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相対的貧困が小学生・中学生及びその保護者に与える 
影響に関する一考察

梅　本　貴　豊 
矢　野　裕　俊 
梶　川　裕　司

 〈Summary〉
Poverty has become a significant issue for children’s education in Japan. In order to better 

understand the real picture of poverty groups, a detailed analysis matching the data of parents 

and their children is necessary. Therefore, this research matched the data of parents and their 

children from Grade 5 to Grade 8, in order to study relative poverty. For the purpose of the 

study, the data was divided into 3 categories: a relatively poor group, a relatively low-income 

group, and a relatively high-income group. The result of the analysis showed different charac-

teristics for each group. For example, in the relatively low and relatively high-income groups, 

the parents’ desire for higher education corresponded with the children’s desire. However, this 

kind of correspondence was not seen in the relatively poor group. Moreover, upon studying the 

connection between the children’s self-affirmation, learning comprehension, and studying time, 

almost no significant association was found amongst these criteria in the relatively poor group. 

Finally, this paper discusses factors regarding the actual situation of the relatively poor group 

in light of these different results between each group.

1．問　題

近年，わが国では子どもの貧困と，それがもたらす社会的格差が大きな問題になっている。こ

の問題の実態把握を初めて行った自治体が沖縄県であり，その「沖縄県子どもの貧困実態調査」

は各自治体に大きな影響を与えた（沖縄県 2015）。その結果，子どもの貧困の実態を捉えるため

の自治体による多数の調査がおこなわれるようになった。その特徴として，沖縄県調査が県単体

ではなく大学研究者の協力を得て行われたものであることを継承し，自治体と当該地域の大学と

の連携で調査が行われていることがあげられる。その例として北海道庁と北海道大学の研究班が

共同し，道内の子どもの貧困の現状についての調査がある（北海道 2017）。この調査では，小学

2年生，小学 5年生，中学 2年生，高校 2年生の保護者および小学 5年生，中学 2年生，高校 2

年生子どもを対象とした調査をおこなっている。また京都府は，京都府立大学京都政策研究セン

ターとの連携で「京都府子どもの貧困対策の推進に係る調査研究」を行った（京都府 2017）。こ

の研究では，関係機関と自治体に対するヒアリングを実施し，その結果を集約している。また大

1



阪府は，府福祉部子ども室子育て支援課推進グループと大阪府立大学との連携で「子どもの生活

に関する実態調査」を行った（大阪府 2017）。この研究では大阪府下の市町村住民から無作為抽

出を行い小学校 5年生と中学校 2年生及びその保護者を対象に質問紙調査を行っている。

また兵庫県では，各市が独自に調査を行っている事例がみられる。例えば，西宮市は，こども

支援局子育て支援部子供家庭支援課が「西宮市子育て世帯の経済状況と生活実態に関する調査」

を行っている（西宮市 2017）。この調査では，西宮市在住の小学校 5年生と中学校 2年生及びそ

の保護者に対してサンプリングによる質問紙調査を行っている。また川西市は健康福祉部生活支

援室と教育委員会事務局の合同で「川西市子どもの生活に関するアンケート調査」を行った（川

西市 2018）。この調査では川西市の小学校 5年生と中学校 2年生及びその保護者を対象としてサ

ンプリングによる質問紙調査を行っている。ただし両調査とも市独自の調査であることが特徴で

ある。

これらの調査は子どもの貧困に関して有益なデータを提供してくれている。特に内閣府が「子

どもの貧困対策の推進に関する法律」に基づき「実態調査の調査項目の具体的事例」を示したこ

とにより，質問項目の標準化が図られ，その効果として同一質問項目の回答傾向の比較を行うこ

とができるようになった。そのため当該地域が他地域の結果を参照することによって当該地域の

特徴を，より客観的に把握することができるようになった。しかし反面，各自治体が「実態調査

の調査項目の具体的事例」を利用するようになった結果，調査項目が多数になり，被験者への負

担の増大と，膨大な分析の必要をもたらすこととなった。

このような状況の中，論者らは，兵庫県尼崎市の子どもの生活実態把握に関する調査（以下

「尼崎調査」）に参加する機会を得た。前述の西宮市，川西市が市の部局単独で調査を行っている

のに対し「尼崎調査」は都道府県レベルの調査と同様に，尼崎市と武庫川女子大学との連携で行

われ，京都外国語大学の教員も参加した取組みである。この結果は，すでに「尼崎市子どもの生

活に関する実態調査結果報告書」として公表されている（尼崎市 2018）。論者らは，結果分析の

段階で，さらに分析を行うことで子どもの貧困問題のより詳細な実態が明らかになると感じつつ，

それらの分析結果を報告書にすべて記載すれば，大部の報告書となる上に，市民に提供すべき基

礎資料を超えた研究報告書になりかねないという理由から，他の自治体の報告潮にならい，全項

目の基本集計及び相対的貧困層とそれ以外に区分したクロス集計表そしてその分析の文章を掲載

することとした。

しかし「尼崎調査」では，調査計画の段階から調査に参加できたため，さらに進んだ分析のた

め柔軟性を持ったデータ蓄積を行うことを提言し，実現している。これまでの先行する調査では，

相対的貧困層とそれ以外あるいは全対象との比較で分析をおこなっている例が多い。しかし今回

のデータ蓄積からは，さらに経済状況を細分化した分析を可能としている。「尼崎調査」データ

の分析の際，相対的貧困層とその他の区分に加え，その他をさらに分化した 3群でデータを分析

することでより相対的貧困層の課題が浮かび上がる可能性があるとの意見があった。そこで本研

究ではその観点を取り入れ，相対的貧困層と相対的低所得層，相対的高所得層の 3層に分けた分
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析を行う。さらに「尼崎調査」のデータは，小学生，中学生とその保護者のデータを完全にマッ

チングできる状態でデータが蓄積されている。そこで本研究ではこのデータを子どもと保護者の

関係という観点からの分析を行う。

2．方　法

2.1.　調査対象および調査方式について

今回のデータは「尼崎調査」から得られたものである。調査結果の全容は，前述の報告書に記

載しているが，ここでは以降の分析に必要な点のみについて記述する。対象は，尼崎市立小学校

5年生とその保護者，市立中学校 2年生とその保護者，全員を対象として行われた。調査方式は，

各学校を通じて児童生徒が調査票を持ち帰り，記入後，各家庭が返信用封筒を使って郵送で市役

所に回答する方式であった。また，無記名方式であった。

2.2.　分析対象

「尼崎調査」で回答が得られたのは，小学 5年生 1521名と小学 5年生保護者 1522名（親子

1519ペア），中学 2年生 1087名と中学 2年生保護者 1089名（親子 1087ペア）である。本研究

では，以下の観点で「尼崎調査」の全データから分析対象を抽出した。①家庭の経済状況（収入

金額）に回答のあった保護者，②①のうち，保護者と子どもが完全にマッチングされているケー

ス，③②のうち，子どもの小学校・中学校別が明確なケースである。この過程で 2327ペアが抽

出され，これらケースについて「結果」に示した分析をおこなった。

2.3.　調査内容

今回の調査では，保護者に対して，「回答者の属性」「保護者とその家族」「保護者の状況と子

どもとの関り」「子どもへの期待と関心」「保護者自身のこと」「家庭の経済状況」について回答

を求めた。子どもに対しては，「普段の生活」「家族との関係」「学校生活と学業」「学校での楽し

みと放課後」「楽しいとき」「持っているもの」「習い事」「心配ごと・悩み・希望する学歴」「自

己肯定感」について回答を求めた。本研究では，以上のなかから検討する目的に応じて質問項目

をピックアップして分析を行った。詳細な項目の内容および回答形式等は，尼崎市（2018）の

「尼崎市子どもの生活に関する実態調査報告書」を参照のこと。

2.4.　相対的貧困に関する分析の観点

「尼崎調査」では相対的貧困層とそれ以外という 2区分で，その相違を検討した。本研究では，

相対的貧困層の特徴をさらに明確化するため，以下の 3区分をもとに分析を行うこととした。

まず，相対的貧困層以外の各世帯人数において，小学生保護者と中学生保護者別に「家庭の経

済状況」の中央値を算出した（表 1）。そして，便宜的にこれらの値よりも下を相対的低所得層

に，これらの値以上を相対的高所得層に分類した。
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表 1　相対的貧困層以外の各世帯の経済状況中央値

小学生保護者と中学生保護者別に，今回の調査におけるそれぞれの層の人数を表 2に示した。

また，本研究ではペアデータを扱っているため，子どものデータも表 2の保護者の人数と対応す

るものである。「結果」では，各層に分けて分析を行っていく。なお，それぞれの質問項目への

回答には欠損値がみられたため，各分析においてペアワイズ処理を行った。ペアワイズ処理は，

特定の分析に用いる変数においてデータに欠損値が見られた際，その分析にのみ，そのデータを

用いないという欠損値の処理方法である。すなわち，欠損値が見られない変数を分析に用いる場

合は，そのデータも使用することとなる。ペアワイズ処理により，可能な限り多くのデータを分

析に用いることができるというメリットがあるため本研究ではこの方法を採用した。

表 2　校種別の各層の人数

3．結　果

3.1.　保護者の回答と子どもの回答との対応

保護者と子どもに共通の質問項目を取り上げ，それらの対応について質的変数，特に名義尺度

間の関連及び相違を検討するために用いる分析手法であるカイ二乗検定および順位相関によって

分析を行った。各質問項目について層別に検討し，それぞれにおいて対応がみられるかどうかに

注目した。

1）保護者の「子どもへの期待と関心」と小学生の「希望する学歴」との対応

保護者の進学先に関する子どもへの期待と，小学生の希望する学歴との関連について検討を

行った。相対的貧困層では，進学先の希望について保護者と小学生との回答に関連はみられな

かった（χ2（24） = 27.72, n.s., V = .24）。クロス集計表を表 3に示した。
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表 3　 相対的貧困層における保護者の進学先に関する子どもへの期待と小学生の希望する学歴の
回答のクロス集計表

相対的低所得層では，進学先の希望について保護者と小学生との回答に関連がみられた（χ2

（30） = 94.27, p < .001, V = .19）。残差分析において有意にセルの値が大きかった部分を，イタリッ

クおよびボールドとした（表 4）。表から，親と子どもとのおおよその進学希望が対応している

ことがわかる。

表 4　 相対的低所得層における保護者の進学先に関する子どもへの期待と小学生の希望する学歴
の回答のクロス集計表

相対的高所得層では，進学の希望について保護者と小学生との回答に関連がみられた（χ2

（36） = 153.52, p < .001, V = .19）。残差分析において有意にセルの値が大きかった部分を，イタ

リックおよびボールドとした（表 5）。表から，親と子どもとのおおよその進学希望が対応して

いることがわかる。
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中学校 高校 大学・短大 大学院 専門学校 考えたことがない わからない 合計

保護者 中学校 0 0 0 0 0 0 0 0
高校 2 15 6 0 4 2 3 32
短大・高専 0 1 1 0 1 0 0 3
大学 0 6 21 2 6 10 3 48
大学院 0 0 0 0 0 0 0 0
専門学校 0 1 2 1 8 3 3 18
わからない 1 3 4 1 3 3 4 19

合計 3 26 34 4 22 18 13 120

表３　相対的貧困層における保護者の進学先に関する子どもへの期待と
小学生の希望する学歴の回答のクロス集計表

小学生

中学校 高校 大学・短大 大学院 専門学校 考えたことがない わからない

保護者 中学校 0 0 0 0 0 0 0 0
高校 4 26 12 0 9 13 10 74
短大・高専 0 5 15 0 6 7 4 37
大学 1 21 143 16 30 49 29 289
大学院 0 0 1 1 0 0 0 2
専門学校 0 12 10 2 20 6 5 55
わからない 1 10 12 4 9 8 10 54

合計 6 74 193 23 74 83 58 511

表４　相対的低所得層における保護者の進学先に関する子どもへの期待と
小学生の希望する学歴の回答のクロス集計表

小学生
合計

った。相対的貧困層では，進学先の希望について保護者と小学生との回答に関連はみられなかっ
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(30)=94.27, p<.001, V=.19）。残差分析において有意にセルの値が大きかった部分を，イタリック

およびボールドとした（表４）。表から，親と子どもとのおおよその進学希望が対応していること

がわかる。 
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保護者 中学校 0 0 0 0 0 0 0 0
高校 2 15 6 0 4 2 3 32
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大学院 0 0 0 0 0 0 0 0
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表 5　 相対的高所得層における保護者の進学先に関する子どもへの期待と小学生の希望する学歴
の回答のクロス集計表

2）保護者の「子どもへの期待と関心」と中学生の「希望する学歴」との対応

保護者の進学先に関する子どもへの期待と，中学生の希望する学歴との関連について検討を

行った。相対的貧困層では，進学先の希望について保護者と中学生との回答に関連はみられな

かった（χ2（25） = 36.99, n.s., V = .27）。クロス集計表を表 6に示した。

表 6　 相対的貧困層における保護者の進学先に関する子どもへの期待と中学生の希望する学歴の
回答のクロス集計表

相対的低所得層では，進学先の希望について保護者と中学生との回答に関連がみられた（χ2

（25） = 185.67, p < .001, V = .32）。残差分析において有意にセルの値が大きかった部分を，イタ

リックおよびボールドとした（表 7）。表から，親と子どもとのおおよその進学希望が対応して

いることがわかる。

 
 
2) 保護者の「子どもへの期待と関心」と中学生の「希望する学歴」との対応 

保護者の進学先に関する子どもへの期待と，中学生の希望する学歴との関連について検討を行

った。相対的貧困層では，進学先の希望について保護者と中学生との回答に関連はみられなかっ

た（χ2 (25)=36.99, n.s., V=.27）。クロス集計表を表６に示した。 

 

 
 
相対的低所得層では，進学先の希望について保護者と中学生との回答に関連がみられた（χ2 

(25)=185.67, p<.001, V=.32）。残差分析において有意にセルの値が大きかった部分を，イタリッ

クおよびボールドとした（表７）。表から，親と子どもとのおおよその進学希望が対応しているこ

とがわかる。 

 

中学校 高校 大学・短大 大学院 専門学校 考えたことがない わからない

保護者 中学校 0 0 3 0 0 0 1 4
高校 1 13 6 0 11 2 6 39
短大・高専 0 4 8 0 5 3 1 21
大学 3 41 261 35 45 71 48 504
大学院 0 0 5 8 0 2 3 18
専門学校 0 5 11 1 19 2 2 40
わからない 0 6 14 1 5 22 7 55

合計 4 69 308 45 85 102 68 681

表５　相対的高所得層における保護者の進学先に関する子どもへの期待と
小学生の希望する学歴の回答のクロス集計表

小学生
合計

中学校 高校 大学・短大 大学院 専門学校 考えたことがない わからない

保護者 中学校 0 0 0 0 0 0 0 0
高校 0 21 1 2 4 1 3 32
短大・高専 0 1 2 0 0 1 1 5
大学 0 5 25 0 7 4 7 48
大学院 0 0 1 0 0 0 0 1
専門学校 0 3 0 0 4 2 1 10
わからない 0 0 2 1 2 0 1 6

合計 0 30 31 3 17 8 13 102

中学生
合計

表６　相対的貧困層における保護者の進学先に関する子どもへの期待と
中学生の希望する学歴の回答のクロス集計表
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(25)=185.67, p<.001, V=.32）。残差分析において有意にセルの値が大きかった部分を，イタリッ

クおよびボールドとした（表７）。表から，親と子どもとのおおよその進学希望が対応しているこ

とがわかる。 

 

中学校 高校 大学・短大 大学院 専門学校 考えたことがない わからない

保護者 中学校 0 0 3 0 0 0 1 4
高校 1 13 6 0 11 2 6 39
短大・高専 0 4 8 0 5 3 1 21
大学 3 41 261 35 45 71 48 504
大学院 0 0 5 8 0 2 3 18
専門学校 0 5 11 1 19 2 2 40
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合計

中学校 高校 大学・短大 大学院 専門学校 考えたことがない わからない

保護者 中学校 0 0 0 0 0 0 0 0
高校 0 21 1 2 4 1 3 32
短大・高専 0 1 2 0 0 1 1 5
大学 0 5 25 0 7 4 7 48
大学院 0 0 1 0 0 0 0 1
専門学校 0 3 0 0 4 2 1 10
わからない 0 0 2 1 2 0 1 6

合計 0 30 31 3 17 8 13 102

中学生
合計

表６　相対的貧困層における保護者の進学先に関する子どもへの期待と
中学生の希望する学歴の回答のクロス集計表
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表 7　 相対的低所得層における保護者の進学先に関する子どもへの期待と中学生の希望する学歴
の回答のクロス集計表

相対的高所得層では，進学の希望について保護者と中学生との回答に関連がみられた（χ2

（30） = 207.62, p < .001, V = .31）。残差分析において有意にセルの値が大きかった部分を，イタ

リックおよびボールドとした（表 8）。表から，親と子どもとのおおよその進学希望が対応して

いることがわかる。

表 8　 相対的高所得層における保護者の進学先に関する子どもへの期待と中学生の希望する学歴
の回答のクロス集計表

3）保護者の「子どもとの関り」と小学生の「家族との関係」との対応

保護者の子どもとの関りの頻度と小学生の家族との関りの頻度との対応について，順位相関係

数を算出した（表 9）。その結果，保護者と小学生との回答には関連がみられ，層によって関連

の違いはほとんどなかった。

表 9　保護者の子どもとの関りの頻度と小学生の家族との関りの頻度との関連

 
 
相対的高所得層では，進学の希望について保護者と中学生との回答に関連がみられた（χ2 

(30)=207.62, p<.001, V=.31）。残差分析において有意にセルの値が大きかった部分を，イタリッ

クおよびボールドとした（表８）。表から，親と子どもとのおおよその進学希望が対応しているこ

とがわかる。 

 

 

 
3) 保護者の「子どもとの関り」と小学生の「家族との関係」との対応 

保護者の子どもとの関りの頻度と小学生の家族との関わりの頻度との対応について，順位相関

係数を算出した（表９）。その結果，保護者と小学生との回答には関連がみられ，層によって関連

の違いはほとんどなかった。 

 

中学校 高校 大学・短大 大学院 専門学校 考えたことがない わからない

保護者 中学校 0 0 0 0 0 0 0 0
高校 0 44 14 1 14 6 13 92
短大・高専 0 6 11 0 9 5 0 31
大学 0 11 114 7 9 17 11 169
大学院 0 0 0 2 0 0 0 2
専門学校 0 9 10 1 20 0 7 47
わからない 0 4 4 0 3 3 9 23

合計 0 74 153 11 55 31 40 364

合計

表７　相対的低所得層における保護者の進学先に関する子どもへの期待と
中学生の希望する学歴の回答のクロス集計表

中学生

中学校 高校 大学・短大 大学院 専門学校 考えたことがない わからない

保護者 中学校 0 0 0 0 0 0 0 0
高校 1 17 9 0 4 2 1 34
短大・高専 0 5 10 0 4 3 0 22
大学 0 6 231 17 29 24 31 338
大学院 0 0 1 1 0 0 0 2
専門学校 0 3 2 0 16 0 2 23
わからない 0 0 12 0 1 4 9 26

合計 1 31 265 18 54 33 43 445

中学生
合計

表８　相対的高所得層における保護者の進学先に関する子どもへの期待と
中学生の希望する学歴の回答のクロス集計表
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(30)=207.62, p<.001, V=.31）。残差分析において有意にセルの値が大きかった部分を，イタリッ
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保護者の子どもとの関りの頻度と小学生の家族との関わりの頻度との対応について，順位相関

係数を算出した（表９）。その結果，保護者と小学生との回答には関連がみられ，層によって関連

の違いはほとんどなかった。 

 

中学校 高校 大学・短大 大学院 専門学校 考えたことがない わからない

保護者 中学校 0 0 0 0 0 0 0 0
高校 0 44 14 1 14 6 13 92
短大・高専 0 6 11 0 9 5 0 31
大学 0 11 114 7 9 17 11 169
大学院 0 0 0 2 0 0 0 2
専門学校 0 9 10 1 20 0 7 47
わからない 0 4 4 0 3 3 9 23

合計 0 74 153 11 55 31 40 364

合計

表７　相対的低所得層における保護者の進学先に関する子どもへの期待と
中学生の希望する学歴の回答のクロス集計表

中学生

中学校 高校 大学・短大 大学院 専門学校 考えたことがない わからない

保護者 中学校 0 0 0 0 0 0 0 0
高校 1 17 9 0 4 2 1 34
短大・高専 0 5 10 0 4 3 0 22
大学 0 6 231 17 29 24 31 338
大学院 0 0 1 1 0 0 0 2
専門学校 0 3 2 0 16 0 2 23
わからない 0 0 12 0 1 4 9 26

