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朝さろんの本棚〈19〉 

上野千鶴子『おひとりさまの老後』について 

 

19th morning：2013 年 1 月 17 日(木)＠渋谷 

参加者: 8 名 

 

【テーマ】 

  〈ケアへの／からの視線（１）〉 

 

【本】 

   上野千鶴子『おひとりさまの老後』(文春文庫) 

 [単行本:『おひとりさまの老後』2007 年、法研 刊] 

 

【上野千鶴子(うえの ちづこ)】 

1948 年富山県生まれ。社会学者。立命館大学特別招聘教授。東京大学名誉教授。NPO 法

人 WAN 理事長。京都大学大学院社会学博士課程修了。95 年より東京大学大学院教授を勤め

2011 年退職。長年、日本における女性学・ジェンダー研究のパイオニアとして活躍、様々

な社会問題へ発言を続ける。近年は介護とケアの問題に研究範囲を広げる。1994 年『近代

家族の成立と終焉』(岩波書店)でサントリー学芸賞受賞。2012 年長年にわたる女性学・フ

ェミニズムとケアの問題の活動に対して朝日賞受賞。 

 

【内容】 

結婚していてもしていなくても、長生きすれば、最後はみんなひとりになる。社会学者で、

自らもおひとりさまである著者が、数多くのケーススタディをふまえ、ひとりで安心して

老い、心おきなく死ぬためのノウハウを、住まいやお金などの現実的な問題から心構えや

覚悟にいたるまで考察。75 万部のベストセラー。                   

――超高齢社会における共助の思想と実践とは何か。             

――「ケア」関係における当事者主権とは何か。 

社会の高齢化が進む中で、今後ますます重要性を増してくる「ケア」の問題は、これま

で十分に冷静な議論がなされてきたとは言えない。介護労働者が不足し、そのニーズが増

す一方で、彼／彼女らの労働環境は、現在も低水準が維持され続けている。さらに「ケア」

は家族の心情や道徳意識に強く働きかける領域であるが故に、主婦などの無償の奉仕労働

として扱われがちである。こうした問題の批判的検討に加えて、上野はこれまでもっぱら

「ケアする側」の立場から語られてきたこの問題を「老後におけるおひとりさま」の立場

から捉え返し、介護現場における「当事者主権」とは何かを考察する。『家父長制と資本制』
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で切り開かれた家事労働論・再生産論をさらに先へと押し進めた考察を平易に説く。 

 

【質問】次の質問について考えてみてください 

○何がいちばん大切ですか？ 

・こころ、です。 

・家族と友人と楽しく過ごすこと 

・きちんとした欲を持つこと 

・自分の周りの人たちが幸せであること 

・自由。責任、広い視野、愛情、高潔が、自分が定義する自由に含まれている(場合が多い) 

・四苦八苦しながらすすむこと 

○誰がいちばん好きですか？ 

・いちばんは、ないです。いろんなひとに、いろんな形の「好き」が存在しています。比

較やランク付けは出来ません。 

・夫 

・泣いてるところを見せられる人 

・たくさんいて選べない 

・ある友人。その関係において、見知らぬ自分と出会ってしまったから。最高の経験。た

とえもう会わなくても、一生わすれない。※ボケないかぎり 

・そりゃ決まってんでしょ 

○何がいちばんいやですか？ 

・憎しみ、かな。 

・ひととの交流が難しくなること 

・なんか窮屈だな、と感じること 

・妬み僻み嫉み 

・ある生命が、ほかの生命にひどいことをされる。生命は、生命という点において、どん

な存在も等価値と考えているから、あらゆる生命がひどいことをする&されるのはいや。た

だし区別はする。カブトムシは蜜を吸うとき生まれたままの姿でよいが、服をきているか

らといって、樹液を吸うヒトをみたら、通報しないわけにはいかない。 

・無関心か退屈か暴力か 

○死んだらどこへ行きますか？ 

・死んだら「無」に還ります。 

・どこにも行かない 

・誰かの記憶の中 

・どこにも行かない。残された人の記憶に残るのみ。 

・各自が行きたいところへ。今の自分が死んだならば、「死んだわー(笑)」と、しばし考

えるだろう(時間はいくらでもある)。実際どこでもかまわないけれど、地球からは去るだ
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ろう。 

