圏、京阪大都市圏、及び中京大都市圏 をい う。

【出典】国土庁計画 ・調整局r我 が国の人口移動の実態」1982年(大 友篤r日 本の人ロ移動」143頁 よ り作成)
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2地 方志向性の構造

2-1地 方志向 と都市志向の現状

まず、現在 大都市圏で生活 している大学生が、将来の居住地 について どの ような志 向性

を持 っているのか をみることにしよう。居住志向を測定す る項 目として、 「大都市圏(東

京圏 ・京阪神 圏)」 「中核都市(札 幌 ・仙台 ・名古屋 ・広島 ・北九州 ・福岡)」 「地方の

県庁所在都市」 「県庁所在都市以外 の地方都市」 「地方 の町村」 という5段 階の地域 を設

定 した。これ らの地域 に、か りに居住 地を自由に選択で きるとしたらどの程度住みたい と

思 うかについて、 「とて も住みたい」 「やや住みたい」 「どち らで もよい」 「あ まり住み

た くない」 「絶対 に住みた くない」の5つ の選択肢 から、項 目ごとに1つ ずつ選んでもらっ

た。そ してこの ように して得 られた 回答を、 「とて も住 みたい」 に5点 、 「絶対に住 みた

くない」 に1点 を与 え、'1点から5点 に得 点化 したものをそれぞれの居住志 向得点 と した。

表4は 、各居住志向得点の平均や標準偏差などを示 した ものである。

表4居 住志向得点の平均、標準偏差および最小値 ・最大値

註)居 住志 向得点 とは、大都市圏か ら地方町村までの5項 目についてそれぞれ どの

程度住みたい と思 うかを5段 階で尋ね、 「とても住みたい」に5点 、 「絶対に住

みた くない」 に1点 を与えて得点化 した ものである。

居住志向得点が最 も高いのは中核都市であ り、県庁所在都市、大都市圏 と続 く。地方町

村の得点は最低 になってお り、やは り大都市圏に住 む若者は一般 に都市部を志向する傾向

があることが わかる。ただ し、大都市圏や地方町村では標準偏 差値が大きくなってお り、

大都市圏を志向 しない人や地方町村 を志向する人 もいるとみられるため、若者は都市志向

であるとの結論を下すのはやや早計にす ぎる感が ある㈲。そ こで、 図5の 各居住 志向の分

布か ら、 もう少 し詳 しく彼 らの志向性についてみてみよう。

(4地方 に住 ん で い る若 者 につ い て も
、東 京 圏 に 住 みた い と考 え て い る 人の 比率 は上 の 世代

と比 較 して 高 くな って い るが 、 それで も若 者全 体 の 中の2割 ～3割 程 度 にす ぎない(表1)。

京都社会学年報 第6号(1998)



88 中山 若者の地方生活志向

図5各 居住志向の分布

大都市圏

中核都市

県庁所在都市

地方都市

地方町村

(364) 

(363) 

(362) 

(363) 

(361)

絶対に あまり

住みたくない 住みたくない どちらでもよい やや住みたい とても住 みたい

表4で 居住志 向得点 の最 も高か った中核都市は、 「とて も住 みたい」 「やや住みたい」

という回答 を合わせた割合が最 も高 く、 「絶対 に住みた くない」 「あま り住みたくな い」

の割合 は最 も低 くなってい る。県庁 所在都市は、 「どち らで もよい」 とい う回答が約4割

を占め、 「とても住みたい」 という回答の割合の比較では、大都市圏の方が上回っている。

しか し大都市圏の場合は、 「絶対に住みたくない」 「あま り住みた くない」 という回答が、

地方町村 に次 いで多いため、全体 として居住志向得点 を低下させ る結果 となっている。つ

まり、大都市 は一部の若者を強 く引きつける一方で、他の一部の若者にとっては魅力 のな

い存在 ということになる。地方都市は、 「どちらでもよい」 とい う回答が多 く、県庁所在

都市 と類似の傾向を示 しているが、県庁所在都市 よりも 「住みた くない」方向に分布が シ

フ トしている。地方町村は、半数近 くの人が 「住みた くない」 としているが、 「とて も住

みたい」 「やや住みたい」 という人 も合わせて4分 の1程 度存在することがわかる。

では次 に、居 住志向得点 間の相関係数か ら、 これら5つ の居住志向の 関係をみる ことに

しよう(表5)。 大都市圏 ・中核都市 と、地方都市 ・地方町村 との間には、負の相 関関係

がみられる。すなわち、大都市圏や中核都市 を好む人は、地方都市や地方町村 を好 まない

傾向があ り、反対 に地方都市や地方町村 を好む人は、大都市圏や中核都市を好 まない傾向

があることが わかる。表4や 図5か らは、全体 として都市部を志向す る若者が多 くみられた

のであるが、 この結果により、都市 と地方との比較 において よ り地方を好む若者の存在 を

確認す ることがで きるのである。
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表5居 住志向間の相関

もちろん、居住志向は 「都市か地方か」 とい う次元ですべて説明されるものではない。

「都会 も田舎 もいやだ」 とい う人 もいれば、都市か地方か とい うこととは無関係に故郷 を

愛す る人 もいるのである。そのような個々のケースを見落 とす ことはもちろんできない。

しか しながら、大都市 と地方への志向性の間に負の相関関係が みられたことにより、 「都

市か地方か」 とい う次元 もまた、若 者にとって居住地選択 の主要な基準の1つ であ ること

が明 らかになったとい えるだろう。

以下 では、ここで見出された都市 志向と地方志向 とい う相対立す る2つ の志向性 が、 ど

の ようにして形成 されるのか、 また、 どのような意識 との関連 が深いのかとい うことにつ

いてみてい くことにしよう。

2-2地 方志向尺度の構成

若者が都市志向であるか、地方志向であるか とい う分析を進 めていこうとする場合 に必

要 となるのは、その志向性 を測定するための尺度である。ここでは 「大都市の生活 よ り地

方の生活 を好 む傾 向」 と しての地方志 向尺度 を構成 し、彼 らの居住への志向性 をとらえる

ことにする。尺度 には表4の 結 果をふ まえて県庁所在都市 を除外 し、相互に相関の高い大

都市圏、中核都市、地方都市、地方町村の4項 目を用いる。 これらは表5で みた ように、す

べて1点 か ら5点 までに得点化 されている。

まず、大都市圏 と中核都市の得点の合計 を都市 を好む傾向 とし、地方都市と地方町村の

得点の合計 を地方を好む傾 向とする。 したが って、都市 を好 む傾向 も地方 を好む傾 向 も、

それぞれ2点 か ら10点の範囲 をとり、得点が高いほどその傾 向の強いことを意味 している。

ただ しここで 測定 しようとす るのは 「地方の生活 を好む傾向」 としての地方志向性 である

か ら、都市を好む傾向の得点は、地方志向性 とは逆方向の傾向 を測定 していることになる。

そ こで、都市 を好む傾向の得点にマイナスを与え、一(大 都市 圏+中 核都市)+地 方都市

+地 方町村の 合計得点を地方志 向尺度 とす る。すなわちこの尺度 によって、地方志向性 は

一8点～8点 の間で測定 されるこ とにな り、得点が高いほ ど地方志向が強 く、得点が マイナ
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スになれば都市志 向であることを意味する。

