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信頼感とソーシャル・キャピタル、寛容性

片岡　えみ

１．はじめに
　本稿は、教育と地域社会に対する信頼感を中心に、人々が身近な他者や一般的な他
者、そして社会システムに対して示す「信頼感」の関連性がどのようなものであるか
を、子どもをもつ親に対する調査データを用いて、探索的に明らかにすることを第 1 の
目的としている。さらに、一般的信頼が権威主義的価値と寛容性の価値によって、規定
されているのか否かを明らかにすることを第２の目的とする。
　信頼は、信頼の対象の違いよって異なると考えられる。一般的で多様な人々からなる
開かれた集団なのか、それともより選択的で類似性や凝集性の高い集団なのかによって
も、信頼感は異なると考えられる。
　本稿では、分析枠組で詳しく述べるが、社会圏の違い、さらには個人的な信頼なのか
システム信頼なのかに留意して、４つの信頼感を測定した。具体的には「教師への信
頼」「教育システムへの信頼」と「近隣住民への信頼」「地域行政への信頼」である。
　またこれらの信頼感と、より抽象的な指標である「一般的な他者への信頼」（一般的
信頼）、「一般的他者への不信」を測定し、これらの信頼感相互の関連性を明らかにす
る。
　そして地域ネットワークのひとつである「近隣ネットワーク」の有無や頻度、権威主
義的価値観と寛容性の価値観の関連性についても検討する。とくに一般的信頼が他者不
信とやや別次元の心的メカニズムである可能性を示す。

　これまで信頼の研究は多くの分野で検討されてきた。そして一般的には、教育水準の
高さは「一般的な信頼」を高めることが明らかにされている（三宅 1998）。しかしその
メカニズムはまだ十分には明らかにされていない。たとえば数土（2013）は、一般的信
頼には異なる 2 種類があり民主的価値に基づく市民参加や平等・公正感をベースにもつ
信頼と、権威主義的価値を媒介とする信頼があるという。とくに後者は教育年数と権威
主義のマイナス相関を媒介として権威主義的な人間がもつ信頼感であり、前者とは異な
る。ほかにも山岸（1998）は安心と信用を区別している。
　一般的信頼は「ほとんどの人は信頼できる」などの指標で測定されている場合が多い
ので、実際には人々が何を信頼しているかが明確ではない。概念と指標のあいまいさが
信頼研究のむずかしさを物語ってもいる。そこで本稿では、一般的信頼を「基本的に世
の中、善良で信頼できる人間の方が多い」という形でより方向性をもたせて測定してい
る。
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　学校、地域、一般的他者について、親たちはどのような社会的条件であれば高い信頼
感をもち、あるいは信頼を持てないのだろうか。すなわち、信頼の成立する社会的条件
とは何であるかについての基礎的な分析を行うことにしたい。さらに子どもの教育に関
する親の信頼感は、他の領域への信頼のあり方とどのような関連をもつのか検討するこ
とによって、信頼感の構造を実証的に明らかにしていこう。

２．信頼とは
　信頼とは、ソーシャル・キャピタル（社会関係資本）を構成する重要な価値・規範で
ある。たとえばパットナムは、ソーシャル・キャピタルの定義を次のように述べる。
　「協調的行動を容易にすることにより、社会の効率を改善しうる信頼、規範、ネット
ワークなどの社会的仕組みの特徴」（Putnum 2000）
　信頼が人々の健康や地域生活に重要であることの事例として、ブラウンとウルフの行
った研究がよく引用される。ペンシルバニア州にあるイタリア系移民の街であるロセト
では、住民は裕福ではなく、高脂肪の食事をしているにもかかわらず、心臓病による死
亡率が低い。その原因として住民の平等意識と相互ケアの存在、緊密なネットワークに
よる安心感などが他の街と比べても顕著であったことから、そうした価値観が人々の健
康を支えていたのではないかというのである。
　このように信頼という価値は、社会的な協調行動や利他的行動を生み出し、人々を結
びつけ、好循環なネットワークとして機能することを促進するものだ。信頼は目にみえ
ないが、ネットワークの潤滑油であり、人々を相互に結び付ける重要な心的作用なので
ある。そしてその結果として、社会の健康や身体的健康という価値が生み出される。
　この信頼にもとづくネットワーク、すなわちソーシャル・キャピタルは次に示すよう
に、さまざまなプラスの効果をもつとされる。たとえば、企業の経済活動を効率化させ
生産性を上げる効果、また地域社会を安定化させ、人々の満足度を上昇させる効果、犯
罪や病理現象を減少させる効果、健康や福祉への効果、政府のサービスの効率を上げる
こと、そして人々を幸福にするなどである。すなわち高い信頼に支えられたソーシャ
ル・キャピタルのある社会では、人々の幸福感や満足感が高まり、人々は社会に貢献
し、社会からも恩恵を受けるだけでなく、生産的で効率的な社会をもたらすのではない
かという。
　他方で、ソーシャル・キャピタルがマイナスの効果を持つ場合もある。たとえば閉じ
たネットワークの「しがらみ」として、個人の自由な選択を縛ることもありうる。ネッ
トワークの逆機能とも言えなくはないが、個人を縛るしがらみは、結果的にその集団や
組織に対する信頼を失わせることになるので、信頼の欠如した関係資本では社会の効率
性を改善しても、その反面として、不満分子や異質なメンバーの排除が生まれるといえ
よう。
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　このようにネットワークの同質性や包括性、異質な他者への排他性の問題は、社会関
係資本を考えるうえでは重要な問題となってくる。

