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特集論文（『社会分析』38 号, 2011, 81～98 頁） 

介護職の社会的承認の規定要因

─山口県宇部・小野田地域での共同調査から─ 

大畠 啓 

1. 介護労働の現状

福祉の現場で働く介護職の劣悪な労働環境は、近年の多くの報道を通じて、す

でに広く知られるところとなっている。たとえば低賃金、典型的な 3K（きつい、

汚い、危険）職場、慢性的な人手不足、大量離職、基本的な労働環境（休憩や食

事、トイレなど）の貧困さ、長時間労働、変則勤務、介護保険制度と労働法の非

整合性、サービス残業の常態化など。

これら劣悪な労働環境の報道は、容易に以下の印象を我々に抱かせる。すなわ

ち「介護職の業界はさまざまなところで、大きく歪んでいるのではないか」と。

この歪みは、歴史的、社会的に根深い構造的な問題を孕んでいるにもかかわらず、

社会問題としては今まで認知されてこなかった 1)。 

 介護労働の問題が、社会的コンテクストを持つ「社会問題」であることを示唆

する発言としては、本岡類のそれが適切であろう。特別養護老人ホームに非常勤

職員として勤務した作家の彼は、入居者の家族に愛想を振りまく介護職の姿を見

て、次のように述べている。

 結局、褒められることに飢えているのではないだろうか。（中略）きっと、

介護現場には、注がれる「愛」が足りない。入居者ばかりでなく、介護士に対

しても－ （本岡, 2009: 124） 

この発言は介護職が様々な水準で、他者から期待・評価される＝社会的に承認
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される経験を、剥奪されていることを示している。言うまでもなく、「利用者やそ

の家族からの「ありがとう」や笑顔が、嬉しくたまらない」という経験は、介護

職のやりがいの核心である 2)。にもかかわらず、誇りを持ってディーセント・ワ

ーク（働きがいのある人間らしい仕事）を志向する介護職に、社会から寄せられ

る期待や評価は、決して高いものではない（たとえば社会的地位の低さ）。そのよ

うな彼らに、「偉いですね」や「立派ですね」という言葉が投げかけられたとして

も、それは「待遇のわりに」という意味を含むものであって、評価や称賛という

よりはむしろ同情や憐みに近い。 

もしこの介護職の蔑視状況を社会的な不正と捉えて、彼らの待遇改善に取り組

むとするならば、その「改善」の意味は、近年喧伝される介護報酬の増額には留

まらないであろう。むしろ低賃金を含む生活形式全体の毀損、すなわち社会的承

認の剥奪問題として、介護労働の問題を捉える必要がある 3)。 

このような問題関心のもと本稿においては、まず配分と承認をめぐる A.ホネッ

トと N.フレイザーの論争を概観することを通じて、承認の剥奪経験を、社会的不

正の規範的カテゴリーとして位置づける。次に、筆者が参加する「介護と役割に

関する研究会」で実施した、「介護職と利用者に関する調査」のデータを用いるこ

とで、介護職の承認についての 2 つの重要な論点について検討する。そして最後

に、ホネットと論者（B.レッセラー、I.M.ヤング）との論争を概観することを通

じて、承認概念を介護労働の分析に用いる上での問題点を検討したい。 

 

2. ホネット・フレイザー論争 

 そこで本節では、社会的不正に関する近年の代表的議論として、ホネットとフ

レイザーの間で行われた論争を取り上げ、その特徴を明らかにしていく。そして、

これら社会的不正にアクセスするための規範的な枠組みとして、ホネットの「承

認」の道徳心理学的な考察に注目し、この観点から介護職の社会的な不満や苦悩

全体を捉え返していくことにしたい。 

 

2.1  再分配と承認 

 ホネット・フレイザー論争とは、ハーバーマスに続くフランクフルト学派第三

世代のリーダーである A.ホネットと、アメリカの政治学者 N.フレイザーとの間で
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行われた論争である。この論争においては、現代社会における不正の問題をテー

マ化し、批判的な視点から再構築するには、どのような理論言語が適しているの

かが問われている。そこでテーマとなるのは、再分配（redistribution）と承認

（recognition）のパラダイムである。 

 再分配は、マルクス主義の経済的な利益配分や、J.ロールズの基本財（自由で

平等な市民が欲する対象）に象徴されるように、社会正義のポイントを配分に置

く政治哲学のパラダイムである。配分的正義は、第二次大戦後の貧困と労働運動

の時代を分析するのに適していた。それは国民国家を前提とする民主主義的な福

祉国家内のコンフリクトが、主に経済的資源をめぐって生じていたからである。 

 しかしながら、9.11 テロに象徴される今日の状況下、宗教、民族、ジェンダー

などをめぐる様々な闘争が噴出してきている。このことは、アイデンティティと

差異の承認をめぐる問い（我々は何者なのか、どう生きたいのか）が、未来にお

いて中心的な地位を占める続ける証左である。一方で配分的正義は、その重要性

を失っているわけでは決してない。新自由主義の浸透がグローバル化を推し進め、

各国の再分配的統治が行き詰まりを見せる中、経済的不平等は消滅するどころか、

むしろ拡大しつつある。この状況のもとでは、再分配も承認も共に見落とされる

べきではない。では両者の関係は、果たしていかに理解されるべきなのか。今ま

で必ずしも主題化されてこなかったこのテーマこそ、ホネット・フレイザー論争

を導く糸となる 4)。 

 

