東京の意味
―地方出身者の「上京」に関する意識調査―

2008 年度
社会調査および実習④
［担当教員

多田光宏］

東洋大学社会学部
社会調査室

2

はじめに
地方の時代と言われて久しい。とくに近年、東京一極集中によるさまざまな問題や弊害
を解消すべく、これまで以上に地方自治や地方分権が叫ばれている。各地の自治体で個性
的な首長が誕生し、県民性やご当地グルメについての書籍やテレビ番組が多く作られ、ち
ょっとした地方ブームの様相さえ呈している。同時に、交通手段やインターネット環境も
この 10 年ほどで飛躍的に発展し、東京と地方のあいだの隔たりは確実に縮まっている。
その一方で、東京という都市の存在感と求心力は、日本社会のなかであいかわらず飛び
抜けている。東京と地方のあいだにさまざまな「差」がいまだ歴然とあるのは事実であろ
う。象徴的なことに、最近ではむしろバブル期にも匹敵するような、戦後 3 番目の東京圏
への人口流出の波が押し寄せているという（『朝日新聞』2008 年 3 月 18 日朝刊 参照）。日
本全体の人口減少化にもかかわらず、2007 年の東京圏への転入超過は 15 万人以上にもの
ぼり、東京都の人口は 28 年ぶりに全国人口の 10％を占めるようになった。地方の独自性
といった言説も、じつは「差」の拡大の裏返しでしかないのかもしれない。じっさい本年
度からスタートした「ふるさと納税」制度導入は、それが議論の発端であった。
では、現代の日本で東京という場所はいかなる意味をもって人々に現れているのか。
本報告書は、東洋大学社会学部社会学科イブニングコース・2008 年度「社会調査および
実習４」（多田光宏担当）に集ったメンバーが、故郷を離れ東京で暮らす 20～30 代の方々
を対象に、上京までの経緯や上京後の生活、地元との現在の関係や今後の展望などについ
てインタビューをおこない、その分析結果をまとめたものである。本研究は、上で述べた
ような東京の現状を念頭に置きつつ、上京に関する意識と実態を、当事者たちのまなざし
を通じてより生き生きと把握するために企画された。従来、東京への地域移動に関する研
究はマクロな観点からのものが主であったが、現実の個々の地方出身者たちが上京という
行為に込めた想いは、数値だけでは表すことのできないそれぞれの多様な人生模様を映し
出しているだろう。東京に吸い寄せられた人々の語りに耳を傾けることで、この都市に与
えられた社会的意味が浮かび上がってくるはずである。そのためにゼミ生たちは、関連文
献を読んで報告するところからはじまり、調査項目のアイデアを検討し、IC レコーダーの
使い方に習熟してプリテストをおこない、並行してインタビューを受けてくれる方を探し
まわり、準備を整えてじっさいにインフォーマントさんのもとを訪れて話を聞き、録音テ
ープを原稿に起こし、収集された大量のデータを読み込んで分析をおこなった。
こうして、「上京の背景」「仕事」「結婚・家庭・生活」「東京のイメージ」「地元とのつ
ながり」という大きく 5 つのパートからなる本報告書が完成した。これらのパートは、地
方出身者たちの東京の経験を構成するとくに重要な側面にもとづいて分けられている。た
だし、各部に収められた個々の論考のテーマは、執筆者それぞれの関心にそって選ばれた
ものである。そのため内容が部分的に重なるものもあるし、同一のデータに対して異なっ
た解釈を示している場合もあろう。東京に対する思い入れ、あるいは距離感から、根拠の
わりに大胆な主張を展開することもあるかもしれない。だがいずれにせよ、どの論文も書
き手自身が心に抱く東京の像をたぶんに反映していることだろう。ゼミ生たちもまた、そ

3

れぞれの理由でみずから東京を学生生活の地に選んだ当事者のひとりである。地方出身で
あれ都内や近県の出身であれその点に変わりはない。そして偶然から本研究に集い、決し
て少なくない時間とエネルギーを注ぎ込み、力をあわせてこの報告書を作り上げた。ここ
には、まさに東京という街で交差した彼／彼女たちの人生の一部が詰まっている。
思えば 2008 年は、東京タワー開業 50 周年にあたる年であった。戦後の高度成長のさな
かに誕生し、日本社会の変容を東京の空から半世紀ものあいだ眺めつづけてきたこの建物
の節目のときに、世の中はかつてないほど急激な未曾有の経済危機に見舞われ、大転換期
を迎えつつあることを考えると、本研究に取り組んだこの 1 年を振り返っていろいろと感
ずるところがある。東京の社会的意味のさらなる変化を、今後も継続的に追っていかねば
ならないだろう。ともあれ、まずは本調査を進めるにあたり、ご多忙のなか時間を割いて
貴重なお話を聞かせてくださった 38 名の地方出身者の方々に、この場を借りて深くお礼を
申し上げたい。社会調査はそれ自体がひとつの社会的行為であり、さまざまな方々のご厚
意がなければとうてい成り立たないものであることを、今回あらためて実感した。皆さま
の今後の東京生活がますます充実したものとなることを心より祈念申し上げます。また東
洋大学社会調査室のスタッフ各位には、この 1 年を通じて並々ならぬサポートをたまわっ
た。あわせて感謝を申し述べたい。
最後に、かぎられた時間のなかで膨大な作業をこなしきったゼミ生諸君の労をねぎらい
たい。熱意と責任感のある学生たちに恵まれたと本当に思う。とくに、それぞれの持ち場
でそのつど牽引役や裏方役を引き受けてくれた面々のがんばりは記しておくに値する。ゼ
ミ生全員のたゆまぬ協力あればこそだが、個性豊かな 40 名近いメンバーが最後までまとま
りを失うことなく報告書の完成にこぎつけたのは、その努力によるところが大きい。
2009 年 1 月 17 日
（担当教員）
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凡

例

・ インフォーマントの語りからの引用は一字分下げて、始まりを―で示した。
・ 引用文中、調査者の発話部分は［
足する説明は（

］でくくって示した。また、発言内容を補

）で示した。

・ 各インフォーマントにはインフォーマント番号 A1～A5、B1～B6、C1～C6、D1～D5、
E1～E5、F1～F5、G1～G6 をランダムに割り振った。
・ インフォーマントの属性は、（インフォーマント番号・性別・年齢・出身地・職業）
で引用文の最後に表記した。また必要に応じて執筆者ごとに情報を追加した。
・ インフォーマント個人を特定できそうな情報、またインフォーマントの方から伏せ
てほしいと言われた情報は、伏字として○○や□□や△△などを使用した。
・ 引用途中で中略を入れる場合は（中略）とした。
・ テープ起こしの原稿は、本人に発言内容を確認してもらい、引用についての承諾を
得て掲載した。

7

8

調査概要
１．調査の目的
本調査は、現在東京近郊に在住している地方出身者の意識や生活実態を把握することを
目的としたものである。本調査でいう「地方出身者」とは、首都圏整備法における首都圏
（関東 1 都 6 県＋山梨県）を除いた道府県の出身者とする（一部例外を含む）。また職業は
学生を除いた職種を対象としている。年代は、就職や結婚など人生のさまざまな選択が集
中している 20～30 代を選んだ。そして、今日「ロスト・ジェネレーション」とも呼ばれる
世代を含んだこれらの人々に対し、地元を離れ上京してきた動機や経緯、東京での生活や
経験、故郷との関係などのテーマを中心にインタビューをおこない、そこから得られたデ
ータを分析し、地方出身者を取り巻くさまざまな状況を把握するとともに、現代の日本に
おいて東京という場所がもつ社会的意味を浮き彫りにすることを目指した。

２．調査時期
2008 年 9 月 22 日～11 月 12 日

３．調査対象
地方から上京し（埼玉や神奈川など東京近県への転入も含む）、現在東京都内ないし近県
に在住している者。ただし、調査の都合上、インフォーマントに栃木県出身も含まれてい
る。年齢層は 20～30 代とし、職業は学生以外（勤め人、アルバイト、主婦など）とした。
なおサンプリング方法にはスノーボール方式を採用した。具体的には、各調査員が友
人・知人（親族を除く）をたどり調査対象の条件に合う人を探すか、あるいはインフォー
マントからの紹介という方法で行った。

表 1 年齢・性別
男性
女性
合計

（人）
N

20～23 歳

25
13
38

7
6
13

24～27 歳 28～31 歳 32～35 歳 36 歳以上
5
6
11

9

3
0
3

9
1
10

1
0
1

出身地
の数は、出身地の人数である。
表 2 出身地
（人）

北海道・東北地方
関東地方（栃木）
中部地方
近畿地方
中国・四国地方
九州・沖縄地方
非公開
合計

10
2
10
5
5
5
1
38

※出身地は本人の自己申告による（一部転居経験者については上京前の在住地を出身地と
した。○○生まれ××育ちの場合、××の方が出身地）。
※上掲地図は http://www.abysse.co.jp/japan/index.html（2008.12.21 現在）から利用した。

表 4 現居住地
表 3 在京歴
2～5 年
6～9 年
10～13 年
14 年以上
合計

表 5 職業

東京 23 区内
東京 23 区外
埼玉県
神奈川県
千葉県
非公開
合計

（人）
19
8
2
9
38

（人）
10

（人）
21
6
7
2
1
1
38

会社員
飲食業
芸能・音楽関係
アルバイト
販売員
専業主婦
その他
合計

10
8
5
4
3
1
7
38

表 6 婚姻状況
男性
女性
合計

（人）

N

未 婚

既婚・子なし

既婚・子あり

25
13
38

21
12
33

1
0
1

3
1
4

４．調査方法
半構造化インタビュー方式を採用した。
ほとんどのヒアリングはインフォーマントと調査者が一対二で実施した。2 例は、イン
フォーマント 2 人、調査者 2～3 人のグループインタビューを実施した。ヒアリングは対象
者の了解を得て IC レコーダーで録音した。調査場所は喫茶店やレストランなど、インフォ
ーマントの希望の場所を利用し、時間は 1～3 時間程度を要した。

５．調査内容
半構造化インタビューであらかじめ７項目を準備し、それらについて自由に話してもら
った。
「仕事について」
「U ターン・J ターン」
「東京のイメージ」
「東京に来た理由」
「家族・
結婚・生活」「将来について」「ネットワーク」の 7 項目である。

付記
固有名詞は伏せた。その上で、インタビュー内容については、インフォーマントに確認
してもらい、引用についての承諾を得た。
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第Ⅰ部
上京の背景
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はじめに
本報告書のタイトルは『東京の意味―地方出身者の「上京」に関する意識調査』であ
る。
「上京」というものを経験した人にしか感じることのできない貴重な体験をデータに変
え分析を進めることになる。
この第Ⅰ部では、本調査で得られた情報やデータのなかで、とくに「上京の背景」にテ
ーマを絞って分析を行う。地方出身者たちの上京の目的と意識を関連づけ、故郷を離れ東
京に来るに至った経緯を明らかにするとともに、上京後の心境の変化にも迫る。
桜井論文では、なぜ上京者たちは上京という行動を選択したのかを、東京の魅力はなん
なのかという視点から探っていく。
寺本論文では、上京者たちがなぜ「東京」を選んだのかについて考察する。行き先の選
択肢は「東京」だけではなかったはずである。
宮原論文では、上京理由の違いに着目する。その中で、とくに性別や目的別で差が見ら
れるのかを示す。
添田論文では、上京目的別にみた、上京時の期待感・不安感に着目する。期待と不安で
はどちらが大きかったのか、上京目的別で差は見られるのか分析する。
小野論文では、上京への思いと自身の成長に着目する。「東京」という大都市で生活し
ていく中で地方出身はどのように変化し、それを成長と感じているかを明らかにする。
菅原論文では、上京後の変化に着目する。さまざまな人が密集する「東京」の生活にお
いて、地方出身者たちが他者からの影響をどのように吸収しているのかを分析する。
小島論文では、家庭状況による上京理由の違いについて着目する。その中で主に家庭環
境と家族の支援から見た抽出という視点から分析する。
小此木論文では、上京理由について上京者からのお話をもとに多方面から分析する。
助則論文では、上京目的から探る東京の魅力を分析する。
「東京」というエリアにはさまざまな人間が集中する。上京してきた人々は「東京」に
どのような感情を抱き、どのようなことを期待してやって来たのだろうか。上京という人
生の大きな選択を迫られる場面で、実際にそれを決断するに至った理由は何なのか。上京
者にとって「東京」での生活はどのような変化を本人にもたらすのか。これらのポイント
をさまざまな角度から照らし出したい。
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上京という行動を選択する理由
―地方出身者を引きつける東京の魅力を分析する―

桜井

重宣

はじめに
日本には 47 にも分かれた都道府県というそれぞれに魅力を持った地域が存在する。しか
し、
「東京」という場所には他の地域以上にたくさんのヒト・モノ・カネなどが集中してお
り、地方に住む人々が東京に移り住む行為である「上京」という言葉まで存在する。なぜ
地方に住む人たちは 47 のうちの 1 つでしかない「東京」という場所に、今まで自分が暮ら
し、生活し、慣れ親しんだ「地元」という大きな存在を離れるというリスクをおってまで、
「上京」という行動を起こすのだろうか。本報告書は実際に協力してくださった 30 名を超
える上京者の方々のお話をもとに、その疑問に迫る。

１．なぜ東京に上京しようと考えるのか
北海道には札幌、東北には仙台、東海には名古屋、関西には大阪、九州には福岡などの
大都市と呼ばれる地域がありながら、なぜ「東京」に上京しようと思うのか。本節ではそ
の点について探っていく。
2006 年 3 月。私も関東ではあるが茨城県という場所から東京に上京してきた。私は将来
してみたい仕事があり、その仕事が東京に集中しているというのが上京理由であった。他
の上京者の方々は、どういう思いや考えを持ってこの「東京」という地に上京してきたの
だろうか。本報告書は実際の声を引用して羅列し、そのあとそれについて分析するという
方法で進めていく。
１）進学のケース
インフォーマントさんからのリサーチで一番多かったのが進学のため東京に来たという
意見だ。行きたい学科が東京にしかない、地元の大学に魅力を感じないなど、理由は人そ
れぞれだ。では実際の声やデータから探ってみる。
―［では 2 つ目、なぜ東京に来ようと思ったのでしょうか。また、いつから東京に来
ようと考え始めましたか？］
私はもう少し前、中学生くらいの頃から漠然と考えていました。芝居系の学校が東京
にしかなかったので、高校卒業と同時に東京へ来ました。（A4・女性・32 歳・栃木県・
芸能事務所所属）
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―［なぜ東京に来ようと思いましたか、また、いつから東京に来ようと考え始めまし
たか？］
東京に来ようと思ったのは高校生のときに大学行こうと思ったときに。地元の大学だ
と偏差値的にあんまりいきたいところや、学部的に行きたいところがなかったのがあっ
て、東京に行きたいと思ってて、いつごろ行こうと思ったのは、大学受験がきっかけだ
なぁ。
（C1・男性・23 歳・栃木県・IT 関係）
―［東京に上京してきた時期はいつ頃ですか？］
えーと、高校卒業して、すぐ大学進学のために上京してきました。
（中略）
［大学は東京以外にもあるじゃないですか］
はい。
［で、東京以外の場所を考えたことってありますか？］
東京以外の場所を考えたことは、ありますね。宮城の仙台とかその辺りにある大学と
かを考えたことがありますね、はい。
［でも、なぜ東京に？］
やっぱりその○○大学は 2 部制で夜間があるってことと、まぁ学校の特色ですね、特
色と家の状況が合致するのがたまたま○○大学だったっていうことで、東京に来ました。
（E2・男性・24 歳・岩手県・福祉関係勤務）
―［なぜ東京に来たのか教えていただけますか？］
東京に来たのは、やはり大学に入学するということで上京してきたことが一番の理由
ですね。
［なるほど。その大学（○○大学）にはいつ頃から？］
そうですね、正直なところを言うと。最初は国立に行こうと思っていたので、地元の
近くのところを受けていたのですが、やはり国立だけでは難しいところがあるので、私
立というと関東に出てきた方がいいと思って。
［なるほど。でも関東にはいろいろと大学があるなかで、なぜ○○大学を選ばれたので
すか？］
○○大学を選んだ理由は、やっぱり落ち着いた雰囲気があるところと。そうですねー
自分がそんなにキャピキャピしているタイプではないので、ゆったりとしたところに惹
かれました。（F1・女性・23 歳・福島県・証券会社勤務）
―［最初は東京にはどういったきっかけで上京してきましたか？］
高校を卒業して、短大が東京にあったのでそれがきっかけで上京してきました。
［どちらの短大に？］
東京女子体育短期大学。体育大学の短大です。
［大学の方は選ぶときに地元とかは考えませんでしたか？ なぜ東京を選びました？］
最初は、とりあえず田舎を出たかったので。なおかつスポーツ、体育に関わりたいな
と思って、
そうなると条件が……地元には体育大学がないので、だいたい大阪とか関東。
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で、大阪だと遠いから東京にしました。
（F2・女性・25 歳・新潟県・子供服販売店）
―［上京されるきっかけとなるのは大学進学？］
そうですね。大学進学でこちらに来ました。
［なるほど。上京されるということを本当に考えたきっかけというのは何だったんです
か？］
まぁやはり高校を卒業して大学に進みたいなと思ったときに、東京の私立の大学に行
きたいなと思ったからです。（G1・男性・31 歳・長野県・大学職員）
インフォーマントの方々の声から、東京でしか学べないという意見や自分の生活にあっ
た学校が東京にしかないという意見が多いということがわかった。では、単純に東京と東
京以外の学校数の差はどれぐらいなのだろうか。文部科学省のデータを下に挙げてみた。
表 1 全国別の大学数
学校数
区

分

計

国

立

平成 18 年度

744

87

89

568

平成 19 年度

756

87

89

580

北海道

36

7

5

24

青

森

9

1

2

6

岩

手

5

1

1

3

宮

城

14

2

1

11

秋

田

5

1

2

2

山

形

4

1

1

2

福

島

8

1

2

5

茨

城

9

3

1

5

栃

木

9

1

－

8

群

馬

14

1

4

9

埼

玉

28

1

1

26

千

葉

26

1

－

25

東

京

132

12

5

115

神奈川

27

2

2

23

新

潟

17

3

1

13

富

山

5

1

1

3

石

川

11

2

3

6

福

井

4

1

1

2

18

公

立

私

立

山

梨

9

1

3

5

長

野

7

1

1

5

岐

阜

12

1

3

8

静

岡

14

2

1

11

愛

知

49

4

4

41

三

重

8

1

1

6

滋

賀

7

2

1

4

京

都

31

3

3

25

大

阪

56

3

5

48

兵

庫

42

2

6

34

奈

良

10

3

2

5

和歌山

3

1

1

1

鳥

取

2

1

－

1

島

根

2

1

1

－

岡

山

16

1

1

14

広

島

21

1

6

14

山

口

10

1

2

7

徳

島

4

2

－

2

香

川

4

1

1

2

愛

媛

5

1

1

3

高

知

3

1

1

1

福

岡

32

3

4

25

佐

賀

2

1

－

1

長

崎

9

1

2

6

熊

本

10

1

1

8

大

分

5

1

1

3

宮

崎

7

1

2

4

鹿児島

6

2

－

4

沖

7

1

2

4

縄

総数だけ見ても一番多い東京で 132、一番少ない佐賀・島根・鳥取で 2 となんと 130 の
開きがあることがわかった。2 番目に多い大阪でも 56 校であり、76 校もの差がある。次は
専門的な知識を学ぶことのできる専修学校の学校数データを見てみる。
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表 2 全国別の専修学校数
私立

区分

計

国

公

立

立

学校
計

法人
立

平成 18 年
度
平成 19 年
度
北海道

準学校
法人立

財団

社団

法人

法人

立

立

その
他の
法人

個人立

立

3,441

11

199

3,231

795

1,327

149

269

300

391

3,435

11

206

3,218

828

1,320

141

265

290

374

184

1

19

164

37

81

8

13

14

11

青

森

37

―

1

36

11

11

3

―

1

10

岩

手

37

―

5

32

12

4

9

2

2

3

宮

城

69

1

3

65

18

29

4

2

7

5

秋

田

28

―

2

26

10

5

―

3

1

7

山

形

24

―

3

21

6

6

1

2

4

2

福

島

56

―

5

51

11

8

7

6

3

16

茨

城

65

―

2

63

15

18

9

4

7

10

栃

木

65

1

2

62

1

28

5

1

8

19

群

馬

70

―

3

67

6

42

1

6

4

8

埼

玉

112

1

5

106

30

39

―

19

8

10

千

葉

111

―

8

103

30

31

7

6

13

16

東

京

456

3

9

444

103

254

14

19

24

30

神奈川

121

―

5

116

44

44

8

9

9

2

新

潟

79

―

2

77

8

55

1

―

5

8

富

山

34

―

5

29

4

11

―

3

4

7

石

川

38

―

3

35

6

17

1

5

2

4

福

井

24

―

3

21

6

10

―

3

1

1

山

梨

24

―

3

21

9

3

1

2

1

5

長

野

62

―

8

54

7

18

4

3

6

16

岐

阜

41

―

9

32

6

22

―

1

2

1

静

岡

100

―

11

89

20

43

―

3

6

17

愛

知

187

―

16

171

68

51

4

7

28

13

三

重

49

―

4

45

18

15

―

4

6

2

滋

賀

27

―

6

21

8

―

―

3

6

4

京

都

66

―

4

62

6

29

3

5

9

10

大

阪

248

1

3

244

80

102

6

18

31

7

20

兵

庫

102

1

10

91

47

11

5

13

12

3

奈

良

42

―

4

38

9

19

3

3

2

2

和歌山

22

―

5

17

5

4

―

3

1

4

鳥

取

24

―

4

20

7

1

2

4

3

3

島

根

19

―

2

17

7

7

―

2

1

―

岡

山

56

1

1

54

22

10

9

3

6

4

広

島

87

―

2

85

17

36

3

9

7

13

山

口

41

―

4

37

4

20

―

6

1

6

徳

島

22

―

2

20

2

4

3

2

3

6

香

川

27

―

1

26

2

17

―

3

2

2

愛

媛

51

―

4

47

10

16

4

3

2

12

高

知

28

―

2

26

8

8

2

2

5

1

福

岡

188

1

3

184

31

100

5

20

13

15

佐

賀

31

―

2

29

6

9

―

8

2

4

長

崎

45

―

2

43

11

10

2

7

1

12

熊

本

57

―

5

52

10

17

1

8

8

8

大

分

42

―

1

41

18

16

―

5

1

1

宮

崎

37

―

―

37

11

16

1

6

2

1

鹿児島

50

―

2

48

19

7

1

6

5

10

沖

50

―

1

49

2

16

4

3

1

23

縄

こちらはもっと顕著に差が現れており一番多い 456 校を誇る東京と一番少ない 19 校とい
う島根では 437 校もの開きがあるのだ。
大学、専修学校とデータを見てきたが、自分のライフスタイルにあった学校や、地元で
は勉強できない学校が東京にはあるというインフォーマントの方の意見が示すとおり、学
べる学校の数が東京と地方では大きく開きがあることがわかる。
私が今回驚いたのは、学校数にここまで東京と地方の開きがあることはもちろん、大阪
や名古屋などの大都市と呼ばれる地域と東京の差が大きくあることである。進学のため東
京に上京してきた人たちが多いことが示すように、東京に学校が多いことは知っていたが、
大阪などにも同じような環境があると思っていた。もちろん全体的に見ると一般的に大都
市と呼ばれる場所が存在する県では学校数が多いことは多いが、やはり東京と比べると見
劣りする。それだけ東京という場所には数多くの幅広い特性やジャンルを持つ学校が集中
しているのだ。
２）夢のケース
2 番目に多かったのは夢を叶えるために東京に来たというケースだ。夢というのは人そ
れぞれ違うが、何々の仕事に就く、その仕事で成功したいという目標を夢としている意見
が多いようだ。
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―［なぜ東京に来ようと思ったのでしょうか？また、いつから東京に来ようと考え始
めましたか？］
高校のときに役者を目指したいと思い、20 歳のときに上京しました。
（A5・男性・34
歳・愛知県・芸能事務所所属）
―［現在のお仕事は何をされてるんですか？］
（中略）歌がやりたくて東京に来ました。
［仙台だと足りないものがあったんですか？］
仙台で活動してる人もいっぱいいるけど、私、行動力がなくてすごい控えめな性格だ
から、自分から何かやろうっていうのができなくて、意欲が出ないというか、とりあえ
ず仙台にいて活動してても何も見つけられないというか、東京へ出て動き出すべきと思
って。
（C4・女性・25 歳・宮城県・音楽事務所所属）
―［なぜ、東京に上京になったんでしょうか？］
もともと演劇としていたんですけど、やっぱり演劇の発信地が東京なので、いろいろ
と勉強したくて来ました。
［東京に来れば、もっと演劇の勉強ができるという意味合いですか？］
そうです。
［それは、大阪とか、名古屋とかでは無理ですか？］
演劇というものがすごく確かなものではないので、抽象的というか、あれなので、は
っきりとは断言できないんですけど、そのとき、自分が欲しい、学びたいと思ったのは
東京にあると、確信というか確信的なものがあったんで、東京しかないと思っていまし
た。
［演劇について詳しくないんですけど、
“学ぶ”というのはどういうことですか？］
うんとー、たとえば、いい芝居というか、面白いもの、面白いことをやっているのを
見るだけでも勉強になるし、知ることができるし、面白いのが東京だったり、いろんな
ことをやっている、数も違いますし、アイディアとか価値観に触れるだけで勉強になる
し、
“学ぶ”というのは……経験を踏むという意味で、やっぱり、チャンスが向こう（地
元）より多いというか、やっている人口が多い分出会う確率が高いというか。
［舞台に立つチャンスがあるというのが東京ということですか？］
そうです。
（D1・女性・27 歳・兵庫県・飲食店勤務）
―［その上京する前に地元にいたわけじゃないですか、西条市。それで上京しようっ
て決めたのはいつ頃なんですかね？］
とりあえず最初大学進学を考えてて、その時点でもうすでに愛媛からは出ようってい
う気持ちはあって、どこに行くかって考えていちおう関東圏に来ようとはっきり決めた
のは高 3 の夏。そのときもう大学はやめて芝居と思ったから、大学進学をしないで芝居
しようと思ったから、絶対東京行かなきゃって。
（E3・女性・22 歳・愛媛県・フリータ
ー）
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―［東京に出てきた理由はなんですか？］
芝居をやりたかったからです。
［それでは、いつから東京に来ようかなと思い始めましたか？］
高校生のときには思っていました。
［やっぱりそれは将来の夢が大きく関わっているんですか？］
そうですね～ 地元はスキなんですけど、地元だとできないので。何にもないという
か、田舎なものですから。
（G5・女性・22 歳・山口県・フリーター）
この結果について分析すると、東京は娯楽的な施設もたくさんあり、役者を目指す者に
とってはそれをアピールするための劇場も多い。さらに全国で放映しているテレビ局は、
NHK、日本テレビ、TBS、フジテレビ、テレビ朝日、テレビ東京と、すべて東京に集中し
ており、それに従って芸能事務所も多い。芸能関係の仕事は人の目に多く触れ、人気を獲
得することにより職の安定を得る仕事である。東京には全国区になっているテレビ局や、
アピールする場が多く存在しているので、芸能関係の職で夢を見ている人たちにとって夢
を叶える近道になるのであろう。
他のケース
今まで上京者が東京を選んだ理由として「進学」
「夢」という 2 つのケースについて分析
してきた。インフォーマントになってくださった人数の関係もあるが、今回の調査では他
の結果は少数で横並びであった。そういう理由でこれから下の上京理由は一つ一つのケー
スで分析するのではなく、まとめの分析の中に加えるという方法をとる。
３）東京という場所への憧れのケース
―［それではなぜ東京に来たのかお伺いしたいのですけれども］
まぁまず、東京に出てくるのが自分の中の夢で、っていうのも何でも揃ってるなって
いうイメージと、不便がないなっていうイメージがあったんで。まぁ長野でずっとやっ
てるよりは出たいなっていう願いがあって、
（中略）それで東京に来ました。
［東京以外の場所は考えたことはないですか？］
東京がやっぱ日本の中心だっていうのに頭があるんで、基本的には東京から出ようと
も、東京以外のところに住もうとも思わないですね。（B6・男性・24 歳・長野県・広告
代理店勤務）
―［なぜ東京に来ようと思ったんですか？］
なぜ……。
［（美容師になることは）沖縄でもできるじゃないですか？］
そうですね……東京のほうが腕を磨けるかなと思って。
［ということは美容師に対する情熱は？］
も、ありましたし……やっぱり東京への憧れがありましたね。（G2・男性・20 歳・沖
縄県・美容室勤務）
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４）仕事のケース
―［大阪で就活して、板橋に来たってことですね］
: そうそうそうそう。もともとうちの会社は愛知に本社があって、で、俺も就職したと
きは大阪に配属かなとか思ったんだけど、まぁそういう事業部に行って欲しいっていう
のがあったから。大阪と名古屋はそこまで需要がないから、東京が一番需要がある。他
のいろんな会社っていうのは東京に集まって来てるから、で、新人で決まって東京に来
たって感じかな。（C5・男性・22 歳・滋賀県・印刷業）
―［なぜ東京に来ようと思ったんですか？］
えっと、それは僕が行こうと思ったっていうファクターよりも、どっちかっていうと
会社の転勤で東京に出てきたっていう……。
［もともと就職は……えっと］
愛知県。
［愛知県のほう。ああ……］
で、1 年間だけ働いて、そしたら…えっと……東京に転勤になって、まぁそれに従っ
て来たというか。
［ご自分の意思じゃないんですね？］
そうですね、まぁ意思が反映されて転勤したっていう側面もあるんですけど、基本的
には、まぁ会社の意向というか。（G4・男性・25 歳・愛知県・印刷業）
５）なんとなく東京へ来たケース
―［上京するにあたって東京を選ばれた理由ってなにかあるんですか？］
理由はとくにないんですけど、とりあえず大学とかに行かずにやりたかったんで。
家を出たくて、でもそのときお金があんまりなかったんで、貯金とかしてなくて、お
金が貯まってなかったんで、友達、大学とかで、近くにいる友達に声をかけて一緒に居
候させてくれないかって、でそれで何人か聞いたんですけどあんまり、やっぱりいきな
り了解してくれる人いなくて、で中学からの友達が板橋のどっかの大学に行くので出て
きてて、いいよっていってくれてそれで東京に。
（A3・男性・21 歳・新潟県・飲食店勤
務）
―［上京してきたのはいつ頃ですか？］
上京してきたのは 18 で、高校のときに進路を決めなくちゃいけなくて考えたときに、
国立の大学に行く頭もないし、私立の大学に行くお金もないし進学もしたいと思ってい
なかったのでそれでまあとりあえず東京行こうかな、上京しようかなと思った軽いきっ
かけで。（E1・男性・31 歳・新潟県・飲食店勤務）
上京者が東京を選んだ理由は、進学、夢など多数の意見以外にもいろいろあった。それ
だけ「東京」という場所には、多くの目的や趣向を持った人たちが集まっているというこ
とである。その上京者たちのニーズに応えるように、東京にはいろいろなモノが集中して
存在している。皆それぞれ理由に違いはあるものの、すべての上京理由の行き着く先は、
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東京には地元にはないいろいろなモノがある、そしてそのいろいろなモノが集中している
という点に魅力を感じるからではないだろうか。進学のため上京してきた人たちも、幅広
い勉強のための環境が東京にはある。夢を追いかけて東京に出てきた人たちも夢を叶える
チャンスが東京にはある。仕事の転勤で東京に来た人たちも、地方に本社を持つ企業も経
済の中心になっている東京には支社を置く企業も多いので、自分が勤めた会社の支社が東
京にはある。東京に憧れを持って上京してきたという意見も、憧れを生むほどの地元には
ない魅力が東京にはある。なんとなく東京に来たという意見は推測の部分が強くなってし
まうが、なんとなく来ようとさせてしまう魅力が東京にはある。すべて「～東京にはある」
という言葉をつけるだけでつじつまがあってしまう。いろいろなモノが集中する東京とい
う場所は、それだけたくさんの人々を虜にさせてしまう魅力が凝縮している街なのである
といえるだろう。

２．上京者が感じる東京の魅力とは
今まで地方出身者の上京理由を中心に、なぜ上京という行動を起こすまでに至るのかと
いうことについて分析を進めてきたが、ここからは上京者が東京に来てから実際に感じた
東京の魅力について分析していく。この上京後の東京の魅力を分析することで、前節で分
析した「地元にはないいろいろなモノがあり、それが集中して東京には存在しているとい
うことが魅力になっている」という説をより深いものにすることが狙いである。それでは
上京者の方々の実際の声を見ていこう。
―［じゃ、逆に田舎で便利なこと、東京で便利なことって？］
東京はやっぱり便利だなって思うのは、電車がこれだけあることです。あとは、夜遅
くまでやっているお店がいっぱいあるのが便利だなーと。（A3・男性・21 歳・新潟県・
飲食店勤務）
―［では、東京の魅力を教えてください］
A5：芸能の仕事が集中しているという点ですね。
［A4 さんはいかがですか？］
A4：いろんな物が手に入るところですかね。
（A5・男性・34 歳・愛知県・芸能事務所所属／A4・女性・32 歳・栃木県・芸能事務所
所属）
―［では、次の質問に移ります。東京の魅力を教えてください］
魅力……。まぁ遊び場所に困らないとか（笑）。あとは、やっぱり田舎と比べると交通
の便はものすごくいいってのはあると思いますけどね。
［やっぱり、その利便性というものは東京のほうが？］
（中略）ただ（聞き取り不能）生活していく上で、時間帯とか場所とか関係なく、
（その）
行けるところは、
たとえば買い物とか。遊びにしても行けるところが多いっていうのは、
魅力がある（かなという）
。
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［東京が良い点と感じたのはどのようなときですか？］
よいところ……。だから変なはなし、お金さえあれば、なんでも欲しいもの買えたり
とか、買い物とか自分が欲しいものとかっていうのは、すぐに手に入れやすい環境。
（や
っぱり）あとは交通がしっかり通ってるんで、どこ行くのも短い時間でとか。そんなに
手間かけずにいけるっていうところは、田舎にはないところかなっていうのは。（B1・
男性・33 歳・福島県・小売店勤務）
―［
（地元と東京との違いの話題の中で）］
（中略）まあやっぱり、お給料とか違うんですよ。むこうの賃金とこっちの賃金でぜん
ぜん違うんで、だから出てきちゃう。（B4・男性・33 歳・岩手県・飲食店勤務）
―［次に B5 さんの東京の魅力を教えていただきたいんですけど。何でもいいです］
えーとそうですね。何だろ。野心？ まあ男の人って結構いろんな夢だったり、こう
野心みたいなものがあると思うんですけど、そういうチャンスが平等にある街かなとは
思います。
（B5・男性・宮城県・32 歳・飲食店勤務）
―［東京の魅力を教えてください］
東京の魅力……あの、とにかく電車を待たなくていい。あと時間に追われているとこ
ろが、あの嫌なところでもあるけど、逆にその不便はない。ということと、あとなんて
いうのかな、不便がないっていうのに通じることなんだけど、なんでも融通が利く。な
んか人が多いから、その分割引されたりだとか、まぁそういうところももちろん魅力で
はあるし、あと、やっぱりなんかなんでも揃ってるっていうのが、本当に魅力なんじゃ
ないのかな。あと、石原都知事。あの人が都知事やってるうちは東京は潰れないかな、
っていうイメージが僕の中ではありますね。
（B6・男性・24 歳・長野県・広告代理店勤
務）
―［東京の魅力ってなんだと思います？］
地元と違って、車とかがなくてもどこでも遊べるとこかな。
（C1・男性・23 歳・栃木
県・IT 関係）
―［東京がイイと思ったところはありますか？］
何をするにしてもすぐ近くに手に入るとこ。やりたいことがすぐできる。なんでも。
買い物でもそうだし、情報でも。刺激とかもそうだし。地方にいるとなかなかそれはな
いから。（C3・男性・32 歳・北海道・音大教員）
―［東京の魅力というのはありますか？］
東京の魅力……。やっぱり情報が多いのが、魅力的かなと思っています。たとえば、
美術館とか……、いつもどこかで展示会をやっていて、それはすごくすてきなものばっ
かりで、向こうだと年に 1 回見れるか見れないかで、あっやっとやってきた大イベント
なんですけど、こっちでは頻繁にいろんなところで、ゴッホだセザンヌだ、ふつうに見
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れる。新しいものは東京から出てくるというのが、そうゆうのですごく刺激が多くて、
面白いなと思います。
［やはり、文化・芸能、博物館が魅力として大きいですか？］
そうですね。（D1・女性・27 歳・兵庫県・飲食店勤務）
―［「東京の魅力」とは何でしょうか？］
本当にいろいろな人と出会えるというのが、柵を捨てて古い地縁血縁というのを越え
て本当に活かした人と出会える場だったというか、もしかしたら他の都市に行っていた
ら違ったのかもしれないですけど、そういう経験してなかったので分からないですけど
も、実感としては本当にいろいろな人と出会った、いろいろな人が居ましたね。そのこ
とは大きいですね。いろいろ価値観とか可能性に出会える場所。（D2・男性・39 歳・福
岡県・福祉団体職員）
―［東京の魅力を教えてください］
夜が長いことです。人と過ごす時間が長い。
（D3・男性・33 歳・岐阜県・音楽事務所
所属）
―［東京の魅力とかはどんなところにあると思いますか？］
お店が多い。まぁー……24 時間何かがある。できる。深夜で 11 時 12 時で終わりとか
じゃなくてとか。娯楽も多いかな。娯楽施設。まぁ、買い物とかするので便利かなって
気がするけど。
（D5・男性・32 歳・鹿児島県・小学校教諭）
―［東京の良い点と感じたのはどのようなときですか？］
いろんな人がいるところ、それは出会いだったりそういうところですね。
（E1・男性・
31 歳・新潟県・飲食店勤務）
―［東京の魅力ってなんですか？］
東京の魅力……何でも買える、お金さえあれば（笑）。あと友達と飲んだときにオール
ができる。朝までお店が開いてる。
（E3・女性・22 歳・愛媛県・飲食店勤務）
―［じゃぁ……東京の魅力を教えていただけますか？］
なんだろう……（笑）。東京の魅力……？ 地方の人が集まっているところ。集まって
……だから、なんか……なんか、やっぱ、その県その県の県民性みたいなものが、って
あるじゃないですか。
（中略）で、東京にきたら、なんかいろんな人がいて、なんかいろ
んな考えがあって、それが面白いです。
（E5・女性・23 歳・鹿児島県・ホテル勤務）
―［東京がいいと感じたときはどういったときですか？］
大学の頃から写真を撮っていたので、いろいろな街、いろいろな人がいて。たぶん島
なんかで外国人がいたら絶対に「誰だろう・何だろう」ってなりますよ（笑）。
だけどこんな大都会だとそんなのまったく関係ない。いろいろな人がいて楽しいことも
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いっぱいあって、そういうところはいいなぁと感じますね。（F3・男性・23 歳・兵庫県・
カメラマン）
―［新潟とかにもネイルやヘアメイクの専門学校はあると思うんですがなぜ東京に？]
あるんですけど、やっぱり東京の方がいろんな情報が入ってくるし、いろんなものが
あるので、いい仕事につける機会も多いかなと。（G3・女性・21 歳・新潟県・飲食店勤
務）
―［東京の魅力っていうのは、さっきおっしゃった通り、
（日本の）中心だから、そう
いういろんな情報とかマーケットが集まるっていう……］
そうですね、情報とかやっぱり人が集まるところ。
（G4・男性・25 歳・愛知県・印刷
会社勤務）
―［東京の魅力ってありますか？ いいところとかでも結構です］
（中略）まぁしいて言うなら、仕事がいっぱいあることかなぁ。
（G5・女性・22 歳・山
口県・製菓店勤務）
―［東京の魅力があればお願いします］
魅力。なんですかね？ 日本で考えれば、ものを極めるのにはやっぱり一番近いのか
なぁとは思いますね。まぁ全部が全部じゃないですけど。ダンスに関してはやっぱり一
番情報が多いですし。福島にいては、入らない情報とか、見れないものとか、体験でき
ないことが一番手っ取り早く入るかなぁと思って、東京きたんで。（G6・女性・26 歳・
福島県・娯楽施設勤務）
この第 2 節ではインフォーマントの方々の東京の魅力に対しての意見を羅列してきたが、
いろんなものが手に入りやすい環境であることが東京の魅力であるという理由が一番多か
った。それは、単純にお金で買えるものであったり、情報などのまたそれとは違うもので
あったり。他に多かった理由として、電車などのアクセスが良く交通網が発達していて動
きやすいという意見。続いて夜までお店が空いているところが多く、買い物や、食事・遊
びなどの娯楽的な部分に困らないという意見。さらに人との出会いが多いという意見と仕
事が多いという意見が続いた。
東京は日本の中心ということで、地元にはないいろいろな人・モノ・情報・お金など言
葉では言い表せないほどの多くがあり、集中して存在している。私はこの説のはじめに述
べたとおり、この理由が上京後の魅力に至っても、前節での分析と同じように大きな魅力
として変わらず存在しているのではないかと考えている。
まず、一番多かった理由のいろんなものが手に入りやすい環境であることが東京の魅力
であるとの意見に対しては、多くのモノが集中している東京では自分の欲しいものを手に
入れることは容易であるし、次に挙がった交通網が発達していてアクセスが良いという意
見も、上記の理由のアシストになり、なにかを手に入れるために移動しなければいけなく
なっても、豊富な数の電車・地下鉄の路線、バス、タクシーなどの交通網が発達している
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ので悠々と目的地まで移動でき、欲しいものを手にすることができる。夜までお店が空い
ていて娯楽的な部分に困らないという意見も、多くの人が集まっているのでそれだけ多く
の生活環境の違いがあり、趣味や趣向も増える。そのニーズに対応するために売り手が幅
広く手を伸ばした結果であるし、人との出会いが多いという意見に対しては、多くの人が
東京にいるという理由がそのまま出会いが多くなるという理由へと繋がっていく。
このように東京には地元にはない言葉では言い表せないほどの多くがあり、集中して存
在しているという点が東京に来る前の上京理由だけでなく、上京してからの人々の東京に
対する魅力にさえもなっているのである。

むすびにかえて
ここまで「上京者はなぜ東京を選んだのか」と「上京者から見る東京の魅力」というテ
ーマについて実際の地方出身者によるインフォーマントの方々の実際の声を中心に分析を
進めてきた。今回先に挙げた 2 つのテーマを選んだわけだが、第 1 節のテーマは上京前の
未来についての分析、第 2 節のテーマは東京に来てからという現在～過去への分析であり、
時間の流れに差があるのにもかかわらず分析結果が同じ方向に進んだのだ。それだけ東京
という街は、地方出身者が上京するにあたって抱いていた魅力の期待を裏切らないという
ことを意味しているのではないのだろうか。
東京はこれからも地方出身者にとっての魅力の街として存在し続けていくだろう。それ
はもともとある東京にプラスして、その異なる思いを持った上京者たちが東京に溶け込む
だけではなく新たな世界観を持ち込んで形成するからである。そしてそれが東京のいろん
なもののなかの一つになり、地方出身者が望む地元にはない新たな魅力と変貌し、東京へ
状況するというループが繰り返されるからである。
最後になるが、今回の実習を経験したことにより当たり前のように感じていた東京の魅
力を再認識することができた。地元にはない、地元では味わうことのできない数多くのい
ろいろなモノが東京には集中してあるという点が、東京の最大の魅力であったのだ。私も
上京する前はそれを求めて東京にやってきたのだと思うが、今の生活が当たり前になりす
ぎて忘れてしまっていた。これからは東京という街をこの分析で培った視点で見ながら生
活していきたいと考えている。この感想をむすびにかえて、本稿を締めくくる。

＜参考資料・文献＞
文部科学省，2009，「学校基本調査」（http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/001/index01.htm，
2009.1.5）．
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なぜ「東京」を選んだのか？
―東京に人口が集中する理由―

寺本

佳央理

１．はじめに
人々が生まれ育った地元を離れて上京する理由には、東京に対するさまざまなあこがれ
やプラスのイメージがあるからこそだと思う。今までの生活と一転して、自分の新たな生
活をスタートさせる場所として、上京する際「東京」を選ぶ理由には何があるのだろうか。
地元から近く、発展したほかの都市ではだめだったのか。
「東京」という都市のイメージが自分の中で構築されていくにあたって、重要になって
くるものは両親や知人の教え、テレビなどのメディアを通して入ってくる情報であると思
われる。「東京の人は冷たい」「東京は怖い」……。一概には言えないが、このようにマイ
ナスなイメージも持たれている東京。それを上回るプラスのイメージとはどのようなもの
であるのか。インタビュー回答を引用し、人口が都市に集中する理由、
「都市の情報化」と
いうことも考えながら分析していきたいと思う。

２．上京した理由
上京した理由として挙げられるものは、大学進学・仕事・目標や夢をかなえるためとい
うようなものである。今まで住んでいた地元にはないものを求めて東京に来るのだ。
私は上京する理由をインフォーマントさんの質問に対する回答から、①進学のため、②
両親の実家または親族が住んでいるから、③就職、自分の目標・夢を実現させるためとい
う 3 つに大きく分けて考えてみることにした。それぞれ重複するものも出てくるが、まず
は、進学を理由に上京したインフォーマントさんたちのインタビュー回答を見て、分析し
ていきたい。
１）進学のため
ここでは B1 さん、C1 さん、E2 さん、E5 さん、F2 さんの 5 人の回答を見ていく。
回答①
―［なぜ東京に来ようと考えましたか？ またいつから東京に来ようと考え始めました
か？］
B1：まぁ進学はもともとこっちでするつもりだったんで。高校在学中のときに、大学は
こっちの大学を受けようと。
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―［福島県のほうの学校の検討は？］
B1：大学はありますけど、べつに候補にはぜんぜん（入ってなかった）。うちのほうか
らだとこっちに出てくるか、地元の学校行くか、あとは仙台だったりとか。逆側に行く
子が多かったかな。だいたいその 3 つぐらいかな。
（B1・男性・33 歳・福島県・小売店
勤務）
「地元の大学が進学の候補地にぜんぜん入っていなかった」という発言から、B1 さんは
高校在学時から「東京に進学する」という強い意志が、悩むことなくあったことが読み取
れる。また B1 さんの意志だけでなく、周囲の進学状況も B1 さんが上京場所を考えた際に
大きく影響したのではないか。
回答②
―［なぜ東京に来ようと思いましたか、また、いつから東京に来ようと考え始めまし
たか？］
C1：東京に来ようと思ったのは高校生のときに大学行こうと思ったときに。地元の大学
だと偏差値的にあんまり行きたいところや、学部的に行きたいところがなかったのがあ
って、東京に行きたいと思ってて、いつ頃行こうと思ったのは、大学受験がきっかけだ
なぁ。
（C1・男性・23 歳・栃木県・IT 企業勤務）
回答③
―［では進学を決めていた時期っていうのはいつ頃ですか。］
E2：えーと、東京に進学するって完全に決め始めたのは高校 3 年生の秋だったんじゃな
いかなと思いますね、はい。
［東京以外の場所を考えたことってありますか？］
E2：東京以外の場所を考えたことは、ありますね。宮城の仙台とかそのあたりにある大
学とかを考えたことがありますね、はい。
［でも、なぜ東京に？］
E2：やっぱりその東洋大学は 2 部制で夜間があるってことと、まぁ学校の特色ですね、
特色と家の状況が合致するのがたまたま東洋大学だったっていうことで、東京に来まし
た。（E2・男性・24 歳・岩手県・福祉関係勤務）
回答④
―［東京に来ようとしたのはいつ頃から考え始めましたか？］
E5：えー……いつ頃から？ 高校……高 2 ぐらいから就職するか進学するか考えて、で
もホテルで働きたいというのは中学生ぐらいのときから思った。で……、えー、でもホ
テルたぶん鹿児島……のホテルってすごい小規模で、たぶん限られてくるから、どうせ
だったら東京に行って、んっ？ 福岡か、東京かどっちかに行こうと思ってて。
（E5・女
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性・23 歳・鹿児島県・レストラン勤務）
回答⑤
―［最初は東京にはどういったきっかけで上京してきましたか？］
F2：高校を卒業して、短大が東京にあったのでそれがきっかけで上京してきました。
［大学のほうは選ぶときに地元とかは考えませんでしたか？ なぜ東京を選びました？］
F2：最初は、とりあえず田舎を出たかったので。なおかつスポーツ、体育に関わりたい
なと思って、そうなると条件が……地元には体育大学がないので、だいたい大阪とか関
東。で、大阪だと遠いから東京にしました。（F2・女性・25 歳・新潟県・子供服販売店
勤務）
この 5 人が上京を考えた時期は、高校在学中に大学進学を意識したときである。自分の
希望を吟味し、進学先に東京の大学を選んだという C1 さん。また東京以外の場所を上京
する都市の選択肢として考えていたとしても、最終的に東京に来ることを選んだという E2
さんと E5 さん。F2 さんは大学を選択する上で大阪と比較し、地元に近かった都市・東京
を選んだ。
家庭の事情や自分自身の希望と合致する大学を選ぶことができる、またそれだけ学校の
数が豊富という点で、東京は選択肢が多くある都市なのだということがわかる。
２）東京に進学する上でのメリット
さきほど東京には選択肢が数多くあると述べたが、進学先に東京を選んでよかったと思
える点、また東京で学ぶことで自分にとってプラスとなったことはあるか、ということに
ついて B6 さん、E2 さん、F1 さんの回答を見ていきたい。
回答①
―［それではなぜ東京に来たのかお伺いしたいのですけれども。］
B6：まぁまず、東京に出てくるのが自分の中の夢で、っていうのもなんでもそろってる
なっていうイメージと、不便がないなっていうイメージがあったんで。まぁ長野でずっ
とやってるよりは出たいなっていう願いがあって、そのタイミングでちょうどよく大学
受験という波があって。大学はやっぱり東京で行きたいなっていうことで、東京の大学
国立私立問わず一般で決まって、ちょうどうまくひっかかったんで、それで東京に来ま
した。
［日本大学にした理由ってありますか？］
B6：日本大学にした理由はえぇと……まず就職率がその当時 98.7％あったんで、就職を
ゴールにおいたときに、まぁ 100 人いれば 98 人か 99 人就職できるんだっていうのと、
あとちょうどそのときにテレビで「行列のできる法律相談所」
っていう番組が始まって、
法律にやっぱり興味があったんで、で法学部を目指してて、本当に受かったのが日本大
学の法学部と中央と青学か。で、受かったんだけど、日大は付属校だったっていうのも
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あってひいきで日大に……。（B6・男性・24 歳・長野県・広告代理店営業勤務）
回答②
―［今、東京にいらっしゃるじゃないですか？ 今感じる東京の魅力について教えてく
ださい。］
E2：そうですね、何かを勉強したいと思ったときにすごくやりやすい。情報が手に入り
やすかったり、自分のそのキャリアアップというか、そのための勉強がしやすい、って
いうところがやっぱり最大の魅力なんじゃないかなって思ってます。
［やっぱり地元とは違いますか？］
E2：そうですね、やっぱり私、今、社会福祉士会っていうのに入ってるんですけども、
その研修とか勉強会っていうのはほとんど中央で行われているんで、もちろん岩手県支
部とかでもやってるんですけども、やはりみんながバッて集まるのは東京とかでやると
きで、地元にいたらわざわざ休みをとって交通費をかけて来ないといけないですけど、
ここにいるとまぁ、休みの日にちょっと行こうかなとか、仕事終わったら行こうかなっ
てことができるので、
そういう面ではやはり、東京のほうがいいかなって思っています。
（E2・男性・24 歳・岩手県・福祉関係勤務）
回答③
―［なぜ東京に来たのか教えていただけますか？］
F1：東京に来たのは、やはり大学に入学するということで上京してきたことが一番の理
由ですね。
［その大学（東洋大学）にはいつ頃から？］
F1：そうですね、正直なところを言うと。最初は国立に行こうと思っていたので、地元
の近くのところを受けていたのですが、やはり国立だけでは難しいところがあるので、
私立というと関東に出てきたほうがいいと思って。
（中略）
［関東がいいので上京して東京に、あとは地元でも行こうかと考えていて、それ以外は
とくにないですか？］
F1：それ以外はそうですね、とくには考えていなくって。
［ほかの地方とかはなかったですか？］
F1：そうですね。東北か関東かということで考えていて。
［ではとくにその東京にこだわりがあるとかありますか？ または大学に。
］
F1：んー、日本の中心が東京なのでいろんな流行もそうですけど社会の流れであっても、
やっぱり東京が一番発展するのかなと思ってそういうところは一番最初にさっとできる
のはいいかなって思いますね。
（F1・女性・23 歳・福島県・証券会社勤務）
B6 さんの発言にあるように、大学進学という選択をし、都内での就職や就職率を考えた
ときに都内に進学・そのために上京するということは必然であるのかもしれない。E2 さん
は自分のしたい勉強をする上で情報が得やすく、研修や説明会が開催される機会が多いと
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いうことをメリットとして挙げている。開催されるたびに地方から東京に来ていては、時
間もお金も労力もかかり、それだけで勉強するという行為が困難になってくる。F1 さんは
日本の中心地であり、一番発展しているという東京の魅力を挙げている。
３）両親の実家・親族がすんでいるから
回答①
―［なぜ上京してこようと思いましたか？］
A1：いろいろ理由が重なっているんですけど、もともとむこうで会社勤めをしていて、
そこを辞めて次の仕事をどうしようと考えたときに、一人暮らしというのと、もともと
母親の実家がこっちのほうなので何度も遊びにきていたので、やっぱり自分でも暮らし
てみたいなというのがあって……それが一番の理由かもしれないです。（A1・女性・23
歳・秋田県・販売）
回答②
―［進学で、九州地方ではなく東京を選ばれたのは何か理由はありますか？］
A2：東京のほうにお母さんの実家があったんで生活費とかが、そちらに下宿というか一
緒に住んでだったので支出的にも一人暮らしするよりは楽だったので思いきって出てき
たと（笑）。
（A2・女性・24 歳・長崎県・専業主婦）
両親の実家・親族が住んでいることによって、一人で上京しても心強いという点、また
「自分でも住んでみたい」と東京に関心を持つようになったという心理面、親族と一緒に
生活することにより住みはじめやすく、生活費が一人暮らしよりは楽であるという支出面
で、東京に上京した大きな理由になっている。
４）就職、自分の目標・夢を実現させるため
回答①
―［では 2 つ目、なぜ東京に来ようと思ったのでしょうか。また、いつから東京に来
ようと考え始めましたか。
］
A5：高校のときに役者を目指したいと思い、20 歳のときに上京しました。
A4：私はもう少し前、中学生くらいの頃から漠然と考えていました。芝居形の学校が東
京にしかなかったので、高校卒業と同時に東京へ来ました。
［3 つ目は、移住先として東京以外の場所を考えたことはありますか。］
A4・A5：ないです。
［やはり、役者を目指すのであれば東京で？］
A4・A5：そうですね。
（A4・女性・32 歳・栃木県・芸能事務所所属〔並行してアルバイ
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ト〕）・(A5・男性・34 歳・愛知県・芸能事務所所属〔並行してアルバイト〕
）
回答②
―［なぜ、東京に上京になったんでしょうか？］
D1：もともと演劇としていたんですけど、やっぱり演劇の発信地が東京なので、いろい
ろと勉強したくて来ました。
［東京に来れば、もっと演劇の勉強ができるという意味合いですか？］
D1：そうです。
［それは、大阪とか、名古屋とかでは無理ですか？］
D1：演劇というものがすごく確かなものではないので、抽象的というか、あれなので、
はっきりとは断言できないんですけど、そのとき、自分がほしい、学びたいと思ったの
は東京にあると、確信というか確信的なものがあったんで、東京しかないと思っていま
した。
（中略）たとえば、いい芝居というか、おもしろいもの、おもしろいことをやって
いるのを見るだけでも勉強になるし、知ることができるし、おもしろいのが東京だった
り、いろんなことをやっている、数も違いますし、アイディアとか価値観に触れるだけ
で勉強になるし、
「学ぶ」というのは……経験をふむという意味で、やっぱり、チャンス
がむこう（地元）より多いというか、やっている人口が多いぶん出会う確率が高いとい
うか。
［舞台に立つチャンスがあるというのが東京ということですか？］
D1：そうです。（D1・女性・27 歳・兵庫県・飲食店勤務）
回答③
―［東京に出てきた理由はなんですか？］
G5：芝居をやりたかったからです。
（中略）
［それでは、いつから東京に来ようかなと思い始めましたか？］
G5：高校生のときには思っていました。
［やっぱりそれは将来の夢が大きく関わっているんですか？］
G5：そうですね～、地元は好きなんですけど、地元だとできないので。なんにもないと
いうか、田舎なものですから。
［さきほどこちらに来られてから 4 年とおっしゃっていましたが、東京以外の場所を考
えたことはないですか？］
G5：なかったですね～。
（G5・女性・22 歳・山口県・和菓子販売）
A4 さん・A5 さん、D1 さん、G5 さんは夢をかなえるために上京を考えた際に、東京以
外の場所を考えたことはないと断言している。この 4 人の共通点は役者志望ということで
あり、そのためには地元では活動するのに十分ではないと判断し、上京してきたようだ。
上京する際に東京以外の場所を考えたことがあるかないか、その理由もまじえてインフ
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ォーマントさんの回答を検証していきたいと思う。
５）上京する際、東京以外の場所は考えたか？
ここでは B5 さん、B6 さん、F4 さん、G3 さんの回答を見ていく。
回答①
―［じゃあ東京以外の場所っていうのは考えたことありますか？ ご実家から離れる
ときに。］
B5：いやー東京でしたね。
［ご実家以外でしたら東京ってかんじでしたか。
］
B5：はい。まあ大阪とかもおもしろそうかなって思ったんですけど、やっぱこう大きい
都市ってかんじではありましたし。
（地元が）仙台なんで東北ではそこそこ大きい都市な
んで、その次に大きいってなってくると、やっぱ大阪とか東京とかになってきちゃうん
ですよ。（東京は）近いんでね。
（B5・男性・32 歳・宮城県・飲食店勤務）
回答②
―［東京以外の場所は考えたことはないですか？］
B6：東京がやっぱ日本の中心だっていうのに頭があるんで、基本的には東京から出よう
とも、東京以外のところに住もうとも思わないですね。ただ埼玉ですけど（笑）。
（B6・
男性・24 歳・長野県・広告代理店営業勤務）
回答③
―［地元と東京以外で住もうと考えたことは？］
F4：ないですね。
（中略）
［東京の魅力っていうのは？］
F4：チャンネル多いし、飯屋、服屋もあるし。人は多いしなんでもそろうところ。働く
ところもあるし。すべてにおいて選択肢があるのが魅力かな。（F4・男性・23 歳・島根
県・派遣会社勤務）
回答④
―［中学のときに東京に来ると決めたとおっしゃってたじゃないですか？東京って決

