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1. 緒言 
 経済協力開発機構（OECD）が公表した我が国の

相対的貧困率は 14.9%であった。この数値は OECD
加盟 30 カ国中、4 番目に高い。2009 年 10 月 20 日

に厚生労働省が公表した相対的貧困率では 15.7%
と示され、そのうち子どもの相対的貧困率は 14.2%
であることが発表された。このような現状をうけ、

日本の経済格差や不平等な社会、希望が持てるか

否かといった希望格差など、経済学、社会政策学、

教育社会学、家族社会学など多くの領域で不平等

や格差の存在が指摘されてきている。そのような

中、社会格差が健康に影響を及ぼしている可能性

が指摘されている。これまで特に、成人や高齢者

の健康格差の実態については海外の研究と比べる

と数は少ないものの、積み重ねられてきている。

しかしここで忘れてはならないのは、子どもの存

在、子どもの健康格差である。特に子どもは、家

庭や地域の影響を受けやすい。なぜなら、子ども

期（胎児期、乳幼児期、児童・生徒期）の健康は、

食事や住居環境など親の影響が大きいためである。

本研究では格差、貧困、平等についての概念を整

理した後、我が国の子どもの健康格差の現状につ

いて明らかにし、社会格差がどのようなプロセス

で子どもの健康を阻害しているのか検討すること

を目的とした。 
 

2. 研究方法 

本研究では、子どもの健康格差と社会経済的要

因の関連について検討している国内の文献・論文

を収集し、日本の研究状況を知るための資料とし

た。文献・論文の抽出方法については、子ども、

格差、貧困、平等、健康格差を検索語とした。子

どもの健康と社会格差の関連性を考える手順とし

て、初めに格差、貧困、平等の言葉の概念につい

て整理した。次に社会格差の指標と子どもの健康

指標について整理した。さらに健康格差の概念に

ついて示し、国内の子どもの健康格差に関する研

究論文を用いて、健康格差研究の概観をした。こ

のとき、個人レベルの社会経済的因子を用いた研

究と、集団レベルの社会的経済因子を用いた研究

とに分類して、それぞれの視点から社会経済的因

子が健康に与える影響を検討した。最後に社会経

済的因子が子どもの健康格差に影響を及ぼす問題

の改善策を考え、そこから今後の課題を検討しま

とめをおこなった。 
 

3．結果 

3－1 格差、貧困、平等の概念 
井上ら 1)の格差概念より、本研究では格差の概念

を本人の自己責任を超えたその他の社会的要因に

よって生じた階層の存在が不正義・不公正である

こと、そして社会的に許容される一定の範囲を超

えた差が階層間の移動が不可能または困難である

ことと定義した。 

 次に貧困の概念を検討した。貧困は絶対的貧困

と相対的貧困との 2 つに分けることができる。絶

対的貧困を考える際に、インドの経済学者 A・セ

ン（1933～）は、人が善い人生を生きるためには

栄養状態、健康保持、教育などを満たし人のもつ

潜在能力を生かすことの必要性を述べた。A・セン

の考えを基に、国連開発計画（UNDP）では人間貧

困指数の 40 歳未満死亡率、成人識字率、水資源へ

のアクセス率、医療サービスへのアクセス率、5 歳

未満の低体重児比率を指標の 1 つとしている。次

に相対的貧困はイギリスの社会学者 P・タウンゼン

ト（1927～2009）2)によると、個人、家族など諸集

団が、その所属する社会で慣習になっている、あ

るいは広く奨励または是認されている種類の食事

をとったり、社会的諸活動に参加したり、または

生活の必要諸条件や快適さを得るために必要な生