2.2  正義の二元論と承認の一元論 

 正義の概念を理解するにあたって、ホネットとフレイザーがとるアプローチは

それぞれ異なるものである。一方のフレイザーは、正義の二元論、視点の二元論

的立場をとる（Fraser and Honneth, 2003: 127）。彼女によれば再分配と承認という

カテゴリーは、相互に還元不可能な正義の二次元を表すものである。一方は正義

に関する物質的、経済的考察、もう一方は文化的な考察の形を取る。これら二種

類の考察が適切に総合されて初めて、現代資本主義社会における経済的な「階級

の不平等」と、文化的な「地位ヒエラルキー」の重層的な関係を把握することは

可能になる。このフレイザーの主張の背景にあるのは、「誤った配分が誤った承認

と絡み合っている」という、彼女の二元的な社会認識に他ならない。 
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フレイザーの規範的な正義の二元論に対し、ホネットが展開するのは承認の「道

徳理論的な一元論」（Fraser and Honneth, 2003: 186）である。彼によれば承認の概

念とは、道徳の基礎的なカテゴリーであって、フレイザーが区別した経済と文化

の両次元を、架橋する働きをなす。換言するならば、承認概念が「愛」（身近な人

から愛情や気遣いを受ける）、「法」（自律した個人として尊敬され権利を認められ

る）、「連帯」（労働を通じて個人の特性が社会的に評価される）という、三つの領

域へと分化することによって、配分は承認の派生的なサブカテゴリーへと包摂さ

れる。これはマルクス主義の経済還元主義をいわば逆転させて、配分闘争を社会

的、文化的な「承認をめぐる闘争」の一表現と捉える発想である（Honneth, 2000: 

149）。この視座に立つならば、金銭的な報酬や配分を規制する業績原理の社会的

評価は、社会構造上有利な集団の偏向した価値地平、解釈図式の影響を受けるも

のとして、必然的にイデオロギーの性質を帯びることになる 5)。 

 

2.3  社会的不満/苦悩と道徳心理学的考察 

ここで配分闘争には、業績原理の適用の正当性をめぐる解釈上の闘争という、

重要な役割が与えられている。このようにホネットが主張する背景には、彼の以

下の認識がある。それは伝統的な問題群（労働政策や福祉、エコロジーなど）が、

依然として公共圏の中心的テーマを形づくっているというものである。それに比

べて、主にアメリカを中心に勃興した「アイデンティティ・ポリティクス」（以下

IP と記す）の経験を、過度に一般化したフレイザーの時代診断は、以下の三点を

恣意的に抽出した、単なる社会学的な人工物にすぎない（Fraser and Honneth, 2003: 

140-7）。 

 

（1）多くのコンフリクトの中から IP の名のもと、ただ社会運動として公共圏

の注目を集めたものだけが抽出されている 

（2）排除や抑圧など非合法的な手段を用いる社会運動が、IP から暗黙のうち

に排除されている 

（3）承認闘争の歴史的先駆者－伝統的な労働運動でさえ、労働者の伝統と生活

形式の承認を求めていた－を見落として、承認闘争を歴史的に新しい現象

とみなしている 
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とりわけホネットが問題とみなすのは、（1）である。すなわちフレイザーは社

会的な不満や苦悩の範囲全体を、公共圏で承認を得ているそれらの一部に還元し

てしまっている。このホネットの指摘は、介護労働の現状に照らすならば重要で

あろう。なぜなら、もっぱら介護労働問題の一部（人手不足、低賃金など）に光

が当てられて、問題全体が議論の視野に収められているとは言い難いのが、公共

圏の現状だからである。 

 この点を踏まえるかぎり、介護職の社会的な不満や苦悩全体を把握する試みは、

「新しい社会運動」や公的承認を当てにすることはもはやできない 6)。もちろん

マルクス主義のように、集合的な階級主体に統一的な利害を帰属させる戦略もま

たしかりである 7)。ではそれらと異なる形で、社会的不満を確定する規範的カテ

ゴリーには、一体どのようなものが考えられるのか。 

 この問い対してホネットが提出する答えが、承認の道徳心理学的な考察である。

彼によれば、承認の枠組みが今日中心的な重要性を保っているのは、新しい社会

運動の要求を表現しているからでは決してない。むしろ社会から期待されなかっ

たり、無視されたりする経験＝承認の剥奪経験が、社会的な不満や苦悩の規範的

中核に位置するからである（Fraser and Honneth, 2003: 157）。この蔑視経験のうち

に不正の核を見て取るホネットは、社会的不満の動機的な源泉に、道徳心理学的

な考察を通じてアクセスしようとする。この回路を開拓・探求する試みこそが、

まさしく承認論のそれに他ならない。 

 