めてました？大阪とかではなく？］
G3：なんかもう漠然と決めてました。
［行くなら東京みたいな。］
G3：はい。
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［新潟とかにもネイルやヘアメイクの専門学校はあると思うんですがなぜ東京に？］
G3：あるんですけど、やっぱり東京のほうがいろんな情報が入ってくるし、いろんなも
のがあるので、いい仕事につける機会も多いかなと。（G3・女性・21 歳・新潟県・アル
バイト勤務）
地元の次に大きい都市が東京と大阪であり、その二つのうち近い都市の東京を上京場所
として選んだ B5 さん。日本の中心地ということを重視して東京・またはその近郊を選ん
だ B6 さん。F4 さんはなんでもそろう・選択肢があることを東京の魅力としてあげている。
G3 さんは漠然とではあったものの情報の多様性、将来の雇用機会のことを考え、東京とい
う場所を選んでいる。

３．大都市集中問題
１）都市に人口が集中する理由
上京する前の東京のイメージと、上京してから地元と都内の人口の多さの違いにおどろ
いたという話をしてくれた B5 さん。
―B5：華やかなかんじで。正直ぶっちゃけ（東京へ）来たときに、土日初めて渋谷と
かにちょっと遊びに行こうぜって遊びに行ったときに、今日はお祭りかなって思ったん
ですよ。あまりにも人が多すぎて。そのくらいこうなんでしょう、
（地元との差が）あり
ますね。（B5・男性・32 歳・宮城県・飲食店勤務）
人口が都市に集中する理由とはどのようなものであるのか。インタビュー回答もあわせ
て考えていきたい。まずは文献からの引用文を見てほしい。
従来から、人が大都市に集中するのは、教育の上昇志向、世襲職業からの離脱、都市生
活への憧れのような主観的要因と、雇用機会の地域差、諸施設の充実による利便性、接
触の機会などの客観的要因によるとされている。経済企画庁（1991: 177-178）の平成 3
年版国民生活白書では、同庁が行った国民生活選考度調査に基づいて、大都市東京の魅
力は、多くの機関が集まっている集積のメリット、さまざまな文化・娯楽施設に富んで
いる多様性、先端を行く消費生活が楽しめる新規性、世界に開かれている国際性、人目
を気にしないですむ匿名性にあると述べられている。（千歳 1997: 154）
「匿名性」ということに関しては、私がインタビューをした D4 さんの言葉にも出てき
ている。
―［東京……質問が似ちゃうんですけど、東京がいいなぁと感じたのはどのようなと
きですか？］
D4：えっとね、田舎だとね人の目があるじゃないですか。どこどこさんちの何番目のお
子さんはとかそういう、噂話が広まるしとかそういうのあるけど、東京だとそういうの

37

ないんだよね。まぁみんな無関心だからっていうのがあるかもしれないけどそれはそれ
である意味自由にできるっていうことだから。それは助かってる。
［そんなに噂広まるのって早いんですか？］
D4：田舎はねぇ、話題性にとぼしいっていうか情報があまりないから、なんかいろいろ
噂話が飛びかうんですよ。
（D4・男性・33 歳・出身地・職業非公開）
東京には多くの人がいる。その中に自分が埋もれることで周囲にとやかく言われること
なく、自分のしたいことを自由にできる環境があるようだ。
また B1 さん、C1 さん、G1 さんが回答しているように、電車の本数が多い、夜遅くま
でやっていたり、24 時間営業の店や娯楽施設が多く、何かするときに困らないというよう
な都市ならではの利便性もある。
―［東京の魅力を教えてください。］
B1：魅力……。まぁ遊び場所に困らないとか（笑）。あとは、やっぱり田舎と比べると
交通の便はものすごくいいってのはあると思いますけどね。
［やっぱり、その利便性というものは東京のほうが？］
B1：便利かどうかっていわれると、ちょっと不便なところもそのぶん多いんで、なんと
もですけど。ただ生活していく上で、時間帯とか場所とか関係なく、
（その）行けるとこ
ろは、たとえば買い物とか。遊びにしても行けるところが多いっていうのは、魅力があ
る。（B1・男性・33 歳・福島県・小売店勤務）
―B6：東京の魅力……。あの、とにかく電車を待たなくていい。あと時間に追われて
いるところが、あの嫌なところでもあるけど、逆にその不便はない。ということと、あ
となんていうのかな、不便がないっていうのに通じることなんだけど、なんでも融通が
利く。なんか人が多いから、そのぶん割引されたりだとか、まぁそういうところももち
ろん魅力ではあるし、あと、やっぱりなんかなんでもそろってるっていうのが、本当に
魅力なんじゃないのかな。
（B6・男性・24 歳・長野県・広告代理店営業勤務）
―［東京で一番いいと思ったところはどこですか？］
C1：地元と比べると遊ぶところがいっぱいあるところかな。それに遊ぶところ以外にも
博物館とか、いろんな施設が充実してるから。たとえば、勉強でわからないことがあっ
て資料がほしかったら、地元の図書館だと資料とか少ないけど、国会の近くに国立国会
図書館っていうのがあって日本で出されてる本が全部あるんだ。そういうところに資料
とか集めに行くと、すごい便利だなって思う。
（C1・男性・23 歳・栃木県・IT 企業勤務）
―［買い物はやっぱり東京のほうが便利？］
G1：東京のほうが便利ですよ。お話にならないくらい。コンビニがなかったんで。マッ
クもなければカフェもないんで、夜 8 時くらいになると外に誰もいないという。最近は
できましたけど。（G1・男性・31 歳・長野県・大学職員）
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C6 さんと D5 さんは都市に対するあこがれについて話してくれた。
―［東京の魅力を教えてください。
］

C6：それはもう自分とか地方の人にとってはあこがれの地っていうか、おしゃれな
人がいっぱいいるんじゃないかってイメージだね。やっぱ一度は見てみたいし住ん
でみたいっていう思いがあったしひかれるとこはいっぱいあったよね。いろんな意
味でなんだろうなー日本の中心でもあるし。（C6・男性・23 歳・沖縄県・保険会社
勤務）
―［なぜこっち（東京）に来ようと考えたのかは？］
D5：できるだけ都市部に行きたいっていう思いがある。だから、（大学を）探したとき
に大阪とか愛知とか、東京とかのまわりがいいなって。
［なぜ都市部がよかったんですか？］
D5：なんとなくのあこがれだよね。とくにこれってものがあったわけではないね。行っ
てみたいなっていう。（中略）
［やっぱり東京に強いあこがれというのは……？］
D5：強いあこがれっていうか……なんだろうな、たとえば自分がすごい野球が好きで、
野球の試合を観るとかなったときにさ、鹿児島とかだと難しいわけ。で、音楽が好きな
人は、たとえばライブとか行きたいとなったときに、鹿児島にはそうそう来ないわけ。
都市部にいたほうがすごく便利なものっていっぱいあるわけさ。自分の趣味に合うもの
っていうか。だからそういう機会がたくさんあるのは事実なんだよね。関東……都市圏
にはね。（D5・男性・32 歳・鹿児島県・小学校教諭）
２）時代の変化・東京一極集中
東京に人が集まってきたことと、日本の歴史の関係性について考えていきたいと思う。
日本は二度のオイルショックに見舞われ、その後世界的に景気が低迷化。1987 年 G5 に
よるプラザ合意1により、円高不況となり地方の工業が打撃を受ける。しかし日本ではそれ
に先立ち、オイルショックから学んで、重厚長大の工業から軽薄短小の産業にシフトしつ
つあった。
この不況を契機として経済のソフト化が加速され、
それらは東京近辺で成長し、
低落した工業から労働人口がサービス産業等に移動したため、東京への人口集中がふたた
び始まる。わが国では技術革新により輸出がさかんになり、貿易黒字が増加すると東京が
ロンドン、ニューヨークとともに国際金融市場の一つとなり、外資系の企業が東京へ進出
してきた。情報通信技術の進歩は、国際間の国境の意味を変えてしまい、情報化と国際化
が同時に進んだ。そして東京もロンドンなどとともに世界都市といわれるようになった。
最近では、大都市集中から首都東京とその周辺にのみに人口が集中する「東京一極集中」

1

日本の経済は 1985 年頃まで為替が円安に向かうと株価が上がり、円高に向かうと株価が
下がるという傾向があったのだが、1985 年 9 月に先進 5 カ国（米国、イギリス、西ドイツ、
フランス、日本）が協調して為替レートをドル安に進めることに合意した。
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に変わっている。かつて大阪が東の首都に対して西の経済中心地として地位を占め、日
本は二極構造と考えられてきた。しかし情報化や国際化の進展によって、首都東京とし
ての機能が高まり、企業のさかんな東京立地を招いた。このことは大阪など大都市の経
済的地盤沈下を引き起こし、東京の過密化を加速させることになったのである。またバ
ブル経済期には異常な地価の高騰と事務所の増加によって東京一極集中をいっそう印象
付けたように思われる。
（千歳 1997: 153）
３）都市の情報化
情報化・国際化が進み、日本の中心「東京」はどんどん規模が拡大してきたようだ。上
京の理由について検証した際、東京は自分の求めている情報が得やすい環境であるという
インフォーマントさんの回答があったが、私がインタビューをした D4 さんも、情報化が
進んでいることを東京の魅力のひとつとして挙げている。G6 さんも地元と比較して情報の
多さを東京の魅力・上京の理由として挙げている。
―［東京の魅力っていうのは？］
D4：えーとね、まぁなんでもある。情報もあるしものもあるし、人もいるし、いろんな
人がいるっていうのはまぁ一つの魅力かなぁ。
（D4・男性・35 歳・出身地・職業非公開）
―［東京の魅力を、E1 さんの、考える東京の魅力をよかったら。］
E1：東京の魅力ですか？いっぱいありますけどね～、やっぱりいろんな人が集まってい
るってことですかね。やっぱり東京目指して来る人多いですからね。いろんな考え方を
持った人がいるっていう。
（中略）美容師ですか？ 美容師とか理容師の人もやっぱり、
ねぇ、東京が最先端ですから、こっちのほうに来るし、建築の関係の人だって、やっぱ
りこっちで勉強する人多いですし。
（E1・男性・31 歳・新潟県・飲食業勤務）
―［今思う東京のメリットとデメリットって何かありますか？］
G1：いいところ……そうですね、いいところは、すべて情報は東京から発信されている
ので、テレビ番組だって、ニュースだって、なんだって、まずは東京から発信されるこ
とがほとんどなんで。たぶん、むこう（地元・長野）にいたら知りえないことっていっ
ぱいあると思うんで。いいなって思いますね。（G1・男性・31 歳・長野県・大学職員）
―［東京の魅力があればお願いします。］
G6：魅力。なんですかね？ 日本で考えれば、ものを極めるのにはやっぱり一番近いの
かなぁとは思いますね。まぁ全部が全部じゃないですけど。ダンスに関してはやっぱり
一番情報が多いですし。福島にいては、入らない情報とか、見れないものとか、体験で
きないことが一番手っ取り早く入るかなぁと思って、東京きたんで。（G6・女性・26
歳・埼玉県生まれ福島県育ち・ボーリング場にてアルバイト勤務）
重複してしまうが、2 の 2）回答②・E2 さん、2 の 4）の就職、自分の目標・夢を実現さ
せるためのすべての回答、2 の 5）回答④・G3 さんの回答をふりかえってみると、地元と
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比較してみて「東京のほうがいろんな情報が入ってくる」という言葉が出ている。G3 さん、
F2 さん、G6 さんの共通点を考えると、ダンス・福祉関係・ネイルというジャンルは違え
ど、自分自身が今後活動していきたい分野の専門的な情報を求めて上京したことがわかる。
都市が成長してきた傾向は先進産業社会が「情報社会」へ脱工業化社会の色彩を強める
とともに顕著になってきた。東京は情報そのものの収集、生産する資源の調達、動員する
のにきわめて有利な場所であり、情報生産・発信面における中核都市であるといわれてい
る。
郵政省が毎年実施している情報流通センサス調査では、発信情報量の上位をしめるのが
東京都、大阪府、神奈川県、愛知県、埼玉県といった大都市圏の都道府県であることが
報告されている。（大石 1999: 46）
東京という情報の中核都市において生産・発信される情報というのは、必ずしも東京で
生じた出来事や、東京で生産された情報のみを扱うわけではないという点である。国内
的には、テレビや全国紙の場合、全国各地で生じた出来事がいったん東京に集められ編
集されたあと、全国へと配信されるケースが非常に多い。国際的にも世界各地から送ら
れてくるさまざまな情報は、やはりマスメディアや組織によっておもに東京で編集され
全国へ配信される。
（大石 1999: 50）
また、マスコミュニケーションの中心にあるテレビの番組制作状況は、各ローカル局と
も東京キー局（日本テレビ・東京放送・フジテレビ・テレビ朝日・テレビ東京）に大幅に
依存しており、統計資料で見ると東京キー局のテレビ放送時間における自社製作番組の比
率が 90％を超えるのに対し、民間放送局 121 社全体のその比率は 16.1％にとどまっている
という。これらのことからも「東京は情報の発信地である」ということがわかる。

４．まとめ
私は、インフォーマントさんたちが上京してきた理由について分析してきた。数多くの
インタビュー回答を見てきたが、出身地や年齢、性別がまったく違っているのに、東京に
対する考え方や上京理由に共通点があったりして、とても興味深かった。たとえば、自分
の求めている情報は地元ではなく東京にあると感じ、夢を追いかけて上京してきた人。華
やかなイメージを持つ東京に住むことがあこがれだったと話してくれた人。東京に親戚・
知人がすでに住んでいて、自分も住みたいと思うようになったという人。上京理由から各
インフォーマントさんの希望や夢が感じられた。また回答から、東京は地方と比べると選
択肢や情報が多く、さまざまなジャンルにおいて自分のやりたいことが始めやすい環境で
あるということがわかった。
日本の中心でもあり、さまざまな情報が集まる東京。地元と比べると時間がたつのが早
く感じ、自然がなく息苦しくなることもあるという回答もあったが、自分の夢をかなえる
ためや、自分のしたい勉強をするために東京に来たなどという上京理由をまとめてみて、
多くの人が目標に向かって進んでいる都市なのだなと思った。
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地方出身者の上京理由の違い
―性別と目的から見る―

宮原

悠

地方出身者が東京に上京してくる際には何か必ず理由がある。進学・仕事・夢……、人
それぞれ理由がある。このさまざまな理由は性別や上京目的などによりどのような傾向が
あるのか、また今後の動向はどのように変化していくのか、についてもデータをもとに調
べて分析することにした。また、それ以外にも、上京時の不安や期待は性別や目的により
共通点や傾向に違いがあるのかなどについても実際のインタビューや参考資料『日本にお
ける近年の人口移動―第 5 回人口移動調査』
（国立社会保障・人口問題研究所編 2005）
をもとにまとめた。

１．地方出身者の上京理由
１）男女での上京理由の異なる点
まず、地方出身者の上京理由を性別で分け、さらに「進学」
「夢」
「仕事」
「その他」4 つ
に分類し、分析する。はじめに、男性の進学理由から分析する。
―まぁ進学はもともとこっちでするつもりだったんで。高校在学中のときに、大学は
こっちの大学を受けようと。（中略）
（地元にも）大学はありますけど、別に候補にはぜ
んぜん（入ってなかった）
。うちのほうからだと、こっちに出てくるか、地元の学校行く
か、あとは仙台だったりとか。逆側にいく子が多かったかな。だいたいその 3 つぐらい
かな。
（B１・男性・33 歳・福島県・小売店勤務）
―高校のときボクシングで全国出てたから。推薦でいけることになったから。（B3・
男性・24 歳・香川県・会社員）
―まぁまず、東京に出てくるのが自分の中の夢で、っていうのも何でも揃ってるなっ
ていうイメージと、不便がないなっていうイメージがあったんで。まぁ長野でずっとや
ってるよりは出たいなっていう願いがあって、そのタイミングでちょうど良く大学受験
という波があって。大学はやっぱり東京で行きたいなっていうことで、東京の大学国立
私立問わず一般で決まって、ちょうどうまくひっかかったんで、それで東京に来ました。
（B6・男性・24 歳・長野県・広告代理店営業勤務）
―東京に来ようと思ったのは高校生のときに大学行こうと思ったときに。地元の大学
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だと偏差値的にあんまりいきたいところや、学部的に行きたいところがなかったのがあ
って、東京に行きたいと思ってて、いつごろ行こうと思ったのは、大学受験がきかけだ
なぁ。
（C1・男性・23 歳・栃木県・IT 企業勤務）
―まぁあえて東京にこだわりがあったってわけじゃなくてたまたま大学が東京にって
かんじだった。（D4・男性・35 歳）
―できるだけ都市部に行きたいっていう思いがある。だから、
（大学を）探したときに
大阪とか愛知とか、東京とかの周りがいいなって。
（中略）なんとなくの憧れだよね。と
くにこれってものがあったわけではないね。行ってみたいなっていう。（D5・男性・32
歳・鹿児島県・小学校教諭）
―上京してきたのは 18 で、高校のときに進路を決めなくちゃいけなくて考えたときに、
国立の大学に行く頭もないし、私立の大学に行くお金もないし進学もしたいと思ってい
なかったのでそれでまあとりあえず東京行こうかな、上京しようかなと思った軽いきっ
かけで。（E1・男性・31 歳・新潟県・飲食店勤務）
―高校卒業して、すぐ大学進学のために上京してきました。
（中略）特色と家の状況が
合致するのがたまたま東洋大学だったっていうことで、東京に来ました。（E2・男性・
24 歳・岩手県・福祉関係）
進学が上京理由の場合、地方の大学は、選択肢としてその県の国立大学もしくは地元近
辺の私立大学、隣の県の大学とかなり選択肢が狭くなるため多数ある東京の自分のレベル
や環境・特色に応じた大学を選び上京してくる理由として考えられることが分かった。
次に、上京目的が夢について分析したいと思う。
―高校のときに役者を目指したいと思い、20 歳のときに上京しました（A5・男性・愛
知県・芸能事務所所属）
―そうですね……東京のほうが腕を磨けるかなと思って（中略）……やっぱり東京へ
の憧れがありましたね。
（G2・男性・20 歳・沖縄県・美容室勤務）
―大学卒業するとき、自分の手元にあるやりたいことから選んだ。
（いくつかあったん
ですか）
（中略）何通りかあって音楽が一番身近だった。あとは、周りがやるだろうみた
いな雰囲気だった。
（D3・男性・33 歳・岐阜県・音楽事務所所属）
―そうだねー。あと勉強が嫌だったっていうのもある。うちが転勤族だったからちょ
うど中学から高校にあがるときに父親の転勤と重なって、今はないと思うけど、そのと
きって高校受験するのに自分の学区じゃないと高校の定員の 2％しか入れないとかって
450 人定員の学校だから 9 人しか地方から受け入れられないから、学校のレベルとか関
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係なく高校受験がハードルが高く感じてしまって、なんか嫌になって（笑）音楽に……
なんかちょっと浅はかなところから入っちゃったんだけど……（笑）。（C3・男性・32
歳・北海道・音楽および教育関係）
夢が上京理由の場合、希望の職種に就ける可能性やチャンスが地方に比べ東京の方が多く、
範囲も広いため東京へ上京する理由の一つだということが分かった。
次に、上京目的が仕事について分析する。
―えっと、それは僕が行こうと思ったっていうファクターよりも、どっちかっていう
と会社の転勤で東京に出てきたっていう……。（G4・男性・25 歳・愛知県・印刷会社勤
務）
―大阪と名古屋はそこまで需要がないから、東京が一番需要がある。他のいろんな会
社っていうのは東京に集まって来てるから、で、新人で決まって東京に来たって感じか
な。（C5・男性・24歳・印刷会社勤務）
―東京意外だとやっぱり大阪だったかな、楽しそうだなっていうのがあったし。でも
行くなら東京かなと思ってたね。（C6・男性・23 歳・沖縄県・保険会社勤務）
仕事の場合、選択肢の中に東京だけでなく、本社や大手企業や主要となる工場が多く存
在する大阪や名古屋などの大都市圏が選択肢としてあることが分かった。しかし、休みの
日の行動範囲などを考えたときに、一番多く遊べる場所があり、都内・都内近郊、横浜な
どへの交通の便を考えた結果、東京を選ぶ人が多いことが分かった。
最後に、その他の上京理由について分析する。
―家を出たくて、でもそのときお金があんまりなかったんで、貯金とかしてなくて、
お金が貯まってなかったんで、友達、大学とかで、近くにいる友達に声をかけて一緒に
居候させてくれないかって、でそれで何人か聞いたんですけどあんまり、やっぱりいき
なり了解してくれる人いなくて、で中学からの友達が板橋のどっかの大学に行くので出
てきてて、いいよっていってくれてそれで東京に。
（A3・男性・21 歳・新潟県・飲食店
勤務）
―留学を断念して、
（中略）おばさんがあのー、自分の仕事手伝わないかって言われて、
東京に来ました。（B2・男性・32 歳・愛知県・飲食店勤務）
―やっぱり学生のときにいろいろ見たからね、仕事で岩手に戻ったときに、何にもね
ぇなって。つまんなかったんですよ。その当時は。だからもうすぐにまた異動願いを出
して。
（B4・男性・33 歳・岩手県・飲食店勤務）
―僕、仙台なんですけど田舎なんで、今はそういう風潮はないですけど長男は地元で
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親と家に残るっていうのがあるじゃないですか？それで、まあ高校卒業して 1 年働いた
ときに、その先の人生のビジョンがこう 1 年で働いて見えてしまったというか「あ、俺
このまま歳とって結婚して……」っていうのが何か見えて何かその人生つまんないなー
って思って、それである程度仕事をして、その気持ちを抑えて 30（歳）くらいで東京に
行きたいなって思うのと 20 歳で行くのでは重さが違うかなって思って、行くんだったら
今行って何かやってダメだったら戻ってくればいいかな。（B5・男性・32 歳・宮城県・
飲食店勤務）
——大阪離れるときに自分らしさ何か作りたい、と漠然と思ったのがあったのですけど、
（中略）何かフィールドに飛び込んでいく中で自分を試したいという感覚は大きかった
ので、そのときにやはり早稲田の存在は自分にとって大きかったんですね。東京だから
というよりは本田勝一、試される場として、自由の象徴だというのがあって、その中で
裸一貫飛び込んで試してやるぞ、みたいな。早稲田の存在というのは大きかったですね、
東京というよりは。来てからは大学というよりはむしろ、そこに居る人と繋がっていく
のですけど。くるときはそういう感じでしたね。
（D2・男性・39 歳・福岡県・NPO 団体
職員）
その他の理由で東京へ上京してくる理由として、地方には就職先が少ないことや自分の
やりたいことができない・就ける仕事や可能性が限られてしまうためなどの理由が挙げら
れる。また、ちゃんとしたやりたいことはなくても、「東京にはなんでもある」「東京は何
でもそろっている」
「東京だったら何でもできる」などの東京への漠然としたイメージや憧
れから上京してくるということがインタビュー回答から分かった。
次に、女性の場合の上京理由も男性同様に 4 つに分類し、分析してみようと思う。
まず、上京目的が進学について分析する。
―東京に来たのは、やはり大学に入学するということで上京してきたことが一番の理
由ですね。
（中略）最初は国立に行こうと思っていたので、地元の近くのところを受けて
いたのですが、やはり国立だけでは難しいところがあるので、私立というと関東に出て
きた方がいいと思って。
（F1・女性・23 歳・福島県・証券会社勤務）
―高校を卒業して、短大が東京にあったのでそれがきっかけで上京してきました。
（F2・女性・25 歳・新潟県・子供服販売）
女性の進学を理由に上京する場合も、男性同様に地元近くで進学を考えると国立大学や
少数の私立大学から選ばなければならないため、多くの選択肢や勉強したい分野が幅広く
揃っている東京の大学を選ぶことが分かった。
次に、上京目的が夢について分析する。
―とりあえず最初大学進学を考えてて、その時点でもうすでに愛媛からは出ようって
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いう気持ちはあって、どこに行くかって考えていちおう関東圏に来ようとはっきり決め
たのは高 3 の夏。そのときもう大学はやめて芝居と思ったから、大学進学をしないで芝
居しようと思ったから、絶対東京行かなきゃって。
（E3・女性・22 歳・愛媛県・フリー
ター）
―歌がやりたくて東京に来ました。（中略）仙台で活動してる人もいっぱいいるけど、
私、行動力がなくてすごい控えめな性格だから、自分から何かやろうっていうのができ
なくて、意欲が出ないというか、とりあえず仙台にいて活動してても何も見つけられな
いというか、東京へ出て動き出すべきと思って。
（C4・女性・25 歳・宮城県・音楽系事
務所所属）
―もともと演劇としていたんですけど、やっぱり演劇の発信地が東京なので、いろい
ろと勉強したくて来ました。（D1・女性・27 歳・兵庫県・飲食店勤務））
―芝居をやりたかったからです。
（中略）大学へ行こうと思ってきたわけでなく、芝居
をやりたいからこっちへ来たって感じですね！ 大学は東京へ出るための手段だったと
いうか、大学へ行くことが目的ではなかったから。
（G5・女性・22 歳・山口県・和菓子
販売）
―プロのダンサーになりたくて、勉強しに。（G6・女性・福島県・アルバイト）
夢が上京理由の女性は、男性と同様に夢の実現へのチャンスや機会を広がるために東京
へ上京するという共通点があった。また、女性は親や家族へは大学進学と言いをきっかけ
で上京するが、実際は夢への勉強・実現するため上京であったという男性にはみられない、
女性特有の考え方がいくつかデータからみられた。
次に、上京目的が仕事について分析する。
―いろいろ理由が重なっているんですけど、もともとむこうで会社勤めをしていて、
そこを辞めて次の仕事をどうしようと考えたときに、一人暮らしというのと、もともと
母親の実家がこっちのほうなので何度も遊びにきていたので、やっぱり自分でも暮らし
てみたいなというのがあって……それが一番の理由かもしれないです。（A1・女性・23
歳・秋田県・販売）
―就職も考えるけど、やっぱ、就…活するのは難しいかなっていう……。東京に行く
のが難しいかなっていうので、専門学校も探して、で、その専門学校もその制度がある
のが、ちょうど東京だった。（E5・女性・23 歳・鹿児島県・飲食店勤務）
仕事や就職が上京理由の場合、場所の選択肢として男性とは異なり上京前から東京や都
内近郊での就職を考えて上京する傾向が女性にはあることが分かった。
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また、我々のインタビュー調査のデータ以外に参考資料として『日本における近年の人
口移動―第 5 回人口移動調査』（国立社会保障・人口問題研究所編 2005）のデータから
も見てみようと思う。
まず、男女別の移動理由として、男女共に全体の割合として「住宅を主とする理由」が
最も多く、男性で 35.1%、女性で 35.9％だった。男性は「職業上の理由」
（18.6％）、
「結婚・
離婚」
（13.4％）という順番という結果がでている。一方、女性は「結婚・離婚」が全体の
18.1％を占めている。次いで「住宅を主とする理由」となっている。また、3 番目に多い理
由が「親や配偶者の移動に伴って」という理由が 14.8％となっている。男性は「住宅」
「職
業」「結婚・離婚」の三つで男性全体移動理由の 3 分の 2（67.１％）を占めている。また、
女性は「住宅」
「結婚・離婚」「親や配偶者の移動に伴って」の 3 つが女性全体の移動理由
の 3 分の 2 強（68.8％）を占めるという結果になった。以前に比べ、男性は「職業上の理
由」、女性では「入学・進学」の割合の減少が顕著になっていることや、男女共に「親や子
との同居・近居」と「結婚・離婚」においての割合の増加がみられたというデータが出た。
男性・女性それぞれの上京理由別と種類別に分類・分析をした結果、まず、男性は仕事
や夢の実現のために上京をしてきた理由として「東京への憧れ」「東京は何でも揃ってい
る・何でもできる」といった東京への漠然としたイメージや想像から東京への上京を決め
て地方から来る理由が多いという傾向があることが分かった。この男性の傾向に対し、女
性は上京前から東京でやりたいことを決めていたり、どこでどのようなことを学びたいの
かということを調べていたり、大学進学・卒業後に東京で何をしたいかということまで考
えて上京した女性が多い傾向があることが分かった。これは個人差があるのはもちろんだ
が、インタビューのデータをもとに分析していくと、男性に比べ、女性の方が長い先のこ
とまで考えて上京している。これは男性が考えずに上京をしたという訳ではなく、男性で
も長い先のことまで考えて上京した人もいれば、とくに理由はなく東京に上京した女性も
いるのも事実である。しかし女性の方が現実的に上京した傾向が強いのは、のちの結婚や
出産・育児という問題が女性にはあり、多くの女性が考え・ぶつかる問題のため長い将来
まで見据えての上京をする女性が多いのではないかと思った。また、同データからも、女
性は「住宅」「結婚・離婚」「親・配偶者の移動に伴って」の移動理由が 3 分の 2 を占めて
るというデータが取れたように、女性は将来の結婚や住居のために東京への移動してくる
ことが分かった。
次に、上京するにあたっての期待や不安は性別や上京理由により違いまたは傾向はある
のかについてインタビューをもとに比較してみたいと思う。まずは男性の場合について、
上京理由と同様に 4 つに分類し、分析してみたいと思う。
はじめに、夢が上京理由の場合について分析する。
―僕の場合は期待の方が大きかったです。
（A5・男性・愛知県・芸能事務所所属）
次に、進学が上京理由の場合について分析する。
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―不安って言うのは別になかったかなっていうのは。もともと生まれたときは、少し
の間ですけど、神奈川にいて、それで親戚とかもたくさんいたので。ほんとに知らない
ところに出てきたっていうよりは、親から離れたっていう印象のほうが強かったので。
だから、期待のほうが大きかったのかな。不安っていうところだと家事。（B1・男性・
33 歳・福島県・小売店勤務）
―期待だけだった。まぁ弟が 7 つ離れてて一人っ子が長かったし、家も共働きだった
から、結構一人で遊んでたから一人でいる不安感とか孤独感がなかった。寮に住んでる
し、孤独とかはなかったし、たとえば東京出てきてやれるのか？とか弱い自分で、自信
がないとかはなかった。俺はできると思った。てかそう思わなかったらできないしね。
（B3・男性・24 歳・香川県・会社員）
―不安の方が大きかったですね。まぁそもそも 1 人暮らしをしたことがなかったんで、
まぁ 1 人で暮らしてまずホームシックになるだろう間違いなく、っていう不安と、あと
あのぉ……結構その人見知りだったんで昔は。今はぜんぜん違うかもしれないけど（笑）
あの人見知りだったんで、本当に友達ができるのかとか、あと親に東京人の言うことは
10 のうち 9 は信用するなって言われてたんで、まぁそういうちょっと疑問とか人と話す
ときにまずちょっと疑ってみるというか、そうだね。そういうところがあったんで、や
っぱ不安の方が大きかったですね。まぁもちろん期待っていうのは、親元を離れて 1 人
で暮らしてる自分のかっこよさとか（笑）
。そういうところには、やっぱ期待感を持って
上京しました。
（B6・男性・24 歳・長野県・広告代理店営業勤務）
―どちらかといえば不安の方が大きかったかな。やっぱり大学に進むときに高校から
同じ大学に行く人がいなかったから、友達ができるかなとか。バイトもしなきゃいけな
いと思ってたから、全体的に不安ばっかだったかな。
（C1・男性・23 歳・栃木県・IT 企
業勤務）
―友達できるかな、とか。
「俺東京行くのか」ってワクワクもしてました。
（F4・男性・
23 歳・島根県・フリーター）
―「何があるかな？ どうなるかな？」とか自分にしてもやりたいことにしても、期待
はあった。反面不安は人間関係もあるけど、出てきたことでプラスにもマイナスにもど
うなっちゃうんだろうって思ってた。地方ってことで変な劣等感もあって不安だった。
（F5・男性・23 歳・秋田県・フリーター）
次に、仕事が上京理由の場合について分析する。
―不安のほうが大きかったですね。
（中略）うーん、まあ、ずっと田舎だったんで、あ
のーまあまず、東京出てきて人の多さにびっくりして、大丈夫かなこの町でって思いま
したね。はい。で、はじめ出てきたときなまりが結構すごいんですよね。僕の地方のな
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まりは結構言葉が悪いなまりで、いつも「怒ってんの？ 怒ってんの？」って言われたん
で。あのー、東京、標準語っていうか東京弁にするのがまず一苦労でしたね。（B2・男
性・32 歳・愛知県・飲食店勤務）
―不安の方が大きかった、本当にやっていけんのかよあんな所で、俺が日本の中

心に立っちゃうのかよみたいな。
（C6・男性・23 歳・沖縄県・保険会社勤務）
最後にその他の上京理由の場合いついて分析した。
―不安は正直なかったですね。やっぱり、テレビを通しての情報しかないから、関東
といったらもう、それに映ってるものがすべてっていう。（B4・男性・33 歳・岩手県・
飲食店勤務）
―期待ですね。（中略）まあ性格的な問題もあるかもしれないんですけど、なんだろ、
努力に限界はないみたいな。そんな感じですよね。希望で「これがこう……」みたいな
シュミレーションはするんですよ。家賃はこれくらいで収入はこれくらいで時給はいく
らくらいでっていう、まあもちろんアルバイト、働こうとは思っていなかったんでアル
バイトでやって 1 日 8 時間働いて時給がとか月収どれくらいで、それで足りなければも
う 1 個バイトすればいいやとか、何とか生活はできそうかなっていうイメージでいまし
た。（B5・男性・32 歳・宮城県・飲食店勤務）
次に、女性の場合の上京理由別から期待や不安について男性同様に分析してみる。はじめ
に、夢が上京理由の場合について分析する。
―不安の方が大きいかな。家も出たことなかったし。（C4・女性・25 歳・宮城県・音
楽系事務所所属）
―期待のほうが大きかったですね。
（中略）演劇ができるので。
（D1・女性・27 歳・兵
庫県・飲食店勤務）
―んー。あんまり期待も不安もなかったかな～。まぁでも不安は多少あったかなぁ～
急な一人暮らしに対する不安とか、ひとり暮らしの不安とか（中略）一人に耐えられる
かってことですかね～。今まで五人家族でわいわいやっていたのに、急に一人になった
ので、精神的に大丈夫かなと思いましたね～。
（G5・女性・22 歳・山口県・アルバイト）
―ひとり暮らし始めるっていうのがどうなるのかなぁっていうのがあったのと、あと
やっぱり出てきてからの人間関係とか。
（比重で言ったら）期待の方が大きかった。
（E3・
女性・22 歳・愛媛県・フリーター）
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―どうしてですかね（笑）。（もともとのイメージからは）東京に住むってちょっと自
分的にありえない。ちょっと治安も悪いみたいな。ちょっと恐い場所みたいな。私、東
京に住む気ってのは小さい頃からまったくなかったんですよ。でもまぁ便がよかったん
で。もう決めちゃったら、思いついちゃったら、
「もうこれからやっとできる」、もうダ
ンス中心の生活がしたいってのはずっとあったんで。仕事中心じゃなくて、それ（ダン
ス）ができるっていう期待ですね。不安は、家族と離れることぐらいですかね。
（G6・
女性・26 歳・福島県・アルバイト）
次に、進学が上京理由の場合について分析する。
―私は不安でした。何の当てもなかったので、学校に通うために「新聞奨学生」とい
う制度を利用したのですが、ちゃんと働きながら学校へ通えるのか不安でした。（A4・
女性・32 歳・栃木県・芸能事務所所属）
―えー……不安はない。不安はほとんどなくて……期待ばっかりですね。
（中略）あた
しバイトとか今までしたことなかったんですよ。高校卒業するまで。
（中略）だから、仕
事してみるのも楽しみだったし……、専門（学校）で……友達作るのも楽しみだったし
（笑）。
（中略）
（不安とかは）ぜんぜんないです。ホテルの勉強もできるし、やりたいこ
とができる。（E5・女性・23 歳・鹿児島県・飲食店勤務）
上京時の期待や不安は性別・上京理由により違いについては、まず、性別での違いは、イ
ンフォーマントさんのインタビュー回答からみると、男性は「人間関係」についての不安
が多い傾向があり、親と離れて暮らす「一人暮らし」への期待が強く多い傾向があること
が分かった。また、女性は、男性とは逆に、
「一人暮らし」への不安が強い傾向にあった。
そして、男性にはあまりみられなかった「夢への実現」の期待が強い傾向があることが分
かった。この女性の傾向の結果から、
先ほどの上京理由の違いのまとめの分析をした際に、
出た結果と同じように、女性は上京前から東京でやりたいことや、就職後の結婚・出産・
育児などの長い先のことまで見据えているので、やりたいことが明確なため、夢への実現
への期待が強いのではないかと思う。

２.参考資料による年齢別移動理由
本節では参考資料『日本における近年の人口移動』をもとに、今後の性別や年齢別に移
動理由はどのように変化していくのかについて分析する。
まず、男性の場合、移動者の割合は年齢を重ねるごとに高くなり、それ以後は減少傾向
にあるとなっている。15 歳から 19 歳までの高校・大学進学あたる年齢では「入学・進学」
が 33.3％とこの年齢層における移動の 3 分の 1 を占める高さを示した。20 歳から 24 歳で
は「職業上の理由」が 30.7％と最も高い割合となったが、
「入学・進学」も 26％と引き続
き大きな移動理由となっている。25 歳から 34 歳は「結婚・離婚」が 30～31％を占め、最
も多い理由となった。そして 35 歳から 74 歳は一貫して「住宅」による移動が最も多かっ
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た。75 歳以上では、
「住宅」や「親や子との同居・近居」の二つの理由が大きいとなった。
次に、女性の各年齢層における最も大きな移動理由は概ね男性と共通している。異なるの
は 15 歳から 19 歳の年齢で最も多い移動理由が男性が「入学・進学」であったのに対し、
女性は「住宅を主とする理由」が 39.1％となった。女性のこの年齢層の「入学・進学」に
よる移動は 15.6％であり、男性の半分程度であった。20 歳から 24 歳では男性同様「職業
上の理由」が 27.8％で最も多い理由となった。この年齢層では男性は「入学・進学」によ
る理由が 26％だったのに対し、女性は 9％に満たず、変わりに「結婚・離婚」が 20．9％
と高い数値となった。また、25 歳から 34 歳の年齢層では「結婚・離婚」が最も大きな移
動理由である。とくに、25 歳から 29 歳では結婚による移動が非常に多い数値だという結
果になった。35 歳から 74 歳では、
「住宅」による移動が最も大きな移動理由となり、一貫
して 4 割から 5 割を占めている。75 歳以上では、男性同様、
「住宅を主とする理由」と「親
や子との同居・近居」が主要な移動理由となった。

＜今後の地域別・男女（年齢）別の移動の見通し＞
次に、今後の男女別の東京と地方間の移動の割合は現在までの割合と比べどのように変
化していくのかについて参考資料の『日本における近年の人口移動』をもとに分析してみ
たいと思う。
なおここで使う「大都市圏」は、北関東・東京圏・名古屋圏・大阪圏・近畿圏のことを
指し、
「非大都市圏」はその他の地域を指す。
＜地域別＞
過去・将来とも大都市圏内移動と非大都市圏内移動の割合が高く、大都市圏・非大都市
圏間の移動の割合は低い。データによると、大都市圏内移動と非大都市圏内移動の過去と
将来との比較では、大都市圏内移動の割合は横ばいなのに対し、非大都市圏内移動の割合
は若干低下傾向となっている。この結果の要因として挙げられるのは、大都市圏内では主
に住み替えによる移動性向が高い反面、非大都市圏では若年層割合の減少が全体としての
移動性向の低下に少なからず影響していると考えられている。また、大都市圏・非大都市
圏間移動は、非大都市圏から大都市圏への移動割合が低下する一方、大都市圏から非大都
市圏への移動割合は増大し、過去と今後で数値が逆転している。このため、今後、大都市
圏のみならず、非大都市圏における少子化傾向も著しく、それが大都市圏への人口移動の
ポテンシャルを弱める方向に作用していることは間違いないとされている。
＜男女別＞
男女別では、全体で男性の移動見通し割合の方が高くなっている。年齢別では 15 歳から
19 歳において男性の方が「現在とは異なる住所」になった割合が高くなる。15 歳～19 歳
では移動理由の大半が「入学・進学」や「就職」であった。
「入学・進学」
「就職」に際し
て移動する割合が男性の方が高いものと思われる。20 歳代では男女共に最も「現在と異な
る住所」の割合が高い年齢層であるが、ピークは女性が男性を上回っている。男女 20 歳～
24 歳・25 歳～29 歳における移動理由はともに「結婚」の占める割合が女性の方が高く、
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移動見通しの割合を押し上げている。また、30～50 歳代にかけては、転勤が多く発生する
男性の移動の割合女性を上回るが、75 歳以上においては再び女性の方が高くなる。これは、
女性の方が男性より平均寿命が長いため、配偶者をなくした女性が、子どもをはじめとし
て親族や老人福祉施設などに引き取られることにより移動が想定される。
＜分析＞
地方出身者が東京に上京してくる理由の男女の違いとしては、男性の 10 代では「入学・
進学」が大きな理由を占めているのに対し、女性は 10 代では「住宅を主とした理由」が大
きな理由となっている。また、細かく 20 歳～24 歳の間の上京理由を見ても男性は「職業
上の理由」や「入学・進学」が大きな理由として占めているが、女性の上京理由は「結婚」
が大きな理由として占めており、男性が 2 番目に大きな理由として占めていた「入学・進
学」の理由は女性では 9％に満たないほど低い数値となった。また、25 歳～29 歳の移動理
由も「結婚」が最大の理由となった。これは、男性はのちの就職・結婚のために大学進学
などを重視するために 15 歳～24 歳までの高校・大学の入学や進学のために地方から東京
に上京してくる大きな理由として占めていると考えられる。20 歳～24 歳の間の「職業上の
理由」というのは、地方の地元の高校・大学を卒業したとしても、就職先が地方では東京
や大都市圏に比べ少ないという理由や、自分がやりたい仕事やなりたい職業へのチャンス
が少ないため東京や大都市圏にまで上京してくるのだと思う。
また、女性の上京理由は、男性と異なる部分が多い。まず、15 歳～19 歳の年齢層の間で
は男性は「入学・進学」が大きな理由なのに対し、女性は「住宅を主とする理由」が大半
の理由を占めている。これは親の転勤が関係していると考えられる。男性に比べ、女性は
東京などへ一人での上京する年齢は高い。これは、女性の一人での上京というのは家族は
もちろん、本人も不安な部分が多いためか、
「入学・進学」の理由で上京する女性の割合が
少ないのではないかと思う。しかし、20 歳～24 歳の年齢層の間で就職を東京を含めた大都
市圏でする、または、地方にいたが、結婚のために東京に出てきた等の理由から 25 歳～34
歳までの結婚適齢期に集中して「結婚」の理由が大きな割合を占めているのではないかと
思う。女性の上京理由を年齢から見てみると、
「入学・進学」
「就職・仕事」
「結婚」の女性
の人生の転機とも言える 3 つの大きな山が年齢層別からそれぞれの上京理由が顕著に現れ
ていた。このことから、平均的な日本の女性のライフスタイルが垣間見られたと思う。
また、地域別の上京の移動の見通しとしては、大きく東京や主要な都市を含めた大都市
圏とそれ以外の地方の非大都市圏の 2 つに分けた場合、今後、地方（非大都市圏内）に住
んでいる人が東京（大都市圏内）に移動・上京する割合は減少すると見られている。この
理由として挙げられるのは、地方での過疎化・若年層の低下から、実際に東京や大都市圏
に移動する人数が減少するので、結果的に全体の非大都市圏内から大都市圏内へ移動する
割合が減っているのではないかと考えられる。そして、大都市圏内間の移動の割合が横ば
いなのは、
「大都市圏内での住み替え」が大きな理由と考えられる。また、地方（非大都市
圏内）から東京をはじめ大都市圏内への移動の割合が減り、逆に東京や大都市圏内から地
方（大都市圏内）への移動の割合が増大しているという結果になった。過去では、地方（非
大都市圏内）から東京（大都市圏内）への移動理由が「就職」
「結婚」などのために移動す
る割合が多かったが、現在や今後もこの非大都市圏内から大都市圏内への割合は減少する
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傾向とみられている。この現象の理由として考えられることは、地方から東京や大都市圏
内へ就職などで移動してきた人達が、定年や老後は自分の出身地で過ごそうと考えるため
に移動するのではないかと考えられる。他にも、一度東京や大都市圏で就職したが、家の
都合や転職などを機に地元へ帰る人も少なくないのではないかと思う。また、インタビュ
ーの回答からも出ているように、若年層の方で、現在は東京で働いているが、結婚などを
機に地元の地方へ帰り、いずれは地元で親と同居・近居を考えている地方出身者も多いの
で東京や大都市圏から地方（非大都市圏）への移動の割合が増大した理由の一つではない
かと思う。
しかし、現在日本では少子化問題が大きな課題とされている。この少子化問題は大都市
圏のみならず、地方（非大都市圏）でも大きな問題となっている。つまり、この大都市圏
と地方（非大都市圏）の移動間の割合は少なからず少子化問題が移動者の割合に影響して
くると考えられる。
また、参考資料として用いた『日本における近年の人口移動』から男女別・地域別に東
京・大都市圏への上京理由をデータから見た結果、地方出身の男性が東京・大都市圏へ上
京してくるきっかけとして、10 代～20 代前半は「入学・進学」が多くの上京理由の割合を
占めている。この傾向の理由として考えられるのは、地方での大学進学を考えた場合、地
方の大学は主に国立大学が多く私立大学が少ないことや、地方の私立大学と言っても、キ
ャンパスがある県も集中してしまっているので、進学する大学は限られてしまう。それに
比べ、
東京や大都市圏には大学や専門学校が多く選択肢・入学のチャンスが大きく増える。
このため、東京・大都市圏への上京を決めるのではないかと思う。また、進学などは地方
でしたが、就職先が少ない・自分のやりたい仕事がない等の理由で東京・大都市圏での就
職を希望して上京をする人が多い傾向になっているのではないか、と思った。

３．結論
今回、地方出身者の上京理由を性別や、上京時の期待・不安、参考資料などの視点から
分析を行なった結果、さまざまなことが見えてきた。まず、上京理由を性別で分け、さら
に上京理由を進学・仕事・夢・その他の 4 つに分類した。その結果、性別によりはっきり
と傾向や考え方の違いが出てきた。男性はテレビやニュース・雑誌などからの情報で自分
自身の中で東京へのイメージにより
「東京なら何でもできる」
「東京は何でもそろっている」
などの東京への強い憧れから東京へ上京してくる理由として挙げられる傾向が強いことが
分かった。また、上京前は上京先として東京以外にも大阪・名古屋などの日本の中心的な
大都市圏への上京も候補として挙げていたインフォーマントさんも多いことが分かった。
このことから、男性は上京する際にやりたいことや目的が決まっているのはもちろんだが、
それ以外に東京への憧れ、地元の県では困難なことが東京では簡単にできてしまう・欲し
いものがすぐに手に入るという東京ならではの魅力に惹かれ東京への上京を決めるのでは
ないかと思った。また、男性に対し女性の上京理由も男性同様に 4 つに分類した結果、女
性の場合、東京への憧れはもちろんあるものの、それ以上に上京後のやりたいことが明確
であった。しかも、上京後の自分自身の将来のビジョンが長く、東京での就職・結婚・子

54

育て・老後まで大まかに考えた上での東京への上京を決めた女性のインフォーマントさん
が多い傾向があることが分かった。この傾向は今回の我々のインタビュー調査のデータか
らだけでなく、参考資料の『日本における近年の人口移動』からも同じような傾向がみら
れた。やはり、女性にとって結婚は人生の中でも一大イベントの一つなので、じぶんがや
りたいことだけでなく、結婚や子育てなど長い先のことまで考えての上京を決断してきて
いるのだなと思った。この考え方は女性ならではの考え方が顕著に現れたものだと思った。
男性も同様に将来のビジョンを考えているが、男性は結婚よりも就職・仕事を重視してい
るので女性に比べ見ている将来は近く、漠然としたものが多いのではないかと思った。こ
のような性別による考え方の違いから、上京理由においてもまったく異なる回答や傾向が
出るのではないかと思う。
地方出身者の上京理由の違いを性別から見た結果、上京理由が異なる原因として、個人
差や考え方・上京時の本人の状況などの違いはあるが、もともとの男性と女性による物事
の考え方の違いが同じ上京理由でも異なる点が多く、男性・女性それぞれに特徴的な傾向
や考え方が現れているという結論になった。

＜参考文献＞
国立社会保障・人口問題研究所編，2005，
『日本における近年の人口移動―第 5 回人口移
動調査』財団法人厚生統計協会．
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地方出身者の上京時の期待感と不安感
―上京目的別の視点から―

添田

亮平

１．はじめに
今回、私がこのテーマを選んだ理由を初めに説明したい。
私が生まれたのが東京で、育ったのも東京である。そのため、東京に対しての客観的な
イメージというものがほとんど湧かない。今思えば自分が生まれ育った東京という場所を
客観的に観たことがあっただろうかと疑問に思う。私にとって「東京」＝「地元」である
ため東京に対しての感情というのもあまり感じたことがないのが率直な感想である。
今回は地方出身者が上京の際に、じかに感じた「東京」に関する感情を分析することで、
「東京」という場所がどのように地方出身者の目には映っているのか知りたいと思いこの
テーマを設定するに至った。
そして、その感情の感じ方は、上京目的の違いにより異なるのではないかと仮定し、地
方出身者が上京時に感じていた「期待感」と「不安感」に焦点を絞って、上京目的別の視
点から分析する。

２．上京目的
１）上京目的別の分類
地方出身者の上京目的はさまざまである。以下ではインフォーマントさんの、それぞれ
の上京目的を大きく「進学型」
「仕事型」
「夢追及型」
「行くなら東京型」の 4 つのカテゴリ
ーに分類した。それぞれの具体的な回答例を見てみよう。
①進学型
まずは「進学型」である。地方から東京の大学や専門学校に進学するために上京してき
たケースである。今回は、東京に進学以外の目的があり、その目的に関連して上京したイ
ンフォーマントさんが東京の大学や専門学校に進学したケースも「進学型」
と位置付ける。
―高校を卒業して、短大が東京にあったのでそれがきっかけで上京してきました。
（F2・女性・25 歳・新潟・衣類販売店勤務）
―東京に来たのは、やはり大学に入学するということで上京してきたことが一番の理
由ですね。
（F1・女性・23 歳・福島・会社員）
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―えーと、高校卒業して、すぐ大学進学のために上京してきました。（E2・男性・24
歳・岩手・福祉関係勤務）
―まぁまず、東京に出てくるのが自分の中の夢で、っていうのも何でも揃ってるなっ
ていうイメージと、不便がないなっていうイメージがあったんで。まぁ長野でずっとや
ってるよりは出たいなっていう願いがあって、そのタイミングでちょうど良く大学受験
という波があって。大学はやっぱり東京で行きたいなっていうことで、東京の大学国立
私立問わず一般で決まって、ちょうどうまくひっかかったんで、それで東京に来ました。
（B6・男性・24 歳・長野・広告代理店営業勤務）
このように上京した理由に進学が１番の理由になっているケースである。上京年齢は、
「進学」という目的のために上京してきたため、18~19 歳ということになる。
②仕事型
次に紹介するのが「仕事型」である。東京での就職のために地方から上京してきた方や、
地方で就職したものの、転勤等、仕事上の理由で上京したケース。
―それは僕が行こうと思ったっていうファクターよりも、どっちかっていうと会社の
転勤で東京に出てきたっていう……。
（中略）1 年間だけ働いて、そしたら…えっと……
東京に転勤になって、まぁそれに従って来たというか。
（G4・男性・25 歳・愛知・印刷
会社勤務）
―大卒で 22 のときに就職して、配属が東京だったから。（中略）大阪と名古屋はそこ
まで需要がないから、東京が一番需要がある。他のいろんな会社っていうのは東京に集
まって来てるから、で、新人で決まって東京に来たって感じかな。
（C5 男性・24 歳・滋
賀・印刷関係の会社勤務）
―やっぱり学生のときにいろいろ見たからね、仕事で岩手に戻ったときに、何にもね
ぇなって。つまんなかったんですよ。その当時は。だからもうすぐにまた異動願いを出
して。戻ってすぐだね、もう戻りたい、って。また埼玉のほうに来たいって思ったのは
すぐでしたね。
（B4・男性・33 歳・岩手・飲食店勤務）
このように東京に強いこだわりを持っていた方も、そうでない方も、仕事の都合上、上
京したケースである。
「仕事型」には自分で東京を選択した場合と、そうではない場合があ
る。いずれにせよ、上京年齢は幅広く、一定ではない。
③夢追求型
次に紹介するのが「夢追求型」である。夢や目標の達成のために「東京」という場所を
選択して上京してきたケース。今回は夢や目標のために上京した方で、それに関連した大
学や専門学校に進学という道を選んだ方は「進学型」に位置づけている。
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―プロのダンサーになりたくて、勉強しに。（G6・女性・27 歳・埼玉県生まれ福島県

育ち・アルバイト勤務）
―芝居をやりたかったからです。
（G6・女性・22 歳・山口・アルバイト）
―とりあえず最初大学進学を考えてて、その時点でもうすでに愛媛からは出ようって
いう気持ちはあって、どこに行くかって考えていちおう関東圏に来ようとはっきり決め
たのは高３の夏。そのときもう大学はやめて芝居と思ったから、大学進学をしないで芝
居しようと思ったから、絶対東京行かなきゃって。
（E3・女性・22 歳・愛媛・フリータ
ー）
―もともと演劇としていたんですけど、やっぱり演劇の発信地が東京なので、いろい
ろと勉強したくて来ました。（D1・女性・27 歳・兵庫・アルバイト）
このように夢や目標の実現ために「東京」という場所が最適だと考え、上京したケース。
上京年齢は「仕事型」と同様、一度職に就いたが夢を諦められないため上京した場合など、
さまざまな場合があるため、一定ではない。
④行くなら東京型
次に紹介するのが「行くなら東京型」である。前で紹介した 3 つのケースとは異なり、
上京に明確な目的はないものの、東京に対しての憧れなどから、地元を出て、行くとした
ら東京という心境で上京したケース。
―上京してきたのは 18 歳で、高校のときに進路を決めなくちゃいけなくて考えたとき
に、国立の大学に行く頭もないし、私立の大学に行くお金もないし進学もしたいと思っ
ていなかったのでそれでまあとりあえず東京行こうかな、上京しようかなと思った軽い
きっかけで。（E1・男性・31 歳・新潟・飲食業）
―いろいろ理由が重なっているんですけど、もともとむこうで会社勤めをしていて、
そこを辞めて次の仕事をどうしようと考えたときに、一人暮らしというのと、もともと
母親の実家がこっちのほうなので何度も遊びにきていたので、やっぱり自分でも暮らし
てみたいなというのがあって……それが一番の理由かもしれないです。（A1・女性・23
歳・秋田・販売）
―理由はとくにないんですけど、とりあえず大学とかに行かずにやりたかったんで。
家を出たくて、でもそのときお金があんまりなかったんで、貯金とかしてなくて、お金
が貯まってなかったんで、友達、大学とかで、近くにいる友達に声をかけて一緒に居候
させてくれないかって、でそれで何人か聞いたんですけどあんまり、やっぱりいきなり
了解してくれる人いなくて、で中学からの友達が板橋のどっかの大学に行くので出てき
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てて、いいよっていってくれてそれで東京に。
（A3・男性・21 歳・新潟県・飲食店勤務）
このように、
「何かをやりに」という印象ではなく、地元を出て、なんとなく「東京」に
来た、行くとしたら「東京」という心境で上京したケース。この場合も上京年齢は一定で
はない。
以上、地方出身者の上京目的は大きく分けて「進学型」、「仕事型」、
「夢追求型」、「行く
なら東京型」の 4 種類に分類できる。細かく分類すれば、これ以上に分類可能なのだが、
今回はこの 4 種類で分析を進めたい。

３．上京時の心境
１）上京時の不安感、期待感
地方から上京してきた人々たちは、上京時、どんな心境だったのだろうか。今まで暮ら
してきた地元を離れ、
「東京」という大都市に繰り出していく。その心境はさまざまである
と考える。
「東京」という華やかな場所で生活をする期待感、慣れ親しんだ地元を離れ、異
郷の地で生活する不安感。いろいろな感情があるなかで、どのような感情が最も大きかっ
たのだろうか。次はその「感情」の中でも、インフォーマントさんが上京の際に感じてい
た「期待感」と「不安感」に着目する。上京するにあたって期待感も不安感も、どちらも
感じるはずであるが、その感情は前節で分類した４種類の上京目的別カテゴリー間におい
て差異は見られるのか分析することで明らかにしたい。
上京する前の期待感、不安感を問う質問に対して地方出身者はどのように返答するのか。
上京目的別カテゴリーの期待感と不安感から見てみたい。
①進学型
―期待だけですね（笑）
。不安はなかったですね（笑）。
（E2・男性・24 歳・岩手・福
祉関係勤務）
―えー……、不安はない。不安はほとんどなくて……期待ばっかりですね。（E5・女
性・23 歳・鹿児島・）
―期待が大きかったです。（G2・男性・20歳・沖縄・美容室勤務）
―不安の方が大きかったですね。まぁそもそも１人暮らしをしたことがなかったんで、
まぁ１人で暮らしてまずホームシックになるだろう間違いなく、っていう不安と、あと
あのぉ……結構その人見知りだったんで昔は。今はぜんぜん違うかもしれないけど（笑）
あの人見知りだったんで、本当に友達ができるのかとか、あと親に東京人の言うことは
10のうち９は信用するなって言われてたんで、まぁそういうちょっと疑問とか人と話す