３．分析枠組
　信頼の問題を考えるときに、理論的に考察するだけでなく、具体的な社会圏を設定し
て、信頼の研究を行うことが重要となると筆者は考えている。そこで本稿では、教育の
領域（教育圏）とそれを取り巻く地域圏（地域社会）、全体社会をとりあげ、教師、学
校制度、社会システムへの信頼が成立する社会的諸条件を具体的な調査データに基づい
て分析し、異なる水準での信頼の相互関係について分析することを主な課題とした。
　図１および表１は、分析枠組みを示している。図１に示すように、教育圏は地域社会
や全体社会に包摂されているが、それぞれ相互に影響を与え、関連性をもっている。つ
まり教育は地域社会や全体社会の構造に規定されるだけでなく、教育が地域社会や全体
社会にも影響を与える。その因果関係は双方向であると考える。
　信頼概念はいくつかの異なった水準で整理できる。まず信頼の問題をルーマンの定義
に従い、個人に対する信頼とシステム信頼の２つの水準に分類して把握することにしよ
う（Luhmann　1968=1988）。ルーマンは、顔見知りの人間のアイデンティティにかか
わる信頼と社会システムへの信頼を区別している。すなわち個人的な「馴れ親しみ」の
関係における信頼と、より一般化されたシステム信頼の区別であり、後者は組織や制度
に対する信頼として理解することができる。ルーマンにとってはいかに個人的な馴れ親
しみの信頼がシステム信頼に転換するかという問題を扱っている（小野 2006）。
　また信頼についてパットナムは、「知っている人に対する厚い信頼」と「知らない人
に対する薄い信頼」を区別している。前者は家族との関係や親しい友人、親戚とのネッ
トワークへの信頼が該当し、後者は一般的信頼を意味している。後者の「薄い信頼」が

表１　信頼と社会圏の関係

１　個人に対する信頼 ２　システム信頼

社
会
圏

A　教育圏 A1　子どもの教師（先生）への信頼 A2　学校制度への信頼

B　地域共同体 B1　近隣住民への信頼 B2　地域行政への信頼

高ければ、自発的な協調行動や協力を取り付けることがで
きるとされ、地域のソーシャル・キャピタルを醸成する上
で重要な信頼である。
　信頼感の構造を明らかにするために、表 1 に示すよう
に、教育圏と地域共同体の２つの場での信頼を測定する。
すなわち信頼の問題を教育の場だけでなく、学校を取り巻
く、地域社会レベルへと拡張して検討する。

図１　社会圏と教育圏

全　体　社　会

地域社会

教育圏
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　子どもをもつ親たちが教師や地域の人々に対し、どのような信頼をもっているのか。
教育圏での信頼は、身近な馴れ親しんだ個人（教師）への信頼（A1）と、学校という
一般的なシステムへの信頼（A2）を設定する。そして地域共同体では、身近な近所の
人たちへの信頼（B1）と、システム信頼として地域行政への信頼（B2）を測定するこ
とにした。
　そして表１の４つの信頼指標が、「一般的他者への信頼」や、「一般他者への不信」指
標や実際の「近隣住民とのつきあい（近隣ネットワーク）」とどういった関係性にある
かを明らかにしていく。
　そして、信頼と関連すると考えられる価値として、権威主義的価値と寛容性の価値
が、いかに一般的信頼を規定しているかを明らかにし、信頼感の構造解明の糸口とした
い。

４．データと調査の概要
　本稿で使用するデータと調査方法については、以下のとおりである。

（1）質問紙調査（郵送法）：「子どもの教育に関する実態調査」（2006 年 11 月～ 12 月実
施）。郵送法による質問紙調査を実施した。「○○さんの保護者」宛に男性保護者
票、女性保護者票の質問紙をペアで各世帯に郵送法により送付し、回収した。

（2）調査時期：調査配布・回収時期は、平成 18 年（2006 年）11 月 15 日～ 12 月 15 日
である。

（3）母集団：関東１都７県（東京、神奈川、千葉、埼玉、茨城、栃木、群馬、山梨）に
住む満３歳～中学３年生の子どもをもつ親（男性保護者と女性保護者）を母集団と
した調査を行なった。

（4）サンプリング方法：層化 2 段確率比例抽出法により、満 3 歳～中学 3 年生（男女）
の 3000 名の子どもを世帯単位で無作為抽出１し、その親を調査対象とした。平成 3
年（1991 年）4 月２日～平成 15 年（2003 年）４月 1 日に生まれた子どもの親が調
査対象となる。

（5）サンプル：抽出された 3000 名の子どもの父親（男性保護者）と母親（女性保護
者）の合計、約 6000 名を調査対象とした。

（6）回収率：有効票は 2283 票（父親 1016 票／母親 1266 票、不明 1 票）であった。世
帯単位での回収率は 44.03％で 1321 世帯からの有効回答を得た。無効の回答は 1 票

1 サンプリングは、1 都７県を政令指定都市とそれ以外に層化し、層ごとに 3 歳～ 16 歳未満の子どもを持つ世
帯数に応じた確率比例抽出によって地点を抽出し、地点ごとに住民基本台帳より子どもを無作為抽出する。
各層の母集団サイズ（3 歳～ 16 歳未満の子どもを持つ世帯）に比例して抽出対象世帯数を割当て、1 地点あ
たり平均 20 世帯になるように地点数を割当てる。確率比例抽出法を採用した。

　　子どもの抽出方法は、世帯ごとに子ども 1 名に限定し、1 世帯に複数の子どもがいる場合は、生年月日の
日にちでもっとも若い数字の子どもを抽出した。地点数は、150 地点で各地点ごとに 20 名の子ども（合計
3000 名）を無作為抽出し、その親（男性保護者と女性保護者）にペアで調査票を送付した。



― 141―

のみであり、ほとんどの回収票が有効であった。調査票には地点番号等のバーコー
ドをつけ、回収状況を集計した。

（7） 調査内容：子育てや教育の実態と親の意見・価値観などを調査。
（8）回収サンプルの構成：有効回答数 2283 名のうち保護者の性別構成は、男性保護者

が 44.5％（1016 名）、女性保護者が 55.5％（1266 名）で、性別不明は 1 名のみであ
った。サンプル概要の詳細は、片岡編（2008）の報告書もしくは WEB 情報（URL
は参考文献に提示）を参照されたい。

５．変数
　分析に使用する変数と指標は、以下の表２に示すとおりである。まず教育圏での「信
頼」は、身近な個人レベル（A1）として、子どもが実際に通っている学校や園の「教
師（先生）への信頼」をとりあげた。またシステム信頼としては、学校制度への信頼