2.4  介護職の社会的承認－2 つの論点 

 ここまで、ホネット・フレイザー論争と承認の道徳心理学的な考察の論点を、

介護職の社会的な不満や苦悩全体へのアプローチという観点から、描き出してき

た。まとめるならば、フレイザーが経済的配分と文化的承認の水準に区別する不

正の問題は、ホネットの言う社会的承認の枠組みのうちに包括的に捉えられうる

ものであり、それは「愛」、「法」、「連帯」という、三つのサブカテゴリーに分け

られる。加えてホネットによれば、個人を不正から護るよう人々を義務づける承

認は、自己実現（生きがい）の基礎的な条件である（Honneth, 1992: 274-87）8)。 

 もちろん哲学的、規範的な概念の運用には、常に一定の経験的制限が課せられ

るべきである。ヘーゲル哲学やドイツの哲学的人間学の伝統にルーツを持つ承認
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論は、ホネットによって多くの経験科学（ミードの社会心理学や精神分析の対象

関係理論など）の知見から、基礎づけが試みられているものの、その試みが十分

に成功しているとは言い難い 9)。 

 しかしながら、ここまで確認してきた承認論の含意と限界点を踏まえるならば、

介護職の承認にかかわる多くの論点に関して、大規模調査に基づく経験的検証を

加えることは、一定の範囲内で可能であり、また必要であると考えられる。本稿

では研究の重要な論点として、以下の 2 点を検証の対象とする。 

 

 論点 1. 介護職の承認意識に対して、彼らのどの属性がどのような影響をもた 

らすのか？ 

    論点 2. 介護職の承認意識と属性のうちどれが、彼らの自己実現にどのような 

影響を与えるのか？ 

 

 次節以降では、2009 年に山口県宇部・山陽小野田市で実施された「介護職と利

用者に関する調査」にもとづいて、これら 2 つの論点について検討していく。 

 

3. 「介護職調査」にみられる介護職の基本属性 

「介護職と利用者に関する調査」（以下「介護職調査」と略記）は、介護職や利

用者の「役割」に関心を持つ、現場の介護福祉士と社会学者からなる「介護と役

割に関する研究会」の所産である 10)。研究会では調査設計から分析結果の解釈に

至るまで、メンバーが個々に用いる調査の認識枠組みがオープンに議論された。

そこで力点が置かれたのは、メンバーの問題認識をめぐるフィードバック過程で

ある。まず調査設計や分析が、個々のメンバーの問題認識に何らかの影響を与え

る。次にそれがどのような影響なのかが議論を通じて照らし出され、このメタ分

析自体が再び、個々人の問題認識に織り込まれていく。 

もちろん現場に疎い社会学者と、介護研究に手を染めたばかりの介護福祉士の

間では、フィードバックを円滑に営んだり、認識や関心を照らし合わせたりする

上で困難もあった。しかし本稿の調査データ分析や理論的検討には、この共同研

究の成果が少なからず反映されている点を、ここでは確認しておきたい。以下今

調査の対象者の基本属性を、表 1 に示す 11)。 
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表 1. 対象者の基本属性 

勤務先 
  病院系 施設系 訪問系 その他 

不明 
計 

全体  403 664 38 54 1159 

性別 男 81 105 1 8 195 
女 318 555 36 33 942 

DK/NA 4 4 1 13 22 
年齢 10～20 代 102 195 0 10 307 

30～50 代 276 418 30 27 751 
60～70 代 19 47 7 1 74 

DK/NA 6 4 1 16 27 
勤務形態 正規 360 529 13 39 941 

パート 21 88 23 2 134 
DK/NA 22 47 2 13 84 

表 2 各領域における承認意識の質問項目 

社会領域 承認形式  質問項目 

職場 
（問 2-1） 

愛情 

ア. 利用者と打ち解けた親しい関係を構築できている 

イ. 利用者の家族は感謝し喜んでいる 

ウ. 利用者からの精神的、身体的暴力やセクハラに悩んでいる 

エ. 同僚（上司・部下も含む）から励ましや気づかいを期待すること 

ができる 

オ. 同僚（上司・部下も含む）と悩みを相談し合える関係にある 

権利 

カ. 仕事の内容や責任は明確である 

キ. 仕事のシフトの希望を言うことができる 

ク. 就業規則は守られている 

ケ. 業務外のことを要求されることが多い 

連帯 

コ. 自分の仕事の成果は正当に評価されている 

サ. 自分の能力は正当に評価されている 

シ. 職場に一体感がある 

家族/友人 
（問 2-2） 

 