59

ときにまずちょっと疑ってみるというか、そうだね。そういうところがあったんで、や
っぱ不安の方が大きかったですね。まぁもちろん期待っていうのは、親元を離れて1人で
暮らしてる自分のかっこよさとか（笑）
。そういうところには、やっぱ期待感を持って上
京しました。（B6・男性・24歳・長野県・広告代理店営業勤務 ）
②仕事型
―んー、やっぱり不安が大きかったですね。東京に来て、もともと愛知にいたときと
職種がガラッと変わったので。
（G4・男性・25歳・愛知県・印刷会社勤務）
―不安は正直なかったですね。やっぱり、テレビを通しての情報しかないから、関東
といったらもう、それに映ってるものがすべてっていう。 （B4・男性・33歳・岩手・飲
食店勤務）
③夢追求型
―期待のほうが大きかったですね 。（D1・女性・27歳・兵庫県・飲食店勤務）
―うーん……上京する前。期待かな？（中略）
。もう決めちゃったら、思いついちゃっ
たら、「もうこれからやっとできる」、もうダンス中心の生活がしたいってのはずっとあ
ったんで。仕事中心じゃなくて、それ（ダンス）ができるっていう期待ですね。 （G6・
女性・26歳・埼玉県生まれ・福島県育ち・アルバイト勤務）
―そうですね、不安がほとんどなかったですね。何とかなるでしょって。
（G3・女性・
21歳・新潟県・アルバイト勤務）
―不安の方が大きいかな。家も出たことなかったし。
（C4・女性・25歳・宮城・アルバ
イト・音楽系事務所所属）
④行くなら東京型
―不安はなかったですけど、とくに期待も。（A3・男性・21歳・新潟県・飲食店勤務）
―ん～結構計画的じゃなかったので、突発的にきたので不安のほうがかなり大きかっ
たですね。このまま来て大丈夫なのかっていうのがありました。
（A1・女性・23歳・秋田
県・販売）
―期待ですね。（中略）まあ性格的な問題もあるかもしれないんですけど、なんだろ、
努力に限界はないみたいな。そんな感じですよね。希望で「これがこう……」みたいな
シュミレーションはするんですよ。家賃はこれくらいで収入はこれくらいで時給はいく
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らくらいでっていう、まあもちろんアルバイト、働こうとは思っていなかったんでアル
バイトでやって１日８時間働いて時給がとか月収どれくらいで、それで足りなければも
う１個バイトすればいいやとか、何とか生活はできそうかなっていうイメージでいまし
た。（B5・男性・32歳・宮城県・飲食店勤務）
２）上京目的別に見た期待感、不安感
以上のように、「進学型」「仕事型」「夢追求型」「行くなら東京型」いずれも上京時に期
待感も不安感も感じていた。次に上京者がそれぞれ感じていた期待感・不安感の細かい内
容に着目して、上京目的別に分析する。
①進学型
以上の回答から、
「進学型」は、期待感・不安感のどちらも感じていながら、全体的に期
待感を大きく感じている印象を受ける。期待感に関しては、
―だから、仕事してみるのも楽しみだったし……、専門（学校）で……友達作るのも
楽しみだったし。（E5・女性・23歳・鹿児島・レストラン勤務）
―新しい環境に行く期待ですね。
（G2・男性・20歳・沖縄県・美容室勤務）
―（中略）早稲田の存在というのは大きかったですね、東京というよりは。来てから
は大学というよりはむしろ、そこに居る人と繋がっていくのですけど。くるときはそう
いう感じでしたね。
（D2・男性・39歳・福岡県・NPO福祉団体職員）
このように、「進学型」は大学または専門学校等といった新境地でさまざまな人と出会える
ことに期待を寄せていた人が目立ち、大都市「東京」に繰り出していく勢いのようなもの
を感じる。強い不安感というものはあまり見られず、主に初めて親元を離れることに対し
ての不安感がしばしば見られた。また、大学や専門学校進学時は18～19歳が多いことから、
上京に対しての期待が大きかった理由に「若さ」を挙げている。
―うん、なんか若さゆえっていうか（笑）
、ほんとにねぇ、あの将来に対して不安とか
そういうのは微塵も持ってなかったから、うん。あの、就職氷河期って言われてるくせ
に、どうにかなるだろうくらいに考えてた。
（D4・男性・35歳・）
このように「若かったから」行動に移せたという回答も得られた。
また、「進学型」で上京時に「不安感の方が大きかった」とうい回答をしたインフォーマ
ントさんの例として以下のようなものがある。
―あと親に東京人の言うことは10のうち９は信用するなって言われてたんで、まぁそ
ういうちょっと疑問とか人と話すときにまずちょっと疑ってみるというか、そうだね。
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そういうところがあったんで、やっぱ不安の方が大きかったですね。
（B6・男性・24歳・
長野県・広告代理店営業勤務 ）
このB6さんは調査員の「東京に恐いというイメージはありましたか？」という質問に対
して以下のように回答している。
―ありましたね。まぁあの、テレビとか見て板橋区で殺人事件が起こりましただとか、
あとやっぱり変わり者が多いんで、まぁ正直恐いというかまぁ自分が合うのかなという
不安からの恐怖ですか、そういうのがありましたね。
（B6・男性・24歳・長野県・広告代
理店営業勤務 ）
この回答から、東京に対して恐怖心のようなものを感じていたことがわかる。やはり東京
は恐い場所、危ない場所というイメージが大きかった人は上京時の不安感も大きくなるこ
とがわかる。
②仕事型
次に「仕事型」の方々が上京時に感じていた期待感、不安感に関して見てみると、東京
での仕事と生活の両立に不安感を感じていた人が多いのではないかという私の予想に反し、
期待感・不安感、どちらかに偏るという結果ではなかった。やはり「東京」に行くという
ことで少なからず期待感もあることがわかり、上京年齢が一定ではないことも関係してい
るせいか期待感、不安感の感じ方にもばらつきが見られた。
―同じ会社の中で。どちらかというと、あのー、愛知県にいるときは、生産段階、印
刷メーカーなんですけど、工場に近い仕事をしてて、東京に来て、営業に近い仕事にな
ったんで、そういった部分での不安は、まぁ仕事においては不安があって、まぁプライ
ベートに関して言えば、まぁ楽しみ、まぁ期待っていう。
（G4・男性・25歳・愛知・印刷
会社勤務）
このG4さんのように東京での仕事に対しては不安感があるが、それ以外のプライベート
には期待感があるという回答もあった。
「２．上京目的」でも示したように、G4さんのように自分の意思ではなく仕事の都合上、
上京してきた方は不安感を、B4さんのように自らの意思で仕事場に東京を選択し、上京し
てきた方は期待感を感じていた。
③夢追求型
続いて、
「夢追求型」のインフォーマントさんが上京時に感じていた期待感、不安感に関
して分析を行う。私は、
「進学型」や「仕事型」とは異なり、何も決まっていない状況で夢
の実現という目的のために上京してきたインフォーマントさんは不安感の方が強く感じて
いるのではないかと予想したが、
「夢追求型」も期待感・不安感のどちらも感じていながら、
「進学型」と同様に上京時、期待感の方が大きかったと回答する方々が多い傾向になった。
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しかし、その理由は、
「進学型」では新たな人と出会いたいという期待感や新しい場所で
の生活に対する期待感が目立ったのに対して次のような回答が得られた。
―もう決めちゃったら、思いついちゃったら、「もうこれからやっとできる」、もうダ
ンス中心の生活がしたいってのはずっとあったんで。仕事中心じゃなくて、それ（ダン
ス）ができるっていう期待ですね。 （G6・女性・26歳・埼玉県生まれ・福島県育ち・ア
ルバイト勤務）
―そのときもう大学はやめて芝居と思ったから、大学進学をしないで芝居しようと思
ったから、絶対東京行かなきゃって。（E3・女性・22歳・愛媛県・フリーター）
のように、それぞれの夢の実現を可能にする場所として「東京」を選択し、夢の実現に
向かって進んでいける喜びのような期待感が目立った。
「夢追求型」で上京時、期待感の
方が大きかったと回答したインフォーマントさんは、東京での目標、夢が明確に見えて
いるせいか、不安感を感じている暇もないような印象を受けた。
また、「夢追求型」で不安感の方が大きかったと回答した方もいた。不安感よりも東京
へ行かないと何も始まらないという思いが上回っていて、後悔したくないという強い思
いが表れている。夢の実現のために、何か鬼気迫るようなものを感じた。
―本当に不安だったけど、でも、とりあえず行かないと何も始まんないし。とりあえ
ず後悔だけはしたくなかった。
（C4・女性・25歳・宮城・アルバイト・音楽系事務所所属）
④行くなら東京型
「行くなら東京型」では、東京に来た理由や経緯が多様なため、期待感・不安感ともに
ばらつきが見られた。東京に「憧れ」という感情を抱いている人も少なからずいて、
「憧れ」
という感情が、
「行くなら東京」と思わせた要因の1つであると考えられる。
３）東京に知り合いがいたか
ここでは、これまで紹介した４つの上京目的別のカテゴリーに関係なく、上京する際に、
東京に知り合いがいたかどうかで、期待感・不安感の感じ方に変化があるのか分析したい。
上京時、東京に知り合いがいるか、いないかでは精神面での安心感が違うと予想できる。
・質問：上京する際に東京に知り合いはいましたか？
・上京時、期待感の方が大きかったインフォーマントさんの回答
―母親の実家が神奈川なんで。（だから）そのあたりはなにかあれば駆け込めばいいっ
ていうぐらいな感覚はありましたね。（B1・男性・33歳・福島県・小売店勤務）
―友達はけっこーみんな沖縄出て行く人が多かったんでいました。
（G2・男性・20歳・
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沖縄県・美容室勤務）
―知り合いいた。学生のときのアパートとか全部探してくれたのが兄貴だったんです。
で、兄貴も都内の専門に行ってたんで。で、今度兄貴が地元に帰るっていうんで入れ替
わりで自分が出てきた。兄貴がこっちにいるときに2回くらい遊びに来たのかな。だから
実際にそのときにいろいろ連れてってもらってっていう。兄貴の影響もあったね、そう
いえば。（B4・男性・33歳・岩手県・飲食店勤務）
―母方の親戚はいますし、大学（進学）でこっちに来ていた友達とか、そのまま就職
した友達とかいます。（G6・女性・27歳・埼玉県生まれ福島県育ち・アルバイト勤務）
・上京時、不安感の方が大きかったインフォーマントさんの回答
―いなかったねまったく。（中略）一人暮らし初めてだったから、家事とかもやったこ
となかったから、そういう不安もあったから。あと、治安とかも怖いイメージがあった
し。（C1・男性・2３歳・栃木県・IT企業勤務）
―ちょっと知り合いはいたけど、そんなすぐ会える距離じゃなかったし、時間も合わ
ないから会えなかった。
（C4・女性・25歳・宮城・アルバイト・音楽系事務所所属）
―私は不安でした。何の当てもなかったので、学校に通うために「新聞奨学生」とい
う制度を利用したのですが、ちゃんと働きながら学校へ通えるのか不安でした。
（A4・女
性・32歳・栃木県・芸能事務所所属 ）
以上のように、やはり上京時、東京に親戚や友達などの知り合いがいたと回答したイン
フォーマントさんは東京に知人がいるおかげで不安感が和らげられている印象を受ける。
東京に知り合いがいるというのを意識していた人も、そうでない人も、少なからず気持ち
に安心感のようなものを得ているようである。逆に、上京時東京に知り合いがいなかった
と回答したインフォーマントさんは、頼る人がいない不安や孤独感から不安感の方が大き
かったという意見が多くみられた。
また、知り合いがいたことで助けられたという例として、調査員の「知り合いがいたこ

とで助かったことはありますか？」という質問にたいして以下のように答えている。
―先輩達がいたからどういう感じなんですかとか聞けたし、物価の違いとかどういう
部屋選びをするべきかみたいなことも教えてもらったしね。卒業式が終わって上京して
きたときも先に来てる友達もいたから連絡とか取り合いながらやった感じだよね。（C6・
男性・23歳・沖縄県・保険会社勤務）
という回答から、精神面以外でも助け合いながら生活していることが伺える。やはり、上
京時、東京に知り合いがいるというのは、上京者にとって少なからず影響を与えるもので
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あることがわかる。
４）東京に対するイメージからの期待感・不安感
次に、地方出身者が上京前に思い描いていた東京のイメージの違いによって、上京時の
期待感や不安感に影響がでるのではないかと予想し分析を行う。東京に対するイメージも
人それぞれである。東京に対し、良いイメージを持っている人や、逆に悪いイメージを持
っている人が上京時、どのような心境だったのだろうか。本節も、前節と同様に上京目的
別のカテゴリーに関係なく分析する。
・質問：上京する前の東京のイメージは？
・上京時、期待感の方が大きかったインフォーマントさんの回答
―東京のというわけではなかったのですが、たまたま進学で東京になると頭の中にあ
ったときは、東京だからというわけではないのですけど、自分にとって自分を試すとい
うか新しい新天地というか、やはり家族とか、どちらかと言うと大阪の家族というのは
私には柵というか、良くも悪くもですけど愛憎まみれる葛藤があるところがありまして、
ですからそれらを振り解いて自分を試せる場所、それがたまたま東京だったということ
なんですが。ですから何か可能性のある希望の土地といいますかね、輝くイメージでし
たね。だから世間で言う東京だからと言うイメージとはちょっと違うかもしれませんが、
試せる場所という意味でたまたま東京だったということなんですけども。
（D2・男性・39
歳・福岡県・NPO福祉団体職員）
―東京のイメージは……やっぱ先進的ということと……。物凄くお洒落なイメージで
すね。なにからなにまで。東京の隅から隅までお洒落なイメージ、人も隅から隅までみ
んな銀座で歩いているような人たちが住んでるイメージでしたね、最初のイメージは。
（E2・男性・24歳・岩手・福祉関係勤務）
―やっぱり、華やかな場所っていう。テレビでしか見たことがない。テレビで見たも
のがそのまま。まあ、イメージというか､そういうものなんだっていう。それでまあ上京
したかなぁ。（B4・男性・33歳・岩手・飲食店勤務）
・上京時、不安感の方が大きかったインフォーマントさんの回答
―怖い。もうなんか悪い人いっぱいいるみたいな（笑）。家賃も高いし……。（中略）
歌とかやるのはいいけど、住むのはなぁ……。みたいな感じでした。
（C4・女性・25歳・
宮城・アルバイト・音楽系事務所所属）
―テレビとか見て板橋区で殺人事件が起こりましただとか、あとやっぱり変わり者が
多いんで、まぁ正直恐いというかまぁ自分が合うのかなという不安からの恐怖ですか、
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そういうのがありましたね。（B6・男性・24歳・長野・広告代理店営業勤務）
―ひとり暮らし初めてだったから、家事とかもやったことなかったから、そういう不
安もあったから。あと、治安とかも怖いイメージがあったし。
（C1・男性・23歳・栃木県・
IT企業勤務 ）
このように、上京前、東京に対して憧れのようなイメージや、自分を試せる場所という
プラスのイメージを持っていた方々は、上京時、期待感の方が大きかったと回答する傾向
が見られた。これに対して、上京前、東京に対して治安が悪い、悪い人が多いというマイ
ナスのイメージが先行していた方々は上京時、不安感の方が大きかったと回答する傾向が
見られた。

４．まとめ
以上、これまでの分析をまとめると、
「進学型」
「仕事型」
「夢追求型」
「行くなら東京型」
のいずれのインフォーマントさんも、上京時に、期待感・不安感ともに感じていたが、期
待感・不安感の細かい内容の質には違いが見られた。
「進学型」においては、新しい環境に飛び込んでいくという期待感、そこで新たな人間
関係を築く期待感が目立った。また若かったから不安感を感じなかったという回答も得ら
れ、上京年齢も少なからず上京時の心境に影響を及ぼすものであった。
「仕事型」では、自ら希望しないで上京することになったケースがあることから不安感
を感じていたインフォーマントさんの回答が見られた。東京での仕事に対しては不安だが、
東京生活のプライベートには期待感を持っていたインフォーマントさんが印象深い。
「夢追求型」では、不安感も感じつつも、東京という場所で自身の夢に向かっていける
期待感がより強く感じられ、東京を自分の夢を叶える場所と捉えている印象を受けた。予
想外だったのは、「夢追求型」において、上京して夢という不確定なものを追う中で自分が
どうなっていくかも分からない中、当然不安感が大きいだろうと私が予想したのに対して、
期待感の方が大きかったと回答したインフォーマントさんが多かったことである。それは
自分の夢の実現に向けて東京という場所でスタートできるという喜びのようなものだとい
う印象を受けた。「東京」でなければいけない理由をそれぞれに持っていた。そして「夢追
求型」のインフォーマントさんの、期待感が大きかった人も、不安感が大きかった人も、
共に上京に対する強い思いが感じられた。
「行くなら東京型」では、上京理由に明確なものはないような印象だが、全体的に見て、
東京に対してあまり悪いイメージは持っていないように感じた。明確な理由はないにして
も、東京を選択したことに、東京に対してなんらかの憧れや期待があることがわかった。
地方出身者の上京時、東京に知り合いがいるか、いないかでは、上京者に与える期待感・
不安感に少なからず影響を与えていた。異郷の地、
「東京」に行き、そこで生活を送る不安
の感じ方には、そこに知人がいるだけで精神面での助けになっているという印象を受けた。
また、上京前の東京に対するイメージも、上京時の期待感・不安感に影響を及ぼしていた。
私は、地方出身者は東京に対して、あまり良いイメージを持っているものではないと予想
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していたが実際はそうではなかった。東京に対して、憧れや期待を抱いていたインフォー
マントさんは、上京時、東京で生活を送る期待感が上回っていた。悪いイメージを持って
いたインフォーマントさんは、やはり上京時、恐怖感としての不安が強く表れていた。
地方出身者が上京前、
「東京」をどのように捉えていたかで上京時の期待感・不安感に差
異が見られた。そして、それはそれぞれの上京目的によりさまざまなものであるとともに、
上京目的別で傾向が見られた。
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地方出身者が上京する理由
―上京への思い・自身の経験と変化を探る―

小野

真紀子

１．はじめに
なぜ地方出身者は上京するのだろうか。いつの時代にも上京してくる人たちがいるが、
いったいその裏にはどういった理由があるのか、その理由を実際のインタビューから追求
していきたいと考えた。今まで生まれ育った土地の伝統や産業を守り、次世代に伝えよう
という思いがある人ばかりではなく、地方に住む彼らのなかには上京という道を選んでい
る人が多くいる。それほどまでに上京に熱い思いを抱くのはなぜなのか。さらに上京した
ことによる自身の経験と変化から何が感じとれるのかを見ていく。そのために、上京者の
年齢および性別に着目して分析を進める。「20 代男性」
「20 代女性」「30 代男性」
「30 代女
性」の 4 つに分類する。30 代女性に該当するインフォーマントさんは 1 人しかいないが、
そこから見えてくることも考えていきたい。本調査では、地方から上京してきた人にイン
タビューをしてみて、インタビューをした数だけいろいろな回答があり、そこからさまざ
まな側面が見えてきた。その結果をテーマごとに順を追って分析し、全体的にまとめてい
きたいと思う。

２．上京した理由・きっかけ
年代と性別によって、上京した理由・きっかけにどのような違いがあるのか。地元を出
て上京することに対してどのような思いを抱いていたのか。またそれぞれの上京する理由
があるなかで共通点があるのか、地方出身者へのインタビューを元に分析してみた。
・20 代男性のインフォーマントさんの回答例
―まぁまず、東京に出てくるのが自分の中の夢で、っていうのも何でも揃ってるなっ
ていうイメージと、不便がないなっていうイメージがあったんで。まぁ長野でずっとや
ってるよりは出たいなっていう願いがあって、そのタイミングでちょうど良く大学受験
という波があって。大学はやっぱり東京で行きたいなっていうことで、東京の大学国立
私立問わず一般で決まって、ちょうどうまく引っかかったんで、それで東京に来ました。
東京がやっぱ日本の中心だっていうのに頭があるんで、基本的には東京から出ようとも、
東京以外のところに住もうとも思わないですね。
（B6・男性・24 歳・長野県・広告代理
店営業）
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―テレビで見たところにすぐ行ける。おいしいもの食えるし、全国からいっぱい人来
てるし、仕事なり、成功できる確率も高いし、そんなとこかな。
（B3・男性・24 歳・香
川県・営業）
―えっと、それは僕が行こうと思ったっていうファクターよりも、どっちかっていう
と会社の転勤で東京に出てきたっていう……。なぜ東京に。それは……やっぱり日本の
中心だし、マーケットがあるわけですよね。人も集まるし、情報も集まるし。まぁそう
いった意味で一度東京で仕事をしておきたいなって。（G4・男性・25 歳・愛知県・印刷
会社勤務）
＜20 代男性の分析＞
東京は日本の中心であり、テレビで見たところにすぐ行けたり、美味しいものが食べら
れるといったメリットがある。確かに東京は、番組や雑誌などでもよく取り挙げられてい
るほど人気スポットや有名なところが多くあるといえる。全国各地からたくさんの人が来
ていて、仕事においてもあらゆる可能性、チャンスの場が多いので成功できるという考え
もある。上京の理由は、東京に憧れや希望を持って上京すると同時に、高校を卒業して大
学に進学するため、また行きたい大学が東京にあったためであった。会社の転勤など、や
むを得ない理由もあるが、やはり東京は情報やもの、人の集まるところであり、日本の中
心部であるという考えが多いと感じられる。しかし上京理由はとくになく、家を出たいと
いう思いだけがあって上京してきた人もいたようだ。B6 さんは、東京に出てくることが自
分の夢であり、大学進学と共に東京に来たことが上京のきっかけであった。東京以外には
住もうとも思わないといった断定的な意見も見られ、東京は便利であり不便がないという
感覚も東京を選ぶ理由になったようだ。何より、東京が日本の中心であるという考えを持
っていた。この意見からは上京に迷いを感じないくらい、強い意志を持って上京してきた
ことがわかる。
・20 代女性のインフォーマントさんの回答例
―いろいろ理由が重なっているんですけど、もともとむこうで会社勤めをしていて、
そこを辞めて次の仕事をどうしようと考えたときに、一人暮らしというのと、もともと
母親の実家がこっちのほうなので何度も遊びにきていたので、やっぱり自分でも暮らし
てみたいなっていうのがあって……それが一番の理由かもしれないです。
まあ、自分の考えだったんでわからないですけど、こんなに仕事をこなしているのに
自分の評価が上がらないし女の子だし、まだ何年かしか経ってないからっていうので、
評価はぜんぜん低いじゃないですか。まあでも、仕事をやっているそのレベルとしては
当たり前の評価だったのかもしれないけど、自分はそうやって一生懸命やっているし、
やっぱり地方のお給料って低くなってるじゃないですか。頑張ったぶんだけもらえてる
のかなって疑問が生じたときに、だったら、東京でアルバイトでも時給が千円以上だっ
てわかっていたので、自分が働いただけ返ってくるっていうのがいいなと思って。そう
いうのが上京のきっかけになりました。
（A1・女性・23 歳・秋田県・販売）
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―もともと演劇をしていたんですけど、やっぱり演劇の発信地が東京なので、いろい
ろと勉強したくて来ました。演劇というものがすごく確かなものではないので、抽象的
というか、あれなので、はっきりとは断言できないんですけど、そのとき、自分が欲し
い、学びたいと思ったのは東京にあると、確信というか確信的なものがあったんで、東
京しかないと思っていました。うんとー、たとえば、いい芝居というか、面白いもの、
面白いことをやっているのを見るだけでも勉強になるし、知ることができるし、面白い
のが東京だったり、いろんなことをやっている、数も違いますし、アイディアとか価値
観に触れるだけで勉強になるし、
“学ぶ”というのは……経験を踏むという意味で、やっ
ぱり、チャンスが向こう（地元）より多いというか、やっている人口が多いぶん出会う
確率が高いというか。（D1・女性・27 歳・兵庫県・飲食店勤務）
＜20 代女性の分析＞
東京が日本の中心であるという考え方は理由としてとくに見られない。芝居をやってい
たり演劇、ダンサーなど、アーティストとして夢を追いかけて東京に出てきた人が数人見
られる。地元ではできないことがたくさんあると答えた人が多くいた。しかし東京では人
が多いため、その数だけ違いがあり、そこから得られるものが多くあると考えたのではな
いだろうか。自分の夢のために面白いものややりたいことを目指して、東京に来ているこ
とを考えると、やはり東京には有名なアーティストたちが揃っているのだと感じる。演劇
の発信地が東京であることもその理由の一つだろう。また、大学進学のために上京して来
た人もいるが、共通点として母親の実家が東京にあるという理由があった。その他にも、
田舎では仕事の評価がなかなか上がらないといった理由から、東京での出世を考えた仕事
に対して前向きな意見もあった。
・30 代男性のインフォーマントさんの回答例
―できるだけ都市部に行きたいっていう思いがある。だから、
（大学を）探したときに
大阪とか愛知とか、東京とかの周りがいいなって。なんとなくの憧れだよね。とくにこ
れってものがあったわけではないね。行ってみたいなっていう。
（D5・男性・32 歳・鹿
児島県・小学校教諭）
―僕、仙台なんですけど田舎なんで、今はそういう風潮はないですけど長男は地元で
親と家に残るっていうのがあるじゃないですか？それで、まあ高校卒業して１年働いた
ときに、その先の人生のビジョンがこう１年で働いて見えてしまったというか「あ、俺
このまま歳とって結婚して……」っていうのが何か見えて、何かその人生つまんないな
ーって思って、それである程度仕事をして、その気持ちを抑えて 30（歳）くらいで東京
に行きたいなって思うのと 20 歳で行くのでは重さが違うかなって思って、行くんだった
ら今行って何かやってダメだったら戻ってくればいいかな。
大学に行くか働くかっていう選択肢になって、まあ地元の大学もありましたし、あと
東京の大学とかもいちおう受けたりもしてたんですけど。チャンスがあればちょっと行
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ってみたいなって思ってましたね。
（B5・男性・32 歳・宮城県・飲食店勤務）
＜30 代男性の分析＞
地元には何もないし、今のままの現状ではつまらない人生になってしまうという考え方
があるようだ。もちろん、仕事のためや進学のために上京しているわけだが、インタビュ
ーの結果からは、とくに「（東京に）行ってみたい」という、憧れのような思いが強く感じ
とれた。進学という考えの枠にとらわれず、卒業後の進路まで頭に入れた上での上京なの
だろう。東京には、自分の人生を見つめ直して深く考えさせられるような向上心の源が多
くあるのだと感じた。各々の出身地には人や情報が東京に比べて少ないようだが、東京に
は人が多いぶん、情報やものも多く、自分自身の人生観や生き方に大きな影響を与えてく
れると考えていたのだろう。
・30 代女性のインフォーマントさんの回答例
―私はもう少し前、中学生くらいの頃から漠然と考えていました。芝居系の学校が東
京にしかなかったので、高校卒業と同時に東京へ来ました。
（A4・女性・32 歳・栃木県・
芸能事務所所属／アルバイト）
＜30 代女性の分析＞
「中学生の頃から（東京に来ることを）漠然と考えていた。芝居系の学校が東京にしか
なかったので、高校卒業と同時に東京に来た」という A4 さんの回答。そこから考えられ
ることとして、自分の夢のためであることがわかる。芝居系の学校が東京にしかないとい
う事実から、地元にいてはそれは叶わないことであり、東京に来ることは彼女にとって絶
対的な条件であった。
＜全体の分析＞
それぞれ上京してきた理由やきっかけは、年代別・男女別によって多少の偏りがあるも
のの、さまざまであった。なかでもやはり一番多い理由として挙げられるのは、大学進学
のため、東京で夢を叶えるため、東京にはいろいろなものがあるという考えであり、多く
を占めていた。20 代の男性に比べて 30 代の男性には、単純に大学進学という枠で上京し
たというより、先の人生を見据えたような、視野を広げている考え方が見られた。また男
性と女性を比較すると、女性は男性に比べて自立のために上京するこだわりがあまりなく、
上京理由には自立という意見はとくになかった。また、
「田舎では仕事の評価がなかなか上
がらない」といった仕事に対して向上心を持つ A1 さんの意見もあった。限られたインフ
ォーマント数ではあるが、20 代、30 代の女性のなかでは、夢（芸能方面）のために地元か
ら東京へと上京してくる人が多かった。私自身が考える東京と、地方出身者が考える東京
には人・モノ・情報が多いという共通の部分がある。そしてそのぶん将来への道を考える
ならば、やはり東京の方があらゆるチャンスが多く、道が開けるのではないかと思う。地
方の人が夢のために東京へ来ることはよく聞く話だが、東京にいる人が地方へ行って夢を
追いかけるというケースはほとんど聞いたことがない。このような結果から、希望が溢れ
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た街として東京には上京してくる理由が多く、だからこそ地方出身者は上京するのだろう。

３．上京するときの期待と不安
地方から上京してくる際に、何か上京に対する不安や期待はあるのか。また、年代別・
男女別によって、期待することや不安に感じる点に違いなどは見られるのだろうか。地方
出身者のインタビュー結果から見えてきたものを分析していく。
・20 代男性のインフォーマントさんの回答例
―不安の方が大きかったですね。まぁそもそも一人暮らしをしたことがなかったんで、
まぁ一人で暮らしてまずホームシックになるだろう間違いなく、っていう不安と、あと
あのぉ……結構その人見知りだったんで昔は。今はぜんぜん違うかもしれないけど（笑）
あの人見知りだったんで、本当に友達ができるのかとか、あと親に東京の人の言うこと
は 10 のうち 9 は信用するなって言われてたんで、まぁそういうちょっと疑問とか人と話
すときにまずちょっと疑ってみるというか、そうだね。そういうところがあったんで、
やっぱ不安の方が大きかったですね。まぁもちろん期待っていうのは、親元を離れて一
人で暮らしてる自分のかっこよさとか（笑）
。そういうところには、やっぱ期待感を持っ
て上京しました。（B6・男性・24 歳・長野県・広告代理店営業）
―「何があるかな？ どうなるかな？」とか自分にしてもやりたいことにしても、期待
はあった。反面不安は人間関係もあるけど、出てきたことでプラスにもマイナスにもど
うなっちゃうんだろうって思ってた。地方ってことで変な劣等感もあって不安だった。
（F5・男性・23 歳・秋田県・非常勤講師／アルバイト）
―まぁ仕事においては不安があって、まぁプライベートに関して言えば、まぁ楽しみ、
まぁ期待っていう。
（G4・男性・25 歳・愛知県・印刷会社勤務）
―どちらかといえば不安の方が大きかったかな。やっぱり大学に進むときに高校から
同じ大学に行く人がいなかったから、友達ができるかなとか。バイトもしなきゃいけな
いと思ってたから、全体的に不安ばっかだったかな。一人暮らし初めてだったから、家
事とかもやったことなかったから、そういう不安もあったから。あと、治安とかも怖い
イメージがあったし。（C1・男性・23 歳・栃木県・IT 企業勤務）
＜20 代男性の分析＞
上京してくることへの不安感と期待感に関しては、ほぼ半々くらいの意見であった。友
達ができるかなどの新しい環境に対する不安と、日本の中心部である東京に対する恐縮す
る気持ち、仕事面での不安を感じる人も多いようだ。地方に比べると、東京の人間は怖く、
治安が悪いイメージがあることも、
不安要素の原因として考えられる。しかし不安の反面、
東京に対しての希望や、楽しそうという期待感も持っていたようだ。地元に比べて、東京
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はいろいろあるという面でプライベートの楽しみにつながり、期待が膨らむという傾向が
見られた。また地方出身ということに劣等感を持って、不安を感じていた人もいた。B6
さんは、東京に対しての不安が大きかった。東京の人はあまり信用するなというご両親の
話からも影響を受けていたため、そのことから不安なイメージを抱いていたようである。
しかしその反面、親元を離れて一人で暮らすといった自分自身の自立への期待もあり、不
安と期待の両方を合わせ持って上京してきたといえる。
・20 代女性のインフォーマントさんの回答例
―えー……、不安はない。不安はほとんどなくて……期待ばっかりですね。あたしバ
イトとか今までしたことなかったんですよ。高校卒業するまで。だから、仕事してみる
のも楽しみだったし……、専門（学校）で……友達作るのも楽しみだったし（笑）
。
（E5・
女性・23 歳・鹿児島県）
―うーん……上京する前。期待かな？ どうしてですかね（笑）。（もともとのイメー
ジからは）
東京に住むってちょっと自分的にありえない。
ちょっと治安も悪いみたいな。
ちょっと恐い場所みたいな。私、東京に住む気ってのは小さい頃からまったくなかった
んですよ。でもまぁ便がよかったんで。もう決めちゃったら、思いついちゃったら、
「も
うこれからやっとできる」
、もうダンス中心の生活がしたいってのはずっとあったんで。
仕事中心じゃなくて、それ（ダンス）ができるっていう期待ですね。不安は、家族と離
れることぐらいですかね。
（G6・女性・26 歳・埼玉県生まれ福島県育ち・ボーリング場
にてアルバイト勤務）
―ん～結構企画的じゃなかったので、突発的に来たので不安の方がかなり大きかった
ですね。このまま来て大丈夫なのかっていうのがありました。（A1・女性・23 歳・秋田
県・販売）
＜20 代女性の分析＞
やはり不安を感じている人も、期待を感じている人も同じくらいの比率だった。今まで
地元で家族と一緒に暮らしてきていて、急な一人暮らしは不安を与える大きな要因である
ことが感じられる。さらに、周りに友達がいない環境の中で、新しい人間関係を築いてい
くことは大きな不安といえるだろう。だが、自分のやりたい仕事や、東京での友達作りに
楽しみ（期待）を感じている人もなかにはいるようだ。20 代女性は、自分の夢を追いかけ
て上京してきたケースの人が何人かいるので、そういったやりたいことに対する期待を持
っている人が多かった。また「突発的に来たので不安の方が大きい」と答えている A1 さ
んの意見からは、計画的でない上京はやはり不安を感じてしまうのだということがわかる。
・30 代男性のインフォーマントさんの回答例
―期待がずっと大きかった。不安はなかったね、たぶん。うん。若いなぁ（笑）。うん、
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なんか若さゆえっていうか（笑）
、ほんとにねぇ、あの将来に対して不安とかそういうの
は微塵も持ってなかったから、うん。あの、就職氷河期って言われてるくせに、どうに
かなるだろうくらいに考えてた。うん、田舎にはないなんかあの豊富な資源っていうか
人にしろものにしろ情報にしろ豊富にある。そこらへんがかなり期待があったし、そう
だね。
（D4・男性・35 歳・出身地非公開）
―不安は正直なかったですね。やっぱり、テレビを通しての情報しかないから、関東
といったらもう、それに映ってるものがすべてっていう。
（東京でよく怖い事件が起きて
るという不安に対して）うん。そういう不安はなかったね、その場に出くわすっていう
ことは考えなかったから。
（B4・男性・33 歳・岩手県・飲食店勤務）
―不安っていうのは別になかったかなっていうのは。もともと生まれたときは、少し
の間ですけど、神奈川にいて、それで親戚とかもたくさんいたので。ほんとに知らない
ところに出てきたっていうよりは、親から離れたっていう印象のほうが強かったので。
だから、期待の方が大きかったのかな。不安っていうところだと家事。（B1・男性・33
歳・福島県・小売店勤務）
＜30 代男性の分析＞
不安よりも期待を感じて上京してきている人が多い。親元を離れることによる自立への
期待と、生活は何とかなるという楽観的な意見も見られ、30 代男性を全体的に分析すると、
期待が大きいことが感じとれる。また、東京には豊富な資源や情報、ものが揃っているこ
とから期待を膨らませる人もいるようだ。とくに東京が怖いといった不安なイメージはま
ったく見られなかった。一方で不安に感じる理由として、家事ができるか、東京の人と上
手くコミュニケーションがとれるかといった点が挙げられている。しかし東京は賑やかで
楽しい街という考えから期待が多くを占めているように思う。
・30 代女性のインフォーマントさんの回答例
―私は不安でした。何の当てもなかったので、学校に通うために「新聞奨学生」とい
う制度を利用したのですが、ちゃんと働きながら学校へ通えるのか不安でした。（A4・
女性・32 歳・栃木県・芸能事務所所属／アルバイト）
＜30 代女性の分析＞
A4 さんはインタビューの中で、何の当てもないので不安だったと答えている。働きなが
ら学校へ通えるのかが不安要素であったようだ。生活面で不安に感じていることが多いよ
うに感じる。
＜全体の分析＞
全体的に、不安を感じている人も期待を抱いている人も、半々くらいの割合であった。
女性は男性に比べて、親元を離れて一人暮らしをすることに不安を感じてしまう人が多い
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ようだ。その反面で、男性は家事に対しての不安はあるものの、一人暮らし（自立するこ
と）に期待して上京してきた人が何人か見られる。30 代の男性に関しては、20 代男性に比
べると、ほとんどの人が上京することに期待を感じていたようだ。上京してきた年齢が大
学進学と同時だと考えると、現在の 20 代の男性に比べて 10 年前に上京してきたことにな
る。30 代の男性が上京してきた頃には、東京は治安が悪いというイメージは今ほどなかっ
たのだろうか。生活面などで不安な要素を感じつつも、なぜ地方出身者は上京するのか。
やはり東京には自分の追い求める夢があり、不安があっても上京する意義があるものだか
らこそ、彼らは地方から上京してきたのだろう。それは地方出身者だから感じることであ
り、東京近県の出身者には気づくことのできないものである。

４．上京したばかりの頃に苦労したこと
上京に期待と不安を感じつつも、地方出身者は上京してきた。そこで実際に、上京して
きたばかりの頃に苦労したことはどのようなことなのか。それぞれ苦労したことに共通点
と違いは見られるのかを、
20 代・30 代の男女別に分けてさらに分析し、
まとめていきたい。
・20 代男性のインフォーマントさんの回答例
―えぇとね……まぁ家計簿だね。あのどういう風にお金をやりくりするか。最初仕送
りみたいのもらったんだけど、その限られた金額の中でバイトもしてなかったし、やら
なきゃいけないってなったときに、家賃とか固定金額っていうのがあるんだけど、その
他の金額で何に使おうかとか、どんぐらい貯金しようかとかそれが一番困ったし、苦労
した。
（B6・男性・24 歳・長野県・広告代理店営業）
―言葉遣い。何言っても通じない。あとはいじられたり。あとは電車に乗れない。渋
谷とかどこやねん。ってな感じだし、定期だって駅員さんに見せるものだと思ってたか
ら、駅員さんいないじゃん……どうしようって。あー、交通だね。（B3・男性・24 歳・
香川県・営業）
―炊事、洗濯、家事全般ですね。あとは家で喋る相手がいないっていうのが寂しかっ
たですね。
（F3・男性・23 歳・兵庫県・インターネット会社勤務）
―んー……苦労したこと……。たぶんみなさんもおっしゃってると思うんですけど、
やっぱ人間関係じゃないかなーって。いきなり東京に一人で出てきて、その町で暮らさ
なければいけないわけなんで。まぁアルバイトしたりとか、学校で通学で通ってきたり
とか、どうしても人と接する機会っていうのが、地元にいたときよりもぜんぜん知らな
い人と触れ合う機会っていうのが多くなったような気がしてて。で、アルバイトも高校
生のときはそんな大したアルバイトもできないけど、大学生になるとけっこう、こんな
こと俺らにやらせんの？社員さんがやることじゃないの？っていうくらいまでやらせら
れる。そういうなかでお客様のクレームを処理したりだとか、他の一緒に働いてる人た
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ちとコミュニケーションをとったりだとか、そういうのが最初の 1 年は凄く大変だった
かなーって思いますね。学費とかはとくに心配はしてなかったんですけど。やっぱその
人との関わりの部分だったんじゃないかなーって、苦労した部分は。
（E2・男性・24 歳・
岩手県・福祉関係勤務）
＜20 代男性の分析＞
主に炊事・洗濯・家事全般に苦労を感じている人が多かった。今まで家族と一緒に暮ら
してきていて、いきなり一人暮らしを始め、上京してきたばかりの頃は、自炊は非常に大
変なことであると思う。自分の身の回りのことをすべてするという苦労である。慣れてい
ない環境でのこの状況には、厳しいものがあるだろう。また、人間関係でも苦労している
人が多いようだ。地元にいたときの友人も周りにはいないため、新しい人間関係を構築す
るのがとても大変だったという意見が見られた。さらに、仕事の面でも多くの人との関わ
りにおいて苦労している点が挙がっていた。他にも、方言やなまりがあるせいか、言葉が
通じないことを苦労と感じている人もいた。
「定期を駅員さんに見せるものと思っていた」
という B3 さんの意見からは、東京と地方との違いを見ることもできた。上京してきたこ
とで、大変に感じていた部分はそれぞれであり、さまざまな面での苦労が感じとれた。B6
さんは、金銭面での苦労が一番だった。仕送りの、限られた金額の中でのやりくりが大変
だったようだ。何に使うか、どれくらい貯金するかなどが苦労した点であった。自炊など
の苦労面よりも、金銭面での苦労がとくに目立っていた。
・20 代女性のインフォーマントさんの回答例
―勝手がわからないことがいっぱいあって、土地感もそうですけど、
（たとえば）あそ
こに行くには何を使っていけばいいか。地理があやふやじゃないですか。
（実際に）まず
ダンススクールを決めようと思ってダンス雑誌を買ってあちこち見学の電話をしたんで
すけど、距離もわからないし。今では電車もまぁまぁ調べたりとかできますけど、その
頃はもうどうやって行けばいいかわからなくて。まぁ肌が荒れたのもきつかったですし。
病院も一から探さなきゃだし、安いお店もわからないとか、良い病院も良い歯医者もど
こにあるのかわからないので、結構あちこちに聞きましたね。（G6・女性・26 歳・埼玉
県生まれ福島県育ち・ボーリング場にてアルバイト勤務）
―知ってる友達とかもあんまりいないし、あと私方向音痴だからすごい怖かった。帰
れるかなみたいな。あと電車もぜんぜんわかんなかった。
何線乗ればいいんだろうとか。
（C4・女性・25 歳・宮城県・アルバイト／音楽系事務所所属）
＜20 代女性の分析＞
電車がまったくわからないという意見があった。地理があやふやで土地もわからず、交
通関係に苦労している人が多いようだった。東京はやはり路線も多いため、地方から上京
してきたばかりの頃は、慣れない交通の便の良さに、逆に混乱したことだと考えられる。
病院や安いお店などを探すことにも苦労したという意見があった。環境の変化が影響して
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いるためか、肌が荒れてしまうという意見も出ていた。学校や仕事、友人関係に慣れてい
くことへの苦労もあったようだ。もちろん、家のこともすべて自分でやらなければいけな
いことなので、そういった生活面での苦労も見られた。
・30 代男性のインフォーマントさんの回答例
―食事ですかねー。まあ要は経済的にってことなんですけど。
（B5・男性・32 歳・宮
城県・飲食店勤務）
―んー、結果的に苦労したなと思うのは方言かなぁ。たぶんなんやかんや、コンプレ
ックスじゃないけどそういうの感じてたのかな。ってあとに思う。そのときはそれほど
思ってなかったけど。何となくは抵抗感じてたのかなってのは思うよ。直そうって言う
かね、どちらかというと自分から話しかけることが少なくなった気がした。後々ね。そ
んときはそれほどはなかったけど。
隠したわけではない。
イントネーションが違うから、
方言ってわけではないんだけど……。別にそれを周りが受入れなかったってことはない
んだけど。
（D5・男性・32 歳・鹿児島県・小学校教諭）
―うーん、やっぱお金ですかね。物価がやっぱ高いんですね。向こう（地元）と比べ
て。極端な話、向こうで卵が 10 円とかで買えちゃうんですよね。こっち来ていきなり
100 円って、これであー……100 円かと思うと、ちょっとびっくりしましたね。はい。あ
とは苦労したことか。あとはやっぱ部屋ですね。本当部屋も高かったんで、結構ね。す
ごい狭いのになんでこんなにするのって思いましたしね。こっちだったらだいたい、赤
羽でも 1R でぼろくて 5 万、6 万ですよね。向こうで 5 万だったら一軒家借りられますか
らね。ええ、平屋の一軒家借りられますからね。
（B2・男性・32 歳・愛知県・飲食店勤
務）
＜30 代男性の分析＞
食事に対しての苦労面が挙がっていた。自炊することの大変さというよりは、経済的に
いかに節約できるかという意見が見られた。さらに東京は物価が高く、家賃も地方に比べ
ると高いところが多いので、金銭的場面での苦労が大きかったようだ。初めての一人暮ら
しで、お金の使い方がうまくいかないという点があった。なかには、環境が変わったため
に生活のリズムをつかむことに苦労している人もいた。方言にコンプレックスを感じてい
る人もいたようだ。地方にいた頃からの話し方を急に変えていくということは、大変なこ
とであったと思うし、慣れるまでについ癖で方言が出てしまったりという苦労があったと
思う。
・30 代女性のインフォーマントさんの回答例
―精神的に孤独感を味わうことが辛かったですね。（A4・女性・32 歳・栃木県・芸能
事務所所属／アルバイト）
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＜30 代女性の分析＞
精神的に孤独を味わうことが多かったと答えている A4 さんの回答。地方から東京に上
京してきて、知り合いもいないなかで、やはり孤独感を感じることは多いはずである。精
神的に感じることは苦労している部分であると改めて感じる。
＜全体の分析＞
地方から上京してきたばかりの頃の苦労した点は、自炊などの生活に関する面が多かっ
た。自分で家事をやらない生活に慣れていてからの一人暮らしでの生活は、苦労と感じる
ことが多いだろう。
とくに 20 代男性の意見は、自炊での苦労が多く見られた。洗濯や掃除、
料理においても、すべて初めてのことで戸惑うだろう。しかし 20 代男性に比べると、20
代・30 代女性は自炊に苦労を感じている人は少ないようだった。このことから、女性のほ
うが家庭的であるという傾向が考えられる。また女性の方が、電車などの交通の面で苦労
していることがわかり、女性は地図や地理に弱いといった理論が当てはまっていた。20 代
の男性と 30 代の男性を比較してみると、同様に食事に苦労していることが感じとれるが、
異なる点は、30 代男性に関しては金銭面での苦労であることだ。30 代男性はいかにお金を
うまく使うかを考慮して生活しているように感じる。すべての人に共通していえることは、
人間関係に苦労しているという点だ。地方から上京してきて、周りに知り合いがいないと
いう同じ条件のなかで、新しい人間関係の構築は難しかったことであろう。慣れない環境
での生活はさまざまな苦労があることがわかった。孤独を感じる場面も多々あったみたい
だ。彼らはいろいろな理由があった上で上京してきた訳であるが、上京当時には各々が苦
労していることが数多くあったことが分析した結果読みとれた。

５．上京して得たもの、手にしたかったもの
上京してきて、さまざまな体験や経験を積んでいくなかで、手に入れたかったもの
や得たものには何があったのだろうか。どのようなものを得て、そしてこれから手に
入れたいものは何なのかを、インタビューから抜き出して分析していく。そこには男
性・女性ならではの違いがあるのか。また年代別によって見えてくる結果は異なるの
だろうか。さまざまな角度から考えて、共通点と違いを見出していきたいと思う。
・20 代男性のインフォーマントさんの回答例
―得たもの……手にしたかったもの……まぁ汚い言い方すれば、地位、名誉、金、こ
の 3 つだね。で、実際に一番手に入れたかったのは、名誉だね。まぁなんかたとえば東
京に大学に通って、東京に就職してやっぱり向こう（地元）と給料とかの違いがあって、
でこっちで働いてるとある程度、金もたまるだろうとか、あといろんな仕事をやって、
実家に戻れば周りの人たちはできないから、俺だけできるみたいな、そういう名誉とい
うかそういうのが一番やっぱ手に入れたかった。
（B6・男性・24 歳・長野県・広告代理
店営業）
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―得たものは友達じゃないですかね。(手にしたかったもの)今後もって考えていいで
すか？自分の夢でしょうね。今カメラマンしていますが、それだけではまだ生きていけ
てないので、それ（カメラマン）1 本で生きていける様にしたいです。（F3・男性・23
歳・兵庫県・インターネット会社勤務）
―東京に来て得たもの……。うーん。東京に来たからこそ得たもの……。今ぱっと浮
かんだのは大学のときの友達ですね。ここに来なければやっぱり彼ら、彼女らと会えな
かったっていうのはよく考えますね。んー。でー……あとはまぁ東京で知り合った人た
ちっていうのもやっぱ東京に来なけりゃ知り合えなかったっていう、んー。まぁ主には
その、人との出会いがここに来たっていうので得られたものかなって思いますね。
むしろその高校生だった自分は、先進的な福祉を学びたかったっていう、それが得た
かった。だから夜間の大学を選んで昼間は福祉系のその事務所で働いて、夜大学で福祉
のことを勉強するっていう。そのなかで福祉に関する奥深さとか、まぁその先進的な進
んだ学問なんかを学びたかった。それが手に入れたかったものじゃないかなーって、な
んとなくこう思いますね。
（E2・男性・24 歳・岩手県・福祉関係勤務）
＜20 代男性の分析＞
カメラマンをしている F3 さんの、自分の夢を手にしたかったという意見がでているこ
とから、東京での夢実現という考えが読みとれた。東京はいろいろなものが揃っていると
いうことと繋がるが、東京には自分の目指す夢があり、手に入れたいものがあるのだと感
じられる。さらに、先進的な進んだ学問（福祉）を手にしたかったと答えている E2 さん
のインタビューからは、東京の学問が発展していることもわかる。また、得たもののなか
では、友達という意見が一番多かった。東京に来てから知り合った人たち、大学の友人な
ど、人との出会いで得ることができたものは大きかっただろう。地元にいては出会うこと
のできなかった人たちとの出会いが、彼らにいい刺激といい影響を与えてくれたといえる。
柔軟性を得たという考えや、自分的に成長できたといった意見からもわかるが、人から学
び得ることはたくさんあるのだと改めて感じられる。東京は人が多いからこそ、人との繋
がりが増えるのだ。B6 さんは、東京に来て得たかったものを、地位・名誉・お金と回答し
ていた。3 つの中でも一番手に入れたかったのは名誉であるようだ。東京で働いていると
お金が貯まり、いろいろな仕事をすることで、他の人にはできないことが、自分にはでき
るという名誉が感じられる。東京に来ればこの 3 つが手に入るという考えを持っていた。
・20 代女性のインフォーマントさんの回答例
―得たもの……友達とかですかね。あとは、抽象的なことですが、同じ東京に来て頑
張っている人たちの信念的なものにあたしもそういうものを持てたというか。そういう
ものが大きいですね、一番。……ごめんなさい抽象的で。やっぱり、向こう（地元）だ
と実家だとぬるいというか、甘えとかあるし、こっちに来ると、そうやって頑張ってい
る方がいるんで、そういう人に出会うと刺激が。
（手にいれたかったもの）やっぱり劇団員に上がりたかったんで夢というか合格して
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入った劇団で正規の劇団員になりたかった。というのがあります。それが目的でしたし。
あっもちろん、それも（女優として舞台に立つということ）
。東京の舞台に立つというこ
ともあります。そこの劇団の劇団員になるということが……、東京に来ると、関西にい
ると東京で活躍している有名な劇団、印象があるんですね。
（劇団員に）なりたかった。
それが手に入れたかったもので、その劇団にすごいいいイメージを持っていたので、な
りたかった。（D1・女性・27 歳・兵庫県・飲食店勤務）
―自分が生きていく上で必要で基本的な知識とか、こっちに来てからほとんど知りま
した。向こうにいるときは何でも親がやってくれてたんで。年金とか税金とか何も知ら
ないで 2 年間仕事をしてきたんで、フリーターをし始めたとき初めて全部自分でやって、
こういうことだったんだって知りました。一人暮らし仲間でそういう話で盛り上がった
りしてました（笑）。自分でちゃんとしなきゃいけないことは意識するようになりました。
いっぱい稼いだからって全部好きなことに使っていいわけじゃないっていうことで、お
金の使い方とかも、すごいシビアなところを学んだかな～。
（A1・女性・23 歳・秋田県・
販売）
―新しい人間関係ですかね。
（手に）入れましたね、たぶん。地元では絶対にないこと。
たとえば、今こうして話していることも、こっちに出てこなければなかったですし。あ
っ変わったことありました。知らない人と喋れるようになったことかな。バイトの経験
から、得たってこともありますね。
（G5・女性・22 歳・山口県・アルバイト）
＜20 代女性の分析＞
生きていく上で必要で基本的な知識を、ほとんど東京に来て知ったという人もいた。東
京には地方では学べない、そういった学ぶべきこともたくさんあるのだ。お金の使い方と
いったシビアな生活の場面でも大切なことを得ているが、自信や経験値など、精神的な気
持ちの面での成長が大きいのだと考えられる。新しい人間関係から、知らない人とも話せ
るようになった人もいたことがわかった。東京に来て頑張っている人たちと関わっていき、
刺激や信念的なものも得られたようだ。上京して得たものは、人間関係や友人という意見
もあり、直接目に見えるものではないものをみんなそれぞれに得ているようだ。
・30 代男性のインフォーマントさんの回答例
——わーそれは考えないと難しいなぁ（笑）。いっぱいいっぱいいろんな人からいろんな
ものをもらったよ。出会いも広がるし、やっぱり自分自身で努力して得た技術とかもあ
るし。でもやっぱいろんな人がいっぱいいるし周りがいい人たちばっかだから、人から
もらったものが多いかな。これから手にしたいものかぁ……まぁより良い生活ができる
ようになればいいかなってところかな（笑）。
（C3・男性・32 歳・北海道・音楽／教育関
係）
―うーん、東京で得たものは、そうですね、人脈ですかね。結構、いろんなあのー、
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世界、世界っていうかあのー、仕事のお偉いさんと知り合うことができて、その辺は良
かったなぁと思いますね。とりあえず何に転がっても大丈夫そうな人脈をもってると思
うんで。それは良かったなって思いますね。あとは、何だっけ？手にしたいもの？手に
したいのはまだ、実現してないんですけど、自分で店を切り盛りして、自分でまぁ、オ
ーナーになってやりたいですよね。うん。（B2・男性・32 歳・愛知県・飲食店勤務）
＜30 代男性の分析＞
30 代男性は全体的に手に入れたものが多いように感じた。たくさんの人と出会って人脈
を得た人もいた。それは上京しなければ出会えなかった人であり、東京では社会性が身に
ついたといえる。東京に来てから得た友人は多いようだ。また、東京は地方都市からいろ
いろな人が集まってきているところであり、いろいろな文化や思いに触れるきっかけにも
なっているといえる。自己満足を得た人もなかにはおり、きつくても何かを手にしたいと
いう目標を持って頑張っている人の姿を見ることもできた。自分でオーナーになってお店
を切り盛りしていきたいという B2 さんの意見もあり、やはり東京には手に入れたいもの
があるのだと感じることができる。上京してきたことで仕事面でも得ることは多かったよ
うである。
＜全体の分析＞
東京に来たことで、各々がそれぞれ手に入れたものはあったようだ。それは言葉には言
い表せないものや、目に見えないものであったりする。人が多い東京だからこそ多くの出
会いがあり、大学の友人やバイト先の人など数々の出会いがある。あらゆる地方から集ま
ってきている人たちからは、新しい価値観や考え方、人生観も学ぶことができると思う。
もちろん地元にいた頃よりも人脈は広がり、人間関係が充実していくことであろう。20
代・30 代、男女ともに共通して得たものは、人間関係であった。さらに、自分の夢のため
に上京して来た人がいるなかで、やはり東京で手に入れたいものはそういった目標や夢の
実現であった。地元にいては叶えることができないことを、東京で叶えるために上京する。
このことと手に入れたいものというのは同じものだということだ。地方出身者は上京する
ことで良い方向に成長していることが感じられた。これは地方出身者にとって上京したこ
とがプラスになっているということだと考えられる。

６．上京して自分自身が変わったこと
上京したことで、自分自身にはどういった変化があったのか。それぞれのインタビュー
をまとめ、
そのなかで変化したところを挙げて分析をしていきたい。
変化していった点に、
20 代男性・女性、30 代男性・女性によって違う点や、また共通点は見られるのかを考えて
いく。
・20 代男性のインフォーマントさんの回答例
―えぇとまず……全部で 3 個あって、変わったこと。1 つは何でも自分でやるように
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なったね。あのぉ、他人にやられるのが嫌だ。まぁあのもちろん洗濯掃除とかもそうだ
けど、なんか自分がやるって決めたことを他人にやられるのが嫌だっていうような気持
ちにさせられるというか、っていうのが 1 点目。で、2 点目が節約。物価が高いんで、
まぁ好きなものには金を惜しまないっていう風な考えを持ってきたけど、もう 1 年 2 年
したらやっぱり出しっぱなしの水止めたりだとか、まぁそのへんからやっぱり節約する
ようになったかな。でまぁ、3 つ目がうぅんと……大きく言えば優しくなった。
（中略）
（B6・男性・24 歳・長野県・広告代理店営業）
―まぁ、えらく東京志向になったこと。東京には行きたかったし、憧れみたいなもの
があったんだけど、住んじゃって、自分が東京人じゃないけど、なんか、東京すごい良
いとこだよみたいな。あとは、だから、ねぇ、地元に帰る回数とかもたぶん少ないし…
…。（G4・男性・25 歳・愛知県・印刷会社勤務）
―変わったこと……？ うーん……変わったこと……。うんうん。そうですね、やはり
高校のときと比べてよく出かけるようになった、っていうこととか。まず一人暮らしを
したので、今までは親と一緒に住んでて凄く全部やってもらってたものを全部一人でや
るようになったので、たとえば料理に関心を持っていろいろ、料理の本を買って自分で
作ってみるようになっただとか、あと部屋の掃除とかも自分でこまめにやるようになっ
て、まぁ整理整頓が上手になったりとか。（E2・男性・24 歳・岩手県・福祉関係勤務）
―いろんな人にあったことによって、世界が広がったことだね。関係も広がったと思
うし、そういうことがあって性格的にも社交的になれたなって思う。
（C1・男性・23 歳・
栃木県・IT 企業勤務）
＜20 代男性の分析＞
東京に愛着を持つようになった人、よく出かけるようになった人もいるようだ。東京の
良いところとしても意見が出ていた「東京は遊ぶところがたくさんある」という意見とも
通じることだが、やはり遊ぶところも買い物をするところも多いせいか、地元にいるとき
よりも出かけることが増えたのではないだろうか。また整理整頓が上手になった、料理に
関心を持って自分で作るようになったという意見からは、一人暮らしをして自炊を始めた
ことによる成長が見られる。そして、出会いが増え友人や知人の輪が広がったことから、
世界が広がり、自分自身が社交的になったという変化もあった。そして考え方なども変わ
っていったのだろう。マイナス面で変わった点としては、時間がルーズになったなどの意
見も出ていた。20 代男性を全体的にまとめると、ほとんどの人のインタビューから、自身
の変化は良い意味で変わった点が多かった。上京してからの成長も大きかったようだ。B6
さんは良い意味で変わった点を 3 つ挙げていた。何でも自分でやるようになったこと。節
約をするようになったこと。周りに良く気付くようになり、優しくなったこと。以上の 3
点が良い意味で変わった点だと言っていた。上京してからの一人暮らしによって何でも一
人でやるようになり、物価が高い東京であるからこそ金銭面で慎重になり、節約をするよ
うになったのだと答えていた。さらに、他人が困っているときに自然とすることが早くな