次に、この地方志向尺度が尺度 として適切であるかどうかを検討することに しよう。尺

度の一次元性 については、主成分分析結果、項目得点 と総得点 との相関、および総得 点の

上位群 と下位群 による各項目の得点平均の差の検定(G-P分 析)結 果か ら、尺度 の信頼

性につ いては、信頼性係数 αの値か ら判断する。まず、尺度の4項 目を主成分分析 にかけ

て第1主 成分の寄与率 を調べ ると、第1主 成分で全 変動の50.9%を 説明で きるとい う結果が

得 られた(表6)。 また、項 目一得点相関はいずれ も1%水 準 で高い相関 を示 してお り、地

方志 向尺度得 点の上位 群(25%)と 下位群(25%)に よる各項 目の得点平均の差 も、0.1

%水 準で有意であった(表7)。 これらの結果から、地方志向尺度の一次元性については、

ある程度保証 されたということができるだろう。

表6地 方志向尺度4項 目の主成分分析結果と項目間の相関

表7地 方志向尺度4項 目の平均、標準偏差、項目一得点相関および

G-P分 析結果

註)項 目一得点相関は、各項 目と当該項 目を除いた他 の項 目による合計得点 との相関

係数。Dは 、得点上位群(25%)の 平均か ら下位群(25%)の 平均 を引いたもので

ある。

一方
、地方志向尺度の信頼性係数 αは.6700と 算出 され た。これは通常信頼性の下限値

とされる α〉.80を満たす ものではないが、 α係数の値は項目数にも依存するため、4項 目

という少 ない項目数でのこの値はじゅ うぶんに高い と考 えられ る。上の主成分分析、項目

一得点相関、 およびG-P分 析結果と、 この信頼性係数から総合的に判断すると、地 方志

向尺度 は尺度 として用 いるための条件 をほぼ満たす もの といえる。
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2-3地 方志向のライフスタイル

2-3-1ラ イ フ ス タ イ ル の 概 念

居住地選択 の問題は、ライフスタイルの問題 と切 り離 して考 えることはできない。 多 く

の人は、 自分が どのような生活を したいのかについて何 らかの イメージを持 っている。そ

して、望 ましい生活 とそれが行 われる場所 とはしばしば対応 させて考え られる。各人が思

い描 くライフスタイルを実現 させ るこ とが可能だと判断されるからこそ、居住地として地

方あるいは大都市が選択 されるのであ る。 したが って、ライフスタイルは居住志向を方向

づける重要な要因 として位置づけられ る。

ここで、ライフス タイル とい う概念について簡単 に整理 しておきたい(5)。この概念の根

底にあるのは、何 らかの価値意識 に支 えられた主体の生活行動が、一貫 した様式あるいは

型 として表出 されるという認識である。人びとは 「こんな生活が したい」 という志向性 に

方向づけられて、多様 な選択肢の中か ら自分 にとって望ましい行動を選び出す。望 ましい

生活のあ りよ うが思い描かれ、それに基づいて個 々の行動が選択 され、それらの行動 が組

み合わせ られ ることによって、個人に とっての一貫 した生活行動のパ ターンが作 り上 げら

れるのである。ライフスタイルは、このパ ターン化 した行動 と、その行動 を背後で支 える

価値意識 とい う異なる次元の要素 をと もに含 んだ概念であるといえる。本稿では、概念上

の混乱を避 けるためにライフス タイルに含 まれる行動 と価値意識 とを区別 し、パ ター ン化

した行動の側面 を 「ライフスタイル」 、行動 を背後で支える価値意識の側面 を 「ライ フス

σ牡 会 学 にお け るラ イ フス タ イ ルの概 念 は
、 ひ とつ に は ウ ェー バ ーの 身分 論 に 由来 す る と

い われ る。 彼 は階級 と身分 を概 念 的 に区 別 して、 「身分 は 、特 定 の 生活 様式(Lebensf睦hrung)に 表

現 される財 の消 費 の原則 に した が って 成層 化 され る」 とい うラ イフス タイル概念 の用 い方 をした[松

本康,1986:194]。 つ ま り、 個 人の財 の消 費 を と もな う行 動が 、社 会経済 的 地位 で あ る階級 の み に よっ

て は じゅうぶ ん に説 明 されな い とい う認識 が 、 こ の概 念 成立 の背 景 に存 在 して い る。今 日のわ が 国

にお ける ラ イフス タイル論 に は、 この ウェー バ ー 流 の用 法 を踏襲 ・拡 張 した もの が多 くみ られ る。

例 えば マー ケ テ ィ ン グ論 にお いて は 、そ れ までの 人 口学 的要 素(年 齢 ・性 ・居住 地 な ど〉や 社会 経

済的 要素(所 得 ・職 業 ・学 歴 な ど)と い った個 人 の属 性 で は、人 び との 消費 者行 動(財 選 択 ・銘 柄

選択 ・店 舗 選択 な ど)の 説 明要 因 と して じゅ うぶ ん に説 明力 を持 た な くな った こ とか ら、 それ にか

わ る説明 変 数 と し て ライ フス タ イルが注 目 を集 め る よ うに なった 。 また クオ リテ ィ ・オブ ・ラ イ フ

研 究 も、 「同 じ地 域 に住 ん で いて 同水準 の 生活 環 境 で 暮 ら してい るの に生 活 満足 感が 人 に よっ て異

な るの を どう説 明 す るの か」 とい う問 い に答 え る ときに 、 ライ フス タ イルの概 念 を持 ち出 さざ る を

え ない と してい る[松 本 洗,1986:40]。 す なわ ちそ の際 に 、購 買の選 好 パ ター ンや 要求 水 準 の ちが い

は、 さか の ぼれ ば それ は ラ イフ ス タイル の ちが い にな る とい う説明 が な され るので あ る。

この ウ ェーバ ー の ライ フス タ イル概念 は、財 の 消 費 とい う行 動 と、 そ の行動 を背 後 で支 える生 活

態 度(LebensfO㎞ng)と を未 分 化 の ま ま含 ん だ もの とい え る。 そ のた め 、従 来 の ラ イ フス タイル研

究 におい て は、行 動 の側 面 に よ り注 目す る立場 も 、価値 意 識 の側 面 に よ り注 目す る立 場 もと もに存

在 す るこ とに な ったが 、そ の こ とが この概 念 の理 解 を一層 困 難 な もの に してい る とい え る。
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タイルへの志 向性」 とよぶことに したい。 また、職業生活 ・居住生活 ・余暇生活の枠 組み

に対応させる意味で、ここでは職業行動 ・居住行動 ・余暇行動 の総体 をライフスタイルと『

して規定する。

では、地方志向の若者が望 ましいと考えているライフスタイルとは具体的にどのよ うな

ものなのだろ うか。以下では地方志向のライフス タイルの内容 を示すことにする⑥。

2-3-2職 業生 活 と居住 生活

まず、職業生活 と居住生活 についてみることに しよう。表8・ 表9は 地方志向尺度 と、職

業 ・居住生活の各項 目の得点 との相関係数を示 した ものである。

職業生活の項 目は、 「農業 ・漁業」 「地域の伝統的な産業」 「大企業」 「国家公務員」

「専門職」の5つ である。'それぞれ 「とて もしたい」か ら 「絶対にした くない」までの5段

階で回答 され ている。これらに 「とて もしたい」に5点 、 「絶対 にしたくない」に1点 を与

えて、1点 か ら5点 の範囲で得点化 した ものを職業志向得点 とした。

これ ら5つ の職業志 向の うち地方志向性 との関連 が深いのは、農業 ・漁業、地域伝統産

業、大企業の3項 目であ り、 とりわけ前2者 との相関が高い。すなわち、地方志向の職 業生

活 とは、農業や漁業の ような第1次 産業や、地域の伝統的な産業 に従事することで あ り、

大企業への就職 は好 まれていないことがわかる。

表8地 方志向性と職業生活

註)職 業志 向得点 とは、それぞれの項 目について 「絶対 にした くない」か ら 「とても したい」

までの5段 階で得 られた回答 を、1点 か ら5点 に得点化 した ものであ る。

一方
、居住生活の項 目は、 「望 ま しい居住環境」 「近 隣関係」 「地域参加態度」の3項

目である。居住環境は(a)交 通の便 がよ くサービスや施設が利用 しやすいこと、(b)