愛情 
ア. 家族から感情的な支えが期待できる 

イ. 友人から感情的な支えが期待できる 

権利 ウ. 自分の仕事の都合より、家族の都合が優先されている 

連帯 
エ. 家族は介護の仕事に理解を示している 

オ. 友人は介護の仕事に理解を示している 

社会一般 
（問 2-3） 

権利 
ア. 介護の仕事は立派な仕事であり、人から感謝されている 

イ. 介護職の権利は十分に保護されている 

連帯 

ウ. 介護職の賃金水準は適切である 

エ. 介護の仕事は専門職として社会的に認められている 

オ. 介護職の社会的地位は高い 

 

3.1  承認意識に対する介護職の属性の影響－（1）施設系勤務のケース 

 この「介護職調査」においては、介護職の生活領域全体における承認意識を捉

えるために、表 2 に示すように、職場・家族/友人・社会一般の各領域を設定した 
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表 3 施設系勤務の介護職の承認意識を従属変数とした重回帰分析 

 職場 家族/友人 社会 

愛情 権利 連帯 愛情 権利 連帯 権利 連帯 

女性 .035 -.130* -.015 .091 -.005 .062 .016 .074 

年齢 .078 .040 .015 -.055 .012 -.077 -.129* -.049 

正規/パート -.041 -.094 .000 .205** .212** .152* -.088 -.015 

リーダー/一般 .120 .068 .141* .140* .165** .172** .018 -.048 

経験年数 .000 -.027 -.042 .061 -.016 .022 -.090 -.072 

勤続年数 -.105 -.174* -.074 -.058 -.127 -.092 -.055 .026 

月収 -.072 .017 -.108 -.157 -.130 -.100 .160 .049 

介護福祉士 .061 -.130* -.073 -.055 .045 .053 -.046 -.149* 

社会福祉士 .028 -.080 -.058 .026 -.028 -.080 -.026 -.031 

ヘルパー .087 .034 .033 .035 .036 -.015 .115 .061 

その他の資格 -.042 .018 .085 -.058 .008 -.002 .055 .070 

決定係数（R2） .012 .068 .021 .024 .036 .035 .031 .016 

※値は標準化偏回帰係数 **P<.01, *P<.05 

 
上で、そこにおける愛・法・連帯の承認意識を、4 件法で具体的に尋ねている 12)。

表 3、4 は、各領域の承認意識に対する介護職の属性の影響を、勤務先ごとに示し

たものである 13)。 

 表 3 によると、施設系に勤務する正規職員・リーダー的役割を担っている者は、

家族/友人からの承認を得やすいことが見て取れる。とりわけ、彼らから愛情承認、

権利承認を獲得することに対する正規職員の効果、権利承認や仕事の理解を獲得

することへのリーダーの地位の効果は、顕著である。 

このように施設勤務における地位の安定・昇進は、承認を高める効果を持つ。

しかしそれは、生活世界（家族/友人）を中心に限定的なもので、社会一般にまで

及ぶわけではない。このことは施設介護の仕事が家事の延長線上に位置する、生

活世界親和的、家計補助的な非熟練労働と解されていることを意味している。 

一方長い勤続年数、介護福祉士の資格は、承認を剥奪するよう機能する。長く

勤めている人は離職の可能性が低いため、職場で無理を言われて権利を侵害され

やすい。また介護福祉士は資格の割に、社会的な評価が不十分であると感じる傾

向にある。 

 

3.2  承認意識に対する介護職の属性の影響－（2）病院系勤務のケース 

表 4 によると病院系勤務においては、属性が承認を剥奪する傾向が顕著である。 
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表 4 病院系勤務の介護職の承認意識を従属変数とした重回帰分析 