82

ったり、いろいろと気付くことが増えたというのは、多くの人たちと関わっていくうちに
自然に身についたことなのではないかといえる。
・20 代女性のインフォーマントさんの回答例
―わたしすごい自分強くなったなって感じます。昔は本当に引っ込み思案で、自分か
ら何もできなかったし、人前に出るなんて本当にできなかった。今のとこ（事務所）に
所属して、いろんな経験させてもらってるし。社長の言うこととかにもすごい尊敬でき
るから、そういうのを通してすごい変わったなと感じる。
（明確に変わったと）すごい思
う。ぜんぜん違うと思う。
（C4・女性・25 歳・宮城県・アルバイト／音楽系事務所所属）
―変わった点は、自分的にはよくわからない。でも、地元の良さがよくわかるように
なったかな。（G5・女性・22 歳・山口県・アルバイト）
―変わったって……言われます。しっかりしたって言われます（笑）。自立したって。
あと、やっぱり、親のありがたさがわかりました。
（E5・女性・23 歳・鹿児島県）
＜20 代女性の分析＞
以前地方にいた頃よりも、すごく強くなった、人前に出ても大丈夫になったという意見
があった。たくさんの人がいて人前に出る機会も増えるようになったからか、自分自身の
精神面が強くなったという変化点もあったようだ。さらに上京して一人暮らしをし、自分
の力で生活していくことでしっかりしたという人もいた。何をするにもすべて自分でやる
ようになり、親のありがたさがわかったという意見も多く見られた。子どもを産んでいる
女性もいて、なおさら親のありがたみがわかったようであった。東京に来たことで、それ
までは気付かなかった地元の良さがわかったという人もいた。それは地元にずっといるま
までは気付くことのできないことであり、上京したからこそ見えてきた心境の変化である
ことがわかる。その他にも勉強はできていると考えている人もいた。東京の人はあまり周
りの人間に干渉せず無関心であるというイメージがあるなか、東京に来て人付き合いが好
きになった人も多くいるように感じた。
・30 代男性のインフォーマントさんの回答例
―いっぱいありますよ。言葉遣いとか。
（なまり）ひどかったですよ。いや、意識して
直しましたよ。普通に喋ってても笑われたからね。うん、意識して直した。だから、な
んか言われたら考えてから喋るので、間があったんですよね、初めは。あとはもう、根
本的に私生活が変わったので。さっきも言ったように、交通の便がないから、バスの最
終っていうのも 5 時とか 6 時だった。だからもう 6 時には家にいるのが当たり前だった
ので。それが今じゃ朝方帰ってきたりとか、前の会社のときも日付が変わってから帰っ
てきたり。生活の根本が変わりましたね。活動時間が間違いなく長くなった。（B4・男
性・33 歳・岩手県・飲食店勤務）
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―うーん、そうですね、東京に来て、シビアになりましたね。はい（笑）
、昔は結構の
ほほんとしてたんですけど、東京に来てやっぱ、この商売ってあの本当だめな人ってい
うのは、お金を払わないで飲もうとかいろいろな人がいるんで、その辺はシビアに接し
ていくようになりましたね。うん。で、まあ、人によってはおおらかだったりするんで
すけど、人によってはやっぱシビアで何考えてるかわからないっていう人もいるんで、
ちょっとした考え方がシビアになってきているのかなぁと思いますね。（B2・男性・32
歳・愛知県・飲食店勤務）
―うーん、攻撃性が、ちょっとアグレッシブな感じにはなったかもしれないですね。
（B5・男性・32 歳・宮城県・飲食店勤務）
―やはり、親元を離れているので自立がある程度早めにできたと思います。あとは、
仕送りをもらっていなかったことが大きいと思いますね。（A5・男性・34 歳・愛知県・
芸能事務所所属／アルバイト）
＜30 代男性の分析＞
言葉遣い、方言がひどかったようだが東京に来て意識して直したという人もいた。よく
地方出身者は上京してきたばかりの頃こそ方言やなまりがあるものの、東京で生活してい
くうちに標準語に染まっていくという話をよく聞くが、この結果もそのケースにちなんだ
ものである。生活環境や周りの環境が変わっていくと、喋り方も自然と変わっていくのだ
ろう。根本的に私生活が変わり、活動時間が増えたという変化点もあった。上京してきた
ことで、考え方がシビアになったといった意見も出ている。やはり東京にいると金銭面に
しろ、シビアに考えてしまう場面も多くなることが予想される。その他に、攻撃性が出て
きてアグレッシブになった感じがあるという人の意見も見られた。人が多い東京では、消
極的に生きていくよりも、積極的に生きていった方がチャンスも多く、効果的なのだと思
った。地方にいたら経験できなかったこと、出会えなかった人とも出会うことができ、そ
ういった経験は自分自身にとって良い変化点だったであろう。仕送りをもらっていなかっ
たから早く自立ができたという意見もあり、自立心が養われたというプラスの変化点が見
られる。
・30 代女性のインフォーマントさんの回答例
―私も仕送りはもらっていなかったし、自分で学費も出していたので自立するという
ことに関しては大きかったかなと。
（A4・女性・32 歳・栃木県・芸能事務所所属／アル
バイト）
＜30 代女性の分析＞
A4 さんに関しては、やはり地方から上京してきたことで一番大きく変わった自身の変化
は自立なのだと考えられる。この女性の意見からは、自立したことによる変化を強く感じ
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た。またそれは上京していなければ変わらなかった自身の変化なのかもしれない。
＜全体の分析＞
地方出身者は、それぞれ上京してきたことで自身に何らかの変化をもたらしたようであ
った。なかでもやはり一人暮らしをした経験によるものなのか、自立することができた・
自分で何でもするようになったという意見は男女問わず、さらに年齢も関係なく一貫して
いえる変化した点であった。20 代男性・30 代男性には言葉遣いが変わったという意見があ
ったが、女性に関してはとくに意識して方言を直すという傾向は見られなかった。20 代女
性は、親のありがたさがわかったという意見が何人かに見られ、子どもを産むことで親の
大切さを実感した人もいたようだ。これに関しては女性ならではの意見だと思う。また、
全体的に社交的になった、人付き合いが好きになったという意見も共通していえることで
ある。周りに知り合いがいなくて、孤独な状態で上京してきた人がほとんどのなか、東京
で知り合うことのできた多くの友人・知人はかけがえのないものになったに違いない。こ
うした出会いが良い経験となり、さまざまな人と接していくことによって自身の心境にい
ろいろな変化や成長が生じたのだと考えられる。

７．結論
本調査で、地方出身者の上京理由と上京に対する思い、また上京する際に苦労したこと
をどう感じたか。さらに上京したことで自分自身が得たことや変化・成長したことを探っ
て、実際のインタビューを元に分析していった。
地方出身者はなぜ上京するのか。インタビューの結果からは、さまざまな理由があるこ
とがわかった。大学に進学するため・仕事の関係で上京してきた人、自分の夢を追いかけ
て実現させるために上京してきた人、東京に強い憧れを持って上京してきた人などがいた。
また東京にはたくさんのチャンスがあり、希望に満ち溢れているという意見もあった。彼
らは東京にこのような思いを持って上京してきているのである。それぞれ理由はさまざま
であるものの、上京したいという思いは誰もが抱いていたようだ。そのなかでも、年代や
性別によって多少の偏りがあることがわかっている。女性は夢を追いかけて上京してきて
いるケースが多いという事実が発覚した。アーティストを目指している多くの女性の姿を
見ることができた。その反面で、男性は東京自体に好印象なイメージを持っていることが
多かった。東京は何か希望があって、いろいろなものがある。彼らは東京にチャンスや可
能性を求めていたように思える。上京してきた理由を見ていると、やはり東京にくる必要
があり、地元では実現できないことが多いからこそ、みんな上京してくるのだと考えられ
る。誰もが東京で何かをするために上京しているのだということがわかった。
そしてそこにはもちろん上京する際の心境として、各々に不安や期待を持って東京へ出
てきた人がほとんどだった。初めての一人暮らしや、慣れない環境に対する不安は大きな
ものだったはずだ。実際に、東京に対して不安を抱いたまま上京してきた人が数多くいた。
この状況で不安を抱いてしまうことは当然のことだと思う。しかし、不安を抱えつつもな
ぜ地方から上京してきたのだろうか。これは上京した理由と通じるものがあるのだが、不
安な気持ちと同時に期待感があったからだ。実際インタビューからもわかるように、期待
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を抱いている人は多かった。普段私たちにも不安と期待を同時に抱く場面がある。たとえ
ば新しい環境に身を置かれたとき、新しいバイトを始めるときなどである。新しい生活が
始まるということは、自分のなかで前例がまったくないわけだから、これからどうなるの
か、どのようなことが起きるのかが予測できないというわけだ。そんな不安と共に、どん
な楽しいことが起こるのだろうという期待もある。自分がやりたいことがあって東京に来
ているならなおさらその思いは強いだろう。このような先の人生への思いは自分で想像す
ることが限界であり、そして必ず想像通りにいくわけではない。だからこそ不安と期待が
同時に生まれるのだ。彼らも、新しい生活に対する不安な気持ちと、これから自分の夢に
近づける、憧れの場所で生活ができることへの期待の気持ちがあったのだ。もちろんやむ
を得ない事情で上京してきた人もなかにはいるわけだから、断定して言うことはできない
が、上京理由があると共に、上京することに対して期待を持っていた人が多いことがわか
った。期待している前向きな思いがあるからこそ、彼らは地元を離れ上京する道を選んだ
のである。
このような地方出身者が上京してきた理由があるなかで、さらに彼ら自身の変化や成長
を知ることもできた。それぞれが上京時に生じる苦労に感じたこともあった。多くの人は
自立に対して苦労したという意見を述べていた。一人暮らしを始め、何をするにも自分の
力でやっていかなければいけないという苦労。そしてやはり、新しい環境や人間関係に慣
れていくための苦労。誰にでも何らかの苦労する点はあったようだ。上京したばかりの頃
に苦労したことに関しては、年代や性別ごとに分析していく上で偏りを見ることもできた。
やはり自炊に対しては、予想通りに苦労を感じている人が多かったが、金銭面での苦労も
考えると、地方に比べて東京は物価が高く、いろいろなことにお金を使うということがわ
かる。電車などの交通機関がわからなくて苦労したという人たちの意見からも、地方の電
車はあまり発展しておらず、電車の本数や路線も少ないことを実感させられた。そう考え
ると、東京の交通機関の発展が目に見える。東京が便利だと感じる人がほとんどであるこ
とも、このような東京の便利さがあるからなのだと思う。
そして東京に来て、得たものや手に入れたいものが各々にあったこともわかった。地元
にいたままでは手に入れることのできなかったものである。さまざまな人と出会っていく
なかで人脈を広げることができ、交流関係が盛んになっていったのだ。あらゆるところか
ら来ている人が集まる東京には、考え方のまったく違った人もいるわけであり、自分の考
え方の幅も広がっていく。実際にたくさんの人との出会いは、その数だけ自分自身の成長
に繋がっていくことだと考えられる。また、上京理由でも挙がっていた目標や夢の実現に
対しても、上京したことで手に入れることができたものがあった。これから手に入れたい
という目的があることからも、上京した理由と深く関係しているのだろう。
このようなことから、最終的に地方出身者が上京したことによる変化・成長を最後にま
とめていきたい。方言を直すようになった、東京志向になったなどの変化点もいくつかあ
った。しかし何よりも一番多かったのが、自立することができたという成長や、東京で新
しく築き上げていった人間関係である。それは上京しなければ得られなかった経験であり、
地元にいるままでは見ることのできなかった彼らの成長なのかもしれない。こうしたもの
が良い体験となって今の彼らがいるのだと思う。大げさな言い方かもしれないが、地方出
身者にとって、上京とは一つの人生の大きな分岐点であったに違いない。そこにはさまざ
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まな前向きで向上心溢れる思いがあり、その思いと期待を胸に上京してきたのである。そ
して上京してから彼ら自身の生活、心境などに数多くの変化があり、そういったなかで成
長をしていくことができたのだと考える。
本調査では、地方出身者が上京した理由から自身の変化までを追って分析していったわ
けだが、上京に込められた数々の思いがあることがわかった。そして上京したことで良い
方向へと成長していった人が数多くいる。はじめから東京にいる人には体験することので
きない上京するということ。地方にいたからこそ体験できたこの経験は、実際に上京して
きた地方出身者にとって良い経験となり、今の成長に至るまでの体験となったのではない
か。私が分析した結果見えてきた上京とは、
人生でプラスになる傾向が多いということだ。
そして人は、地方に埋もれるよりも少しでも可能性のある夢や希望を求めて上京し、結果
的に上京とは人を大きな成長へと導く架け橋となるのだと考えられる。
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上京してからの変化
―周りの環境から探る―

菅原

有美

私は埼玉の実家に住んでおり東京から近いため、上京している気持ちはまったく分から
ない。しかし、大学に入学してから確実に自分自身が変わったと感じている。それが良い
方になのか悪い方になのかは明確には分かっていないが、これから年を重ねていき、明確
にしていきたいと考えている。今回の社会調査で私が知りたかったことはタイトルに書い
てあるように、
「上京してきてから周辺の環境によって自身がどう変わったのか」というこ
とであった。その人に関わるもの、人、自然環境等で人はどこまで、どのように変わって
いるのだろうか。

１. 大衆教育社会日本1
今の日本は学歴社会であるといわれる。それでは学歴社会とはどのような社会かという
ことを問い直してみると、じつは答えるのは容易ではない。学歴がその後の人生を決めて
しまう社会を学歴社会という。しかし世間一般には、社会全体が学歴取得に熱を上げ、個々
もまた自他の学歴に大きな意味を感じている社会のことを学歴社会と呼んでいる。現代日
本社会は、世界のどの国のいつの時代とも比較にならないほど、学校教育が人生に決定的
な意味をもつ社会となっている。その理由を、突き詰めると日本社会のもつ構造的な特性
に起因しているといえる。ここでいう構造的な特性とは、階級構造（どんな社会的地位に
生まれ、どんな社会的地位に至ったかということの個人差）や、社会内部の民族構成（ど
の民族がマジョリティで、どの民族がマイノリティであるか）や地域差の影響力が、他社
会よりも相対的に見て希薄だということである。世界の他の国々には、階級社会としての
歴史、多民族・多宗教の交錯状況、広大な国土の内部での地域格差などの、日本とは異な
る個別の深刻なリアリティがある。
他社会では決定的であるはずのこうした社会構造上の要因の影響力は、現代日本社会で
は、相対的に見ると、必ずしも強力なものではない2。それゆえに日本社会においては、僅
差しかもちえない大量の中間層を峻別する論理は、学歴をおいて他には見当たらないとい

1

学歴社会については、吉川（2001: 4-6）を参照している。
日本社会には、階級間障壁、民族問題、地域間格差は存在しないというつもりはない。
これらの問題は、日本社会では他社会ほど顕在的で単純なものではなく、むしろ表面上の
均質的に覆い隠されている。それゆえにこれらは他国以上に潜在的で繊細な問題となって
いる。
2
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うことになる。そこに加えて明治以後現在の教育改革に至るまでの、学校教育を国の礎と
する政策の歴史は、日本の構造的特性ゆえにもともと受け入れられやすかった学歴社会と
いう仕組みをさらに強力に推進してきた。学校教育を社会発展の中心に据え、大衆がそれ
を信じて社会変動を推し進めてきた経験をこれほどまでに明確にもつ社会は、20世紀の日
本の他には、社会構造の類似した韓国などの東アジアの国を別とすれば、ほとんど見出す
ことはできないのである。
国土の大半の地域が農山漁村だった20世紀の初めから、私たちの国は、農家や漁師の子
たちが競って都会へと出て行く人口移動を経験した。この若年層の都市への流出は、少し
ずつ形を変えながらも一貫して続いてきた人口動態である。
具体的に、どのような層の若者たちが、どんなチャンスを求めて都市へと流出したのか
ということについては、それぞれの時代についてさまざまなルートの存在が指摘されてい
る。具体的にいえば、奉公、身売りといういささか前時代的なものから、工員・女工とし
ての若年非熟練労働力の都市工業地域への流出、軍への徴用、集団就職、高校の個別就職
指導による初職幹旋、そして高等教育への進学などである。そんななかには家柄や学歴に
頼らず、自らの才覚だけを頼りにした起業家や政治家の立志伝もあったりする。
以上のことを踏まえた上で、それぞれの上京理由、地元の友人や上京してからの友人と
の交流状況を理解し、上京してからの自身の変化について分析する。

２. 上京理由
①入学・進学については、以下「進学」
②就職・転職・転勤については、以下「仕事」
③結婚、親からの自立・独立については、以下「自立」
④夢
⑤その他
以上、5 つの上京理由について分析する。
今回の社会調査では38人のインフォーマントを対象としている。その内、上京理由につ
いて触れていないケースが1件あったので、それに関しては抜かして分析する。
上京理由別人数は、進学 20 人、仕事 4 人、夢 9 人、自立 3 人、その他 1 人という結果に
なった。
5 つの内容ごとのインフォーマントに対するインタビュー内容をピックアップしたもの
が次のようになる。
①進学（37 人中 20 人）
学歴社会である日本では、進学での上京が圧倒的に多い。現代では男女問わず地方出身
者の東京への進学率が高くなっているようだ。昔は、男性は仕事または進学、女性は結婚
というくらい女性の進学率は少ないものであった。
1950年までの出生世代では、男性の上京理由は就職、女性は結婚が最大であったが、1950
年以降の出生世代では男女とも進学上京が増加し、男性では1970年代ではじめて上京理由
の1番目となっている。
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男性では、1940年代までの出生世代では入学・進学での上京は20％を切る程度であった
が、1950年代以降の世代は大学への進学率が上昇し、
進学をきっかけとする上京割合は30％
を超えるまでに上昇している。地域別には1950年代以降の出生世代では、非大都市圏の方
が進学を理由とした上京割合で大都市圏を数パーセント程度上回っており、1970年代の出
生世代では40％を超えている。
居住地が非大都市圏の場合、男性では 1930～40 年代の出生世代では 6 割程度が就職・転
職を理由とする上京が最大の理由であった。1960 年代以降の出生世代では、就職と進学を
理由とするケースが相拮抗するようになり、1970 年代の出生世代でははじめて進学が上京
の第一理由となっている（1970 年代の出生世代、進学 42.0％、就職 33.9％）
。大都市圏居
住の男性の場合、1950 年以前の出生世代では就職による上京が最大であったが、1950 年代
出生以降進学上京が割合を増加させ、1970 年代の出生世代では上京理由の 1 位となってい
る。1970 年代出生世代では結婚と進学がほぼ同じ割合で並び、わずかであるがはじめて進
学が上京理由の 1 位となった（進学 30.9％、結婚 29.9％、就職 24.8％）3。
―まぁ進学はもともとこっちでするつもりだったので。高校在学中のときに、大学は
こっちの大学を受けようと。
［福島県のほうの学校の検討は？］
大学はありますけど、別に候補にはぜんぜん（入ってなかった）。
うちのほうからだと、
こっちに出てくるか、地元の学校行くか、あとは仙台だったりとか。逆側にいく子が多
かったかな。だいたいその 3 つぐらいかな。
［東京に出たいという気持ちはありましたかね？ 進学以外の気持ちで。
（やっぱり）そ
の東京への憧れっていう感じですかね。
］
憧れ……。ただ、でも遊びにとか行ったりしても、生活したことって、まずないわけ
ですから。そういうところに対しては、憧れはあったかもしれないですね。
［生活を向こう（東京）でというような？］
どんなもんかなっていう。
（B1・男性・33 歳・福島県・在京歴 2 年半4）
②仕事（37 人中 4 人）
以上のように、中には仕事で上京してきた人に関しては、自らの意思で上京してきたわ
けではない人もいる。仕事なのだから従わなければならない。自分が選んで入社した会社
とはいえ、自分の意思でもないのによく分からない都市に数ヵ月後には住む。そんな大変
なことはないだろう。
女性の場合、非大都市居住者では就職と結婚による上京からしだいに就職をきっかけと
した上京が増加し、1950 年代の出生世代では就職を理由とした上京が 1 位となった。
―［東京には来たくなかったですか？］

3

進学については、国立社会保障・人口問題研究所（2001: 39）を参照している。
B1 さんの東京都内への転入は 2 年半前だが、進学大学の所在地は神奈川県であったこと
から、上のようなやりとりとなっている。
4
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来たくなかったよ。大阪がよかった。てか、（勤め先は）大阪だと思っていた。IT ソ
リューション部って言われて、どこ！？って思って、聞いたら東京って言われた。
［言われたときはどうでしたか？］
そりゃ若干嫌だったよ。
（C5・男性・24 歳・滋賀県・在京歴 3 年）
③夢（37人中9人）
個人的には、仕事関係での上京より夢を実現させたくて上京した理由の方が多いことに
驚いた。歌手や俳優になりたいと思い、それなら東京に行こうという行動力がすごいと感
じた。
―［フリーターをしている理由はありますか？］
フリーターをしている理由は、
もともと演劇をしたくて、
東京に出てきたんですけど、
やっぱり稽古、講演前になっちゃうと稽古に縛られちゃうんで、そこでのスケジュール
の調整が利かない。正規で働いちゃうと利かない。あのーほとんどそうですね、そこの
調整が利かないために。
（D1・女性・27 歳・兵庫県・在京歴 4 年）
―［現在のお仕事は何をされていますか？］
カラオケです。アルバイトですけど。歌がやりたくて東京に来ました。
［仙台だと足りないものがあったのですか？］
仙台で活動している人もいっぱいいるけど、私、行動力がなくてすごい控えめな性格
だから、自分から何かやろうっていうのができなくて、意欲が出ないというか、とりあ
えず仙台にいて活動していても何も見つけられないというか、東京へ出て動き出すべき
と思って。
［それはむしろ行動力があるのではないですか？］
でも人生 1 度しかないから、やらないと後悔するから、始めたのが遅かったんですけ
ど、やらないで後悔するより、やって後悔した方がいいかなと思って。
［（歌を）始めたのが遅かったのですか？］
大学は仙台の通ってたから、大学いかないで本当はこっち（東京に）来たかったけど、
もともと親が反対していたから……。（C4 さん・女性・24 歳・宮城県・在京歴 3 年）
④自立（37人中3人）
この調査のインフォーマントさんたちは、30代になってから自立をしようと実行する方
たちばかりである。このまま仕事を続けて、結婚して……。そんな予想のついてしまうよ
うな人生はどうなのだろうかと20代を終え、本当に大人になってから考え、冒険してみる
というのも不安要素は多いながらも、賢い生き方なのではないだろうか。
―僕、仙台ですけど田舎なので、今はそういう風潮はないですけど長男は地元で親と
家に残るっていうのがあるじゃないですか。それで、まあ高校卒業して 1 年働いたとき
に、その先の人生のビジョンがこう 1 年で働いて見えてしまったというか「あ、俺この
まま歳とって結婚して……」っていうのが何か見えて何かその人生つまんないなーって
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思って、それである程度仕事をして、その気持ちを抑えて 30（歳）くらいで東京に行き
たいなって思うのと 20 歳で行くのでは重さが違うかなって思って、行くんだったら今行
って何かやってダメだったら戻ってくればいいかな。
［じゃあもう高校卒業するときから東京にこようって考えていました？］
ああーちょっとありましたね。大学にいくか働くかっていう選択になって、まあ地元
の大学もありましたし、あと東京の大学とかもいちおう受けたりもしていたんですけど。
チャンスがあればちょっと行ってみたいなって思っていましたね。（B5・男性・32 歳・
宮城県・在京歴 9 年）
―上京してきたのは 18 で、高校のときに進路を決めなくちゃいけなくて考えたときに、
国立の大学に行く頭もないし、私立の大学に行くお金もないし進学もしたいと思ってい
なかったのでそれでまあとりあえず東京行こうかな、上京しようかなと思った軽いきっ
かけで。（E1・男性・31 歳・新潟県・在京歴 12 年）
⑤その他（37人中1人）
―もうほんとうになんか死のう思って、それで 5 月。21 歳 5 月に自分の車に乗って、
布団とか服とか全部つっこんで、CD、音楽の機材全部つっこんで、ギター持って東京き
て、神奈川の兄貴の家に、死ぬ前に顔だけと思って行ったら、お前が本当に音楽やりた
いなら、ここで 1 からやり直せと、ここに住んでいいからと。で、そこで俺は命救われ
た。そっからはその毎月居候代 7 万払いながら。そのときは、居酒屋とコンビニの夜勤
を決めて、また……。（E4・男性・31 歳・兵庫県・在京歴 6 年）
また、女性の場合は1960年代出生世代では再び結婚が最大となり、大都市圏の女性の場
合、1950年以前生まれの世代では、継続的に就職と結婚による理由が8割以上を占め、とく
に結婚を理由とする上京のウエイトが大きい5。1950年以降生まれの世代でも一貫して結婚
が上京理由の1位である基本的なパターンに変化はないが、進学を理由とした上京も増加し
ており、1970年代出生世代では上京理由の2位となり、就職による上京の割合をはじめて超
えた（結婚44.5％、進学22.2％、就職17.9％）。また、女性でも親からの自立を上京理由と
する者が10.8％に達している。
地方では、昔ながらの考えを持っている家系も多いことだろう。女性が上京してどうす
るんだ、地元で早い内に結婚すればいいんだということもあるのではないだろうか。確か
に両親がいる地元で結婚し、比較的安定した生活を送るというのも悪いことではない。だ
が、近年では女性も男性と同じように仕事をする傾向に見られる。そのために初婚年齢が
高くなったり、出生率が減り、少子化の問題にもなってはいるが、自分らしい生き方をし
た方が楽しいのではないだろうかと私は思う。

5

女性の上京理由については、国立社会保障・人口問題研究所（2001: 39）を参照している。
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３. 上京してから地元の友人との交流の頻度
進学・就職の理由で上京しているインフォーマントさんが多い。つまり18歳～22歳の若
いうちに上京していることになる。となると、上京してから地元の友人（幼稚園、小学校、
中学校、高校、就職してからの方は大学も）と上京してから地元の友人と会う頻度、連絡
を取る頻度はどのようになっているのだろうか。
「2.上京理由」でも述べたように、今回の社会調査では38人のインフォーマントさんを
対象としている。しかし、そのうちの3ケースは友人関係についてはほとんど触れていない
ため、そちらに関しては抜かして分析する。
35人中26人は、上京してからも地元の友人と会う、または電話やメール等で連絡を取っ
ているようだ。
まずは上京してから地元の友人と会うことに関して分析する。
地元の人たちとの同窓会には出席するインフォーマントさんがいるが、全体的にそこま
で重要視していないように見受けられる。同窓会は日にちが決められているということも
あり、仕事の関係上出席できない。むしろ、同窓会のために仕事を休んでまで帰省するわ
けにはいかないという考えのようだ。個人的に会うというのも人によってはお互いに仕事
が忙しくて会えない、相手が結婚してお互いの生活リズムがずれたため会い辛くなった等
の理由で、会う頻度は年に数回というのが主なようだ。
―しないですね。同窓会ですよね。しないですね。
［東京に上京してから、小・中・高の同窓会には（出席されましたか）？］
参加したことないですね。
連絡来ない（笑）
。たとえば、友達が帰ってくるから集まるみたいのはなくはないんで
すけど、向こうに帰るにはエネルギーが要るので。そう頻繁に……ないですね。
［（同窓会が）開催されているのは知っていますか？］
わたしが知らないうちにやっているのかもしれない。なんか、知っていることもあり
ますけど、でももっとやっているような気がします。なんかしてきました。わたしが知
らないだけで（笑）
。……知らないです！
［やっていたら（同窓会に）行きたいとかいう願望はありますか？］
行きたいには、行きたいんですけどね。
（D1・女性・27 歳・兵庫県・在京歴 4 年）
次に、上京してから地元の友人と電話やメール等で連絡を取ることに関して分析する。
電話やメール等での連絡に関しては多いインフォーマントさんで週に1回、連絡を取ると答
えたインフォーマントさんのなかで少ないインフォーマントさんは数ヶ月に1回程度で、内
容としては「今度○日に帰省するけど会える？」といったような電話やメールが多いよう
だ。
―［現在も地元の友達と連絡は取り合ったりしています？］
夏とか年末とか決まったときには帰るようにしているから、それに合わせて遊び行こ
うよとかって感じでしてるぐらいですね。
［月や週単位で連絡をとってはないですか？］
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まったくないね。
［最初に出てきた頃と比べて変わったことあります？］
最初に出てきた頃はメールとかしていたね。今はしなくなっちゃったな。
［連絡を取らなくなってちょっと気持ちが離れたなっていうのはあります？］
会えば話がはずむから、この先もずっと仲良くやっていけるんじゃないかなっていう
のがあるね。あんま連絡とらなくても帰れば必ず会ってくれるから、気持ちは変わって
ないと思うね（C1・男性・23 歳・栃木県・在京歴 5 年）
しかし、大半のインフォーマントさんが地元の友人と会っているが、その質は若干違う
ようだ。上京してからできた友人よりも地元の友人との交流の方を重要視しているインフ
ォーマントさんと、上京してからできた友人との交流の方を重要視しているインフォーマ
ントさんに分かれるからである。なかには仕事の関係でなかなか会えないという例外もあ
るが、前者はそれぞれのインタビュー内容を読むと地元が好きなのがよく分かった。やは
り東京に比べ、地元の方が空気が綺麗、地元の言葉で話せる、落ち着く等が大きな理由で
はないだろうか。後者は機会があれば会うけど、そこまで重要視はしていないと考えられ
る。
またC1さんが言うように、上京してから地元の友人と会う頻度や連絡を取る頻度が少な
くても幼い頃の友人は会ってしまえば上京する前と変わりなく地元の友人と話せるという
意見は、私自身分かるような気がした。
以上のこととは反対に、地元の友人と上京してから、地元の友人とは交流しないという
インフォーマントさんは、35人中9人であった。地元の友人と上京してからは交流しない理
由としては、そのほとんどが地元自体に思い入れがないことである。
―［現在も地元の友人や知人の方と連絡取っていますか？］
あ、ない。
［いつ頃からないのですか？］
高校からこっちだし、そのときちょうど親も転勤してて夏休みや冬休みに帰るとこが中
学まで住んでた家じゃなかったから。それでもやっぱり最初はあったけど、もうこの年
になっちゃってからぜんぜん。
［地元の友人や知人の方で上京されていてる方はいますか？］
んー……いるだろうね。やっぱり北海道からこっちに出てくる人いっぱいいるからね。
（C3・男性・32歳・北海道・在京歴16年）
インフォーマントさんと同じく、上京してきている地元の友人と、上京してから会って
いるインフォーマントさんはそんなにいないようだ。むしろC3さんのように「上京してき
ているけど、どこに住んでいるかまではよく分からない」といったようなインフォーマン
トさんもいる。自分と同じく上京してきているとはいえ、もともと仲が良くなければ相手
が地元にいても上京していても結局は同じということが分かる。
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４. 自身の変化
上京する前と後とでは環境が変わっただけで人はそんなに変わるものなのだろうか。
また、友人、仕事、自然環境などと関わり、生活することによってどうのように変わる
のだろうか。
①言葉遣いの変化
②性格の変化
③考え方の変化
以上、3つの自分自身の変化について分析する。
①言葉遣い
日本各地にはたくさんの方言がある。その地に生まれたときから周囲はその地特有の言
葉、話し方をし、自分自身も同じように育っていく。20年ほどその方言で話してきたのに、
数年立てば標準語にだいぶ慣れてくる。しかし、内心では多少の気を使って話しているよ
うだ。なぜ、そんなにすぐ標準語を使えるかというと、仕事をしていく上で敬語を頻繁に
使うようになり、自然と標準語を話すようになってくるようだ。また、別のインフォーマ
ントさんのお話では、東京で地元の方言で話すのは恥ずかしいという理由もあった。
それに対し、方言をそのまま使っている人もいる。1番多く見受けられるのは、関西弁で
はないだろうか。もちろん全員が全員ではないが、関西弁を使う人々は上京してきてもそ
のまま関西弁を使う人が割りと多いように思える。私がインタビューさせていただいたイ
ンフォーマントさんは関西出身であり、関西人の特徴や性格などを教えてくれた。関西人
をひとくくりにこう言ってしまうと語弊があるかもしれないが、そのインフォーマントさ
んが言うには、関西人は短気で我が強い傾向にあるようだ。確かに大阪に行ったときに街
中ですごい勢いで喧嘩をしていたり、男女問わず勝気そうな感じの人を多く見受けられた
のが私の印象に残った1つでもある。なにより繁華街での街中の活気というものが、東京と
はまったく違うようにも思えた。つまり関西人は他の都道府県に比べて、関西弁に自信を
持っているように思える。むしろ、
「なんで直さなければいけないんだ」ぐらいの気持ちで
はないだろうか。
―言葉遣い、時間も以前に比べればルーズじゃないかな。それとか考え方は変わって
きたかな、あっちにいたら考えきれなかったこととかあるだろうし。沖縄と東京の人の
考え方は違うから衝突は多かったよね。時間もそうだし、友達付き合いも結構あっさり
していて付き合いが悪かったり。

（C6 さん・男性・沖縄県・23 歳・在京歴 6 年）

②性格の変化
こちらのインフォーマンさんは関西出身であり、上京する前は短気できつい性格であっ
た。就職を機に上京し、数年東京で過ごしただけで穏やかな性格に変わったそうだ。その
地域の歴史的文化的背景によってかなり左右されると思われる。
―穏やかになった。
［最初も言っていましたね。やっぱりきつかったですか？］
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うん。きつかったねぇ。
［やっぱり周りがそうだったからですか？］
そうだね。呑み込まれる絶対。
［東京生まれ東京育ちの人と話したりすると、どうですか？］
あんまり意識したことないね。
［全体的に、穏やかな人が多いなって感じですか？］
そうだね。
（C5・男性・24 歳・滋賀県・在京歴 3 年）
③考え方の変化
上京してきた頃は右も左も分からない状態のなかで、いろんな方面でなんとかしようと
試行錯誤し、どうすれば効率よく確実に社会で生きていけるかを自ら学んでいる。これは
東京に上京してきたからこそ考える機会ができたのではないだろうか。
―えいとー……。さっきもコミュニケーションの話なんですけど、自分から出ていか
ないと、ぜんぜん社会とネットワークがないんで、自分で築いていかないといけない、
積極性というか、どこか、バイト 1 つにしても、そのチームの中で、雇っていたいと思
われる人間になるために、どうすればいいかということを実家にいるときよりも考える
ようになりましたね。その環境で自分がどう発揮できるか。適応していていくか。
（D1・
女性・27 歳・兵庫県・在京歴 4 年）
考え方が変わったというのも多く見受けられた。進学で上京した場合は 10 代で親元から
遠く離れ、よく分からない土地で 1 人で暮らし始める。自分で決めた人生とはいえ、若い
内にこのような状況でこんなに不安なことはないだろう。しかし暮らしていくには今まで
親がやってくれていた掃除、洗濯、食事、生活費のやりくり等を全部 1 人でやらなければ
ならない。もともと親の代わりに家事をやっていたのであれば別なのかもしれないが、実
家に住んでいたことがどんなに楽なことかというのを痛感させられるようだ。
自ら悪い方に変わったと言うインフォーマントさんはほとんどいなかった。つまり、上
京してきた人々はいい意味で成長しているのだ。確かに、私の上京してきて 1 人暮らしを
している友人たちは、とてもしっかりしているように思える。みんなそれを乗り越えてき
ているからこそ東京で暮らしているのだと思う。
―うーん、自分の中で変わったことねー、そうねー。ま、子どもを産めたのもそうか
もしれないけど、親のありがたみが分かったことくらいかな。何でもかんでも、洗濯に
しても、料理にしても自分でやり始めたときに初めて。あー地元に居たらどれだけ楽だ
ったのかなーっていうのが、分かった。うん。変わったって言ったらそれくらいかな、
うん。どれだけ楽してたかねぇ。（A2・女性・24 歳・長崎県・在京歴 6 年）

５. まとめ
今回の調査で全体的に分かったことは、地方から上京してきても数年で東京に染まって
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いることが多いように見受けられた。久しぶりに実家に帰り、家族や友人に会うと、つい
標準語を使ってしまったりするのが 1 番分かりやすい変化であろう。
なかには実家の家系とは合わない、とにかく出たいとの理由で地元から早く抜け出した
くて上京してきたというインフォーマントさんや、進学が上京理由ではあるが、前々から
東京に憧れを持っていたという希望に満ち溢れたようなインフォーマントさんとどちらも
多数いた。上京理由、考え方等はまったく違っていても、上京してきていい意味で変化し
たというインフォーマントさんが圧倒的なのではないかと感じた。
インタビュー時に方言やその地方の特徴などを聞いて、小さい日本の中でも都道府県に
よってこんなに違うものなのかと驚いた。逆に東京の人が地方へ住むことになっても、今
回の調査と同様にその土地に染まっていくものだと思う。語弊になるかもしれないが、人
は、悪く言ってしまえば流されやすく、良く言えば溶け込みやすいものだと感じた。
人が成長できるのは、まず 1 人で考えて、実行して、失敗や成功を繰り返すことだと感
じた。上京すれば試行錯誤せざるを得ないだろう。言ってしまえば、自分自身を成長させ
る手っ取り早い手段の 1 つではないだろうか。

＜参考資料・文献＞
国立社会保障・人口問題研究所編，2005，
『日本における近年の人口移動―第 5 回人口移
動調査』財団法人厚生統計協会．
吉川徹，2001，
『学歴社会のローカル・トラック』世界思想社．
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地方出身者の家庭状況による上京理由の違い
―家族の支援から見た―

小島

脇士

１．はじめに
近年の日本は、周辺のベッドタウンや業務核都市が、一定の成熟をみてきたことによっ
て、従来の一極集中型の構造が地方との大きな格差を生むこととなった。
首都圏は 1980 年代以降、業務核都市という政策で、急激に分散化を展開してきた。東京
の都心機能を分散し、立川・八王子、学園都市、浦和・大宮などは都市型周辺サービス産
業の拠点といったかたちで機能分散が進められてきた。また幕張新都心、横浜みなとみら
い、臨海副都心は、ベイエリアでの新たな業務核都市形成が目指されてきた。
東京中心の大都市圏の計画によって、公共施設、企業、学校などあらゆるものが地方か
ら進出し、その影響で関東地方及び首都圏の生活はより豊かになり、人口も爆発的に増え
てきた。それにより大都市のない地方の若者は上京という選択肢が一般化されていった。
その人の流れを見て、個人レベルにおける生活状況の変化を見なければ「木を見て森を
見ず」であると考えた。私たちは地方出身者の上京時における生活スタイルの変化の調査
を試みた。調査対象者は、地方出身で首都圏在住の 20 代～30 代の方を中心に聞き取り調
査を行った。
そのうえで家庭環境、または家族の支援の有無などによる上京理由などの違いがあるの
ではないかと考え、インタビューから抽出し、これらをまとめた。

２．上京理由への考察
１）跡継ぎ反発型
―［ご実家の方は、ご両親はどのような職業をされていますか？］
D2：母は専業主婦で、父は国家公務員ですね。そういう父と母の影響もあったかと思う
んですけど、私の家は非常に堅い家だったんですね、それこそ、お前も国家公務員にな
れ、と。俺の後釜を譲るからみたいなことを平気で言ってしまうような父だったで、そ
のことへの反発というのはものすごく大きくて、そういった堅い殻を破りたいというひ
たすらそれだったと思います。大阪離れるときに自分らしさ何か作りたい、と漠然と思
ったのがあったのです何かフィールドに飛び込んでいく中で自分を試したいという感覚
は大きかった。（D2・男性・32 歳・大阪府・小学校教諭・家族構成：父・母・兄）
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―［東京の上京前のイメージは？］
D5：（中略）なんとなくの憧れだよね。特にこれってものがあったわけではないね。行
ってみたいなっていう。むしろ、早く出て行きたかったから。それは、親の反発もあっ
ただろうけど、早く取り合えず親元を離れたかった。日本はここだけじゃないっていう
（笑）
。取りあえず行ってみたいっていう。取りあえずなんか他の所、百聞は一見に如か
ずじゃないけど、まあ、行ってみたいなっていうのはあった。（中略）父親は県内にし
ろっていってたんだけど、やだって喧嘩になって。
（D5・男性・31 歳・福島県・アルバイト・家族構成：父・母・兄・祖母）
父親は、子どもに家業や職を継いでもらいたい、母親はそばで見ておきたいという思い
が強いためか、両親が一家として考える家庭の将来と、子ども自身が考える将来との関係
の違いがあり、話し合ってもその溝が埋まらず、または反発し上京するというのが見られ
る。
両親の過干渉や両親への反発心は「親ストレッサー（stressor）」と呼べる一種のストレ
ス要因となり、その結果として、心的な「ストレス反応」が強まり、それがストレス発散
的な遊び行動や生活への消極的・疎外的関与という対処行動・対処戦略を促進する傾向が
ある。従来から指摘されてきたように、過保護・過干渉・過剰統制・過剰期待や理不尽な
小言・指示・命令の繰り返しは、子どもの反発心を助長し、ストレス要因ともなり、その
結果、そのストレスを発散的できるような生活へ改善・促進する傾向にあり、跡継ぎ反発
型に当てはまるといえる。

２）目的手段反対型
―［現在のお仕事は何をされてるんですか？］
C4：カラオケです。アルバイトですけど。歌がやりたくて東京に来ました。（中略）大
学は仙台の通ってたから、大学いかないで本当はこっち（東京に）来たかったけど、も
ともと親が反対してたから……。
―［親が反対してた？］
C4：親が反対してたから、しょうがなく（仙台の）大学いこうかなみたいな（笑）。中
学生くらいのときからやりたいと思ってて、でも親にも言えなくて、ちょっと自分の中
でやりたいなと思っているだけで、行動できないし。でも何かのきっかけで、多分学校
の行事で文集書くときかな、将来の夢みたいな。そのときに初めて親が聞いて（歌をや
りたいことを）
。でもそのときは、親は、まぁ夢だからみたいな感じで、すぐ諦めるだろ
うと思ってたみたいなんですが。だけど変わらなかったから、じゃぁちょっとやってみ
ればみたいな。
―［兄妹はいるんですか？］
C4：兄が 2 人います。だけど今は親もすごい応援してるから。帰ってこないのも分かっ
てるから（笑）。（C4・女性・25 歳・宮城県・音楽事務所所属・家族構成：父・母・姉・
兄・祖母
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―［東京に出てきた理由はなんですか？］
D1：もともと演劇としていたんですけど、やっぱり演劇の発信地が東京なので、いろい
ろと勉強したくて来ました。演劇というものがすごく確かなものではないので、抽象的
というか、あれなので、はっきりとは断言できないんですけど、その時、自分が欲しい、
学びたいと思ったのは東京にあると、確信というか確信的なものがあったんで、東京し
かないと思っていました。
―［ご両親はなんと言っていますか？］
D1：親に「何考えてるの」って。そりゃもう、ずっと言われ続けています。東京に出る
ときから、そうですね、
「ちゃんとしなさい」って。基本反対なんですけど、わりと芸術
文化が好きな親だったりするんで。だからわたしが、諦めがつくまでは……。……言う
に言えない感じ、じゃないですか。
（D1・女性・27 歳・兵庫県・劇団員・家族構成：父・
母・兄）
夢や目標の為なら両親の反対を押し切ってでも上京し、自分のやりたいことをやる。本
人の目的意識が高いので両親もその部分がわかっている。自分がしっかりしていれば親も
理解はしてくれるから大丈夫という考えがあるうえで上京したタイプである。
これは信念が規定因となって学習意欲が起こるタイプだ。
第一に「自己信念」。たとえば、「自己効力感」や「結果期待」がある。自己効力感と
は、自分が特定の行動をできると思っているかどうか、ということ。できる自信があれば、
やってみる気になります。それは能力の有無に関する客観的な事実とは別次元の個人的な
「信念」にあたるといえる。また、結果期待とは、ある行動をすると特定の結果が起こる
と信じていること。たとえば、水泳の練習をすれば泳げるようになる。たとえその時点で
は泳げないとしても、練習すればできるようになると思っているということが重要なのだ。
練習してもダメだと思っていれば、やる気は起こらない。ただし、結果期待があっても、
たとえば「自分は顔を水に浸けられない」というように関連する自己効力感を持っていな
ければ、実際には練習をしない。
第二に「価値信念」。これには「到達価値」と「内発価値」と「道具価値」がある。到
達価値とは、その課題への従事や達成をどれだけ重要だと思っているか、ということ。内
発価値とは、興味がある、楽しい、好きといった内発的動機づけの認識のこと。道具価値
とは、その課題の有用性や有効性をどの程度意識しているか、ということになる。
第三に「目的信念」。目的を認識していれば、それに対する特定の行動が引き起こされ
る。価値信念と目的信念は、相互に密接な関係があるが、何に価値を感じているか、とい
うことと、具体的にどのような目的を持っているか、この「自己信念」「価値信念」「目
的信念」の三つの相互作用によって、「認知」の側面から見た意欲が形成されて上京に至
ったといえる。

３）目的手段支援型
―［２年前に東京にきたとおっしゃっていましたが、なぜ東京にきたのですか？］

G6：プロのダンサーになりたくて、勉強しに。
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―［福島にいるころからダンスを始めてそれで東京にこようとしたということで、東

京にこようと思ったのはいつごろから来たのですか？］
G6：やるぞって決めて良かったなってすごく思います。（中略）なんか仕事やめたいと
か言い出しづらくありません？ バイトとかでも。（全職では）今まで散々お世話にな
って副店長にまでしてもらったのに、やめたいんですけどっていうのもすごく気が引け
て。でもやっぱりいつか言わなきゃって思ってたんで。でも頑張って良かったって思い
ますね。家族に言うのも結構（勇気がいる）。……うちは反対はしなくて、好きな事や
りなさいって、昔からそういううちなので新潟にいくのも東京にいくのも全然反対はさ
れなかったですね。（G6・女性・26 歳・福島県・アルバイト・家族構成：父・母・妹・
祖母）
―［家族構成を教えてください。］
G5：はい。父、母、姉、兄です。（中略）そうですね、仲いいですよ！（家族と）
―［東京に出てきた理由はなんですか？］
G5：芝居をやりたかったからです。高校生のときには思っていました。そうですね～。
地元はスキなんですけど、地元だと芝居を出来ないので。何にもないというか、田舎な
ものですから。
（G5・女性・22 歳・山口県・アルバイト・家族構成：父・母・姉・兄）
上京理由が明確で家族にも支持されているというタイプで、家族の仲もよく、また比較
的頻繁に連絡をとるなどをしているため相互理解している。
このタイプは目的手段反対型にあげたものに「実行意図」（implementationintension）とい
う支援する環境がある。一例を挙げると、教員は授業ではよく「調べ学習の計画を立てな
さい」と「目標意図」（goal intention）については指導いていく。しかしそれだけでは経験
のない子どもは途方に暮れてしまう。
具体的に何を調べ、そのためにはどこへ行って何を見なければいけないか、といった目
標を実現するための具体的観点の自覚化を促してあげなければいけない。こうした実行意
図に着目することによって学習の習慣を自発的に形成するような指導が、家族との相互理
解、支援に含まれている。これらは精神的には重要な観点あり、見逃せない大きな違いな
のである。
こうした支援は「教育の王道」といわれるモデルであるが、実際にこのような環境を創
っていくというのは大変であり、なかなかできるものではない。
ただこの方法以外に、子ども自身の意欲を自然なかたちで育む方策がないのも事実であ
り、目的手段支援型が上京者にとってもよいのは確かである。

４）親族同居型
―［今お住まいの地に決めたのは何故ですか？］
A5：兄貴も都内の専門に行ってたんで。で、今度兄貴が地元に帰るっていうんで入れ替
わりで自分が出てきた。
（上京は 18 歳 短期大学進学による）
（中略）ただ、母親は極力
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近くにいてほしいっては言われたことはありますけど。
―［上京はしたかった？］
A5：そうですね。別に県をまたいでとかって考えなかったけど、実家はとりあえず出な
きゃいけない。だから、実家に近いとこであれ、遠くても、その点はほんとこだわりは
なかったのかな、とりあえず実家でなきゃいけないっていう風な頭しかなかった。
（A5・男性・33 歳・岐阜県・飲食店勤務・家族構成：母・兄・祖母）
―［では、長崎県の佐世保市ご出身ということなんですけれども、いつ頃こっち（東
京）に来られたのですか？］
A2：高校卒業してから。進学で。（中略）税理士の専門学校。条件からすると。出てく
る前まではもう、親とかにも、一応学校 2 年だったから、2 年経ったら帰ってくるって
事で一応出ては来たんだけど、まぁそのまんま（笑）いるかたちになっちゃってまあ親
も、こっち帰ってきたって就職ないし、東京で決められるんだったら、いいんじゃない
って。
―［福岡ではなくて東京を選んだ理由はやっぱりおばあちゃんちがあったから］
A2：うん、おばあちゃんちがあったから。うん、金銭的に。やっぱり一人暮らしするに
も、莫大なお金がかかるわけだし、月に。それにね、学費もあるし。まぁ（親が）元々
やっぱこっちに居た分だけ、こっちに残ることに反対はなかったかな、おばあちゃんも
一緒に居るし。
（A2・女性・27 歳・兵庫県・劇団員・家族構成：父・母・弟・弟）
D4：あー、やっぱり親がうるさい。なにかっつーとなんか言ってくるから。ちょっと離
れたほうがいいなって。親は東京までは許すって言ってた。
大学で、北海道の大学行きたいって言ったら、それは絶対許さんって言って、遠すぎる
って言った。当時の東京に兄が 2 人住んでて、それで親も許したっていうのもあると思
う。でもその当時、東京の他に大阪の大学も受けてたんで、まぁ東京より南、西だった
ら OK だったと思う。
（D4・男性・35 歳・福岡県・会社員・家族構成：父・母・兄・兄・兄・姉・兄）
親族が上京先にいる。または地の利があることや、家族や親族からの支援が比較的しや
すい環境にあることで上京者、家族ともに生活に対しての安心感が高いことがわかる。
家族が分化することは当然に必要生活費の上昇をもたらすので所得の絶対額が低い段階
では分化は困難であり、それぞれの家族が相当程度の生活水準を維持することのできる所
得の確保によって親族との同居に至るといえる。
その結果、親族同居型は上京生活におけるハードルが他の上京パターンより低く発生率

が比較的高いと考えられる。
国勢調査の親族世帯の兄弟姉妹のみから成る世帯や、他に分類されない親族世帯に含む
が細分化されていないため、また上記理由などのため変動率も高いと考えられ数値は
定かではない。だが、高度経済成長から始まった高校進学率の上昇、その他の一般的な
教育文化水準の向上、都市文化の地方への波及,就業構造の近代化などに伴い、上京時の選
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択肢、上京理由の大きな一つに挙げられるだろう。

５）脱地方挑戦型
―［ちなみにご兄弟は？］
E4：うちは兄貴が 2 人いる。6 歳と 8 歳離れてる。
（中略）末っ子。
―［憧れ？］
E4：憧れ、知らないモノをみたい。（中略）まぁ好奇心といえば好奇心、ただ色んなし
がらみで 21 年間東京にもどこにも飛び出せなかった。でも、21（歳）の時にきっかけは
どうあれ飛び出して。（中略）そうだね。それで二人とも俺が 21（歳）の時に早々と結
婚してしもうて、お前が継げと、でも俺はやっぱり自分を試してみたかったんかな。
―［上京してくるときって、親はなにか言いましたか。止められたりとか反対された
りとか？］
E4：基本的に可愛い子には旅をさせよっていう育て方の人やったし、あんたが選んだ道
やから、あんたがやればいいって。
（E4・男性・31 歳・兵庫県・喫茶店勤務・家族構成：
父・母・兄・兄）
―［東京に出てこようとした理由をお聞きしたいのですが？］
D3：高校の時に、岐阜の片田舎だし、特に家が好きというわけでもないし、このまんま
いたらずっと家にいるな、だから出なきゃいけない。本当は岐阜でなければどこでもよ
かった。気づいたら国外に出てた。
（中国の大学へ進学）
―［帰って来いなどといわれますか？］
D3：親はね、何て言うのかな、親がある意味俺の先輩で親は画家なのね。画家でようす
るに生活にとったら贅沢品、そういうことを仕事にする、言ってみれば芸人、親もそこ
でやっていく、好きで続けて行く大変さを知っている、悩みを聞いてくれるし、いつ帰
ってきてもいいって言ってくれるけど、帰って来いという雰囲気はない。（D3・男性・
33 歳・岐阜県・音楽事務所所属・家族構成：父・母・兄）
―［故郷の方には今、ご両親とあと？］
B5：弟がいます。
―［人生の関係ですか。東京にこようとした理由というのをお聞きしたいんですけど
も、あとはいつから東京にこようと考え始めたのかってことも教えてください。
］
B5：僕、仙台なんですけど田舎なんで、今はそういう風潮はないですけど長男は地元で
親と家に残るっていうのがあるじゃないですか？ それで、まあ高校卒業して 1 年働い
たときに、その先の人生のビジョンがこう 1 年で働いて見えてしまったというか「あ、
俺このまま歳とって結婚して……」っていうのが何か見えて何かその人生つまんないな
ーって思って、それである程度仕事をして、その気持ちを抑えて 30（歳）くらいで東京
に行きたいなって思うのと 20 歳で行くのでは重さが違うかなって思って、行くんだった
ら今行って何かやってダメだったら戻ってくればいいかなと。まあやりたいようにやり
なさいという感じです。
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―［特に戻ってきてみたいなことは言われてないですか？］
B5：ないですね。（中略）まあやりたいようにやりなさいという感じです。戻ってきて
みたいなことは言われてないですね。（B5・男性・32 歳・宮城県・飲食店勤務・家族構
成：父・母・弟）
―［E1 さんは、二人兄弟なんですか？］
E1：そうです。お姉さんと僕と。
―［上京してきたのはいつ頃ですか。］
E1：上京してきたのは 18 で、高校の時に進路を決めなくちゃいけなくて考えたときに、
国立の大学に行く頭もないし、私立の大学に行くお金もないし進学もしたいと思ってい
なかったのでそれで、まぁとりあえず東京行こうかな、上京しようかなと思った軽いき
っかけで。でも、
（親は）戻ってきてほしいと思っていましたけどね。
（E1・男性・26 歳・
新潟県・飲食店勤務・家族構成：父・母・兄・祖父・祖母）
このタイプの上京理由は地方ごとにある風習やいまの生活に対し、疑問や生活環境の変
化を求めていることがあげられる。
自分の環境の変化を求めて上京に至った場合がこの脱地方挑戦型といえる。

３．資料・文献からのアプローチ
総務省統計局の調査によると離家理由はおもに、入学・進学、就職・転職・転勤、結婚、
住宅事情・通勤通学、親からの自立・独立などである。
男子では、1940 年代までの出生世代では入学・進学での離家は 20％を切る程度であった
が、1950 年以降の世代は大学への進学率が上昇し、進学をきっかけとする離家割合は 30%
を超えるまでに上昇している。地域別には 1950 年代以降の出生世代では、非大都市圏の方
が進学を理由とした離家割合で大都市圏を数パーセント程度上回っており、1970 年代の出
生世代では 40％を超えている。
非大都市圏居住の男子の場合、1930、40 年代の出生世代では 6 割程度が就職・転職を理
由とする離家が最大であった。1960 年代以降の出生世代では、就職等と進学を理由とする
ケースが相拮抗するようになり、1970 年代の出生世代では進学が離家の第一理由となって
いる。
（1970 年代の出生世代、進学 42.0％，就職等 33.9％）
。大都市圏男子でも就職等によ
る離家が最大であったが、1950 年代の出生世代以降進学離家が割合を増加させており、
1970 年代の出生世代では、離家理由の 1 位となっている。また、1960 年代の出生世代以降
親からの独立・自立が 1 割を超えている。
女子の場合、非大都市圏では就職等と結婚による離家から、次第に就職等をきっかけと
した離家が増加、1950 年代の出生世代では離家理由の 1 位となるが、1960 年代出生世代で
は、再び結婚が最大となり、1970 年代の出生世代では、結婚と進学がほぼ同じ割合で並ん
でいる（進学 30.9％、結婚 29.9％、就職等 24.8％）
。大都市圏の女子の場合をみると、1950
年以前生まれの世代では、継続的に就職等と結婚による理由が 8 割以上を占め、とくに結
婚を理由とする離家のウエイトが大きい。
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1950 年以降生まれの世代でも結婚が離家理由の１位である基本的なパターンに変化は
ないが、進学を理由とした離家も増加しており、1970 年代出生世代では、離家理由の 2 位
となり、就職による離家の割合を初めて超えた（結婚 44.5%、進学 22.2%、就職等 17.9%）。
また、親からの自立・独立を離家理由とする者も 10.8%に達している。
これらは日本の経済・社会情勢に非常にリンクしているといえよう。戦前戦後は就職と
いう働き口を求めての動き、また 50・60・70 年代は高度経済成長期であり、学歴社会の始
まり、
建設ラッシュ、
企業乱立がおこり、
また生活の多様化があり、
進学 30.9％、結婚 29.9％、
就職等 24.8％とほぼ横一線という状況をもたらした。
このように人の動き＝日本の時代を、大きく読み取ることができる。

４．考察
親戚が山形に住んでいるが、自分は東京で生まれ、埼玉で育った関係でこれまで深く地
方の生活や上京というものを考えたことがなかった。
今回この調査で感じたことは、土地柄や賃金による仕事の幅や職業形態の格差があるこ
と、地方ではいろいろな選択に自由度がないことがわかった。
またそれらに加え家族の職業によって考えの違い、土地によっての風習や生活の考え方、
跡継ぎの問題や都会暮らし経験がある家族と無い家族での、上京への理解度、支援に違い
があることがあげられる。
データにも見られるが、人が動けば時代も変わる。ということがこの調査で強く感じた
ことだ。そして家族の支援によって上京後の生活の違いが生まれること。また、家族との
関係で、上京した目的や目標への姿勢、成功への確信に大きな違いがあることが肌で感じ
ることができた。
ともあれ、この上京という選択肢が今まで一緒に暮らしていた家族にとっても、上京し
た本人にとっても人生の大きな分岐点ということには違わないし、上京という大きな選
択・決断をした皆さんの勇気に自分を重ね、人生を今までよりももう一歩深く考えること
ができた。
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上京理由について
——上京者について多方面から分析してわかること——
小此木 洋輝