合計 1 31 265 18 54 33 43 445

中学生
合計

表８　相対的高所得層における保護者の進学先に関する子どもへの期待と
中学生の希望する学歴の回答のクロス集計表

 

 
4) 保護者の「子どもとの関り」と中学生の「家族との関係」との対応 

 保護者の子どもとの関りの頻度と中学生の家族との関わりの頻度との対応について，順位相関

係数を算出した（表 10）。その結果，保護者と中学生との回答には関連がみられ，層によって関

連の違いはほとんどなかった。 

 

 
 
3.2. 親から子どもへの影響 

次に，保護者から子どもへの影響を想定し，重回帰分析によって検討を行った。各質問項目に

ついて層別に検討し，それぞれにおいて影響が異なるかどうかに着目した。 

 
1) 保護者の「子どもとの関り」から小学生の「学習理解」，「授業外学習時間」への影響 

小学生の学習理解（学校の勉強がよくわかるか）を従属変数，保護者の子どもに対する関りの

頻度を尋ねる 6 項目を独立変数とした重回帰分析を行った（表 11）。相対的貧困層，相対的低所

得層においては，特に親が子どもと学校の話をする頻度が，子どもの学習理解に正の影響を与え

ていた。相対的貧困層，相対的高所得層においては，親が子どもに宿題をするように注意する頻

度が，子どもの学習理解に負の影響を与えていた。 

 

勉強を見る .534 ** .521 ** .510 **

学校生活の話をする .417 ** .400 ** .426 **

一緒に外出する .520 ** .337 ** .356 **

**p <.01

表９　保護者の子どもとの関りの頻度と小学生の家族との関わりの頻度との関連

相対的貧困層 相対的低所得層 相対的高所得層

勉強を見る .416 ** .437 ** .472 **

学校生活の話をする .430 ** .456 ** .495 **

一緒に外出する .389 ** .414 ** .478 **

**p <.01

表10　保護者の子どもとの関りの頻度と中学生の家族との関わりの頻度との関連

相対的貧困層 相対的低所得層 相対的高所得層
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4）保護者の「子どもとの関り」と中学生の「家族との関係」との対応

保護者の子どもとの関りの頻度と中学生の家族との関りの頻度との対応について，順位相関係

数を算出した（表 10）。その結果，保護者と中学生との回答には関連がみられ，層によって関連

の違いはほとんどなかった。

表 10　保護者の子どもとの関りの頻度と中学生の家族との関りの頻度との関連

3.2.　親から子どもへの影響

次に，保護者から子どもへの影響を想定し，重回帰分析によって検討を行った。各質問項目に

ついて層別に検討し，それぞれにおいて影響が異なるかどうかに着目した。

1）保護者の「子どもとの関り」から小学生の「学習理解」，「授業外学習時間」への影響

小学生の学習理解（学校の勉強がよくわかるか）を従属変数，保護者の子どもに対する関りの

頻度を尋ねる 6項目を独立変数とした重回帰分析を行った（表 11）。相対的貧困層，相対的低所

得層においては，特に親が子どもと学校の話をする頻度が，子どもの学習理解に正の影響を与え

ていた。相対的貧困層，相対的高所得層においては，親が子どもに宿題をするように注意する頻

度が，子どもの学習理解に負の影響を与えていた。

表 11　 小学生の学習理解を従属変数，保護者の子どもに対する関りの頻度を独立変数とした重
回帰分析結果

次に，小学生の授業外学習時間（学校の授業時間以外のふだんの 1日あたりの学習時間：塾や

家庭教師の時間を含む）を従属変数，保護者の子どもに対する関りの頻度を尋ねる 6項目を独立

変数とした重回帰分析を行った（表 12）。相対的高所得層においては，親が子どもの勉強をみる

頻度が子どもの授業外学習時間に正の影響を，一方で，親が子どもと一緒にテレビをみる頻度が
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ていた。相対的貧困層，相対的高所得層においては，親が子どもに宿題をするように注意する頻

度が，子どもの学習理解に負の影響を与えていた。 

 

勉強を見る .534 ** .521 ** .510 **

学校生活の話をする .417 ** .400 ** .426 **

一緒に外出する .520 ** .337 ** .356 **
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 次に，小学生の授業外学習時間（学校の授業時間以外のふだんの 1 日あたりの学習時間：塾や

家庭教師の時間を含む）を従属変数，保護者の子どもに対する関りの頻度を尋ねる 6 項目を独立

変数とした重回帰分析を行った（表 12）。相対的高所得層においては，親が子どもの勉強をみる

頻度が子どもの授業外学習時間に正の影響を，一方で，親が子どもと一緒にテレビをみる頻度が

子どもの授業外学習時間に負の影響を与えていた。 

 

 
 
2) 保護者の「子どもとの関り」から中学生の「学習理解」，「学習時間」への影響 

中学生の学習理解を従属変数，保護者の子どもに対する関りの頻度を尋ねる 6 項目を独立変数

とした重回帰分析を行った（表 13）。相対的貧困層においては，特に親が子どもと学校の話をす

る頻度が，子どもの学習理解に正の影響を与えていた。相対的低所得層，相対的高所得層におい

ては，親が子どもの勉強をみる頻度が子どもの学習理解に正の影響を，一方で，親が子どもに宿

題をするように注意する頻度が子どもの学習理解に負の影響を与えていた。 

 

B SE B SE B SE
お子さんの勉強をみる .017 .061 .027 -.015 .025 -.028 .045 .022 .083 *
お子さんが宿題をするように注意する -.140 .057 -.225 * -.036 .024 -.066 -.079 .018 -.169 **
お子さんと学校生活の話をする .400 .112 .328 ** .217 .050 .198 ** .092 .043 .089 *
お子さんと一緒に料理をする -.030 .079 -.036 -.035 .034 -.046 -.008 .028 -.011
お子さんと一緒に外出する .010 .084 .012 -.031 .048 -.031 .046 .038 .049
お子さんと一緒にテレビをみる -.173 .081 -.197 * .026 .038 .031 -.051 .026 -.076

R 2 .167 ** .043 ** .047 **
n 117 518 677

*p <.05, **p <.01

相対的低所得層 相対的高所得層

β β β

表11　小学生の学習理解を従属変数，保護者の子どもに対する関りの頻度を独立変数とした重回帰分析結果
相対的貧困層

B SE B SE B SE
お子さんの勉強をみる .101 .084 .120 .062 .039 .077 .191 .040 .196 **
お子さんが宿題をするように注意する -.047 .076 -.060 -.026 .037 -.033 -.054 .033 -.063
お子さんと学校生活の話をする .184 .153 .117 .121 .077 .073 .055 .077 .030
お子さんと一緒に料理をする -.081 .106 -.076 .032 .053 .028 .049 .050 .040
お子さんと一緒に外出する -.019 .116 -.016 .059 .073 .039 .096 .069 .056
お子さんと一緒にテレビをみる -.177 .110 -.156 -.078 .059 -.060 -.152 .047 -.123 **

R 2 .047 .021 .066 **
n 119 515 669

**p <.01

表12　小学生の授業外学習時間を従属変数，
保護者の子どもに対する関りの頻度を独立変数とした重回帰分析結果

相対的貧困層 相対的低所得層 相対的高所得層

β β β
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子どもの授業外学習時間に負の影響を与えていた。

表 12　 小学生の授業外学習時間を従属変数，保護者の子どもに対する関りの頻度を独立変数と
した重回帰分析結果

2）保護者の「子どもとの関り」から中学生の「学習理解」，「学習時間」への影響

中学生の学習理解を従属変数，保護者の子どもに対する関りの頻度を尋ねる 6項目を独立変数

とした重回帰分析を行った（表 13）。相対的貧困層においては，特に親が子どもと学校の話をす

る頻度が，子どもの学習理解に正の影響を与えていた。相対的低所得層，相対的高所得層におい

ては，親が子どもの勉強をみる頻度が子どもの学習理解に正の影響を，一方で，親が子どもに宿

題をするように注意する頻度が子どもの学習理解に負の影響を与えていた。

表 13　 中学生の学習理解を従属変数，保護者の子どもに対する関りの頻度を独立変数とした重
回帰分析結果

中学生の授業外学習時間を従属変数，保護者の子どもに対する関りの頻度を尋ねる 6項目を独

立変数とした重回帰分析を行った（表 14）。相対的低所得層，相対的高所得層においては，親が

子どもの勉強をみる頻度が子どもの授業外学習時間に正の影響を与えていた。相対的貧困層にお

いては，親が子どもと学校生活の話をする頻度が子どもの授業外学習時間に正の影響を，一方で，

親が子どもと一緒にテレビをみる頻度が子どもの授業外学習時間に負の影響を与えていた。

 
 
 次に，小学生の授業外学習時間（学校の授業時間以外のふだんの 1 日あたりの学習時間：塾や

家庭教師の時間を含む）を従属変数，保護者の子どもに対する関りの頻度を尋ねる 6 項目を独立

変数とした重回帰分析を行った（表 12）。相対的高所得層においては，親が子どもの勉強をみる

頻度が子どもの授業外学習時間に正の影響を，一方で，親が子どもと一緒にテレビをみる頻度が

子どもの授業外学習時間に負の影響を与えていた。 

 

 
 
2) 保護者の「子どもとの関り」から中学生の「学習理解」，「学習時間」への影響 

中学生の学習理解を従属変数，保護者の子どもに対する関りの頻度を尋ねる 6 項目を独立変数

とした重回帰分析を行った（表 13）。相対的貧困層においては，特に親が子どもと学校の話をす

る頻度が，子どもの学習理解に正の影響を与えていた。相対的低所得層，相対的高所得層におい

ては，親が子どもの勉強をみる頻度が子どもの学習理解に正の影響を，一方で，親が子どもに宿

題をするように注意する頻度が子どもの学習理解に負の影響を与えていた。 

 

B SE B SE B SE
お子さんの勉強をみる .017 .061 .027 -.015 .025 -.028 .045 .022 .083 *
お子さんが宿題をするように注意する -.140 .057 -.225 * -.036 .024 -.066 -.079 .018 -.169 **
お子さんと学校生活の話をする .400 .112 .328 ** .217 .050 .198 ** .092 .043 .089 *
お子さんと一緒に料理をする -.030 .079 -.036 -.035 .034 -.046 -.008 .028 -.011
お子さんと一緒に外出する .010 .084 .012 -.031 .048 -.031 .046 .038 .049
お子さんと一緒にテレビをみる -.173 .081 -.197 * .026 .038 .031 -.051 .026 -.076

R 2 .167 ** .043 ** .047 **
n 117 518 677

*p <.05, **p <.01

相対的低所得層 相対的高所得層

β β β

表11　小学生の学習理解を従属変数，保護者の子どもに対する関りの頻度を独立変数とした重回帰分析結果
相対的貧困層

B SE B SE B SE
お子さんの勉強をみる .101 .084 .120 .062 .039 .077 .191 .040 .196 **
お子さんが宿題をするように注意する -.047 .076 -.060 -.026 .037 -.033 -.054 .033 -.063
お子さんと学校生活の話をする .184 .153 .117 .121 .077 .073 .055 .077 .030
お子さんと一緒に料理をする -.081 .106 -.076 .032 .053 .028 .049 .050 .040
お子さんと一緒に外出する -.019 .116 -.016 .059 .073 .039 .096 .069 .056
お子さんと一緒にテレビをみる -.177 .110 -.156 -.078 .059 -.060 -.152 .047 -.123 **

R 2 .047 .021 .066 **
n 119 515 669

**p <.01

表12　小学生の授業外学習時間を従属変数，
保護者の子どもに対する関りの頻度を独立変数とした重回帰分析結果

相対的貧困層 相対的低所得層 相対的高所得層

β β β

 

 
 中学生の授業外学習時間を従属変数，保護者の子どもに対する関りの頻度を尋ねる 6 項目を独

立変数とした重回帰分析を行った（表 14）。相対的低所得層，相対的高所得層においては，親が

子どもの勉強をみる頻度が子どもの授業外学習時間に正の影響を与えていた。相対的貧困層にお

いては，親が子どもと学校生活の話をする頻度が子どもの授業外学習時間に正の影響を，一方で，

親が子どもと一緒にテレビをみる頻度が子どもの授業外学習時間に負の影響を与えていた。 

 

 

 
3) 保護者の「子どもへの期待と関心」から小学生の「学習理解」，「授業外学習時間」への影響 

小学生の学習理解を従属変数，保護者の子どもへの期待と関心を尋ねる 8 項目を独立変数とし

た重回帰分析を行った（表 15）。相対的貧困層においては，親の子どもには家事やきょうだいの

世話をしてほしいという期待が，子どもの学習理解に正の影響を与えていた。相対的低所得層に

おいては，親の子どもには早く親元から独立してほしいという期待が，子どもの学習理解に負の

影響を与えていた。相対的高所得層については，親の子どもには一生懸命勉強してほしい，子ど

もの教育にお金をかけた方がよいという期待が，子どもの学習理解に正の影響を与えていた。 

 

B SE B SE B SE
お子さんの勉強をみる .122 .079 .158 .112 .044 .151 * .068 .033 .110 *
お子さんが宿題をするように注意する -.122 .065 -.192 -.069 .033 -.112 * -.110 .025 -.220 **
お子さんと学校生活の話をする .388 .092 .452 ** .077 .056 .076 .061 .047 .065
お子さんと一緒に料理をする -.179 .103 -.188 -.038 .060 -.035 -.084 .045 -.091
お子さんと一緒に外出する .064 .108 .064 -.024 .072 -.019 .008 .049 .009
お子さんと一緒にテレビをみる -.100 .102 -.101 -.056 .052 -.058 -.015 .038 -.018

R 2 .189 ** .033 .052 **
n 104 373 451

*p <.05, **p <.01

表13　中学生の学習理解を従属変数，保護者の子どもに対する関りの頻度を独立変数とした重回帰分析結果

β
相対的貧困層

β β
相対的低所得層 相対的高所得層

B SE B SE B SE
お子さんの勉強をみる .220 .126 .184 .205 .062 .193 ** .196 .053 .196 **
お子さんが宿題をするように注意する -.127 .103 -.129 -.001 .046 -.001 -.014 .041 -.018
お子さんと学校生活の話をする .488 .146 .366 ** .010 .078 .007 -.040 .076 -.026
お子さんと一緒に料理をする -.099 .163 -.067 .098 .085 .063 .098 .073 .066
お子さんと一緒に外出する .160 .172 .103 .073 .101 .041 .050 .079 .032
お子さんと一緒にテレビをみる -.342 .162 -.223 * -.024 .073 -.017 -.029 .062 -.022

R 2 .153 * .057 ** .049 **
n 104 371 448

*p <.05, **p<.01

表14　中学生の授業外学習時間を従属変数，
保護者の子どもに対する関りの頻度を独立変数とした重回帰分析結果

相対的貧困層 相対的低所得層 相対的高所得層

β β β
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表 14　 中学生の授業外学習時間を従属変数，保護者の子どもに対する関りの頻度を独立変数と
した重回帰分析結果

3）保護者の「子どもへの期待と関心」から小学生の「学習理解」，「授業外学習時間」への影響

小学生の学習理解を従属変数，保護者の子どもへの期待と関心を尋ねる 8項目を独立変数とし

た重回帰分析を行った（表 15）。相対的貧困層においては，親の子どもには家事やきょうだいの

世話をしてほしいという期待が，子どもの学習理解に正の影響を与えていた。相対的低所得層に

おいては，親の子どもには早く親元から独立してほしいという期待が，子どもの学習理解に負の

影響を与えていた。相対的高所得層については，親の子どもには一生懸命勉強してほしい，子ど

もの教育にお金をかけた方がよいという期待が，子どもの学習理解に正の影響を与えていた。

表 15　 小学生の学習理解を従属変数，保護者の子どもへの期待を独立変数とした重回帰分析結
果

小学生の授業外学習時間を従属変数，保護者の子どもへの期待と関心を尋ねる 8項目を独立変

数とした重回帰分析を行った（表 16）。すべての層において，親の子どもの教育にお金をかけた

方がよいという期待が，子どもの授業外学習時間に正の影響を与えていた。相対的低所得層にお

いては，親の子どもには早く親元から独立してほしいという期待と子どもには家事やきょうだい

の世話をしてほしいという期待が，子どもの授業外学習時間に負の影響を与えていた。

 

 
 中学生の授業外学習時間を従属変数，保護者の子どもに対する関りの頻度を尋ねる 6 項目を独

立変数とした重回帰分析を行った（表 14）。相対的低所得層，相対的高所得層においては，親が

子どもの勉強をみる頻度が子どもの授業外学習時間に正の影響を与えていた。相対的貧困層にお

いては，親が子どもと学校生活の話をする頻度が子どもの授業外学習時間に正の影響を，一方で，

親が子どもと一緒にテレビをみる頻度が子どもの授業外学習時間に負の影響を与えていた。 

 

 

 
3) 保護者の「子どもへの期待と関心」から小学生の「学習理解」，「授業外学習時間」への影響 

小学生の学習理解を従属変数，保護者の子どもへの期待と関心を尋ねる 8 項目を独立変数とし

た重回帰分析を行った（表 15）。相対的貧困層においては，親の子どもには家事やきょうだいの

世話をしてほしいという期待が，子どもの学習理解に正の影響を与えていた。相対的低所得層に

おいては，親の子どもには早く親元から独立してほしいという期待が，子どもの学習理解に負の

影響を与えていた。相対的高所得層については，親の子どもには一生懸命勉強してほしい，子ど

もの教育にお金をかけた方がよいという期待が，子どもの学習理解に正の影響を与えていた。 

 

B SE B SE B SE
お子さんの勉強をみる .122 .079 .158 .112 .044 .151 * .068 .033 .110 *
お子さんが宿題をするように注意する -.122 .065 -.192 -.069 .033 -.112 * -.110 .025 -.220 **
お子さんと学校生活の話をする .388 .092 .452 ** .077 .056 .076 .061 .047 .065
お子さんと一緒に料理をする -.179 .103 -.188 -.038 .060 -.035 -.084 .045 -.091
お子さんと一緒に外出する .064 .108 .064 -.024 .072 -.019 .008 .049 .009
お子さんと一緒にテレビをみる -.100 .102 -.101 -.056 .052 -.058 -.015 .038 -.018

R 2 .189 ** .033 .052 **
n 104 373 451

*p <.05, **p <.01

表13　中学生の学習理解を従属変数，保護者の子どもに対する関りの頻度を独立変数とした重回帰分析結果

β
相対的貧困層

β β
相対的低所得層 相対的高所得層

B SE B SE B SE
お子さんの勉強をみる .220 .126 .184 .205 .062 .193 ** .196 .053 .196 **
お子さんが宿題をするように注意する -.127 .103 -.129 -.001 .046 -.001 -.014 .041 -.018
お子さんと学校生活の話をする .488 .146 .366 ** .010 .078 .007 -.040 .076 -.026
お子さんと一緒に料理をする -.099 .163 -.067 .098 .085 .063 .098 .073 .066
お子さんと一緒に外出する .160 .172 .103 .073 .101 .041 .050 .079 .032
お子さんと一緒にテレビをみる -.342 .162 -.223 * -.024 .073 -.017 -.029 .062 -.022

R 2 .153 * .057 ** .049 **
n 104 371 448

*p <.05, **p<.01

表14　中学生の授業外学習時間を従属変数，
保護者の子どもに対する関りの頻度を独立変数とした重回帰分析結果

相対的貧困層 相対的低所得層 相対的高所得層

β β β

 

 
 小学生の授業外学習時間を従属変数，保護者の子どもへの期待と関心を尋ねる 8 項目を独立変

数とした重回帰分析を行った（表 16）。すべての層において，親の子どもの教育にお金をかけた

方がよいという期待が，子どもの授業外学習時間に正の影響を与えていた。相対的低所得層にお

いては，親の子どもには早く親元から独立してほしいという期待と子どもには家事やきょうだい

の世話をしてほしいという期待が，子どもの授業外学習時間に負の影響を与えていた。 

 

 

 
4) 保護者の「子どもへの期待と関心」から中学生の「学習理解」，「授業外学習時間」への影響 

中学生の学習理解を従属変数，保護者の子どもへの期待と関心を尋ねる 8 項目を独立変数とし

た重回帰分析を行った（表 17）。相対的貧困層においては，親の子どもには家事やきょうだいの

世話をしてほしいという期待が，子どもの学習理解に正の影響を与えていた。相対的低所得層に

おいては，親の勉強することでいろいろな考えを身に付けることができるという期待が子どもの

B SE B SE B SE
学歴が低いと将来希望する職業につけない .122 .128 .101 -.001 .045 -.001 .052 .039 .056