活資源を欠いている状態と定義されている。OECD
が用いる相対的貧困率の測定方法は、等価可処分

所得を低い順から並べ、並べた人数の中央値の所

得を所得中央値とし、さらに所得中央値の 50%未

満の所得の人数を全体人数で除した値を相対的貧

困率としている。 
橋本によると平等は機会の平等と結果の平等の

2 つの平等が存在するとされる 3)。機会の平等は、

実現されるべきものだが、結果の不平等の広がり

により機会の平等が失われていることが指摘され

ている。 
3－2 健康格差の概念 

 社会格差の指標として、社会経済的要因が多く

用いられる。社会経済的要因には学歴、職業、収

入、居住地域、住居形態などが含まれる。その他、

指標として人種、民族、性、宗教、家族形態、社

会的なサポートなども社会格差を表す指標として

あげられる。 
健康の指標は近藤によると、第 1 に健康行動・

危険行動、第 2 に心理的要因、第 3 に健康に関す

る障害、第 4 に医療・保健サービスへのアクセス

の 4 点にまとめている。次に社会経済的要因が健

康指標におよぼす経路について近藤は因子が介在

するモデルを用いて検討し、介在因子は 5 つに分

類できることがわかった 4)。第 1 に物質的環境、第

2 に健康行動・生活習慣、第 3 に医療・社会サービ

ス、第 4 に人間関係・社会環境、第 5 に心理的ス

トレスがあることがわかった。 
健康格差の概念について、福田と今井 5)によると

健康格差とは人々が生活する社会構造、政策的、

経済的、法的制度が不当で、不公平で、回避的で、

不必要なものであるときに、傷つきやすい人々に

負担を与える健康の違いであるとされている。さ

らに健康を決定づける要因を近藤はミクロの要因

を内側に、マクロの要因を外側におき、しだいに

広がる階層性モデルを示した 4)。 
3‐3 国内の健康格差研究の動向 

国内の健康格差研究で個人レベルの研究につい
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て文献研究を行ったところ、研究数が少ないこと

が明らかとなった。個人レベルを用いた研究では

Teramoto らが、3 歳児の問題行動と家庭背景および

社会経済的要因との関連性について検討している。

3 歳児の問題行動を積極性、反抗性などの外的問題

行動と、引きこもり、分離不安などの内的問題行

動に分類し、家族背景と社会経済的要因との関連

について検討し、父親の教育レベル、兄姉の人数、

家庭所得といった要因は子どもの外的な問題行動

と関連することを指摘している。 
次に集団レベルを単位とした研究では、黒澤と

水野は、国内の雇用者所得を調査した都道府県レ

ベルの統計データ（厚生労働省賃金構造基本統計

調査平成 18 年度）を用いて、雇用者年間給与額と

肥満傾向児・痩身傾向児出現率との相関関係を検

討した。その結果、地域別（北海道、東北、関東、

東海・北陸、近畿、中国、四国、九州、沖縄）雇

用者年間給与額と肥満傾向児出現率は北海道と東

北では高い割合を示したが、地域別雇用者年間給

与額との相関関係がみられなかったと報告してい

る。また痩身傾向児出現率については年間給与額

が高い地域ほど痩身傾向児出現率も高い値を示し、

正の相関関係が認められた（相関係数＝0.66、
p<0.05）。また、雇用者年間給与額を 1）450 万円

未満、2）450 万以上 500 万円未満、3）500 万円以

上 550 万円未満、4）550 万円以上 600 万円未満、5）
600 万円以上 650 万円未満、6）650 万円以上 700
万円未満、7）700 万円以上、の 7 区分とした場合、