１．はじめに
現在、少子化が叫ばれている中、総務省の発表では、日本の総人口は、2000 年は 1 憶 2670
万人だったのに対し、2008 年は、1 憶 2770 万人になり、10 年前に比べ、1000 万人増加し
たというのは、ご存知であるだろうか？ 特殊出生率は下がっているのだが、総人口が増
えていることに、原因があると言われている。今後もある程度は、このように人口は増え
ていくと思うのだが、日本での人口が 100 万人増えたということは、日本の人口の約 4 分
の 1 を占める東京圏では、どれだけの人口が増加したのだろうかと疑問を抱いた。結果は
とても興味深いものだった。地方では人口が減っている一方で、東京だけで 50 万人、東京
圏では、90 万人の増加というものだった。さらに、5 年前での、調査でも同じような結果
が示されていた。東京の人口増加は、外国人の割合の増加や、いろいろな理由が考えるこ
とが出来るだろうが、その中でも私は、地方出身者が東京に出てきて、そこで、結婚し、
生活していくことでの、増加もそれなりにあるのではないかと思っている。詳しくはまた
あとで述べていきたいのだが、年々地方から、東京に何かをもとめて、出てくる人の割合
が多くなってきていると考えたからである。残念ながら、地方出身者が年間どれだけ、東
京に出てきているか、ということは分からなかったのだが、なぜそこまで、東京にこだわ
るのか、そういった点から、私は地方出身者の、上京理由について考えていきたい。
その理由として、出身が東京である私にとって、どのような、期待、不安を持ち、なぜ、
東京を選んだのかという点でピンとこない部分があるからだ。大学進学のため東京に上京
してきたという人も多くいるし、日本の中心であるから、というのは、分からなくもない
のだが、実際に集めてきた生のデータから、これを読んでくれている、方々にも、納得し
てもらえるような、分析をしていけたらな、と考えている。私の中では上京してきたのか、
理由もなく、上京してくる人は少ない私は考えていた。なにかしらの夢ややりたいことが
なければ、上京してこないと自分考えているからだ。では実際はどうなのだろうか。そう
いった点を踏まえ地方出身者の上京理由を調査し、その目的や背景には何があるのかにつ
いて分析する。
今回の分析では、首都圏と呼ばれている、千葉、埼玉、群馬、神奈川、茨城、栃木、山
梨から東京に出てきた方で、学生以外を対象としている。

２．東京での生活
１）なぜ、地元から出てきたのか
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まずは、地元から、上京してきた理由から、考えていきたいと思う。今回インタビュー
をした結果を分析してみると、大きく分けて 3 つにわけることが出来る。それを１つずつ
確認していきたい。
一番多かった意見としては、大学進学によるものだった。
――［上京してきたのはいつ頃ですか。
］
上京してきたのは 18 で、高校のときに進路を決めなくちゃいけなくて考えたときに、
国立の大学に行く頭もないし、私立の大学に行くお金もないし進学もしたいと思ってい
なかったのでそれでまあとりあえず東京行こうかな、上京しようかなと思った軽いきっ
かけで。（E1・31 歳・男性・新潟県）
――［なぜ東京に来ようと思いましたか、また、いつから東京に来ようと考え始めまし
たか？］
東京に来ようと思ったのは高校生のときに大学行こうと思ったときに。地元の大学だ
と偏差値的にあんまりいきたいところや、学部的に行きたいところがなかったのがあっ
て、東京に行きたいと思ってて、いつごろ行こうと思ったのは、大学受験がきっかけだ
なぁ。
（C1・23 歳・男性・栃木県・ＩＴ企業勤務）
多くの方が、大学進学により、東京に出てきて、そのまま現在も東京に住んでいるとい
う方だった。自分の住んでいる近くにも、大学はあるのだが、それでも、東京への憧れか
ら、東京に出てくる方が多い。
それに続いて多かったのが、地方から就職で出てきて、働いているというパターンだ。
——［なぜ上京してこようと思いましたか？］
いろいろ理由が重なっているんですけど、もともとむこうで会社勤めをしていて、そ
こを辞めて次の仕事をどうしようと考えたときに、一人暮らしというのと、もともと母
親の実家がこっちのほうなので何度も遊びにきていたので、やっぱり自分でも暮らして
みたいなというのがあって……それが一番の理由かもしれないです。
（A1・23 歳・女性・
秋田県・販売）
――［なぜ東京に来ようと思ったんですか？］
えっと、それは僕が行こうと思ったっていうファクターよりも、どっちかっていうと
会社の転勤で東京に出てきたっていう……。
（G4・25 歳・男性・愛知県・印刷会社勤務）
またこの次に多かったのは、自分の夢ややりたいことを、叶えるために東京しかない、と
いう方達だ。ここでは、自分のやりたいことだけでは、食べていくことが困難なために、
自分のやりたいことにプラスしてアルバイトをしながら、生計を立てている方が目立って
いるように感じる。
——うんとー、たとえば、いい芝居というか、面白いもの、面白いことをやっているの
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を見るだけでも勉強になるし、知ることができるし、面白いのが東京だったり、いろん
なことをやっている、数も違いますし、アイディアとか価値観に触れるだけで勉強にな
るし、“学ぶ”というのは……経験を踏むという意味で、やっぱり、チャンスが向こう（地
元）より多いというか、やっている人口が多い分出会う確率が高いというか。（D1・27
歳・女性・兵庫県・飲食店勤務）
——［やはり、役者を目指すのであれば東京で？］
そうですね。
［では、東京の魅力を教えてください。
］
芸能の仕事が集中しているという点ですね。
（A4・34 歳・男性・芸能事務所所属）
3 つというのが、今上げたように、進学、就職、自分のやりたいことを叶えるため、とい
うのが、大半の意見だったが、そのほかにも、いろいろな意見があったので、あげておこ
う。
―［上京するにあたって東京を選ばれた理由ってなにかあるんですか？］
理由は特に無いんですけど、とりあえず大学とかに行かずにやりたかったんで。
家を出たくて、でもそのときお金があんまり無かったんで、貯金とかしてなくて、お金
が貯まってなかったんで、友達、大学とかで、近くにいる友達に声をかけて一緒に居候
させてくれないかって、でそれで何人か聞いたんですけどあんまり、やっぱりいきなり
了解してくれる人いなくて、で中学からの友達が板橋のどっかの大学に行くので出てき
てて、いいよっていってくれてそれで東京に。
（A3・21 歳・男性・新潟県・飲食店勤務）
A3 さんのように、大学には、進学せずに、家を出たかった意見もあった。この方の場合は、
家を出たいという目標があり、
何も考えず、東京に出て来た方はいないと私は感じている。
なぜ東京に来たのか、インフォーマントさんの情報を分析しながら、さらに掘り下げて東
京にきた理由を考えていきたい。
２）東京という場所を選んだ理由
つぎになぜ東京を選んだのかについて考えていきたいと思う。6 大都市と呼ばれている、
大阪、京都、横浜、名古屋、神戸、ではなく、なぜ、東京だったのか。そこについてイン
フォーマントさんの情報と照らし合わせながら、考えていこう。
——［なぜ東京に？］
なぜ東京に。それは……やっぱり日本の中心だし、マーケットがあるわけですよね。
人も集まるし、情報も集まるし。まぁそういった意味で一度東京で仕事をしておきたい
なって。（G4・25 歳・男性・印刷会社勤務）
——［東京以外は、大阪とかは遠いから東京で。東京になにかこだわりみたいなものは？］
（こだわり）は、なかったですね。全然なくて、田舎を出れればいいやぐらいの、親
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不孝もんですよね。そんな感じで東京に出てきました。（F2・25 歳・女性・子供服販売店
勤務）
——［東京以外の場所を考えたことはありますか？］
東京意外だとやっぱり大阪だったかな、楽しそうだなっていうのがあったし。でも行
くなら東京かなと思ってたね
［東京の魅力を教えてください？］
それはもう自分とか地方の人にとっては憧れの地っていうか、おしゃれな人が一杯い
るんじゃないかってイメージだね。やっぱ一度は見てみたいし住んでみたいっていう思
いがあったし惹かれるとこは一杯あったよね色んな意味で何だろうなー日本の中心でも
あるし（C6・23 歳・男性・沖縄県・保険会社勤務）
今上げた、3 人の方々に共通して言えることは、現在やっていることは、東京でしか、
出来ないことでは、無いという点だ。何かをしたいから、東京に行くというのではなく、
東京に憧れを抱き、東京に出てきてから、自分のやりたいことやら、方向性を模索してい
きたいということが、伺うことができる。逆に、地方で出来ないことは無いが、自分の腕
を磨くため、知識を深めるために、東京に出てきている方もいる。下の文章をみてもらい
たい。
―［沖縄でもできるじゃないですか］
そうですね……東京のほうが腕を磨けるかなと思って
［ということは美容師に対する情熱は］
も、ありましたし……やっぱり東京への憧れがありましたね
［では東京以外の場所は考えてはなかったんですか］
少し福岡とかも考えてたんですけど、体験入学とかで東京の学校とかに来て、東京に
決めました（G2・20 歳・男性・沖縄県・美容師勤務）
［東京に来れば、もっと演劇の勉強ができるという意味合いですか？］
そうです。
［それは、大阪とか、名古屋とかでは無理ですか？］
演劇というものがすごく確かなものではないので、抽象的というか、はっきりとは断
言できないんですけど、そのとき、自分が欲しい、学びたいと思ったのは東京にあると、
確信というか確信的なものがあったんで、東京しかないと思っていました。
（D1・27 歳・
女性・兵庫県・飲食店勤務）
また、このような意見もある。
——［東京がイイと思ったところはありますか？］
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何をするにしてもすぐ近くに手に入るとこ。やりたいことがすぐできる。なんでも。
買い物でもそうだし、情報でも。刺激とかもそうだし。地方にいるとなかなかそれはな
いから。（C3・男性・32 歳・北海道・音楽・教育関係）
今まで上げた方々は、自分が東京に来たくて、出てきている人達だった。だが、こだわり
なく、東京に来ている方や、執着を持っていない方もいるということを知り、新たな発見
をしたかのような気持ちになった。
——［特に東京にこだわりがあったわけではないんですか？］
ないね、どちらかというと地元の沖縄帰りたかったなって気持ちはあったんだけども
う少し東京にいてもいいかな（C6・23 歳・男性・沖縄県・保険会社勤務）
——［中学生のときはまだ東京への憧れとか……？］
東京に固執してなかったからね。関西圏の方が家から、近いってのもあるから、大阪
とか広島とか福岡とかでもいいとは思っていたから、別に東京ってこだわっていたわけ
ではない。
（D5・32 歳・男性・鹿児島県・小学校教論）
といったような意見がでていた。資料に目を通してみると、理由もなく、東京に来たとい
う方はほとんどいなく、東京という場所への憧れ、東京でなければ、いけないという意見
が多くでていた。D1 さんように、自分がやりたいことは、東京ならできるといった意見が、
劇団や音楽をしている方々にはよくみられたことも特徴である。
３）現在やっていること
上の２）で、夢や憧れを叶えるために上京してきた人もいるという話をした。ここでは、
そこの人にスポットを当て本当にやりたいことが出来ているのか、夢は叶ったのか、につ
いて考えていきたいと思う。
——［芝居っていうと、どこかの劇団に入っているんですか？］
いえ、あの……リーダ劇団っていうか、劇団っていうにはおこがましぐらいのとこで、
なんか、サークルに毛が生えたぐらいのところです。笑
［いえ、十分ですよ！ということは、将来は女優さんとか目指しているんですか？］
いえ、女優というか、舞台に関わっていられればいいなって思ってます。
（G5・22 歳・
女性・山口県）
――［現在の生活で満足なことと不満足なことは？］
（満足な点は）演劇ができる環境があること。不満足な点は、不安定、将来的にも経
済的にも保障がないです、生きていくための、そういう点ではすごく不満ですね。
（D1・
27 歳・女性・兵庫県・飲食店勤務）
この方々は 2 人とも芝居をしている方なんですが、最初に東京に来た、目的を諦めること
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なく、現在もなお、夢に向かって努力している。やはり、夢を追いかけることと、仕事の
両立というのは難しいということが、伺い知ることが出来る。
——［レッスン。レッスンは月一とか週一とかどのくらいの頻度ですか？］

週三くらい。
［すごい決断力いいですね。ねぇほんと尊敬しちゃうわ。（一同笑い）それでプロのダ
ンサー目指されているということで、（ダンスで）なにかお仕事っていうかヘルプだと
かで、踊ってお金もらったとかありますか？］
先日プロモーションビデオに（出ました）。
［プロモーションビデオにご出演された？ すごいですね。］
いっぱいいる中の一人ですけど。
［すごいですね。ちゃんと夢を叶えつつ努力も日々されているんですね。］（G6・26
歳・女性・福島県・アルバイト勤務）
——［バイトよりも歌の方が忙しい感じですか？］
とりあえずバイトしないと生活ができないから、平日はバイトして、あと、まだレッ
スン受けてる身だから、レッスンしたり、曲の練習したり。
［やっぱり歌をやっているから、バイトもカラオケにしたというのも関係しているんで
すか？］
それもあった。いろいろ歌も聴けるし。でも実際働いたら忙しくて何も聴いてるヒマ
がないというか。でも練習とかするにはいいかなと思って。
（C4・25 歳・女性・宮城県・
音楽系事務所所属）
——［今写真を撮らせてもらっているウェブマガジンはデザインと音楽に特化したウェ
ブマガジンなんですが、やはり東京というと日本の最先端の技術とか流行とか、そうい
うのが集まって来ますよね。なのでそういう仕事をやっていく上では魅力的な街ですね。
ただ世界的に見ると、日本は欧州の国々に比べ、発信する側の意識は同じくらい高くて
も、受信側はデザインに対しての考え方に差がある様に感じます。世界で活躍する日本
人デザイナーやアートディレクターといった人増えていて、今後は受信側の意識も高ま
るとますます楽しくなりそうで、そういう点で日本そして東京という街にますます魅力
を感じます。カメラマンというのはどういう風景とかを撮影するんですか？］
取材に同行し取材対象を写真を撮ったり、あとはデザインに特化したマガジンなので
建築物とかそういうのも撮ったりしています。
［転職をお考えになったことは？］
今はカメラ以外のことをやろうとは思いませんね。（F3・23 歳・女性・兵庫県・イン
ターネット社勤務）
先ほどは、芝居についてでしたが、その他にも、いろいろな夢を持ちそれを実現させるた
めに、努力している方も多くいることが、理解出来る。
―［ではいつから東京に住んでいますか］
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高校を卒業してからなんで、18 からです
［沖縄でもできるじゃないですか］
そうですね……東京のほうが腕を磨けるかなと思って
［ということは美容師に対する情熱は］
も、ありましたし……やっぱり東京への憧れがありましたね（G2・20 歳・男性・沖縄
県・美容師）
——［現在のお仕事は何をされていますか。
］
音楽。
［現在のお仕事をされる上で東京に何かこだわりや結びつきはありますか。
］
やっぱり、業界の中心が東京だから。（D3・33 歳・男性・岐阜県・音楽事務所所属）
——［いやいやいやいや（笑）ピアニストっていうのがカッコイイですよ。いつから始
めたんですか？

東京に思い描いていたものと実際きてからのギャップはありました

か？］
んーあんまりなかったなぁ。
［東京がイイと思ったところはありますか？］
何をするにしてもすぐ近くに手に入るとこ。やりたいことがすぐできる。なんでも。
買い物でもそうだし、情報でも。刺激とかもそうだし。地方にいるとなかなかそれはな
いから。
［東京に来たことで何かご自身が変わったと思うことはありますか？］
たぶん、親元を離れたのが早かったから自分のことを自分でできるようになったこと
かなぁ。（C3・32 歳・男性・北海道・音楽・教育関係）
彼らのように、夢を叶え、それ 1 本だけでだけで、生活している方も多くいた。今回のイ
ンフォーマントさんの中には、そこまで高齢な方が少なく、仕事と両立しながら、努力さ
れている方が、何人かいた。また、実際に夢を叶え自分のやりたかったことを仕事として
持ち、充実した生活をしている方も自分が予想していた以上に多く驚いた。

３．東京への想い
１）上京の際の、期待と不安
上の第２節では上京してきた理由や、経緯、実際はやりたいことができたのか、という
ことについて、詳しくみてきた。次は、東京に出たいという気持ちはあるのだが、気持ち
の中では、どのように、感じていたのか、考えていきたいと思う。
——［上京する前は期待と不安どちらが大きかったですか？］
ん～結構企画的じゃなかったので、突発的にきたので不安のほうがかなり大きかった
ですね。このまま来て大丈夫なのかっていうのがありました。 （A１・女性・23 歳・秋
田県・販売）
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——不安の方が大きかったですね。まぁそもそも 1 人暮らしをしたことがなかったんで、
まぁ 1 人で暮らしてまずホームシックになるだろう間違いなく、っていう不安と、あと
あのぉ･･･結構その人見知りだったんで昔は。今は全然違うかもしれないけど（笑）あの
人見知りだったんで、本当に友達ができるのかとか、あと親に東京人の言うことは 10
のうち 9 は信用するなって言われてたんで、まぁそういうちょっと疑問とか人と話すと
きにまずちょっと疑ってみるというか、そうだね。そういうところがあったんで、やっ
ぱ不安の方が大きかったですね。まぁもちろん期待っていうのは、親元を離れて 1 人で
暮らしてる自分のかっこよさとか（笑）
。そういうところには、やっぱ期待感を持って上
京しました。（B6・男性・24 歳・長野県・広告代理店営業勤務）
——獏然としたもので。そうですねー。やっぱりいろんなところから聞いていたのは、
東京は人が冷たいとかそういうイメージを刷り込まれてきていて、まあでもちょくちょ
く遊びには来ていたのでそんなことないのかなって思っていました。
（F1・女性・23 歳・
福島県・証券会社勤務）
東京に対するイメージで、上のように悪いと回答したインフォーマントさん方は、それで
もなぜ上京を決意したのだろうか。その理由は、不安よりもさらに大きな期待が東京にあ
ったからだということが、次の質問から伺うことができる。
——どうしてですかね。（笑）。（元々のイメージからは）東京に住むってちょっと自
分的にありえない。ちょっと治安も悪いみたいな。ちょっと恐い場所みたいな。私、東
京に住む気ってのは小さい頃から全くなかったんですよ。でもまぁ便がよかったんで。
もう決めちゃったら、思いついちゃったら、「もうこれからやっとできる」、もうダン
ス中心の生活がしたいってのはずっとあったんで。仕事中心じゃなくて、それ（ダンス）
ができるっていう期待ですね。不安は、家族と離れることぐらいですかね。（G6・女性・
24 歳・福島県・アルバイト勤務）
——きっと期待ですよね。それはね。不安を感じるようになったというのはむしろ新聞
に入って授業行かなくなってから、これでいいのかなっていう。普通に進学して、これ
から探す、という期待のほうが全面的に大きかったですね。（D2・男性・39 歳・福岡県・
NPO 福祉団体職員）
——まあ性格的な問題もあるかもしれないんですけど、なんだろ、努力に限界はないみ
たいな。そんな感じですよね。希望で「これがこう・・」みたいなシュミレーションは
するんですよ。家賃はこれくらいで収入はこれくらいで時給はいくらくらいでっていう、
まあもちろんアルバイト、働こうとは思っていなかったんでアルバイトでやって 1 日 8
時間働いて時給がとか月収どれくらいで、それで足りなければもう 1 個バイトすればい
いやとか、何とか生活はできそうかなっていうイメージでいました。
（B5・32 歳・男性・
宮城県・飲食店勤務）
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それぞれの夢を持ち、上京してきて、先ほども上げたように、不安を持って実際東京に来
て、インフォーマントさんはどのように、感じたのだろうか。
——ま、冷たいという話はよく聞いてましたし、実際上京してきて道聞いたらプイって
されたとかっていうのもあったんですけど、でもまぁあんま気にならなかったっていう
か、そういうもんじゃないかな、なんて思ったり。
［それは、東京はそういうものって思ってたから自然と受け入れられたんですか？］
やっぱりいろんな人が集まっているところなので、やっぱりそういう人もいるだろうっ
ていう感じでしたかね。むしろ東京の良い面だけをイメージしてたっていう感じでした
ね。（E2・男性・18 歳・岩手県・福祉関係勤務）
——人は冷たくもなかったね、考えてみれば東京も地方から集まってるようなもんだし。
ただせっかちではあるかな、ぼくてきにはね。今はもう 6 年間住んでるから慣れてしま
ったけど、歩くスピードが違うし時間ピッタリで行動する。僕の悪いところなんだけど
時間を守ったことがなかった。沖縄の人でくくったら語弊があるかもしれないけどそう
いう文化があるのよ、遅刻しても誰も怒らないし。だから大学で部活やっていたからそ
ういうトラブルはあったね。ちゃんと来ているんだから遅刻とか別にいいじゃんみたい
な（C6・男性・23 歳・埼玉県・保険会社・勤務）
——思ったより優しい人が多い。東京の人は冷たいってよく言うじゃないですか。上京
してきたときにも地下鉄サリン事件もあって周りの反対の中来ましたので、けど思った
より危険ではなかった。
（E1・男性・31 歳・新潟県・飲食関係）
3 つほど、のせてもらったが、ほとんどのインフォーマントさんが、思っていたほど、酷
くはなかったと述べている。イメージと実際にきてみてでは、大きく差があることがわか
る。生活を送るうちにその環境に馴染んできたことも理由の 1 つとしてあるのではないだ
ろうか。だが、夢を叶えるためには、東京しかないといった意見が多くある一方で、来た
こともない東京に怖いといったような、イメージを与える原因は何にあるのか、そこにつ
いても考えていきたい。
――［東京に対してのイメージというのはどんなものがありました？］
んーーーー……都会だよね（笑）。都会だしいっぱい遊べる！みたいな（笑）
。そんな
イメージかな。
［テレビのイメージが］
テレビのイメージがどうしても強いかな。実際見れないし。うん。たぶん実際来てみ
たらすーごい楽しいから帰りたくなくなる、んだよね若い子は絶対（笑）
。だけどやっぱ
りみんな、地元の子達は、怖いとか物騒とかっていうイメージが、強い。（A2・女性・
24 歳・長崎県・主婦）
――［上京する前の東京の印象は。
］
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とりあえず人がいっぱいで、何でもできるところ。自分が思ったことをやろうと思え
ばできるところ。
［それはやっぱり雑誌とかテレビの影響でそういう考え方が植えつけられた？］
そういうのももちろんあるし、服でも向こうではブランドショップほとんどないから
買えないものもあるし、なんか自分がぱっと例えばお芝居始めはしてて、向こうではそ
んなことないから、だからとりあえず来れば何かやろうと思ったときにできるかな。
（E3・ 女性・22 歳・愛知県・フリーター）
——［次に東京のイメージについてお伺いします。上京する前の、東京のイメージは？］
やっぱり、華やかな場所っていう。テレビでしか見たことが無い。テレビで見たもの
がそのまま。まあ、イメージというか､そういうものなんだっていう。それでまあ上京し
たかなぁ。
（B4・男性・33 歳・岐阜県・飲食店勤務）
上京に不安があったというインフォーマントさんのほとんどは、東京に来たことがなく、
まだ自分では、未知の世界だったために、周りからの、意見、または、テレビの影響が大
分大きいものであることが伺える。
２）東京に求めるもの
人それぞれ、いろいろな意見があったが、やはり、物が多い点や交通の便が発達してい
るといったような意見が多く目立った。いくつかあげてみようと思う。
——［では、次の質問に移ります。東京の魅力を教えてください］
魅力……。まぁ遊び場所に困らないとか（笑）。後は、やっぱり田舎と比べると交通の
便はものすごくいいってのはあると思いますけどね。
［やっぱり、その利便性というものは東京のほうが？］
（まぁ）便利かどうかっていわれると、ちょっと不便なところもその分多いんで、な
んともですけど。ただ（なんだろ‥）生活していく上で、時間帯とか場所とか関係なく、
（その）行けるところは、例えば買い物とか。遊びにしても行けるところが多いってい
うのは、魅力がある（かなという）。
（B1・男性・33 歳・福島県・小売店勤務）
——｢東京の良い点というのはどういったところですか？｣
うーん、東京が良い点。なんだろう。東京の良い点。なんですかね、まあ、人が多い
から、まああの、販売とかなんかに関しては、ね、買ってくれていい人もいていいんじ
ゃないですかね。飲み屋もそうだけど、ねえ、お酒飲んでくれる人が大勢いるから、成
り立っているんで、うん、そのくらいですかね。うん。あとは、まあ、なかなか手には
いんないものが、東京じゃ手に入りますからね。ものとかはね、うん。それくらいだと
思います。
（B1・男性・32 歳・愛知県・飲食店勤務）
――［じゃぁ……東京の魅力を教えていただけますか？］
なんだろう……（笑）
。東京の魅力……？ 地方の人が集まっているところ。集まって
……だから、なんか……なんか、やっぱ、その県その県の県民性みたいなものが、って
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あるじゃないですか。
［あー、ありますね。］
で、東京にきたら、なんか色んな人がいて、なんか色んな考えがあって、それが面白
いです（笑）。（E5・男性・23 歳・鹿児島県）
――［地元と東京の違うところはどこだと思いますか？］
選択肢が多いところ。（F5・男性・23 歳・秋田県・アルバイト）
――「東京以外の場所は考えたことはないですか？」
東京がやっぱ日本の中心だっていうのに頭があるんで、基本的には東京から出ようと
も、東京以外のところに住もうとも思わないですね。ただ埼玉ですけど（笑）。
「東京の魅力を教えてください。」
東京の魅力･･･あのとにかく電車を待たなくていい。あと時間に追われているところが、
あの嫌なところでもあるけど、逆にその不便はない。ということと、あとなんていうの
かな、不便がないっていうのに通じることなんだけど、なんでも融通が利く。なんか人
が多いから、その分割引されたりだとか、まぁそういうところももちろん魅力ではある
し、あと、やっぱりなんかなんでも揃ってるっていうのが、本当に魅力なんじゃないの
かな。あと、石原都知事。あの人が都知事やってるうちは東京は潰れないかな、ってい
うイメージが僕の中ではありますね。
（B6・男性・24 歳・長野県・広告代理店営業勤務）
――［現在の東京の印象みたいものは？］
東京、自由だなって。いうのが 1 番ですね。やっぱり田舎だと服装でもなんでもちょ
っと人と違うことをしているとすごく目立ちますけど、東京だといろんな人がいるじゃ
ないですか。そんなに目立ちもしないし、まあなんでも出来るかなと思いますね。
（F1・女性・23 歳・福島県・会社員）
やはり、すべてが集まっているところだからという意見も多くあった。長所がある一方で、
短所をあげる方もいた。
――［なるほど。では東京の悪い点を、先程自然のことを挙げていたんですけど他には
なにかありますか？］
他には……東京の悪い点……。うーん……東京の悪い点。そうですね、切実な問題と
して家賃が高いことですかね。新人のうちは給料の 3 分の 1 くらいもってかれるので、
家賃が高い。まぁ田舎のほうが安いかなって思うので、家賃が高いということと、あと
はなにかなー…。そんなに普段感じてるものはないですねー。はい。
（E2・男性・24 歳・
岩手県・福祉関係勤務）

４.おわりに
インタビューをみてもらってもわかるように、他の都道府県でも同じことができるのに
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も、かかわらず、あえて東京にくるということは、それだけ、東京という場所に人々を引
き寄せる、魅力があるということが伺うことが出来る。だが、夢を追いかけ東京に出てき
ているかたの多くは、自分のやりたいことのためなら、場所がどこでも関係ないという。
そこがたまたま、東京だったのだ。自分が、東京生まれのため、上京についてそこまで、
関心がなかったのだが、実際このような調査をし、分析していく中で、地元への愛着心と
いうものには、目を見張るものがある。特に、沖縄県のインフォーマントの方々は、地元
に誇りを持っており、いつかは帰りたいという方が多くいた。そういう方でも、東京にで
てくる人がいる理由として、他では味わうことができない、魅力的な部分をこの東京は、
どこの場所よりも多くもっているからだというかとがわかる。
自分が、田舎に憧れを抱くのと同じように、地方出身者は、東京育ちの私には、分から
ない、人生の大きな決断として、人生の新たなスタートきるため、東京にでてくるという
ことを身をもって感じた。
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東京の魅力
―上京の目的・理由から探る―

助則

あい

はじめに
農村から都市へ、いわゆる貧困地域から富裕地域など毎年 1000 万人ほどの人口が流動し
ている。このように地方出身者をひきつける東京の魅力とはいったい何なのか。インフォ
ーマントの方々にはそれぞれなぜ東京に来ようと考えたのか、東京に来た理由を聞いた。
その「理由」あるいは「目的」からみえてくる東京への憧れ、魅力とはいったい何なのか
を、「進学」
「夢・目標」
「就職」
「自立」の４つの項目に理由をふりわけ、その中から探っ
ていく。
まず、都道府県別人口に関して、資料を参照し考察していく。都道府県別では東京都を
はじめ関東地区への人口流入が顕著なものとなっている。

都道府県別人口(上位 5 県) 単位：千人

順位

1
2
3
4
5

都道府県
全国
東京都
神奈川県
大阪府
愛知県
埼玉県

平成 19 年
平成 18 年
人口
割合(%) 都道府県
人口
割合(%)
127,771
100.0 全国
127,770
100.0
12,758
10.0 東京都
12,659
9.9
8,880
6.9 神奈川県
8,830
6.9
8,812
6.9 大阪府
8,815
6.9
7,360
5.8 愛知県
7,308
5.7
7,090
5.5 埼玉県
7,071
5.5

都道府県別人口増減率
(上位および下位 10 県)

順位

都道府県

1
2
3
4

全国
東京都
愛知県
神奈川県
滋賀県

人口増減率(%)
平成 19 年 平成 18 年

0.00
0.78
0.70
0.57
0.52

0.00
0.66
0.74
0.43
0.61
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順位

都道府県

…
38
39
40
41

…
鳥取県
鹿児島県
島根県
山形県

人口増減率(%)
平成 19 年

平成 18 年

…
-0.70
-0.72
-0.75
-0.76

…
-0.48
-0.58
-0.77
-0.71

5
6
7
8
9
10

千葉県
沖縄県
埼玉県
三重県
静岡県
福岡県

0.40
0.35
0.27
0.16
0.09
0.03

0.28
0.50
0.24
0.32
0.13
0.09

42
43
44
45
46
47

岩手県
和歌山県
長崎県
高知県
青森県
秋田県

-0.79
-0.85
-0.88
-1.00
-1.10
-1.16

-0.74
-0.75
-0.83
-0.86
-0.98
-1.02

都道府県別人口増減率ベスト・ワースト 10

全国地図で見た、都道府県別人口増減率
都道府県別で見ると、首都東京の人口がもっとも多いのはいつものこととして、2006 年
同様に特定地域への人口集中が進んでいることが分かる。上位 5 位の都道府県で全人口の
35.1％を占めており、とくに東京都の人口は 28 年来の 10％超えを果たした。また、人口増
加率も東京都がもっとも 0.78％、ついで愛知県の 0.70％。人口増加率がプラスなのは上位
10 都道府県のみでさらに増加幅が拡大したのは東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県の 1 都
3 県。一方で人口増減率がとくに低いのは秋田県や青森県高知県などの地方圏。そして年
少人口(0～14 歳)の割合が上昇しているのも東京都のみ。

1．東京に出てきた理由
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1) 進学
今回の調査で多くの理由として挙げられるのが「進学」のためであった。下の資料（グ
ラフ）にも見てとれるように、進学率は 1990 年をさかいに男女ともに年々上昇していって
いる。とくに大学への進学率は明らかである。ではなぜ自分の地域での進学ではなく、わ
ざわざ「東京」という地域を選んだのか。
前項に続いてまず、都道府県別に大学への進学率を見てみる。
大学への進学率が一番高いのが、京都で 63.9%、二番目が奈良県で 60.6%、そして三番
目に高いのが東京都の 59.4%である（学校基本調査速報 2002 参照）。このことからわか
るように、全国の中でも上位ではあるが東京の大学進学率はそれほど高いわけではなかっ
た。ではなぜ今回のような調査で、これほどまでに東京上京者の理由が進学目的であると
いう回答が多くあげられたのだろうか。
集められた回答を元に分析したい。
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―まぁ進学はもともとこっちでするつもりだったんで。高校在学中のときに、大学は
こっちの大学を受けようと。大学はありますけど、別に候補にはぜんぜん（入ってなか
った）
。うちのほうからだと、こっちに出てくるか、地元の学校行くか、あとは仙台だっ
たりとか。逆側にいく子が多かったかな。だいたいその 3 つぐらいかな。
［東京に出たいという気持ちはありましたかね？ 進学以外の気持ちで。やっぱりその
東京への憧れっていうですかね。］
憧れ……。ただ、でも遊びにとか行ったりしても、生活したことって、まずないわけ
ですから。そういうところに対しては、憧れはあったかもしれないですね（B1・男性・
33 歳・福島県・小売店勤務）
やはり東京への憧れは理由のひとつにあげられている。未知の世界という感覚であるが
ゆえに、自分で東京とはこんな土地だろうとイメージするのだろう。好奇心から来るもの
なのであろうか。
そこで、B1 さんの上京前の東京のイメージをとりあげて以下で分析してみる。
―かっこいい部屋に住んで、かっこいい車に乗ってみたいな。なんていうのかな、セ
ンスとか洋服とか、そういったあとは情報的なものとか、見た目とか。そういうのも含
めてレベル的なものっていったら、ちょっと分かりづらいかもしれないんですけど。な
んだろ、単純にドラマとかに出てくるような感じの人が、いっぱいいるのかなっていう
イメージは。(B1・男性・33 歳・福島県・小売店勤務)
興味や関心のあること、たとえばファッションであったり音楽であったり、行ったこと
のない土地や食べたことのないもの、それらを知る術でもっとも身近なものがテレビであ
ろう。このようにテレビやドラマ、いわゆるメディアの情報による‘東京’というイメージが
強いことがうかがえる。
―まぁまず、東京に出てくるのが自分の中の夢で、っていうのも何でも揃っているな
っていうイメージと、不便がないなっていうイメージがあったんで。まぁ長野でずっと
やってるよりは出たいなっていう願いがあって、そのタイミングでちょうど良く大学受
験という波があって。大学はやっぱり東京で行きたいなっていうことで、東京の大学国
立私立問わず一般で決まって、ちょうどうまくひっかかったんで、それで東京に来まし
た。
［東京以外の場所は考えたことはないですか？］
東京がやっぱ日本の中心だっていうのに頭があるんで、基本的には東京から出ようと
も、東京以外のところに住もうとも思わないですね。
［東京の魅力を教えてください。］
東京の魅力……。あの、とにかく電車を待たなくていい。あと時間に追われていると
ころが、あの嫌なところでもあるけど、逆にその不便はない。ということと、あとなん
ていうのかな、不便がないっていうのに通じることなんだけど、なんでも融通が利く。
なんか人が多いから、その分割引されたりだとか、まぁそういうところももちろん魅力
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ではあるし、あと、やっぱりなんかなんでも揃ってるっていうのが、本当に魅力なんじ
ゃないのかな。
（B6・男性・24 歳・長野県・広告代理店営業勤務）
東京の魅力のひとつに、電車、交通の便がよいという理由があった。これは、地方と比
べて一日の電車の頻度や、各線の範囲の広さ、終電の時間等の理由があげられる。こうい
ったところから交通に関して、東京の魅力にあげられるだろう。それから B6 さんの答え
からは、たまたま自分が行く大学が東京にあったという理由だが、これは東京に数多くま
た、多種多様な大学があるため、それが可能になることが要因であると考える。同じ大学
進学を理由に上京してきた方のなかでも、D2 さんのような目的をもった人もいた。
―大阪離れるときに自分らしさ何か作りたい、と漠然と思ったのがあったのですけど、
それが、細かい話になってしまうんですけど、本田勝一っていう、まあジャーナリスト
の存在、憧れの象徴としてあったのですが、何ていうのかな、報道記者でも取材記者で
も良かったんですけど、何かフィールドに飛び込んでいく中で自分を試したいという感
覚は大きかったので、そのときにやはり早稲田の存在は自分にとって大きかったんです
ね。東京だからというよりは本田勝一、試される場として、自由の象徴だというのがあ
って、その中で裸一貫飛び込んで試してやるぞ、みたいな。早稲田の存在というのは大
きかったですね、東京というよりは。来てからは大学というよりはむしろ、そこに居る
人と繋がっていくのですけど。くるときはそういう感じでしたね。（D2・男性・39 歳・
福岡県・NPO 福祉団体職員）
D2 さんは直接的に‘東京’への憧れというより大学にそういうものをもっていたようだ。
しかし、一般的にいい大学と言われる大学を希望して入学したのではなく、自分らしさを
求めて早稲田大学へ入ったそうだ。
D2 さんは「東京に来て得たもの、また得たいと思っていたものは何ですか？」という質
問につぎのように話している。
―得たものも、得たいと思っていたものも重なりますけど、自分で何かを作っていき
たい、学生のときも漠然としたものでしかなかったんですけども、何かしらのものを自
分で作りたいというのがあったものですから、その意味ではここに来たときに、人との
関係があり、地域との関わりがあり、社会との関わりがあったというのを段々と自覚し
ていくわけなんですけど、その意味では、何かを作りたかったという意味ではそうして
作ることができたというか、そのことが得たいと思って得たものでもあり、得ることが
できたという自分にとっての充実感になりますね。
（D2・男性・39 歳・福岡県・NPO 福
祉団体職員）
たまたま早稲田大学が東京にあったということで、東京に上京することになってしまっ
たが、結果的に得たもの、得たいと思っていたものがこのように充実感として感じられて
いることがよく理解できる。
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―東京に来ようと思ったのは高校生のときに大学行こうと思ったときに。地元の大学
だと偏差値的にあんまりいきたいところや、学部的に行きたいところがなかったのがあ
って、東京に行きたいと思ってて、いつごろ行こうと思ったのは、大学受験がきっかけ
だなぁ。
（中略）地元でもいいかなって思っていたけど面談とかしているうちに東京のが
いいかなって。
（C1・男性・23 歳・栃木県栃木市出身・IT 企業勤務）
C1 さんのように高校の進路指導で決めたという人がよく見られた。
次に C1 さんに「東京に来たことで、なにかご自身で変わったことはありますか？」と
いう質問をしたところ以下のような答えが返ってきた。
―いろんな人にあったことによって、世界が広がったことだね。関係も広がったと思
うし、そういうことがあって性格的にも社交的になれたなって思う。
（C1・男性・23 歳・
栃木県栃木市出身）
東京にはいろんな人が集まる場所で、人口も地方に比べれば多くたくさんいろんな人に
触れ合える機会がある中で C1 さんのように思える人が実際にいるということは東京にき
たことでの結果だというのがうかがえる。

２）夢や目標
今回の調査で進学と同様に多く回答を得られたのが、自分のやりたいこと、つまり夢や
目標という理由であった。以下、分析を進める。
―［現在のお仕事は何をされてるんですか？］
カラオケです。アルバイトですけど。歌がやりたくて東京に来ました。（C4・女性・
25 歳・宮城県・アルバイト・音楽系事務所所属）
C4 さんは、親が反対していたため地元の大学を出て、その後東京に上京してきたそうで
ある。
―［仙台だと足りないものがあったんですか？］
仙台で活動してる人もいっぱいいるけど、私、行動力がなくてすごい控えめな性格だ
から、自分から何かやろうっていうのができなくて、意欲が出ないというか、とりあえ
ず仙台にいて活動してても何も見つけられないというか、東京へ出て動き出すべきと思
って。
［それはむしろ行動力があるんじゃないですか？］
でも人生 1 度しかないから、やらないと後悔するから、始めたのが遅かったんですけ
ど、やらないで後悔するより、やって後悔した方がいいかなと思って。
［（歌を）始めたのが遅かったんですか？］
大学は仙台の通ってたから、大学いかないで本当はこっち（東京に）来たかったけど、
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もともと親が反対してたから……。
（C4・女性・25 歳・宮城県・アルバイト・音楽系事
務所所属）
自分のやりたいこと、夢や目標など、とくに地元ではなく、東京へ上京してという回答
が多かった。特別東京での活動にこだわるのはなぜだろうか。自分の生まれ育った土地で
活動をしたほうが、土地勘も優れているはずだと思うが、あえて知らない土地に踏み込む
行動はどこから起こさせているのだろうか。そこに東京の魅力があるのではないかと考え
る。
―もともと演劇としていたんですけど、やっぱり演劇の発信地が東京なので、いろい
ろと勉強したくて来ました。
［東京に来れば、もっと演劇の勉強ができるという意味合いですか？］
そうです。
［それは、大阪とか、名古屋とかでは無理ですか？］
演劇というものがすごく確かなものではないので、抽象的というか、あれなので、は
っきりとは断言できないんですけど、そのとき、自分が欲しい、学びたいと思ったのは
東京にあると、確信というか確信的なものがあったんで、東京しかないと思っていまし
た。
［演劇について詳しくないんですけど、
“学ぶ”というのはどういうことですか？］
うんとー、たとえば、いい芝居というか、面白いもの、面白いことをやっているのを
見るだけでも勉強になるし、知ることができるし、面白いのが東京だったり、いろんな
ことをやっている、数も違いますし、アイディアとか価値観に触れるだけで勉強になる
し、
“学ぶ”というのは……経験を踏むという意味で、やっぱり、チャンスが向こう（地
元）より多いというか、やっている人口が多いぶん出会う確率が高いというか。
［舞台に立つチャンスがあるというのが東京ということですか？］
そうです。 （D1・女性・27 歳・兵庫県・飲食店勤務）
―芝居をやりたかったからです。
［それでは、いつから東京に来ようかなと思い始めましたか？］
高校生のときには思っていました。
［やっぱりそれは将来の夢が大きく関わっているんですか？］
そうですね～。地元はスキなんですけど、地元だとできないので。何にもないという
か、田舎なものですから。
［先ほどこちらに来られてから 4 年とおっしゃっていましたが、東京以外の場所を考え
たことはなかったですか？］
なかったですね～。 （G5・女性・22 歳・山口県・アルバイト）
ここまでで演劇、芝居といった特殊な職業はどうしても地方では情報であったり、知識
であったり、ある種、特殊な分野であるから地方での勉強あるいは就職ということは難し
いようだ。また、そういった学校や情報を吸収する面で見てもやはり東京に集中している
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ようなので上京してきて活動している人が多い。
―えーっとですね、プロのダンサーになりたくて、勉強しに。
（魅力について）日本で考えれば、ものを極めるのにはやっぱり一番近いのかなぁとは
思いますね。まぁ全部が全部じゃないですけど。ダンスに関してはやっぱり一番情報が
多いですし。福島にいては、入らない情報とか、見れないものとか、体験できないこと
が一番手っ取り早く入るかなぁと思って、東京きたんで。（G6・女性・26 歳・埼玉県生
まれ福島県育ち・ボーリング場にてアルバイト勤務）
―うーん。逆に若かったからできたのかなって思う。ある程度見えてきてわかってき
ちゃうとやめとこうとか思ったかもしれないし……。(C3・男性・32 歳・北海道出身・
音楽教室の講師と短大での講師)
C3 さんは、中学を卒業すると同時に一人で上京されてきた方で、今回の調査を受けてい
ただいた方々の中でも、比較的早い年齢の内に上京されている方である。こうしてみると
夢や目標を理由に上京してきた人たちの多くは、年齢の早いうちから漠然とその目標を考
え上京している。「東京に来れば……」「東京なら……」などといった、東京に強く求めて
いる部分が目立つ。また、人口が多い分出会いも多い。そういった面で、いろいろな人と
出会い、刺激を受けて成長したい、スキルアップしていきたいなどという意味では東京と
いう場所にこだわる理由だろう。またそういった理由、目的を持っている人たちは東京へ
出る傾向が強いことから東京は魅力的な土地であるのは間違いないことがわかる。

３）自立
今回の調査ではあまり得られなかった回答だが、自立を理由に上京された方がいた。
―理由はとくにないんですけど、とりあえず大学とかに行かずにやりたかったんで。
家を出たくて、でもそのときお金があんまりなかったんで、貯金とかしてなくて、お金
が貯まってなかったんで、友達、大学とかで、近くにいる友達に声をかけて一緒に居候
させてくれないかって、でそれで何人か聞いたんですけどあんまり、やっぱりいきなり
了解してくれる人いなくて、で中学からの友達が板橋のどっかの大学に行くので出てき
てて、いいよっていってくれてそれで東京に。（A3･男性・21 歳･新潟県･飲食店勤務）
A3 さんは自立目的で東京へ上京してきている。回答を読んでもわかるように、とくに理
由はなく、もちろん進学ではなく、就職でもなく、また夢や目標もなく、漠然と東京へ上
京してきている。遠くへ出ようということだけで、とくに東京へのこだわりもないのが理
解できる。
しかし本当に漠然と東京をなぜ選んだのか、別の質問の答えから分析してみることにし
た。最初の質問の答えで「家を出たくて」というワードが出ていたのに引っかかった。と
くに理由がないと答えていただいていたが、読み進めていったところ、
「家を出ようと思っ
たきっかけは」という質問に対して、以下の答えが返ってきていた。
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―あんまりうまくやっていけなくて、兄貴はうまくいってたんですけど、弟もうまく
いってなくて、当分は帰らないつもりだったんですけど、僕がその年の 5 月に出てきた
んですけど秋くらいに兄貴が結婚して、それで結婚式に実家帰って、
そのときにやっぱ、
できちゃった結婚で子どもも生まれたんですよ。子ども生まれてちょっとして帰って、
そのときに帰って思ったら、雰囲気変わってましたね。お嫁さんと子どもも一緒にいる
ので変わってて、こっちも東京に来ていろんな人を見てきて、変わっていってそれで何
とかやっていけるのかな～とおもいました。それからですね、実家とか家族のこと考え
るようになったのは。（A3・男性・21 歳・新潟県・飲食店勤務）
私は、この回答が A3 さんの東京へ上京しようと思わせた理由のなかで一番大きいので
はないかと考える。上の文は家族のことを指している。自立ということで上京してきたと
いうことだったが、実際は自立というよりも「実家を出たい」という感情のほうが大きく、
それが上京の理由になっていることが読み取れる。

４）就職
G2 さんは、東京の代々木にある美容の専門学校を出て美容師になり、東京で就職した。
もともと沖縄県の方で地元に戻ってもいいと考えているそうだがあえて今も東京で働いて
いる。東京で働くことについて以下のように話している。
―そうですね……東京のほうが腕を磨けるかなと思って
［ということは美容師に対する情熱は］
も、ありましたし……やっぱり東京への憧れがありましたね
［では東京以外の場所は考えてはなかったんですか］
少し福岡とかも考えてたんですけれど、体験入学とかで東京の学校とかに来て、東京
に決めました。
（G2・男性・20 歳・沖縄県・美容師）
次に「美容師をすることへのこだわりや結びつきなどありますか」という質問をしたと
ころ以下の答えが返ってきた。
―講習やコンテストが多くて、そこがいいですね（G2・男性・20 歳・沖縄県・美容
師）
このことから東京で何かをするということは、自分を試すことができ、適度な刺激が得
られることがわかる。

２．魅力
ここまでインフォーマントの方々の回答を分析してきたが、ここで具体的に東京の魅力
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とは何か、
直接的な質問をしてみたところ以下の答えが返ってきた。
その答えを踏まえて、
結論付ける。
―テレビで見たところにすぐ行ける。おいしいもの食えるし、全国からいっぱい人来
てるし、仕事なり、成功できる確率も高いし、そんなとこかな。
（B3・男性・24 歳・香
川県・会社員）
―本当にいろいろな人と出会えるというのが、柵を捨てて古い地縁血縁というのを越
えて本当に活かした人と出会える場だったというか、もしかしたら他の都市に行ってい
たら違ったのかもしれないですけど、そういう経験してなかったので分からないですけ
ども、実感としては本当にいろいろな人と出会った、いろいろな人が居ましたね。その
ことは大きいですね。いろいろ価値観とか可能性に出会える場所。（D2・男性・39 歳・
福岡県・NPO 福祉団体職員）
―［今、東京にいらっしゃるじゃないですか？ で、今感じる東京の魅力について教
えてください。
］
そうですね、なにかを勉強したいと思ったときに凄くやりやすい。情報が手に入りや
すかったり、自分のそのキャリアアップというか、そのための勉強がしやすい、ってい
うところがやっぱり最大の魅力なんじゃないかなって思ってます。
［やっぱり地元とは違いますか？］
そうですね、やっぱり私、今、社会福祉士会っていうのに入ってるんですけども、そ
の研修とか勉会っていうのはほとんど中央で行われているんで、もちろん岩手県支部と
かでもやってるんですけども、やはりみんながバッて集まるのは東京とかでやるときで、
地元にいたらわざわざ休みをとって交通費をかけて来ないといけないですけど、ここに
いるとまぁ、休みの日にちょっと行こうかなとか、仕事終わったら行こうかなってこと
ができるので、そういう面ではやはり、東京のほうが良いかなって思っています。
（E2・
男性・24 歳・岩手県・福祉関係勤務）
―ん～ただ兄貴でもそうなんだけど、今でもそうけど結局、地方からすればなにかや
ろうとなったときは、やっぱり東京になるよね。
[刷り込まれているというか？]
刷り込まれているというか、この国自体そうなってる（笑）
。
[そうですね、中心地ですしね]
うん。
（E4・男性・31 歳・兵庫県・喫茶店勤務）
―んー、日本の中心が東京なのでいろんな流行もそうですけど社会の流れであっても、
やっぱり東京が 1 番発展するのかなと思ってそういうところは 1 番最初にさっとできる
のはいいかなって思いますね。
（F1・女性・会社員・23 歳・福島県・証券会社勤務）
―今写真を撮らせてもらっているウェブマガジンはデザインと音楽に特化したウェブ
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マガジンなんですが、やはり東京というと日本の最先端の技術とか流行とか、そういう
のが集まって来ますよね。なのでそういう仕事をやっていく上では魅力的な街ですね。
ただ世界的に見ると、日本は欧州の国々に比べ、発信する側の意識は同じくらい高くて
も、受信側はデザインに対しての考え方に差がある様に感じます。世界で活躍する日本
人デザイナーやアートディレクターといった人増えていて、今後は受信側の意識も高ま
るとますます楽しくなりそうで、そういう点で日本そして東京という街にますます魅力
を感じます。（F3・男性・23 歳・兵庫県・インターネット会社勤務）

３．結論
進学で浮かび上がってきたことは、テレビや雑誌などで得た情報に基づき個人の想像、
イメージによる回答が目立った。そして、そこから「東京に行ってみたい」
「生活してみた
い」など好奇心という感情が強く感じられた。
次に夢、目標について。これについてはしっかりとした構想が立てられていた。一見、
漠然とした考えに捉えられるが、インフォーマントの方々皆さんが早いうちから目標が定
まっていて、上京の理由も勉強が目的だという方が多かった。とくに多かった理由が、東
京に来ることで「刺激」が得られるということだった。刺激を得るためには、いろいろな
人と触れ合うこと。その機会をつくるためには人口が多くなければ不可能である。そうい
った面では、東京の人口の多さが可能にさせているのである。今回調査に協力してくださ
った方々は歌手・演劇・ダンサーだったが、皆さんに共通しているのが「情報を吸収する」
という意識が高い。東京に憧れ、魅力を感じるのは東京の高い情報発信力によるものでは
ないだろうか。大量の情報が瞬時に世界中へと駆け巡るのが現在のような情報化社会であ
る。そのための情報通信の技術革新は飛躍的に発展してきている。
そこで、価値の高い情報を生産する拠点として東京の重要性がクローズアップされてき
ている。これらを求めて地方上京者が東京へ来ていると考えられる。
政府の蓄積する重要な情報は実に膨大である。そしてそれらへの第一次的なアクセスに
は、政府官庁の密集する霞ヶ関に行かなければならない。大勢のマスコミ人もここに集中
している。公的な関係の情報以外にも、多数の本社機能が東京に集中しているため、そこ
で大量の経営に関する重要な情報の生産が行われている。また、イベントや音楽、美術展、
個展など、知的な価値を生むさまざまな企画も東京では非常に多く、人々は東京にいると
いつでも自由に接することができる。そして、大学の数も非常に多く、選択肢も幅広く見
られる。
就職については東京が最も就職率が高いと思っていたが、厚生労働省の平成 19 年大学等
卒業者就職状況調査、地域別就職状況のデータを見ると、中部地方が関東地方に比べ 2.1％
高いことに驚いた。しかし一概には言えない。なぜなら会社の数で見てみると東京が圧倒
的に多いのだ。
東京は情報生産基地としての魅力が人々に高く評価されてきている。情報生産基地によ
り近いほど人々は生の情報に接する機会が多くなる。またそれを強く求めている。単なる
都会生活への憧れで東京にくるのではなく、東京の情報生産力の強さの魅力に惹かれて人
は集まってくる。そして、情報生産力の大きさが人々を東京へ引き付けているということ
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が、今回の調査でわかった「東京の魅力」である。

＜参考資料・文献＞
厚生労働省，2004，
「平成 17 年国勢調査速報シリーズ 全国・都道府県・市区町村別人口」
（http://www.stat.go.jp/data/kokusei/2005/index.htm，2009.01.16）．
―，2009，「厚生労働省ホームページ」
（http://www.mhlw.go.jp/，2009.01.16）．
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第Ⅱ部
仕事
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はじめに
なぜ人は働くのか。ある人は生活のために仕事をする。また、ある人は自己実現のため
に働く。そして、人は仕事を通じて社会的アイデンティティを獲得する。その仕事を選ん
だ理由や過程はさまざまである。
「仕事」は生活の一部であり、また重要な位置を占めてい
る。
では、なぜ地方出身者たちは東京で働いているのか。たとえば、進学などで上京し、卒
業後もそのまま東京に残り働く者。
「やりたいこと」を叶えるために上京し、その活動を維
持するために働く者。漠然とした理由で上京し、アルバイトを続けている者。彼ら／彼女
らは東京という都市が持つ強力な磁石に引き寄せられ、仕事を続けている。
以上を踏まえて第Ⅱ部では、
「仕事」をテーマに掲げ、世界都市・東京で働く地方出身者
の生活世界を分析する。各論文の具体的内容は次のとおりである。
田倉論文では、働き方に着目し、正社員などの「正規労働者」とアルバイトなどの「非
正規労働者」の地方出身者を生活史に基づいて分析している。職業選択の移行過程から彼
ら／彼女らの生活世界を描いている。
釼持論文では、現在の仕事と東京との結びつきやこだわりに注目し、その理由を論じて
いる。併せて、統計データを用いた分析を行っている。
川野論文では、都市部と地方の平均年収や新卒初任給、最低賃金に注目し、その比較を
通した分析を行っている。地方出身者の賃金に対する意識を満足点や不満点などの語りか
ら論じている。
倉島論文では、バブル崩壊後の「失われた 10 年」と呼ばれた就職氷河期による雇用状
況の変化に着目し、地方出身者の地元志向の意識の変化を分析している。
佐藤論文では、今の仕事に対する意識の違いを地元の雇用状況などを踏まえて、都道府
県別に分析を行っている。どのような意識で東京で働いているのか、という問いの理由を
探る。
竹内論文では、現在の仕事における職業選択の背景を分析し、働く意識や役割について
論じている。
「仕事」というテーマはその人の生活世界に強い意味をもっている。よってこれらの論
文では、上京の背景や家族との関わり、社会状況なども踏まえて多面的な分析を目指した。
なぜ地方出身者は東京で働くのか。その意味を探る。
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大都市での働き方
―なぜ地方出身者はその働き方を選ぶのか―

田倉

邦彦

１．はじめに
さまざまな働き方がある。それぞれの人間は自らが好む、または自らが許容する、ある
いは自らが許容せねばならない働き方を選択している。
昨今、マス・メディアを通じて非正規労働者に関する話題が展開されている。その中に
は派遣社員などの多様な働き方が登場しており、これらの働き方という問題の所在を明ら
かにしたいというモチーフが根底にある。
本稿は、
「地方出身者の『上京』に関する意識調査」
（以下、本調査）で得られた回答を、
正規／非正規労働者という働き方に着目した分析である。本調査で得られた語りから、な
ぜ正規／非正規労働者として大都市・東京1で働いているのか、その過程について検討する
のが本稿の目標設定である。
本稿の記述枠組みは、本調査から得られた地方出身者である調査対象者の生活史2を主軸
にしている。そのなかで、仕事に対する夢のある／なしを手がかりに第 2 節では、一般的
に正社員や正規職員と呼ばれる「正規労働者」について検討を行う。続いて第 3 節では、
一般的にアルバイトやフリーターと呼ばれる「非正規労働者」について検討を行う。
また第 2 節以降では、働き方の類型3を提示している。あらかじめ断っておきたいが、本
稿はシステム的に調査対象者を分類することを目的としていない。むしろ都市で生き働く
彼ら／彼女らの生活世界を記述することである。

２．地方出身の正規労働者
本調査から地方出身の正規労働者の働き方を大きく「夢実現型正規労働者」と「暫定型
正規労働者」に分類した。前者は、上京前／上京後に夢であった職に現在就いている正規
労働者を指す。後者は、特別な希望を持って就職しているのではなく漠然とした形で現在
の職に就いている正規労働者を指す。
それぞれ事例を挙げ、具体的な語りから検討してみたい。