自然環境がよ く落ち着いて暮 らせ るこ と、のどちらを重視するか を尋ねたものである。近

隣関係は、将来 どのような近所づきあいをしてい きたいと思 うか について、最 も疎遠な 「近

所づ きあいはできるだけしない」から、最 も親密な 「個人的な悩みごとなども相談で きる

⑥た だ し
、 こ こで 問題 と され るの は大 学 生 の卒 業 後 の ラ イフス タイル と居 住 地 で あ るため 、

厳 密 な意味 では 、 ラ イフス タイルへ の志 向 性 と居 住 志 向性 との 関連 が分 析 され る こ とに なる。.同様

に、 の ちに構 成 され る地 方 的 ラ イフス タ イル尺度 が 測定 す る もの も、地 方的 ライ フス タ イルへ の志

向 性 であ る。
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ようなつ きあい」 までの5つ の選択肢項 目の中から1つ を選択す るというものである。地域

参加態度は、 「住 んでいる地区や町内でお祭 りや催 し物があった場合、積極的に協力 した

方が よい と思 うか」について尋ねた ものである。いずれの項目も、5段 階で得 られ た回答

を1点か ら5点 に得点化 してある。

居住生活で地方志向性 との関連がみ られるのは、居住環境 と地域参加態度である。地方

志向の若者が重視する居住環境 とは、交通や各種サー ビスなどの利便性ではな く、豊 かな

自然 に囲 まれ た環境である。 また人間関係 における地方志向の特徴は、地域社会への参加

という点であ る。すなわち、近隣の人 たちとのつ きあい方につ いては、都市志向 と地方志

向 との間に相違はみられ ないが、地域 の活動 に積極的に関与 していこうとす る点 に、地方

的な人間関係の特徴 を見出す ことができるのである。

表9地 方志向性と居住生活

註〉居住環境は 「家族 で住む」 とい う想定で(a)交 通の便が よ くサー ビスや施設が利用

しやすい こと、(b)自 然環境が よく落ち着いて暮 らせること、の どち らを重視するか

についての5段 階評定。 また、近隣関係 は近所づ きあいの親密 さの程度について、地域

参加態度は地域の行事への参加態度について尋ねた ものである。 いずれ も1点 から5点 に

得点化 されている。

2-3-3余 暇 生 活

余暇生活 について も、地方志向性 との関連 をみてみ よう。余 暇生活の質問項 目は表10に

あげ られてい る16項 目か らな る。 ここで もそれ ぞれ の項 目が 、 「ぜ ひや りたい」(4

点)、 「かな りや りたい」(3点)、 「少 しや りたい」(2点)、 「したいとは思わない」

(1点)の 中から1つ選択 されている。

16項 目では分析が煩碩であるので 、あ らか じめ余暇活動項 目を主成分分析によって整理

してお くことにする。表10に 示 したのは、第5主 成分 まで抽出 した場合の負荷量である(累

積寄与 率62.1%,ヴ ァリマ ックス回転)。 第1主 成分に最 も高 く負荷 する余暇活動は、 「友

人などとの食事」 「海外旅行」 「繁華街をぶ らつ く」 「国内旅行」 の4項 目である。 これ

らを合 わせて 「新奇志向」 とよぶこ とにし、4項 目の得点の合計 を新奇志向得点 とする。

第2主 成分 に最 も高 く負荷するのは 「競馬 ・競艇 ・競輪 などの ギャンブル」 「パチ ンコ」

「囲碁 ・将棋 ・麻雀 など」 「パ ソコン ・ファミコン」の4項 目であ り、 これらを 「娯楽志

向」 とする。以下同様 に、第3主 成分 に高 く負荷す る 「日曜大工 ・庭い じり ・家庭 菜園な
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ど」 「散歩やハイキ ング」 「釣 りや海水浴」の3項 目を 「自然志向」、第4主 成分に高 く負

荷する 「コンサー ト・展覧会などにでかける」 「絵 を描いた り、楽器 を弾いた りする」 「映

画 をみにい く」 「読書」の4項 目を 「教養志向」、第5主 成分 に高 く負荷する 「ゴルフ ・テ

ニス ・スキーなどのスポーッ」 を 「身体志向」 として、それぞれの志向に含 まれる項 目の

得点の合計 を各志向の得点 とす る。 この ように16項 目を 「新奇志 向」 「娯楽志向」 「自然

志向」 「教養志 向」 「身体志向」の5つ に分類する ことで議論 を簡略化 することが できる

のである。

表10余 暇16項 目の主成分分析結果

註)表 中の数値はヴ ァリマ ックス回転後の負荷量 を示す。

これ ら5つ の余暇志 向 と地方志向性 との関係 をみ ると、余暇志向の各得点 と地方志向尺

度 との相関係数は表11の ように算出 された。地方志向性 との関連性が高いのは、 自然志向

の余暇活動 とい うことになる。 したが って居住生活の場合 と同様 に、地方 を志向する若者

は余暇生活において も、自然 とのかかわ りを求めているといえる。

表11地 方志向性と余暇生活

2-3-4地 方的 ライフスタイル尺度
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これまで、職業 ・居住 ・余暇生活のそれぞれについて、地方志向性 とかかわ りの深 い項

目を抽出 して きた。その結果、地方志 向の若者が望んでいるライフスタイルとはどの よう

な ものであるかが明 らかになった。す なわち、農業 ・漁業や地場産業のような地域 に根 ざ

した職業につ き、豊かな自然 に囲まれて地域社会 とかかわ りを持ちなが ら居住生活 を送 り、

余暇 も自然の 中で楽 しむ、というライフス タイルが典型的な地方的ライフスタイル として

構成 されるこ とになるのである。そ して、このライフスタイルを実現するために、居住地

として大都市ではな く地方が選択 され るのである。

ここで抽 出 された職業 ・居住 ・余暇 の各項 目を用いて、地方 的ライフスタイル尺度 を構

成す ることに しよう。この尺度は地方 的ライフスタイルをどの程度好んでいるのか を測定

するための ものである。これまでは、職業 ・居住 ・余暇のそれ ぞれ個別の領域 について、

地方志 向性 との関係 を明らかに して きたが、若者の中には、3領 域のすべてが地方 的であ

ることを望まない人も当然いると考え られる。 しか しライフス タイル全体 としてとらえる

ことも必要で あろう。 したが って、ここで構成 される尺度は、全体 としての地方的ラ イフ

ス タイルへ の志向性 を測定す るための尺度である。

この地方的 ライフスタイル尺度は、職業 ・居住 ・余暇生活の 各項目から、地方志 向性 と

の相関が高い順 に2項 目ずつ選び出される合計6項 目によって構成 される。す なわち、職業

生活の 「農業 ・漁業」 「地域伝統産業」、居住生活の 「居住環境」 「地域参加態度」 、余

暇生活 は第3主 成分への負荷量 の高い 「日曜大工 ・庭い じり・家庭菜園 など」 「散歩やハ

イキ ング」の6項 目である。 これ ら6項 目の総得点が、地方的 ライフスタイル尺度の得 点に

なる。 これ らの うち職業生活 と居住生活の項 目は1点 から5点 、余暇生活の項 目は1点 から4

点の間で得点化 されているため、地方 的ライフスタイル尺度の得点範 囲は6点 か ら28点 と

なる(平 均17.77点 、標準偏差4.03)(7)。

2-4地 方志向性の構造

2-4-1一 般的価値意識 と地方志向性

前項で述べ たように、 ライフスタイルとは何 らかの価値意識に基づいて選択されたパ ター

σ地 方 的 ラ イフス タイル尺 度 につ い て も
、地 方 志 向尺 度 と同様 の手続 きで尺 度 の検査 を行 っ

た。 主成 分 分析 にお い て は、 第1主 成 分 の 寄 与率 は39,9%で あ っ た(表II)。 また、 項 目 一得点 相関

はい ず れ も1%水 準 で 高 い相 関 が み とめ られ 、尺 度 得 点 の上位 群 と下 位群 に よる各項 目の 得点 平均

の 差 の検 定で も、す べ て0.1%水 準 で有意 で あ った(表III)。 信 頼性 係 数 αは.6890と 算 出 され た。
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ンとしての生 活行動の総体である。 これらの具体的 ・個別的な生活行動に対 して直接 影響

を及ぼしている価値意識のことを、本稿ではライフスタイルへの志向性 とよぶことにした。'