努力すれば夢や希望は実現する -.149 .126 -.120 .052 .053 .044 .025 .045 .022
子どもには一生懸命勉強してほしい .045 .144 .035 -.086 .061 -.070 .126 .051 .106 *
子どもには少しでも早く働いてほしい -.056 .134 -.047 -.025 .050 -.025 -.038 .041 -.039
子どもには早く親元から独立してほしい -.041 .117 -.040 -.101 .045 -.114 * -.048 .034 -.061
子どもには家事やきょうだいの世話をしてほしい .274 .101 .276 ** .000 .039 .000 -.041 .029 -.056

R 2 .074 .030 * .070 **
n 120 526 690

*p <.05, **p <.01

.060.098-.026.137-.034

他のことを我慢しても
　子どもの教育にお金をかけた方がよい

勉強することで
　いろいろな考えを身に付けることができる

*.090.036.078.063.046.061-.006.110-.007

.073.047.084.077

相対的貧困層 相対的低所得層 相対的高所得層

β β β

表15　小学生の学習理解を従属変数，保護者の子どもへの期待を独立変数とした重回帰分析結果

B SE B SE B SE
学歴が低いと将来希望する職業につけない -.220 .147 -.151 .036 .069 .025 .012 .070 .007

努力すれば夢や希望は実現する -.022 .144 -.015 .066 .080 .037 .071 .081 .034
子どもには一生懸命勉強してほしい .163 .165 .104 .032 .091 .017 .181 .093 .084
子どもには少しでも早く働いてほしい -.134 .155 -.093 .055 .076 .035 -.103 .074 -.059
子どもには早く親元から独立してほしい .200 .135 .162 -.172 .067 -.127 * -.071 .062 -.050
子どもには家事やきょうだいの世話をしてほしい -.031 .119 -.026 -.127 .057 -.100 * -.008 .052 -.006

R 2 .141 * .071 ** .073 **
n 121 523 682

*p <.05, **p <.01

.131.363 **.168.065.259**他のことを我慢しても
　子どもの教育にお金をかけた方がよい

勉強することで
　いろいろな考えを身に付けることができる

.051.085.104-.023.090-.044.170.158.265

.186.069.275**.271

β β β

表16　小学生の授業外学習時間を従属変数，保護者の子どもへの期待を独立変数とした重回帰分析結果
相対的貧困層 相対的低所得層 相対的高所得層
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表 16　 小学生の授業外学習時間を従属変数，保護者の子どもへの期待を独立変数とした重回帰
分析結果

4）保護者の「子どもへの期待と関心」から中学生の「学習理解」，「授業外学習時間」への影響

中学生の学習理解を従属変数，保護者の子どもへの期待と関心を尋ねる 8項目を独立変数とし

た重回帰分析を行った（表 17）。相対的貧困層においては，親の子どもには家事やきょうだいの

世話をしてほしいという期待が，子どもの学習理解に正の影響を与えていた。相対的低所得層に

おいては，親の勉強することでいろいろな考えを身に付けることができるという期待が子どもの

学習理解に正の影響を，一方で，親の子どもには少しでも早く働いてほしいという期待が子ども

の学習理解に負の影響を与えていた。

表 17　 中学生の学習理解を従属変数，保護者の子どもへの期待を独立変数とした重回帰分析結
果

中学生の授業外学習時間を従属変数，保護者の子どもへの期待と関心を尋ねる 8項目を独立変

数とした重回帰分析を行った。相対的低所得層においては，親の子どもの教育にお金をかけた方

がよいという期待が，子どもの授業外学習時間に正の影響を与えていた。

 

 
 小学生の授業外学習時間を従属変数，保護者の子どもへの期待と関心を尋ねる 8 項目を独立変

数とした重回帰分析を行った（表 16）。すべての層において，親の子どもの教育にお金をかけた

方がよいという期待が，子どもの授業外学習時間に正の影響を与えていた。相対的低所得層にお

いては，親の子どもには早く親元から独立してほしいという期待と子どもには家事やきょうだい

の世話をしてほしいという期待が，子どもの授業外学習時間に負の影響を与えていた。 

 

 

 
4) 保護者の「子どもへの期待と関心」から中学生の「学習理解」，「授業外学習時間」への影響 

中学生の学習理解を従属変数，保護者の子どもへの期待と関心を尋ねる 8 項目を独立変数とし

た重回帰分析を行った（表 17）。相対的貧困層においては，親の子どもには家事やきょうだいの

世話をしてほしいという期待が，子どもの学習理解に正の影響を与えていた。相対的低所得層に

おいては，親の勉強することでいろいろな考えを身に付けることができるという期待が子どもの

B SE B SE B SE
学歴が低いと将来希望する職業につけない .122 .128 .101 -.001 .045 -.001 .052 .039 .056

努力すれば夢や希望は実現する -.149 .126 -.120 .052 .053 .044 .025 .045 .022
子どもには一生懸命勉強してほしい .045 .144 .035 -.086 .061 -.070 .126 .051 .106 *
子どもには少しでも早く働いてほしい -.056 .134 -.047 -.025 .050 -.025 -.038 .041 -.039
子どもには早く親元から独立してほしい -.041 .117 -.040 -.101 .045 -.114 * -.048 .034 -.061
子どもには家事やきょうだいの世話をしてほしい .274 .101 .276 ** .000 .039 .000 -.041 .029 -.056

R 2 .074 .030 * .070 **
n 120 526 690

*p <.05, **p <.01

.060.098-.026.137-.034

他のことを我慢しても
　子どもの教育にお金をかけた方がよい

勉強することで
　いろいろな考えを身に付けることができる

*.090.036.078.063.046.061-.006.110-.007

.073.047.084.077

相対的貧困層 相対的低所得層 相対的高所得層

β β β

表15　小学生の学習理解を従属変数，保護者の子どもへの期待を独立変数とした重回帰分析結果

B SE B SE B SE
学歴が低いと将来希望する職業につけない -.220 .147 -.151 .036 .069 .025 .012 .070 .007

努力すれば夢や希望は実現する -.022 .144 -.015 .066 .080 .037 .071 .081 .034
子どもには一生懸命勉強してほしい .163 .165 .104 .032 .091 .017 .181 .093 .084
子どもには少しでも早く働いてほしい -.134 .155 -.093 .055 .076 .035 -.103 .074 -.059
子どもには早く親元から独立してほしい .200 .135 .162 -.172 .067 -.127 * -.071 .062 -.050
子どもには家事やきょうだいの世話をしてほしい -.031 .119 -.026 -.127 .057 -.100 * -.008 .052 -.006

R 2 .141 * .071 ** .073 **
n 121 523 682

*p <.05, **p <.01

.131.363 **.168.065.259**他のことを我慢しても
　子どもの教育にお金をかけた方がよい

勉強することで
　いろいろな考えを身に付けることができる

.051.085.104-.023.090-.044.170.158.265

.186.069.275**.271

β β β

表16　小学生の授業外学習時間を従属変数，保護者の子どもへの期待を独立変数とした重回帰分析結果
相対的貧困層 相対的低所得層 相対的高所得層

学習理解に正の影響を，一方で，親の子どもには少しでも早く働いてほしいという期待が子ども

の学習理解に負の影響を与えていた。 

 

 
 
 中学生の授業外学習時間を従属変数，保護者の子どもへの期待と関心を尋ねる 8 項目を独立変

数とした重回帰分析を行った。相対的低所得層においては，親の子どもの教育にお金をかけた方

がよいという期待が，子どもの授業外学習時間に正の影響を与えていた。 

 

 

 
3.3. 子どもの回答間の関連 

 子どもの質問項目に対する回答間の関連を，重回帰分析によって検討した。各質問項目につい

て層別に検討し，それぞれにおいて影響が異なるかどうかに着目した。 

 

B SE B SE B SE
学歴が低いと将来希望する職業につけない -.073 .129 -.066 -.063 .070 -.051 .010 .056 .009

努力すれば夢や希望は実現する .279 .145 .201 .031 .079 .021 -.022 .061 -.018
子どもには一生懸命勉強してほしい -.026 .179 -.016 .108 .095 .064 .079 .073 .057
子どもには少しでも早く働いてほしい -.147 .142 -.123 -.167 .073 -.133 * -.064 .059 -.060
子どもには早く親元から独立してほしい .126 .111 .128 .039 .065 .035 .075 .050 .083
子どもには家事やきょうだいの世話をしてほしい .246 .117 .219 * -.035 .053 -.035 -.036 .042 -.041

R 2 .166 * .049 * .020
n 105 378 463

*p <.05

表17　中学生の学習理解を従属変数，保護者の子どもへの期待を独立変数とした重回帰分析結果

β β β
相対的貧困層 相対的低所得層 相対的高所得層

.044

.068.070.093*.125.084.195.075.148.101

.032.055.035.058.065.068他のことを我慢しても
　子どもの教育にお金をかけた方がよい

勉強することで
　いろいろな考えを身に付けることができる

.039.125

B SE B SE B SE
学歴が低いと将来希望する職業につけない .150 .212 .085 .061 .098 .034 .061 .090 .034

努力すれば夢や希望は実現する .413 .238 .189 -.106 .111 -.050 -.187 .099 -.092
子どもには一生懸命勉強してほしい .030 .293 .012 .200 .134 .084 .108 .119 .048
子どもには少しでも早く働いてほしい -.073 .233 -.039 .037 .103 .021 .019 .095 .011
子どもには早く親元から独立してほしい .054 .183 .034 .006 .091 .004 -.097 .081 -.067
子どもには家事やきょうだいの世話をしてほしい .272 .191 .153 .028 .074 .020 -.051 .069 -.036

R 2 .102 .068 ** .025
n 105 376 460

**p<.01

β β β
相対的貧困層 相対的低所得層 相対的高所得層

表18　中学生の授業外学習時間を従属変数，保護者の子どもへの期待を独立変数とした重回帰分析結果

.070.113.154.005

.052.090.093**.210

.119.010.069.243.145

他のことを我慢しても
　子どもの教育にお金をかけた方がよい

勉強することで
　いろいろな考えを身に付けることができる

.092.348.036.205.064
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表 18　 中学生の授業外学習時間を従属変数，保護者の子どもへの期待を独立変数とした重回帰
分析結果

3.3　子どもの回答間の関連

子どもの質問項目に対する回答間の関連を，重回帰分析によって検討した。各質問項目につい

て層別に検討し，それぞれにおいて影響が異なるかどうかに着目した。

1）小学生の「各時間」と「学習理解」の関連

小学生の学習理解を従属変数，授業外学習時間，テレビ・ゲームの時間（ふだん 1日あたりど

のくらいの時間，テレビをみたりゲームをしたりするか），携帯・スマホの利用時間（ふだん 1

日あたりどのくらいの時間，携帯電話やスマートフォンを使うか：タブレットなどを含む）を独

立変数とした重回帰分析を行った（表 19）。相対的低所得層，相対的高所得層において，授業外

学習時間が学習理解に正の影響を与えていた。相対的貧困層，相対的高所得層においては，テレ

ビ・ゲームの時間が学習理解に負の影響を，相対的低所得層においては，携帯・スマホ使用時間

が学習理解に負の影響を与えていた。

表 19　小学生の学習理解を従属変数，各時間を立変数とした重回帰分析結果

2）中学生の「各時間」と「学習理解」の関連

中学生の学習理解を従属変数，授業外学習時間，テレビ・ゲームの時間，携帯・スマホの利用

時間を独立変数とした重回帰分析を行った。すべての層において，授業外学習時間が，学習理解

に正の影響を与えていた（表 20）。相対的低所得層，相対的高所得層においては，携帯・スマホ

使用時間が，学習理解に負の影響を与えていた。

学習理解に正の影響を，一方で，親の子どもには少しでも早く働いてほしいという期待が子ども

の学習理解に負の影響を与えていた。 

 

 
 
 中学生の授業外学習時間を従属変数，保護者の子どもへの期待と関心を尋ねる 8 項目を独立変

数とした重回帰分析を行った。相対的低所得層においては，親の子どもの教育にお金をかけた方

がよいという期待が，子どもの授業外学習時間に正の影響を与えていた。 

 

 

 
3.3. 子どもの回答間の関連 

 子どもの質問項目に対する回答間の関連を，重回帰分析によって検討した。各質問項目につい

て層別に検討し，それぞれにおいて影響が異なるかどうかに着目した。 

 

B SE B SE B SE
学歴が低いと将来希望する職業につけない -.073 .129 -.066 -.063 .070 -.051 .010 .056 .009

努力すれば夢や希望は実現する .279 .145 .201 .031 .079 .021 -.022 .061 -.018
子どもには一生懸命勉強してほしい -.026 .179 -.016 .108 .095 .064 .079 .073 .057
子どもには少しでも早く働いてほしい -.147 .142 -.123 -.167 .073 -.133 * -.064 .059 -.060
子どもには早く親元から独立してほしい .126 .111 .128 .039 .065 .035 .075 .050 .083
子どもには家事やきょうだいの世話をしてほしい .246 .117 .219 * -.035 .053 -.035 -.036 .042 -.041

R 2 .166 * .049 * .020
n 105 378 463

*p <.05

表17　中学生の学習理解を従属変数，保護者の子どもへの期待を独立変数とした重回帰分析結果

β β β
相対的貧困層 相対的低所得層 相対的高所得層

.044

.068.070.093*.125.084.195.075.148.101

.032.055.035.058.065.068他のことを我慢しても
　子どもの教育にお金をかけた方がよい

勉強することで
　いろいろな考えを身に付けることができる

.039.125

B SE B SE B SE
学歴が低いと将来希望する職業につけない .150 .212 .085 .061 .098 .034 .061 .090 .034

努力すれば夢や希望は実現する .413 .238 .189 -.106 .111 -.050 -.187 .099 -.092
子どもには一生懸命勉強してほしい .030 .293 .012 .200 .134 .084 .108 .119 .048
子どもには少しでも早く働いてほしい -.073 .233 -.039 .037 .103 .021 .019 .095 .011
子どもには早く親元から独立してほしい .054 .183 .034 .006 .091 .004 -.097 .081 -.067
子どもには家事やきょうだいの世話をしてほしい .272 .191 .153 .028 .074 .020 -.051 .069 -.036

R 2 .102 .068 ** .025
n 105 376 460

**p<.01

β β β
相対的貧困層 相対的低所得層 相対的高所得層

表18　中学生の授業外学習時間を従属変数，保護者の子どもへの期待を独立変数とした重回帰分析結果

.070.113.154.005

.052.090.093**.210

.119.010.069.243.145

他のことを我慢しても
　子どもの教育にお金をかけた方がよい

勉強することで
　いろいろな考えを身に付けることができる

.092.348.036.205.064

1) 小学生の「各時間」と「学習理解」の関連 

小学生の学習理解を従属変数，授業外学習時間，テレビ・ゲームの時間（ふだん 1 日あたりど

のくらいの時間，テレビをみたりゲームをしたりするか），携帯・スマホの利用時間（ふだん 1 日

あたりどのくらいの時間，携帯電話やスマートフォンを使うか：タブレットなどを含む）を独立

変数とした重回帰分析を行った（表 19）。相対的低所得層，相対的高所得層において，授業外学

習時間が学習理解に正の影響を与えていた。相対的貧困層，相対的高所得層においては，テレビ・

ゲームの時間が学習理解に負の影響を，相対的低所得層においては，携帯・スマホ使用時間が学

習理解に負の影響を与えていた。 

 

 

 
2) 中学生の「各時間」と「学習理解」の関連 

中学生の学習理解を従属変数，授業外学習時間，テレビ・ゲームの時間，携帯・スマホの利用

時間を独立変数とした重回帰分析を行った。すべての層において，授業外学習時間が，学習理解

に正の影響を与えていた（表 20）。相対的低所得層，相対的高所得層においては，携帯・スマホ

使用時間が，学習理解に負の影響を与えていた。 

 

 

 
3) 小学生の「家族との関係」と「学習理解」「授業外学習時間」の関連 

 小学生の学習理解を従属変数，家族との関りについての頻度を尋ねる 8 項目を独立変数とする

重回帰分析を行った（表 21）。相対的貧困層，相対的低所得層においては，親に宿題をみてもら

う頻度が，学習理解に負の影響を与えていた。相対的貧困層，相対的低所得層においては，親と

学校や友だちのことについて話す頻度が，学習理解に正の影響を与えていた。 

 

授業外学習時間 .089 .216 ** .339 **
テレビ・ゲーム時間 -.223 * -.059 -.081 *
携帯・スマホ使用時間 -.090 -.088 * -.020

R 2 .082 * .066 ** .138 **
*p <.05, **p <.01

表19　小学生の学習理解を従属変数，各時間を立変数とした重回帰分析結果

相対的貧困層 相対的低所得層 相対的高所得層

授業外学習時間 .299 ** .308 ** .096 *
テレビ・ゲーム時間 -.097 .003 -.093
携帯・スマホ使用時間 -.107 -.153 ** -.140 **

R 2 .147 ** .133 ** .047 **
*p <.05, **p <.01

表20　中学生の学習理解を従属変数，各時間を立変数とした重回帰分析結果

相対的貧困層 相対的低所得層 相対的高所得層
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表 20　中学生の学習理解を従属変数，各時間を立変数とした重回帰分析結果

3）小学生の「家族との関係」と「学習理解」「授業外学習時間」の関連

小学生の学習理解を従属変数，家族との関りについての頻度を尋ねる 8項目を独立変数とする

重回帰分析を行った（表 21）。相対的貧困層，相対的低所得層においては，親に宿題をみてもら

う頻度が，学習理解に負の影響を与えていた。相対的貧困層，相対的低所得層においては，親と

学校や友だちのことについて話す頻度が，学習理解に正の影響を与えていた。

表 21　 小学生の学習理解を従属変数，家族との関りについての頻度を独立変数とした重回帰分
析結果

小学生の授業外学習時間を従属変数，家族との関りについての頻度を尋ねる 8項目を独立変数

とする重回帰分析を行った（表 22）。相対的貧困層においては，親に宿題をみてもらう頻度が，

授業外学習時間に正の影響を与えていた。相対的低所得層，相対的高所得層においては，親と一

緒に図書館や美術館などに行く頻度が，授業外学習時間に正の影響を与えていた。

，
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表 22　 小学生の授業外学習時間を従属変数，家族との関りについての頻度を独立変数とした重
回帰分析結果

4）中学生の「家族との関係」と「学習理解」「授業外学習時間」の関連

中学生の授業外学習時間を従属変数，家族との関りについての頻度を尋ねる 8項目を独立変数

とする重回帰分析を行った（表 23）。相対的低所得層，相対的高所得層においては，親と学校や

友だちのことについて話す頻度が，学習理解に正の影響を与えていた。相対的高所得層において

は，親と一緒に朝食を食べる頻度，親と一緒に図書館や美術館に行く頻度が，学習理解に正の影

響を与えていた。

表 23　 中学生の学習理解を従属変数，家族との関りについての頻度を独立変数とした重回帰分
析結果

中学生の授業外学習時間を従属変数，家族との関りについての頻度を尋ねる 8項目を独立変数

とする重回帰分析を行った（表 24）。相対的貧困層においては，家の手伝いをする頻度が授業外

学習時間に正の影響を与えていた。相対的高所得層においては，親と一緒に図書館や美術館に行

く頻度が，授業外学習時間に正の影響を与えていた。

 

 
小学生の授業外学習時間を従属変数，家族との関りについての頻度を尋ねる 8 項目を独立変数

とする重回帰分析を行った（表 22）。相対的貧困層においては，親に宿題をみてもらう頻度が，

授業外学習時間に正の影響を与えていた。相対的低所得層，相対的高所得層においては，親と一

緒に図書館や美術館などに行く頻度が，授業外学習時間に正の影響を与えていた。 

 

 
 
4) 中学生の「家族との関係」と「学習理解」「授業外学習時間」の関連 

中学生の授業外学習時間を従属変数，家族との関りについての頻度を尋ねる 8 項目を独立変数

とする重回帰分析を行った（表 23）。相対的低所得層，相対的高所得層においては，親と学校や

友だちのことについて話す頻度が，学習理解に正の影響を与えていた。相対的高所得層において

は，親と一緒に朝食を食べる頻度，親と一緒に図書館や美術館に行く頻度が，学習理解に正の影

響を与えていた。 

 