1

本稿で指す東京とは東京都だけを意味しない。埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県を含
む東京圏を指す。
2
事例は筆者が直接インタビューを行った者と提示した類型に近いと思われた者を取り上
げている。
3
働き方の類型は小杉（2003）からヒントを得ている。
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１）夢実現型正規労働者
ケース：D5 さん（男性・32 歳・鹿児島県・小学校教諭）
D5 さんは小学校教諭として埼玉県内の小学校で働いている「正規労働者」である。鹿児
島県出身の D5 さんは、大学進学を機に埼玉県に上京してきた。現在、先生として働く D5
さんであるが、
「先生になることは、小さい頃からの夢だったのか」との質問に対し、次の
ように語っている。
―小学校６年生のときの文集のときに、将来の夢みたいなの、１、２、３、って書い
てて、１位医者、２位政治家、３位先生って書いてた。
当時、小学生の D5 さんにとって、この夢がどれほど強い意味を持っていたかは知る由
もない。ただ興味深いのは、将来の夢がすべて具体的な職業であり、政治家を除いて免許
資格が必要であることだ。加えて、これらのほぼすべてが学歴と関わることである。
D5 さんは中学生くらいのときに、将来大学に通うのだろうという意識があったという。
その後、それも併せて高校選びをし、進学校の高校に進むことになる。
進学校の常識においては、学歴のない人生が徹底的に否認されることによって、大学に
行くことが「当たり前」のものになっている（西澤・渋谷 2008）
。では、D5 さんはこの「当
たり前」の選択をどのようにしたのか。
―できるだけ都市部に行きたいっていう思いがある。だから、
（大学を）探したときに
大阪とか愛知とか、東京とかの周りがいいなって。
―（大学は）とりあえず受かるところを探すっていうのがあって、親は取りあえず国
立（大学）にしろってことで、国立（大学で）受かるところを探して、担任側から教育
学部だなって話になって、じゃあそれで……っていう感じなんだけど、受かるところを
探したっていう感じだった。
ここからは、D5 さんにとって大都市への大学進学が第一であり、学部選択はそれほど重
要ではなかったように読み取れる。つまり、先生になるために、また教育学を学ぶために
進学したわけではなかったと推測される。見田宗介の言葉をもじれば、
「大学」があって「進
学」があるのではなく、
「進学」があって「大学」があるのだ。
次に、大学進学後の過程を見てみたい。卒業要件が教員免許取得であった教育学部に進
んだ D5 さんにとって、先生になることは「当たり前」の選択であったのか。
―んとー……大学は入ったときは（先生になることを）とくに考えてはいなかったん
だけれども、周りがやっぱりそういう思考の子どもたち、まあ、同級生が多いから……、
あとは、就活に乗り遅れたっていうのもあるよね。乗り遅れたっていうか、だから、み
んなが、採用試験を受けるみたいな感じだから……。なんだろ、他の学部は確かにみん
な忙しそうにやってたんだけども、そういうのがあまり情報として来なくって、何とな
く流れでそうなってった。
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D5 さんは、一般企業への就職活動に乗り遅れたことと、その理由として就職に関する情
報の欠如を挙げている。加えて、この語りから重要なキーワードが抽出できる。それは「何
となく」という言葉である。この「何となく」という理由のなさにこそ、先生になるとい
う理由があるのではないか。自分の周りの同級生の多くが教員採用試験を受ける「当たり
前」の状況の中で、それ以外の道を選択するというのはやはり困難である。
その後 D5 さんは、大学 4 年生のときに埼玉県の教員採用試験（正規採用）を受けるこ
とになるが合格ではなかった。そのため、大学卒業後は埼玉県の小学校で臨時教員として
働くことになる。その後の過程について、次のように語っている。
―（臨時の教員から採用に）3 年かかった。そのときはちょうど埼玉も一番少ないと
きだった。今の 07 問題、50 代が一番多いんだけど、やっぱりある程度抜けていかない
と（採用が）少ない。
―だから、４回目で受かった。そのときくらいから増え始めた、採用が。別に受かん
なくても仕事口あったからね。そういう意味では就職活動はあんまり……。なんとかな
るんじゃねぇかみたいな。
臨時教員から正規採用までに 3 年、4 回の受験をしている。ここまでの語りをみて先に
あげた分類からすれば、D5 さんを「暫定型正規労働者」とする見方もあろう。しかし、同
じ試験を 4 回受け続けることは、先生になるという夢を実現させるための象徴ではないか。
他に働き口があったとはいえ、なぜ受験し続けたかということである。
「何とかなる」と前向きに語る D5 さんに、有期雇用である非正規労働者としての不安
はなかったのだろうか。
―そんなに（不安を）感じてはいなかったかな。何だろ、何となくダメでもまた次雇
ってもらえそう……まあ若いうちはね。それこそ、公務員だから年齢によってなの、給
料は。若いうちは安くて済むわけ。だから若いうちは平気なんだろうなっていうのもあ
ったから、だから年取ったときは、逆にいうと最初の方に切られちゃうわけだから、な
るべく早いうちに受かんなきゃいけないなってのと、あとは、１年ごとに変わっていく
のは教職員にとって、プラスの部分もあるんだけど……。早く受かった方がいいなって
思ってたね。
そこまで不安はなかったと語る一方、早く受かりたいという希望を見出している。年功
序列が前提の公務員では、若者は安価な労働力である。非正規から正規への希望とその移
行は、夢を実現させるための意味あるものなのではないか。
では、正規労働者としてある意味安定した職を得た D5 さんは、今後についてどう考え
ているのか。
―（今の仕事を続けていくか）わからない。わからないけど……まあ、今後（地元に）
帰るかもしれないし、帰ってもいいかなって最近は思うようになったかな。わからない
けど、向こう（地元）の、また、雇用状況がどうなるかってこともあるし……。
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10 年教員として働いてきた D5 さんは結婚をし、子どもがいる。夢を実現した D5 さん
にとって、その先にある働き方は不明であり、描きづらいものなのかもしれない。
２）暫定型正規労働者
ケース：F1 さん（女性・23 歳・福島県・証券会社勤務）
F1 さんは、都内の証券会社に勤務している「正規労働者」である。福島県出身の F1 さ
んは、東京の大学進学を期に上京し、大学を卒業後、現在の会社に新卒採用で入社した。
入社 1 年目の F1 さんにとって仕事における不満はとくにないという。
F1 さんは、大学進学以前から東京で働くことを希望していたと語っている。F1 さんに
とって、証券会社で働くことは夢であったのか。職業選択の過程を検討してみたい。
―（今の職業に就きたいとは）わたしはぜんぜん思っていませんでしたね。就職活動
も実はぜんぜん違う職業を受けていて、でもあるときふとここ受けてきたんですよ。
大学 3 年生の 10 月に本格的な就職活動をはじめた F1 さんは、当初航空会社を志望して
いたという。しかし、雇用形態の不安からその夢を諦めたと語る。
―そう。で、（航空会社は）契約社員だったんですね、でも契約社員だとやっぱり生
活していくのも大変だし、というのでちゃんと考えようと思ったときに、正社員でしっ
かりしていてと考えたら金融業界社会を見たところ証券会社、に絞っていきました。
ここから、F1 さんにとって契約社員である「非正規労働者」は不安定な働き方であり、
「正規労働者」―とりわけ金融業界の正社員―は安定した働き方であることがわかる。
加えて、雇用形態で職業の志望変更をしていることから F1 さんにとって航空会社で働く
ことは、さほど強い夢ではなかったことが読み取れる。
また、今の職業に志望変更をした時期について、次のように語っている。
―それは、今の会社に決めたのはだいたい 6 月ぐらい。4 年生の 6 月。その職種を転
換したのは 4 月終わりから 5 月ぐらい。
売り手市場といわれた 2008 年新卒採用で F1 さんがいくつの内定を得ていたのかは、本
調査からは不明である。しかし、働き方を選ぶ自由が F1 さんに大いに与えられていたこ
とが「暫定型正規労働者」として位置づけられるのではないか。
では F1 さんは、今後の職業選択についてどう考えているのか。
―それ（転職）は自分のスキルアップとして、なんかもっとこうやりたいとかそう考
えたときとかは転職したいと思いますね。ここの会社がいやだとかそうではなくて自分
がどうしたいから転職する感じだと思いますね。
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「やりたいこと」が見つかったとき、スキルアップとしての転職を考えている。自分主
体の職業選択が F1 さんの中に存在している。
―これからの目標は、仕事について。わたしはこの人ならこれを任せられるわってい
う信頼される人になりたいと思っているので。会社で名前をうっていって、任せてもら
える人になれたらいいなって。
就職という岐路に立った際、現在の証券会社で働くことは強い意味を持つものではなか
ったであろう。しかし、実際に勤め始めたことにより F1 さんにとって、仕事のできる証
券ウーマンになるという新たな夢が誕生したのである。まず「やりたいこと」があって「や
りたいこと」を仕事として叶えるのではなく、知らず知らずのうちにその仕事にのめり込
んでいく過程がこの生活史から読み取れる。

３．地方出身の非正規労働者
本調査から地方出身の非正規労働者の働き方を大きく「夢追求型非正規労働者」と「暫
定型非正規労働者」に分類した。前者は、上京前／上京後に夢であることを求めて働いて
いる非正規労働者を指す。後者は、漠然とした形で現在の職に就いている非正規労働者を
指す。
それぞれ事例を挙げ、検討してみたい。
１）夢追求型非正規労働者
ケース：D1 さん（女性・27 歳・兵庫県・劇団員／飲食店勤務）
D1 さんはアルバイトとして、都内の飲食店に勤務する傍ら、劇団員として活動している。
兵庫県出身の D1 さんは大学卒業後、上京資金を貯めるために大阪でアルバイトをし、東
京の劇団研究生オーディション合格を機に上京した。
ここでは D1 さんの生活史をもとに、
「夢追求型非正規労働者」としての位置を検討した
い。少し回り道になるが、D1 さんが演劇を始めた動機から、現在までの過程を追うことに
する。
D1 さんは大学入学後、18 歳のときに兵庫県にある県立の演劇学校に入学をする。昼間
は大学、夜は演劇学校というダブルスクールの生活を行う。演劇学校に入学した経緯を、
次のように語っている。
―（演劇学校に）入ったきっかけは、
（自宅が）学校から近所だったというのもあるん
ですけど、知り合いの方が入ってて、その舞台を見に行ったときに、こんなに近くてい
いところがあるんだ。大学の近辺の、芸大とかの先生も教えに来ていたので、しかも公
共なのでめちゃくちゃ安いし、たくさん来るし、すごくお得な学校なところです。興味
をそそられて。
自宅から近く、受講料も安く、その道のプロが指導してくれる演劇学校は、D1 さんにと
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って魅力的な場所であったことがわかる。実際に D1 さんが演劇を始めたのはこの学校か
らであり、高校や大学の演劇部にはまったく興味がなかったという。これらのことから、
D1 さんにとってプロの役者として演劇をするという意識が存在しはじめたのではないか。
生活の中心が演劇だったという D1 さんであるが、大学を中退することなく卒業してい
る。では、大学卒業後の進路選択はどうであったのか。
―演劇をやりたかったんで、兵庫県に学校と一緒に劇団もあったんですよ。県立の劇
団なんですけど。そこは、毎月お給料がもらえるんですよ。卒業と同時にそこ受けたん
ですね。そこに受からなくて。
（中略）
D1 さんは新卒採用時、一般企業への就職活動は行っていない。演劇を続けたいという意
志から演劇学校に併設されている劇団の劇団員へのオーディションを試みている。しかし、
自身の希望は叶わなかった。そこで次の新たな道を見出している。それは上京である。
演劇の発信地としての東京、そこで活動している劇団に憧れを抱いた D1 さんは、上京
資金を貯めるためにアルバイトで働くことになる。そして大学卒業から 2 年後、劇団研究
生としてのオーディションに合格したことから、上京する。
劇団研究生の生活は、稽古場・アルバイト・自宅の往復だったという。その忙しいなが
らも、演劇ができるという環境は無期限ではなかった。劇団という組織の末端にいる研究
生は、演劇を行う機会を得るための競争に組み込まれたのである。
―研究生で、正規の劇団員に上がれなかったんですよ。劇団があって、その下に研究
生というのがあるんですけど、そこの研究生にまずオーディションでなれて、東京に来
て、その 1 年目で篩いにかけられて、落とされるんですよ。2 年目の研究生があって、
その次に正式な劇団員になるんですけれど、正式な劇団員になるやつで落とされちゃっ
て、なれなかったんですよ。
正規の劇団員になれない者は、その劇団に留まることはできない。退団を突きつけられ
ることは、役者として表現の場を失うことであり、極限を言えば死を意味するだろう。
しかし、現在 D1 さんは新たな演劇を行える場所を求めて別の劇団で活動している。そ
の環境を維持するためには「非正規労働者」として働く必要がある。
―フリーターをしている理由は、
（中略）やっぱり稽古、講演前になっちゃうと稽古に
縛られちゃうんで、そこでのスケジュールの調整が利かない。正規で働いちゃうと利か
ない。あのーほとんどそうですね、そこの調整が利かないために。
D1 さんにとって「正規労働者」として働くことは、生活の自由、とりわけ演劇を行う自
由を制限するものである。D1 さんは昼夜 2 つの飲食店を掛け持ちしているが、スケジュー
ル調整の面で働きやすいという。その一方、昼間働く飲食店には次のような不満を漏らし
ている。
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―あの派遣でいらっしゃる方がたくさんいらっしゃるんですね。
（中略）忙しいときは
バイトだけで補えないんですね。なので派遣で……頼む、頼んでいるんですけど。そこ
で、やっぱり派遣の方がいらっしゃると、いつもフォローしないといけない立ち回りと
いうか、立場に立たされるので、その点のバイトがフォローしていいかというか、その
フォローは誰がするんだよというか……結局全部やらなきゃいけない。仕事だからしょ
うがないのですけど。
―（アルバイト）なのに、責任の比重が重くなってきたというところが、ちょっと不
満ですかね。なのに派遣の人のほうが時給がいいんですよ。さらに、それが……もう、
なんでって。
―（中略）派遣の人より、私たちのほうがより働いているのに、時給が安いっていう
のが不満です。
ここで興味深いのは、D1 さんの不満が社員である「正規労働者」へのものというよりは、
派遣労働者である「非正規労働者」に向けられたことである。D1 さんにとって、同じ「非
正規労働者」であっても派遣労働者は余所者と思われる。その不満を強化するものが、自
分より高い時給であり、自身に向けられた責任の所在なのである。
仕事の不満は、生活への不安としても表れる。有期雇用や不透明な雇用が当たり前の「非
正規労働者」ならなおさらのことであろう。
―不安定、将来的にも経済的にも保障がないです、生きていくための、そういう点で
はすごく不満ですね。
演劇ができるという環境がある一方、それ以上の不満であり不安が D1 さんの生活世界
には存在するのである。そのような不安を抱える中で、演劇を辞めることを考えたりしな
いのであろうか。
―（演劇を辞めようと思ったことは）ありますね（笑）
。ありますねー。やっぱり、同
世代の人たちが一生懸命働いているのを見て、いろんな生き方を見ているうちに、やっ
ぱり安定しているほうが、精神的にもいいし、世界も広がる可能性があるし、そういう
点では。
―もう、演劇と蹴りをつけたいな。就職しようと、考えていましたね。先月まで。や
っぱり、きっかけは、親が 60 歳の誕生日を迎えまして、それを期にいろんなことを、今
まで感じなかったことを感じるようになりまして、一番親のことが心配だったんですけ
ど、このままでいいんだろうかとか、悩んで、そうゆうこと思っていたんですけど（中
略）。
同世代の人と比べた自分の位置が低いものであれば、どうしようもなくネガティブな気
持ちが湧いてくるときがある。それは自分で選択をした道であっても変わることはない。
インタビューの前月に、U ターンを考えた D1 さんとっての不安は自身に対するものだけ
でなく、家族にも向けられている。このような二重の不安を抱えながらも、一緒に活動す
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る劇団の仲間の存在やその人たちによる説得は D1 さんを東京に留まらせる強力な磁石に
なっているといえるだろう。
「非正規」という不安定な生活の中で、D1 さんは現在とは別の新たな働き方を模索して
いる。
―今の形、今と同じ形とは思わないんですけど、やっぱり不安定ですし、ちゃんと生
活していかないと思っているんで、なにか安定した仕事を得たうえで、演劇をやってい
けたらなとは思っているんですけど。所得がある状態にしてから、演劇がやれたら、ほ
んとは早く見つけられたらいいんですけど、今はまだ見つけられていない。でも、その
方向にはいかなきゃなとは。
上京前の D1 さんにとっての夢は、東京で演劇をすることであり、正規の劇団員になる
ことであった。しかし、現在は安定した収入を得た上で演劇を行うことへと変化している。
―（舞台だけで食べていこうとは）あんま思ってないです……（笑）。仕事もあって、
演劇を続けていけるというのが理想かな……。舞台だけで食べていけたら夢です（笑）
。
「理想」と「夢」を使い分けて語る D1 さんであるが、演劇を続けたいという気持ちは
変わることはない。それは趣味として演劇を行うことではなく、プロの役者として演劇を
行いたいという当初の希望であり、プロとアマチュアの中間に位置するセミプロのような
存在として位置することが目指されているのである。
２）暫定型非正規労働者
ケース：A3 さん（男性・21 歳・新潟県・飲食店勤務）
A3 さんは、都内の飲食店にアルバイトとして勤務している「非正規労働者」である。新
潟県出身の A3 さんは、地元の高校を卒業して上京した。高校在学時に上京することを決
めていたという。
―（東京を選んだ）理由はとくにないんですけど、とりあえず大学とかに行かずにや
りたかったんで。家を出たくて、でもそのときお金があんまりなかったんで、貯金とか
してなくて、お金が貯まってなかったんで、友達、大学とかで、近くにいる友達に声を
かけて一緒に居候させてくれないかって、でそれで何人か聞いたんですけどあんまり、
やっぱりいきなり了解してくれる人いなくて、で中学からの友達が板橋のどっかの大学
に行くので出てきてて、いいよっていってくれてそれで東京に。
A3 さんにとって上京することにその土地を訪れる理由があったわけではない。
「家を出
る」ことが理由であり、明確な目的があって東京にやってきたわけではないのである。
上京した A3 さんは、大学進学をした友人宅に居候することになる。1K の部屋での同居
生活は長くは続かなかったという。飲食店でアルバイトをして資金を貯めた A3 さんは、
友人宅を離れて一人暮らしをすることになる。
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その後、いくつかのアルバイト―いずれも飲食店―を経験し現在に至る。飲食店で
働く理由として、賄いを食べられることを挙げている。
地元に戻って働くことに A3 さんは次のように語っている。
―とくに何もなく、バイトして普通に生活してんだったら別に向こうに戻っても変わ
んないなと。時給とかは変わってくるんですけど、生活自体はそんな変わんないんじゃ
ないかなって。
東京に夢や憧れを抱いて上京したわけではない A3 さんにとって、東京で暮らす意味を
見出すことは困難である。
「家を出る」ことと「地元を出る」ことは同じ意味ではない。
―東京のイメージみたいなものは、なんだろ、人がいてごみごみしていて、あんま好
きになれなそうな場所で、来て結局そうで好きになれず、ですね。
A3 さんにとって東京はイメージどおりの場所であった。今後の具体的な職や働き方につ
いてとくに考えていないという A3 さんであるが、都市で見つけた出会いから一つの希望
を見出している。
―前、働いていたとこに、名古屋出身の人がいて、自分の店を持ちたいって言ってて、
近いうちに飲食店を出したいって言ってて、それが本当だったらそこで働きたくって、
その人のことが好きで、その人の下だったらやっていけるなぁと思って。
現在は「暫定型非正規労働者」であるが、些細な希望から「夢実現型労働者」への移行
する可能性を持ち合わせている。

４．働き方の移行過程
第 2 節・第 3 節では、それぞれの働き方の事例をもとに検討を行った。しかし、これは
一人の事例に過ぎずこれをもって一般化することは無理がある。そこで、調査対象者全体
から再検討してみたい。
１）夢実現型正規労働者の移行過程
「夢実現型正規労働者」の多くは高校卒業→上京→進学の過程を経ている。しかし、必
ずしも当初の進学先が今の仕事と結びついているわけではない。D2 さんや D4 さんのよう
に大学を行き直すケースもある。
「夢実現型正規労働者」の共通点を見出すならば、専門性
の高い教育機関を卒業していることである。
２）暫定型正規労働者の移行過程
「暫定型正規労働者」の多くも「夢実現型正規労働者」と同じく高校卒業→上京→進学
の過程を経ている。特徴としては新卒採用を経て初職に就いていることである。加えて、
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多くが過去に転職をしていることや、現在も転職を考えているケースが目立った。
「やりた
いこと」が具体的なものではなく、漠然としているものが多いことも特徴といえる。
しかし、B2 さんのように飲食店で働く経験から、自分のお店を持つことを希望するなど
現在の仕事と結びつくケースもある。
３）夢追求型非正規労働者の移行過程
「夢追求型非正規労働者」の多くは「やりたいこと」を実現するために上京している。
特徴として上京前の経歴はさまざまであることだ。地元やはたまた海外の大学を卒業して
いる者や正規労働者として勤めていた者もいる。彼ら／彼女らの多くはプロの歌手や役者
を目指す芸能志向型であり、芸能事務所や劇団に所属し活動している。
しかし、その収入だけでは生活をするのに不十分なため、また活動を維持するためにも
非正規労働者にならざるを得ないのである。
４）暫定型非正規労働者の移行過程
「暫定型非正規労働者」は上京後、非正規労働者として働いている。明確な目的があっ
て上京した者は少ない。A1 さんのように突発的に上京するなど、上京前の自分が置かれた
環境に何らかの不満があったケースが目立つ。特徴として、上京後のアルバイトなど非正
規労働を何度も転職していることがあげられる。
また、自らが許容してこの働き方を選んでいるが、仕事を通して新たな働き方、希望を
見出しているケースもある。

５．むすびにかえて
「やりたいこと」があり、それを叶えた人がいる。
「やりたいこと」の実現に向かって働
く人がいる。また、
「やりたいこと」が見つからないまま漠然と働き続ける人がいる。本稿
では、このようなさまざまな人の働き方を生活史に基づいて分析を行ってきた。そして、
大都市・東京での働き方の四類型を提示した。この他に本調査から得られた知見について
述べて、むすびにかえたい。
再度働き方の類型を整理したものが次の表である。
夢実現型

暫定型

夢追求型

正規労働者

○

○

×

非正規労働者

×

○

○

一つ目に、第 2 節で提示したように「夢実現型正規労働者」と「暫定型正規労働者」は
見られたが、
「夢追求型正規労働者」はいなかったことである。つまり、正規労働者であり
ながら具体的な「やりたいこと」の実現に向けて活動している者はいなかったのである。
「暫定型正規労働者」のなかに現在の仕事と関連した目標を実現したいと願う者はいたが、
歌手や役者などの芸能志向の夢を掲げる者はいなかった。
二つ目に、第 3 節で提示したように「夢追求型非正規労働者」や「暫定型非正規労働者」
は見られたが、
「夢実現型非正規労働者」はいなかったことである。「やりたいこと」が非
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正規の場合もあるだろうが、このようなケースは見られなかった。
最後に、とりわけ注目したいのは、生活の不安というリスクを抱えながらも「やりたい
こと」を実現するために働く「夢実現型非正規労働者」や漠然としながらも働き続ける「暫
定型非正規労働者」の存在である。その彼ら／彼女らの多くは、
「就職氷河期」であり「失
われた 10 年」と呼ばれる時代に学校を卒業している。近年の巷の議論では、
「正規労働者」
になりたかったが求人がなかったため「非正規労働者」にならざるを得なかったというも
のである。しかし、本調査からはこの社会経済的な状況で「非正規」を選択せざるを得な
かったのではなく、自己の意識に基づいた選択であったことが見られた4。
ただ、これらの知見は上京を伴う地方出身者のケースという本調査の量的な限界がある
ため、これをもって一般化することには慎重になるべきであろう。

＜参考資料・文献＞
小杉礼子，2003，『フリーターという生き方』剄草書房．
鈴木謙介，2005，
「『やりたいこと』しかしたくない―液状化する労働観」
『カーニヴァル
化する社会』講談社，2005，17-56．
西澤晃彦・渋谷望，2008，
『社会学をつかむ』有斐閣．
見田宗介，1979，「まなざしの地獄―現代社会の実存構造」
『現代社会の社会意識』弘文
堂，1979，1-57.

4

F2 さんだけは、短大卒業後すぐに就職できなかったと語っている。本調査ではこの詳細
については得られていない。
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資料：インフォーマントデータ
ID 性別 年齢 正規/非正規 職業
備考
《夢実現型正規労働者》
C2 女性
24 正社員
出版業（編集）
D2 男性
39 正規労働者 ＮＰＯ
D4 男性
35 正規労働者
――
D5 男性
32 正規労働者 教師
埼玉
E1 男性
31 正社員
飲食業
E2 男性
31 正規労働者 福祉関係
社会福祉士
E5 女性
24 正社員
飲食業
G2 男性
20 正社員
美容師
《暫定型正規労働者》
B1 男性
33 正社員
小売業
B2 男性
32 正社員
飲食業
B3 男性
24 正社員
（営業）
商社のグループ会社
B4 男性
33 正社員
飲食業
B5 男性
32 正社員
飲食業
B6 男性
24 正社員
広告業（営業） 転職活動中
C1 男性
23 正社員
IT業（SE）
C5 男性
24 正社員
印刷業（営業）
C6 男性
23 正社員
保険業
F1 女性
23 正社員
証券会社
G1 男性
31 正社員
大学職員
G4 男性
23 正社員
印刷業
営業職
《夢追求型非正規労働者》
A4 女性
32 アルバイト 事務
芸能事務所所属
A5 男性
35 アルバイト コンビニ
芸能事務所所属
C3 男性
32 非正規労働者音楽・教育業 短大非常勤講師
C4 女性
25 アルバイト カラオケ店
音楽系事務所所属
D1 女性
27 アルバイト 飲食業（接客） 劇団所属・劇団員
D3 男性
33 アルバイト
音楽事務所所属
E3 女性
22 アルバイト 飲食業
再び劇団員を目指す
F3 男性
23 アルバイト IT業
カメラマン
F4 男性
23 派遣社員
販売業
役者を目指している
F5 男性
23 フリーター
非常勤講師
G3 女性
21 アルバイト 飲食業
ネイリスト就職活動中
G5 女性
22 アルバイト 和菓子(販売) 劇団所属・劇団員
G6 女性
26 臨時社員
ボーリング場 ダンサー
《暫定型非正規労働者》
A1 女性
23 フリーター
販売業
A2 女性
24
主婦
A3 男性
21 アルバイト 飲食業
E4 男性
31 準社員
飲食業
F2 女性
25 アルバイト 販売業
子供服
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過程
上京→大卒→新卒採用
上京→中退→大卒
上京→中退→大卒
上京→大卒→臨時教師
高卒→上京→専門
上京→大卒→新卒採用
上京→専門→転職
上京→専門
上京→大卒→新卒採用→転職
上京→店手伝い→転職
上京→大卒→新卒採用
上京→短大卒→新卒採用→転職
高卒→就職→上京→再上京
上京→大卒→新卒採用→転職
上京→大卒→新卒採用
大卒→転勤→上京
上京→大卒→新卒採用
上京→大卒→新卒採用
大卒→転勤→上京
高卒→上京→専門→転職
高卒→専門→上京→転職
上京→高校→音大院卒
大卒→上京→活動
大卒→非正規→上京→劇団養成所
海外大卒→上京→活動
高卒→上京→劇団養成所
上京→大卒→活動
上京→音大卒
上京→音大卒
高卒→上京→専門中退→ネイル学校
上京→大学中退→活動
ダンス専門卒→正社員→上京→活動
会社員→上京→転職
上京→専門卒→結婚
高卒→上京→転職
高卒→非正規→上京→転職
上京→短大卒→非正規→正規→転職

仕事における東京へのこだわり意識
―統計から探る―

釼持

歩惟

１．テーマ設定とその理由
就職は、人生の中で大きな区切りである。就職する際に、地元で就職するか、東京で就
職するか、またはまったく知らない都市で就職するかという選択肢を迫られる。本調査の
対象は 20～30 代の地方から東京に上京してきた人を対象としている｡進学で上京してきた
人、夢を追って上京してきた人、就職で上京してきた人など、さまざまなケースがある。
就職をする上での東京という地へのこだわり、東京での仕事のやりがい、東京だからこそ
の利点、夢を優先して東京に来た人の就職状況を取り上げ、分析した。東京にはさまざま
な雇用形態、職種が混在しており、多様なライフスタイルが存在している。私が考える、
地方と東京の違いは、地方よりも東京のほうが賃金が高いこと、職種の幅が多いこと、雇
用機会が多いことである。実態はどうなのか、この報告書で分析していきたいと思う｡

２．東京へのこだわり意識
１）夢を追うフリーター型
まず、東京に夢を追って上京した人、夢を叶えるための活動をしていて、生活のために
仕事をしている人の例から取り上げ、みていきたいと思う｡
―高校のときに役者を目指したいと思い、20 歳のときに上京しました。
（現在の仕事
は）役者です。芸能の仕事だけでは生活が苦しいので、コンビニのアルバイトをしてい
ます。
（中略）バイト先での満足点は、時間の融通がつきやすい点ですね｡芸能の仕事を
優先できるので良いです。
（A5・男性・34 歳・愛知県・芸能事務所所属・並行してアル
バイト）
―（現在の仕事は）カラオケです。アルバイトですけど。歌がやりたくて東京に来ま
した。仙台で活動してる人もいっぱいいるけど、私、行動力がなくてすごく控えめな性
格だから、自分から何かやろうっていうのができなくて、意欲が出ないというか、とり
あえず仙台にいて活動してても何も見つけられないというか、とりあえず仙台にいて活
動してても何も見つけられないというか、東京へ出て動き出すべきと思って。（C4・女
性・25 歳・宮城県・アルバイト）
―フリーターをしている理由は、もともと演劇をしたくて、東京に出てきたんですけ
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ど、やっぱり稽古、講演前になっちゃうと稽古に縛られちゃうんで、そこでのスケジュ
ールの調整が利かない。正規で働いちゃうと利かない。あのーほとんどそうですね、そ
この調整が利かないために。（D1・女性・27 歳・兵庫県・アルバイト）
―（東京に来た理由は）芝居をやりたかったからです。（中略）大学は一年だけ……1
年間だけでしたけど、いい経験ができたと思っています。大学へ行こうと思ってきたわ
けでなく、芝居をやりたいからこっちへ来たって感じですね！大学は東京へ出るための
手段だったというか、大学へ行くことが目的ではなかったから。
（G5・女性・22 歳・山
口県・アルバイト）
―（東京の魅力は）なんですかね？日本で考えれば、モノを極めるにはやっぱり一番
近いのかなぁとは思いますね。まあ全部が全部じゃないですけど。ダンスに関してはや
っぱり情報が多いですし。福島にいては、入らない情報とか、見れないものとか、体験
できないことが一番手っ取り早く入るかなぁと思って、東京来たんで。（G6・女性・26
歳・埼玉県生まれ福島育ち・アルバイト）
上記の 5 人に共通して言えることは、
「音楽（芝居）＝東京」というイメージを持って上
京してきたことである。地方には、身近にスクールや劇団、事務所が少ないので、それを
仕事にして食べていこうとしている場合は、東京に出てくる傾向があることがわかった。
東京には情報も溢れていて、スクールや事務所、オーディションなど、自分が活躍できる
環境が整っていて、チャンスを掴み取ることができる機会が多い。上記の 5 人の他にも、
同じように夢をかなえるために上京して、その活動をしながらフリーターをしているとい
う人が沢山いた。このような人たちは、自分の夢や生きがいが生活の中心になっており、
正社員として働いているのではなく、比較的融通のきくアルバイトをしているフリーター
である人が多かった。平成 20 年度版パートタイマー白書によると、パート・アルバイトと
いう働き方を選んだ理由で、「自分の都合の良い時間や曜日に働きたいから」が最も多く
58.3%であった。次いで「気楽に働けるから」（36.4%）、「家事や育児と仕事の両立を図り
たいから」
（31.9%）が多かった。正社員になると音楽・芝居などの活動時間に支障が出た
り、学校との両立が図れない。しかし、アルバイトであれば、自分で働きたいときに働き、
収入を得て、生活をすることが可能である。また、東京と地方では賃金も違うので、一人
暮らしをして活動するのなら賃金が高くて稼げると東京で、と東京を選ぶ人もいた。地方
と東京の賃金格差はあとで見ていきたいと思う。
２）東京での仕事のやりがいを感じる挑戦型
また、次のように、仕事の舞台を東京にしたい、という理由で、東京にこだわりの意識
がある例もあった。
―（東京の魅力について）えーとそうですね。なんだろ。野心？ まあ男の人って結構
いろんな夢だったり、こう野心みたいなものがあると思うんですけど、そういうチャン
スが平等にある街かなとは思います。（B5・男性・32 歳・宮城県・飲食店勤務）
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―（東京に来て得たもの、手にしたかったものは）まぁ汚い言い方すれば、地位、名
誉、金、この三つだね。で、実際に 1 番手に入れたかったのは、名誉だね。まぁなんか
たとえば東京に大学に通って、東京に就職してやっぱり向こうと給料とかの違いがあっ
て、でこっちで働いてるとある程度、金も貯まるだろうとか、あといろんな仕事をやっ
て、実家に戻れば周りの人たちにはできないから、俺だけできるみたいな、そういう名
誉というかそういうのが 1 番やっぱ手に入れたかった。
（中略）今東証１部上場の中の
会社ってなったんだけど、あの上場企業のあのぉ、まぁいわゆるヘラクレスとか 2 部 1
部、大証 1 部大証 2 部全部含めてその 7 割が東証 1 部、んでぇ、ということはね東京に
えぇと……大手優良企業の 7 割が集中している、じゃあ東京で働かなくてどうする？っ
ていう考えがある」
（B6・男性・25 歳・長野県・広告代理店営業勤務）
―なぜ東京に……。
それはやっぱり日本の中心だし、マーケットがあるわけですよね。
人も集まるし、情報も集まるし。まぁそういった意味で一度東京で仕事をしておきたい
なって。
（中略）東京のこだわりっていう意味でいくと、愛知は工場があった。で、東京
はどっちかって言ったら営業の中心みたいな感じがあって。まぁ、その工場の仕事より
も、営業の仕事をしたいんで、東京に……。やりがいはやっぱり、東京のほうが強いか
な。
（前に地元でしていた仕事で）工場にいるときは、お客さんに接することがほとんど
なかったんですけど、東京に来たら、
（営業中心の仕事ということもあり）やっぱりお客
さんと面と向かう機会もあるし、そういう部分は非常にやりがいを感じる。
（G4・男性・
25 歳・愛知県・印刷会社勤務）
B5 さんは、過去に地元で働いた経験があり、その時点で自分の将来のビジョンが見えて
しまった｡また、地元の経済のマーケットと東京のマーケット両方の規模を知った上で、自
分が成長できる場だということで、東京で働こうと挑戦した。B6 さんは、働いて得たかっ
たものが、名誉とお金、地位であったが、それは東京で働いているからこそ得られるもの
であり、東京という地と深く結びついている。仕事で六本木ヒルズやミッドタウンなどの
中に入っている企業の社長、人事の責任者などと対等にお話ができるなど、東京ならでは
のお仕事の経験もでき、お仕事をしていて楽しく、満足しているというお話も聞かせてく
れた。大手の企業は東京に集中しているため、名誉を獲得するためには東京は最適の地で
あるようだ。B6 さんのようなお仕事の内容は、地方であればめったにできない経験である。
G4 さんは、転勤で東京に来た。同じ会社の中での異動ではあるが、地元では工場での生産
段階の仕事、東京では営業の仕事と、職種が変わった。営業の仕事は、人を相手とする仕
事なので、やりがいを感じることが多いようである。本調査では、自分の希望の職種につ
くために東京を勤務地に選ぶ傾向が多く見られた。上記の 3 人の例では、東京だからこそ
得られるやりがい、マーケットの規模を求めている。このように、自分にとって成長でき
る場（やりがいを得られる場）＝東京と考えている人が多かった。この分析から、私は、
自分の努力次第で上を目指すことのできる環境が、東京の魅力であると考えた｡また、東京
都は、日本で一番人口が多い都市であるが、その人口の多さこそが東京の都市経済をしめ
すことになり、また、就業機会を求めて移動・集中しているともいえる。東京の市場は多
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種多様で、国際的発展も進んでいるので､自分のやりたい仕事についたり、目標をつかんだ
り、就職したりするチャンスもたくさん溢れていると考えられる。本調査ではいなかった
ものの、外国とのつながりを持つ仕事や外国語を生かしたいと考えている場合であれば、
地方よりも東京の方がチャンスに恵まれているだろう。東京都における外国人人口（人口
10 万人あたり）は、愛知県（2069 人）
、大阪府（1993 人）に次いで 3 位（1974 人）である。
３）東京の雇用における条件優先型
また、東京の賃金の高さ､雇用機会の多さ、環境など、地元と比較して東京を選んだ例が
次のケースである｡
―やっぱり田舎は女子はお茶くみとか昔の考えが、結構根強く残っていて、事務の女
の子たちに割り当てられていたし、皿洗い当番とかも決められていたので、そういうの
もすごい嫌でしたし。そういうのが田舎って嫌だなって感じるきっかけにもなりました。
（中略）まあ、自分の考えだったんでわからないですけど、こんなに仕事をこなしてい
るのに自分の評価が上がらないし女の子だし、まだ何年かしかたってないからっていう
ので評価はぜんぜん低いじゃないですか。まあでも、仕事をやっているそのレベルとし
ては当たり前の評価だったのかもしれないけれど、自分はそうやって一生懸命やってい
るし、やっぱり地方のお給料って低くなっているじゃないですか。頑張ったぶんだけも
らえてるのかなって疑問が生じたときに、だったら、東京でアルバイトでも自給が千円
以上だってわかっていたので、自分が働いただけかえってくるのがいいなと思って。そ
ういうのが上京のきっかけになりました。その仕事を辞めようと考えたときに、地元で
もう一回仕事をしようとしても就職先ないし、アルバイト、フリーターをやろうと思っ
ても、結局自給 600 円、700 円台が当たり前で、それじゃ生活は変わらないし、生活で
きないじゃないですか。なのでそれを考えるとやっぱり……。（A1・女性・23 歳・秋田
県・販売）
―（東京にこだわりや結びつきはあるかという質問に対して）一回田舎を出てった人
たちが、地元で仕事を探すっていうのは、かなり難しいんですよ。その待遇っていうこ
ともそうですけど、職種が狭くなってるんで。（中略）大学卒業して、東京で働いてて、
何年か経って、地元に戻るっていうふうになると、ものすごい妥協しなくちゃだめでし
ょうね。今までもらってたお金が、変な話、何分の一とかになっちゃったりとかってい
うふうになるんだったら、うーんっていうふうに思う人はやっぱり……。その生活に慣
れちゃった人は、とくに戻りにくい。
（中略）地元は働く場所的なことというか、選択肢
があまりないっていうのもあると思いますし。あとは、お金稼いでいい暮らししようと
思ったら、田舎だとなかなか難しい。限られてる職種とか、働く場所っていうのが。
（B1・
男性・33 歳・福島県・小売店勤務）
―（仕事をする上で東京にこだわりは）ある。
（地方には）仕事がない。幅が狭い。業
種がね。葬儀屋とか保険屋とかになっちゃうし、東京の方が選択肢が広くてお金も稼げ
るから。（B3・男性・24 歳・香川県・会社員）
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―（地元は）過疎化が激しいとこなんで。地元の高校のときの同級生とかもこっちに
出てきているので。まあやっぱり、お給料とか違うんですよ。むこうの賃金とこっちの
賃金でぜんぜん違うんで、だから出てきちゃう。
（B4・男性・33 歳・岩手県・飲食店勤
務）
―（東京に）こだわったっていうか、ちょうどうちらのときに不況にバブルが弾けた
あとだったから、
採用の雇用人数が少なかったっていうのがあって、
鹿児島も受けたし、
埼玉県も受けたんだけれども、鹿児島のほうがより人数が少なくて、埼玉のほうが募集
枠が広かったのね。両方受けて、まあ埼玉のほうが受かったっていう……。
（D5・男性・
32 歳・鹿児島県・小学校教諭）
―（U ターンのデメリットは）職ですね。働くところがないというのと東京に比べて
給料が少ない。自分がやりたいこと、自分だとレストランですが、やっぱり人口が少な
いのと外食をすること自体少ないので飲食の仕事でも成功しづらい。
（E1・男性・31 歳・
新潟県・飲食店勤務）
このように、雇用機会、賃金、職種など、どの面から見ても地方より東京のほうが充実
しており、就職しやすい環境にあるようだ。また、A1 さんの発言にもあるような、昔から
の考え方は地方に根強く残っている。東京は女性の社会進出が進んであり、女性が活躍し
やすい環境といえる。本調査では、多くの人が地元の賃金の低さ、職種の狭さ、雇用機会
の少なさを指摘していた。とくに収入は生活の中で重要な要素であり、居住地を決める際
にも大きく左右する条件となる。正社員としての就職はもちろん、フリーターという選択
肢をするのでも、確実に地方より東京の方が賃金は高く、生活水準はあがる。では実際に
地方と東京ではどのくらいの違いがあるのか、統計で比較していきたいと思う。
2008 年労務行政発行の毎月勤労統計要覧によると、平成 18 年平均都道府県別常用労働
者 1 人平均月間現金給与総額は（月間給与総額とは、決まって支給する給与＋特別に支払
われた給与である）
、事業所規模 5 人以上の場合で、全国平均 335,774 円、北海道地方平均
287,744 円、東北地方平均 285,296 円、関東地方平均 343,308 円、中部地方平均 319,102 円、
近畿地方平均 322,378 円、中国地方平均 314,184 円、四国地方平均 299,852 円、九州･沖縄
地方平均 276,732 円であった。都道府県別で見ると、東京都が 433,685 円で最も高く、次い
で神奈川県（375,406 円）
、愛知県（363,127 円）が高かった。また、沖縄県が 241,894 円で
最も低く、次いで青森県（268,954 円）、宮崎県（269,553 円）で低かった。
また、平成 18 年平均の月間総実労働時間は、全国平均 150.9 時間、北海道地方平均 153.8
時間、東北地方平均 158.3 時間、関東地方平均 149.9 時間、中部地方平均 154.2 時間、近畿
地方平均 147.9 時間、中国地方平均 156.7 時間、四国地方平均 155.8 時間、九州･沖縄地方
平均 155.6 時間であった。都道府県別で見ると、岡山県が 160.9 時間で最も長く、次いで香
川県（160.8 時間）、岩手県（160.4 時間）が長かった。最も短かったのは、埼玉県の 143.0
時間で、次いで奈良県（144.4 時間）
、千葉県（144.9 時間）が短かった。
次に、最低賃金を見ていきたいと思う。厚生労働省の、平成 20 年度地域別最低賃金改定
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状況によると、全国平均 703 円、北海道地方平均 667 円、東北地方平均 635 円、関東地方
平均 716 円、中部地方平均 688 円、近畿地方平均 703 円、中国地方平均 655 円、四国地方
平均 636 円、九州･沖縄地方平均 633 円であった。東京都と神奈川県の 766 円が最も高く、
次いで大阪府（748 円）が高かった。最も低かったのは、宮崎県と鹿児島県と沖縄県の 627
円で、次いで佐賀県、長崎県、熊本県、岩手県（628 円）が低かった。
また、平成 12･13 年度の最低賃金から平成 20 年の最低賃金の伸びを比較してみると、全
国平均 35 円、北海道地方平均 34 円、東北地方平均 31 円、関東地方平均 46 円、中部地方
平均 37 円、近畿地方平均 41 円、中国地方平均 33 円、四国地方平均 27 円、九州･沖縄地方
平均 29 円である。最も高い伸びだったのは神奈川県の 60 円、次いで東京都（58 円）
、愛
知県（54 円）が高かった。最も低かったのは、愛知県と高知県の 24 円、次いで島根県（26
円）、宮崎県、鹿児島県、沖縄県（27 円）が低かった。次の表は、以上をまとめた全国・
地方別の平均である。
月間現金給与総額

月間総実労働時間

最低賃金

最低賃金の伸び

全国平均

335,774 円

150.9 時間

703 円

35 円

北海道地方平均

287,744 円

153.8 時間

667 円

34 円

東北地方平均

285,296 円

158.3 時間

635 円

31 円

関東地方平均

343,308 円

149.9 時間

716 円

46 円

中部地方平均

319,102 円

154.2 時間

688 円

37 円

近畿地方平均

322,378 円

147.9 時間

703 円

41 円

中国地方平均

314,184 円

156.7 時間

655 円

33 円

四国地方平均

299,852 円

155.8 時間

636 円

27 円

九州・沖縄地方平均

276,732 円

155.6 時間

633 円

29 円

月間現金給与総額は、関東地方が他の地域と比べて高額である。また、東京都と沖縄県
を比較してみると。約 20 万円の差があった。一人分の一ヶ月の給与所得分と言っても過言
ではないだろう。また、総実労働時間も、関東地方は比較的短かった。最低賃金も月間現
金給与総額と同じように、関東地方は他の地方よりも高い。愛知県、大阪府などの都市部
も比較的高額であった。これらからわかることは、関東は賃金が高いのに、労働時間が短
く、地方は賃金が低いのに、労働時間が長いということである。また、関東地方は賃金の
伸び率も高く、その他の地域は関東地方ほどの伸びが見られない。地方との格差は広がっ
たままである。
先ほど述べたような、夢を追いかけて、アルバイトで生計を立てている人は、地方だと
賃金が低くて生活していくには苦しい状況であるが、それに比べて東京は賃金の高さ、夢
をかなえるための環境が揃ってることなどから、上京してくる人が多い。また、スクール
などに通うとなれば出費も多くなり、なおさら収入が必要となってくるであろう。そうす
れば地元で貯金してから上京するよりも、上京してから活動しつつ、アルバイトで生活を
していく方が良いであろう。また、ビジネスマンの場合でも、希望の職種が存在し、雇用
機会も多い東京で働く方が、生活水準も上がり、かつ、やりがいを得られるであろう。東
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京で働いてからある程度経って、地元にも戻るという選択肢も可能なわけであるから、東
京は本調査対象の 20～30 代の年代の人々にとって、生活しやすい場なのかもしれない。
次に、職種の違いはどうであるか見ていきたいと思う｡第一次産業、第二次産業、第三次
産業と、時代、経済発展とともに移り変わってきたが、地方と東京では産業比率はどのよ
うになっているのだろうか。
2008 年日本統計協会発行の、『統計でみる都道府県のすがた 2008』によると、第一次産
業就業者比率は、全国指標が 4.8%で、北海道地方 7.7%、東北地方 10.85%、関東地方 4.67%、
中部地方 5.66%、近畿.85%、中国地方 7.7%、四国地方 9.75%、九州･沖縄地方 9.29%であっ
た。都道府県別で見ると、
青森県が 14.0%で最も高く、次いで岩手県（13.7%）、
高知県
（12.7%）
が高かった。逆に最も低かったのが、東京都の 0.4%で、次いで大阪府（0.6%）、神奈川県
（1.0%）が低かった。
次に、
第二次産業就業者比率は、
全国指標が 26.1%、
北海道地方 19.0%、東北地方 26.42%、
関東地方 26.66%、中部地方 32.68%、近畿地方 26.85%、中国地方 26.66%、四国地方 24.25%、
九州・沖縄地方 21.68%であった。富山県が 34.8%で最も高く、次いで岐阜県（34.7%）
、静
岡県（34.5%）が高かった。最も低かったのは、沖縄県の 16.3%で、次いで東京都（18.7%）、
北海道（19.0%）が低かった。
最後に、第三次産業就業者比率は、全国指標が 67.2%、北海道地方 71.3%、東北地方 62%、
関東地方 67.17%、中部地方 60.74%、近畿地方 67.22%、中国地方 64.42%、四国地方 64.73%、
九州・沖縄地方 68.06%であった。最も高かったのは、東地方 3 京都の 77.4%で、次いで沖
縄県（76.3%）
、福岡県（73.0%）が高かった。最も低かったのは、長野県の 57.0%で、次い
で山形県（58.2%）、福島県（59.3%）が低かった。
第一次産業就業者比率

第二次産業就業者比率

第三次産業就業者比率

全国指標

4.8%

26.1%

67.2%

北海道地方

7.7%

19.0%

71.3%

東北地方

10.85%

26.42%

62%

関東地方

4.67%

26.66%

67.17%

中部地方

5.66%

32.68%

60.74%

近畿地方

3.85%

26.85%

67.22%

中国地方

7.7%

26.66%

64.42%

四国地方

9.75%

24.25%

64.73%

九州・沖縄地方

9.29%

21.68%

68.06%

東京都は、関東地方の中でもとくに第一次・第二次産業就業者率が低く、第三次産業就
業者率が高かった。第一次・第二次産業よりも第三次産業の方が産業の幅が多い。よって、
東京の職種の幅の広さを表していると考えられる。製造業などでも、本社が東京で、工場
が地方にあるという場合がたくさんある。東京は工場、畑・田などを作る土地がないので
第一次・第二次産業就業者率が低いのだと考えられる。また、経済発展も東京は最も進ん
でいるので、第三次産業が進んでいるとも考えられる。
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また、補足として、東京における他区市町村からの通勤者率は、96.6%で一位となって
おり、全国指標（41.5%）と比べても、高い確率となっていることがわかる。これは、住
宅街から都心部に人口が集まっていることであろうと考えられる。
３）東京を生活の場とした開拓型
また、上京してから、まったく新しい環境で生活を作っていき、東京が故郷、一番なじ
める暮らしの場だと感じ、東京で働いているケースもあった。
―（これまでに U ターンや J ターンを考えたことは）一度もないですね。自分的には
むしろもう東京は故郷っていう感覚で一番なじめる暮らしの場って感じですね。東京か
ら離れようと思ったことは一回もないですね。まあ学生の頃からですけど、やはり自分
にとって一番友人だとか学びの場であったり、仕事もそうですけど一番自分にとって大
切と思える友人とか人々との出会いは多かったので、それが故郷かなぁという感じです
ね。（中略）
（現在の仕事をするきっかけは）やはり、東京に本当に一人で来て新しい土
地で暮らす中で先ほども言ったように、改めて地域ってなんだろうとか暮らしの場所っ
てなんだろうみたいなことを一から問い返されたというのが、その中で作っていた関係
というのが、精神科ソーシャルワーカーという就職もそうなんですがボランティアの中
で、うちに就職しないかって誘ってもらったりとか今の母体もその地域活動として始め
ていた繋がりが仕事になっているので、そういった関係作りの積み重ねの中で結果的に
就職したというのがあるのですが、やはり東京に来てからの地域とか人との関係作りと
いうのが一番大きいですね。もう、東京に来る前は想像もしなかったですね。東京に来
て改めて自分の中でいろいろ変遷はありましたけど、振り返り振り返り、その中で自然
に就職に繋がったというイメージです。
（D2・男性・39 歳・福岡県・NPO 福祉団体職員）
D2 さんは、人との繋がり、地域との繋がりを自分にとって一番の原点だという考えを持
っている。地元は、家族、地域など既存のすでに与えられていたものだと感じていて、そ
れと比較して東京はすべて自分で切り開いて暮らしの場として根付いたそうだ。確かに、
上京してきたら、まったく新しい土地で生活するので、すべて自分の手でひらいていかな
ければならない。それは容易なことではないであろう。その中で、培ってきたものという
のは非常に大切なものになる。とくに、職業が福祉団体職員ということで、ボランティア
に対する同じ考えを持った仲間との絆は深いであるだろうし、やりがいを感じて仕事をし
ているのにも納得した。

３．仕事の場としての東京、生活の場としての東京
現代日本における仕事と生活の土地選びの傾向において、山本賢治は、その著『住みご
こちの社会学』
（1994 年）で、次のように記している。
現代日本は、仕事を重視すれば大都会を、個人の生活を重視すれば地方を選ぶという選
択を個人に迫るという偏った国土構造がなっているが、こうした歪んだ空間形成のあり
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方を転換しなければならない。そのためには、この『仕事を重視すれば都会を選ぶ』と
いう行動に一定の抑制が働く必要があるが、地方に仕事をつくることが第一の条件にな
る。（山本 1994: 8）
私も、本調査を通してこのように思った｡もちろん、個人の生活を重視した場合でも、東
京を選ぶ場合はあると思うが、本調査でも、今は東京で仕事をしているが、地元の方が好
きであるし、いずれは（老後は）地元に帰って暮らしたいという発言があった。以下がそ
のような場合である。
―むこう（地元）は、ゆっくりするには最適なところだと思うんですよ。東京だと、
ずっと生活の不安を抱きながら暮らしていかなきゃならないじゃないですか。住むとこ
ろはどうしようとか、食べるものはどうしようとか。実家が農家なんで、おばあちゃん
が庭で野菜作っているし、職を持たなくても普通に生きていけるっていうので、年をと
ってからはすごくいいんじゃないかなと思って｡（A1・女性・23 歳・秋田県・販売）
―（将来的な居住地は）最終的には、愛知でも僕はぜんぜんいいんですね。ただ、ビ
ジネスマンっていうか、仕事をしているときは東京にいたい。だから、たとえば前の（以
前付き合っていた地元の）子と仮に結婚してたとしても、東京には来て、仕事をして、
ある程度経ったら、また（地元に）戻ろうかなっていうような発想だったと思う。
（G4・
男性・25 歳・愛知県・印刷会社勤務）
仕事を優先させて生活すると、住み心地や、東京が好きか嫌いかは二の次となってしま
うようである。しかし、仕事や進学で上京してきて、東京に住み慣れて、地元へ戻るとい
う考えがなくなってしまったというケースもたくさんあった。生活の場として地方を選ぶ
人は、自然が豊かでゆったりとした地方を選ぶが、仕事をする際に便利の良い東京で働こ
うとするために上京してくる傾向が見られる。

４．結論
私自身、地方出身者であるため、本調査には深く興味を持ち、研究を行うことができた。
私もこれから就職活動を行うにあたって考えることは、まず土地、賃金である。本調査で
もたくさんの方々がおっしゃっていたが、地元には求人が少なく、業種・職種の幅も狭く、
賃金も東京に比べて低い。私自身、一度東京で暮らしてみて、アルバイトの賃金の高さ、
交通の便のよさ、人との出会いの数など沢山の面から考えて U ターン・J ターンするとい
う考えはもてなくなってしまった。就職においても、地方は仕事がないというイメージを
持っているので、地元に戻るという考えにはいきつかない。
私は、仕事面について焦点を当てて分析したが、やはり統計から見ても、賃金の高さ、
労働時間など東京の方が働きやすい環境にあると感じた。冒頭で、東京の賃金の高さや職
種の広さのことを述べたが、分析してみて、やはりそのような結果であった。もちろん、
すべての人が希望どおりの仕事につけるわけではないが、地方よりも有利な状況にあるの
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は確かであろう。また、東京で働く上でのやりがいとして、地方では目指すことのできな
い環境、経験を一度すると、地元に戻ったときに仕事に対するやりがいは見つけづらくな
ってしまうのかもしれない。上京してくるのは、地元にはない魅力を求めているからであ
ろう。
就業における環境は、東京が充実していることがわかって、この現状は今後も続くであ
ろうと考えられるが、上京者が増えつづけるという考えには危惧がある。近年、日本の人
口移動率は緩やかに減少しつつある。その原因として、相対的に見て移動率が活発である
若年人口の比率が低下していることがある。少子化に伴う次男・三男などの「潜在的他出
者」の減少、若年層のライフスタイルによる変容、パラサイトシングルなどの増加である。
このようなことから今後の日本の移動率は減少していくことが予想される。地方から都市
部への移動も、ベビーブームに見られたような移動形態が大きく増加することもないと考
えられる。今のこの現状では、過疎化が広がった地域と東京都の格差は広がるばかりであ
ろう。東京への移動率は減少したからと言って、地方への移動率が増えるわけではない。
地方でも過疎化への対策はしているが、なかなか地域の活性化は難しい。少子高齢化が進
んでいる現代社会で問題となってくるのは、地方と東京の格差の広がりである。これから
の日本には、この課題が非常に重要になってくると私は考える。それにはやはり地元志向、
東京へのこだわり志向が作用してくると考える。
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化の構図』青木書店．
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小卷一生，2002，『2002 年度版 賃金決定指標』総合労働研究所．
総務省統計局，2008，『統計でみる都道府県のすがた 2008』日本統計協会．
山本賢治，1994，『住みごこちの社会学―地方都市と生活様式』法律文化社．
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都市と地方の賃金格差
―日本の賃金実態から説く―

川野

大輔

１．はじめに
本稿ではタイトルの通り、賃金に関することを述べている。
インタビュー調査にご協力いただいた地方出身者のデータを参考とする分析から都市部
と地方の賃金に対する満足点や不満点などの意識等を実際のインタビュー内容から引用し、
説明したいと思う。そこから、なぜ地元に帰らず東京に残って働き続けるのか、東京とい
う街で働くことにどういったメリットを感じているのかといった点も考えていきたい。
また、今日の日本は米国を原因とする経済不況の煽りを受け、100 年に１度の大不況だと
言われている。そして、この不況の影響から日本国内のさまざまな業種の企業が人員削減
という選択をしているわけであるが、最初にその対象となるのが非正規雇用社員いわゆる
派遣社員である。派遣社員を企業が解雇することを「派遣ギリ」といったフレーズでマス
メディアが大きく取り上げている。しかし企業がこのような選択をするのは当然であると
私は考える。なぜならば、その会社の社員でもない人々のために会社の財政状況にムチを
打ってでも賃金を絞り出し、働き続けてもらうほどの余裕や義理はないからである。
ここからが本題であるが、先にあげたような経済状況とは関係なしに人々は日々働き続
ける。いくら景気が良くてもいくら景気が悪くても人々は働き続ける。それはなぜかと問
うと「仕事が好きだから」や「やりがいがあるから」などの答えが返ってくる場合もある
だろう。しかし、その大前提として給料つまり会社から賃金が支払われるということが約
束されているからこそ人々は人生の時間の大半を仕事に費やししているわけである。さら
に考えてみると、現代社会では生活していく上でお金を持っていなければ、食べるものも
着るものも住むところも、すなわち衣食住さえもままならないという環境に置かれている。
もちろん都市部ではない昔ながらの農家などはそれに当てはまらない点も多いだろう。し
かし、現代に生きる多くの日本国民はこのような環境のもとで生活をすることが当たり前
になっているからゆえに、深く考えず働き、その働きに対しての対価として会社から賃金
を得ている。そしてこの賃金であるが、人々が働く業種や職種といったものから、勤続年
数や勤務している地域によって額に差が生じている。業種に関しての賃金の差を例にあげ
て言えば、公務員は安定した給料であるのに対し一般企業は期間ごとの売上によって大き
く賃金を左右される場合もありえる。このことから国民一人一人の賃金に差が生じるのは
当然であるといえる。また、賃金の制度には勤続年数によって賃金を決める年功序列制や
業務の結果などを判断基準とする能力主義、成果主義などが存在するが、ここ数年の間で
は最適であると思われてきた成果主義制度が賃金を決める際に働き手から不満が生じて問
題となる事態が発生している。次節では、企業の賃金制度が戦後どのように変遷してきた
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のか説明したいと思う。