（A2）を測定するために、一般的に公立学校の教師を信頼できるかどうかを質問した。
次に地域共同体の２つの水準での信頼指標、B1「近隣住民への信頼」と B2「地域行政
への信頼」をそれぞれ測定した。
　また表２の「一般的信頼」とは、一般的な他者への信頼のことである（C1）。また一
般的他者への不信感についても、２つの質問文 C2 と C3 でとらえ信頼の指標とした。
　次にネットワーク・ソーシャル・キャピタルの指標として、近所の人たちと「お茶や
食事をする」と「立ち話をする」の２つを取り上げ指標とした。価値観としては、権威
主義的価値（V1）と異質な他者への寛容性（V2）を用いる。
　以下では各指標の概要を明らかにし、実態をみておこう。順序は前後するが、A2 の
学校制度への信頼からみていく。

６．教育へのシステム信頼（A2）
6.1　公教育への信頼の実態
　公立学校の教師は、親たちにどの程度、信頼される存在なのだろうか。質問紙調査で
は、公立学校教師への一般的な信頼感を測定する質問を用意し、教育領域における「シ
ステムの信頼」の指標と考えた（A2）。「もし小学生の子どもがいたら、公立小学校の
先生には安心して子どもを預けられる」という意見を提示し、「そう思う」「ややそう思
う」「あまりそう思わない」「そう思わない」の４つの選択肢で質問した（図２参照）。
　その結果、親たちの公立小学校教師に対する一般的な信頼感が低く、上記の問に「そ
う思う」と答えた親はわずかに 4.3％、「ややそう思う」44.4％であった。｢あまりそう
思わない｣ が 42.3％、「そう思わない」は 9.0％であった。そう思わない親が過半数であ
り、親たちの公教育への一般的な不信感は強いといえよう。公立小学校という限定つき
ではあるが、親たちの教師に対する漠然とした不安が大きいことがわかる。
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6.2　公立・私立別の公教育への信頼
　子どもが公立学校へ通っているか、私立学校へ通っているかによって、一般的な公立
学校教師への信頼度は異なるのではないだろうか。とくに小学校受験や中学校受験で公
立学校から離脱した親たちのあいだで、公教育への不信感が高いかどうかを、検証して

表 2　使用する変数

略号 変　数 質　問　文 回答選択肢

教
育
信
頼

A1 教師への信頼 （自分の子どもが通っている）学校や
園の先生の言うことは信頼できる

「あてはまる」～「あて
はまらない」の 4 件法

A2 学校制度への
信頼

もし小学生の子どもがいたら、公立小
学校の先生には安心して子どもを預け
られる

「そう思う」～「そう思
わない」の 4 件法

地
域
信
頼

B1 近隣住民への
信頼

困った時や助けを求めたときに、近所
の人はあなたを助けるためにすぐに行
動してくれる

「そう思う」～「そう思
わない」の 4 件法

B2 地域行政への
信頼

地域で問題が起こったとき、行政は誠
実にその解決に取り組んでくれる

「そう思う」～「そう思
わない」の 4 件法

一
般
的
信
頼

C1 一般的他者への
信頼（一般的信
頼）

いやな人間や、許しがたい人間も少な
くないが、基本的に世の中、善良で信
頼できる人間のほうが多いと思ってい
る

「よくあてはまる」~「あ
てはまらない」の 4 件法

C2
一般的他者への
不信

人々はいつも、自分だけの利益ばかり
を考えている

「そう思う」～「そう思
わない」の 4 件法

C3 この社会では、気をつけていないと誰
かに利用されてしまう

「そう思う」～「そう思
わない」の 4 件法

近
隣
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

NT1 近所つきあい① 近所の人たちと、お茶や食事を一緒に
する

「よくする」「ときどきす
る」「あまりしない」

「しない」の 4 件法
NT2 近所つきあい② 近所の人たちと、立ち話をする 「よくする」「ときどきす

る」「あまりしない」
「しない」の 4 件法

権
威
主
義

V1 権威主義的価値
観

伝統や慣習に従ったやり方に疑問を持
ち行動する人は、結局は問題を引き起
こすことになる

「そう思う」～「そう思
わない」の 4 件法

寛
容
性

V2 異質な他者への
寛容性

自分の考え方や、好み、やり方が違う
といって、その人を遠ざけることはし
ない

「よくあてはまる」~「あ
てはまらない」の 4 件法

社
会
的
地
位

教育水準 本人学歴
教育ﾀﾞﾐｰ（高校卒を０）or 教育年数

6 分類（中学、高校、専門、
短大・高専、四大、大学院）

現在の職業 本人職業カテゴリー
職業威信スコア

職業 5 分類
職業威信スコア

世帯年収 世帯年収 400 万未満ﾀﾞﾐｰ
世帯年収 1250 万以上ﾀﾞﾐｰ

400 万 ~1250 万未満を０
としたダミー変数

属
性

親の性別 性別ﾀﾞﾐｰ変数 男性＝１、女性＝０
年齢 年齢
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図２　学校制度への信頼（A2）

「もし小学生の子どもがいたら、公立小学校の先生には安心して子どもを預けられる」

そう思う
4.3％

ややそう思う
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思わない 42.3％

そう思わ
ない９％
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表３　公立学校教師への信頼と子どもの公立・私立別