このライフス タイルへの志 向性 は、生活行動 レベルでの価値意識 ということができるだろ

う。 これに対 して、より一般的で抽象的な水準の価値意識 も存 在す る。そ して、一般性の

高い価値意識 はより個別的な価値意識 や個 々の行動の 「望ましさ」の基準 とな り、それに

よって個人の 中で何 らかの一貫 した態度が形成 されるのである。ライフスタイルや居 住地

の選択 も、 この ような一般的価値意識 によって規定 されるもの と考 えられる。

一般的価値 意識は、ライフスタイルへの志向性 にも影響 を与 えていることが想定 される

が、まずは地 方志向性 と価値意識 との 関係を示す ことに したい。一般的価値意識の項 目は

表12に 示 され る8項 目である。 「高い地位 につ くこ と」 「高い収入を得 ること」 「他人と

の競争に勝つ こと」 「人のためにつ くす こと」 「趣味にうちこむこと」 「余暇を楽 しむこ

と」の6項 目は、前3項 目 と後3項 目が、片瀬一男らのいう 「階層志向性 」 「充足志 向性」

にそれぞれ対応 している[片 瀬 ・友枝,1990:127-128]。 これ らはすべ て 「とて も重要」 「や

や重要」 「どち らともいえない」 「あまり重要でない」 「重要でない」 とい う5段 階の選

択肢を持ち、 「とても重要」に5点 、 「重要でない」に1点 が与えられている。 「平等志向」

「成長志向」 は、望 ましい社会のあ りようについての価値意識 である。これは小林久 高の

いうイデオロギ ーの社会目標 に関す る2軸 に対応 してお り、パ イをどう配分すべ きかとい

う問題 と、パ イを大 きくすべ きか とい う問題にかかわってい る[小 林,1996:207]。 平等志

向は 「すべての人が同程度 の収入を得る ような社会が望 ましい」 とい う文章 に対する5段

階評定、成長志 向は 「地域 の発展の ためには開発はやむ をえない」 という文 章に対する5

段階評定によって測定される。

表12地 方志向性とさまざまな一般的価値意識

註)平 等志向は 「すべての人が同程度の収入 を得るような社会が望 ま しい」 とい う文章 に対する5段 階評定。 また成長

志向は 「地域 の発展のためには、開発 はやむをえない」 とい う文章 に対す る5段 階評定であ る。

これ ら8項 目の うち地方志向性 と関係が深いと思 われる価値 意識は、 「高い地位 につ く

こと」 「高い収入 を得ること」 「他人 との競争に勝つ こと」 というアス ピレーションの項

目である。これ ら3項 目は相関係数が負の値を示 していることから、地方志向性 に とって

はマ イナス方 向に作用 していることが わかる。地方を志向す る若者のアス ピレーションは

高 くなく、アスピレーシ ョンは都市志 向を支える価値意識 とい えるだろう。 また平等志向
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と成長志向 も、地方志向性 との関連が深い価値意識である。地方志向の若者は平等志向が

強 く、経済成長や開発 を好 む産業主義的な志向性は強 くないことが推測される。

以上の結果 から、地方志向や都市志向 にかかわっている一般的価値意識は、アス ピレー

ションや平等志向、成長志向であるこ とが明らかになった。地方志 向性 やライフス タイル

と同様 に、一般的価値意識について も、これらの項 目を用いて尺度 を構成する必要がある

のだが、ここで問題 になるのは尺度の 一次元性の問題である。 自己の地位 を上昇 させ よう

とす る態度 と、望 ましい社会のあ りように関する意識 とは、明 らかに次元の異なる価値意

識だか らである(8)。そこで、ここでは アスピレー シ ョンを都市志向 を代表する価値意識 と

み なし、一般的価値意識の尺度には アス ピレーシ ョンの3項 目のみを用 いることに した。

「高い地位につ くこと」 「高い収入 を得ること」 「他人 との競争 に勝つこと」の3項 目の

得点の合計を アスピレーシ ョン尺度の得点 とし、これによって、都市志向の価値意識 を測

定 しようとす るので ある(9)。尺度 を一次元に したのは、議論 が複雑 になることを避け、 地

方志向性の構造 をより明確 に示すためである。

2-4-2出 身地 と地方志向性

地方志向や都市志向 を規定する要因 として、個人の社会的属性 も見逃す ことはで きない。

その代表的な ものは、例 えば出身地で あろう㈹。 「家族の住 む町で暮 らしたい」 「自分の

生 まれ育 った場所に住みたい」 とい うのはごく自然な感情である。 また出身地 を離れ る人

で も、自分が住み慣れた環境 を新 しい居住地にも求めようとす る人 も多いだろう。本調査

の若者の場合 、出身地別 に地方志向尺度得点を比較すると、表13の 結果 を得ることがで き

た(u)。

【8〕表Vは
、 アス ピレー シ ョン、 平 等志 向 、成 長志 向 の計5項 目 の主 成分 分析 結 果 と項 目間 の

相 関係 数 を示 した もので あ る。 この結果 か ら も、 ア ス ピ レー シ ョンと平等 志 向 ・成 長志 向 は 、や や

次 元 を異 にす る意 識 で ある こ とが わか る。

(9)アス ピ レー シ ョ ン尺度3項 目の項 目一得 点相 関 は
、 いず れ も.05以上の 高 い値 を示 してお り

(1%水 準 で 有 意)、G-P分 析 に おい て も、0.1%水 準 で 有 意差 がみ とめ られ た(表VI)。 また 、

信 頼性 係 数 αは.7507と 算 出 され、3項 目の 尺度 と してはか な り高 い値 にな って いる。

"o⊃出 身地 と移 動 との 関係 につい て の議論 には
、例 え ば リプセ ッ トの態 度決 定地(com㎜mity

ofo面entation)の 概 念 が あ る[Lipset,1955=1978]。 態 度決 定地 とは10代 を主 にす ご した地域 社会 の こ

とで あ る。 この 出 身の地 域 社会 的 な背 景 が 、職 業歴 に大 きな影 響をお よぼす こ とが確 認 されて い る。

リプセ ットの報告 で は、階層 や職 業の移動 が 議論 の中心 とな ってい るが 、例 えば三 浦典子 によっ て、

階層 間移 動 につ い てな され た議論 を、 地域 間 移動 に適 用す る ことの可 能性 が 示唆 され てい る[三 浦,

1977:46;1978:78]。 しか し、職 業移 動 も地 域 移動 も、 と もに ライ フス タイ ルの 変更 をと もな う もの で

あ るため 、 この概 念 は む しろ ラ イフ ス タイ ル全 体 に対 して適 用 され るべ きであ ろ う と思 わ れ る。
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地方志向尺度 得点の平均 は、都市出身者 では一1.4510、地方出身者では.0763と なってお

り、都市出身者は都市志 向、地方出身者は地方志向という傾向があることは明らかであ る。

ただ し、標準偏差 はいずれの出身において も高 く、地方志向の都市出身者や、都市志 向の

地方出身者の存在 をうかがわせ る結果ではある。

表13出 身地別にみた地方志向尺度得点

註)都 市 出身者 とはここでは高校3年 生時に大都市圏 または中核都市に居住 していた

人のことであ り、地方出 身者は高校3年 生時 に県庁所在都市以外の地方都市または

地方町村 に居住 していた入を指 している。県庁所在都市出身の32名 はここには含

まれていない。

2-4-3地 方志向性の構造分析

都市志向や地方志向 とい う居住地の志向性 を規定す る要因 として、これまで、ライフス

タイル、一般 的価値意識、出身地 につ いて順 にみて きた。これ らの変数はすべて地方志 向

性 との経験的 な関係がみ られる。 しか しそれぞれの変数が、直接地方志向性 に対 して影響

をお よぼ して いるのか、あるいは、間接的にかかわっているのか とい う点については明 ら

かにされてい ない。そこで以下 におい ては、これ らの変数の構 造的な関係 についての分析

を試みることに しよう。

表14は 、出身地12)、アス ピレーシ ョン、地方的 ライフス タイル、地方志向性 の4変 数の

相互の相関係 数である。いずれの変数 間にもある程度の相関はみ られるが、地方志向性 と

の相関が最 も高 いのは、地 方的 ライフス タイルであるこ とがわかる。 さらにこれら4変 数

(u)ここでいう出身地とは、調査票の質問文の 「高校3年生のときに住んでいた都道府県 ・市

町村」を意味する。流動性の高い現代においては、出身地の定義は非常に困難である。例えば、18
年間同じ地域に住んでいた人と、生まれてすぐに別の地域に転居した人では、 「自分が生まれた都
道府県 ・市町村」の意味はまったく異なったものになるのである。したがって、ここでの都市出身