・どこにも。 

 

【解題】『おひとりさまの老後』の射程について 

●ケアとはなにか？ 

キュア（Cure）：医療行為、療法における治療 

ケア（Care）：福祉や介護における対処 

① ケアが女の仕事として自明視され、しかも不当に支払われない労働として扱われてきた

歴史がある。 

②女性学には職業の女性化という概念がある。ある職業の女性比率が増えると、その職業

の社会的地位と報酬が低下する傾向にある、という経験則である。このいちばん典型的

な例は小学校の教師である。逆に職業の男性化が起きれば、その職業の社会的地位は上

がるため、介護職に男性の参入が増えていけば、変化は起きるだろうと予測される。だ

が、いまの雇用条件では参入が起きない、という悪循環の下にある。男性の参入が増え

た場合、男が管理職などおいしいだけさらっていってしまう同じ job-category 内の

vertical-division（垂直的分業）が起きる傾向もある。 

③ 論的にマクロな視点からみると、再生産費用の再分配の問題だといってよい。ケアの問

題とは、再生産費用の分配公正、「正義論」（ロールズ）でいうような分配正義を達成で

きるのか、ケアの最適分配とはなにか、という問いに答えることになる。ここでいうケ

アは、育児から始まって介護、看護、医療、介助、すなわち人間が生まれて死ぬまで、

人が生きて死ぬという人間の再生産に関わるコストをだれにいかにどのように分配す

るか、という問いである。これまではそのコストが女性に偏ってきており、しかも不当

に不払い労働や低賃金労働としてしわ寄せされてきたという問題をいかに解くか、とい

う問いであるともいえる。 

④ 当事者主権」とわざわざいわねばならなかったのは、自分の運命を自分で決定する権利

のない社会的弱者、すなわち当事者性を奪われた人たちの存在があったからこそであっ

た。当事者学とは、「社会的弱者による当事者の経験と蓄積、言語化と理論化」である。

「私のことは私がいちばんよく知っている。だから、私のことは私に聞いてほしい」と

いう立場である。 

⑤当事者主権の抵抗勢力は、専門家パターナリズムである。「あなたのことはあなた以上に

私たちがいちばんよく知っている。だから私に任せなさい。悪いようにはしないから」

というもので、温情的庇護主語と訳されている。いちばん強いのが、医療パターナリズ

ムだが、福祉パターナリズムもそれに劣らないであろう。なぜなら、だれがなにをどれ

ほど必要とするか、つまり、どんなニーズがあるかを、行政や担当者や専門家が決めて

きた、措置の時代の長い歴史があったからである。 
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↓ 

１：ケアの定義／ケアとはこれまでケアする側の属性や行為であるかのように取り扱われ

てきたが、ケアは、ケアの与え手と受け手の間における相互行為と捉える必要がある。 

２：ケアの自己決定性／①ケアする権利、②ケアすることを強制されない権利、③ケアさ

れる権利、④（不適切な）ケアを受けることを強制されない権利の四つ。日本にはケア

の人権などまだまだ確率してないといわざるを得ない。 

３：ケアのニーズ／承認ニーズや潜在ニーズ（庇護ニーズ）を総称した「要求ニーズ」と

「非認知ニーズ」の差異に注目する。 

４：ケアはなによりも相互行為であるからこそ、一回性と個別性が要求される。ケアされ

る側が自らのニーズを認識し表現し介護者に伝える権利と義務をもったときに、彼らは

ニーズの主人公となる、つまり当事者となる。「障害者の気券は高齢社会の財産だ」（小

山内美智子）という指摘にあるように、いまだケアの当事者となる経験をしていない高

齢者が、障害者に学ぶことは多い。 

《上野のケア観》 

� 家族介護は神話であり、解体する必要がある 

� ケアが全ての労働の下位におかれ「支払い労働」になっても安い賃金しか払われない、ジ

ェンダーと階級のバイアスが潜んでいる 

� 中産階級の主婦で優勝・無償のケアボランティアに従事するヒトは「家政婦扱いされたく

ない」という差別的プライドから、低賃金ケアワーカーと自分を区別しようとする傾向が

ある。「自らのサービスの値段をすすんで切り下げ」結果的に「低賃金のパート労働に出ざ

るをえない人々を排除」してしまう。ケア労働の賃金が安いのは、「わずかの価格差で、『崇

高な奉仕』という正当化をあがなうためのイデオロギーの価格」。 

� 新時代の介護の担い手として「恊セクター」の存在に注目。自助でも公助でもない「共助

のしくみ」を追求。 

 