問　もし小学生の子どもがいたら、公立小学校の先生
には安心して子どもを預けられる　　　　　

そう思う ややそう思う あまりそう
思わない そう思わない 合計

小
学
生

公立 54
5.3%

525
51.4%

365
35.7%

77
7.5%

1021
100.0%

私立 1
3.0%

6
18.2%

14
42.4%

12
36.4%

33
100.0%

国立 1
11.1%

2
22.2%

4
44.4%

2
22.2%

9
100.0%

その他 0
.0%

2
28.6%

5
71.4%

0
.0%

7
100.0%

合計 56
5.2%

535
50.0%

388
36.3%

91
8.5%

1070
100.0%

中
学
生

公立 21
4.2%

238
47.2%

212
42.1%

33
6.5%

504
100.0%

私立 2
2.0%

31
31.6%

50
51.0%

15
15.3%

98
100.0%

国立 0
.0%

0
.0%

5
100.0%

0
.0%

5
100.0%

その他 0
.0%

0
.0%

1
100.0%

0
.0%

1
100.0%

合計 23
3.8%

269
44.2%

268
44.1%

48
7.9%

608
100.0%

おこう。
　表３は、子どもが小学校段階と中学校段階の親の意見であり、学校が公立、私立、国
立、その他で、公立小学校の教師への信頼を測定している。国立とその他に関しては、
数が少ないので、ここではカイ二乗検定は示さなかったが、公立学校と私立学校の差は
大きい。
　たとえば、公立小学校に子どもを通わせている親では、「公立小学校の先生に安心し
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て子どもを預けられる」に「そう思う」と回答した者は 5.3％、「ややそう思う」が 51.4
％となり、実際に公立小学校に通っていても、親たちは公教育を信頼しきれていない様
子がうかがえる。公立中学校の場合でも、「そう思う」4.2％、「ややそう思う」47.2％と、
約半数の親が信頼しているにすぎない。公立の場合は、小学生よりも中学生の親で信頼
は低下している。
　私立学校に通わせている親たちの間では、公教育への不信傾向はさらに多くなる。表
３でみると、私立小学校に子どもを通わせている親の場合、公立小学校の先生を信頼し
ている（そう思う）のは、わずかに 3.0％、「ややそう思う」でも 18.2％と 2 割程度であ
る。とくに私立小学校の子どもの親は、公立不信の親が多いといえよう。また私立中学
校の親では、信頼できるに「そう思う」と回答したのは、わずかに 2.0％で、「ややそう
思う」が 31.6％であった。
　この結果が示すように、受験をして子どもが私立学校に通っている親たちの公立学校
への信頼感は低いといえるだろう。公立へ通っている親の場合でも、公立学校への信頼
感は約半数前後にとどまり、公立学校への信頼感は決して高いとはいえなかった。
　
6.3　中学受験希望と公教育への信頼
　では、公教育への信頼感の欠如が、私立中学受験へと親を導くのだろうか。表４は、
公立小学校教師への信頼感（「もし小学生の子どもがいたら、公立小学校の先生には安
心して子どもを預けられる」）と中学受験希望のクロス表である。中学受験希望の分析
対象は、3 歳～小学 6 年生の子どもをもつ親に限定し、「あなたは将来、お子さんに中
学校受験をさせたいですか」と質問した。
　分析の結果、公立小学校教師を信頼していない親ほど、子どもを受験させたいと考え
る傾向が高いことが明らかとなった。もっとも信頼していない親（そう思わない）のう
ち、受験希望は、「ぜひ受験させたい」が 14.6％、「できれば受験させたい」18.4％で、

表４　公教育への信頼×中学受験希望

公立小の
教師を信頼

中学受験希望（あなたは将来、お子さんに中学校を
受験させたいですか）

ぜひ受験
させたい

できれば受
験させたい

中学校受験は
させたくない

わからない 合計

そう思う 1.3% 16.5% 63.3% 19.0% 100%（n=79）
ややそう思う 4.9% 14.1% 57.3% 23.7% 100%（n=752）
あまりそう思
わない 6.1% 17.9% 46.6% 29.5% 100%（n=689）

そう思わない 14.6% 18.4% 44.9% 22.2% 100%（n=158）
合計 6.1% 16.2% 52.0% 25.7% 100%（n=1678）

p<0.001
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合計 33.0％が中学受験を希望していた。信頼している親（そう思う）では、受験希望は
合計 17.8％と約半分である。
　以上の結果から、公教育への信頼の欠如が原因の一つとなって、公教育から離脱し私
立学校などを選択していることがわかった。公教育への信頼の欠如は、公教育からの離
脱を促進する１つの要因であるといえよう。

6.4 子どもを指導している教師への信頼感（A1）
　では、実際に子どもたちが通っている学校の教師に対する信頼はどうだろうか。馴れ
親しんだ教員という他者についての信頼を、教育領域（A）での個人に対する信頼

（A1）の問題として考えてみよう。
　「学校や園の先生の言うことは信頼できる」に「よくあてはまる」「ややあてはまる」
と答えた親は、全体の 75.7％と高い（図３）。大半の親が、子どもの先生を信頼してい
るという結果であった。子どもの教師への信頼感は保たれているといえるだろう（片岡 
2014）。

図３　学校や園の先生の言うことは、信頼できる（n=2224）

■よくあてはまる　■ややあてはまる　■あまりあてはまらない　■あてはまらない

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％ 60％ 70％ 80％ 90％ 100％

14.1 63.7 19.8 2.5

７．近隣ネットワーク・キャピタル
　ソーシャル・キャピタルの中のネットワーク指標の１つとして、近隣住民との相互作
用に関する２つの質問文を用いる。１つは「近所の人たちとお茶や食事を一緒にする」

（NT1）で、もう一つは「近所の人たちと立ち話をする」（NT2）である。
　図 4、図５から、女性（母親）は男性（父親）よりも近隣ネットワークが多いという
ことがわかる。母親は近所の人と、お茶や食事を「よくする」「ときどきする」割合が
44.2％であるが、父親では 14.5％である。また立ち話を「よくする」もしくは「ときど
きする」母親は、74.9％だが、父親では 34.0％である。子どもをもつ女性は男性より
も、地域の近隣ネットワークを持ちやすいといえる。
　さらに階層的地位との関連をみたのが、図６である。学歴にかかわらず、父親より母
親のネットワーク活動が高い。父母ともに学歴の違いにより近隣ネットワークに大きな
差は見いだせなかったが、中学卒の親のネットワーク活動はやや低く、専門学校卒でも