 職場 家族/友人 社会 

愛情 権利 連帯 愛情 権利 連帯 権利 連帯 

女性 -.054 .010 -.118 .080 .073 .085 -.135* -.033 

年齢 -.017 .044 .054 .084 .033 .019 -.080 -.059 

正規/パート -.062 -.079 -.074 .029 .015 -.094 -.052 -.095 

リーダー/一般 -.003 -.016 -.066 -.158* .103 .037 -.089 -.084 

経験年数 -.143 -.202 -.247* -.110 -.014 .076 -.109 -.065 

勤続年数 .012 .047 .146 .066 -.026 -.106 .188 .102 

月収 .040 .045 .055 -.074 -.205** -.096 -.068 .036 

介護福祉士 .030 -.133 -.105 .117 -.075 .167* -.181* -.316** 

社会福祉士 -.097 -.104 -.130 -.019 .075 -.101 -.085 -.094 

ヘルパー -.037 -.123 -.050 -.017 -.101 -.031 -.042 -.043 

その他の資格 .036 .040 .082 .042 .121 -.013 .073 .065 

決定係数（R2） -.009 .024 .019 .006 .034 .026 .047 .082 

※値は標準化偏回帰係数 **P<.01, *P<.05 

表 5 介護職の仕事観（問 2-4） 

ア. 生きがいを与えてくれる仕事 

イ. 働きがいがある仕事 

ウ. 利用者に感謝される仕事 

エ. 人や社会の役に立つ仕事 

オ. 自分の適性を活かせる仕事 

カ. 自分の資格・技能が活かせる仕事 

キ. 自分や家族の都合のよい時間（日）に働ける仕事 

ク. 食べていくためにする仕事 

表 6 仕事観の主成分分析 

問 2-4 
第一成分 

（自己実現） 

第二成分 

（他者貢献） 

第三成分 

（利便性） 

第四成分 

（手段） 

ア（生きがい） 

イ（働きがい） 

ウ（感謝される） 

エ（役に立つ） 

オ（向いている） 

カ（資格・技能） 

キ（自由がきく） 

ク（食べる手段） 

.841 

.836 

.347 

.322 

.788 

.681 

.102 
-.066 

.176 

.236 

.799 

.854 

.281 

.328 

.087 
-.021 

.056 
-.012 
.187 
-.029 
.115 
.108 
.982 
.055 

-.072 
-.047 
-.074 
.030 
-.027 
.008 
.057 
.994 

固有値 3.733 1.107 .851 .725 

寄与率（％） 

累積寄与率（％） 

34.106 
34.106 

20.615 
54.721 

12.887 
67.608 

12.578 
80.186 

注）値は主成分負荷量。絶対値 0.5 以上のものを太字にした。バリマックス回転を行っている。 

 

とりわけ長い経験年数は、職場での評価や連帯感に不満を生じさせ、またリーダ

ーになって責任が増し、収入が増えるほど、かえって家族/友人からの承認は得ら

れなくなる。つまり病院勤務の介護職は、仕事の経験を経るほど職場での評価に、

そして責任や収入が増すほど、生活世界の承認に不満を感じる傾向にある。また
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僅かに介護福祉士の資格が、生活世界の理解を高めるものの、有資格者が感じる

社会的承認の剥奪感は、施設系の介護福祉士より強い。これらが示すように病院

系介護職は、自らの働きの存在感が希薄であると感じる傾向にある。その一因と

しては彼らの立場が、医療の補助的なサービス職に止まる点が挙げられよう。 

 

3.3  介護職の自己実現に対する属性と承認意識の影響 

次に介護職の属性や承認意識と、彼らの自己実現の関連について検討すること

にしたい。ここでは介護職の仕事観を問う質問（あなたにとって介護の仕事とは）

を分類するために、主成分分析を用いて、表

5 に示す質問項目（4 件法）を 4 つのグループ

に分類した（自己実現、他者貢献、利便性、

手段）。その結果を示したものが表 6 である。

そのうち自己実現の主成分得点に対する影響

という観点から、属性と承認意識の調査デー

タを勤務先ごとに検討してみることにしたい。 

表 7 によると属性要因は、自己実現とほと

んど無関係であることがわかる。逆に言えば

介護職の自己実現の成否には、承認意識が深

くかかわっていると言える。 

承認意識に関してはどちらの勤務先でも、

職場での愛情関係と社会における権利保護が、

自己実現を促進することが見て取れる。とり

わけ病院系において、職場の親密な人間関係

が果たす役割は大きい。ただしこれら以外は、

勤務先によってかなり異なっていることも指

摘できる。まず施設系においては、特に家族/

友人の理解が自己実現を促している。このこ

とから施設系介護職は、家事に近似する生活

世界親和的、家計補助的な非熟練職として、

生活世界の理解を求める傾向にあると考えら

表 7 自己実現主成分得点を 

従属変数とした勤務施設

別重回帰分析 

  施設系 病院系 

女性 -0.085 0.049 

年齢 -0.079 0.002 

正規/パート -0.005 -0.021 

リーダー/一般 0.068 .141* 

経験年数 0.097 0.123 

勤続年数 -0.012 -0.101 

月収 -0.036 -0.125 

介護福祉士 0.018 0.033 

社会福祉士 -0.004 0.025 

ヘルパー -0.059 -0.003 

その他の資格 0.03 -0.04 

職場

愛情 .170* .373** 

権利 .148* -0.008 

連帯 -0.052 -.225** 

家族

友人

愛情 -0.001 .175* 

権利 -0.016 0.055 

連帯 .162* -0.095 

社会
権利 .204** .271** 

連帯 0.088 0.08 

決定係数 

（R2） 
0.218 0.181 

※値は標準化偏回帰係数 

**P<.01,*P<.05 
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れる。 

一方病院系介護職の自己実現には、家族/友人からの気遣いが重要であり、また

職場の評価は自己実現と負の関係にある。このことに、職場における親密性の重

要性も合わせて考察してみると、以下の想定が成り立つ。それは存在感の希薄さ

に悩む病院系介護職が、周囲に気遣いや配慮を求めており、また職場の評価も、

彼らの自己実現欲求を満たすものではないというものである。 

 

4. まとめと調査上の課題 

 以上本稿においては、配分と承認をめぐるホネットとフレイザーの論争を踏ま

えながら、「介護職調査」をもとに、介護職の承認をめぐる社会環境や、承認と自

己実現との関連を確定しようと試みてきた。概念や対象者の構成の点で一定の限

界を抱えるものの 14)、およそ以下の点を明らかにすることができたと考える。 

 