B SE B SE B SE
一緒に朝食を食べる .056 .034 .148 .029 .018 .076 .028 .014 .080 *
一緒に夕食を食べる -.004 .105 -.004 -.011 .038 -.013 -.015 .028 -.022
朝、起こしてもらう -.052 .039 -.124 -.028 .016 -.079 -.002 .012 -.008
家の手伝いをする .085 .042 .185 * .018 .019 .045 .016 .015 .042
宿題（勉強）をみてもらう -.114 .038 -.271 ** -.053 .016 -.150 ** -.012 .013 -.038
学校や友だちのことについて話す .105 .046 .211 * .038 .019 .092 * .031 .017 .074

R 2 .203 ** .058 ** .022
n 115 527 679

*p <.05, **p <.01

-.110.057-.064

.060.021.029**.150.027.086-.020.061-.013

表21　小学生の学習理解を従属変数，家族との関りについての頻度を独立変数とした重回帰分析結果

相対的貧困層 相対的低所得層 相対的高所得層

β β β

一緒に図書館や美術館，博物館，
　コンサートなどに行く

一緒に外出する
　（散歩する・買い物に出かけるなど）

.007.022.004-.051.026-.029

B SE B SE B SE
一緒に朝食を食べる .038 .044 .082 .071 .027 .123 ** .040 .026 .062
一緒に夕食を食べる -.013 .136 -.009 -.041 .058 -.033 -.183 .050 -.145 **
朝、起こしてもらう -.026 .049 -.052 -.021 .024 -.037 .006 .022 .010
家の手伝いをする .093 .054 .169 .003 .029 .004 .010 .027 .015
宿題（勉強）をみてもらう .104 .050 .204 * .019 .025 .035 .034 .023 .060
学校や友だちのことについて話す -.014 .060 -.023 .010 .030 .016 .054 .031 .071

R 2 .080 .043 ** .055 **
n 117 526 673

*p <.05, **p <.01

-.034 **.145.037.128**一緒に図書館や美術館，博物館，
　コンサートなどに行く

一緒に外出する
　（散歩する・買い物に出かけるなど）

-.055.040-.053.017.040.014-.090.073-.063

.129.042.112-.043.079

相対的貧困層 相対的低所得層 相対的高所得層

β β β

表22　小学生の授業外学習時間を従属変数，家族との関りについての頻度を独立変数とした重回帰分析結果

 
 
中学生の授業外学習時間を従属変数，家族との関りについての頻度を尋ねる 8 項目を独立変数

とする重回帰分析を行った（表 24）。相対的貧困層においては，家の手伝いをする頻度が授業外

学習時間に正の影響を与えていた。相対的高所得層においては，親と一緒に図書館や美術館に行

く頻度が，授業外学習時間に正の影響を与えていた。 

 

 
 
5) 小学生の「自己肯定感」と「学習理解」「授業外学習時間」の関連 

小学生の学習理解を従属変数，自己肯定感を尋ねる 6 項目を独立変数とした重回帰分析を行っ

た（表 25）。相対的貧困層においては，自分は友だちから好かれているという感覚が，学習理解

に正の影響を与えていた。相対的低所得層においては，自分にはよいところがあるという感覚が，

学習理解に正の影響を与えていた。相対的高所得層においては，自分にはよいところがあるとい

う感覚とがんばればいいことがあるという感覚が，学習理解に正の影響を与えていた。 

 

B SE B SE B SE
一緒に朝食を食べる .034 .044 .083 .033 .022 .085 .043 .018 .122 *
一緒に夕食を食べる .064 .071 .090 .027 .044 .035 -.043 .034 -.063
朝、起こしてもらう .015 .047 .035 -.002 .021 -.004 -.039 .017 -.110 *
家の手伝いをする -.031 .049 -.065 .011 .026 .023 .015 .019 .038
宿題（勉強）をみてもらう -.098 .080 -.128 -.001 .034 -.002 -.006 .027 -.012
学校や友だちのことについて話す .100 .056 .194 .068 .029 .132 * .042 .021 .100 *

R 2 .122 .036 .050 **
n 108 378 461

*p <.05, **p <.01

*

表23　中学生の学習理解を従属変数，家族との関りについての頻度を独立変数とした重回帰分析結果

β ββ
相対的貧困層 相対的低所得層 相対的高所得層

.185 *.099.038.075.048.043.034.196.099

-.111.034-.075-.091.040-.061.000.072.000

一緒に図書館や美術館，博物館，
　コンサートなどに行く

一緒に外出する
　（散歩する・買い物に出かけるなど）

B SE B SE B SE
一緒に朝食を食べる .089 .068 .140 .044 .032 .079 .019 .029 .034
一緒に夕食を食べる -.036 .111 -.033 .024 .062 .022 -.067 .056 -.060
朝、起こしてもらう -.055 .074 -.080 .012 .031 .020 -.016 .027 -.029
家の手伝いをする .156 .076 .207 * .026 .037 .039 .015 .032 .023
宿題（勉強）をみてもらう -.059 .124 -.050 .070 .049 .079 .078 .044 .088
学校や友だちのことについて話す .153 .087 .190 .015 .041 .020 .021 .035 .030

R 2 .129 .039 .045 **
n 108 377 459

*p<.05, **p <.01

表24　中学生の授業外学習時間を従属変数，家族との関りについての頻度を独立変数とした重回帰分析結果
相対的貧困層 相対的低所得層 相対的高所得層

β β β

**.156.062.194-.016.061-.017.099一緒に図書館や美術館，博物館，
　コンサートなどに行く

一緒に外出する
　（散歩する・買い物に出かけるなど）

.154.145

-.033.055-.037.092.058.089-.086.112-.094
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表 24　 中学生の授業外学習時間を従属変数，家族との関りについての頻度を独立変数とした重
回帰分析結果
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う感覚とがんばればいいことがあるという感覚が，学習理解に正の影響を与えていた。
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く頻度が，授業外学習時間に正の影響を与えていた。 
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小学生の学習理解を従属変数，自己肯定感を尋ねる 6 項目を独立変数とした重回帰分析を行っ
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に正の影響を与えていた。相対的低所得層においては，自分にはよいところがあるという感覚が，

学習理解に正の影響を与えていた。相対的高所得層においては，自分にはよいところがあるとい

う感覚とがんばればいいことがあるという感覚が，学習理解に正の影響を与えていた。 
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一緒に朝食を食べる .034 .044 .083 .033 .022 .085 .043 .018 .122 *
一緒に夕食を食べる .064 .071 .090 .027 .044 .035 -.043 .034 -.063
朝、起こしてもらう .015 .047 .035 -.002 .021 -.004 -.039 .017 -.110 *
家の手伝いをする -.031 .049 -.065 .011 .026 .023 .015 .019 .038
宿題（勉強）をみてもらう -.098 .080 -.128 -.001 .034 -.002 -.006 .027 -.012
学校や友だちのことについて話す .100 .056 .194 .068 .029 .132 * .042 .021 .100 *

R 2 .122 .036 .050 **
n 108 378 461

*p <.05, **p <.01

*

表23　中学生の学習理解を従属変数，家族との関りについての頻度を独立変数とした重回帰分析結果

β ββ
相対的貧困層 相対的低所得層 相対的高所得層

.185 *.099.038.075.048.043.034.196.099

-.111.034-.075-.091.040-.061.000.072.000

一緒に図書館や美術館，博物館，
　コンサートなどに行く

一緒に外出する
　（散歩する・買い物に出かけるなど）

B SE B SE B SE
一緒に朝食を食べる .089 .068 .140 .044 .032 .079 .019 .029 .034
一緒に夕食を食べる -.036 .111 -.033 .024 .062 .022 -.067 .056 -.060
朝、起こしてもらう -.055 .074 -.080 .012 .031 .020 -.016 .027 -.029
家の手伝いをする .156 .076 .207 * .026 .037 .039 .015 .032 .023
宿題（勉強）をみてもらう -.059 .124 -.050 .070 .049 .079 .078 .044 .088
学校や友だちのことについて話す .153 .087 .190 .015 .041 .020 .021 .035 .030

R 2 .129 .039 .045 **
n 108 377 459

*p<.05, **p <.01

表24　中学生の授業外学習時間を従属変数，家族との関りについての頻度を独立変数とした重回帰分析結果
相対的貧困層 相対的低所得層 相対的高所得層

β β β

**.156.062.194-.016.061-.017.099一緒に図書館や美術館，博物館，
　コンサートなどに行く

一緒に外出する
　（散歩する・買い物に出かけるなど）

.154.145

-.033.055-.037.092.058.089-.086.112-.094

 

 
 小学生の授業外学習時間を従属変数，自己肯定感を尋ねる 6 項目を独立変数とした重回帰分析

を行った（表 26）。相対的高所得層において，自分には将来の夢や目標があるという感覚が，授

業外学習時間に正の影響を与えていた。 

 

 

 
6) 中学生の「自己肯定感」と「学習理解」「授業外学習時間」の関連 

中学生の学習理解を従属変数，自己肯定感を尋ねる 6 項目を独立変数とした重回帰分析を行っ

た（表 27）。相対的低所得層においては，自分は友だちから好かれているという感覚，自分には

将来の夢や目標があるという感覚，家族は自分を大切にしてくれているという感覚が，学習理解

に正の影響を与えていた。相対的高所得層においては，家族は自分を大切にしてくれているとい

う感覚が，学習理解に正の影響を与えていた。 

 

B SE B SE B SE
自分にはよいところがある -.013 .123 -.012 .125 .049 .135 * .114 .037 .145 **
自分には将来の夢や目標がある .132 .113 .113 .017 .039 .019 .026 .031 .034
がんばれば、いいことがある .006 .122 .006 .045 .052 .044 .111 .041 .122 **
家族は自分を大切にしてくれている -.004 .164 -.002 .110 .067 .088 .076 .053 .061
自分は友だちから好かれている .250 .115 .222 * .047 .044 .053 .031 .038 .037
大人は信用できる .001 .092 .001 .087 .046 .097 -.026 .035 -.032

R 2 .072 .094 ** .079 **
n 119 522 684

*p <.05, **p <.01

相対的貧困層 相対的低所得層 相対的高所得層

β β β

表25　小学生の学習理解を従属変数，自己肯定感を独立変数とした重回帰分析結果

B SE B SE B SE
自分にはよいところがある .035 .151 .025 .110 .078 .078 .048 .070 .034
自分には将来の夢や目標がある .110 .138 .077 .063 .062 .046 .154 .060 .107 *
がんばれば、いいことがある -.089 .149 -.066 .113 .083 .073 .055 .078 .033
家族は自分を大切にしてくれている -.229 .201 -.113 .065 .106 .034 -.131 .101 -.058
自分は友だちから好かれている .204 .143 .145 -.064 .069 -.049 .019 .072 .013
大人は信用できる .108 .112 .096 -.089 .073 -.066 .032 .067 .022

R 2 .044 .019 .019 *
n 120 519 677

*p<.05

相対的貧困層 相対的低所得層 相対的高所得層

β β β

表26　小学生の授業外学習時間を従属変数，自己肯定感を独立変数とした重回帰分析結果
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表 26　小学生の授業外学習時間を従属変数，自己肯定感を独立変数とした重回帰分析結果

6）中学生の「自己肯定感」と「学習理解」「授業外学習時間」の関連

中学生の学習理解を従属変数，自己肯定感を尋ねる 6項目を独立変数とした重回帰分析を行っ

た（表 27）。相対的低所得層においては，自分は友だちから好かれているという感覚，自分には

将来の夢や目標があるという感覚，家族は自分を大切にしてくれているという感覚が，学習理解

に正の影響を与えていた。相対的高所得層においては，家族は自分を大切にしてくれているとい

う感覚が，学習理解に正の影響を与えていた。

表 27　中学生の学習理解を従属変数，自己肯定感を独立変数とした重回帰分析結果

中学生の授業外学習時間を従属変数，自己肯定感を尋ねる 6項目を独立変数とした重回帰分析

を行った（表 28）。相対的低所得層においては，大人は信用できるという感覚が，授業外学習時

間に正の影響を与えていた。相対的高所得層においては，がんばればいいことがあるという感覚，

自分には将来の夢や目標があるという感覚が，授業外学習時間に正の影響を与えていた。

 

 
 小学生の授業外学習時間を従属変数，自己肯定感を尋ねる 6 項目を独立変数とした重回帰分析
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に正の影響を与えていた。相対的高所得層においては，家族は自分を大切にしてくれているとい

う感覚が，学習理解に正の影響を与えていた。 

 

B SE B SE B SE
自分にはよいところがある -.013 .123 -.012 .125 .049 .135 * .114 .037 .145 **
自分には将来の夢や目標がある .132 .113 .113 .017 .039 .019 .026 .031 .034
がんばれば、いいことがある .006 .122 .006 .045 .052 .044 .111 .041 .122 **
家族は自分を大切にしてくれている -.004 .164 -.002 .110 .067 .088 .076 .053 .061
自分は友だちから好かれている .250 .115 .222 * .047 .044 .053 .031 .038 .037
大人は信用できる .001 .092 .001 .087 .046 .097 -.026 .035 -.032

R 2 .072 .094 ** .079 **
n 119 522 684

*p <.05, **p <.01

相対的貧困層 相対的低所得層 相対的高所得層

β β β

表25　小学生の学習理解を従属変数，自己肯定感を独立変数とした重回帰分析結果

B SE B SE B SE
自分にはよいところがある .035 .151 .025 .110 .078 .078 .048 .070 .034
自分には将来の夢や目標がある .110 .138 .077 .063 .062 .046 .154 .060 .107 *
がんばれば、いいことがある -.089 .149 -.066 .113 .083 .073 .055 .078 .033
家族は自分を大切にしてくれている -.229 .201 -.113 .065 .106 .034 -.131 .101 -.058
自分は友だちから好かれている .204 .143 .145 -.064 .069 -.049 .019 .072 .013
大人は信用できる .108 .112 .096 -.089 .073 -.066 .032 .067 .022

R 2 .044 .019 .019 *
n 120 519 677

*p<.05

相対的貧困層 相対的低所得層 相対的高所得層

β β β

表26　小学生の授業外学習時間を従属変数，自己肯定感を独立変数とした重回帰分析結果
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を行った（表 28）。相対的低所得層においては，大人は信用できるという感覚が，授業外学習時
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4. 考 察 

 
貧困が子どもたちに与える影響を明らかにするため，相対的貧困層，相対的低所得層，相対的

高所得層の３群に区分して統計解析を行った。その結果，これまでに行われてきた分析の観点で

ある相対的貧困層とその他という２区分以上に，相対的貧困層に属する保護者と子どもたちの状

況が明らかになった。しかしこの考察は，多岐に渡るため本研究では，３群間での保護者―子ど

もの関連性に注目して結果を示した。そこで明らかになった傾向と，その傾向から考えうる改善

方策について以下に述べることとする。 

まず，希望する進路に関する回答については，小学生と中学生の両方において，相対的貧困層

の保護者と子どもとの間に対応が見られなかった。一方で，相対的低所得層や相対的高所得層に

B SE B SE B SE
自分にはよいところがある .259 .133 .246 .029 .065 .028 .029 .051 .033
自分には将来の夢や目標がある -.020 .099 -.021 .146 .050 .157 ** -.006 .038 -.007
がんばれば、いいことがある -.094 .133 -.089 -.032 .067 -.030 .000 .053 .000
家族は自分を大切にしてくれている -.004 .179 -.003 .193 .083 .137 * .185 .064 .167 **
自分は友だちから好かれている .149 .159 .125 .186 .071 .164 ** .106 .060 .104
大人は信用できる .022 .105 .022 .053 .059 .055 .074 .050 .083

R 2 .091 .131 ** .092 **
n 106 382 459

*p <.05, **p <.01

相対的貧困層 相対的低所得層 相対的高所得層

β β β

表27　中学生の学習理解を従属変数，自己肯定感を独立変数とした重回帰分析結果

B SE B SE B SE
自分にはよいところがある .090 .210 .054 -.007 .095 -.005 -.071 .086 -.051
自分には将来の夢や目標がある .288 .156 .194 .053 .074 .040 .156 .064 .124 *
がんばれば、いいことがある .106 .211 .064 .146 .098 .098 .210 .090 .150 *
家族は自分を大切にしてくれている -.185 .283 -.072 -.065 .121 -.033 -.017 .107 -.010
自分は友だちから好かれている .118 .251 .064 .004 .104 .002 -.053 .101 -.032
大人は信用できる -.004 .167 -.003 .301 .087 .216 ** -.108 .084 -.074

R 2 .069 .078 ** .032 *
n 106 380 456

*p <.05, **p <.01

表28　中学生の授業外学習時間を従属変数，自己肯定感を独立変数とした重回帰分析結果

相対的低所得層 相対的高所得層

β β β
相対的貧困層

，
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表 28　中学生の授業外学習時間を従属変数，自己肯定感を独立変数とした重回帰分析結果

4．考　察

貧困が子どもたちに与える影響を明らかにするため，相対的貧困層，相対的低所得層，相対的

高所得層の 3群に区分して統計解析を行った。その結果，これまでに行われてきた分析の観点で

ある相対的貧困層とその他という 2区分以上に，相対的貧困層に属する保護者と子どもたちの状

況が明らかになった。しかしこの考察は，多岐に渡るため本研究では，3群間での保護者―子ど

もの関連性に注目して結果を示した。そこで明らかになった傾向と，その傾向から考えうる改善

方策について以下に述べることとする。

まず，希望する進路に関する回答については，小学生と中学生の両方において，相対的貧困層

の保護者と子どもとの間に対応が見られなかった。一方で，相対的低所得層や相対的高所得層に

おいては，保護者と子どもとの回答に対応が見られた。つまり，相対的貧困層においては，将来

の進路について保護者と子どもが他の区分に比べて話をしていない可能性が示された。学習の動

機づけの要因として，現在行っている学習が自らの将来の希望の実現に役立つかどうかがある

（e.g.,解良・中谷 2019）。もし相対的貧困層の子どもたちが，その動機づけを持たないならば，

学習に消極的になるという結果をもたらす危険性がある。この点に関しては，家庭にこの動機づ

けの強化を求めることよりも，学校でその動機づけを高める取り組みを行うことが効果的な改善

方法になると考えられる。

次に「勉強を見る」「学校生活の話をする」「一緒に外出する」といった，関りの頻度について

は，小学生と中学生の両方において，保護者と子どもの回答に対応が見られた。こういった客観

的な事実に基づく回答については，各層に関わらず，保護者と子どもとの認識が一致しているこ

とが分かる。この結果は，貧困が家族関係にひずみをもたらすのではないかという仮説を覆すも

のである。相対的貧困層にあっても良好な親子関係が維持されており，この良好な関係を維持・

増進する支援が望まれる。

次に，保護者の子どもとの関りから子どもの学習理解について，相対的高所得層では，親が子

どもの勉強をみることが，子どもの学習理解につながっていた。「尼崎調査」において，相対的

貧困層の保護者は，それ以外の保護者よりも学歴が低いことが示されている。つまり，相対的高

 

 
 中学生の授業外学習時間を従属変数，自己肯定感を尋ねる 6 項目を独立変数とした重回帰分析

を行った（表 28）。相対的低所得層においては，大人は信用できるという感覚が，授業外学習時

間に正の影響を与えていた。相対的高所得層においては，がんばればいいことがあるという感覚，

自分には将来の夢や目標があるという感覚が，授業外学習時間に正の影響を与えていた。 

 

 

 
4. 考 察 

 
貧困が子どもたちに与える影響を明らかにするため，相対的貧困層，相対的低所得層，相対的

高所得層の３群に区分して統計解析を行った。その結果，これまでに行われてきた分析の観点で

ある相対的貧困層とその他という２区分以上に，相対的貧困層に属する保護者と子どもたちの状

況が明らかになった。しかしこの考察は，多岐に渡るため本研究では，３群間での保護者―子ど

もの関連性に注目して結果を示した。そこで明らかになった傾向と，その傾向から考えうる改善

方策について以下に述べることとする。 

まず，希望する進路に関する回答については，小学生と中学生の両方において，相対的貧困層

の保護者と子どもとの間に対応が見られなかった。一方で，相対的低所得層や相対的高所得層に

B SE B SE B SE
自分にはよいところがある .259 .133 .246 .029 .065 .028 .029 .051 .033
自分には将来の夢や目標がある -.020 .099 -.021 .146 .050 .157 ** -.006 .038 -.007
がんばれば、いいことがある -.094 .133 -.089 -.032 .067 -.030 .000 .053 .000
家族は自分を大切にしてくれている -.004 .179 -.003 .193 .083 .137 * .185 .064 .167 **
自分は友だちから好かれている .149 .159 .125 .186 .071 .164 ** .106 .060 .104
大人は信用できる .022 .105 .022 .053 .059 .055 .074 .050 .083