肥満傾向児出現率は年間給与額が高いほど低い値

を示し負の相関関係であった（相関係数＝－0.87、
p<0.01）。痩身傾向児出現率は年間給与額が高いほ

ど出現率も高く、正の相関が報告された（相関係

数＝0.79、p<0.05）。 
 

4．考察  

4-１ 問題の改善策 

 我が国における社会格差と健康に関する研究に

ついてレビューしたところ、生態学的研究および

横断的研究が多く、縦断的研究はわずかであった。

社会格差が健康に及ぼす影響は、一時的な問題だ

けではなく、持続的に影響を及ぼし続けるもので

ある。よって社会格差が持続的に健康に影響を及

ぼしているのか、どの時点の格差が、どの時点の

健康に影響しているのかをとらえる必要がある。

このような視点はライフコースアプローチといわ

れている（図 1）。ライフコースアプローチの特徴

は 2 点ある。第 1 に、長期的な影響を視点に入れ

ている点である。胎児期・幼少期に受けた曝露が

成人期・老年期にどのように影響しているか調べ

ることである。第 2 に、胎児期・幼少期における

栄養状態、社会経済的要因などの曝露を相互の関

係性を含めて包括的にとらえることである。日本

のライフコースアプローチの良い点は、母子健康

手帳を利用し母子の健康状態の記録を基に縦断的

研究に活用できる点である。 
次に、子ども期は一般に多感な時期であり、人

間関係・友人関係において、仲間意識や葛藤によ

る不安感や焦燥感に駆られることが多い。また人

間関係に対する経験が少ないため、子どもに与え

る心理・不安状態は大きいだろう。このときに心

の支えとなる家族・地域社会の人々の間の信頼感

や、互酬性・互助意識、ネットワークへの積極的

参加などを含めてソーシャルキャピタル（social 
capital 以下 SC とする）という。SC が低いほど社

会的に孤立しやすく、孤立している人ほど健康度

が低いとされる 5)。今後、子どもの SC の充実が健

康を改善する手掛かりになると考えられる。また

SC は成人データを中心に検討されてきたために、

子どもに適用できるか検討が必要である。 
 

       
図 1 社会格差と健康のライフコースアプローチ 

 
4-2 今後の課題 
遺伝子・細胞、生活習慣、主観的健康観や趣味・

生きがいなど個人レベルの要因に加えて、居住地

域や所得分布など階層構造をふまえた集団レベル

の社会経済的要因が子どもの健康に及ぼす影響も

認識されつつある。しかし、個人レベルと集団レ

ベルの両者の影響について明らかにするには個人

レベルと集団レベルの要因を同時に分析する多重

レベル分析を行う必要がある。子どもの健康と社

会格差について多重レベル分析を用いた研究はま

だ不十分な状況である。多重レベル分析によるデ

ータ蓄積は社会経済的要因と健康格差の関連を推

論するために必要である。また、子どもの健康行

動や健康に影響を及ぼす因子に着目し個人に介入

する方法には限界がある。そこで集団レベルの学

校などに介入し健康の改善に影響を与える可能性

はある。子どもの健康向上の今後の課題は、SC の

充実を図り健康によい学校づくりの介入方法を探

っていくことなどがあげられる。所得格差の大き

さや SC の豊かさなどの健康への影響について明

らかにするには、まだデータ蓄積が必要な仮説的

段階である。今後は生態学的研究や横断的研究、

縦断的研究、の充実をはかり、ライフコースを意

識した研究など様々な視点から研究を深め、デー

タの蓄積が求められる。またこのような研究を通

して社会格差による健康格差の問題について一時

的な流行りでなく、継続的に問題意識を持ち続け

ることが必要である。 
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1) 安藤と相田 6)は、平成 18 年度学校保健統計調

査のデータから児童・生徒における健康状態

について市区町村人口による都市階級別の地

域差を調べている。う蝕有病者率は、都市部

ほど低い傾向が明瞭で、幼児、小学生、中学

生、高校生においても一貫していた。う蝕有

病者率の構成要素の処置完了者の割合と未処

置歯保有者の割合について都市階級により差

をみたところ、処置完了者では各都市ともに

差が明瞭ではなかったが、未処置歯保有者で

は小都市、町村において保有者率が明らかに

高いことが報告されている。歯列・咬合など

の口腔衛生状態は小学生で大都市部の割合が

高い傾向があったが、中学・高校生では明ら

かな傾向は見られなかった。歯垢の状態と歯

肉の状態は、全体的に小学生、中学生では差

が認められなかったものの、高校生では町村

部において顕著な差が認められ、都市部ほど

低値を示した。 

       
図 1 社会格差と健康のライフコースアプローチ 
 