― 146―

図４　近隣ネットワーク（近所の人たちと、お茶や食事を一緒にする）

図５　近隣ネットワーク（近所の人たちと立ち話をする）
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父親
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図６　近隣ネットワークと学歴
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図７　近隣ネットワークと職業
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図８　近隣住民への信頼
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っとも高くなる傾向にある。立ち話については、大学院父親が高かった。
　図７は、職業別の近隣住民とのつきあいを示している。専門職の母親は、お茶や食事
をすることは少ないが、立ち話には参加している。また管理職の母親は、お茶や食事の
つきあいは、やや活発である。父親は押しなべて低い値であり、職業による差異は小さ
い。専門職の父親は立ち話にかかわることは多いといえる。

８．地域共同体への信頼と不信
8.1　近隣住民への信頼（B1）
　地域社会レベルでの他者への信頼感（B1）を測定するために、「困ったときや助けを
求めたときに、近所の人はあなたを助けるためにすぐに行動してくれる」と思うかどう
かを質問した。図８は、近隣住民への信頼を表し、肯定率（そう思う＋ややそう思う）
は 54.3％であった。

近隣住民への信頼は、何によって
異なるのかを明らかにするため、性別、
近所つきあい、社会的地位変数との関
連を検討しておこう。

（1）性別と「近隣住民への信頼」
　回答者の性別によって比較すると、
父親の近隣住民への信頼度は 45.2％、
母親は 61.7％となり、母親のほうが近
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表５　「近所つきあい（お茶や食事）」と「近隣住民への信頼」

性別
近所の人と
お茶や食事を
一緒にする

困ったときや助けを求めたとき、近所の人はあなたを助けるた
めにすぐに行動してくれる（B1）

そう思う＋
ややそう思う

そう思わない＋
あまりそう思わない 合　計

父親

よくする 92.3  7.7 100（n=13） 
ときどきする 67.2 32.8 100（n=134）
あまりしない 55.5 44.5 100（n=308）
しない 33.0 67.0 100（n=551）

父親合計 45.2 54.8 100（n=1006）

母親

よくする 84.9 15.1 100（n=93）
ときどきする 74.1 25.9 100（n=460）
あまりしない 61.4 38.6 100（n=332）
しない 40.1 59.9 100（n=367）

母親合計 61.6 38.4 100（n=1252）
父親　χ２=83.92  d.f.=3  p<0.001
母親　χ２=123.97 d.f.=3  p<0.001

表６　「近所つきあい（立ち話をする）」と「近隣住民への信頼」

性別 近所の人と
立ち話をする

困ったときや助けを求めたとき、近所の人はあなたを助けるた
めにすぐに行動してくれる（B1）

そう思う＋
ややそう思う

そう思わない＋
あまりそう思わない 合　計

父親

よくする 82.9 17.1 100（n=41） 
ときどきする 60.5 39.5 100（n=301）
あまりしない 47.9 39.5 100（n=290）
しない 26.8 73.2 100（n=373）

父親合計 45.3 54.7 100（n=1005）

母親

よくする 84.8 15.2 100（n=264）
ときどきする 65.3 34.7 100（n=675）
あまりしない 43.5 56.5 100（n=207）
しない 15.9 84.1 100（n=107）

母親合計 61.6 38.4 100（n=1253）
父親　χ２=103.65  d.f.=3  p<0.001
母親　χ２=187.58 d.f.=3  p<0.001

隣住民への信頼度が高い。子どもを媒介とした地域住民との交流があるからであると考
えられる。そこで近所の人たちとのつきあい方の違いによって、どのように信頼度が異
なるかを次に明らかにした。

（2）地域ネットワークと「近隣住民への信頼度」
　表５と表６の結果は、近所つきあいの頻度、すなわち地域ネットワークの多寡によっ
て、近隣住民への信頼度が異なることを如実に表わしている。たとえば近所の人と「お
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表７　学歴と近隣住民への信頼度

性　別 学　歴

困ったときや助けを求めたとき、近所の人はあなたを助けるた
めにすぐに行動してくれる（B1）

そう思う＋
ややそう思う

そう思わない＋
あまりそう思わない 合　計

父親

中学 31.0 69.0 100（n=41）
高校 44.3 55.7 100（n=327）

専門学校 56.0 44.0 100（n=109）
短大・高専 38.5 61.5 100（n=26）

大学 44.9 55.1 100（n=421）
大学院 45.1 54.9 100（n=71）

母親

中学 42.3 57.7 100（n=26）
高校 60.2 39.8 100（n=460）

専門学校 64.6 35.4 100（n=246）
短大・高専 60.9 39.1 100（n=294）

大学 64.3 35.7 100（n=207）
大学院 60.0 40.0 100（n=10）

χ２検定　　父親　n.s.　母親　n.s.

茶や食事を一緒にする」ことが「よくある」父親では、そのうちの 92.3％が近隣住民を
信頼し、「困ったときや助けを求めたとき、近所の人はあなたを助けるためすぐに行動
してくれる」に肯定的意見をもっている。また「立ち話しをする」ことも、近隣住民へ
の信頼度を、同程度に高めていることがわかる。
　逆に言えば、近所の人とのつきあいがない場合は、信頼度も低くなる。具体的には、
近所の人と「立ち話し」を「しない」父親の近隣住民への信頼度は 26.8％で、母親では
立ち話をしない場合、信頼度は 15.9％にまで低下している。

（3）教育水準と近隣住民への信頼
　教育水準は近隣住民への信頼を高めるのだろうか。父母別に学歴ごとの近隣住民への
信頼度を集計した結果が、表７である。父親のクロス表と母親のクロス表の両方でカイ
二乗検定に有意な関連性は認められなかった。しかし、中卒の父親の近隣住民に対する
信頼度は 31.0％と最も低く、他のカテゴリーとの間に、差異が認められる。母親におい
ても中学卒の場合もっとも信頼度は低く 42.3％であり、高卒母親の 60.2％、大卒母親の
64.3％と比べてかなり低い。中学卒かそうでないかの違いが、近隣住民への信頼度を左
右する要因のひとつであることがわかる。
　すなわち教育水準が高まれば、それに比例して近隣住民への信頼度が高まるのではな
く、中学卒とそれ以外の人々との間で、信頼をめぐる境界線があるといえるだろう。