R 2 .091 .131 ** .092 **
n 106 382 459

*p <.05, **p <.01

相対的貧困層 相対的低所得層 相対的高所得層

β β β

表27　中学生の学習理解を従属変数，自己肯定感を独立変数とした重回帰分析結果

B SE B SE B SE
自分にはよいところがある .090 .210 .054 -.007 .095 -.005 -.071 .086 -.051
自分には将来の夢や目標がある .288 .156 .194 .053 .074 .040 .156 .064 .124 *
がんばれば、いいことがある .106 .211 .064 .146 .098 .098 .210 .090 .150 *
家族は自分を大切にしてくれている -.185 .283 -.072 -.065 .121 -.033 -.017 .107 -.010
自分は友だちから好かれている .118 .251 .064 .004 .104 .002 -.053 .101 -.032
大人は信用できる -.004 .167 -.003 .301 .087 .216 ** -.108 .084 -.074

R 2 .069 .078 ** .032 *
n 106 380 456

*p <.05, **p <.01

表28　中学生の授業外学習時間を従属変数，自己肯定感を独立変数とした重回帰分析結果

相対的低所得層 相対的高所得層

β β β
相対的貧困層

，
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所得層の保護者は比較的学歴が高いと考えられるため，より的確な家庭での教育が行われた可能

性がある。また，相対的貧困層と相対的高所得層では，宿題をするように保護者が子どもに注意

することと，子どもの学習理解との間に負の関連が見られた。これは，外発的な注意をすること

で，学習への内発的な動機づけが低下し，学習への取り組みを阻害している可能性が考えられる。

経済状況に大きな差のある二群間で同様の傾向がみられたことに関しては，相対的高所得層では

より高い学業達成を求めて学習への注意喚起が行われ，相対的貧困層では，学業不振を原因とす

る注意喚起が行われている可能性がある。特に学業不振の状態にある中学生に，中学校の学習内

容を適切に理解させる指導を家庭で行うことは保護者の力を超えているといえる。結果的に，抽

象的な叱責という学習意欲に負の影響を与える事態を作り出している危険性が高い。しかし，相

対的貧困層においては，小学生と中学生の両方で，保護者が子どもと学校の話をすることが，子

どもの学習理解につながっていた。それゆえ，保護者がこれまで以上に，子どもの学習支援を行

うという直線的な解決策ではなく，学校が，経済的な負担を保護者に与えることなく，保護者が

子どもの学校生活に興味をもつような取組みを構築すること，また学童保育育，学校ボランティ

アなどの既存の仕組みをさらに積極的に活用した学校主体の学業不振への取組みを推進すること

がこの課題の改善に効果を持つと考える。

次に，子どもの自己肯定感と学習理解や学習時間との関連においても，層によって違いが見ら

れた。相対的低所得層と相対的高所得層では，「自分にはよいところがある」「自分には将来の夢

や目標がある」「がんばればいいことがある」「家族は自分を大切にしてくれている」という気持

ちが，学習理解や学習時間を促進させる可能性が示された。一方で，相対的貧困層においては，

こういった関連がほとんど見られなかった。「尼崎調査」では，相対的貧困層の子どもとそれ以

外の子どもでは，自己肯定感の高さ自体は変わらないことが示されている。このことから推測さ

れるのは相対的貧困層の子どもたちの自己肯定感は，学業達成とは異なった要因によって成り

立っているということである。しかし，より高い知力を身に付けることは子どもたちの未来を切

り開く強力なツールである。逆にそのツールを持たなければ，社会生活上，厳しい状況に陥る危

険性は高い。この負の連鎖を断ち切るため，「学習すること」をその要因として持つ自己肯定感

を育成することが必要である。そしてこのような取組みを行うことができる主体は学校であり，

自治体には，その取組みを実現するための支援が望まれる。

参考文献

尼崎市（2018）「尼崎市子どもの生活に関する実態調査結果報告書」
  http://www.city.amagasaki.hyogo.jp/shisei/si_kangae/kodomo_sesaku/1010963.html（2019 年 9

月 25日アクセス）
大阪府（2017）「大阪府子どもの生活に関する実態調査」
  http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/28281/00000000/01jittaityosahoukokousyo.pdf（2019年 10月

18 相対的貧困が小学生・中学生及びその保護者に与える影響に関する一考察 



30日アクセス）
沖縄県（2015）「沖縄県子どもの貧困実態調査」（概要版）
  https://www.pref.okinawa.jp/site/kodomo/kodomomirai/kodomotyosa/documents/okinawako-

domotyousagaiyouban.pdf（2019年 10月 31日アクセス）
川西市（2017）「川西市子どもの生活に関するアンケート調査報告書」
  https://www.city.kawanishi.hyogo.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/001/144/

houkokusyozentai.pdf（2019年 10月 31日アクセス）
解良優基・中谷素之（2019）「課題価値のもつ概念的特徴の分析と近年の研究動向の概観」アカデ
ミア．人文・自然科学編，17，pp. 95-116．

京都府（2017）「京都府子どもの貧困対策の推進に係る調査研究　報告書（概要版）」
  https://www.kpu.ac.jp/cmsfiles/contents/0000005/5749/kodomonohinkon_houkoku.

pdf#search=％ 27％ E4％ BA％ AC％ E9％ 83％ BD％ E5％ BA％ 9C+％ E5％ AD％ 90％ E3％
81％ A9％ E3％ 82％ 82％ E3％ 81％ AE％ E8％ B2％ A7％ E5％ 9B％ B0+％ E5％ AE％ 9F％
E6％ 85％ 8B％ E8％ AA％ BF％ E6％ 9F％ BB％ 27（2019年 10月 31日アクセス）

内閣府「子どもの貧困対策　実態調査の調査項目の具体的事例」
  https://www8.cao.go.jp/kodomonohinkon/torikumi/koufukin/chousa_jirei.html（2019 年 10 月

31日アクセス）
西宮市（2017）「西宮市子育て世代の経済状況と生活実態調査報告書」
  https://www.nishi.or.jp/kosodate/kosodate/shisakujoho/sonota/keizaijokyo.html（2019 年 11 月

1日アクセス）
北海道保健福祉部・北海道大学大学院教育学研究院子どもの生活実態調査研究班（2017）「北海道
子どもの生活実態調査結果報告書」

  http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/kms/hinkon/houkokusho/00_hyoushi.pdf（2019 年 9 月 25

日アクセス）

19相対的貧困が小学生・中学生及びその保護者に与える影響に関する一考察 





2018年に施行された観光事業にかかわる 
法制改正の背景の考察

廣　岡　裕　一

 〈Summary〉
This paper discusses the developments which led the Japanese government to revise 

several laws concerning the tourism industry during 2018. In this year three laws were 

amended: the Guide-Interpreter Business Law, the Travel Agency Law and the Hotel Business 

Act; and one new law was made and put into effect: the Private Lodging Business Act. These 

changes seem to be the result of the increasing number of inbound tourists in Japan and the 

development of the infrastructure in communication technology and the distribution system of 

information. This paper will show the process and the factors which led to these changes in 

legislation related to the tourism industry in Japan.

1．はじめに

本稿は，観光事業にかかわる法について，2018年に制定または改正法が施行された部分につ

き，その背景を考察し，法案成立にいたる過程について検証する。取り上げる法律は，通訳案内

士法（昭和二十四年法律第二百十号），旅行業法（昭和二十七年法律第二百三十九号），旅館業法

（昭和二十三年法律第百三十八号），及び新たに制定された住宅宿泊事業法（平成二十九年法律第

六十五号）である。

これらの法律を取り上げるのは，2015年の訪日外国人旅行者数は，過去最高であった 2014年

の 1,341万人をさらに上回り，1,974万人（対前年比 47.1％増） 1） となり，その後も，過去最高を

更新した続け，2018年は，3,119万人 2） となったものの，我が国の宿泊業，旅行業などの観光産

業は，インバウンド市場の急速な拡大や国内外の旅行者のニーズの多様化などに必ずしも応えら

れていない面があるとの指摘がなされ 3），その対応として，観光庁は，平成 28年度に講じようと

する施策に，観光関係の規制・制度の総合的な見直しを挙げ，その対象として，通訳案内士，ラ

ンドオペレーター，宿泊業，旅行業の規制・制度の見直しを示している 4） ためである。そして，

これらの法律の成立過程を検証することで，観光産業にかかる政策の決定要素を明らかにするこ

とが本稿の目的である。
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2．対象法改正点の概要

1）通訳案内士法

改正通訳案内士法は，2017年 8月 18日公布され，2018年 1月 4日に施行された。

今回の最大の改正点は，旧第 36条で「通訳案内士でない者は，報酬を得て，通訳案内を業と

して行つてはならない」と規定されていた通訳案内士でない者の業務の制限の削除で，これによ

り，通訳案内士法による通訳案内士の資格を有する者のみが，通訳案内を業として行うことがで

きるという業務独占が廃止された。一方，通訳案内士の名称を通訳案内士のみが用いることがで

きることを定めた，旧第 37条における名称の使用制限の規定は残され（第 52条・第 60条）名

称独占は維持された。

そして，これまでの通訳案内士は，全国通訳案内士とされ（第 3条），報酬を得て，通訳案内

を業として行う（第 2条第 1項）資格となった。加えて，地域通訳案内士業務区域として定めら

れた区域内で，報酬を得て，通訳案内を業として行う（第 2条第 2項）資格として，新たに「地

域通訳案内士」が創設（第 3章）された。

また，全国通訳案内士試験の筆記試験に「通訳案内の実務」が加えられ（第 6条），全国通訳

案内士は，一定の期間ごとに，通訳案内研修を受ける義務が課された（第 30条）。

2）旅行業法

改正旅行業法は，前述の通訳案内士法と同じく，2017年 8月 18日公布され，2018年 1月 4日

に施行された。

今回の旅行業法の主要な改正点は次の 2点である。

まず，旅行サービス手配業の登録制度が創設された。「旅行サービス手配業」とは，報酬を得

て，旅行業者（外国の旅行業を含む）のため，旅行者に対する運送等サービス又は運送等関連

サービスの提供について，これらのサービスを提供する者との間で，代理して契約を締結し，媒

介をし，又は取次ぎをする行為を行う事業である（第 2条第 6項）。ただし，日本国外の当該

サービスについての同行為などは除かれる（施行規則（以下規）第 1条）。旅行サービス手配業

に関しては，第 2章に第 2節として，旅行サービス手配業が加えられ，旅行サービス手配業務取

扱管理者の選任（第 28条）や旅行サービス手配業務に関し取引をする者と旅行サービス手配業

務に関し契約を締結したときに書面を交付する義務（第 30条）などが定められる。

次に，地域限定旅行業務取扱管理者の創設である。旅行業務取扱管理者試験の種類に，地域限

定旅行業務管理者試験が追加された（第 11条の 3第 2項）。また，旅行業者等は，営業所に，1

人以上旅行業務取扱管理者を選任しなければならない（第 11条の 2第 1項）が，地域限定旅行

業で一定の場合には複数の営業所で 1人の選任で認められることとした（第 11条の 2第 5項，

規第 10条の 2，規第 10条の 3）。

このほか，取引条件の説明や書面の交付の際の記載事項に通訳案内士の同行の有無を加える
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（第 12条の 4第 2項，第 12条の 5第 1項）などの改正がなされた。

3）旅館業法

改正旅館業法は，2017年 12月 15日公布された。施行は，後述する新法である住宅宿泊事業

法の施行日と同じ 2018年 6月 15日である。

改正点は，これまで営業種別が，「ホテル営業」と「旅館営業」と区分されていたのが，「旅

館・ホテル営業」に統合された（第 2条第 2項）。また，旅館業の欠格要件に暴力団排除規定等

が追加された（第 2条）。この法律の規定に違反して旅館業が営まれている（無許可営業）施設

に対し，都道府県知事による報告徴収及び立入検査等の権限が設定された（第 7条第 2項）。そ

して，罰金の上限額が引き上げられた（第 10条・第 11条）（無許可営業者は 3万円から 100万

円）。

また，旅館業法施行令では，「ホテル営業」と「旅館営業」の統合により，第 1条が大幅に変

更された。およその改正点は以下のとおりである。最低客室数（ホテル 10室，旅館 5室）の廃

止，洋室の構造設備の要件の廃止，1客室の最低床面積の緩和（第 1項第 1号），玄関帳場等の

基準の緩和（第 1項第 2号）。

4）住宅宿泊事業法

住宅宿泊事業法は，近年増加している，いわゆる民泊に対応するために，2017年 6月 16日に

公布，2018年 6月 15日に施行された新しい法律である。

79条からなる法律であるが，およその構成は以下のとおりである。

第 1章の総則では，定義を定めその中で「住宅宿泊事業」とは，旅館業法に規定する営業者以

外の者が宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業であって，人を宿泊させる日数が 1年間で

180日以内のものであるとしている（第 2条第 3号）。

つづいて，第 2章では，住宅宿泊事業について定める。ここでは，住宅宿泊事業を営もうとす

る者は，都道府県知事に届出なければならないとしている（第 3条）。なお，宿泊者名簿の備付

け等の義務はあるが（第 8条），旅館業法では定められている宿泊契約締結拒否の制限について

の規定は設けられていない。そして，第 18条では，都道府県は，条例により区域を定めて，住

宅宿泊事業を実施する期間を制限することができるとしている。

第 3章では，住宅宿泊管理業について定める。住宅宿泊事業者は，届出住宅に人を宿泊させる

間，不在となる場合などは，住宅宿泊管理業務を自ら行うか委託しなければならないとしている

（第 11条）が，住宅宿泊管理業は，国土交通大臣の登録を受けなければならないとしている（第

22条）。したがって，届出住宅に家主が居住する家主居住型民泊では，住宅宿泊管理業務は原則

必要ないが，家主が不在の，家主不在型民泊では，登録が求められる住宅宿泊管理業務が必要と

されることとなる。

そして，第 4章では，住宅宿泊仲介業が規定される。「住宅宿泊仲介業務」とは，宿泊者のた
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め，届出住宅につき代理して契約を締結し，媒介をし，又は取次ぎをする行為，住宅宿泊事業者

のため，宿泊者に対し代理して契約を締結し，又は媒介をする行為で（第 2条第 8号），これら

の行為を旅行業者以外の者が，報酬を得て行う事業と定義し（第 2条第 9号），観光庁長官の登

録を必要としている（第 46条）。なお，この対象は，外国において住宅宿泊仲介業を営む者も想

定している（第 61条）。

3．各法の議論過程

1）通訳案内士法

通訳案内士法は，1949年通訳案内業法として制定された。そもそも，通訳案内業は，1907年

内務省令案内業者取締規則により規制が始まり，1941年，国家総動員法に基づき制定された企

業許可令並びに同企業許可令の施行細則により，内務省に加え鉄道省の規制という形で規制を受

けることになった。これらは，日本国憲法施行に伴い 1947年末に失効したため，通訳案内業法

が制定されることとなった 5）。

その後，幾度かの改正があるが，大きな改正としては，題名及び目的を改正した 2005年の改

正を上げることができる。この改正は，「観光立国の実現に向けて，外国人観光旅客に対する我

が国の観光地としての魅力を総合的に高めていくため，通訳案内業に係る規制の緩和を通じた外

国人観光旅客の接遇の一層の向上を図るとともに，各地域の市町村と民間組織が創意工夫を生か

して行う魅力ある観光地の整備を促進する等外国人観光旅客の来訪促進のための措置を講ずる」

ためのもので，題名及び目的を改正したほか，参入規制を緩和するとともに業務の適正の確保を

図られた。また，外国人観光旅客の来訪地域の多様化の促進による国際観光の振興に関する法律

により，都道府県の区域内でのみ活動することのできる地域限定通訳案内士の資格を認め，通訳

案内士法の特例を定めている 6）7）。

しかし，今回の改正前の通訳案内士法では，「通訳案内士でない者は，報酬を得て，通訳案内

を業として行つてはならない。」（旧第 36条）と規定しているが，無報酬の善意通訳や「旅行に

関する案内」をするものでない場合は通訳案内士の登録をする必要はなく，通訳サービスが付随

的サービスとして提供される場合には，適法と認識される可能性も大きくなっていることや訪日

ツアーの外国の添乗員が資格を有しないまま通訳ガイドサービスを提供しているケースが社会問

題化している 8） 指摘もなされていた。

そうした中，観光庁では，2008年，増加する訪日外国人旅行者に対してどういう形で通訳ガ

イドサービスを提供するのかということを課題に通訳案内士のあり方に関する懇談会を設置し，

そのヒアリング結果をもとにして「通訳案内士のあり方に関する検討会」を立ち上げ議論を行う

こととした 9）。

そして，関係者及び専門家で構成する通訳案内士のあり方に関する検討会は，2009年に，業

務独占を前提とした現行の通訳案内士制度そのものの妥当性も含め，制度の抜本的な見直しも視

野に入れた検討を行うため設置された 10）。

24 2018年に施行された観光事業にかかわる法制改正の背景の考察 



検討会は，2009年から 2011年にかけて 9回実施され，その最終報告書では，新しい通訳案内

士制度のイメージとして，通訳案内士と通訳案内士以外のガイドが連携することによって，あら

ゆる外国人旅行者のガイド需要に対して良質なガイドサービスを提供できるような制度を早急に

構築する必要がある，としたうえで，具体的な制度のイメージとして，全国区域に対応する通訳

案内士と通訳案内士以外のガイドにより多様な外国人旅行者ニーズにより的確かつ柔軟に応えら

れるようにすることで，その資質管理を行ったうえで，ガイド業務を認めることが適当でとして

いる。

具体的には，総合特区制度を活用した通訳案内士制度の改革を図ることを方向性としているが，

総合特区法を活用した通訳案内士制度の特例については，地域を限ったものであるため，全国的

な制度のあり方については，総合特区法の運用状況を確認しながら，通訳案内士試験のあり方，

現行法で認められた案内士以外の者に対する資格付与の要否等につき引き続き検討を行っていく

べきであるとしている 11）。

さて，今回の改正の方向性を大きく示したのが，2014年に第 1回検討会が開催された，通訳

案内士制度のあり方に関する検討会である。この検討会は，訪日外国人旅行者数の増加及びニー

ズの多様化に的確に対応できるよう，中長期的な視野から，新たな通訳案内士制度を構築するた

めの具体的な方策について検討を行う 12），としている。

この検討会では，当初，現行の全国ガイド制度に加え，地域の実情に応じ，地域に根ざしたき

め細かな案内ができるよう，「地域ガイド制度」を全国的に導入すべきではないか，との意見が

出され 13），通訳案内士制度のあり方については，旅行業やツアーオペレーター等の制度設計を踏

まえ，より実効的なものとすべく，引き続き検討する 14） と業務独占存続のうえ現行制度を改良

する方向で検討がされていたと考えられる。

しかし，第 12回通訳案内士制度のあり方に関する検討会では，規制改革会議の検討状況につ

いて，通訳案内士については，マッチングサイトを通じた口コミ情報などにより，質の悪いサー

ビスは市場から淘汰されるので，国家資格による一定の品質確保に対するニーズに対応するには，

名称独占で対応可能との規制改革会議側の提案者の意見が示された。これに対し観光庁は，業務

独占については，ぼったくり問題，低品質な旅行に関する苦情や地域ガイドの着実な実施に取り

組むべきとの声があることを示した。しかし，規制改革会議の岡議長は業務独占を廃止するしか

ないと考えており，観光庁においてもその方向で検討してもらいたい，ととりまとめている 15）。

その結果，第 14回検討会では，「規制改革に関する第 4次答申（平成 28年 5月 19日）」とし

て，「訪日外国人旅行者の増加とニーズの多様化に対応するため，通訳案内士の業務独占規制を

廃止し，名称独占のみ存続することとする。その際，業務独占規制の廃止に伴い団体旅行の質が

低下することのないよう，訪日旅行商品の企画・手配を行っているランドオペレーター等の業務

の適正化を図る制度を導入する」ことが示された。あわせて，2016年 6月 2日閣議決定された

同内容の「規制改革実施計画」も示されている 16）。

そして，検討会の最終取りまとめでは，通訳案内士の業務独占を廃止し，名称独占のみ存続す
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ることで，通訳案内士以外の主体も参画して，多様なニーズに臨機応変かつ的確に対応できるよ