    論点 1. 施設系介護職においては地位の安定と昇進が、主に生活世界からの承

認を獲得する一方、長い勤続年数が職場での権利侵害、介護福祉士の資格

が社会的評価への不満を生じさせるという、承認のネジレ構造が傾向とし

て見て取れる。それに対し病院系介護職においては、どの領域でも属性が

承認を剥奪する傾向が顕著である。すなわち補助的な職種である彼らは、

仕事の経験を重ねても職場で評価されず、また昇進・昇給しても生活世界

から「浮いて」しまい、さらに介護福祉士の資格を取っても、それと彼ら

の社会的承認とのギャップの大きさに苦しむ傾向にある。 

 

    論点 2. 自己実現の促進という観点から見ると、どちらの勤務先でも、職場で

の愛情関係と社会的な権利保護が重要であることが分かった。ただしそれ

以外は、勤務先によって異なっている。特徴的なのは施設系介護職が、家

事に近似した生活世界親和的、家計補助的な非熟練職として、生活世界の

理解を必要としていることと、病院系介護職が親密な生活世界や、職場で

の評価を求めていることである。 

 

    もちろんこれらの知見は、特定の地域調査の偏りを免れえない。そのため、よ
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り広範囲の調査研究を通じて、介護職の承認意識に見られる地域的な偏りと一般

的な構造を、適切に識別することが第 1 の課題となってくる。 

 また本稿では、介護福祉士になるルートや彼らの職歴は考慮せずに、介護福祉

士の資格の有無だけに注目して分析を行ってきた。しかしたとえば出身が、「実務

経験ルート」か「養成施設ルート」か、あるいは在宅ヘルパーか看護助手かによ

って、介護福祉士の承認意識は大きく異なる可能性がある。そのかぎりで彼らの

承認意識を、その具体的なキャリア形成過程と関連づけて捉えていく、「経路依存

性」の視点を導入することが、今後の第 2 の課題と言えるであろう。 

さらにここでは、調査対象者の経歴を訊いていないために、彼らの承認意識が

ライフイベント（結婚、出産、子供の教育/独立、失業、離婚、退職など）の経験

によって、どのように変化するのか、現時点では確認できない。ライフイベント

は、キャリア形成過程とともに承認意識にも影響を与えると考えられるため、こ

れら様々なライフイベントの経験別に、承認意識に着目することが必要であろう。 

このほか介護職の承認意識研究には、解決しなければならない問題が山積して

いる。しかしここではこれら調査上の課題を指摘するにとどめ、最後に承認概念

を介護労働の分析に適用する上での、社会理論的な問題点を検討したい。 

 

5. おわりに－承認概念の社会理論的問題点 

 支配的な実践や制度の批判を旨とする承認概念を、介護労働の分析に適用する

上で検討すべき理論的テーマとは、一体何であろうか。その最も重要なものの 1

つに、承認と権力の問題系があろう。権力批判はホネットの初期研究以来、彼の

問題関心の中心に位置するものであるが、ここではケア労働や愛する労働（Love’s 

Labor）に焦点を絞る、レッセラーやヤングとホネットとの応答について具体的に

整理する。そこでは通奏底音のように以下の点が問われている。すなわち承認概

念は権力を批判しうるかどうか。 

 たとえばレッセラーは、ケア労働を業績原理のもとに位置づけて、それの社会

的評価を金銭的報酬に還元する承認論の議論を、ジェンダー的分業を補完するも

のとして批判している（Rössler, 2007）。ホネットはケア労働の承認を、業績に対

する金銭的評価に還元しているが、それは歴史的な権力構造をあまりにも過小評

価する議論である。レッセラーによればケア労働に承認が与えられないのは、そ
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れが低報酬だからではなく、伝統的に女性の仕事だからである（Rössler, 2007: 