２．日本の賃金
１）日本の賃金の歴史
ここでは日本という国に存在する企業がどのような賃金体系をとりながら時代を突き進
んできたのか説明したい。
昭和 20 年代（1945～54 年頃）は、戦後の混乱期である。この時代はいかにまともな生活
を営んでいくかが人々の重要視する点であった。賃金の決定もその点から行われたことが
わかっており、生活費重視とする年齢給に重点を置いていた賃金体系が一般的であったと
言える。また、この当時は「電産型賃金体系」というものが登場したのだが、その内訳は
次の通りである。基本給に家族給を加えた基本賃金のうち約 70 パーセントを生活保障給が
占めていて、あとの約 20 パーセントは能力給が占めており、残りが年功給となっている体
系のもので、この賃金体系は年功重視であった。
次に昭和 30 年代（1955～64 年頃）は戦後の混乱も落ち着き高度経済成長が始まった時
代でもある。この時代は、勤続年数等が圧倒的に重いウェイトを占めている年功序列中心
の賃金決定が主流であったのだが、一方で能力主義という考えが注目されだしたのもこの
時代である。賃金は労働の対価であるという概念のもとに議論が始まり、現にこの時代の
後半に一部の大手企業ではあるが能力給を賃金の一部に取り入れたというデータも残って
いる。しかしながら、この能力給を取り入れた賃金体系は中小企業にまでは浸透しなかっ
たものの能力主義を社会が、そして各企業が意識し始めたことも事実この時代からであっ
た。
昭和 40 年代（1965～74 年頃）では、高度経済成長が終わり安定的な経済成長に突入し
た時代である。昭和 48 年に石油ショックが起こり、翌年には賃上げ率上昇の関係で賃金そ
のものに大きな影響を与え、中でも退職金が大きな影響を受けた。この時代は能力主義へ
の関心が非常に高まり年功的能力主義といった体系で賃金を決定していたと言える。
昭和 50 年代（1975～84 年頃）は、石油ショックを上手く乗り越えたこともあり、日本
は経済大国として世界に知らしめることのできた時代である。この当時の賃金体系は年功
制をなくし能力主義を基本とする考えが議論されていた。というのも、石油ショックの影
響により賃金の基準が約 30 パーセントも上がっていた等の事情があり、人件費に重点を置
かなければいけないという問題が明らかになったからである。
昭和 60 年代（1985～94 年頃）は、円高好景気でその過熱ぶりからバブルを招きそして
崩壊へと向かった。そこからはデフレの不景気に陥るという 10 年間で天から地へというも
のすごい 10 年間であった。賃金に関して言うならば、能力主義から能力・成果主義へと変
化を遂げていった時代である。従来から存在する年齢給や勤続年数給を廃止する代わりに
そこから得られた賃金予算を能力・成果主義の賃金へと充てるという動きが見られたのも
事実である。
1995 年頃からの 10 年間は、デフレ等が続いたことによりさまざまな企業が業績不振に
悩んだ時代であり、このような厳しい状況から、大企業を中心に賃金体系は成果主義へと
変化をした。具体的には職務と業務結果を基準に賃金を決定するというものであった。
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そして、2005 年頃からは、大企業の業績が回復してきたということがメディアを通じて
大きく報道されていた反面、中小企業や業種等の違いによっては、いっこうに業績回復の
兆しが見えないという事態が発生し、格差社会というフレーズが社会全体へと響き始めた。
この頃から成果主義という賃金体系に批判が飛ぶようになり、年功序列から能力・成果主
義、そこから完全成果主義へと時代の変化とともに対応してきた賃金体系ではあるが、今
現在この時代を迎え、どのような道へと進んでいくか戸惑っている企業が多くを占めてい
るといった状況に陥っている。以上が日本の賃金体系の変遷である。
次節では、厚生労働省が定めている現在の地方別最低賃金を参考に、都市部と地方の賃
金格差を検証していきたい。

３．都市部と地方の賃金の実態
１）地方別最低賃金を考える
日本全国の地域別賃金格差を考えるために、まずは以下の表をご覧いただきたい。
平成 20 年度地域別最低賃金改定状況
平成 20 年 10 月 8 日現在
都道府県名

最低賃金時間額（円）

発効年月日

北海道

667（654）

平成 20 年 10 月 19 日

青森

630（619）

平成 20 年 10 月 29 日

岩手

628（619）

平成 20 年 10 月 30 日

宮城

653（639）

平成 20 年 10 月 24 日

秋田

629（618）

平成 20 年 11 月 2 日

山形

629（620）

平成 20 年 10 月 30 日

福島

641（629）

平成 20 年 10 月 22 日

茨城

676（665）

平成 20 年 10 月 19 日

栃木

683（671）

平成 20 年 10 月 24 日

群馬

675（664）

平成 20 年 10 月 16 日

埼玉

722（702）

平成 20 年 10 月 17 日

千葉

723（706）

平成 20 年 10 月 31 日

東京

766（736）

平成 20 年 10 月 25 日

神奈川

766（739）

平成 20 年 10 月 25 日

新潟

669（657）

平成 20 年 10 月 26 日

富山

677（666）

平成 20 年 10 月 25 日

石川

673（662）

平成 20 年 10 月 19 日

福井

670（659）

平成 20 年 10 月 22 日

山梨

676（665）

平成 20 年 10 月 25 日

長野

680（669）

平成 20 年 10 月 16 日
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岐阜

696（685）

平成 20 年 10 月 19 日

静岡

711（697）

平成 20 年 10 月 26 日

愛知

731（714）

平成 20 年 10 月 24 日

三重

701（689）

平成 20 年 10 月 26 日

滋賀

691（677）

平成 20 年 10 月 18 日

京都

717（700）

平成 20 年 10 月 25 日

大阪

748（731）

平成 20 年 10 月 18 日

兵庫

712（697）

平成 20 年 10 月 22 日

奈良

678（667）

平成 20 年 10 月 25 日

和歌山

673（662）

平成 20 年 10 月 31 日

鳥取

629（621）

平成 20 年 10 月 26 日

島根

629（621）

平成 20 年 10 月 19 日

岡山

669（658）

平成 20 年 10 月 18 日

広島

683（669）

平成 20 年 10 月 26 日

山口

668（657）

平成 20 年 10 月 29 日

徳島

632（625）

平成 20 年 11 月 7 日

香川

651（640）

平成 20 年 10 月 19 日

愛媛

631（623）

平成 20 年 10 月 24 日

高知

630（622）

平成 20 年 10 月 26 日

福岡

675（663）

平成 20 年 10 月 5 日

佐賀

628（619）

平成 20 年 10 月 30 日

長崎

628（619）

平成 20 年 10 月 30 日

熊本

628（620）

平成 20 年 10 月 17 日

大分

630（620）

平成 20 年 10 月 29 日

宮崎

627（619）

平成 20 年 10 月 26 日

鹿児島

627（619）

平成 20 年 10 月 18 日

沖縄

627（618）

平成 20 年 10 月 31 日

全国加重平均額

703（687）

※括弧書きは、平成 19 年度地域別最低賃金額
（厚生労働省 2008 参照）
ご覧いただいたように、都道府県つまり各地域によって賃金の差が存在していることは一
目瞭然である。最低賃金の中でも最も高い値はやはり日本の首都である東京都とそれに面
している神奈川県の 766 円であり、東京近郊の埼玉県（722 円）・千葉県（723 円）も全国
の道府県と比較すると高めの賃金であることがわかる。逆に日本全国の中でも低い値の賃
金設定となっている所は宮崎県・鹿児島県・沖縄県を含む九州地区が全体的に低い水準と
なっていることがわかるが、東北地方も九州と比較して、ほとんど差がないようである。
また、首都圏以外でも西の大都市であり商業が古くから盛んである大阪府やその近県の京
都府や兵庫県いわゆる京阪神も高めの水準となっている。
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２）賃金格差の原因
それでは、なぜこのように地域によってここまで賃金に差が生じるのか。それにはさま
ざまな原因が考えられる。
各地域によって存在する企業の数や企業規模の違い、産業の違いや労働者数などの違い
もその理由となるだろう。
企業規模の点から考えると、日本国内では低賃金の地域ほど中小企業の数や労働者が多
く、一般に地方に存在する中小企業と都市部に存在する大企業とではかなりの賃金格差が
生じている。中小企業の労働者はかなりの低賃金であり、大企業との賃金の格差は以下の
調査で理解することができる。
―企業規模別にみた賃金
企業規模別に賃金をみると、男では、大企業が 394.2 千円、中企業が 320.8 千円（大企業
の賃金を 100 とした企業規模間格差では 81）
、小企業が 295.3 千円（同 75）、女では、大
企業が 252.0 千円、中企業が 223.0 円（同 88）、小企業が 206.7 千円（同 82）となり、男
女ともに大企業が最も高くなっている。
賃金がピークとなる年齢階級を企業規模別にみると、男はいずれの企業規模も「50～54
歳」となっており、大企業 509.4 千円（20～24 歳の賃金を 100 とすると 244）
、中企業 407.0
千円（同 202）、小企業 343.3 千円（同 176）と規模が大きくなるほど年齢階級間格差が
大きい。女でピークとなっているのは、大企業では「45～49 歳」で 286.6 千円（同 145）
、
中企業では「40～44 歳」で 247.3 千円（同 131）、小企業では「40～44 歳」で 221.6 千円
（同 126）と、男に比べ年齢階級間格差は小さい。
次に、都市部と地方の産業の違いから検証してみたい。
低賃金の地域では、相対的低賃金である飲食や建設業・製造業・鉱業などの企業に勤め
ている労働者の割合が多い。反対に総体的高賃金である金融・保険・電気・ガスなどの関
連企業に勤務する労働者の割合は低いため、必然的に低賃金の地域となっているのだが、
それも以下の調査結果から理解することができる。
―産業別にみた賃金
産業別に賃金をみると、男では、金融・保険業(477.4 千円)が最も高く、次いで教育,学習
支援業（441.9 千円）となり、飲食店,宿泊業（274.3 千円）が最も低くなっている。女で
は、教育,学習支援業（299.8 千円）が最も高く、飲食店,宿泊業（184.5 千円）が最も低く
なっている。産業別に賃金カーブをみると、男では、教育,学習支援業は年齢階級が高く
なるとともにおおむね賃金も上昇しているのに対して、金融・保険業は 45～49 歳で賃金
がピークとなり、その後は大きく下降している。また、飲食店,宿泊業は他の産業に比べ
賃金カーブが緩やかとなっている。女では、教育,学習支援業、金融・保険業は年齢階級
が高くなるとともに賃金がおおむね上昇しているが、製造業、飲食店,宿泊業は 30 歳台
をピークにその後は下降している。また、賃金カーブは男に比べ緩やかとなっている。
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（厚生労働省 2007 参照）
産業の違いによって賃金格差が発生していることが、そのまま直接的に高賃金地域と低
賃金地域を生み出してしまっていることがわかる。確かに製造業や建設業に関しては業務
を行うにあたって、広い敷地が必要であることは絶対条件である。その条件を満たすこと
のできる場所となると、それは人口が多く面積も広くない都市部ではなく、人口も少なく
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土地が余っている地方へと目が向けられるのは当然である。そして、地方に在住している
人々は農家や漁業を営んでいる家庭以外は他の働き口が必要となるところに、都市部に本
社を構える製造業の大規模工場等が労働者を募り、地方労働者はそこを勤務先として選択
するといった流れであろう。
以下の事例は、関東の中堅製薬会社に勤めていた岐阜県出身のＥさんが、その製薬会社
へ対して賃金等条件に不満を抱きＵターン転職をした例である。
製薬会社の研究開発技術者だった E さんは、ネームバリューが高いわりには研究開発を
なおざりにし、賃金等条件の悪い前社に愛想を尽かしていた。出身県の岐阜県の U ター
ンデータに登録していたところ、注目すべき会社から打診があったので応募した。小さ
い会社で安定性には不安があったが将来性があり、仕事を任せてくれそうだった。また
提示された賃金の条件もよかったので思いきって U ターン転職した。夫婦とも実家に近
くなる U ターンだったといえる。仕事のやりがいも増し、収入や住宅も好転し夫婦とも
に満足してすべてうまくいったという大変恵まれたケースである。
（日本労働研究機構 1992 参照）
３）地域別初任給
次に、都道府県別に大卒の初任給平均額を比較した際の金額の高いベスト 10 と金額の低
いワースト 10 をご覧いただきたい。
＜平成 20 年 都道府県別の初任給の平均＞

（厚生労働省 2008 参照）
最も高額なのはやり東京都で 20 万 5 千円。続いて神奈川県・大阪府という結果になり、
この上位 3 都県に関しては 20 万円を超えていることがわかる。
また、4 位以下も関東や関西・中部地方となっており、いずれも産業が発達している地
域であるといえる。そして、東京との格差も 5 パーセント以内と地域格差があまり目立た
ない状況となっている。ワースト 10 については、沖縄県が最も低い初任給平均額の 16 万
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8 千円で続いて、鹿児島県・徳島県・長崎県・大分県・宮崎県となっている。とくに九州
地方が多く目立つ。九州沖縄地方の 8 県のうち、初任給平均額ワースト 10 に入っているの
が、沖縄県・鹿児島県・長崎県・大分県・宮崎県・熊本県の 6 県でいずれも 17 万円台とな
っている。また、佐賀県も表には載っていないが、平均 18 万 6500 円で 31 番目であった。
これに対し、福岡県は全国ベスト 4 の 19 万 8,500 円で都市部とほぼ同じ水準の金額であ
り、そこから九州地方は福岡県とその他の県との地域格差が激しくなっていることがわか
る。大卒初任給の時点でトップの東京都と最下位の沖縄県では約 4 万円もの地域格差がす
でに生じており、沖縄県の初任給は東京都の 8 割強といったところである。
次に下の表は、大学卒の初任給平均額を男女別、都道府県別に順に並べたものである。
＜平成 20 年 大学卒男女の都道府県別初任給の平均＞

（厚生労働省 2008 参照）
金額の上位と下位 5 地域をピックアップしたものであるが、大卒男女ともに東京都がト
ップで、男子 20 万 7 千円、女子 20 万１千円となっている。
男女で大きく変わっている点は 4 位と 5 位で、大卒男子では群馬県と岐阜県が、女子で
は奈良県と埼玉県となっている。群馬県や岐阜県は製造業などが盛んな地域。奈良県や埼
玉県は都市圏のベッドタウンなのでサービス業が盛んだと予想される。このような地域特
性で、初任給の額も変わってくることが考えられる。
男子で一番初任給が低かった沖縄県だが、女子を見てみると男子の金額を上回っている
ことがわかる。男子が 16 万 7,100 円に対して女子は 16 万 9,900 円と女子の初任給が男子の
ものより高かった唯一の地域がこの沖縄県である。
また、学歴や地域によっては東京より初任給が高いところも存在する。高校卒男子の初
任給で一番高いのは、京都府の 17 万 1,600 円。次いで東京は 2 番目に高くて 16 万 9,700
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円である。他にも、高専・短大卒男子の初任給は岐阜県の 18 万 4,300 円が全国の中でもト
ップであった。東京都は 18 万 1,800 円で、わずかではあるが岐阜県が高くなっている。岐
阜県は大学卒でも男子の初任給が女子に比べて高かった。
高専・短大卒女子では、神奈川県が 18 万 8,100 円・福岡県が 18 万 2,400 円で 3 番目の東
京都が 18 万 600 円となっている。このように、学歴や性別で統計を取ってみると東京都よ
り初任給が高額なところも都市部とその周辺地域限定ではあるが存在することがわかった。
ただ、その他の地域においては都市部やその周辺との賃金格差は否めないということが言
えるであろう。
４）学歴別賃金差
次に、地域における賃金格差に直接つながるわけではないが、学歴別の賃金の推移をご
覧いただきたい。やはり、都市部に比べて地方は高卒の割合が多く同年代の大卒の人々と
比較すると賃金カーブの変化は緩やかなものの、もとの賃金水準事態が低いために都市部
に多く存在する大学に通う人と地方の高校を卒業しそのまま地元で就職をする人が存在す
る関係で都市部と地方の賃金格差につながっているという原因も考えられる。
―学歴別にみた賃金
学歴別に賃金がピークとなる年齢階級をみると、男では、大学・大学院卒及び高校卒が
50～54 歳、高専・短大卒が 55～59 歳、女では大学・大学院卒及び高専・短大卒は 55～
59 歳、高校卒は 40～44 歳となっている。
学歴別に賃金カーブ(※)をみると、男女いずれも大学・大学院卒の賃金カーブが急となっ
ており、男は女に比べてその傾向が大きい。一方、高校卒の女は賃金カーブがほぼ平坦
で年齢階級が高くなっても賃金の上昇があまり見られない。
賃金の分布
労働者の分布を男女別にみると、男では年齢階級が高くなるとともにおおむね賃金階級
の高い層に労働者が分布している。一方、女では 35～39 歳までは男と同様に上昇してい
るが、40～44 歳以降は 35～39 歳より低い賃金階級に多く分布している。
賃金の散らばりをみると、男女いずれも年齢階級が高くなるとともにおおむね広がって
いる。また、学歴別に分位数で広がりをみると、男女とも大学・大学院卒が他の学歴に
比べ、大きくなっている。
（厚生労働省 2008 参照）

４．地方上京者のインタビューから
１）賃金に対する意識
ここでは、今回のインタビュー調査の中から本稿のタイトルにもあるように、賃金に関
する地方上京者の方々の生の声をご覧いただきたいと思う。
―そうですね。そういう仕事がだんだんつらくなってきて。まあでも、仕事をやって
いるそのレベルとしては当たり前の評価だったのかもしれないけど、自分はそうやって
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一生懸命やっているし、やっぱり地方のお給料って低くなってるじゃないですか。がん
ばったぶんだけもらえてるのかなって疑問が生じたときに、だったら、東京でアルバイ
トでも時給が千円以上だってわかっていたので、自分が働いただけ帰ってくるっていう
のがいいなと思って。そういうのが上京のきっかけになりました。その仕事を辞めよう
と考えたときに、地元でもう一回仕事をしようとしても就職先ないし、アルバイト、フ
リーターをやろうと思っても、結局時給が 600 円、700 円台が当たり前で、それじゃ生
活は変わらないし、生活できないじゃないですか。なので、それを考えるとやっぱり…
…。（A1・女性・23 歳・秋田県・販売）
―［やっぱり時給って違いますか？］
A3：違いますね。
［どれくらい違いますか？］
A3：そのとき、高校生だったのもあるんですけど……650 円……。
［えー！650 円］
A3：で、上がって 720 円くらいまでになったんですけど。それで周りから多いほうだっ
て言われてました。高校生だと高くても 700 円くらいまでです。
［じゃあこっちに来られて時給見てびっくりされましたね？］
A3：そりゃびっくりしました。
（A3・女性・21 歳・新潟県・飲食業）
―（地元の時給は）低いですね。工場が 800 円で、販売はいい方で 900 円でした。
（A5・
男性・34 歳・愛知県・サービス業）
―［ご自身が考えられるＵターンやＪターンのメリットとデメリットを教えてくださ
い。］
E1：（デメリットは）職ですね。働くところがないというのと東京に比べて給料が少な
い。自分がやりたいこと、自分だとレストランですが、やっぱり人口が少ないのと外食
をすること自体少ないので飲食の仕事でも成功しづらい。（E1・男性・31 歳・新潟県・
飲食）
―こっち（東京）で働いてて、（そのあとで）何年か経って、（地元に）戻る（U ター
ンする）っていうふうになると。ものすごい妥協しなくちゃだめでしょうね。今までも
らってたお金（給料）が、たとえば変なはなし、何分の一とかになちゃったりとかって
いうふうになるんだったら、
（U ターンすることに）うーんっていうふうに思う人は、や
っぱり……（多い）。
（B1・男性・33 歳・福島県・会社員）
―［東京にこだわりなどはありますか？］
B3：ある。（地方には）仕事がない。幅が狭い。業種がね。葬儀屋とか保険屋とかにな
っちゃうし、東京の方が選択肢が広くてお金も稼げるから。
（B3・男性・24 歳・香川県・
会社員）
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―えっ？！（山口県では）800 円 900 円で高いですよ！ 親に（東京で）時給 1000 円
のバイトといったらなんの仕事だ？！って言われましたからね！ （中略）逆に山口だ
と、家賃も高くないし、娯楽もないからそんなに出て行かないし！（笑） （G5・女性・
22 歳・山口県・小売業）
以上のように、やはり地方は都市部と比較してみると賃金の差が非常に大きいというこ
とがわかる。つまり、日本全国の地域間において賃金格差は存在するということが言える
であろう。今回の調査対象であるインフォーマントの方々の発言を分析すると、東京で働
き始めた場合では地元と比較した際に、賃金面に関して東京などの都市部の賃金水準の高
さに非常に満足をしてしまい、出身地の地元で働くという考えが賃金の低さから考えらな
いといったような意見が多数を占めた。
しかし、それとは違う意見や考えを持ちながら東京で働く人もいる。以下のインタビュ
ー内容は私自身が実際に行ったものである。
―まあいちおう、給料とか待遇面とかもちろんあるとは思うんですけど、僕は基本的
にそれプラス、仮に給料が安くても自分が成長できるだったりとか技術だったりとか付
加価値があるものだったら僕はそこでやれる（働ける）タイプなんですよ。たとえ拘束
時間が長くても。それがだんだん長くやっていくとその付加価値が薄まっていくんです
よね。それでまた新しいものがあれば自分が成長できるのはあるかと思うんですけど…
…（B5・男性・32 歳・宮城県・飲食）
このように、賃金が低かったとしても自分自身が成長できるならそれは関係ないという
人が存在することも実態として知ることができた。
２）仕事に対する満足・不満足点
次に、都市部で働いていくうえで賃金も含めて仕事に対する地方上京者の方々の意見や
考えを１）と同様のかたちで実際のインタビュー内容から見ていきたい。
―［では、続けます。現在のお仕事で満足、不満足点があればそれぞれ教えてくださ
い］
B1：満足……。満足しているところ。たぶんそんなにないっていうか。その仕事の内容
とか、そのお給料とかそういうものも含めて全部。
［不満点は？］
B1：不満？ もっとお金をくれと（笑）。でも、これは誰でもそうだと思いますよ。自分
でお店やってたりとか、事務所開いてたりとか、そういう人じゃないかぎりは。会社の
なかで働いてるっていう人は、その（もらってる）お給料でそんなに満足しているって
いう人は、あんまりいないと思いますよ。（B1・男性・33 歳・福島県・販売）
―［現在のお仕事を決める上で、東京への何かこだわりっていうか、結びつきってい
うか、何かありますか？ たぶん、最初の就職は地元でされたと思うんですけど……］
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G4：そうですね、あの、そういった意味でいくと、愛知は工場があった。で、東京はど
っちかって言ったら営業の中心みたいな感じがあって。まぁ、その、工場の仕事ってい
うよりも、営業の仕事をしたいんで、東京に……。
（G4・男性・25 歳・愛知県・会社員）
―［今のお仕事についてですが満足点や不満点などはございますか？］
Ｂ3：満足点でいうと、仕事の幅が広いのと、周りに優秀な先輩がいる。ちゃんと怒って
くれる先輩がいる。不満点で言うと、会社にって感じだけど、家が遠い。会社の寮に住
んでいるけど 1 時間以上かかるってところ。社内的に言うと、年の近い先輩がいない。
チーム制で 2 人のチームで部長と組んでるから動かないといけない。向こうは管理職だ
し、でも（2 人だから両方）動かないと仕事にならない。成り立たない。だからもうち
ょっと動いてほしいなと思う。
（B3・男性・24 歳・香川県・会社員）
―満足な方は、
わりとそこで働いている社員さんというか、
その方がいい方というか、
人間関係に恵まれているというか、その点ではすごく満足しているのですが……あの派
遣でいらっしゃる方がたくさんいらっしゃるんですね。
（中略）なので派遣で……頼む、
頼んでいるんですけど。そこで、やっぱり派遣の方がいらっしゃると、いつもフォロー
しないといけない立ち回りというか、立場に立たされるので、
（中略）結局全部やらなき
ゃいけない。仕事だからしょうがないのですけど。
［アルバイトなのにやらなければいけない。
］
D1：（アルバイト）なのに、責任の比重が重くなってきたというところが、ちょっと不
満ですかね。なのに派遣の人のほうが時給がいいんですよ。さらに、それが……もう、
なんでって。
［派遣の方が（時給が）高かったりするんですね。
］
D1：そうです。派遣の人より、私たちのほうがより働いているのに、時給が安いってい
うのが不満です。（D1・女性・27 歳・兵庫県・飲食）
このように仕事に対する意識などを調査してみると、賃金に対する不満だけではなくて、
その職場の環境や賃金以外の待遇面で満足に感じている人もいれば、反対に不満に感じて
いる人もいるのである。なかでも G4 さんのように、地元は工業が発達しており就職先と
しては大半が工場などの現場労働者としての受け入れ口が多くを占めるような環境の中で、
自身は工場などではなく人と接する職業である営業職を希望していたために、そのような
職が多く存在する東京という地を選択して上京するといったこともある。これは前述した
ように産業別賃金格差にもつながるものと言えよう。

５．おわりに
今回、賃金をテーマに都市部と地方との格差であったり、その特性などを調査・分析し
私自身の見解を交えながら本報告書を作成してきた。もちろんこのテーマに関しては、厚
生労働省が定め各地の労働基準監督署が取り締まっている「地方別最低賃金」等の一覧表
を見ることによって、
各都道府県で賃金の格差が存在することは一目瞭然である。
しかし、
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それだけでは賃金の格差があることはわかるものの根本的な原因やその背景といったもの
は決して知ることができないのである。そこで、日本という国が戦後から現在に至るまで
にどのような賃金の歴史を歩んできたのかを紹介し、次に企業規模や各地の産業別賃金の
格差というものをデータを用いたうえで説いてみたわけであるが、そこから都市部と地方
ではなぜ賃金の格差が生じるのかということを、少しはご理解いただけたであろうか。
冒頭でも述べたように、現在の日本は大不況に陥っている。とくに大打撃を受けている
のは、産業別賃金格差でも紹介した製造業である。製造業の心臓部といってもいい製造ラ
インを担う各地方の工場では受注減によって作業量も激減し、人手が過剰となってしまう
といった状況から人員削減の対策まで講じるといった経営状態である。
そして、本稿のテーマにも触れてくるわけであるが最近では「ワークシェアリング」対
策までも各企業から発せられている。確かに仕事に就くことのできる人の数は増えるが、
従来まで支払われていた会社からの賃金そのものは減額ってしまうわけある。これには社
会も賛否両論である。このような現在の経済状況を考えると、今回調査してきた時代背景
や賃金格差の原因だけでは説明のつかない時代になることも可能性としては考えられるが、
一つ言えることは、今後も都市部と地方の人口の差であったり、産業的機能関係に大きな
変化が起こらないかぎりは賃金の格差というものも変化はないといえる。
最後に、今回の調査の実施にあたって、調査対象である地方出身のインフォーマントの
方々へはインタビューにご協力いただいたこと厚くお礼を申し上げたい。
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雇用情勢の変化による地元志向の低下
―90年代前半と氷河期当時の比較から―

倉島

秀明

１．はじめに
本調査の対象である 20 代～30 代の多くは 1990 年代半ば（18 歳前後）に進学などで地方
から上京し就職期にも地元には戻らず首都圏で就職するというケースが大半を占めていた。
この背景には、バブル崩壊後の｢就職氷河期｣（90 年代前半～2000 年代半ば）の到来による
雇用悪化の影響により、就労の場としての地方を選択することが従来（90 年前後）と比べ
てより困難となり、結果として首都圏での就労を選択せざるをえないといったような就労
構造の変動や、それに関連して従来の地元志向に対しても変化が起きたことが考えられる。
これは、地方にとっても同様であり、90 年代半ばから現在に至るまでの首都圏への人口
流入はこれ以後とくに顕著となっている。60 年代の向都離村の再開とも言えるような、首
都圏における人口流入の再加速を、戦後の人口移動から数えて第 3 の波とする見解もある1。
なお、本調査でも就労時における地域選択（U ターン希望の有無）という問いに対して、
地元（地方）と東京（都市）との雇用格差など、いくつかの面で言及しているところがあ
ったので、以下に概括した。
―（デメリットは）職ですね。働くところがないというのと東京に比べて給料が少な
い。
（中略）やっぱり人口が少ないのと外食をすること自体少ないので、飲食の仕事でも
成功しづらい。
（E1・男性・31 歳・新潟県・飲食業）
―（地方には）仕事がない。幅が狭い。業種がね。
（中略）今、優先順位的に仕事の関
係で東京だし、仕事とか成功する確率も東京だし。
（B3・男性・24 歳・香川県・会社員）
―人の多さですかね。
（中略）地方だと、密集しちゃてるんで。いいところはいいんけ
ど、ダメなところはぜんぜんいないんで。
（中略）仕事の幅も限られてきちゃんでね。
（中
略）そういうところがあるんでどうかなって。（B2・男性・32 歳・愛媛県・飲食業）
―（専門）学校 2 年だったから、2 年経ったら（地元に）帰ってくるってことで出て
はきたんだけど、まぁそのまんま（笑）。
（東京に）いるかたちになっちゃってまあ親も、
こっち（長崎）帰ってきたって就職ないし、そっち（東京）で決められるんだったら、
いいんじゃないって。（A2・女性・24 歳・長崎県・主婦）
1
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―うちらのとき不況にバブルが弾けたあとだったから、
（教員）採用の人数が少なかっ
たっていうのがあって。
（中略）鹿児島のほうがより人数が少なくて、埼玉のほうが募集
枠が広かったのね。（中略）まあ、埼玉のほうが受かったっていう…。（D5・男性・32
歳・鹿児島県・小学校教諭）
―短大入って…。（中略）
（卒業後に）就職すぐ就けなくて、半年ぐらいアルバイトで
したね。（中略）そこの会社の人が「社員やらないか？」って言ってくれて、アルバイ
トから社員になったって感じですね。（F2・女性・25 歳・新潟県・小売業）
―自分よりも、前に生まれた人たちとか、あとに生まれた人たちっていうのは、それ
こそ頭抱えて就職見つからねえよ、どうしようみたいな人もいたんですけど。（B1・男
性・33 歳・福島県・会社員）
20 代から 30 代（B1 さん等）の上京から就職までの間は、「就職氷河期」と呼ばれてい
た期間とその多くが重なっているところも注目すべき点である。このように経済体制の変
調が、結果として地方での就労（地元に戻って働く）という要素に対しても多大な影響を
もたらしたことが上記の話からも推察できる。雇用（就労）という一つの側面によって、
従来から多く言われてきたような、東京と地方の格差の広がりなどがより顕在化してきた
時代状況ともいえ、これらが東京と地方との関係性の変化（都市部の優位性の高まり）や、
地元志向という選択肢の面においても、非常に大きな要因となっていることが考えられる。
本稿では、主にこれらの部分に着目して、就労構造等の変化による地元志向（U ターン）
の低下を地元志向が高まっていた氷河期以前（90 年代前半当時）の傾向とも比較しながら、
説明していく。

２．90 年代前半当時の地元志向とゆとり志向の関係性
１）当時の世論調査と報道（社説）などから
1991 年度「国民生活白書」（生活の豊かさ指標）によると、同年から始めて開始された
都道府県別の豊かさランキング（住居、就労、余暇時間の 3 項目から総合的に分析）では、
東京を含む大都市地域は、軒並み最下位グループとなっている2。なお、豊かさ日本一には
山梨県が選ばれ、都市と地方の間の優位性は、調査という一面に限れば当時は逆転してい
た。
これには、大都市圏グループが以前から抱えていた都市固有の生活問題が顕在化してき
たという背景がある。その一つには、戦後から始まった｢東京一極集中」と呼ばれる首都圏
地域への人口流入の莫大な増加や、それに伴う第一次郊外化（1965 年～1985 年）の波を起
因とする住宅事情の悪化（バブル期による地価の高騰）がこの要因としてあげられている。
その結果として、東京圏などの大都市圏内では、生活の質（ゆとり性）といった側面が
2
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著しく低下していった。また、これに呼応して豊かさの質や基準なども物質的なものから
精神的なものへと移り変わってきたという、当時の時代状況との関連性も指摘されている。
また賃金などの雇用面においては、東京圏の水準が非常に高いことは認識しているが、
長時間通勤等の精神的な負担を考慮した場合など、総合的に換算した実質的な賃金水準は、
地方のほうが東京圏よりも実際は高いのではないかという、一つの見解も述べられている。
これらを踏まえたうえで、既存の東京一極集中を改めて雇用を含む経済基盤（社会シス
テム）の整備や、拡充などを従来の｢大都市志向｣（都市優位）から脱却し、これからは「生
活優先」
（地方との共生）などに重点を置いていくように同白書はこのなかで提言している。
また、同白書に関連した当時の新聞報道（朝日新聞の社説）では、｢東京の不満、地方の
不安｣という表題で、以下のように指摘している。
企業は東京中心型の昇進システムを見直し、勤務地を限定した採用など、地方で働きた
い人々に職場を用意すること。個人は東京に出て出世するだけが幸せでないと、意識を
変えることだ。
（中略）東京一極集中の是正に、官民で総力をあげる好機ではないか3。
といったことに代表されるように、白書を一つの転換点にして首都圏への過度な人口流入
の抑制や地方の成長促進など、都市と地方の格差是正という新たな施策を講ずることによ
り、双方が共存できるような在り方を求めるような意見等も当時はいくつか出されていた。
また、1991 年度（国民生活白書の発行と同年）に毎日コミュニケーションズが就職活動
中（92 年卒業見込み）の地方出身の大学生を対象とした郵送調査（約 6700 人回答）では、
回答者の半数以上である 59％が、U ターン希望者という結果であった。また、U ターン理
由に関する回答のトップ 2 項目には、
「地元だから働きがいがある」
（37％）
「親元に近い」
（37％）が多数を占めて、これら以外には、
「のんびり暮らせる」
（15％）等が続いていた4。
その他に同じ 1991 年度に就職活動中の大分県出身者の大学生約 4000 人を対象に実施し
た、同県の「U ターン就職意向調査」によると、U ターン希望者が 74.0%と非常に高い数
値を記録した中で、
「就職先選定の条件」という複数回答では、
「仕事が自分に合っている」
といった選択項目を選んだ割合が 54.8%と最も多かったなどという当時の調査結果もある。
このように｢生活｣や、
「仕事」などの利便性に対する選択肢よりも、精神的な側面である
「ゆとり」などを優先したいといったような傾向（志向）が当時は非常に強かったことが、
この調査などからもうかがえるところである。
なお、本調査でも地元に対して精神的な｢ゆとり」などを求めていたり、またそれらに該
当することを述べているケースが非常に多かったので、以下に概括する。
―長年（自分が）住んでたっていうところなんで。
（生活を営んでいく）環境にもとも
と順応っていうか。
（中略）抵抗なく入れるっていうのはあると思いますし。あとは、楽
だと思いますよ。
（中略）生活のうち仕事が大部分を占めちゃうっていうふうになるのが、
すごい嫌なんです……。
（B1・男性・33 歳・福島県・会社員）

3
4
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―（東京は）人が中心。人が動いているところに自分がリアクションをとっていく。
岐阜はそうはいかないから。
（中略）稲刈りが終わって、蓮華畑になったとか、川が増水
してるとか、山の色が変わってるとか、そういうことを中心に一年が過ぎていく気がす
るね。
（中略）時間の経過を人で感じるか自然で感じるかだね。
（D3・男性・33 歳・岐阜
県・音楽関係）
―（東京と地元は）どっちもいいところがあると思うんで。
（中略）でも（東京に）ず
っといるのはつらいかな。
（中略）ゆっくりしたいなって思ったら向こう（地元）に帰り
たいなっていうのはあるんですけど。（A1・女性・23 歳・秋田県・販売業）
―離れてみてわかったっていうか。（中略）
（地元は）何かリフレッシュする場だった
かなぁ。気持ちをリセットするっていうか。
（B4・男性・33 歳・岩手県・飲食業）
―最初（18 歳当時）上京してくるときは地元が嫌い（という気持ちが強かった）。（中
略）（上京してから地元に）帰ったときにすごい温かい。（中略）
（地元が）すごい好き
になりましたね。18（歳）のときの地元に対する思いと、今 25（歳）ですけど、いまの
地元に対する思いはぜんぜん違います。（F2・女性・25 歳・新潟県・小売業）
―（やっぱり）自分の親とかがいるから、見てもらうには楽かもしれないっていう意
味（点）では戻りたいと（思うこともある）。
（A2・女性・24 歳・長崎県・主婦）
―（東京人とは）思わないですね。全然、東京人になりたいとも思わないし、なれて
るとも思わないし。（G6・女性・26 歳・埼玉県・接客業）
―自然が多いっすよね。
（中略）ちょうど、愛媛は四国なので、山と海があるんで。
（中
略）自然があるっちゃあるんで。（B2・男性・32 歳・愛媛県・飲食業）
このように地元に対する評価が上京後に変化してくるという点は当時と現在においても
あまり大きな差異はないと考えられる。これは地元と東京の双方に所属したことによって、
故郷である地元（地方）を客観的に捉え直していく（再考察する）過程などに関しては、
当時から見ても、意識的な面においてはあまり変化していないということに繋がってくる。
しかし、一方で前述の U ターン調査のように、
地元に対する期待水準などの面において、
雇用（働き方等）という要素が挙げられているところは、現代とは大きく異なる点である。
これらから、地元に対しての意識的な面よりもそこで生活を営んでいくといったような、
雇用条件の面において、当時と現代ではその内実に一定の変化が起きたことが考えられる。
２）地元企業との関係性（賃金・働き方）
地方出身者が、地元に戻る（U ターン）する上でネックとなるのが賃金体系の面である。
例として 08 年 10 月に改定された最低賃金は東京都・神奈川県 766 円（最高値）に対して、
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宮崎・鹿児島・沖縄県が 627 円（最低値）とその賃金幅は時給換算で 139 円なっている。
最賃は都市と地方における賃金格差の是正や、近年では働く貧困層（ワーキング・プア）
の拡大なども問題となったことから、08 年 7 月には最賃法の改正なども実施されているが、
依然として、都市と地方における賃金格差は大きいものとなっている。
本調査でも、地元での就労を阻んでいる要因として賃金水準（平均的な時給）の低さや、
それに関連して生活面（地方で暮らすこと）
などに関することはいくつか挙げられていた。
―アルバイト、フリーターをやろうと思っても、結局（地元での）時給が 600 円、700
円台が当たり前で。
（中略）生活できないじゃないですか。
（A1・女性・23 歳・秋田県・
販売業）
―（時給が）上がって 720 円くらいまでになったんですけど。それで周りから多いほ
うだって言われてました。高校生（のアルバイト）だと高くても 700 円くらいまでです。
（A3・男性・21 歳・新潟県・飲食業）
―（山口県では）800 円 900 円で高いですよ！ 親に（東京で）時給 1000 円のバイト
といったらなんの仕事だ？！って言われましたからね （中略）逆に山口だと、家賃も高
くないし、娯楽もないからそんなに出て行かないし（笑）（G5・女性・22 歳・山口県・
小売業）
―（地元の時給は）低いですね。工場が 800 円で、販売はいい方で 900 円でした。
（A5・
男性・34 歳・愛知県・小売業）
―コンビニで、お正月とかに入るとその期間だけ時給が 1000 円だったので（アルバイ
トは）短期でやっていました。
（A4・女性・32 歳・栃木県・サービス業）
―こっち（東京）で働いてて、（そのあとで）何年か経って、（地元に）戻る（U ター
ンする）っていうふうになると。
（やっぱり）
ものすごい妥協しなくちゃだめでしょうね。
今までもらってたお金（給料）が、たとえば変なはなし、何分の一とかになちゃったり
とかっていうふうになるんだったら、
（U ターンすることに）うーんっていうふうに思う
人は、やっぱり……（多い）。（B1・男性・33 歳・福島県・会社員）
このように地方の賃金水準は、インフォーマントの雇用形態（正規・非正規）との関連
性などもあることから一概に比較することは大変難しいが総じて厳しいことがうかがえる。
また、地方における賃金の実質的な低下をマイナスと捉えるというような傾向が強かった。
それでは、地元志向が強かった 90 年代前半当時から賃金格差という側面が強かったのか、
92 年に実施された調査を元にして、当時の U ターン希望者と地元企業（賃金体系・働き方）
の関係性などについて説明していく。
３）｢U ターン希望者の地元企業との適合状況｣調査から
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日本労働研究機構（現在の独立行政法人労働政策研究・研修機構）が 1992 年度に実施し
た「U ターン希望者と地元企業の適合状況」の調査（p24）によると、U ターン希望者であ
る 20 代のうち、現在の年収で「400 万円以上」が全体の 35.2％を占めていたのに対し、地
元企業の求人条件では、
（20 代に支給できる年収上限額）
「300 万～400 万円未満」が、全
体の 55.9％と大きくミスマッチが生じていた。
（希望者の 3 人に 1 人が条件以上であった）。
また、30 代においてはこの傾向はさらに顕著であり、現在の年収「600 万円以上」の割合
が 30.3%だったのに対して、企業の求人条件（上記と同条件）は「400 万～500 万円未満」
が全体の 49.2%を占めていた。賃金水準のミスマッチは年齢が上がる（年功序列の進展）
につれて、ほぼ比例する傾向にあった。このことから、都市と地方の賃金格差は 90 年代以
前からすでに顕在化していたといえる。しかし、バブル経済の末期という時代状況の中で
は、これらの賃金的な側面に対しては、あまり注目されていなかったということも考えら
れる。
その一方で、生活環境に対する項目（p103～106）では、生活の志向を「ゆとり・自然志
向型」
（地方志向型）と、
「生活利便性志向型」
（大都市志向型）という大きく 2 つの系統に
区分けし分析した場合の U ターン理由に関する比較などでは、「地元の会社では転勤がな
いから」
「今の会社では定年後を考えると不利だから」といったような雇用に関連する、複
数の項目などで、回答に一定の差が出たことに注目している。
このように雇用に起因した、問題と地元志向（U ターン）の間には、関係性があること
が考えられる。また、これらは、前述した当時の新聞報道が指摘した内容とも重なるとこ
ろがあるのも注目すべき点である。
なお、本調査でも前述の回答項目（雇用形態との関連）に非常に類似した内容が述べら
れている箇所があった。
―（U・J ターンした人は）多いですね。それは単純に就職の関係で大手とか就職する
と皆、転勤があるので。転勤とかの都合で戻っちゃうとか。（中略）就職の関係でやむ
を得ず離れたという人ばかりですね。（D2・男性・39 歳・福岡県・福祉団体職員）
これは 1985 年に施行された｢男女雇用機会均等法｣以後に多くの大企業で主流となった、
コース別採用制度（一般・総合職に区分）の不満が潜在的にあったことなどが考えられる。
このような雇用と地元志向の関係性に対して、同調査（U ターン希望者と地元企業の適
合状況）では、下記のように述べている。
U ターン調査者等に対するアンケート結果では、
「地方移住」へのインパクトが強調され
ているものが多く（中略）このインパクトのみで実際に U ターンに踏み切ることは、ほ
とんど稀でないか。
（中略）そこに何らかの「転職」理由が存在していると考えられる。
（中略）むしろ「転職」へのインパクトの方が、実際の U ターンに対する影響力が強い
のではないかとも考えられる。
（日本労働研究機構 1992: 106）
このように首都圏の大企業で主流になった採用方式や就労など、雇用に起因するものが、
生活の意識（ゆとり性）など他の要因と複合的に結びついた結果として、地元志向が高ま
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ったのではないかという首都圏での就労と生活環境を相対的に考察した見解を示している。
４）まとめ
このように 80 年代以降の都市の生活条件の悪化から生じてきたゆとり性の希求という、
従来の地元志向には、首都圏地域において潜在的に存在していた雇用に対する側面などが
含まれていた。これが相乗的に結びつき当時の地元志向の高まりに繋がったと考えられる。
しかし、この傾向はバブル経済という景気基調がその大きな要因として関係していたこ
とは否定できないところである。前述の通り、首都圏地域（都市部）への人口流入の加速
は、一時を除いてこれ以後さらに顕著になっている。さまざまな要因がバブル経済という
一つの時代背景を追い風にして再考察された結果、一時的に地元志向が強まっただけとも
いえる。
景気状況に左右される雇用情勢が、その先の地元志向にも多大な影響を与えていると捉
えることが重要である。

３．90 年代半ば以後の雇用の流動化と地元志向の低下
１）氷河期到来前後と地元志向の関係（90 年代半ば頃までの現状）
「就職氷河期」という、この言葉自体が流行語大賞に選ばれたのは 1994 年のことである。
しかし、91 年～95 年までの大都市圏への人口流入は 80 年代と比べて沈静化しつつあった。
（とりわけ首都圏地域では転出超過という状態であった）。一方で、国民生活白書が指摘し
た地元志向は衰えず、40 代の男性（働き盛り世代）を中心として U ターン率は高かった5。
一方で、これに呼応するように地方各地（U ターン先）の有効求人倍率（95 年当時）も、
新潟/1.07 長野/1.11 島根/1.04 香川/1 倍と高い伸びがあって、これらも追い風となっていた。
これらから、90 年代半ばまでは大都市圏からの U ターン者数は潜在的に多くいたと言える。
また、経済不況が地方の雇用から、地元志向の一連の問題までに波及していく時期には
一定のズレがあり、後述では主に 90 年代半ば以降に新たに生じた雇用の変化と問題点を、
いくつかの面に区切りながら説明していく。
２）製造業の落ち込みと地方の雇用減少
地方経済の中核を担ってきた製造業が、90 年代半ばから徐々に衰退していったことが、
地方における雇用情勢の悪化の一因にもなったことが考えられる。製造業の就業人口数は、
95 年の 1060 万人から、2000 年には、
90 万人台にまで大幅に減少しているのが現状である。
これら、製造業の就労数の減少は中部地域（愛知県・静岡県）や近畿地域（大阪府）など
の地方でとくに顕著であった（兵庫県では、91 年から 94 年の間に約 10 万人以上減少した）
。
この他に 96 年に実施された日銀の短観（短期経済観測調査）では、中小の製造業の多く
が業績が悪いと回答したという調査結果もあった（受注の大幅な減少などが考えられる）
。
地方の有効求人倍率（97 年当時）も新潟/0.55 長野/0.99 島根/0.79 香川/0.61 倍など、軒並
み 1 倍を下回るところが以後ほとんどである。製造業を含んだ地方経済を担う業種の不振
5
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は、結果として地方の雇用減少を招き、地方志向の低下に繋がったのではないかと考えら
れる。
３）就職氷河期の到来と当時の新卒採用の事情
90 年代半ばの景気低迷は地方や都市の垣根を超え多くの職種や雇用に波及していった。
一方で新卒採用（大卒や高卒者等）の場でもこの影響は及んでおり、当時規模に関係なく、
多くの企業が新規新卒者の削減を図っていた（新卒者の採用実施を見送る企業もあった）
。
これら採用枠の抑制は、団塊世代が大量退職を迎えたことにより企業が新卒採用を拡大し
た｢売り手市場｣と呼ばれる 05 年前後まで約 11 年間という非常に長期に渡って続いたとさ
れ、現在の 35 歳（1973 年生）から 25 歳（1983 年生）に当たる約 2000 万人の若年層が、
就職難に陥ったり新卒としての就職を諦めるなど、大きな影響を受けたと言われている。
また、半世紀以上前から続いている新卒採用を前提とした企業の慣習や制度も背景にあ
り、就職期につまづくと再挑戦が難しいという弊害も問題の要因として指摘されている。
これらが、｢氷河期世代｣などと呼ばれる若年層が就職活動の当時置かれていた状況である。
たとえば、大卒の就職率は 91 年の 81.3%をピークに下降を続け、2000 年には 55.8%にま
で低下している。当時は、たとえ大卒者であっても雇用情勢は厳しかったことが考えられ
る。
また、
女子学生の就職活動に関しては、男子学生と比べ更に深刻な状況であったことが、
前述した、
「均等法」の施行と「就職氷河期」という 2 つの状況の落差により決定的となり、
若年層を中心とした女性の就職難がさらに進展したという以下のような指摘もされている。
日本でも 1985 年に男女雇用機会均等法が施行し、女性が差別なく働く条件が整った。
（中略）日本ではタイミングが悪かった。女性の職場進出が本格化すると同時に新しい
経済が浸透し、若者の雇用の二極化が進みフリーターや派遣社員などが増えた。
（中略）
つまり、男女雇用機会均等法ができたと同時に女性の非正社員化がかえって進んだので
ある。
（山田 2007 年: 150）
これらに代表されるように、女子学生の就職環境は、混迷さを深めていったというのが
特徴であり、企業から門前払いを受けたり、性差を強調させる露骨で悪質ないやがらせも
大変に多くあったことが、当時の就職活動における実態や体験談として報告されている6。
また、新卒採用が叶わなかった女性などを中心に、
「派遣」といった正社員などではない
働き方が注目されたのもこの時期である。これは若年層に対する新たな受け皿の構築や、
キャリアの育成に繋がるとして期待された一方で、正社員への登用がさらに狭まってしま
うのではないかと言ったこの動きを懸念する意見も、登場した当初から述べられていた7。
このように社会施策の展開も、当時の雇用情勢では、結果的に見ると若年層の就職難を
促進させるといった逆進性に繋がったという側面があった。
また、｢就職氷河期｣に起因する一連の雇用問題などについては、本調査でも該当する方

6
7
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が、少数ではあるが言及している箇所があった。
―（就職氷河期は）社会の仕組みとして良くない部分もあるのかなって思うけどね。
（中略）会社自体の（雇用の）モラルというか、
（新しい）人が育っていかないと（企業
としては）しょうがないのかなって思うけどなぁ。（D5・男性・32 歳・鹿児島県・小学
校教諭）
―こっちの都合じゃなくて、結局他の人たちの都合で、たまたまそうなっただけ、だ
ったんで。
（中略）前の年（95 年）もなんか就職活動してて、いや今年はダメだった。
あっ、でもなんか来年（96 年）になったら、良くなんのかな。なんていうようなところ
はぜんぜん（なかった）。
（B1・男性・33 歳・福島県・会社員）
このように、職種などに関係なく｢就職氷河期｣といった時代背景が雇用に与えた影響は
大きかったことが、インタビューや、働き方の転換ということからも言える。
４）若年層フリーターと非正規雇用の増加
前述のように、学校を卒業しても職に就けないというなかで急速に拡大していったのが、
｢フリーター」と呼ばれる非正規雇用（パート、アルバイト、派遣等）で就労する若年層の
増加である。｢氷河期世代」に限った、非正社員率は 02 年の 20.5%から 06 年には 25.2%と、
増加傾向にあるのが現状である。しかし、賃金水準は｢年収 50 万円強～200 万円弱｣までと
低水準に抑えられており、正規との生涯賃金格差は約 2 億円にも上るといった試算もある。
従来のフリーター論は、｢夢追い型｣や｢モラトリアム型｣といった区分付けや、若者気質に
依拠した言説が多かったが、近年ではこの就職氷河期から脱することができないままに非
正規雇用を続けている「年長フリーター」（30 代半ば）の存在も社会問題になっている。
下記の図表は、2008 年度「厚生労働白書」による年齢別フリーター層の年次推移である。

（厚生労働省 2008 年 参照）
フリーターの実数に関しては、近年の景気回復に呼応し減少傾向に入りつつあるものの、
「氷河期世代」の入り口である、年長フリーターの数は依然として減っていないといった
特徴も上記から分かる点である。これには、非正規雇用の長期化や固定化を結果として企
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業が嫌気するという、以下のような負の連鎖の問題があげられている。
フリーター経験に関する企業の調査を見ると 3 割が「マイナスに評価する」としており、
「プラスに評価する」というのは、3.6%に留まっている。（中略）フリーター経験がキ
ャリアとしてプラスに評価されずに、フリーター状態のまま年齢を重ねると不安定就労
から抜け出すことが、より困難になることが考えられる。（厚生労働省 2008）
その一方で、下記の 2 つの図表は非正規雇用に占める年齢別割合の年次推移であるが、

（厚生労働省 2008 参照）
男女ともに、15 歳～24 歳の若年層の非正規雇用の割合が他の年齢と比べても 90 年代以降、
突出して伸びてきているという現状が見て取れる。特に男性はこの傾向が大変顕著であり、
15 歳～24 歳の伸び率とその割合に関しては、95 年から 2000 年の間に倍以上も延びている。
このように、若年層を中心とする不安定な雇用問題の顕在化が地元志向の急速な低下を
招くと同時に、非正規雇用の拡大にともなうフリーター層の増加などが首都圏地域への移
動を促進させるといった、賃金水準のミスマッチとも相対的に関係していると考えられる。
これは、地方の最賃が非常に低いために、非正規で生計を立てることが困難なことから、
学卒後も地元には戻らずに首都圏での生活を続けていくという地方出身の若年層の存在や、
地元で親と同居して、生活面を維持する以下のようなケース（男性・27 歳・北海道出身者・
派遣社員）からも言える。
調理の専門学校を 18 歳で卒業した。だが地元では圧倒的に求人が少なかった（地元の）
飲食店を回ってみたが、見つかるのは時給 600 円のアルバイトばかり。アルバイトで食
いつなぐフリーター生活を始めたのは、決して本人の希望からではなかった。
（中略）コ
ンビニなどでどんなに働いても、月収は 10 万円ほどだった。実家で親と一緒に暮らして
いる間はなんとかなったが、いつまでも頼るわけにはいかない（中略）人材サービス会
社の求人に応募し、静岡県のエアコン製造工場で働き始めたのは 20 歳のときだ。時給は
800 円台だったが、地元の北海道よりはるかに良かった。
（朝日新聞ロストジェネレーシ
ョン取材班編 2007: 18-9）
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その一方で、地元での就職率（95 年と 2000 年比較）は多くの都道府県が軒並み低下し
たなかで東京は微増したことから新規就労層の首都圏地域への転入が進んだと考えられる。
このように、現在の雇用状況（非正規雇用の拡大）と地方の雇用環境（低い賃金水準）
の大きな差異によって地元を離れ（流出する）ざるを得なくなってしまったというような
ケースなども多々あったことが考えられる。また非正規雇用の増加から、収入の指標は年
収から時給換算に変化していったことも、地元志向を低減させる要素に繋がっていった。
これらから、地方においては非正規労働者に着目とした地元定住に向けた支援の展開も、
今後はより重要になってくると考えられる。しかし、地方では非正規労働で生計を立てる
ということは賃金水準から見ても想定していないといえる。非正規雇用をどのようにして
地方を支える労働力として取り入れていくかに関しては、今後も大きな課題が残っている。
５）O（オー）・ターンの出現
若年層の非正規雇用の増加など雇用の流動化が進展するなかで、地元志向とその捉え方
も徐々に変化してきた。いわゆる O ターンの出現である8。ここでいう O ターンとは、U
ターンと上京や、首都圏地域での転職を繰り返すといったような動き全般のことをさして
いる。従来のように U ターン後は現地（地元）で生活軸を展開するというやり方などでな
く、U ターンに失敗したら何度でも｢再上京」することによって双方の間を境界なく横断し
たり、また転職を繰り返すといったことも含まれている。また、一つの会社に生涯勤める
ような「終身雇用制度」なども名実ともに崩壊した瞬間でもあった。転職や再就職の意味
付けは、現在よりも良い条件や、将来設計を計るためには欠かせない手段として認知され
るようになったのも、この時期を境にしてである。
また、1996 年度にリクルート・リサーチ社が 4 月に入社予定の新入社員を対象にした調
査では、｢定年まで｣いると答えた割合は 3 割にとどまった一方で、｢将来転職、独立したい｣
と考えている割合などは、17.8%と前年調査に比べて、増加したといった調査結果もある9。
この中で、従来の地元定住と首都圏在留に代表される｢帰るか｣｢残るか｣といったような
二項選択から、地元という答えは多くの選択肢のうちの一つになったということができる。
この変化は地方にも見られ、夫婦家族の増加（父母が上京後に独立した世代）によって
子どもを受け入れやすくなったという家族体制や「家」の変化、また交通網の整備による
帰郷の飛躍的な向上なども、O ターンを促進させる要因に寄与したと考えられる所である。
本調査でも、O ターン経験者（転職者含む）や前述の意見に近いことが述べられていた。
―部品を作る工場の事務と機械製図の仕事を（地元で）してました。（中略） むこう
（地元）は企業といっても、人が少なくて一人何役もしなくちゃいけないんですよ。事
務だけをやると思って入ったんですよ。
（中略）それが、すごいストレスになりました。
（中略）やっぱり田舎は女子はお茶くみとか昔の考えが、結構根強く残っていて、事務
の女の子たちに割り当てられていたし。
（中略）そういうのが田舎って嫌だなって感じる
きっかけにもなりました。
（中略）（地元で働いて）頑張ったぶんだけもらえてるのかな

8
9

『読売新聞』1995 年 6 月 2 日付朝刊．
『朝日新聞』1996 年 5 月 9 日付朝刊．
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って疑問が生じたときに、だったら、東京でアルバイトでも時給が 1000 円以上だってわ
かっていたので、自分が働いただけ帰ってくるっていうのがいいなと思って。（A1・女
性・23 歳・秋田県・販売業）
―東京に来たときは最初ちょっと、大学……行ったほうがいいのかなーって思って。
大学を受けながら（通いながら）
（中略）もう 1 個、マスコミ関係もおもしろそうかなと
思って。という思いがあって東京に来たんですけど（中略）まあ大学は受からずに。じ
ゃあそのままちょっと役者を目指そうと思って、21 歳くらいから 27 歳くらいまでは小
さな劇団とかやりながら、
（中略）飲食店をずっとやってたんですけど、役者は無理だな
と思って、27 歳でその夢をやめまして、
（中略）それで一旦、仙台に帰って。
（中略）飲
食店の経験を活かして、じゃあ飲食店でもやろうかなと思って、仙台に会社の社長さん
の知り合いとかがいて（中略）店長的な感じでやらせてはもらえたんですけど、こっち
（上京）きて、東京の経済の市場マーケットとか 1 度僕は知ってしまっているから、仙
台の経済のマーケットが、ものすごく小さく感じたんですよね。
（中略）何かこう自分の
思いとそのギャップの中で燻ぶりながら 3 年間「いやーもうちょっとこうやったほうが
良いんじゃないのかな」とかいろんな思いとかがあって、3 年間やった時にその今の会
社が「東京でやるから（事業拡げるから）ちょっとやってみない？」っていう友達の伝
手で紹介をしてもらって、もう 1 回どのくらい自分が東京でやっていけるか勝負しよう
と。というので今現在に至る。
（B5・男性・32 歳・宮城県・飲食業）
―就職は……したいけど、就職する場所を決めた瞬間、ここ(関東)にいなきゃいけな
くなるから。東京に就職しちゃえば、こっちにずっと住まなきゃいけないから。
（中略）
地元で就職しちゃうと、こっち出て来ることはもう 2 度とできないし。だから、まだち
ょっと定職に就くっていうのは考えてはいない。
（中略）場所が固定されるのがまだ嫌。
（E3・女性・22 歳・愛媛県・飲食業）
―（ただ）うちらの世代に限っては、その就職のとき良い状況があったんで。
（中略）
（だから）就職とか転職も、ほいほいできるような考え方でいるようなやつが多いとか。
（中略）
（だから）今でも結構（その）会社入ったはいいけど、3 年以内で辞めてくやつ
が多い。その離職率とか。あとは、他のことやるってふうに（して辞めることが）多い
っていわれてるやつの（たぶん）走りだと。うちらの世代が。（B1・男性・33 歳・福島
県・会社員）
このように 90 年代半ば以降の雇用情勢の変化が意識的な側面やその先の地元志向の関
係性にも、多大な影響をおよぼしたことがわかる。目標のために活躍する場を変えるとい
うことは、現在では一般化しつつある。また、地方に戻るという選択肢も従来と比べれば、
そのイメージは変化してきたといえる。