8.2　地域行政へのシステム信頼（B2）
　地域行政への信頼について、「地域で問題が起こったとき、行政は誠実にその解決に
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図９　地域行政への信頼

ややそう思う
13.7％

あまりそう思わない
62.5％

そう
思わない
23.2％

そう思う
0.5％

表８　学歴と地域行政への信頼度

性別 学歴

地域で問題が起こったとき、行政は誠実にその解決に取り組ん
でくれる（B2）

そう思う＋
ややそう思う

そう思わない＋
あまりそう思わない 合　計

父親

中学 16.7 83.3 100（n=42）
高校 12.7 87.3 100（n=330）

専門学校 18.2 81.8 100（n=110）
短大・高専 19.2 80.8 100（n=26）

大学 10.5 89.5 100（n=420）
大学院  9.9 90.1 100（n=71）

母親

中学 26.9 73.1 100（n=26）
高校 14.8 85.2 100（n=459）

専門学校 12.6 87.4 100（n=246）
短大・高専 18.7 81.3 100（n=294）

大学 15.0 85.0 100（n=207）
大学院 （20.0） （80.0） 100（n=10）

χ２検定　父親　n.s.　　母親　n.s.

取り組んでくれる」に対する意見によ
って測定した。その結果、「そう思
う」はわずかに 0.5％、「ややそう思
う」13.7％と、肯定する者が非常に少
ないことが明らかとなった。地域行政
システムへの信頼は、低いと言わざる
をえない。そして「あまりそう思わな
い」が最も多く 62.5％、「そう思わな
い」23.2％であった。

　では、地域行政への信頼をよせている人々はどのような人であり、また信頼しない人
たちはどうであろうか。
　まず性別によって差異がみられ、父親で地域行政を信頼している人（そう思う＋やや
そう思う）は 12.6％、母親では 15.6％となり、女性のほうが地域行政への信頼度は少し
高い（χ２検定、ｐ＜ 0.05）。
　次に最終学歴と地域行政への信頼度のクロス表をみると、父親においても母親におい
ても、χ２検定では有意な関連性はみいだせなかった（表８）。しいていえば、中学卒
の母親の信頼度が 26.9％と最も高く、子育てに関する諸施策を受けていることと関連性
があるとも推測できる。
　現在の職業によって、地域行政への信頼は異なっているだろうか。表９に明らかなよ
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表９　職業と地域行政への信頼度

性別 現在の職業

地域で問題が起こったとき、行政は誠実にその解決に取り組ん
でくれる（B2）

そう思う＋
ややそう思う

そう思わない＋
あまりそう思わない 合　計

父親

専門職 16.1 83.9 100（n=186）
管理職  8.8 91.3 100（n=240）
事務職 13.3 86.7 100（n=180）

販売・ｻｰﾋﾞｽ職 15.2 84.8 100（n=112）
ﾌﾞﾙｰｶﾗｰ職 12.1 87.9 100（n=264）

無職 （22.2） （77.8） 100（n=9）

母親

専門職 17.4 82.6 100（n=201）
管理職  7.1 92.9 100（n=14）
事務職 16.7 83.3 100（n=234）

販売・ｻｰﾋﾞｽ職 16.8 83.2 100（n=238）
ﾌﾞﾙｰｶﾗｰ職 11.1 88.9 100（n=81）

無職・専業主婦 14.1 85.9 100（n=405）
χ２検定　父親　n.s.　　母親　n.s.

うに、父親、母親ともに職業と地域行政への信頼は関連性をもっていない。しかし父母
ともに、管理職層で信頼度が低くなる傾向があり、管理職父親の信頼度 8.8％、管理職
母親では 7.1％と他のカテゴリーよりもかなり低くなっている。
　以上の結果から明らかなことは、地域行政に対する信頼は全体的に低いということ、
さらに学歴や職業などの社会的地位によっては信頼度に大きな差は生じていないという
ことである。これまでの指標と比較して特徴的なのは、地域行政へのシステム信頼は、
社会階層的地位による変動がほとんどみられないということであろう。

９．一般的信頼
9.1　一般的な他者への信頼（C1）
　一般的な他者への信頼測定について、本調査では信頼と不信の両面から測定してい
る。これは、場面や文脈を特定しない一般的な意見を求めており、指標としてはかなり
あいまいな内容を含む指標である。
　一般的信頼を C1 「いやな人間や、許しがたい人間も少なくないが、基本的に世の
中、善良で信頼できる人間のほうが多いと思っている」の質問文で測定した結果が図
10 である。全体では「よくあてはまる」と回答した者が 9.7％、「少しあてはまる」56.5
％、「あまりあてはまらない」29.6％、「あてはまらない」4.2％となり、約 66％が「信
頼できる人間のほうが多い」と答えた。
　回答者の性別でクロス集計をすると、一般的信頼の肯定率は、父親で 64.6％、母親で



― 152―

図 10　一般的信頼（n＝ 2272）
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図 11　父母別・学歴別の一般的信頼度
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67.5％と、性別による有意差はなかった（n.s.）。
　しかし教育水準の違いは一般的信頼に有意な差を生じさせていた（図 11）。高学歴の
者ほど一般的他者への信頼度が高くなり、リニアな関係が見て取れる。父親は母親より
も一般的信頼の学歴差が大きい。中学卒の父親の一般的信頼度は 31.0％であるが、大学
院卒父親では、その 2 倍以上の 77.5％が他者を信頼していた。母親でも学歴と一般的信
頼は関連性をもち、中学卒の母親の一般的信頼度は 53.8％、大学卒と大学院卒で 70％
であるので、その差は約 1.5 倍である。父母ともに、学歴が高いほど他者信頼は有意に
高くなるが、母親は父親ほど大きな差異ではない。
　この結果から、教育水準は一般的信頼を高め、とくに男性において学歴の効果が大き
いことが明らかとなった。