145）。とするならば不正を是正しうるのは、市場に左右される業績ではなく、ジ

ェンダー分業から解放された自由な民主主義社会に他ならない。 

 この業績主義の問題はそもそも、労働者の尊厳やアイデンティティを、金銭的

報酬に還元する理論戦略に由来するものであった。当然のことながら金銭的承認

は、自立して生きる条件の一部に過ぎない。ひどい労働条件のもと高報酬が支払

われるということは、よくあることである。この労働疎外の問題や権力への視座

を開示するために、レッセラーはフレイザーに倣って、多くの基準（首尾よくい

った自律性ややりがいのある善き生、平等な自由など）を導入することを主張し

ている。そこでは承認は、基準の一つに過ぎないのではないか。 

 この「業績以外でケア労働を評価すべし」というレッセラーの提案に、同意を

示すのがヤングである（Young, 2007）。レッセラーと同様、愛情と業績という承

認原理の区分自体が、ジェンダー的分業の産物であるとみなすヤングにとって、

業績原理のみならず愛情関係もまた、イデオロギーの嫌疑から逃れることはでき

ない。とりわけヤングがこだわるのは、伝統的な夫婦愛をモデルにした「ケアの

非対称性」である（Young, 2007: 206-10）。すなわちケアを与える側は、妻のよう

にケアを義務づけられる一方、ケアを受ける側は夫のように、与える側をケアす

る義務を負わない。この非対称性、権力作用が内在するケア関係のうちに、お互

いの欲求が承認される愛情の相補性とは、一体何を意味するのか。 

 ここで両者の批判の焦点となっているテーマは、「ケア労働とジェンダー規範の

共犯関係」と言い表すことができる。この論点については、日本においてもすで

にいくつかの指摘があり（三橋, 2008; 矢澤, 2009 など）、承認概念をケア労働に

適応する上で無視しえない重要なテーマである。ではケアのジェンダー化に関し

てホネットは、レッセラーとヤングにいかなる反論を展開するのか。 

 まずレッセラーに対してであるが、ホネットは社会的評価を、ただ金銭的観点

からのみ構想しているわけではない。金銭的報酬は、業績に承認を与える今日共

通のメディアにすぎず、歴史的に多くのシンボル的な等価物（勲章や退役軍人の

特権など）を伴っている（Honneth, 2007b: 358）。このように業績や功績の基準は

市場ではなく、それから独立した文化的な承認に依拠するものである。しかしそ

れよりも法的承認の方を、ホネットは承認論の要とみなしている（Honneth, 2007b: 
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360）。なぜなら法は、必要な能力やスキルを習得する機会をすべての人に等しく