うにすること，通訳案内士の名称を「全国通訳案内士」とし，差別化を図ること，試験科目に

「通訳案内の実務に関する項目」を追加すること，定期的な研修を義務付けること，地域限定通

訳案内士制度等の既存の特例については，通訳案内士法の中ですべて一本化し，その名称を「地

域通訳案内士」とすることなどを示している。

このなかで，業務独占規制廃止後の非有資格者対策については，中間とりまとめで通訳案内士

やホテル，バス等を手配するランドオペレーターに対し，より適切な指導・監督ができる制度を

導入することが示されたことを受けて，「旅行サービス手配業（仮称）」として登録が義務付けさ

れるようにすべきである，としている。あわせて，有資格者と無資格者との差を明示した上で，

旅行業者等と通訳案内を行う者とのマッチングがなされるような情報提供サービスが実現される

よう，関係者間での取組を進めていくことも求めている 17）。

その後，改正通訳案内士法が公布されたのち，2017年に，研修制度や通訳案内士試験の内容

など，見直し後の制度全般の検討を行うため，新たな通訳案内士制度のあり方に関する検討会が

設置され，政省令制定・改正作業，通達・ガイドライン制定作業，全国通訳案内士研修，全国通

訳案内士試験，地域通訳案内士育成等基本方針の策定等の検討を行った 18）。

2）旅行業法

旅行業法の前身である旅行あつ旋業法は，1952年に，悪質な旅行あっ旋業者を排除し，健全

な事業者を育成して，外国人および日本人の旅客の接遇の向上に資するため 19） に，成立した。

その後，幾度かの改正が行われているが，1971年改正は，旅行あつ旋業法から旅行業法への改

題をはじめとする大規模な改正であった。この改正では，取引法的・助成法的な性格を盛り込み，

新たな行政体系を構築した 20）。

近年の大きな改正は，2004年の改正といえ，旅行業がより社会的な存在意義をもつには，ど

のような付加価値が求められるか，の視点で改正された。この改正は，既存の旅行業者が自らの

優位性の向上を図ろうとした力が作用したと考えられ，旅行業者の提供するサービスの内の旅行

内容に対する企画力やコンサルティング能力にも焦点があたっている 21）。

その後，旅行業法施行規則の改正により，2007年に第 3種旅行業者においても，一定条件下

で募集型企画旅行を実施できるようになったり，2013年地域限定旅行業が創設されたりしたが，

ここまでの議論では，とりわけて訪日外国人旅行者の対応への視点はみられなかった。

観光庁は，2004年改正後に発足したものであるが，観光産業の強化に向け，これを実現する

ための具体的な方策について検討すべく 22） 2012年に観光産業政策検討会を設置した。この検討

会の「提言」の主な内容のうち旅行業にかかわるものとして，ツアーオペレーター認証制度の導

入・充実，旅行産業のあり方・現行諸制度の見直し，ニューツーリズム等の需要創出，顧客対応

の高度化，他産業への参入，他企業との連携・事業統合，インバウンド及びMICE（Meeting, 

Incentive, Conference/Convention, Exhibition/Event）への取組み強化，三国間観光も含む積極的
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な海外展開，組織的な安全マネジメントの構築，IT時代の消費者保護などがある 23）。そして，

「観光産業政策検討会提言」を受け，今後の旅行産業のあり方，現行諸制度の見直しの方向性等

について検討を行うため，「旅行産業研究会」を開催した 24）。

旅行産業研究会の「報告書」での主なポイントとしては，インターネット取引の増加や海外

OTA（Online Travel Agent）の台頭への対応，旅行業に係る安全マネジメント制度の導入，着地

型旅行の普及に向けた商品造成の促進・販売経路の拡大，標準旅行業約款制度の見直しを示して

いる 25）。そのほか，現行旅行業制度の範囲外の論点として，ここでは，インバウンドを取り扱う

ランドオペレーターへの対応，新しい CtoC（Consumer to Consumer）サービスの萌芽への検討

も上げている 26）。

そして，2016年には，3月に策定された「明日の日本を支える観光ビジョン」 27） において「観

光産業を革新し，国際競争力を高め，我が国の基幹産業に位置づける」こととされ，これに関連

する施策として「観光関係の規制・制度の総合的な見直し」が位置づけられたことを受けて，

「新たな時代の旅行業法制に関する検討会」を設置して，旅行業法のあり方とランドオペレー

ターのあり方についての 2つの課題に対応することとしている 28）。この検討会の中間とりまとめ

では，増加する訪日外国人旅行者の受入環境の整備，旅行の安全・取引の公正確保としてのラン

ドオペレーターに係る制度の創設を示している 29）。

3）旅館業法・住宅宿泊事業法

住宅宿泊事業法は，自宅の一部や別荘，マンションの空き室などを活用して宿泊サービスを提

供するいわゆる「民泊サービス」 30） が急増し社会問題化しているため，2015年から 2016年にか

けて，厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部長及び観光庁審議官が，「民泊サービ

ス」のあり方に関する検討会を開催し，民泊問題に対する検討が行なわれた後に制定された。民

泊問題は，旅館業法にかかわる問題を含むため，同検討会では，現行の宿泊事業を規制する法律

である旅館業法についての問題点も抽出され，あわせて，旅館業全体の制度についての課題も言

及された 31）。住宅宿泊事業法は，この議論ののち制定されたものであるため，この時点では，民

泊を旅館業法の中に組み込む可能性もあった。

第 1回の検討会では，民泊につき，基本的な視点として，衛生管理面，テロ等悪用防止の観点

から，宿泊者の把握を含む管理機能が確保され，安全性が確保されること，地域住民とのトラブ

ル防止，宿泊者とのトラブル防止に留意すべきこと，観光立国を推進するため，急増する訪日外

国人観光客の宿泊需要や，空きキャパシティの有効活用等地域活性化などの要請に応えることが

挙げられ，想定される主な論点として，民泊の必要性，旅館業法との関係（位置付け，構造設備

基準との関係），建築基準法における用途地域規制との関係，建築基準法，消防法における構造

設備基準との関係，旅行業法との関係，仲介事業者の位置付け・役割等が示された。そして，検

討に際して留意すべき点として，旅館・ホテルとの競争条件，地域ごとの宿泊需給の状況，規制

内容や方法に対応した自治体の体制，課税の適正化を挙げている 32）。
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こうして，民泊並びに旅館業法制についての議論が始まったが，議論を重ねるにつれ，既存の

旅館業法のスキームにその限界が顕れてくる。

そもそも，旅館業法は，1948年，戦前，警察命令に基づき各都道府県で実施していた旅館業

に対する取締を，公衆衛生の見地からのみ取締を目的とする法律として規定された 33）。そして，

1957年，翌年の売春防止法の全面施行に備え，公衆衛生の見地からのみではなく，風紀取締の

見地からも規制する改正がされた 34）。その後，1996年に旅館業の発展の観点も加えられたが，根

本的な部分では制定後改正がなされていない消極的な取締法規である 35）。

旅館業法では，旅館業を，ホテル営業，旅館営業，簡易宿所営業及び下宿営業に区分していた

が，ホテル営業は洋式の構造設備を持つものとし，旅館営業は和式の構造設備を持つものとして

いた。そして，それぞれに政令で最低客室数を定めていた。また，玄関帳場（フロント）設置義

務を課し，宿泊契約締結の拒否の制限を規定することで原則宿泊客を拒むことを認めていない。

これらの規定は，旅館業法が成立した時代には想定できない昨今の宿泊環境の変化には対応でき

ないものとなっている。そもそも，和式と洋式を区分し構造設備に差を設けることや一棟貸しの

宿泊施設の成立を阻害する最低客室数の設定に今日では，意義が認められない。簡易宿所営業に

おいては，最低客室数は定められていなかったが，構造設備基準として，客室の延床面積が 33

平方メートル以上であることとされていたため，1室だけを宿泊に提供する営業はできないこと

になる。また，宿泊契約締結の拒否の制限は，インターネットにより CtoC（Consumer to 

Consumer）がなされ相互の信頼により宿泊の合意に至る前提の民泊にはなじまないところがあ

る。そのほか，下宿営業と貸室業の違いなど法文を読んだだけでは十分解釈しきれないところが

あり，これらは，通知や指導での運用されてきている。

このように民泊の議論の中で，旅館業法の時代遅れ，意味のない規定を見出すことができ，旅

館業法施行令における簡易宿所営業の延床面積については，宿泊者の数が 10人未満の場合には，

3.3平方メートルに宿泊者の数を乗じた面積とすることを住宅宿泊事業法，旅館業法改正法の公

布に先立ち 2016年 4月 1日から施行している。

さて，前述の「明日の日本を支える観光ビジョン」では，民泊サービスへの対応として，自宅

等を活用した民泊サービスについて，懸念される課題（治安，衛生，近隣トラブル等）に適切に

対応しつつ，多様な民泊サービスの健全な普及が図られるよう，「民泊サービスのあり方に関す

る検討会」において，ルールづくりに向けて検討（本年（注 2016年）6月中を目途に最終とり

まとめ）し，必要な法整備に取り組む 36） ことを示している。これは，第 8回の検討会でも示さ

れている 37）。そして，第 11回検討会では，「規制改革に関する第 4次答申（平成 28年 5月 19

日）」における民泊サービスにおける規制改革として，およそ，次のような事項が示された。

・ 民泊サービスは，ITを活用したシェアリングエコノミーの一分野であるが，シェアリン

グエコノミーについては，経済効果や国民の利便性向上といった観点から，これを推進し

ていくことが必要である。

28 2018年に施行された観光事業にかかわる法制改正の背景の考察 



・ 適切な規制の下でニーズに応えた民泊サービスが推進できるよう，…（中略）…早急に法

整備に取り組む。この新たな枠組みで提供されるものは住宅を活用した宿泊サービスであ

り，ホテル・旅館を対象とする既存の旅館業法とは別の法制度とする。

・ 「届出」及び「登録」の手続はインターネットの活用を基本とし，マイナンバーや法人番

号を活用することにより住民票等の添付を不要とすることを検討するなど，関係者の利便

性に十分配慮する。

・ 既存のホテル・旅館に対する規制の見直しについても，民泊に対する規制の内容・程度と

の均衡も踏まえ，早急に検討する 38）。

そうして，第 12回検討会で，民泊サービスの制度設計についての案が示され，制度目的を民

泊の健全な普及，多様化する宿泊ニーズや逼迫する宿泊需給への対応，空き家の有効活用等とし

た上で，制度枠組みの基本的な考え方を「家主居住型」と「家主不在型」に区別した上で，住宅

提供者，管理者，仲介事業者に対する適切な規制を課し，行政が，住宅を提供して実施する民泊

を把握できる仕組みを構築し，住宅を活用した宿泊サービスは，ホテル・旅館を対象とする既存

の旅館業法とは別の法制度として整備するものとしている。さらに，既存の旅館，ホテルと異な

る取扱いとすることについて，合理性のある「一定の要件」を設定して，この「一定の要件」を

超えた営業行為は旅館業法の許可対象とすることも示している。また，宿泊拒否制限規定の見直

しなど既存の旅館・ホテルも含めた規制の見直しも述べている 39）。

なお，この検討会の最終報告書 40） は，以上の趣旨に準じた内容で取りまとめられた。

4．法案成立における意思形成

1）観光産業を取り巻く環境

社会の「望ましくない状態」が「政策問題」として認識・定義されると，次の段階が政策問題

の解決案（政策案）の設計である。社会状況の分析結果をもとに，多様な政策手段が組み合わさ

れて解決策が設計される。そして，担当府省で政策案と関連する法案が準備され，国会で決定さ

れる。決定された政策は行政機関を中心に実施され，政策がもたらした効果が評価される 41）。

本稿は，2018年に施行された改正法あるいは制定された観光事業にかかわる法制について検

討しているが，その対象となる観光産業，すなわち，通訳案内，旅行業，宿泊業について「望ま

しくない状態」があり，問題として認識されたため解決策が設計されるにあたり，各法が，いか

なる経緯を経て決定に至ったのかを明らかにしようとしている。

ここでは，各法の設計を検討する前に，まず，「望ましくない状態」が生じる前提となる，対

象観光産業に共通する近年の環境変化について整理しておく。

第一は，訪日外国人旅行者の急激な増加である。2009年に開催された観光立国推進戦略会議

において中長期的な戦略として 2020年に 2000万人を目標とすべき 42） とされたが，この目標は，

2016年に達成され，2016年，明日の日本を支える観光ビジョン構想会議は，2020年の目標に
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4000万人 43） を新たに示している。このことは，当初の想定より，速いスピードで観光を取り巻

く環境が変化していることを表しており，その変化をフォローできない状態においては，「望ま

しくない状態」が生じる下地になると考えられる。

そして，情報通信技術の進展である。これは，情報収集のあり方や情報発信，決済方法を含め

従来の流通形態に変化をもたらす要因になる。情報通信技術の進展が可能にした，SNS（Social 

Networking Service）や CtoC（Consumer to Consumer）取引の普及は，観光産業に影響を与え

るものとみられる。LCC（Low Cost Carrier）は，こうした状況において近年成長したと考えら

れる。

さて，前章でみたように，旅行業法の改正は，通訳案内士法改正と連動して議論されている。

また，旅館業法の改正は，民泊にかかるルール作りをする過程で議論された。したがって，以下

では，旅館業法と住宅宿泊事業法のみならず，旅行業法と通訳案内士法もあわせて論じる。

なお，これらの法案成立における意思形成においてその過程を顧みると，根幹の部分，すなわ

ち，通訳案内士においては業務独占を廃すること，民泊においては推進していくことが規制改革

会議より示され，それ以降この前提で議論が進められた。安倍首相は 2015年の施政方針演説で

「成長戦略の実行。大胆な規制改革」 44） を弁じている。これを受けた規制改革会議においては，

この前提は自然な成り行きといえるが，この部分の政策決定は，統治するエリートの価値や選好

が反映されたものと考えられる 45）。政策案は，通常，担当者の部局を中心に準備が進められる。

しかし，政権にとって重要な問題である場合，内閣官房・内閣府の各種会議においても議論が進

められる。とりわけ近年では，いわゆる「官邸主導」としての傾向が強まっている 46） がその例

の現れともいえよう。

2）通訳案内士法・旅行業法

改正に至るまでの通訳案内士における「望ましくない状態」については，真子和也は 2011年

の「通訳案内士のあり方に関する検討会最終報告書」 47） を出発点に，通訳案内士は大都市に集中

しており地域的・言語的に偏在し，専業就業者の割合は約 1割であり，無資格ガイドがガイド行

為を行っており，これに対する取締りは不十分であるほか，試験が難関であること，地域限定通

訳案内士，特例通訳案内士（特例ガイド），ボランティアガイドなどガイド資格の多様化してい

ることを 2016年時点での主な論点として整理している 48）。

しかし，「望ましくない状態」であっても，気づかなければ，もしくは，それを「望ましくな

い」と認識しなければ問題とはならない。さらに，それらの中で当該問題が深刻かつ重要な問題

であると認識されなければ，解決策の検討が後回しにされる可能性が高くなる 49）。

通訳案内士についていえば，2005年の改正では，その概要で，国家試験の実施基準や一部免

除 50） を定め，参入規制の緩和を図ることや地域限定通訳案内士の資格を認める通訳案内士法の

特例については示されていたが，業務の適正の確保は示すものの無資格ガイドについては特に

フォーカスされていなかった 51）。つまり，無資格ガイドの問題は，2005年時点では十分に「望ま
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しくない」問題と認識されていなかったといえ，その後の急激な訪日外国人旅行者の増加がこの

認識を高めていったといえる。

2015年 3月の第 7回通訳案内士制度のあり方に関する検討会では，検討会の委員の意見が整

理され，通訳案内士団体の意見として，「現在は業務独占であるが，…（中略）…，制度として

形骸化。国による無資格ガイドの徹底的な取締りが求められる」「優秀な通訳案内士は，日本の

文化力であり，これを担保する通訳案内士制度は，国家資格として維持・存続させるべき」と示

している 52）。前章で述べたように，2016年 2月に開催された第 12回の検討会では，規制改革会

議による業務独占を廃止する方向性が示されたが，2016年 3月に開催された第 13回検討会では，

前回の検討会の意見がまとめられ，通訳案内士団体からの意見として，「業務独占が外れた場合

においても，旅行会社が依頼する場合は，必ず通訳案内士でなくてはいけない」，「韓国が，1999

年に規制緩和を行った後，10年経って，資格制度を再び見直した」 53） などを示している。そして，

2016年 6月に開催された第 14回検討会で全国通訳案内士団体は，業務独占の廃止を前提とした

うえで，「国家資格の通訳案内士と無資格者との差別化を図る」「悪質なガイドや業者に対する対

策を強化する」「通訳案内士の質の担保への更なる施策を実施する」「試験制度の継続と改善」と

の要望を示している 54）。一方，地方公共団体は，「（通訳案内を）資格取得者に業務を限定するこ

とは，限界があるのではないか」 55） など，旅行会社は，「仮に業務独占を廃止したとしても運用

的には限りなく今の資格制度に近づく」 56） などとの意見を示している。

以上をみると，通訳案内士団体側は業務独占の維持を求めているものの，業務独占の廃止が既

定路線になると資格制度の維持，有資格者の存在意義の強化を目指した主張に変化させているこ

とがわかる。一方，その他の関係者は，業務独占の維持に，消極的，あるいは，こだわらない姿

勢であることがうかがえる。

そして，最終的に業務独占は廃され，資格制度が存続した結果は，公共政策は諸利益集団の相

対的影響力によって均衡点が決定され，均衡点としての政策は相対的影響力の増大した集団の望

む方向に移動し，相対的影響力の減少した集団からは離れていくもので，諸集団の影響力の消長

に従ってそれを反映するように変化するものである 57），ことを物語っている。

一方，旅行業法の改正における主要な改正点のひとつは，旅行サービス手配業の登録制度の創

設である。これについては，2016年の規制改革実施計画で「業務独占規制の廃止に伴い団体旅

行の質が低下することのないよう，訪日旅行商品の企画・手配を行っているランドオペレーター

等の業務の適正化を図る制度を導入する」 58） ことが示され，通訳案内士制度のあり方に関する検

討会の中間とりまとめ，最終とりまとめにおいても，業務独占規制廃止後の非有資格者対策とし

て，ランドオペレーターの登録制を言及している 59）。また，旅行産業研究会の「報告書」におい

て，インバウンドを取り扱うランドオペレーターへの対応の必要性を認め 60），さらに，新たな時

代の旅行業法制に関する検討会の中間とりまとめでは，より踏み込んで，旅行の安全・取引の公

正確保のためランドオペレーターに対する政府の規制の必要性を示している 61）。

また，2つ目の改正点である地域限定旅行業務取扱管理者の創設は，観光庁が促進する着地型
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旅行の普及，観光地域づくりの中心となる組織・機能の確立 62），旅行産業研究会の「報告書」で

示された，着地型旅行の普及に向けた商品造成の促進・販売経路の拡大 63），新たな時代の旅行業

法制に関する検討会中間とりまとめで示された，様々な旅行者のニーズに対応できる旅行商品造

成の環境整備に向けた検討 64），そして，規制改革実施計画での，地方における規制改革 65） に適う

ものである。

したがって，今回の旅行業法改正については，関係者間のコンフリクトは，浮き出てこなかっ

たものとみられる。

3）住宅宿泊事業法・旅館業法

民泊問題の「望ましくない状態」は，民泊が，宿泊にかかる法制度を越えて実態が先行し，そ

の実態に対し取り締まり切れない，把握しきれない実情があったことである。

そもそも，民泊の価値は，本来，事業者でない空き室を有するホストと消費者である旅行者・

ゲストがマッチングした空室を利用することで双方に利益が生じるところにある。これは，イン

ターネットの発達により，事業者でないホストとゲストとの間に，仲介事業者のマッチングサイ

トが出現し，C to Cビジネスが生まれることで，容易になった。また，宿泊料を受けて，人を宿

泊させる営業は，旅館業になり，許可を受けなければならないが，旅館業に該当する民泊を始め

るためには，さまざまな要件を満たさなければならない。そのため民泊は，既存の法制に適合で

きない部分が多く，一方，当該サービスに対する需要が多いため，実態が先行し，旅館業の許可

を得ていない民泊が多くみられた 66）。

一方，旅館業法については，実質的には，70年ぶりの改正といえるが，これは，特にこの法

律に関して異を唱える企業が出てこず，既成概念を変える必要性 67） が問題として認識されな

かったためといえる。政策決定過程に至る前に，様々な問題のうち，政府がその解決に取り組む

べき問題を定める「課題設定」の段階がある 68）。「望ましくない状態」が「政策問題」として認識

される過程といえるが，定期的に取り上げられている項目については課題の「設定」という観念

は成り立ちにくく，「課題設定」が意味を持つのは「新しい項目」をめぐってである 69）。民泊問題

は，上述の情報通信技術の進展や訪日外国人旅行者の増加という社会環境の変化に伴って，法制

度を越えて実態が先行した事実に，多くの利害関係者が関与しているため，まさに，「新しい項

目」として認識されたといえよう。

旅館業法についていえば，「必ずしも大幅な改正は必要ない」という意見も多数あったが，民

泊などと明確な線引きが必要という判断から「やはり改正が必要」という意見が多数を占めるよ

うになった 70） ようで，民泊という「新しい項目」が現れなかったら旅館業に関して「望ましく

ない状態」があったとしても，旅館業法の改正は，政府がその解決に取り組むべき課題には設定

されなかったのではないかと考えられる。

こうして，「望ましくない状態」が「政策問題」として認識された民泊問題については，2015

年 11月，第 1回の「民泊サービス」のあり方に関する検討会が開催された，この検討会の構成
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員には，宿泊関係者，不動産事業関係者，自治体関係者，消費者関係者のほか学識経験者などか