― 153―

表 10　一般的他者への不信感

人々はいつも自分だけの利益ばかりを
考えている

この社会では、気をつけていないと
誰かに利用されてしまう

そう思う＋ややそう思う そう思う＋ややそう思う
父親 59.5％ 64.5％
母親 46.0％ 57.9％
全体 52.0％ 60.8％

ｐ＜ 0.001 ｐ＜ 0.01

9.2　一般的な他者への不信　
　「一般的な他者への不信」を測定するために、C2「人々はいつも、自分だけの利益ば
かりを考えている」（自己利益追求）と、C3「この社会では、気をつけていないと誰か
に利用されてしまう」の２つの質問文を用いて、「そう思う」「ややそう思う」「あまり
そう思わない」「そう思わない」の４件法で測定した。三隅・岩淵（2011）はこれと類
似の指標を「人間性信頼」と名付けて分析している。
　結果は表 10 に示すように、約半数の人々が、他人は自分だけの利益を追求すると考
えている。父親の方（59.5％）が母親（46.0％）よりも肯定率は高い。また「気をつけ
ていないと誰かに利用されてしまう」という意識には、60％前後の人たちが賛成した。
やはり父親で一般的他者への不信感が強くなっており、肯定意見は、父親の 64.5％、母

親の 57.9％となり、１％水準で男
女差が有意であった。
　またこの２つの質問から「一般
的他者への不信感スコア」を作成
した。「そう思う」= ３点、「やや
そう思う」= ２点、「あまりそう
思わない」= １点、「そう思わな
い」= ０点と得点化し、表 10 の
2 項目の合計点を算出した。
　この２つの質問項目間の相関係
数（ピアソン）は、0.496 で１％
水準でかなり高い相関関係を示し
ていた。
　図 12 は、一般的他者への不信
感スコアを父母別、学歴別にプロ
ットした結果である。これをみる図 12　一般的他者への不信感スコア
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と母親は学歴と関係なく、他者への不信感は低いことがわかる。F 検定でも有意ではな
かった。
　しかし父親は、中学卒学歴で最も他者への不信感が高く、統計的にも父親のスコアは
学歴によって有意な差があった。父親の場合は、高校以上の学歴では、ほぼ同程度のス
コアである。
　一般的他者への不信感は、概して男性保護者である父親で強く、女性で相対的に弱い
といえる。
　ここで示されたように、教育水準と一般的信頼は、リニアな関係性をもっていた。し
かし一般的な他者への不信感には、教育水準による差異がみられなかった。このことか
ら、他者不信と一般的な他者への信頼は、関連はあるものの、プラスとマイナスのよう
に対称性のある同次元のものではなく、別次元の心的メカニズムであると推測できる。

10．一般的信頼、地域信頼、教育信頼
　信頼の諸指標と使用する主要な変数間での相関係数は、表 11 に示す通りである。
　表 11 の相関係数はいずれも 0.1％水準で有意な関連がみとめられた。教育圏における
個人的信頼（A1）とシステム信頼（A2）の相関は、0.319 でやや高い。また学校教育
へのシステム信頼（A2）と地域共同体への信頼（B1、B2）の関連性も有意で高い。た
とえば公立小学校の教師を信頼している人は、地域の近所の人たちへの信頼が高く、相
関は 0.292 であった。さらに地域の行政への信頼も高く、相関は 0.325 である。
　教育圏への個人的信頼（A1）とシステム信頼（A2）は、一般的信頼（C1）の指標と
有意な関連性を示した。とくに自分の子どもの教師を信頼している人（A1）ほど、一
般的信頼感（C1）が高くなる（r=0.249）。
　地域の近所の人への信頼が高い（B1）ほど、一般的信頼（C1）も高い。「困ったとき
や助けを求めたとき、近所の人は助けるためにすぐ行動してくれる」に「そう思う」と
回答した人ほど、一般的他者への信頼感は高い（r=0.289）。
　また一般的信頼を示す C の３つの指標間の相関も高く、なかでも不信感を示す C2

「この社会では、気をつけていないと誰かに利用されてしまう」と C3「人々はいつも、
自分の利益ばかり考えている」の相関は 0.496 とかなり高い値を示した。

　以上より、身近な他者への信頼（子どもの教師や近所の人への信頼）が高い人ほど、
制度やシステム（具体的には公教育や地域行政）の対応にも、高い信頼を置くことが明
らかとなった。現実の馴れ親しんだ周囲の人たちへの信頼と、システム信頼は関連性が
あるといえよう。
　さらにもうひとつ、A1 や B1 のような身近な他者への信頼の強さは、一般的信頼と
関連がより強い。いいかえれば、A2 や B2 の制度やシステムへの信頼よりも、個人的
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表 11　信頼指標間の相関係数

A1 A2 B1 B2 C1 C2 C3
学校や園
の先生の
言うこと
は、信頼
できる

もし小学
生の子ど
もがいた
ら、公立
小学校の
先生には
安心して
子どもを
預けられ
る

困った時
や助けを
求 め た
時、近所
の人は助
けるため
にすぐに
行動して
くれる

地域で問
題 が 起
こったと
き行政は
誠実にそ
の解決に
取り組ん
でくれる

基本的に
世 の 中、
善良で信
頼できる
人間のほ
うが多い
と思う

この社会
では、気
をつけて
いないと
誰かに利
用されて
しまう

人々はい
つも、自
分だけの
利益ばか
りを考え
ている

A1　教師信頼
学校や園の先生の言うこと
は、信頼できる

1.0 .319** .180** .200** .249** －.099** －.117**

A2　公教育システム信頼
もし小学生の子どもがいた
ら、公立小学校の先生には
安心して子どもを預けられ
る

1.0 .292** .325** .186** －.140** －.136**

B1　近隣住民信頼
困った時や助けを求めた
時、近所の人は助けるため
にすぐに行動してくれる

1.0 .285** .289** －.170** －.216**

B2　地域行政信頼
地域で問題が起こったとき
行政は誠実にその解決に取
り組んでくれる

1.0 .199** －.163** －.133**

C1　一般的信頼
基本的に世の中、善良で信
頼できる人間のほうが多い
と思う

1.0 －.183** －.237**

C2　一般的不信
この社会では、気をつけて
いないと誰かに利用されて
しまう

1.0 　.496**

C3　一般的不信
人々はいつも、自分だけの
利益ばかりを考えている

1.0

　　　Pearson の相関係数、　＊＊　p<0.001 両側検定

信頼のほうが一般的信頼との関連性が強いのである。しかし 2 変数間相関係数では、属
性や社会的地位の影響が除去できていないので、それらをコントロールしたうえで一般
的信頼と他の水準の信頼感の関連性を明らかにする必要がある。