者とは高校3年生時に大都市圏または中核都市に居住していた人のことであ り、地方出身者は高校3
年生時に県庁所在都市以外の地方都市または地方町村に居住していた人を指している。なお、県庁
所在都市出身者については、地方志向尺度から県庁所在都市の項目を除外したの と同様の理由によ
り、都市出身者と地方出身者の2分類には含められていない。

働出身地(高 校3年生時の居住都道府県 ・市町村)は 、表13の都市出身一地方出身という分
類とは別に、大都市圏、中核都市、県庁所在都市、地方都市、地方町村の5段階に分類されている。
ここでの相関係数の算出や、後出の重回帰分析、パス解析には、この5分類を1点から5点に得点化

したものが尺度として用いられている。
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を用いて、地 方志向性を従属変数 とす る重回帰分析 を行った(表15)。 この結果か ら もや

はり、地方的ライフス タイルが地方志向性 を最 も説明 していることが確認で きる。 したがっ

て、都市 を志 向するか、地方 を志向す るかを決定する重要な要 因はライフス タイルである

ことが、経験的に明 らかにされたといえる。

表14出 身地 、 ア ス ピ レー ショ ン、地方 的 ラ イ フス タ イル 、地 方 志向 性 の相 関

表15重 回帰分析結果

では、出身地、アスピレーシ ョン、地方的ライフスタイル、地方志向性の相互の関係は

どの ようにな っているのだろうか。 これ ら4変数の因果関係を説明す るモデ ルとして、図6

のような仮説 を立てた。出身地、アス ピレー ション、地方的ラ イフス タイルから、地方志

向性へ直接向か う経路が存在することは、今までの分析結果か ら明 らかである。 しか しそ

れとともに、出身地やアスピレーシ ョンから、地方的ライフス ダイルを介在 して地方志向

性へ と向かう間接的な経路 を想定す ることもできる。上の重回帰分析結果よ り、出身地 と

アス ピレーシ ョンの地方志向性への影響は、地方的ライフスタイルを介在 した間接的 なも

のであることが予想 されるか らである。

図6地 方志向性の因果モデル

低 い ア ス ピ レー シ ョ ン

地方出身
地方志向性

地方的 ライフス タイル
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この因果モ デルを用いてパス解析 を行 った結果、4つ の変数間の因果関係 は、図7の よう

に示 されるこ とになった。すなわち、出身地、アスピレーシ ョン、地方的ライフスタイル'

か ら、 地方志向性への経路 はいずれ も存在す るが(出 身地は5%水 準、 アス ピレー ション

は1%水 準、地方的 ライフス タイルは0.1%水 準で有意)、 やは り地方志 向性 に対す る出身

地 とアスピレーションの説明力はさほ ど高いものではないことが確認 されたのである。 し

たが って、地 方出身であることや アス ピレーションが低いことが、地方的 ライフス タイル

へ と向かわせ る要因とな り、それ によって地方志向性が形成 される という解釈が妥当 と思

われる。

図7パ ス解析結果

ア ス ピ レー シ ョ ン

出身地 地方志向性

地方的ライフス タイル

以上 のような4変 数間の関係 か ら、居住志向の形 成過程 の基 本図式は次の ように示され

ることになる。す なわち 「都市出身→都市的価値意識→都市的ライフスタイル→都市志向」

「地方出身→地方的価値意識→地方的 ライフス タイル→地方志 向」 とい う、いずれ も都市

または地方に定着する人びとを説明する図式である。この図式にあては まらない人び とは、

何 らかの意味 で流動層 とい うことがで きるだろう。今 日の流動化 にともなうさまざまな問

題に対応 して い くためには、む しろ図式 にあては まらない人び とに注目 し、彼 らが どのよ

うな問題 をか かえているのかを明 らか にしてい くことが重要である。そこで次節では、地

域移動の もた らす諸問題について考察す ることに したい。

3都 市 に向か う地方人 と地方へ向かう都市人

前節の分析結果からは、地方出身者 は地方志 向、都市出身者 は都市志向 とい う傾 向が、

一般的な傾向 としてみ られた。 しか し地方から都市へ、都市か ら地方へ と向か う人び とも

Kyoto Journal of Sociology VI / December. 1998



中山:若 者の地方生活志 向 101

決 して少な くはない。そのような移動 をする人びとは、地方に住んで都市的価値意識 を持

ち、都市的ライフスタイルへの志向性 を持つ人びとであ り、あ るいは、都市に住んで地方

的価値意識 を持ち、地方的ライフスタイルへの志向性 を持つ人 びとということになる。 ま

た、最近のルーラリズムに関するい くつかの報告 を行 っている菅康弘 によって、80年 代以

降の田舎 ・地 方町村への移住現象が 「意識の側面では、生業や居住 において、他者か ら強

制 ・命令 された移住ではなく、あ くまで職業であれ居住地であれライフスタイルであれ、

自己の選好に もとつ く移住 ・脱都会であ る」 ことが指摘 されている[菅,1995:111]。 この

ことからも、地域移動の問題 を考 える際には、人びとのライフスタイルや価値意識の分析

が不可欠であるといえるだろう。

本節では居 住志向を地域移動 とい う視点か らとらえ、地方か ら都市へ、都市から地方へ

と向かう流動層に焦点 を当てて分析が行われる。

3-1移 動の4類 型

地域移動の機会は、人生の転機において何度かおとずれる。 とりわけ進学、新規就職、

結婚、マ イホーム取得 までの転居、転職な どを多 くの人び とが経験する10代 後半から30代

にかけての移動率は、他の年齢層 と比較するときわめて高い。本調査対象の大学生 につい

ていえば、366名 の うち自宅生176名 を除いた190名 は、進学のために移動 を経験 した人た

ちである。 しか しここで分析の対象 とされ る移動 とはその ような移動ではな く、出身地と

大学卒業後の居住地 との間の移動である。冒頭でも述べ たように、就学理由による移動 は

ある程度不可 避であるため、大都市圏の大学を選択 したことを都市志向 と措定するこ とに

は躊躇せ ざる をえない。それよりも、卒業後の居住地への志向性 に、彼 らのライフス タイ

ルや価値意識が より投影 されると考えられるのである。

大学生の移動を分析するにあたっては、出身地 と居住地への志向性 をそれぞれ都市 一地

方 という次元で分類し働、これらを組み合わせることで4つ の類型を構成 した。すなわち、

都市出身で都 市志向の 「都市一都市」 型、都市出身で地方志向の 「都市一地方」型、地方

出身で都市志向の 「地方 一都市」型、地方出身で地方志 向の 「地方 一地方」 型の4類 型で

ある。表16は これらの各類型に含まれる人数を示 した もので ある。この中で移動志向 を持

⑬先の場合と同様に、ここでも出身地は高校3年生時の居住都道府県 ・市町村を意味 してお
り、都市出身者は大都市圏または中核都市の居住者、地方出身者は県庁所在都市以外の地方都市ま
たは地方町村の居住者を指す(県 庁所在都市居住者は除外)。 また都市志向と地方志向の分類には

地方志向尺度を用い、一8点～0点を都市志向、1点～8点を地方志向とみなした。
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102 中山 若者の地方生活志向