《社会福祉／介護などケアを取り巻く多様な言説》 

●明治 40 年発表 堺利彦「婦人の天職」 

これを要するに、婦人の特殊なる天職はただ妊娠、分娩、哺乳の一事にあり。しかもそは

決して婦人生涯の全力を要求するものにあらず。婦人はこの特殊なる天職の外に、男子と

相並んで一般人間の天職を果たさざるべからず。ただし小生といえども、全く男女性情の

差異を認めざるにあらず。婦人がその生殖作用の分業より来たる必然の結果として、生理

上ある点において男子と異なる傾向を生ずるは、否むべからざる事実なるがごとし。小生

は今日の男女間に見るがごとき性情の大差異は、社会の制度習慣より来たれる一時の現象

なりと信ずれども、別に男女性の根本において多少の差別あるべきは、またこれを認めざ

るをえざるものあり。ゆえに男子が生活事業を分担し、婦人が生殖事業を分担し、それ以

上にもって男女共に他の高尚なる諸事業に当たるの時、女子がその自然の性情に基づきて、
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あるいは多く美術におもむき、あるいは多く音楽に向かうというがごとき、男子に対して

趣味ある差別を現ずべきは、小生の常に想像するところなり。さればこの点において、婦

人の天職は美術にあり、婦人の天職は音楽にありなどとも称するをえんか。ただしそは将

来の自由社会における自然の発展に見て、しかして後初めて言うべきの事にして、今日軽々

にこれを予想し、断言すべからず。ことに男子が、その男子的偏見（よし自らはその偏見

たることを意識せざるにもせよ）をもって、憶断に婦人の天職を云々するがごときは、実

に許すべからざるの大罪なりと信ず。福田女史もっていかんとなす。 

 

●1990 年代以降の日本型福祉の変容 

１：日本の「福祉国家」に見られた残余性は 80 年代半ばまでは「家族」と「企業」によっ

て補完されてきたが、90 年代以降はその主体が「市場」に移行しつつある。 

２：90 年代以降における日本型福祉の変容は「福祉の市場化」に留まらず、「福祉レジーム

の市場化」として全体的なレジームチェンジとして捉える必要性がある。 

３：福祉レジームとしての日本型福祉の国際的位置をみた場合、「ハイブリッドモデル」か

ら、自由主義レジームの代表であるアメリカとの共通性を強めつつある「福祉レジームと

しての日本型福祉の変容」（伊藤新一郎、2008） 

 

●みな人生の折り返し点を過ぎて、何とか「再出発」を果たそうとする中高年で、しかも

「普通の人々」でなければいけなかった。体力も弱ってきて、経済的にも万全ではなく、

そして折に触れて老いを意識せざるを得ない、そういった人々は、この生きづらい時代を

どうやってサバイバルすればいいのか。その問いが、作品の核だった。定年後、老後に訪

れる困難さは一様ではない。経済的格差を伴って多様化している。だから、五人の主人公

は、「悠々自適層」「中間層」「困窮層」、それらを代表する人物を設定した。だが、すべて

の層に共通することもある。それは、その人物が、それまでの人生で、誰と、どんな信頼

関係を築いてきたかということだ。「信頼」という言葉と概念をこれほど意識して小説を書

いたのもはじめてのことだった。                      （村上龍『55 歳からのハローワ

ーク』） 

 