らなるが，これらに加え，民泊関係者，旅行業界関係者，経済団体，規制改革会議関係などから

のヒアリングも行われている。宿泊行政の所管はさまざまな官庁に属するが，厚生労働省，国土

交通省，観光庁，消防庁に加え警察庁からの出席もあった。

これらの多様な関係者はそれぞれ相反する利害関係を持っている場合がある。概ね，宿泊事業

者は競合，宿泊サービスの品質の維持の観点から反対し，住民の視点からは住環境の維持という

点が重視される。不動産関係者は，空き室の活用から推進を主張する一方不動産価値の維持から

慎重な意見もある。民泊事業関係者は，その意義を主張するものの，違法民泊については取り締

まりを求める意見もあった 71）。

このように議論が行われたが，上述のように規制改革会議が民泊を推進していくことを示して

以降この前提で議論が進む。しかし，それぞれの利害関係者の意向は変わるわけではなく，それ

をいかに調整するかで，議論されることになる。

その結果，最終報告書では，民泊を，住宅を活用した宿泊サービスの提供と位置付け，年間提

供日数上限を 180日以下とすることで，既存の事業者である宿泊施設と違い経営的観点からビジ

ネスとしての参入は難しいものとすることになった 72）。一方，「住宅」であるゆえ住居専用地域で

も実施可能とし，宿泊拒否制限規定は設けないこととした。また，旅館業法の改正についても検

討すべきであるとしたうえで，旅館とホテルを区別することの合理性が薄れてきていることや宿

泊拒否の制限規定について見直す方向で検討すべきであるとしているが 73），前者については改正

されたものの後者については残置している。

なお，住宅宿泊事業法第 18条では，条例による住宅宿泊事業の実施の制限を認め，住宅宿泊

事業等関係行政事務を処理する自治体に住宅宿泊事業法で定める 180日以下に住宅宿泊事業を実

施する期間を制限することを認めている。これは，安倍首相の施政方針演説での地方の発意によ

る地方分権 74） や地方の創意工夫 75） に矛盾しない。その結果，各地の実情に応じて，自治体にお

いて民泊政策が立てられる余地ができた。

5．まとめ

本稿では，2018年に施行された観光事業にかかわる法律の改正，制定の背景について論じて

きた。すでに論じたように，これらの法律は，訪日外国人旅行者の増加と情報通信技術の進展に

よる外部環境の変化により，変えていくことを余儀なくされた前提がある。その変化した結果に

ついては，改正，制定された法制度に表れている。しかし，そのような形に改正，制定された理

由はどこにあったのか。本稿では，改正，制定にいたる過程を検証，分析することにより，改正，

制定されたような法律になった経緯を明らかにした。

さて，前章までで考察したように，通訳案内士の業務独占の廃止，民泊の推進は，規制改革会

議の意向が大きく反映されたことがわかる。それぞれの検討会で，その前半においては，検討会

委員・構成員の各々の立場から意見が出されたが，結果として，規制改革会議の意向が示された
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以降，通訳案内士の業務独占の廃止，民泊の推進の方向性は揺るがなかった。これらは既定の路

線であったと考えてもよいかもしれない。

しかし，この方向性を望まない関係者，すなわち，特に，通訳案内士法については通訳案内士

団体，民泊については宿泊関係者の意向は，通訳案内士の業務独占の廃止，民泊の推進が前提と

したうえで，かなり取り入れられたと考える。具体的には，通訳案内士法については，通訳案内

士試験の残置，民泊については，年間提供日数を 180日以下にすることで，既存の宿泊機関との

競争力を削いだことである。また，地方自治体については，条例で制限できることとすることで，

その住民の意向が考慮できる余地をつくっている。

これらを鑑みると，規制改革会議の方針は受け入れなければならないものの，当該法制の関係

者の意向をくみ取りながら，関係省庁において，関係者間のバランスに考慮した改正，制定作業

がなされたものと考える。

最後に，残された課題として，なぜ，規制改革会議は，通訳案内士の業務独占の廃止，民泊の

推進を俎上にあげたのかという点がある。これは観光研究の範囲を超える課題であるが，それを

明らかにすることで，今回の改正，制定の背景がより明瞭になると考えている。
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金山寺戒壇の舎利塔と年代

李　　　鎭　榮

 〈Summary〉
This paper examines the Kaidan, a place for a ritual where a priest swears before Buddha 

to become his disciple. At the center of this Kaidan, there is a stupa which symbolizes Buddha. 

In spite of its importance, there is not much research published on the Kaidan, even about its 

origin. This paper will determine the time when Kaidan of Gumsansa temple in Korea was built 

from the viewpoint of art history.

はじめに

戒壇は，中央に釈迦を象徴する舎利塔がある仏塔として，釈迦の前で，僧侶がその弟子となる

ことを誓う儀式である「受戒」を行う場所である。韓国の南西部に位置する金堤・金山寺には，

境内の最奥の高い場所にあたる山の傾斜面を開削して造営された戒壇がある（図 1）。同寺は，

弥勒を本尊とする寺院であり，戒壇の南に弥勒殿が位置する。朝鮮時代（1392～1910）の 1635

年の『金山寺史蹟』によれば，百済・法王元年である 600年に創建され 1），統一新羅（676～

935）の 8世紀に真表（718～773？）が拡張したというのが通説である。

しかし，同寺の中核となる戒壇の造営に関する史料は確認されていない。先行研究では，戒壇

図 1　金山寺戒壇　7～8世紀創建（高麗～朝鮮時代修理）石造
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の右隣に立つ五層石塔から舎利容器とともに発見された，「母嶽山金山寺五層石塔重創記」（1492

年）に，石塔が高麗（918～1392）初期の 982年作であると記されていることから 2），戒壇の創建

時期も漠然と同時期の高麗時代とされてきた 3）。そしてそもそも，この記録では真表による弥勒

像と弥勒殿の造営について述べているが，戒壇については一切触れられていない。つまり，戒壇

は彼による造営ではないことを示唆し，戒壇は石塔と同時代の造営ではないことを意味している。

また，金山寺戒壇に影響を与えた，韓国初の戒壇である 646年創建の通度寺戒壇も，境内の最

奥の高い場所に位置し，寺院の中心であることがわかる。金山寺戒壇も同様の位置関係で，五層

石塔と立ち並ぶ敷地のほとんどを占めており，石塔より後世の創建とは考え難い。さらに，「葛

陽寺惠居國師碑」（994年）に，917年にはすでに金山寺戒壇で受戒した記録があることは看過で

きない 4）。

本戒壇は，通度寺戒壇に続く戒壇である。当然ながら，唐僧道宣が 667年に執筆した『戒壇図

経』と，それに基づいて造営された通度寺戒壇の影響が認められるとの見解が定説となってい

る 5）。しかし，これまで本戒壇を巡っては仏教史の観点からの研究が多く 6），美術史的な観点から

の研究はかなり少ない。こうしたことから本稿では，文献史料と舎利塔を取り上げて，美術史的

な観点からの戒壇創建年代について述べていきたい。

1．史料による戒壇創建年代

（1）真表

金山寺戒壇について参考となる最古の記録は，賛寧が 988年に執筆した『宋高僧伝』「真表

伝」である。これによると真表は開元年間（713～741）に金山寺で出家，後に弥勒と地蔵から受

戒し，授戒法を授かる 7）。また，５世紀の曇無讖訳『佛説腹中女聽經』からも窺えるように，涅

槃に入った釈迦に代わる弥勒による授戒においては 8），戒壇と弥勒は密接に関わっており，その

ため金山寺戒壇の隣には，本尊を安置する弥勒殿が位置している 9）。

さらに，真表が弥勒から受戒する際に，「石壇」への登壇やその周囲を廻り，頭頂部を撫でら

れたことが記されている 10）。また，真表は弥勒からの受戒時に籤（くじ）を授かり，そのうち，

八・九番目の籤によると，「壇心」に立つ者は上上品戒を得るという 11）。これは後述するように，

隋時代に漢訳された『占察経』（『地蔵菩薩業報経』）にある，木輪相（籤）で占い，懺悔と受戒

を行うものと一致する 12）。

なお，道宣の『戒壇図経』に述べられている「壇」・「石壇」は，石造戒壇として登場し，戒壇

中心の舎利塔は「上壇中心安佛舍利。覆釜在上」と記されている 13）。つまり，「真表伝」では，弥

勒からの受戒の話が中心であり，同様の流れから「石壇」「壇心」などは，石造戒壇と舎利塔を

指すものと考えられる。

また，真表はこの時期に金山寺を造営（寺院拡張）し，後に受戒や懺悔のため，様々な者が金

山寺を訪ねたという。真表が弥勒から授かった『占察経』と籤は，金堂（弥勒堂）に今なお伝わ

ると「真表伝」ではいう 14）。さらに『占察経』の記事の最後には「專據石壇與多子塔前自誓同
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也」とあるが，これは石造戒壇において受戒時に釈迦を象徴する「舎利塔」の前で，自ら釈迦の

弟子となることを誓う，自誓受戒の場面とみられる。

上記とほぼ同様の記事は『宋高僧伝』を参考にした『三国遺事』「真表伝簡」にも登場する。

ここでは真表が同寺の崇済法師のもとで 12歳で出家し，地蔵から受戒したのは，開元 28年

（740）の 23歳の時とある。師匠の崇済（生没年不詳）は入唐僧として，善導（613～681）のも

とで修業したという 15）。

これを整理すると，真表は 718年生まれで，金山寺で出家したのは 729年となる。また，崇済

は師匠の善導の生没年から，恐らく 7世紀末に唐から帰国して，真表が出家する 729年以前から

金山寺に居住していたことが判明する。

さらに，同記事では先の『宋高僧伝』にもあるように，弥勒から『占察経』とその修業方法で

ある簡子（籤）を授かり，そのうち第 9の簡子を具足戒とする。また，「毎歳開壇。壇席精嚴」

との表現があり，先に検討した内容を勘案すると，毎年戒壇を開いて授戒し，壇席も正しく精厳

していたことがわかる 16）。そして，景徳王（742～765）が真表を宮殿に受け入れて菩薩戒を受け，

弟子の永深が俗離山（法住寺）で「作之壇法」を継承したという 17）。真表の行状を踏まえると，

これは戒壇作法と考えられ，金山寺戒壇の存在が窺える部分である。

上記の記事に続く，『三国遺事』「關東楓岳鉢淵薮石記」（承安四年（1199）の記録）にもほぼ

同様の内容がある。律師とされる真表の 12歳での金山寺の順済（崇済）法師からの受戒，弥勒

と地蔵からの受戒や金山寺創建の話がそれである 18）。

その後，真表は金山寺を離れ，道で出会った牛車を引く者に授戒し，鉢淵寺を創建して，占察

法会を開いたところ，様々な僧侶が真表に戒法を求めて訪ねてきたとしている 19）。真表は，鉢淵

寺にて 7年間住んだことから，773年頃が没年となるだろうか。

以上のことから，真表伝は戒壇造営について一切触れていないが，彼が金山寺の順済（崇済）

法師から受戒していることは明らかである。また，弥勒と地蔵から受戒した話における，「壇」・

「石壇」と，舎利塔とみられる表現からも，すでに金山寺戒壇が存在したことが想定される。そ

の後，彼が金山寺から離れても，景徳王など様々な者に授戒することから，律師としての一面が

窺える。つまり，金山寺には，彼が律師として成長できた戒壇，それを造営して授戒システムを

構築した師匠崇済と彼以外の律師の存在も想定できる。

真表が弥勒から授かった『占察経』と戒は，弥勒を根本とする玄奘訳の『瑜伽師地論』を基本

としており，法相宗の受戒と関わるとされる 20）。こうした背景には，後述するように法相宗の僧

侶でありながらも，律僧として活躍し，金山寺に居住した義寂による授戒（受戒）方式の構築が

あると推察できる。これについては，上記の真表伝における受戒時の「壇所垂手摩表頂」「唯八

九二籤卓然壇心而立者。即得上上品戒」や「第九簡子喩増得具戒」が注目に値する。ほぼ同様の

表現は『梵網経』の授戒時にある「如来が頭部を撫で，滅罪と懺悔を述べる」箇所をそのまま引

用した注釈書である，義寂『菩薩戒本疏』にもみえる 21）。さらに，義寂の師匠と推定される道宣

『四分律拾毘尼義鈔』（626年）は，7世紀前半に新羅へ流入されて後世にも大きく広まっていた。
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ともに流入が推定される『四分律行事鈔』 22） （626年）でも，同様の表現が確認できる 23）。

（2）義寂

金山寺戒壇の創建に関して注目される人物は，同寺に居住が知られる義寂（生没年不詳）であ

る。彼は海東法相宗において重要な人物であり，活動時期は 7世紀半ば～8世紀初頭とみられ

る 24）。日本法相宗の善珠（723～797）の『唯識義燈増明記』では，新羅道證の『成唯識論要集』

に引用された『成唯識論』の註釈書を記した 6人の中国僧と新羅僧のうち，『成唯識論未詳訣』

を書いた義寂を取り上げている 25）。ここに列挙された人物は，慈恩寺の窺基（632～682），西明寺

の新羅僧の圓測（613～696）など，義寂以外の人物がいずれも玄奘（600～664）の弟子であるこ

とからも，義寂も玄奘の弟子として唯識論などを学んだとみられる 26）。例えば，日本天台宗の安

然（841～？）の『教時諍論』においても，義寂が玄奘の弟子であると認識している 27）。であると

すると，義寂は，少なくとも玄奘がインドから帰国した 645年から，玄奘入寂前の 664年までに

は入唐していたことが想定可能である。

義寂の入唐に際して注目される行状は，西明寺において居住したことである。慈蔵（590～

658）は，道宣と交流し，新羅に帰国して 646年に通度寺戒壇を開いたことが知られる。東大寺

の凝然（1240～1321）は，応長元年（1311）に書いた『浄土法門源流章』において，西明寺にい

た新羅僧として慈蔵とともに義寂を取り上げている 28）。

また，西明寺にいた人物としては，『戒壇図経』の執筆者である道宣を欠かすことができない。

彼は玄奘のインド帰国後に始まった訳場で活躍し 29），その後，交流が深かった玄奘の推薦で 658

年に西明寺の上座となり，玄奘が亡くなる 664年まで西明寺に居住する 30）。道宣はそれ以降没年

の 667年まで，終南山で『戒壇図経』などの執筆に専念しながら，新羅の義湘と交流していた 31）。

つまり，上述のような時代背景の西明寺において，義寂は玄奘の弟子としてだけではなく，道宣

の弟子としても活躍した可能性があったと言える 32）。

この点は，後世の資料でも想定可能である。凝然が文永 11年（1274）に著した『梵網戒本疏

日珠鈔』には，義寂について南山律師（道宣）とともに多く語られている。二人の関係は明らか

ではないが，同時期に西明寺にいた道宣とともに語られることから，義寂が彼の弟子だったこと

が充分に想定できる。少なくとも義寂は戒律と受戒作法を語る部分で大きく取り上げられ，『梵

網経菩薩戒本疏』を執筆するなど 33），重要な律僧として認識されている。特に，「且寂疏云。具縁

中事。謂見聞覺知不見不聞不覺不知」とある部分は，義寂の『菩薩戒本疏』をそのまま引用した

としている。実際に当書には同様の部分があり，受戒はもちろん，山林などに仏塔を建てること

を述べている 34）。

このように，義寂が玄奘帰国以降，彼の弟子として長安で活躍していたことは間違いない。ま

た，凝然の著述は年代が大幅に下がるが，義寂は玄奘と親しい道宣からも ― 恐らく，道宣の西

明寺上座の頃 ― 学んでいた可能性も窺えた。したがって，義寂自身も律僧への参学や受戒に関

する著述を残していることは，金山寺戒壇造営に繋がるものとして特筆すべきである。

一方，義寂の入唐から新羅帰国に至る詳細は不明である。しかし，彼が玄奘の弟子として，そ
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して道宣からも修業した可能性を鑑みると彼の入唐は，玄奘と道宣が入寂した 664～667年以降

とみるのが妥当だろう。また，義寂は『三国遺事』「義湘伝教」によると，彼とほぼ同時期に入

唐し，終南山で道宣と交流して 670年に帰国した義湘（625～702）の弟子でもある 35）。義湘の行

状を考えると，義寂の弟子入りは遅くとも 690年代で，義寂の帰国は義湘の帰国と大きく変わら

ない，概ね７世紀後半とみられる 36）。

義寂と義湘の関係については，高麗初期の僧侶である均如（923～973）『釈華厳教分記圓通

鈔』に，義寂は『華厳経探玄記』「性起品」を巡って，はじめは和上（義湘）の教説を疑ったが，

後に誤解が解けたとの話がある 37）。この話は，義湘の入唐時期に共に師匠智儼の下で華厳を学ん

だ法蔵（643～712）から義湘に 690年頃に届いた手紙の内容に関わるものであり，同時期に義寂

が義湘の弟子として活躍していることが窺える。

さらに，義寂は新羅に帰国後，金山寺に居住していたことも知られる。高麗の義天（1055～

1101）の『大覚国師文集』巻十六の「祭金山寺寂法師文」には「跪祭于新羅大法師。故金山寺寂

公之霊 38）」とあるが，「寂公」は義寂のことである 39）。義寂が金山寺に居住していた正確な時期は

不明だが，彼の行状を考えると７世紀後半とみられる。また，先述のように，真表が金山寺で出

家した時期が 728年頃で，彼の師匠の崇済がすでに金山寺に居住していたことを考えると，義寂

が金山寺で活動した時期は，遅くとも８世紀初頭とみられる。上述のように金山寺の創建は 600

年とされているが，真表時代に先立ち，義寂が金山寺にいた頃には本格的な寺院として成り立っ

ていたと指摘されている 40）。

以上のことから，玄奘の弟子としても唯識論を学び，それに関する著書も残している義寂は，

道宣の影響を受けていた可能性も考えられるようになる。その道宣の著作『戒壇図経』には，玄

奘の『大唐西域記』などからインドの戒壇や受戒の情報が記される 41）。よって，義寂の戒律観や

受戒法は，玄奘や道宣などを通じて学んだインド戒壇に関する影響が想定されてよかろう。

先述した真表伝の「壇所垂手摩表頂」「壇心而立者。即得上上品戒」や「増得具戒」の表現は，

義寂の『菩薩戒本疏』の「佛來摩頂，而得増受戒」とほぼ同様である。すなわち，これらは戒壇

での受戒時に弥勒から頭頂を撫でられ，戒壇の中心である舎利塔に立つ者は上品の具足戒を得る

という内容である。さらに，「得増上戒」という表現は，道宣述『四分律行事鈔』（626年）にも

確認できることが注目される。同表現は，『梵網経』に頻出するもので，義寂はもちろん，道宣

も同経を参考にしているため，後世の真表が影響を受けているのであろう。

また，道宣『四分律行事鈔』には，戒壇作法と戒壇図も添えられている。さらに，道宣から浄

業寺戒壇で受戒し，玄奘の訳場でともに活躍した弟子の新羅僧智忍 42）と，義寂の交流も充分に推

定できる。その上，先述した道宣の『四分律拾毘尼義鈔』（626年）は，完成とともに新羅僧に

よって新羅にもたらされ，9世紀には中国に逆輸入されるほど広まっていた。義寂が帰国後，金

山寺で活躍した 7世紀後半の新羅には，道宣の戒律と戒壇に関する思想と知識が流布していたの

である。もちろん，同時期に広まっていたと考えられる『戒壇図経』と，それに基づいた 646年

創建の通度寺戒壇の影響も欠かせない 43）。
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ここで，これまでの文献史料を検討した結果をまとめておく。① 8世紀の真表律師の時期には，