つ類型 とは、い うまで もな く都市一地方型 と地方一都市 型である。 この2つ の類型 を中心

に、以下では、類型ごとの ライフス タイルや価値意識の特徴を述べてい くことにす る。

表16移 動の4類型

3-2地 域移動 とライフスタイル ・価値意識

3-2-1ラ イフスタイル

まず、類型 によってライフスタイル にどのような相違がみ られるのか について、明 らか

に しておかなければならない。図8は 、各類型の地 方的 ライフス タイル尺度の得点平均で

ある。各類型 の若者が地方的ライフス タイルをどの程度好んで いるか ということが、 これ

によって示 されることになる。地方 を志向する都市 一地方型と地方一地方型の得点は高 く、

都市 を志向す る都市 一都市型 と地方一都市型の得点は低 くなってお り、一見 したところ、

ライフスタイルは出身地 とは無関係の ように思われる。

図8地 方的ライフスタイル得点と移動類型

都市一都市 都市 一地方 地方 一都市 地方 一地方

註)職 業生活:農 業 ・漁業、地域伝統産業

居住生活:居 住環境(自 然環境 一利便性)、 地域参加態度

余暇生活:日 曜大工 ・庭 い じり ・家庭莱園など、散歩やハイキ ング

得点範 囲6点 ～28点 平均17.77点

しか しもう少 し詳 しくみてい くと、注 目すべ きい くつかの知見が得 られる。 まず、都市

を志向する都市 一都市型と地方一都市型 との比較では、前者の得点が より低 くなってお り、
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同 じ都市を志向する類型であって も、地方出身者は都市出身者 ほど都市的ライフスタイル

を好んでいないことがわかる。一方、地方を志向する都市一地方型と地方一地方型 とを比

較す ると、前者がわずかなが ら後者 を上回っている。つまり、都市出身である都市一地方

型の方が、地方出身の地方一地方型よ りも地方的 ライフス タイルを好 ましく思っているこ

とがわかるのである。

ここから考 えられるのは、都市 一都市型 と地方 一都市型、都市 一地方型 と地方一地 方型

のめざそうとするライフス タイルは、必ず しも同一のものではない とい うことである。都

市 を志向する人の ライフスタイルが、職業 ・居住 ・余暇生活のすべてが都市的である とは

限らない。いずれかの領域が地方的な ものであっても、少 なくともライフス タイルを志向

す る上での支障はないのである。地方 を志向する人について もこのことは同様である。 し

たがって、 もう一度類型ごとにライフスタイルを再構成す る必 要がある。彼 らにとって望

ましい職業 ・居住 ・余暇生活のあ りようを探るために、地方的 ライフスタイル尺度 を構成

する6項 目を、職業 ・居住 ・余暇の2項 目ずつに分けて、類型 ごとにそれぞれの得点 を比較

してみることにしよう(図9・ 図10・ 図11)。

まず都市 を志向する2類 型を比較すると、3領 域すべ てに渡 って地方一都市型の得点が都

市一都市型 を上回っているが、職業生活 と余暇生活 においては両者にそれほど大 きな差は

みられない。大 きく異 なるのは居住生活である。地方出身者は都市出身者よ りも地方 的な

居住生 活を志向 してい るこ とがわか る。一方、地方 を志 向する2類 型の比較で も、注 目す

べ きは居住生活である。都市出身の都 市一地方型が地方出身の地方 一地方型 よりも地方的

ライフス タイル得点が高いのは、地方的な職業生活 と余暇生活 に対する彼 らの志向の高 さ

によるものであ り、地方的な居住生活 を送 ることについては、彼 らは地方出身者ほど望ん

ではいないのである。

図9地 方的職業生活得点と移動類型

都市一都市 都 市一地方 地方 一都市 地方 一地方

註)職 業生活の得点は、農業 ・漁業得点 と地域伝統産業得点の合計(2点 一10点)。
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図10地 方的居住生活得点と移動類型

都市 一都市 都市 一地方 地方一都市 地方一地方

註)居 住生活の得点 は、居住環境得点 と地域参加態度得点の合計(2点 ～10点)。

図11地 方的余暇生活得点と移動類型

都市一都市 都 市一地方 地方 一都市 地方 一地方

註〉余暇生活の得点は、 日曜大工 ・庭い じり ・家庭菜園などの得点 と、

散 歩やハ イキ ングの得点の合計(2点 ～8点)。

これ らの結 果か ら予測 されるのは、地方から都市への移動で あれ、都市から地方へ の移

動 であれ、移動者が 自らの望 ましいライフスタイルを実現 させてい く過程において、 もし

障害 となるものがある とするならば、 その原因は居住生活における問題 にあるのではない

かということである。すなわち、都市 一地方型 にとっては地方 、地方一都市型にとっては

都市 という、出身地 とは異 なる環境において生活 をは じめようとする際に、真 っ先 に居住

生活上の問題が噴出す ると考えられるのである。

ではこの居住生活の問題 とは、具体 的にはどのようなことを意味す るのだろうか。次 の

図12・ 図13は 、地方的居住生活の項 目である居住環境 と地域 参加態度の得点 を、類型別 に

示 した もので ある。 まず地方一都市型 についてであるが、都市 一都市型と比較す ると、豊

かな自然環境 を求める点において も、地域社会 に参加 しようとする態度 において も、彼 ら

は都会人にな りきれていないことがわかる。つ まり、地方人の居住スタイルから抜け出せ

ない まま都市へ移動すると、たとえ職 業生活や余暇生活では満足 な生活が得 られたと して

も、周囲の自然の乏 しさに不満 を持った り、地域の人間関係の希薄 さに孤独 を感 じる とい

う結果をまねきかねないのである。
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一方の都市 一地方型の居住生活 は、 自然環境重視 といえるだろ う。彼 らが地方を志 向す

る理由は、職業生活 と余暇生活 にある。 より端的にい うならば、彼 らは農業がや りたいの

であ り、自然の中で余暇を楽 しみたいのであ り、そのための 自然環境重視なのである。 し

たがって、地域社会 とかかわっていこうとする意識 は地方一地方型 に比べて低い。彼 らは

都会的な人間関係 を、そのまま地方に持ち込んで しまう可能性 があるといえる。その結果

として、地域社会の住民の期待 に反す る行動 を重ねて トラブル を起 こした り、周囲か ら孤

立 した りす るかもしれない。あるいは、拘束的な地方的人間関係 に不満 を抱 くようになる

か もしれない。彼 らもまた、人間関係 という点で地方人にな りきれていないのである。

これ らのこ とか ら明らかになったの は、 ライフス タイルにお ける居住生活の重要性 であ

る。移動する人が 自らの望むライフス タイルを実現できるか どうかは、居住生活、 と りわ

け人間関係上の問題の克服にかかっているといえそうである。

図12居 住環境得点と移動類型

都市 一都市 都市 一地方 地方 一都市 地方 一地方

註)居 住環境得点は(a)交 通の便が よくサービスや施設が利用 しやすい こと、

(b)自 然環境が よく落ち着 いて暮 らせるこ と、のどちらを重視するか につ

いての5段 階評定 より、1点 か ら5点 に得点化 したものである。得点が高いほ

ど、bが 重視 されていることを意味する。

図13地 域参加態度得点と移動類型

都市一都市 都市 一地方 地方 一都市 地方 一地方

註)地 域参加態度得点 は、住んでいる地区や町内でお祭 りや催 し物があ った

場合に積極的に参加 した方が よい と思 うかについての5段 階評定 を、1点

か ら5点 に得点化 した ものであ る。
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3-2-2価 値 意 識