保障することによって、労働を疎外のない有意味な活動に変容させるからである。

ホネットが正しい分業を法的承認のうちに基礎づけるのに対し 15)、レッセラーは

法から独立した倫理的考察に、批判の基礎を求めていると言える。 

またヤングによるケアの相補性批判に対しては、ホネットは真正面から反論し

ている。すなわちケアは友情や親しい関係に示されるように、もともと相互的で

対称的な関係である。なぜならケアは対称性の理念に照らして、自らを規範的に

改善する可能性を内包しているからである（Honneth, 2007b: 362）。 

以上のように彼らの論争を概観してくると、承認と権力をめぐる問題系は、い

わゆる「承認のイデオロギー性」の問題に集約されてくるように見える 16)。そも

そも承認とは他者の望ましい特質に対して、個人が肯定的に反応する相互行為の

形式である。それはすでに見てきたように、しばしば既存の秩序に適合する自己

像の受容を促したり、あるいは義務に喜んで従うよう、主体を抵抗なく動機づけ

たりする。では、この権力に基づいた承認のイデオロギー的形式から、承認の健

全な形式を区別するものとは一体何か。 

 ホネットによればそれは、承認の評価的語彙のうちには存在しない。なぜなら

健全な承認のみならず、そのイデオロギー形式もまた、合理的で望ましい現在の

価値言明を動員しうるからである。たとえば「自己を雇用する創造的な企業家」

という形で、労働者の自己実現を促す新自由主義的な言説は、彼に高い自己評価

と自尊心を与えるかぎりで、十分に合理的である。そのような言明の意味論的内

容ではなく、むしろそれが実現を約束されているにもかかわらず、現実の実践の

うちに実現されない点に、ホネットはイデオロギー的承認の批判的基準を見て取

っている（Honneth, 2007a: 346）。介護職に例えて言うならば、基礎的な労働環境

の整備が伴わないままに、ディーセントワークとしての介護職の理念を唱える言

説は、現実の不正を隠蔽するイデオロギー的効果をもたらしかねない。 

 もちろん、承認をめぐるこの種の理想と現実のギャップが、長い学習過程にお

ける単なる時間差である可能性は排除しえない。しかし承認という概念は、介護

職を含む労働者の自己実現を、常にその社会的な前提条件に遡って考察すること

を促すという意味において、介護職をめぐる社会学的研究に多くの認識利得をも

たらす、有効な概念と言えるのではないであろうか。 
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注 

1) たとえば高木博史は、介護を受ける人 （々高齢者や障害者など）の問題に比べて、

彼らを支える介護職の問題は、まだ社会問題とは認識されていないと述べている

（高木, 2008: 16-7）。 

2) 直接介護にはかかわらない介護支援専門員（ケアマネージャー）においてさえ、

利用者の喜びは仕事の喜びである。たとえば高良（2007）を参照のこと。 

3) 介護職の離職ややりがいの要因に関する最近の研究は、その多くが主に職場組織

内の要因（施設のサポート体制やバーンアウト、仕事の負担、雇用の保証、教育・

研修の不足、職場の人間関係など）に関心を留めるものであり、承認というより広

いコンテクスト要因に自覚的でない。たとえば石川（2010）、三沢（2010）を参照。 

4) 藤村正之は、再分配を状況認識（どのような状況を問題視するか）に、承認を判

断様態（意思決定にかかわる判断のあり方）に分類している（藤村, 2006: 23-8）。 

5) 初期の『承認をめぐる闘争』（Honneth, 1992）よりも、近年のホネットは、連帯形

成を媒介する業績原理の歪みに自覚的である。しかしこのことは何も、業績原理の

歪みが修正不可能であることを必ずしも意味するものではない。たとえば最小限の

社会的評価と経済的福祉が、福祉国家によって個人の権利要求に変換されるケース

を、ホネットは指摘している（Fraser and Honneth, 2003: 176）。この「法」の「社会

的評価」への浸透、「尊敬」と「支払」の相互浸透を踏まえるならば、「生存権・幸

福権に直接かかわる仕事である福祉労働が、なぜ、議員の労働価値より低いのだろ

うか」（小川, 2008: 66）というような問いが出てきたとしても、何ら不思議ではない。 

6) 一般に福祉系職能団体の組織率は低く、社会運動としての「政治力」は発展段階

にあるといわざるをえない。たとえば （染谷編, 2007: 187, 197）を参照のこと。 

7) 二木泉によれば介護の職場は、性別、年齢、職種、資格、雇用形態などによって、

異なる利害関係を持つ人々が混在し分断されている（二木, 2010: 106）。 

8) 承認に基づく自己実現の概念と、介護を結びつけることのリスクに関しては、安

部真大の指摘がある。彼によれば介護職は、利用者の気持ちを察する「気づき」労

働の最大の報酬＝利用者からの感謝を得ようとして、際限なくサービスをエスカレ

ートさせていく。それが彼らを「自発的ワーカホリック」に誘い、バーンアウトに

追い込む （安倍, 2007: 20-59）。 

  しかしそれは承認に由来する問題というよりも、承認を自己実現の手段に還元す

る介護職の傾向や、それを促す「自己犠牲」、「ボランティア精神」の問題ではない

であろうか。たとえばホネットは、他者の肯定的反応＝承認と個人の自律性を、等

しく根源的なものとして結びつけており（Honneth, 2002: 516）、そこには（自己犠牲

という歪んだ形も含む）やりがいを満たすための道具として、他者の承認が動員さ
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れるという論理は成り立ちえない。三橋宏次が述べるように、利用者に対して全人

格的な共感と同情を強いる利用者との継続的な関係は、介護職という感情労働の職

務上の特徴であって（三橋, 2006: 48）、承認概念とは直接関係がない。 

そのかぎりで、介護職をバーンアウトから護るために必要なのは、利用者と密接

にかかわる彼らのやりがいを放棄させることではない。むしろそれを相互承認の原

則に従って、利用者の倫理的特性と正しく対応させることである。そこでは利用者

の欲求や権利、人生の価値が、介護職のやりがいを満たすのにふさわしいものであ

るかどうかが問われる。この問いを可能ならしめるためには、介護職の「内なるチ

ャリティー精神」の解体が必要であろう。この点については、高木（2008: 25）、 杉

田（2008: 75）を参照のこと。 

9) たとえば近年ホネットは、ミードの議論による承認概念の基礎づけが失敗に終わ

っている点を認めている（Honneth, 2002: 505）。 

10) 研究会と調査の概要については、福井（2011: 63-64）を参照のこと。 

11) 表 1 の勤務先の分類は以下の通り（数字は施設数）。病院系＝療養型医療病連 7・

介護病連 6・障害者施設 4、施設系＝養護老人ホーム 3・特養 7・有料老人ホーム 6・

デイケア 9・デイサービス 17・グループホーム 13・老人保健施設 8・ケアハウス 5、

訪問系＝ヘルパーステーション 7。 

12) ホネットは三つの承認形式を、特定の社会水準と結びつけて考えている（愛－家

族/友人、法－市民社会、連帯－価値共同体）。しかし今調査では、介護職の承認状

況を詳細に把握するために、承認形式を特定の社会水準から切り離して、介護職の

生活領域全体に網羅的に適用する。 

13) 質問項目は、各領域の各承認形式別に複数の場合統合したものも含めて、すべて

偏差値得点化した。なお意味的に逆順化した方が良いものは、そうしている（問

2-1-ウ・ケ、問 2-2-ウ）。また属性で名義尺度のものは、0/1 のダミー変数化した（男

性/パート/一般職員/各資格なし＝0、女性/正規職員/リーダー/各資格あり＝1）。 

14) 訪問系は、7 つのヘルパーステーションに質問票を配布したにも関わらず、38 票

しか回収できなかったため、今回は分析を行わなかった。この低い回収率は、調査

票の配布方法、標本の抽出方法に大きな原因があったと考えられる。今後の反省材

料としたい。 

15) ホネットによれば法的承認は、資本主義社会の制度の中核にある道徳的基礎であ

る（Fraser and Honneth, 2003: 164）。また武川正吾はホネットの議論に依拠して、基

本的人権の保障が市民間の相互承認の可能性を開くと述べている（武川, 2007: 51）。 

16) B.V.D.ブリンクと D.オーウェンは承認と権力の問題系を、4 つの批判的論点に形

式的に整理している（Brink and Owen, 2007: 21-22）。 
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