●社会保障制度は一旦なくす方向での検討が重要です。現在の制度は解散すること（ある

いはそれに近いこと）をお願いしたいと思います。将来世代は投資超となることがわかっ

ており、それでも、支払が続くなんていうばかなことが毎日上積みされていくおかしな現

実にけりをつけなければ、ますます世代間格差が広がるだけです。若者はそれでいいのか、

真剣に考えなければなりません。過去の遺産はあまりにも過大ですが、ちゃらにしようと

いう決意くらい持つべきでしょう。こうした世代間格差を解消しなければ若者世代のやる

気だって出てくるはずもありません。成長しない市場であること、負担ばかり増えること

がわかっているマーケットで、若者がどう夢を抱けばよいのでしょう。我々現役世代は草



“a house without books is like a room without windows” 

朝さろん 19th morning 

〈ケアへの／からの視線(１)〉 

 6 / 8 

 

食系若者を憂うだけでなく、若者が夢を持てない現実に蹴りをつけなければならないこと

を肝に銘じるべきです。 過去の遺産をちゃらにすれば、これから先の個々人の人生はそれ

ぞれで面倒を見なければならなくなります。その代わり、他の人の面倒を見る必要はなく

なります。遺産がちゃらになれば、無謀な社会保障のための費用がなくなるため、最終的

には税率だって落とせるかもしれません。過去の古い制度は現状にあわなくなっているも

のばかりです。この部分を早急に見直し、国の歳出分を減らすことは日本経済活性化のた

めの急務だと思います。 

また、我々がほんとうに必要としているものは、結果平等なのか、機会平等なのか、こ

れも重要な観点です。我々日本人は結果平等を心の中で求めているという事実や、その割

には機会平等を標榜しているというこのジレンマを抱えていることを理解しなければなり

ません。そういう事例をあげれば枚挙に暇がありません。たとえば産業政策。これは、地

方に工場誘致のため補助金を出すということをしながら、結局競争上の不利を招いたと言

えるでしょう。地方に工場誘致にお金を出せば、企業としては国内に工場を建てるでしょ

うが、それは総コストの観点ではまったく資本合理性に欠きました。韓国や台湾メーカー

と機会平等さえ与えられていなかったことは、現状の電機セクターが不利になった一つの

問題点として指摘できるでしょう。円高ウォン安のような、民間だけではどうしようもな

い条件をできるだけ平等にする観点が必要だというわけです。主婦年金だってそうです。

国の再分配制度による結果平等を少しでも狙えば、主婦年金は魅力的なのかもしれません

が、でもそれが主婦層の就職機会を逸しさせていることにつながっているわけですから見

直されて当たり前でしょう。（中空麻奈） 

 

●「何らかの障害（“老年期”）ゆえに『生きづらい』と感じるなら社会が間違っているの

であり、障害を抱えていること自体が原因なのではない」（立岩真也） 

 

●ハーバーマスは、伝統や宗教的な規範が弱まった現代、私たちが従う規範の根拠は対等

な市民のコミュニケーションから生み出すしかないと考える。「他人が、ある人間の『あり

方』を決めることにつながってしまう」から、当事者性が問題になる。「例えば、子どもは

親から強く影響を受けても、成長するなかで自由で対等な関係を作れる。だが、生命の質

を（終末期の在り方＝ケアの有り様）を誰かに決められると平等な関係は損なわれてしま

う。」（三島憲一） 

 

●「何を倫理的な問題とするかは、人や属性によってかなり違った。他の人が何を問題と

感じたり、考えたりしているのかを知る場は専門家にも（一般市民）にも本来は不可欠。

そうした過程が、議論を形成し政策や制度を決めるためには必要だ」（平川秀幸） 
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【まとめ】 

ケアの射程として、分配／公正正義や当事者性をめぐる人権の問題など多様な問題提起が

含まれていることがわかる。 

このうちケアの自己決定性・「当事者主権の在り方」について、次回、具体的な現場の物語

を読みながら一緒に検討したい。参照するのは孫が祖母の介護について描いた『介護入門』

（モブ・ノリオ）である。 

またケアから提起された公正正義や基本的人権については、次々回『人間の条件』（立岩真

也）を通じて更に考えてみたい。 

 

⇒〈ケアへの／からの視線（２）〉へ 
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