ライフス タイルの形成に影響 をお よぼ している一般的価値意識 についても、同様 に類型

ごとにみてい くことに しよう。図14は 、各類型のアスピレー シ ョンの得点 を示 してい る。

都市 一都市型 の得点が最 も高 く、地方 一地方型が最 も低 くなってお り、アス ピレーシ ョン

は都市において形成 され、また都市生活 を志向させ る価値意識であることが よくあ らわれ

ている。 しか しここで も、都市 一地方型 と地方 一都市型 という、移動志向の人びとに とっ

ての困難が予測 されるのである。なる ほどアスピレーシ ョンは、地方出身者 を都市へ向か

わせるのに大 きな役割 を果た しているといえるが、地方一都市 型のアスピレーションは、

都市 一都市型 のそれにはとうていおよばないのである。ゆえに、彼 らが都市での生活 に挫

折 しないためには、さらに上昇意欲 を向上 させる必要があるとい えるだろう。一方、都市

一地方型のアス ピレーシ ョンは、同 じ都市出身の都市一都市型 と比較するとかな り低 い も

のであるが、 それで もやは り地方一地方型 よりも高 くなってい る。彼 らが実際に地方 に移

動するためには、ある程度の階層の下降 と、都市 と比べてサー ビスの質や生活水準が低い

ことを覚悟す る必要がある。都市 と同等の生活水準 を維持する ことに固執せず、地方的 ラ

イフスタイル に満足 できるかどうか ということが、地方で生活 してい く際の課題とな るで

あろ う。

図14ア ス ピ レー シ ョン得 点 と移 動類 型

都市 一都市 都市 一地方 地方 一都市 地方一地方

註)ア スピ レーション得点は 「高 い地位につ くこと」 「高い収 入を得 ること」

「他人との競争に勝つこと」の3項 目のそれぞれが、 自分にとってどの程度

重要であるか とい う5段 階評定か ら、1点 から5点 に得点化 したものの合計で

ある(3点 ～15点)。 得点が高いほ どアスピレー ションが高い ことを意味

している。

3-3流 動層 の諸 問題
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本調査で抽出 された移動志向の若者、すなわち都市 一地方型 と地方一都市型は、将来 「流

動層」 となる可能性のある人びとであ る。都市か ら地方へ、地 方から都市へ という移動 に

限らず、今 日さまざまなかたちで流動 は繰 り返 されている。 このような流動層 にとって、

移動後の生活への適応が容易であるためには、流動層 自身にも、流動層 を受け入れる側 に

とってもい くつかの条件が必要 となるであろう。このような移動者の適応に関する代表的

な議論 として、社会移動効果の 「分離 効果」仮説 と 「社会化効 果」仮説 をあげることがで

きる㈹。

社会移動の分離効果仮説 とは、地域 間 ・階層間移動者は、既存 の社会関係からの切断 を

余儀な くされ、新 しく到達 したポジシ ョンにおいて、生活 に必 要な社会関係 を再構築 し、

そのポジシ ョンに適応で きるようにな るまでは、分離され孤立 した状況 を強いられること

になる、 とい うものである。これは、 デュルケムの自己本位的 自殺やアノミー的自殺、あ

るいは大衆社会状況下の 「原子化 され た個人」 に通ずる仮説であって、近代社会にお ける

人間の社会的 ・文化的孤立状況 を、社会移動の効果として切 り取った 「根こぎテーゼ」で

ある。これに対 して、移動者は必ず しも孤立することな く、新 しく到達 した階層や地域社

会で適応で きるという、準拠集団論 に依拠 した社会化仮説が提 示 されている。移動 しよう

とする人は、 あらか じめ到達 しようとす る階層や地域社会の規範や生活様式 を先取 りして

学習することによって、移動後 も孤立す ることな くスムーズに適応 していけるという もの

である(正%こ れ ら相対立 する2つ の仮説 をめ ぐって、今 まで さまざまな実証研究 が行われ

て きたが、分析対象や方法などの相違 により、いずれの仮説 も支持 される結果 となってい

る。すなわち、移動 に際 していずれか の効果が必ず起 こるとい うの ではな く、その社 会的

状況や移動者 の主観的状況などの さまざまな条件 に応 じて、異 なる移動効果が生 じる とい

うこ.とである。

曲 ソ ロー キ ンには じ まる社 会 移 動効 果 をめ ぐる緒 論 を体系 的 に 整理 ・検 討 した文献 と して

は 、篠原[1975]、 三 浦[且973;1977]な どが あ る。 本稿 の記 述 は これ らに大 き く負 う もの で あ る。

なお、社 会 移動 の もた らす 効 果 には 、個 人の 行為 ・心 理 レベ ル(生 活構 造)の 効 果 と、社 会 構造 ・

文化 体 系 レベ ル(社 会構 造)の 効 果 の両 方が あ る こ とが 指摘 され てい るが 、 こ こで の議論 は、個 人

の生 活 に もた らされ る影響 の側 面 にのみ 限 られ る。

働 また青 木康 容 は
、 「確 か に都 市 への 移 住 は人 々が 社 会的 文化 的 な紐帯 を 欠 くが ゆ え に し

ば しばア ノ ミー状 況 に陥 る こ ともあ ろ うが 、半面 にお いて そ う した旧 い紐帯 を欠 いて い る ことが か

えっ て新 しい結 合 の下 に都 市へ の 再定 位 を容 易 に 」 す る可能 性 を指摘 し、 「離 村 者 は都 市 にお い て
一次 的結 合 を欠 い た根無 し草 だ とす る伝 統的 見解 は

、あ ま りに も単純 化 されす ぎ た解釈 で あ り、 む

しろ離村 者 は 出郷 地 が 与 え る社 会 的 、文 化的 な関 係 を失 うこ とな く、 あ るい は新 たな 一次 集団 の形

成 を通 じて都市 へ い わば"軟 着陸"さ え してい る とい う側面 を見落 と して は な ら ない」 と して、 大

衆 社会 論 的 な 「根 こ ぎテーゼ 」 に修 正 を加 え よ う とす る[青 木,1994:201,204]。
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このような社会移動効果の諸研究 に よって示 された知見は、流動層の適応 という側 面に