戒壇の存在が示唆されるが，創建については触れられていない。ただし，②弥勒から受戒した真

表が律師として成長した背景には，法相宗僧侶でありながらも，『菩薩戒本疏』を残した義寂の

存在が予想できる。③ 7世紀には新羅において道宣の戒律と戒壇の思想が拡大しており，こうし

た環境が整っていた時期に帰国した義寂は，道宣から直接学んでいたことが想定できる。以上①

②③により，義寂が 7世紀後半に金山寺戒壇の創建に関わった蓋然性が高いと考えられる。

2．舎利塔

戒壇の中核である舎利塔は，相輪部と鐘形本体で構成され，全体は蓮華座と一体をなし，四隅

に獅子頭部が表現された台座によって舎利塔を受ける形である（図 2）。

相輪部は最上部から，蓮華（蕾型）・宝珠・二重蓮華座・九龍が全体を受ける形で，舎利を覆

う本体を合わせて五重構造である（図 3）。こうした舎利塔の五重構造は『戒壇図経』における，

宝珠の下に蓮華座，九龍，舎利塔の下に蓮華座と，周辺の柱下に獅子を配するという形とほぼ一

致するものである 44）。特に，四隅の獅子の表現については，道宣が『戒壇図経』とともに，667

年に執筆した『祇園図経』の戒壇部分でも語られている 45）。

図 2　金山寺舎利塔の四面（①－④）

図 3　金山寺舎利塔相輪部（①－④）
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これに関連して注目される作例は，682年作の感恩寺址東西塔の 2基の舎利容器である（図 4）。

これらは正方形基壇に欄楯を備え，中心には舎利塔を立てる戒壇型として 46），『戒壇図経』に基づ

いていることが指摘される 47）。この舎利塔は，頂上の火炎宝珠と，その下に二重蓮華座を覆鉢形

本体が受ける形が特徴的である。宝珠と二重蓮華座を覆鉢形（鐘形）本体が受ける金山寺舎利塔

は，この舎利容器の形に近い。特に，金山寺舎利塔の二重蓮華座は，花びらに装飾を施す感恩寺

東塔舎利容器とほぼ同様であり注目される。よって，金山寺舎利塔の四隅の獅子は，『戒壇図

経』に基づいた同舎利容器などの，７世紀の規範に従っていると考えられる。

また，同戒壇の二重蓮華の下に九龍が位置する造形は，二重蓮華を備え，かつて九龍が存在し

た先行する通度寺戒壇の舎利塔に従っている。これに関しては『戒壇図経』には，二重蓮華を九

龍が受けるという記述があり，それに基づいていると窺える 48）。さらに，九龍に関しては，目連

が戒壇上で鐘を鳴らして釈迦涅槃を知らせ，戒壇北にある梵鐘の九龍が，受戒時に飛来して吐水

するという『戒壇図経』に基づいている 49）。

一方，951年に創建された仏日寺戒壇においても，鐘形本体に載せる二重蓮華座とそれを受け

る九龍が確認できる（図 5）。この九龍は，首を省略した頭部周辺にたてがみがあり，大きく口

図 5　仏日寺戒壇舎利塔の九龍　951年　開城　石造

図 4　感恩寺東西塔舎利容器とその舎利塔（①－④）　682年　国立慶州博物館・国立中央博物館蔵
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を開けている。しかし，金山寺戒壇の九龍は，長い首の頭部をほぼ垂直に垂らし，半円形の二重

蓮華を持つ点が仏日寺戒壇とは大きく異なる。つまり，先述のように金山寺戒壇は，これまで

10世紀の創建とされてきたが，九龍の様式からみて，951年の仏日寺戒壇のそれとは一線を画す

とわかるため，より先行する作例として再考の余地があると考えられる。

そして，金山寺舎利塔の最下段には，高さ 17㎝の区画があり，中には山岳や海のうねりのよ

うなギザギザとした質感が目立つ。これは全体的に膨らんだ下部から徐々に狭まっていく須弥山

形であり（表 1），相輪の九龍とあわせて考えると，須弥山形の鐘台の鐘を受戒時に鳴らし，池

から九龍が出頭するという『戒壇図経』の描写に近い 50）。また『祇園図経』によると，祇園精舎

にある梵鐘が須弥山形であるという 51）。つまり，鐘形本体は，釈迦の涅槃と受戒の時を知らせる

ことを示しながら，最下段の表現は須弥山底辺とも関わりを持つという，3つの事象を象徴する

ものとして位置づけられる。

表 1　舎利塔・梵鐘の比較（単位㎝，本体高は相輪を除く）

通度寺戒壇舎利塔 金山寺戒壇舎利塔 上院寺梵鐘

646年創建
（高麗～朝鮮時代修理）

7～8世紀創建
（高麗～朝鮮時代修理）

725年（統一新羅）

本体高 105×幅 84
最下段部区画高 16

本体高 115×幅 88
最下段部区画高 17

本体高 126×幅 90
最下段部区画高 14

金山寺舎利塔を通度寺舎利塔と比較してみても，鐘形本体と，その法量において幅や高さが非

常に近い（表 1）。相輪部でも両者は，最上部に蕾型蓮華，下に二重蓮華座を置く点が共通し，

最下段部の区画した海や山にみえる部分と，その高さもほぼ一致する。通度寺舎利塔も当初は九

龍と，宝珠まで備えていたと考えられることから，金山寺舎利塔に影響を及ぼしたのであろう。

また，梵鐘として実際に使用された，725年銘の上院寺梵鐘と比較をしてみる。細長い本体と

46 金山寺戒壇の舎利塔と年代



その法量，上部に龍を配置した点，最下段部の区画した部分の高さも近似し，舎利塔が梵鐘を忠

実に意識して造像したことがわかる。舎利塔が鐘形であることは，戒壇の舎利塔とは少し異なる

が，『祇園図経』においても「石鐘」との表現があり 52），遅くとも7世紀から確認できる造形とし

て注目すべきであろう。

3．台座

金山寺舎利塔の台座は，中央に蓮華座のある石造正方形として幅 210㎝で，鐘形舎利塔を受け

る，三重基壇の上層基壇でもある（図 6）。全高は 24㎝であるが，四隅の獅子頭部より下は地面

に隠れる部分として荒く仕上げられ，実際の高さはその半分ほどである。同造形は『戒壇図経』

と，本来は上層基壇の台座があった通度寺戒壇 53） の影響によるもので，台座の正方形構造と法

量は『戒壇図経』と一致する（表 2）。

表 2　『戒壇図経』・通度寺戒壇・金山寺戒壇

『戒壇図経』667年 通度寺戒壇　646年創建 金山寺戒壇　7～8世紀創建

舎利塔 宝珠・蓮華座・九龍・鐘
形本体・獅子・蓮華

宝珠・九龍・
鐘形本体・蓮華座

宝珠・九龍・
鐘形本体・蓮華座

上層 幅 210㎝　高 12㎝ 幅 210㎝（？）　高 12㎝
（？）

幅 210㎝　高 24㎝

中層 幅 696㎝　高 136㎝ 幅 712㎝　高 40㎝ 幅 830㎝　高 72㎝

下層 幅 902㎝　高 91㎝ 幅 990㎝　高 97㎝ 幅 1250㎝　高 100㎝

基壇 石造正方形，四面階段，
護塔神

石造正方形，四面階段，
護塔神

石造正方形，四面階段（？）
護塔神

① ②

図 6　金山寺舎利塔台座と実測図（①・②）
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また，金山寺戒壇は本来，通度寺戒壇のように石畳（図 7）になっていたと考えられ，戒壇周

囲に石畳の部材が現存する。これはもちろん，インドの伝統的な戒壇を意識した『戒壇図経』の

教説に基づくものであろう 54）。

一方，先述の感恩寺舎利容器（西塔）の台座は蓮華座と一体をなし，周囲に格子型底面がある

ため，戒壇型舎利容器として石畳を表現したものと考えられる（図 8）。金山寺舎利塔の台座は，

こうした蓮華座と一体をなす正方形台座と，その周囲の石畳構造を持つ，７世紀の感恩寺舎利容

器に通じる要素が認められる。

本台座の四隅には 4頭の異なる獅子頭部を示して，目と鼻，上下の大きい牙が嚙み合った様子

を大きく強調してある。たてがみは上からみると蓮華蔓のように，内側から外側に向けて激しく

反り返る表現が特徴的である（図 9）。特に，南西と北東の獅子は，頭頂部に火炎宝珠が確認で

図 7　通度寺戒壇　646年創建（高麗～朝鮮時代修理）　石造

図 8　感恩寺西塔舎利容器の台座とその周辺の格子型（石畳）表現（①・②）

① ②
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きる。一方，先述したように本戒壇は 10世紀の建立とされ，同年代の作例としては，例えば高

麗初期である 10世紀の高達寺址双獅子石燈がある（図 10）。しかし，この獅子は頭頂部に宝珠

がなく牙もさほど強調されず，頭部下までたてがみを下ろす表現などが異なる。

さらに，戒壇型の感恩寺東西塔舎利容器の四天王の腹部には，目と鼻，牙を大きく強調した獅

子頭部を，眉間には火炎宝珠を表わす（図 11）。同舎利容器の内函（東塔）においても，基壇四

隅には激しく反り返す大きなたてがみと，目と鼻を強調して表現した四頭の異なる姿の獅子を配

する。金山寺舎利塔の獅子も，細部に至っては異なるが，四隅に顔とたてがみが異なる四頭の獅

子がある点は共通している（図 12）。金山寺戒壇はもちろん，先述のように感恩寺址舎利容器も

『戒壇図経』に基づいている。よって，『戒壇図経』に基づいて基壇四隅に獅子を配置する感恩寺

舎利容器のような７世紀の規範的な造形が，金山寺戒壇に影響を与えたとみられる。

図 9　台座四隅の獅子（①－⑧）

図 10　高達寺址双獅子石燈（①・②）　10世紀　国立中央博物館蔵　石造

① ②
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また，石造では統一新羅の 736年作の聖徳王陵の十二支像でも，頭部に宝珠があり，感恩寺址

舎利容器とほぼ同じ獅子の表現がみられる（図 13）。よって，金山寺舎利塔の獅子の表現は，10

世紀よりは統一新羅初期の作例に近いものと考えられる。

感恩寺址西塔舎利容器においても，獅子ではないものの，舎利塔台座の四隅に，外側に向けて

反り返る蓮華蔓がみられる（図 8）。さらに，舎利容器基壇の神将と天人を配置したすぐ下と，

図 11　感恩寺東西塔舎利容器の四天王の獅子頭部（①－③）　682年

図 12　感恩寺東塔舎利容器の基壇四隅の獅子（①－④）　682年

図 13　聖徳王陵　十二支（子）像腹部の獅子頭部（①・②）　736年　慶州　石造

①

①

②

②

③
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最下段部の最も外側の四隅にも，鳳凰の嘴と頭部から伸びた蓮華蔓が外側に向けて反り返る表現

が認められる（図 14）。金山寺舎利塔台座の四隅に配置された獅子の，たてがみが激しく反り返

る表現は，四隅に蓮華蔓を表現した感恩寺舎利容器に近いものとして興味深い。

終わりに

金山寺は 600年に創建されたと伝わるが，寺内に造営された戒壇は，隣に立ち並ぶ石塔が 982

年に完成したため，これまで漠然と同時期の造営とされてきた。しかし，文献資料によれば，

917年にはすでに戒壇が存在していることが明らかである。『宋高僧伝』には，8世紀の真表が弥

勒からの受戒時に，「壇」や「石壇」といった戒壇を指すとみられる表現が多く残っており，こ

図 14－1　感恩寺西塔舎利容器の基壇四隅の鳳凰頭部と蓮華蔓の表現

図 14－2　基壇四隅の鳳凰頭部（拡大）の蓮華蔓表現と基壇実測図（俯瞰）（①・②）
① ②
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れらの表現からは戒壇の存在を認めてよかろう。また，後に真表が律師として授戒する行状から，

この時期にはすでに戒壇が存在したと考えられるが，真表と戒壇の「造営」に関しては一切触れ

られていない。

これを踏まえて注目すべき僧侶が義寂である。7世紀後半以降に金山寺に居住した義寂は，入

唐僧として，玄奘の弟子であり道宣から学んだ可能性も高く，『菩薩戒本疏』を残している。ま

た，彼が帰国して金山寺に居住した 7世紀後半は，すでに道宣の戒壇と戒律に関する『四分律拾

毘尼義鈔』などが広く流布していた。すなわち，彼の行状と当時新羅に道宣の思想が広く流布し

ていたことを鑑みると，義寂が金山寺にいた 7世紀後半に戒壇を建立した可能性も充分に考えら

れる。

上述の文献学的考察を踏まえて，本稿では金山寺舎利塔の様式的考察も行った。金山寺舎利塔

は，鐘形本体，相輪の九龍，二重蓮華，及び宝珠を備えており，同構造は『戒壇図経』とそれに

基づいている通度寺舎利塔と共通する部分である。特に，鐘形本体は，『戒壇図経』の釈迦の涅

槃と受戒時に梵鐘を鳴らすという記述に基づいている。九龍も，受戒時に吐水するという記述に

従っている点も，通度寺舎利塔とも共通し，金山寺舎利塔は両方に忠実に従っていることが改め

てわかる。さらに，舎利塔台座は四隅に獅子を配した正方形であり，『戒壇図経』でいう上層基

壇の法量・構造と一致する。特に，682年作である戒壇型の感恩寺舎利容器も，舎利塔受けの正

方形台座や，四隅の獅子を配する点など，金山寺舎利塔に共通する部分が多い。

以上の文献学的・美術史学的考察によって，金山寺戒壇の造営は 7世紀後半から遅くとも 8世

紀と考えられる。もちろん，舎利塔が当初のものであるか否かは，今後の更なる検討が必要であ

る。少なくとも金山寺戒壇は，『戒壇図経』や，それに基づいた通度寺舎利塔，感恩寺舎利容器

との共通点が多く，7世紀後半に通じる点は注目すべきである。
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 1）文化公報部文化財管理局『金山寺実測調査報告書』1987，p. 25。
 2）大歴元年（766）丙午歳真表律師勧善檀縁弥勒大殿三層丈六三尊鋳成。（中略）右塔昔書載録。

大平興国四年（979）起始。大平興国七年（982）壬午畢造。
 3）注 1の『金山寺実測調査報告書』；黄壽永「金山寺五層石塔重修記」『考古美術』129・130，

1976;張忠植「韓国仏舎利信仰과그荘厳」『仏教美術史学』1，2003。もしくは，11世紀に金山
寺を拡張した慧徳王師（1038～1095）の時期とみる説もある（高裕燮『韓国塔婆의研究』同和
出版公社，1975）。8世紀の真表時代の創建だが，高麗初期に本格的な建立とする見解もある
（高壽永「金山寺方等戒壇에対한考察」『青藍史学』3，2000）。

 4）乾化甲戌（914）春往牛頭山開禪寺謁悟心長老請歸佛長老嘉愛爲之薙染時年十六越三年（917）
就金山寺義靜律師戒壇受具。

 5）注1『金山寺実測調査報告書』；村田治郎「戒壇小考」『仏教芸術』50，毎日新聞社，1962；張忠
植「韓国石造戒壇考」『仏教美術』4，1979；注 3高壽永，2000；박언곤이재인최효식「韓国仏
教寺院의戒壇과『戒壇図経』의比較研究」『建築歴史研究』第 16巻 2号（通巻 51）2007，
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pp. 99～118；이경화「中国唐道宣의戒壇과金山寺戒壇」『歴史学研究』35，2009。
 6）朴姯娟「官壇寺院과戒壇 ― 高麗前期金山寺의教壇에서의位相」『韓国仏教学』88，2018，pp. 7

～30；이수미「真表律師와方等戒壇 ―『占察善悪業報経』을中心으로 ―」『韓国仏教学』88，
2018，pp. 31～54；洪潤植「金山寺石鐘에対한再検討」『東国史学』20，1986など。

 7）唐百濟國金山寺眞表傳釋眞表者。百濟人也。家在金山世爲弋獵。表多蹻捷弓矢最便。當開元中
逐獸之餘憩於田畎。（中略）乃絶柳條徐輕放縱。因發意出家。（中略）誓願要期彌勒菩薩授我戒
法也（中略）詰旦見地藏菩薩手搖金錫爲表策發教發戒縁作受前方便（大正 50.793c～794a）。

 8）前白佛言。我願作比丘。佛語彌勒菩薩。將去授戒。彌勒菩薩即授戒。作比丘僧女（大正
14.915a）

 9）通度寺戒壇の右隣にも弥勒を本尊とする龍華殿が位置する。
10）而推表墜於巖下。身無所傷。匍匐就登石壇上。（中略）兜率天主逶迤自在儀衞陸離圍遶石壇。香
風華雨且非凡世之景物焉。爾時慈氏徐歩而行。至於壇所垂手摩表頂曰。善哉大丈夫。求戒如是。
至於再至於三。蘇迷盧可手攘而却。爾心終不退。乃爲授法（大正 50.794a）。

11）慈氏躬授三法衣瓦鉢。復賜名曰眞表。又於膝下出二物。非牙非玉乃籤檢之制也。（中略）唯八九
二籤卓然壇心而立者。即得上上品戒焉（大正 50.794a～ b）。

12）尹汝聖「新羅真表의仏教信仰과金山寺」『全北史学』11・12合集，1989。
13）依今北天竺東石戒壇。（中略）同轉輪聖王初登壇上受灌頂之時壇度也。（中略）有大石戒壇焉。
佛滅度後三百年時。有大阿羅漢優樓質那者。威徳巨勝。於園北山石崖造大寺。南北周院五十餘
里。僧所住處一十五里。請彌勒尊者。爲指揮之役。使工匠。經三百年。（中略）四周華果列植
充滿。東有石壇。縱廣二百餘歩。四周石欄雕飾難言。基上平鏤奇態轉勢。高可一丈。上壇中心
安佛舍利。覆釜在上（大正 45.810b～ c）。

14）同造伽藍號金山寺焉。後人求戒。年年懺。罪者絶多今影堂中道具存焉系曰。表公革心變行。一
日千里。果得慈氏爲授戒法。此五十受中何受邪。通曰。近上法見諦自誓也。發天眼通。是證初
二果也。非諦理現觀而何。專據石壇與多子塔前自誓同也（大正 50.794c）。

15）釋眞表。（中略）負寧傳釋之。（中略）年至十二歳。投金山寺崇濟法師講下。落彩請業。其師嘗
謂曰。吾曾入唐受業於善道三藏。（中略）見地藏菩薩。現受淨戒。即開元二十八年庚辰三月十
五日辰時也。時齡二十餘三矣（大正 49.1007b～ c）。

16）然志存慈氏。故不敢中止。乃移靈山寺一名邊山又楞伽山又懃勇如初。果感彌力。現授占察經兩
卷此經丹陳隋間外國所譯。非今始出也。慈氏以經授之耳。（中略）第九簡子喩増得具戒。（中
略）來住金山。毎歳開壇。阪張法施。壇席精嚴（大正 49.1007c）。

17）景徳王聞之。迎入宮闥。受菩薩戒。（中略）得法之袖領。曰永深寶宗信芳體珍珍海眞善釋忠等。
皆爲山門祖。深則眞傳簡子。住俗離山。爲克家子。作壇之法。與占察六輪稍異（大正
49.1007c）。

18）眞表律師。（中略）年至十二。志求出家。父許之。師往金山薮順濟法師處容染。濟授沙彌戒法傳
教供養次第祕法一卷。占察善惡業報經二卷曰。汝持此戒法於彌勒地藏兩聖前。懇求懺悔。親受
戒法。（中略）年已二十七歳。於上元元年 760庚子。（中略）師勤求戒法於彌勒像前。（中略）
慈氏磨師頂曰。善哉大丈夫（大正 49.1008a～ b）。

19）師出金山。向俗離山。路逢駕牛乘車者。（中略）我是金山薮眞表僧。（中略）自斷頭髮。師以悲
心。更爲祝髮受戒。入皆骨山。始創鉢淵薮。開占察法會。住七年。（中略）俗離山大徳永深與
大徳融宗佛陀等同詣律師所。伸請曰。我等不遠千里來求戒法（大正 49.1008b～ c）。

20）金南允「真表傳記資料検討」『国士舘論叢』78，1997。
21）佛來摩頂見光華種種異相。便得滅罪。若無好相雖懺無益是人現身亦不得戒。而得増受戒。若犯
四十八輕戒者對首懺悔罪（大正 40.685c）。

22）拙稿「四天王寺護塔神出現の背景と道宣の『戒壇図経』」『ザ・グレイトブッダ・シンポジウム



54 金山寺戒壇の舎利塔と年代

論集』第十六号（論集新羅仏教の思想と文化 ― 奈良仏教への射程 ―）GBS実行委員会，
2018，pp. 33～53。

23）爲受大戒作證人及作威儀師。（中略）凡受戒法先與説法引導開解。令一切境上起慈愍心便得増上
戒（大正 40.25c）。

24）김영미「新羅僧侶義寂과菩薩戒受戒儀礼」『史学研究』126，2017，pp. 49～79。
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