11．一般的信頼と信頼指標の規定性
　ここで、一般的な他者への信頼（C1）と他の信頼指標との関連性を探ってみよう。
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表 13　一般的信頼の規定要因（重回帰分析）
数値は標準化偏回帰係数

変　数 モデル１ モデル２ モデル３ モデル４
年　齢 　.058** 　.044* 　.041 　.048*
性別ダミー －.074** －.018 　.019 　.021
中学卒ダミー －.067** －.062** －.047* －.042*
専門学校卒ダミー 　.034 　.030 　.021 　.019
大学・短大卒ダミー 　.075** 　.077** 　.065** 　.048*
大学院卒ダミー 　.064** 　.065** 　.061** 　.050*
世帯年収 400 万未満ダミー －.073** －.068** －.046* －.045*
世帯年収 1250 万以上ダミー －.009 －.012 　.016 　.015
近隣ネットワーク・スコア 　.155** 　.068** 　.064**
A1 教師への信頼 　.171** 　.160**
A2 学校制度への信頼 　.034 　.029
B1 近隣住民への信頼 　.175** 　.172**
B2 地域行政への信頼 　.086** 　.089**
権威主義的価値観 －.009
異質な他者への寛容性  　.140**

R2 　.031 　.052 　.142 　.161
Adjusted R2 　.027 　.048 　.137 　.155
F 検定　有意確率 p<.001 p<.001 p<.001 p<.001

ｎ 2152 2147 2072 2066

一般的信頼を従属変数とし、属性変数で統制した重回帰分析を行った。表 13 の数値
は、標準化された偏回帰係数ベータを示している。

11.1　社会階層と一般的信頼
　モデル 1 は社会経済的地位変数セット（SES）によって、一般的他者への信頼度を説
明するモデルである。決定係数 R2 は低く、このモデルで全体の分散の 3.1％しか説明で
きない。すなわち社会経済的地位変数は、一般的他者への信頼感を有効には説明できな
いのである。
　モデル２では、実際に近隣住民とネットワークがどの程度あるかの指標、近隣ネット
ワーク・スコア（NT1 と NT2 の合計値）を追加した。モデル全体の説明力は 5.2％に
上昇したものの、十分な説明力をもつモデルとはいいがたい。
　社会的地位変数と一般的信頼の間の関係をみると、中学卒ﾀﾞﾐｰで有意なマイナスの直
接効果、大学・短大卒ダミーと大学院卒ﾀﾞﾐｰで有意なプラス効果を示すことがわかる。
すでに 7 節でみてきたように、基本的に学歴と一般的信頼はリニアな関係にあり、学歴
が高いほど一般的信頼も高くなるので、その知見とも一致している。また事前の分析で
職業威信スコアの効果は見出せなかったので、ダミー変数を投入した。その結果、世帯
年収が 400 万円未満の層で有意に一般的信頼が低くなっていた。
　しかし基本的に地位変数セットの説明力は高いとはいえないことが明らかとなった。
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11.2　近隣住民ネットワークの効果
　近所の人とのつきあいは、一般的他者への信頼を高めるかについて、モデル２～モデ
ル４で検討している。モデル２全体の説明力は高いとはいえないが、近所つきあいがさ
かんで、近隣ネットワーク頻度が高い人ほど、一般的信頼も高くなることがわかる。
　一般的他者への信頼は、実際の身近な近隣の人々との社交を通じて、醸成されるもの
であることがわかる。

11.3　信頼感の連関
　信頼に関する意識は、互いに相関関係があることが、表 11 から明らかであったが、
年齢や性別、社会的地位変数を統制してもなお、その関連性が見出せるかどうかをモデ
ル３で分析している。
　モデルに追加した変数は、A1 教師への信頼、A2 学校制度への信頼、B1 近隣住民へ
の信頼、B2 地域行政への信頼の 4 変数である。これらの信頼感の投入により、重回帰
分析の決定係数は各段に上昇し、決定係数は 0.142 となった。ただし A2 学校制度への
信頼は、一般的信頼とは無関係であることがわかる。それ以外の A1,B1,B2 の信頼感
は、一般的信頼と強い関連性があるといえよう。子どもの学校の先生を信頼できるかど
うか、近隣住民とのネットワークを信頼しているかどうか、そして地域行政を信頼でき
るかどうかといった信頼感が、一般的他者への信頼を高める効果があるといえよう。

11.4　権威主義と寛容性の価値と一般的信頼
　モデル４は２つの価値観の効果の有無を検討している。結果から、権威主義的価値は
一般的信頼を規定してはいなかった。2 変数間相関係数レベルでも有意な関連性は生じ
ていない。この結果は、数土（2013）の分析結論とは異なっていた。データや母集団が
異なるために結論が異なるのか、あるいは測定や分析方法の問題であるかについては、
特定できない。今後、さらに構造方程式モデルを用いて検討する予定である。
　寛容性の価値の効果と一般的信頼の関連性は高く、相関係数では .180 で、重回帰分
析でも有意なプラスの効果をもっていた。つまり異質な他者を遠ざけたりしない人ほ
ど、一般的な他者を信頼しているのである。あるいはこの関係は逆で、他者を信頼して
いるからこそ、寛容な価値をもつことができるともいえるだろう。規定の方向性につい
ては、別の分析手法により改めて検討することを今後の課題としたい。
　以上の議論は、信頼感の構造の解明へと手がかりを与えるものであり、今後、さらに
検討を続ける。
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