問題 を限定す るならば、人間関係の重要性 と、社会化の先取 りを容易にさせ るような諸条

件の必 要性 とい う2点 に要約 されるだろう。移動後の新 しい生活において孤立 しないため

には、以前か らの人間関係 を維持 してい くことと同時に、新た に親密 な人間関係を築 き上

げるこ とが重要 となる。それは もちろん近隣関係 に限ったことでは なく、生 活の3領 域す

べてを通 じての豊かな人間関係の形成 が望 まれるのである。また、社会化 については、流

動層の移動へ の動機づけが鍵 を握 っている。つ まり、移動が価値意識やライフスタイルに

基づいた自発 的なものであることが、移動後の生活 を先取 りしようとする意欲 につながる

のである。さ らに社会の側の条件の整備 も必要である。社会移動が一般化 し、移動す るこ

とはアブノー マルではな くノーマルである、あるいはむしろ望 ましいことである、 とする

移動文化が広 く行 き渡 っていることと、 さまざまな地位 とその地位 にみあった生活様 式に

関する情報が広 く行 き渡つているとい う、階層や地域社会の開放性 ・可視性が、社会化仮

説の成立の前提であるとの指摘がなされている[三 浦,1978:75]。

これ ら2つ の点を念頭にお きなが ら、再 び移動志 向の若者の考察に戻 ることに しよう。

地方一都市型 は高いアスピレーシ ョンにも支えられ、社会的地位の向上 をめざして都市 に

移動する。そ して、希望する職業につ き、都市の文化やサービスを享受 し、 さまざまな余

暇活動 を楽 しむという、彼 らが望んでいた都市的ライフスタイルを開始 しようとす る。都

市的ライフス タイルを先取 りする意欲 もじゅうぶんであろう。 しか しこのような彼 らが都

市の生活に困難を感 じるとするならば、その問題が居住生活 にかかわっている可能性 は高

い㈹。つまり居住 環境への不満や、地域における根こぎ感、孤独 感などである。希望の職

業につけなかった り、期待 していたほ ど収入が望めないなど、都市で 「成功」できなかっ

た場合、ス トレスが さらに増大するこ とはい うまでもない。彼 らが都市生活 に適応 してい

くためには、近隣や地域社会に限 らず、職業生活や余暇生活 において も友人や同郷者 など

のネッ トワー クを形成 し、相互 にサポー トしあい、連帯意識を持つ ことので きる社会関係

を持つことが必要となるだろう。それ と同時に、移動者を受け入れる地域社会や自治体の

側 にも、環境 を整備 し、移動者を特別視 した り差別す ることの ない開放的な志向を持 つ努

(16居住 生 活 に お ける 諸 問題 が個 人 に とっ て最 も重要 な位 置 を占 め てい るの は
、お そ ら く居

住 生 活 を生 活の 中 心 と してい る人 び とで あろ う。 例 えば 、退職 した 主婦 や定 年後 の男 性 な ど、職 業

生 活 を持 た ない 人 び とであ る。 そ の意味 で は 、地 方 か ら都 市へ 移動 す る若者 が 、必 ず しもす ぐに居

住 生 活 に困 難 を感 じるとい うこ とはない か もしれ ない。 また一般 に 、都 市 で は近 隣 関係 が希薄 化 し、

血 縁 や地縁 や職縁 にか わ って、 友人 や知 人 な ど任 意 な社 会 関係 の重 要性 が 高 まっ てい る こ とが指摘

され て はい る。 しか しなが ら、 い ざ とい う ときの 生 活問 題処 理 に は、 や は り近 隣 関係 は依 然 と して

欠 かす こ との で きな い ネ ッ トワー クであ り、親 しい 近 隣関係 の 形成 が 困難 な場 合 は、 そ れに代 替 す

るネ ッ トワー ク を形成 す る こ とが必 要 とな る[三 浦,1995]。
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力が求め られる。

一方、都市 一地方型は、地方の豊か な自然環境に魅力 を感 じて地方へ移動する。そ こで

は、自然に囲 まれて農業や漁業 などに従事 し、余暇を楽 しむことがで きる。彼 らにとって

も、望んでい たライフスタイルを実現す る上で最 も障害となるのは、やはり居住生活 であ

ろう。都会で育 った人間にとって、田舎の濃厚 な人間関係や非合理的 とも思 える古い慣習

などは、往々に して耐え難いものである。 しか し自然だけを享受 して、人間関係は都 会人

の ままとい うのは、おそら く許 される ことではないだろう。ま して農業などに従事 してい

るのなら、水 利問題 など、周囲の住民 と相談 して解決 しなければならない問題 も当然 出て

くる。 ライフス タイルとは、居住生活 も含めた生活のすべて を指すのだとい うことは、常

に留意 される必要があ り、それ らすべ て を含めた 「先取 り」がな されなければならないの

である。

また、 自然環境 を重視する都市一地方型にとっては、開発問題 も地域の住民 との対 立 を

まね く原因とな りうる。地方の人びとの中には、地域の活性化のために開発 を望む声 も多

いG7)。しか し都市 一地方型は自然 を求めて わざわざ都市か らやってきた人びとである。自

然を破壊する ような開発は、同時 に彼 らの ライフス タイルをも破壊 して しまうことを意味

するのである。このように考えると、過疎対策 としての都市住民受け入れ問題 について も、

決 して楽観で きないことがわかる。過疎地域 に人口をよび戻す ためには、生活条件を整備

し、新 しく事業 をおこす こともある程度 は必要である。たとえ環境を破壊することになっ

たとしても、開発が求められる場合 もある。それほど過疎地域 の状況は深刻なのである。

そのような地域へ さまざまな価値観を持 った人び とが流入するこ とによって、いかな る結

果が もたらされるのかは想像 に難 くない。安易な受け入れ政策 は、かえって流動層の不適

応 と住民の不 満を生 じさせ、地域社会の統合を破壊 させる結果 につなが りかねないのであ

る。

今後 も過疎 地域 を中心に、地方各地でそれぞれの地域の特性 を生か した 「まちづ くり」

「村おこし」 が推 し進め られてい くことになる。その際、制度 的 ・物質的な諸条件 を整備

す ることももちろん大切である。それ とともに、個人の多様な ライフスタイルや価値 意識

の存在 を前提 としながら、現在の地域住民 についてだけでな く、将来住民となる可能性の

ある流動層の意識 について も、 じゅうぶんな検討が なされる必 要がある。そ して、特 に居

住生活の問題 をいかに して解決で きるか ということが、流動層 と受け入れ側の双方 に とっ

〔17〕成 長志 向 得点 は
、都 市 一都市 型2.90、 都市 一地方 型2.39、 地 方 一都 市 型2.65、 地方 一地方 型

2.餌とな ってお り、 都市 一地 方 型 よ りも地 方 一地 方型 の 方が 高 くな って い る。
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て重要な課題になると思われる。

4お わりに

本稿の目的 は、大都市圏に住 む若者の流動志向を探 ることであった。そのために、都市

志向 と地方志 向の構造 を明 らか にし、 これ らの志向性が どの ような要因に規定 されている

のかを考察 して きた。それはまた、流動層が移動先の地域 に適応 してい くための可能性 を

探ろうとする試み とも重 なっていた。

都市か地方 かとい う居住の志向性は、個人の考える望 ましい ライフスタイルのあ りよう

に大 きく規定 されていた。 また、ライフスタイルへの志向性は、出身地や価値意識 に支 え

られたものであることも確認 された。

今 日では、各自の多様 なライフス タイルの実現 をめざして、 さまざまな移動が起こ って

いる。ライフス タイルとは職業 ・居住 ・余暇生活のすべて を含 めて とらえられるべ きもの

であるが、居住生活 はその生活行動が あまりに も自明であるために、かえってライフスタ

イルから見落 とされやす く、職業 と余 暇に重点がおかれがちである。 しか し本稿の分析結

果 は、流動層 の適応にとって居住生活 が最 も障害になることを示唆するものであった。今

後、居住生活 上の諸問題 を解消 してい くことが、流動層 の適応 と定着 を促進 し、さらには

地域社会の統合への鍵 となるのではないだろ うか。
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表1地 域別 にみた東京圏に住 みたい者の年代構成

註)東 京圏指 向者(人)/各 地域居住者(人)・100(括 弧 内は実数)

【出典】国土庁計画 ・調整局編 「魅力ある地域、住みたい地域」1993年,64頁 より作成。

表II地 方的 ライフスタイル尺度6項 目の主成分分析結果

表111地 方的ライフスタイル尺度6項 目の平均 、標準偏差、項 目一得点相関およびG-P分 析結果

註)項 目一得点相関は、各項 目と当該項目を除いた他の項 目に よる合計得点 との相関係数。Dは 、

得点上位群(25%)の 平均か ら下位群(25%)の 平均 を引いたものである。
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表IV地 方的ライフス タイル尺度6項 目間の相関

表Vア ス ピレーション、平等志向、成長志向の主成分分析結果 および項 目間の相関

表Vlア スピレーション尺度3項 目の平均、標準偏差 、項 目一得点相 関およびG-P分 析結果

註)項 目一得点相関は、各項 目と当該項 目を除いた他 の項 目による合計得点 との相閲係数。.Dは 、

得点上位詳(25%)の 平均か ら下位群(25%)の 平均 を引いた ものである。

(なかや ま ちなみ ・博士後期課程)
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  Mobility Pattern and the Attitude toward Rural Life: 

Multivariate Analysis of the Consciousness of Japanese Students

Chinami NAKAYAMA

     This article analyzes the consciousness of the contemporary young Japanese people 

about their orientation to the local life: how they think about the urban and local area? How 

they think about their future place to live? The frame I used here is the life structure 

approach. The elements of the total life, in this framework, are occupational life, residential 

life and leisure life. I used here the data of a survey in 1995. The samples of the survey 

were students of four universities in Kyoto and Nara, one of the urban areas in Kansai 

metropolitan district of Japan. 

     Two of the findings from multivariate analysis are as follows. (1) The major elements 

that regulate the orientation of the future residential area of the young Japanese are pattern 

of their birthplace (rural area / urban area), their aspiration levels to social status and their 

preference for rural lifestyle. Especially the last element is important. (2) It is estimated that 

problem of adaptation would be happen for the young people who came from rural area 

with a prospect to live in urban area and who came from urban area with a prospect to rural 

area. It is necessary to solve the problem of adaptation: the human relations or the interactions 

between the native people and young newcomers from the opposite type of areas.
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