４．終わりに
90 年代前半から｢就職氷河期」と呼ばれた 90 年代半ば以降の 2 つの比較を行ってきたが、
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経済基調（バブル景気から不景気）の急速な変化によって地方を含む雇用分野に大きく波
及したこの結果が、地元志向の低下に繋がっているというこの根本的な構造を理解するこ
とが大変重要である。これはむしろ地元に対する思い（上京後の郷里に対する自己評価）
などが、当時も現在も大差が見られなかったというところからしても、この｢失われた 10
年｣と呼ばれる経済不況が地方経済や雇用に与えた影響は計り知れないと考えられる。本稿
では一部ではあるが、就職氷河期の余波による若年層フリーターの増加など重要な点は伝
えられたと思っている。この他にも労働者派遣法の 2 度に渡る改正（製造業派遣の全面解
禁）によって製造業の就労環境の急速な悪化や非正規雇用の拡大を招いてしまったことな
ど、90 年代後半以降も地方を巡る雇用情勢は厳しさを増すばかりである。
そして、現在も製造業派遣を中心とした｢派遣切り｣や｢雇い止め」が工場地帯が隣接する
地方都市で頻発しているという現状がある。とくに今年は｢09 年問題」といわれる派遣労
働者の契約期限を一斉にむかえることもあって、今年 3 月末までに約 85000 人近い人々が
職を失うという試算も出てきている。若年層の就労環境の悪化は、人口流出と地元志向の
更なる低下を招くことに直結するという認識をもつ必要がある。また政府だけでなく地方
なども、非正規を対象とした、雇用支援（U ターン先の斡旋事業）の展開や雇用だけによ
らない、更なる魅力水準の引き上げ策なども考える時期にきている。少子高齢化の進展と
労働力人口が急速に減少する地方では、既存の新卒者の受け入れだけでは雇用を支えてい
くのは不十分であり、
｢氷河期世代」
の中途採用枠の拡大も今後は検討していく必要がある。
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都道府県別仕事に対する意識調査
―環境と印象から分析―

佐藤

亮一

１．はじめに
このテーマを選んだ理由は、人間の意欲や動機は環境や経験から起こると私は考え、仕
事を選んだ理由や、職にたいする考え方、住んでいた場所の雇用状況、親戚や家族、知り
合いとの関係、そしてそれだけでなく、地元環境、東京のイメージから分析もできるので
はないかと考えまとめた。

２．仕事を選んだ理由
派遣など就業形態はさまざまだが、福岡や大阪など主要都市が付近にある地域とその他
では選択肢に差があることに気づきまとめてみた。
（山口県）
―地元はスキなんですけど、地元だと（劇団活動が）できないので何にもない。
（G2・
女性・22 歳・山口県・販売アルバイト）
（石川県）
―今は大学卒業して働き始めて、でも東京にずっといたいとも思わないし、だけど石
川に戻りたくないっていうか。（C2・女性・24 歳・石川県・編集）
（宮城県）
―今はそういう風潮はないですけど長男は地元で親と家に残るっていうのがあるじゃ
ないですか？ それで、まあ高校卒業して 1 年働いたときに、その先の人生のビジョンが
こう 1 年で働いて見えてしまったというか「あ、俺このまま歳とって結婚して……」っ
ていうのが何か見えて何かその人生つまんないなーって思って、それである程度仕事を
して、その気持ちを抑えて 30（歳）くらいで東京に行きたいなって思うのと 20 歳で行
くのでは重さが違うかなって思って、行くんだったら今行って何かやってダメだったら
戻ってくればいいかな。（B5・男性・32 歳・宮城県・飲食）
（秋田県）
―機械の中には必ず部品があって、そういう部品を作る工場の事務と機械製図の仕事
をしてました。むこうは企業といっても、人が少なくて一人何役もしなくちゃいけない
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んですよ。伝票も自分で作るけど、部品の製図もやらなくちゃいけなくて、午前中は伝
票の注文書とかを自分で作って、午後は機械の部品の製図みたいな感じでした。最初は
いる前はこういうことをやることは知らなくて、事務だけをやると思って入ったんです。
それがすごいストレスになりました。やっぱり田舎は女子はお茶くみとか昔の考えが、
結構根強く残っていて、事務の女の子たちに割り当てられていたし、皿洗い当番とかも
決められていたので、そういうのもすごい嫌でしたし。そういうのが田舎って嫌だなっ
て感じるきっかけにもなりました。（A1・女性・23 歳・秋田県・販売フリーター）
G5 さんは東京で販売のアルバイトで働いている。彼女の意見は東京で働く理由が劇団や
レッスンをする学校、そしてエンターテイメントを扱う業種が東京に集中しているという
理由から起因する。夢を追いながらアルバイトで生計を立てている人は音楽、演劇を志す
人がいた。アルバイトの種類は飲食、販売が多く見られた。アルバイトのメリットとして
は時間の融通が利くという意見が多数あった。
C5 さんには石川県は知り合いがたくさんいるから好きじゃない。人数が少なくて凄く閉
鎖的であるという環境が上京への意欲のひとつとしている。
しかし、地域内容について話を聞くと地元の同級生などは地元の工場、公務員というよ
うに東京に比べ必死に就職活動をしなくても職に就けるという話がでた。つまり東京に比
べたら選択肢は少ないかもしれないが「就業のあて」が東京よりもはるかに多いのである。
これは地方特有のコミュニティの狭さがメリットとして作用している。
このように地元にネガティブなイメージを持っている人はなぜか東京の具体的な情報を
もっていないにもかかわらず地元よりはいいだろうという考えから東京で就職活動をして
いた。自分に身近すぎた環境は決まった将来が見えてしまうということをデメリットのよ
うに話す人もいた。職に対する意欲は、決められた将来の雇用よりも将来がある程度ぼや
けているほうに期待をするようだ。将来がある程度予想できる環境を望まないという考え
地方特有の男女の役割が決められているという地方文化も地方よりも東京で働きたいとい
う考え方に結びついていることがわかった。しかしこのときも東京に具体的な情報があっ
たわけでない。
C2 さんは、東京が好きだというわけではなく、地元と東京に比べた場合東京で仕事を選
ぶというニュアンスである。このときの言葉から地方から東京に来るのは憧れや挑戦だけ
が状況意欲につながっているわけではないことがわかる。
B5 さんと A1 さんはどちらも地元の雇用状況がわかっていることが好ましくないように
話している。自分のやりたいこととは違うしきたりやルールの中での生活は、東京へのあ
こがれにつながるようだ。

３．決められた将来ではなく上京を選択した要因
具体的な目標がないにもかかわらず、東京で働いている人は東京で働いたという選択に
後悔をしている人がいなかったのが印象的だった。
なぜ東京の情報が少ないにも関わらず東京に期待を抱くのか、なぜ東京の情報が少ない
にも関わらず東京に期待を抱くのか、仕事の動機と東京のイメージから分析した。
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（長崎県）
―（結婚前、状況前の治安のイメージは）やっぱりニュースの数見るとね。東京はね
（事件が）あちこちで起こってるのは人が居る分そんだけ事件が起きるんだろうかな、
っていうイメージは、割合ってことなのかな。でもやっぱり危険は危険、怖いなってい
う。だから一人暮らしするときも必ず（部屋の条件を）2 階以上にしてたりとか。
（A2・
女性・24 歳・長崎県・主婦）
（秋田県）
―［では、上京する前は期待と不安はどちらが大きかったですか？］
期待ですね。
［期待ですか。不安っていうのはまったくなかったですか？］
ないですね。（A1・女性・23 歳・秋田県・販売フリーター）
（岩手県）
―やっぱり、華やかな場所っていう。テレビでしか見たことがない。テレビで見たも
のがそのまま。まあ、イメージというか､そういうものなんだっていう。それでまあ上京
したかなぁ。
［修学旅行とかでは､こっちの方には来なかったんですか？］
修学旅行では、中学が東京だったんだけど、サンシャイン行ったり､東京ドーム行って
野球観戦したり、あとはディズニーランド行ったり。高校は､京都・奈良だったんだけど。
人の集まるとこしか来てない。修学旅行って。（B4・男性・33 歳・岩手県・飲食）
（宮城県）
―とりあえずバイトしないと生活ができないから、平日はバイトして（C4・女性・25
歳・宮城県・アルバイト・音楽系事務所所属）
（愛知県）
―（上京は）高校を卒業してすぐ、15 年前です。
［では 2 つ目、なぜ東京に来ようと思ったのでしょうか。また、いつから東京に来よう
と考え始めましたか］
高校のときに役者を目指したいと思い、20 歳のときに状況しました。（A5・男性・34
歳・愛知県・芸能事務所所属〔並行してアルバイト〕）
（山口県）
―大学へ行こうと思ってきたわけでなく、芝居をやりたいからこっちへ来たって感じ
ですね！大学は東京へ出るための手段だったというか、大学へ行くことが目的ではなか
ったから。
［東京の魅力ってありますか？

いいところとかでも結構です］

んー、東京の良いところかぁ、ないというか、東京っていいなーと思ったことがない
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かな。まぁしいて言うなら、仕事がいっぱいあることかなぁ。（G5・女性・22 歳・山口
県・販売）
東京へのイメージを具体的に決めるイメージを決定づけるものは A2 さん、B４さんとも
に、テレビでの印象が強いようだ。実際私が修学旅行で行った沖縄でもフジテレビが移っ
ており、朝フジテレビで見たレインボーブリッジの映像が心に残っている。いま身近にな
いものが移っていたのが非常に不思議な感覚だったからだ。
さらに B4 さんのように旅行などで東京にくると、繁華街にいくようである。このとき
の街の印象も東京のイメージを確定する原因になっていたと予想される。
上京時期は、G5 さんのように大学進学で上京をしたが役者を目指すために学校を辞め集
中する人が多い。芸能活動を目指している人の特徴は学校生活を卒業／退学をしてから集
中して活動しているという点です。愛知県名古屋市出身 A5 さんのように高校を卒業して
すぐという具体的な意見もあった。

４．上京後の生活を確実にするために専門的職業を身につける
専門的な職業スキルを身につけるために東京に来たインフォーマントもいた。今回の調
査では飲食のなかでも調理師、美容師や、ホテル業と言った専門学校に通っていた方たち
の話を聞けた。専門学校に通うメリットとして専門学校を卒業すれば雇用が地元と東京で
働けるという選択肢があるので上京の際専門学校を選ぶ人が多いようだ。
（鹿児島県）
―高校卒業して、春、専門学校に 4 月に入学して。
［今住んでいるところに、もともと上京されてきたんですか？］
専門学校を選ぶときに、働きながら、あっ、学校に行きながら、あっ、働きながら学
校に行けるっていうそういう制度が、専門学校の制度があって、で、ホテルの寮に住ん
でて、それで、で、学校も行くし、仕事も行くし。
［学校行ったあとに、学校終わったらそのまま。]
終わったら。
（中略）それで、そのまま就職もできるっていうそういう制度が専門学校
にあって。
（中略）
［専門学校って、やっぱ、結構地方から来てる方も一杯いたんですか？］
もう、全員地方、あっ、ってぐらい。で、その就職、就職？最初のそのホテルで働い
たときも、みんな、ほとんど、地方から、集まった人達ばっかりで。
［関東圏はあんまりいなかったんですか］
ほとんどいない。（E5・女性・23 歳・鹿児島県・広告営業）
（沖縄県）
―［もし沖縄に帰ってたら美容師で働こうと思ってたんですか］
働こうと思ってました。
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［沖縄の美容師の需要ってのは高いんですか］
東京よりはぜんぜん少ないです。
［でもぜんぜん就職先がないというわけではない］
美容系じたいはぜんぜん多いんですよ。
［給料に違いはあるんですか］
東京のほうが若干高いです。（G2・男性・20 歳・沖縄県・美容師）
（新潟県）
―［地元に戻りますか。］
はい。いつかは戻るつもりです。
［それはいつ頃ですか。］
いつごろというのはないですね。そのときが来たら戻るっていう感じです。
［将来の目標はありますか。］
自分のお店を持つこともそうですけれど……（中略）。
［将来、どこでどのように暮らしたいですか。］
地元で住むっていうのも一つの選択肢ですね。（E1・男性・31 歳・新潟県・イタリア
ンレストラン）
E5 さんのように現在飲食の仕事をしているが、専門学校を卒業当時は自分が習得した職
業に就く、就業後、価値観が変わり転職するということがわかった。G2 さんのように専門
学校に通っていた人は専門学校に入学した地点では自分の将来のことに関しては専門職で
生活しようと考えている。
G2 さんと E1 さんはいずれは地元に帰りたいと話している。専門職を学んでる人の利点
は地元に戻っても東京都同じ職種で働けるという利点のようだ。

５．アルバイトで見る都道府県
アルバイトの多くは地元でもできる飲食や販売が多い。しかし、職種にこだわるという
よりも、自分が東京で活動するためにアルバイトをしているというメリットを重点におい
ている。つまり、活動ができる程度の賃金ならある程度現状で満足している。
アルバイトの賃金は生活を物資的に豊かにする手段というよりも、交友関係や夢を追う
ことを維持し続けるための賃金であり、夢を追う人にとって中流以上の年収などはそれほ
ど必要でないようである。
地方と東京の賃金の差は以下の通りである。
（秋田県）
―［バイトの賃金は凄い違いますね。］
うん、1000 円はないね、高校生では。あまり洋服とか必要とされないから。（A1・女
性・23 歳・秋田県・販売）
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（石川県）
―アルバイト、フリーターをやろうと思っても、結局時給が 600 円、700 円台が当た
り前で（略）働いたとしても高校生の基本時給が 650 円とか。（C2・女性・24 歳・石川
県・編集）
（山口県）
―山口県普通で 600 円 700 円くらいですね。
［では、（山口でアルバイトがあるなら）いくらぐらいからだと高いと感じますか？］
えっ？！ 800 円 900 円で高いですよ！ 親に時給 1000 円のバイトといったらなんの仕事
だ？！って言われましたからね！（G5・女性・22 歳・山口県・販売アルバイト）
（宮城県）
―むこう（宮城県）は安いですね。700 円台とか。（C4・女性・25 歳・宮城県・アル
バイト・音楽系事務所所属）
（栃木県）
―［アルバイトでの満足点、不満足点はありますか？］
バイト先での満足点は、時間の融通がつきやすい点ですね。芸能の仕事を優先できる
ので良いです。不満足な点は、給料が安いところですかね。あとは、夜の仕事なので、
芸能の仕事が入った場合 2 日休みを取らなければいけないことですね。（A4・女性・32
歳・栃木県・アルバイト・芸能事務所所属）
このように、地方と東京でアルバイトの時給について差がかなり開きがあるようだ。し
かし、アルバイトの賃金の高さを理由に東京に上京をしている人はいなかった。東京と比
べると時給が低いかもしれないがこれは時給と物価の関係がバランスが取れていてるので、
生活が逼迫することにはならないのである。
上記の情報から地方のアルバイトでは 1000 円以上のアルバイトというのは非常に少な
い印象である。

６．転勤による東京勤務
滋賀県出身で、大阪に進学後大阪で就職し、東京に転勤し上京した C5 さんのインタビ
ューを元に分析をした。彼は東京という憧れよりも友人や環境から手にいれた情報をもと
に付近の都市にて就職活動をしている。
（滋賀県）
―［大阪で就活して、板橋に来たってことですね。］
もともとうちの会社は愛知に本社があって、で、俺も就職したときは大阪に配属かな
とか思ったんだけど、まぁそういう事業部に行って欲しいっていうのがあったから。大
阪と名古屋はそこまで需要がないから、東京が一番需要がある。他のいろんな会社って
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いうのは東京に集まって来てるから、で、新人で決まって東京に来たって感じかな。
［今は東京で挑戦してみたい感じですか？］
やっぱり、東京の方が市場がでかいからさ、滋賀にいたところで大変だよ。
［（滋賀の）皆さんはどうしてるんですか？就職は。］
滋賀の人は結構滋賀で就職する人が多いよ、めちゃめちゃ。うん、地元が多いね。
［どうゆう会社がありますか？］
滋賀の会社？銀行系。あとは、工場だよ。
［機械系ですか？］
機械系。エアバックの会社とか。工場多いからさ、結構。あとは、滋賀が本社の平和
堂っていうスーパー。滋賀の全町、全駅に１つはある。めちゃめちゃでかいの。規模が
でかい。滋賀にあるコンビニよりも規模がでかい。（C5・男性・24 歳・滋賀県・印刷関
係）
C5 さんのように市場が大きいという印象はあるものの大阪で正社員として働いて、安定
した収入源があり、そこから転勤という形で東京にくるのは親戚や知り合いという繋がり
ではないが、今までと同等の収入源という明確なイメージを東京に抱くことができる。
さらに、市場が大きい東京で挑戦するという上京意欲につながっている。
やはり第 2 節で述べたように地方によって地元の就職先は限られているが、はっきりと思
い浮かぶ環境で生活していることも上京意欲につながる条件の一つのようだ。
そしてそれが C5 さんのように大阪が東京よりの近いということが滋賀→大阪→東京と
いう上京パターンを生んだと考えられる。

７．地元と実際の東京での雇用環境
東京での就職状況などから上京後の考え方に変化があったか、地元の状況と東京に来た
際のイメージから分析する。この分析によって人が東京に何を求めているかを探る。
（岐阜県）
―働き口がなかった。実は四六時中音楽やってたいけど、そうはいかないからバイト
しなきゃってのはありました。（D3・男性・33 歳・岐阜県・音楽事務所所属）
（新潟県）
―こっちの出てくるときに夜間の専門学校に行っていて、料理関係の、和食の勉強を。
（E1・男性・31 歳・新潟県・飲食）
（栃木県）
―将来的には地元で暮らしたいかなとは思っているけど、田舎だと仕事があんまない
っていうのがあって、IT 系だと東京に集中しちゃっているから。地元の友達とかの話を
聞くと日曜しか休みがなかったりとか。住宅の販売とかをやってる子なんだけど大変さ
も聞くからあんまり帰りたくはないかな。
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［U ターンとか、将来的には戻るかもという話をご家族に話されたりしました？］
まったくないですね。（C1・23 歳・男性・栃木県・IT）
（愛知県）
―［現在のお仕事は、いつ頃から？］
2005 年の春ですね。
［2005 年の春。それは大学を卒業して？］
大学を卒業して。（G4・男性・25 歳・愛知県・印刷）
（愛媛県）
―東京の魅力……何でも買える、お金さえあれば（笑）。あと友達と飲んだときにオー
ルができる。朝までお店が開いてる。（E3・男性・31 歳・愛媛県・喫茶店）
（岩手県）
―［今、東京にいらっしゃるじゃないですか？

今感じる東京の魅力について教えて

ください。］
そうですね、なにかを勉強したいと思ったときに凄くやりやすい。情報が手に入りや
すかったり、自分のそのキャリアアップというか、そのための勉強がしやすい、ってい
うところがやっぱり最大の魅力なんじゃないかなって思ってます。
［やっぱり地元とは違いますか？］
そうですね、やっぱり私、今、社会福祉士会っていうのに入ってるんですけども、そ
の研修とか勉強会っていうのはほとんど中央で行われているんで、みんながバッて集ま
るのは東京とかでやるときで、地元にいたらわざわざ休みをとって交通費をかけて来な
いといけないですけど、ここにいるとまぁ、休みの日にちょっと行こうかなとか、仕事
終わったら行こうかなってことができるので、そういう面ではやはり、東京のほうが良
いかなって思っています。（E2・男性・24 歳・岩手県・福祉関係）
（沖縄県）
―［専門学校は東京のどこですか］
はい、東京の代々木です。
［そのときはどこで暮らしていたんですか］
そのときは埼玉です。
［専門学校をでて、すぐ就職した？］
そーです。
［今住んでる大森に決めた理由は］
就職先が近いからです
［就職先はあえてこの場所を選んだんですか］
そうですね、沖縄でもできるってことだったので帰りやすいかなと思って。（G2・男
性・20 歳・沖縄・美容師）
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D3 さんのインタビューを見ると上京当時の東京での就職状況は楽というわけではなか
った。D3 さんは現在音楽関係の仕事に就いているが、実際、東京に来てすぐに自分の満足
できる仕事に就くことは難しいようである。G2、G4 さんたちは共に学校を卒業し就職し
ていることから東京で就職する方法では、急に東京に来るよりも、専門学校や大学を卒業
してからの方が就職がしやすいことがわかる。
E3 さんの意見から東京と地方の雇用状況の差は本社が東京に集中している点、人が多い
のでそれに伴い飲食業が多く深夜まで開店しているのでアルバイトの雇用が多いというこ
とが伺える。C1 さんの会話から伺えることは IT 企業のような職種が東京に比べ地元には
少ない場合もあり、地元にあるか、ないかによって仕事に就いた時の満足度が異なるよう
だ。

８．都道府県ごとの具体的な地元のイメージ
地元のイメージがどのように仕事への意欲にかかわっているか分析する。将来、地元／
東京で暮らしたいか、さらに地元への良いイメージ／悪いイメージを考察する。この分析
によって土地のイメージと将来的に暮らしたい場所がどのように関係しているか解明する。
（沖縄県）
―地元は沖縄で、自然が奇麗でゆったりしてます。
［将来沖縄に戻ろうと思いますか］
戻ります
［なんで沖縄に戻られようと考えてるんですか］
地元のほうが住みやすいし親しい友達もいるんで。
［上京する前は期待と不安のどちらが大きかったですか？理由も一緒にお願いします］
どちらかといえば不安の方が大きかったかな。やっぱり大学に進むときに高校から同
じ大学に行く人がいなかったから、友達ができるかなとか。バイトもしなきゃいけない
と思ってたから、全体的に不安ばっかだったかな。
（G2・男性・20 歳・沖縄県・美容師）
（愛知県）
― [地元と東京の一番の違いはどこですか？]
物価が高いですね。
[上京したばかりの頃に 1 番苦労したことは何ですか？]
食事ですね。どれだけ節約できるかがきつかったですね。
［東京を知ったあとの地元はどのように感じられましたか？］
より良く感じられますね。
［地元と東京ではどちらが好きですか？］
地元ですね。（A5・男性・34 歳・愛知県・アルバイト・芸能事務所所属）
（鹿児島県）
―［東京に来て、東京を知って、今地元はどういう風に感じますか？］
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地元は何もないな（笑）。
[地元と東京どっちが好きですか？]
やっぱり地元が好きですけど、でも鹿児島帰ろうかなって思ったときに、東京はやっ
ぱ東京にしかないものがいっぱいあるし、こっちでいろいろ友達もできたし東京も好き
です。（E5・女性・25 歳・鹿児島県・飲食）
（福島県）
―［東京に上京してからなんか地元に帰ったときの感覚っていうか、帰ったときどの
ように感じられましたか？］
ずっと田舎にいるよりは、東京で刺激を受けてどんどんいろんなことをして田舎で休
むって言う方がいいのかなって思う。なぜかっていうと、田舎の人はなにごとにもあせ
らないんですよ。だからもう少し危機感を持っていろいろなことを考えていったほうが
いいのかもって思いました、こっちに来て。向上心がある人が東京には多いと思うので。
たまに疲れたときにちょっと戻ってのんびりするのがいいかなって。
［次にですね。地元と東京どっちが好きですか？ 現在。］
やっぱり地元が好き。
［（地元が好きな）1 番の理由はなんですか？］
1 番の理由は、わたし（出身が）会津若松なので観光地じゃないですか。そうすると
今まではずっと住んでいたのでなんにも感じなかったんですけど、東京に来ると皆さん
旅行で行った修学旅行で行ったとかいろいろ聞くんですよ。そうすると会津って言った
だけで皆さんがわかってくれるので、それだけでわたしはここに生まれたってよかった
のかなって思って。地元は、こっちに来てから好きになった。（F1・女性・23 歳・福島
県・証券）
（岩手県）
―［では、上京してみて、自分の地元のご自身の評価はどうですか？］
周りの人から聞かれれば普通にいいとこだよってはいうけど､じゃあ何が？って言わ
れると出ない……。
［住み慣れてるからそうなんですかね？］
やっぱりその土地で育った人間にしかわかんないことってあるじゃないですか。新た
にリフレッシュできる場だったり。そこで暮らしてもないとわからないっていうのはあ
ると思うんですね。何がいいって言われるとね､じゃあ岩手何がある？って言われてぶっ
ちゃけ何もない。住めば都っていうことですかね。
［地元と関東では、どちらが好きですか？

その理由も教えてください。］

好きなのは、地元ですね。どっちが好きかっていうと。時間がゆっくり流れてるんで。
あのゆっくりさが好きなんですよね。生まれ育ったとこで体がそういう基準がそうなっ
ちゃうというか。こっちだともう時間に追われてるじゃないですか。それに体が慣れな
いんですよね。
［では、地元と東京の一番の違いは何ですか。］
うーん、一番の違いはやっぱり慣れた場所かどうかってとこかなぁ……。実際にこう
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いうとこに来てもどこに何があるかわからない。（B4・男性・33 歳・岩手県・飲食）
（長野県）
―［地元と東京はどっちが好きですか？］
こっちです。まぁ地元ももちろん落ち着くとかあるんだけど、やっぱりこっちにいる
と不自由がない。不自由がないんで、やっぱ就職ってなったときも、東京の会社ってい
うふうに決めてたし、それが神奈川でも千葉でもダメでやっぱ東京じゃないと……なん
でそっから考えるとやっぱり東京が 1 番好きっていうのがあります。
［地元の良いところはありますか？］
やっぱり時間がゆっくりなんで、まぁバリバリ仕事するっていうのがないとき、つま
り夏とか長期休暇はやっぱり帰りたいなと思うし、ゆっくり休みたい。ストレスを感じ
ないので、そこが 1 番魅力だね。（B6・男性・24 歳・長野県・広告代理店勤務）
G2 さん、A5 さん、E5 さんのように地元に帰りたいと意見が多数あることから「地元に
関して嫌悪感があるため戻りたくないので東京にいる。」という考えではないことがわかっ
た。地元にもどるという選択は、岩手出身の B4 さんの意見から、地元にレジャー施設や
娯楽が東京に比べ少ないことが理由であることがわかる。
しかし娯楽施設が少ないことをポジティブにとらえているところから、私は地方とは安
らぎの場所、寝室や自分の個室という例えが言葉として合うのではないかと考えた。その
安らぎが合う合わない人それぞれだが、その場にないものを補充または確保しに東京に来
る。この場合物欲を満たすということだけでなく満足感や挑戦という意欲を得るためであ
る。土地のイメージは F1 さんの地元のイメージの質問で東京に来てから好きになったと
いう言葉と E5 さん、B4 さんの地元には何もない。という言葉は非常に興味深い。地元に
何もないという環境は住んでいるときは好意的に思わないことが多いのは、第 2 節の仕事
を選んだ理由のまとめからもわかる。少なくとも上京以前は地元に何もないことをマイナ
スとらえ、上京後何もないことをプラスに考える変化が全員ではないが起こることがわか
った。
このことから F1、B4、B6 さんたちが仕事は東京、休むときは地元というニュアンスで
質問に回答しているのはまさにこの考察の結論である。仕事／私生活のどれを目的のメイ
ンに置くかによって将来地元／東京に住むかがわかれる。

９．まとめ
都道府県によって仕事に対する意欲は、差があまりないことが今回に調査の結果である。
しかし、都道府県よりも、町の環境によっては充分に傾向がはっきりとしていた。
それは町に娯楽施設や繁華街がない／ある程度就職や将来の展望が予想できる環境の場
合、人は東京に現在の状況を変えてくれるだろう憧れや希望を抱き上京をするということ
だ。決断をして状況をしてきたため、今回のインフォーマントは現在の仕事に納得をして
働いていることがわかった。不満点はシフトや勤務時間が多かった。夢を追いながら仕事
をしたり、地元ではない仕事につけたり彼らは常に地元での生活と比べながら仕事をして
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いる。現状を別の場所と比べることで現在おかれている環境が良い／悪いを把握すること
は東京で暮らし、東京で働く人にはできないことである。そのため、東京出身の人に比べ
地方出身の人のほうが、客観的に分析しながら仕事に就いていることが調査でわかった。
6.からも、大阪のように東京に近い都市部に近いと、勤務希望地が東京ではなく付近の
都市部になることがあることがわかった。そのため都市部、つまり札幌、博多、広島、大
阪、仙台 etc といった都市部が付近にない都道府県は東京に勤務意欲が集中するという説
を立てることができる。さらに地元には勤務する職種が限られていることも挙げられる。
人によって仕事に満足するかは職種や価値観によって違うので一概には言えないが、東京
で働いているという現実が上京者にとって満足度の一つになっていることは多い。もちろ
んその満足度の大きさも人それぞれである。東京で働いていることがマイナスになってい
る／なっていないかは安らげる時間が持てるか持てないかで決まる。
そして、8.のまとめから、上京した人がすべて一生東京で働くということにつながらな
い理由として、目標を持って働くという意欲を満たしたあとの生活は地元に戻りたいとい
う考えにつながる。金銭面／娯楽といった物理的なものに価値観を持った人間は東京に残
りたいと感じ、夢やあこがれから上京したような精神的理由から上京した人は質問に対し
て「戻りたい」という回答をしていることから、東京での暮らしをある程度経験したあと
は地元の環境を客観的に分析し好意的にみるようになる。
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地方出身者の仕事に対する職業選択の背景と意識
―雇用形態、社会関係から探る―

竹内

基洋

１．職業選択の過程
１）職業選択の過程、理由
私の今回の調査目的である、地方出身者の仕事に対する職業選択の背景と意識を分析す
るにあたり、まずは地方出身者の方々がどのような過程を経て現在の職業に就くことにな
ったのかを調べた。
ここでは、職業選択の過程を読むために、21 人のインフォーマントを抜粋してみた。
まず職業選択の過程を読み、その選択に至った理由を大きく分けてみると次のものに大
分されていた。
・生活をするための財源として
―紹介者とはまた違うお店、同じ会社なんだけど、違う店舗でやってて、それでちょ
っと、ひとりまだおばあちゃんちにいんだけど、もうそろそろ、独立して一人暮らしを
したいなと思って。でこの近辺で探してたときに、ま、そこでバイトは辞めてきちゃっ
たんだけど、こっちの近くにもあるって聞いて、店長さんの紹介でよかったら続けたら
ってことで、移動してきたの。（A2・女性・24 歳・長崎県・専業主婦）
―親戚が昔、烏山のほうでスナックをやってて、え～、それの手伝いで本当は東京に
でてきたんですね。で、そのまま人が集まってる新宿とかやってたりとか。
（B2・男性・
32 歳・愛知県・飲食業）
―（地方には）仕事がない。幅が狭い。業種がね。葬儀屋とか保険屋とかになっちゃ
うし、東京の方が選択肢が広くてお金も稼げるから。（B3・男性・24 歳・香川県・会社
員）
―21 歳くらいから 27 歳くらいまでは小さな劇団とかやりながら、まあそれじゃ食べ
られない（生活できない）ので飲食店をずっとやってたんですけど、役者は無理だなと
思って 27 歳でその夢をやめまして、それで役者をやらないのだったら東京にいても意
味がないと。それで一旦、仙台に帰って。それで、傍らでやっていた飲食店の経験を活
かして、じゃあ飲食店でもやろうかなと思って、仙台に会社の社長さんの知り合いとか
がいて「うちのお店でやってみない？」って店長的な感じでやらせてはもらえたんです
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けど、こっち（東京）来て東京の経済の市場マーケットとか 1 度僕は知ってしまってい
るから、仙台の経済のマーケットがものすごく小さく感じたんですよね。これがもし東
京だったらもっとこう上手くいくはずだっていう、でもそれが仙台だから上手くいかな
いっていう、何かこう自分の思いとそのギャップの中で燻ぶりながら 3 年間「いやーも
うちょっとこうやったほうが良いんじゃないのかな」とかいろんな思いとかがあって、
3 年間やったときにその今の会社が「東京でやるから（事業拡げるから）ちょっとやっ
てみない？」っていう友達の伝手で紹介をしてもらって、もう 1 回どのくらい自分が東
京でやっていけるか勝負しようと。（B5・男性・32 歳・宮城県・飲食業）
―営業とか就活するときにあんまそういうの好きじゃないから、システム系とかにし
たんだけどね。（C1・男性・23 歳・栃木県・IT 企業勤務）
―大卒で 22 のときに就職して、配属が東京だったから。
（C5・男性・24 歳・滋賀県・
印刷関係）
―ちょうどうちらのとき不況にバブルが弾けたあとだったから、採用の雇用人数が少
なかったっていうのがあって、鹿児島県も受けたし、埼玉県も受けたんだけれども、鹿
児のほうがより人数が少なくて、埼玉のほうが募集枠が広かったのね、両方受けて、ま
あ、埼玉のほうが受かったっていう……。（中略）大学でこちらに来たからっていうの
がある。だから、大学があって、埼玉だから埼玉と、あとは地元の鹿児島と、まあ、い
ちおう両方受けた。（D5・男性・32 歳・鹿児島県・小学校教諭）
―フリーのディレクターやって、3 社くらいと付き合って。ティッシュ配りとか、内
輪配りとか。あれイベントでサンプリングとかもイベントで、あと展示会のブースのデ
ィレクター、そういう企画会社とクライアントがいて、（中略）ちょっと大きなイベン
トで、そこでウチのブースにいた子がね、その派遣会社で……そのときは派遣会社だと
思ってたんだけど、派遣会社の営業マンが来てて、要は、そのイベントに 5 人くらいそ
の派遣が来てて、その 5 人中１人自分のとこ来てその人と仲良くなって、引き抜きされ
て。業界ではタブーなんだけど、俺自身も就職考えてたし、1 回くらい職歴つけなきゃ
と思って。（中略）翌年の春夏前に、社長が決定したのが、ウチは建築業界一本にする
と。派遣部は建築一本にすると。だからもう俺のやりたいことじゃなくなったのね。
（中
略）納品された車を指定の場所に入れ込むとか、それとか、保険でまたビラを配るとか
……して。（中略）で、去年の夏にコンビニの夜勤とかやりながらなんとか日々ギリギ
リのラインで生きてて、よく考えたらよく生きてるな（笑）。なんとかなんとかして、
で、高校のときの一緒にバンドやってたギタリストが今から 3 年ぐらい前に……就職で
こっち出てきてて、で知ってて、あいつがこっちでてきてから何回か遊んでて、たまに
電話したり、営業マン中そいつに会いに行ったり、それで去年の夏頃か。E2 最近どうよ？
と。新しい店がチョーキツいんだよと。一緒にやらへん？て、え？って入ったのが今の
お店。（E4・男性・31 歳・兵庫県・喫茶店勤務）
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―短大入って……。でもそうですね、就職すぐ就けなくて、半年ぐらいアルバイトで
したね。そこの会社は、プールのバイトをやっていて、そこで会社の人が「社員やらな
いか？」って言ってくれてアルバイトから社員になったって感じですね。（F2・女性・
25 歳・新潟県・子供服販売店勤務）
―お店に貼ってあった貼り紙を見て。すいませんって感じで、行きましたね。そした
らその場で採用されました。（G5・女性・22 歳・山口県・販売業）
・自分の好む職種であるから
―もともと接客するのは嫌いじゃなかったんで、自分が動きながら人と接していく仕
事を選びたかったんで、販売をやりたいというのと。今の仕事をする前は、フリーター
でコンビニとかテレアポとかいろんなことをやってたんですよ。で、疲れてちゃんとし
たところに（笑）結構てきとうにやってきてたんですよ。で、リズムがくるってきて、
それを治したいっていうのもあって探した結果、みんな知ってるじゃないですか。そう
いうところで、それでこの先ずっと仕事をする上で不安がないかなっていうので選びま
した。（A1・女性・23 歳・秋田県・販売業）
―NPO として事業体として正式に収益として始めたのは 2001 年ですが、その母体と
してのボランティアグループとしての活動は 1994 年から、14 年くらい前からになるの
で仕事としてというと、その辺の境はどこからというのがあるのですけど、収入を得る
ように糧としてするようになったのは 2001 年からですね。その前はまた別の仕事をし
ていたので。（中略）自分を問いただしながら作ってきた関係というのが今の事業体の
母体になっているボランティアグループの繋がりとして結びついてきたわけなんです
ね。自分にとって大事、大切だと思える人と繋がっていて、それが結果として仕事とい
う形にむしろなったというのにすぎないというところがあるので、切っても切れない、
東京という場で自分にとって大事、大切だと思える地域とか人との関わりを作ってきた
のが、今の仕事そのものに繋がっているのかな、とは思っていますね。（中略）私は一
回大学を中退して二回学生をやっているので 94 年はまだ在学中だったんですね。その
ボランティア活動をずっと続けながらその途中で卒業したので、一旦、先ほどの私の連
れ合いと同じ PSW、精神科医療の相談員として就職したんですよ。ですから仕事として
は別の就職をしているのですけど、同時並行で今の取り組みをずっと続けているんです
ね。むしろだんだん平行して続けていたボランティア活動をもう少し形にしたいという
のがあったものですから、その延長で途中からこちらに集中したというか、ずっと続け
ていて精神科ソーシャルワーカーとしての仕事は生活の糧としてやっていた感覚だっ
たので、自分としては転職というよりは本来の道に戻ったという感じですね。（D2・男
性・39 歳・福岡県・NPO 福祉団体職員）
―東京は都道府県の中でも財政が黒字のところなので、福祉政策にかけるお金がすご
く潤沢にある。ひとりひとり働く職員の賃金も高い、福利厚生もしっかりしてる、働く
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職場も整備されている。っていうのがあるので自分の給料と田舎で働いている友達の給
料と比べるとやっぱりすごい差が出あるので、自分のキャリアを踏んでいくっていうの
も東京のほうが学びやすいし、そういう仕組みもできているので、とくに福祉の業界で
働いていこうと思ったときは少し東京にこだわっている気持ちはありますね。（E2・男
性・24 歳・岩手県・福祉関係勤務）
―愛知は工場があった。で、東京はどっちかって言ったら営業の中心みたいな感じが
あって。まぁ、その、工場の仕事っていうよりも、営業の仕事をしたいんで、東京に…
…。（G4・男性・25 歳・愛知県・印刷会社勤務）
―私、好きなことしかしないんですよ。ボーリングも、求人誌をみてとかじゃなくて
ボーリング場を探してたんですよ。（G6・女性・26 歳・福島県・ボーリング場にてアル
バイト勤務）
・その職種に従事したいという夢があるから
―仕事は見つけたというより、来た感じかな。（中略）あとやっぱり中学終わってこ
っち来ちゃってるから（地元には）そんなに横の人脈がないの。（C3・男性・32 歳・北
海道・音楽教育関係）
―カラオケです。アルバイトですけど。歌がやりたくて東京に来ました。（中略）仙
台にいて活動してても何も見つけられないというか、東京へ出て動き出すべきと思って。
とりあえずバイトしないと生活ができないから、平日はバイトして、あと、まだレッス
ン受けてる身だから、レッスンしたり、曲の練習したり。（中略）
（現在の仕事を選んだ
のは）いろいろ歌も聴けるし。でも実際働いたら忙しくて何も聴いてるヒマがないとい
うか。でも練習とかするにはいいかなと思って。（C4・女性・22 歳・宮城県・アルバイ
ト・音楽系事務所所属）
―やっぱり、業界の中心が東京だから。（中略）何通りかあって音楽が一番身近だっ
た。あとは、周りがやるだろうみたいな雰囲気だった。（D3・男性・33 歳・岐阜県・音
楽事務所所属）
―高２ぐらいから就職するか進学するか考えて、でもホテルで働きたいというのは中
学生ぐらいのときから思った。でもホテルたぶん鹿児島……のホテルってすごい小規模
で、たぶん限られてくるから、どうせだったら東京に行って、んっ？福岡か、東京かど
っちかに行こうと思ってて。で……、まっ、就職も考えるけど、やっぱ、就…活するの
は難しいかなっていう……。東京に行くのが難しいかなっていうので、専門学校も探し
て、で、その専門学校もその制度があるのが、ちょうど東京だった。（中略）東京にい
って、ホテルで働きたいなぁって。もっとおっきいホテルで働きたいなぁ、鹿児島……
よりもおっきいホテルで働きたいっていうのがあって。（中略）高校卒業して、18 から
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東京に来て、で、東京で専門学校 2 年行きながら、ホテルで働いて、あ、ホテル？ ホ
テル……あ、違う、何……ホテルで働いて、で、卒業して、そのホテルにそのまま 3 年
就職して、で、そのあと、1 月に今のイタリアンレストランに転職しました。
（E5・女性・
23 歳・鹿児島県・レストラン勤務）
―漠然とカメラマンになりたいと思ったのは高校 3 年の頃ですね。きっかけはその当
時、丁度デジカメが普及し始めた頃で、撮り始めたらどんどん面白さにはまって、それ
で漠然とカメラマンになりたいと考えましたね。（F3・男性・23 歳・兵庫県・インター
ネット会社勤務）
―体験入学とかで東京の学校とかに来て、東京に決めました。（G2・男性・20 歳・沖
縄県・美容室勤務）
大きく分けると職業選択理由としては上記 3 つに分けることができる。区分してみると、
20、30 代という比較的若い世代では生活をするための財源としては前提とし、職業を選択
する際には自分が好む仕事であるかと言うことがそれなりに比重を占めていることが分か
った。とくに私は自分の父が 50 代であるのだが、その父の職業選択の理由はまさに、父自
身の趣味趣向とはまったく違う財源とするだけの仕事であったため、このあたりが年代の
違いであると感じた。
２）上京選択の過程、理由
次に職業に就くことにおいて、なぜ、その地に東京を選択することになったかを大きく
分けてみた。
・地元よりも東京の方が賃金条件が良い。
・地元よりも東京の方が職業選択の幅が広い。
・地元よりも東京の方が自身の従事したい職種に就くことのできる可能性が大きい。
・地元よりも東京の方が自身の従事したい職種について学ぶことができる。
・東京に知り合いがいたため。
・東京に進学したい大学があったため。
おおよそ上記 6 つに分けることができた。ここではやはり、地元よりも東京の方が条件
的に優れているという理由がある。そして意外だったのが前記の理由と同じくらい、東京
という場にはそれほど執着というものはなく、自分の交友関係がたまたま東京にあった、
自分の学びたい学校、就きたい就職口がたまたま東京にあったというようなものがあった。
私は、自分自身も地方出身者であるのだが、自分は東京に何とも言われない憧れが昔から
あった。そのために東京に上京してきたというのが何にも代えて大きかったので、ほぼ同
年代の 20、30 代の地方出身者の方々がこのように考えていたことは非常におどろくもので
あった。
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３）調査対象者の属性
調査対象のインフォーマントの属性をみてみると、性別、年齢をみても職業、上京選択
の理由に大きく偏りはないことが分かった。これは、地方出身者で東京に来ているという
ことから、男女共に、まずは地元に残ろうという意識が上京をしていない人々に比べ大な
り小なり低いのではないか、と考える。そこから、皆が共通の上京して働いているという
大きな区分に入るので偏りが少なくなっているのではないかと考える。

２．職業に就くまでの経路とその属性
１）職業に就くまでの経路
ここでは、前記したインフォーマントのデータから職業に就くまでにどのようにしてそ
の職種を知ることになったのか、職業に就くことになった手段を調べてみる。
職業に就くまでの経路を大きく分けてみると次のようになることが分かった。
・求人情報や職業紹介の機関を通じて。
・学校、専門学校を通じて。
・自身の知人を通じての紹介。
・ここでは出てきていないが「家の家業を継ぐ。」というものも地方出身者でなければ多く
あると考えられる。
おおよそこの 3 つに分けることができた。まず「求人情報や職業紹介の機関を通じて」
というものがある。これは、やはりどのような所においても就職、職を探すという目的に
関しては一番ポピュラーであるだろうという予測から、ほぼ予想通りであったといえる。
ただ、少しおどろいたのが東京を地元としない地方出身者の方々においても同じことが言
えるということであった。私は地方出身者ということから「求人情報や職業紹介の機関を
通じて」ということは、その地元で行われるのだろうとも考えていたのだが、今回の調査
対象の 20、30 代に関しては必ずしもそうとは言えないということが分かった。
次に意外だったのが「自身の知人を通じての紹介」というのがそれと同じくらいに多か
ったことでした。
先に挙げたインフォーマントのうち、A2 さん、B2 さん、B5 さん、D2 さん、E4 さん、
F2 さんと多くの方が紹介、という自身のネットワークを使っていることが分かった。ここ
から、地方出身者を対象とした今回の調査においても、就職の際にネットワークという社
会関係が利用されていることが分かった。
「学校、専門学校を通じて」というのも、自分の夢をかなえる過程からそのまま職業に
就く人、関係のある仕事に就く人もネットワークを利用しているともいえると考える。そ
うすると社会関係を利用した就職方法と求人情報や職業紹介の機関を通じての就職はほぼ
同じくらいになっているということが読み取れる。
東京に上京してきた地方出身者にとっては、あまり社会関係を利用した就職方法は取り
づらいものであると考えていたが、実際はそのようなことはなく、上京してからのネット
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ワーク作りは盛んに行われているということが分かった。
２）調査対象者の属性
調査対象のインフォーマントさんの属性をみてみると、アルバイトとして働いている方
と正規労働者として働いている方では多少職業に就くまでの経路に特徴があることが分か
る。アルバイトという雇用形態により、常勤雇用の形態より臨時雇用の形態で働いている
人の方が求人情報や、職業紹介機関などの利用を行う傾向があることが分かる。また、次
に性別、年齢、出身地域をみてみると、そこには職業に就くまでの経路に差はあらわれて
いないことが分かる。これは男女、年齢の高低、出身地域にかかわらず同じ程度に職業に
就くまでの経路におおきな違いはなく同じ程度になっているといえる。

３．まとめと考察
今回、地方出身者の方々をインフォーマントとした調査に基づき地方出身者の仕事に対
する職業選択を行った際の背景を調べ、雇用形態や社会関係に注目しながらその意識につ
いて考察した。インフォーマントへの上京に関する一連のインタビュー調査をもとに、そ
のうちの仕事に関する質問項目を考察材料とし分析を行った。
職業選択の過程と理由をそれぞれカテゴリー別に分類し分析した。また、現在の職業に
就くまでの経路を手段別にカテゴリー分けし、アルバイト等の臨時雇用であるか、正規労
働者等の常勤雇用であるか、から分析した。
地方出身者の人たちのうち、職業選択の理由を 3 つに分けることができた。まずは経済
的な理由として生活を行うための財源としてというもの。次に前述の経済的な理由と少し
似るが自らが好む職種であるという趣向的なもの。そして個人的な理由として、自分自身
の従事したいという夢や目標、生きがいを満足させるためのもの、である。地方出身者で
東京で仕事を見つけて働いている人には当然と言えば当然であるが、良くある家の家業を
継いだから、という理由のものはない。やはり、自分の生まれ育った慣れ親しんだ土地を
離れ、東京と言う自分とは繋がりのない大都会を新天地として働いているインフォーマン
トの人たちにおいて、職業選択の理由には経済的なものはもちろん、夢や希望を含んだ理
由が多い。
次に、上京選択の過程と理由をおおよそ 6 つに分けると職業選択の理由に夢や希望を含
んだものが多かったことからもうかがえるが基本的に東京という土地を新天地として、特
別、条件の良い場所として見ている傾向が強いことが分かる。具体的に 6 つの理由を見て
みると、夢や希望を基としたと考えられるものが「賃金条件が良い」
「職業選択の幅が良い」
「自身の従事したい職種に就くことのできる可能性が大きい」
「自身の従事したい職種につ
いて学ぶことができる」と、6 つ中 4 つとほぼ半数を占める。残り 2 つの「知り合いがい
たため」
「進学したい大学があったため」は、夢や希望とは少し色の違うものとなっている
が、
「進学したい大学があったため」というのも間接的に東京という地が地方出身者にとっ
て憧れの地であるということを示しているといえる。ここで分かることは地方出身者にと
って東京という地は、非常に魅力的で仕事を行う場所として有益である、という認識がさ
れているいうことだといえる。このことが地方出身者の職業、上京選択の理由が、男女の
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性別、年齢の大小のよって大きな偏りがない最大の理由と言えると考える。
次に地方出身者が職種、仕事に就くまでの経路、つまりどのようにして、地元から遠く
離れた東京という地のさらに限定される、今の仕事を見つけ働くこととなったかをカテゴ
リー別に分類し、その背景を分析した。結果、「求人情報や職業紹介の機関を通じて」「学
校、専門学校を通じて」
「自身の知人を通じての紹介」の 3 つにカテゴリーをしぼることが
でき、そこから新天地においても地元で就職先を探すときと変わりなく求人情報や職業紹
介の機関を利用するということが分かり、上京してきてから非常に短い期間で地元と同等
かそれ以上の社会的関係、ネットワークの形成をしているインフォーマントが多いことが
分かる。つまり、地方出身者の職業に就くまでの経路の背景には社会的な関係が少なから
ず関与していると言える。また、雇用形態別に見てみると、常勤雇用の形態より臨時雇用
の形態で働いている人の方が求人情報や、職業紹介機関などの利用を行う傾向が高い。臨
時雇用には募集の緊急さがもとめられるため、このようになるのだろう。これは逆に言う
とネットワークの形成が常勤雇用に就くということに大きく関係しているといえる。ここ
からも地方出身者のネットーワーク形成が東京で生まれ育った人たちに比べ劣っていない
ことが分かる。また、次に性別、年齢、出身地域をみてみると、男女、年齢の高低、出身
地域にかかわらず同じ程度に職業に就くまでの経路におおきな違いはなく同じ程度になっ
ていると言える。やはりこれもインフォーマントが上京して働いているという共通の区分
に入るので偏りが少なくなっているのだろう。
そして、これらを分析した結果により、地方出身者の仕事に対する背景と意識は夢や希
望を含んでいるものだということが分かった。仕方なく東京で仕事に就いたというインフ
ォーマントはいない。それらのネガティブではない、ポジティブな姿勢が選択の背景にあ
ることから、社会関係、人と人との繋がりというネットワークを形成することにも非常に
有益に働いているのではないのかと考える。このような非常に魅力的で優れていると思わ
れる部分が多く見ることのできる東京だからこそ、わざわざ自分の良く知っている慣れ親
しんだ育ちの地を離れてまで上京しよう、と地方出身者に思わせるのだろう。地方出身者
の東京における仕事、ネットワーク作りへのバイタリティや前衛的な姿勢は、東京に生ま
れ育ちそのまま生活し仕事をしている人たち、また、地方に残りそのまま仕事についてい
る人たちのそれよりも、少し大きく見えるのではないかと考える。今回は一連のインタビ
ューのうち、仕事に関する調査箇所を抜粋し考察、分析を行ったが、これをもっと濃密で
確かな結果を出すには、現在の職業に就いたのが何回目であるのか、作っているネットワ
ークの大小と種類、就いた職業のなかにおけるインフォーマント本人のおかれている位置
はどのようなものであるのか、ネットワークを利用する、しなかったの理由は何であるの
か。利用した際、その人はインフォーマントとどのような間柄で、その人は紹介先の場所
ではどのような立場であるのか、などを組み込んだ深い調査に基づいた分析が必要である
と考える。また、今回の考察で考えた、地方出身者と東京に生まれ育ちそのまま東京で仕
事をしている人たちとの意識の違いなどを今後展開し調査していく必要があると考える。

＜参考資料・文献＞
松本康編，2004，『東京で暮らす』東京都立大学出版会．
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今回考察材料としたインフォーマントの属性一覧

インフ
ォー
マント
番号

性 年
職業選択理由、過程
別 齢

雇用形態

A1

女 23 自分の好み

正規労働者

A2

女 24 紹介

アルバイト

B2

男 32 紹介

正規労働者

B3

男 24 賃金条件

B5

男 32 紹介

正規労働者

C1

男 23 自分の好み

正規労働者

C3

男 32 夢

C4

女 22 夢

C5

男 24 生活の財源

配属

正規労働者

D2

男 39 夢

人脈

正規労働者

D3

男 33 夢

D5

男 32 生活の財源

大学所在地

正規労働者

E2

男 24 夢

安定

正規労働者

E4

男 31 夢

紹介

正規労働者

E5

女 23 夢

専門学校から

選択肢広い

学校から

正規労働者

人脈が多いから

正規労働者
アルバイト

正規労働者

規模が大きいから

正規労働者

F2

女 25 紹介

アルバイト
から
正規労働者

F3

男 23 夢

正規労働者

G2

男 20 夢

G4

男 25 自分の好み

正規労働者

G5

女 22 生活の財源

アルバイト

G6

女 26 自分の好み

アルバイト

専門学校から
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正規労働者

第Ⅲ部
結婚・家庭・生活

203

204

はじめに
地方から上京してきた人間にとって、東京での生活は驚きの連続であったことだろう。
時間感覚の違いから始まり、食生活や交通事情に至るまで、地方では考えられなかったよ
うな生活が、東京には待っていた。上京したばかりの頃は、そのひとつひとつに戸惑いな
がら生活を送っていた地方出身者たちも、次第にその生活に慣れてゆき、それぞれのライ
フスタイルを確立していく。しかしながら、どれだけ東京の生活に慣れたとしても、地元
にいた頃の感覚というのはなかなか抜けないもので、地元で培ってきた習慣や価値観とい
うのは、それぞれのライフスタイルやライフプランに少なからず影響を及ぼしていること
であろう。
第Ⅲ部では、そんな地方出身者たちの生活や結婚観について論じていきたい。その際の
視点として、それぞれ以下のような点に着目し、分析・考察していく。
山富論文では、地方出身者が東京で生活するということが、彼らの結婚観にどのような
影響を与えているのかということについて考察し、論じていく。
戸田論文では、男女間の結婚観の違いや結婚後の性別役割分業について、歴史的背景を
踏まえながら考察し、論じていく。
西村論文では、地方出身者の結婚観と子育てに対する考え方について分析し、論じてい
く。
新井論文では、地方出身者の水に対する意識と実際の使用状況について考察し、論じて
いく。
石川論文では、上京によって食生活や食事形態がどのように変化していったかについて
考察し、論じていく。
宮田論文では、地方出身者と交通手段の関係性について、論じていく。
山寺論文では、全国を 14 地域に分け、各地域の余暇実態について比較分析し、考察し
た上で論じていく。
鬼澤論文では、地方出身者の上京後の生活について、交通、物価、地域コミュニティな
どを中心に考察し、論じていく。
以上の分析を通じて、地方出身者が東京で暮らしていく中でどのようなことを考え、ど
のような人生設計をしているのか明らかにしていきたい。そこから見えてくる「東京」は、
これまで見てきた「東京」の姿とは、また少し違ったものとなってくるかもしれない。
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地方出身者の結婚観とライフコース
―「東京」という場所―

山富

綾

１．はじめに
１）「結婚」するということ
進学や就職、転勤などの理由により上京してくる地方出身者は、毎年数多く存在する。
そんな地方出身者たちも、東京での生活を送っていくうちに、いずれ「結婚」という大き
な人生の節目が訪れる。
「結婚」は、それまでまったく異なる人生を送ってきたもの同士が
共に人生を歩んでいくことになるため、生活していくなかでしばしば互いの価値観や習慣
の違いに驚かされたり、ときには困惑するようなこともあるはずだ。とりわけ、地方出身
者が東京で結婚するとなると、パートナーが自分とは違う出身地である場合が多く、地域
性の違いなどから、互いの価値観や習慣の違いというのは、より顕著に現れるであろう。
本稿では、そういった「東京」で暮らす地方出身者ならではの結婚観や、結婚にともな
って再構成されるライフコース1について分析していきたい。

２．東京で暮らす地方出身女性の結婚と仕事
１）女性にとっての「結婚」
冒頭で述べたように、
「結婚」というのは誰にとっても人生の中での大きな節目であり、
転機となる。これが女性の場合、結婚後に出産や子育てなどが待っているため、簡単に決
められるようなことではないだろう。
ここでは、上京してきた地方出身女性が結婚について考えるにあたり、どのようなこと
がその考えに影響を及ぼすのか、主に仕事という部分に焦点をあてて考察していきたい。
２）女性の自立と結婚観の変化
戦後の高度経済成長により、女性の就労率は徐々に上がっていった。しかし、雇用され
るのは当初未婚女性に限っていて、何年か働いて結婚すると寿退社をするというのが、一
般的な女性の就労のかたちであった。これはのちに変化が見られるのだが、そのことにつ
いて、岩上真珠は次のように述べている。

1

年齢によって区分された生涯期間にわたる各種の経歴（career）の束としての人生の軌跡
を指す。人生上の出来事や役割移行の時機、間隔および順序などを指標として再構成され
る。ライフ・サイクル概念の無歴史性と過度の斉一性仮定を批判して、歴史的社会的文脈
の中での諸個人の生涯展開をとらえようとする包括概念である。
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高度成長後に男女の進学率が上がり、女性の就労意識も変化してきました。とはいえ、
男性のフルタイム雇用を柱とする日本型雇用慣行が企業に根を下ろしている現実のなか
で、女性の労働市場への進出は二通りのかたちをとって進むことになります。一つは、
未婚で働くという状態の長期化、もう一つは、結婚していったん仕事を辞めたあと、主
婦の「パート」というかたちでの労働市場への復帰です。実際、1980 年代から二十代後
半女性の未婚率が急激に上昇し始め、それに対応するかのように、三十代前半男性の未
婚率も上昇していき、以後本格的な未婚化現象が始まります。（岩上 2007: 83）
1985 年に男女雇用機会均等法ができ、女性の雇用差別撤廃への動きが起こると、経済的
に自立した女性が増加していった。これは、自立志向の女性が増えていることの現われで
あり、それにともなって女性の高学歴化もどんどん進んでいった。というのも、現在の日
本社会では、高学歴を身につけることが、自立や自己実現をするための有力な方法である
からだ。このような女性の就労化や高学歴化について、本村汎は次のように述べている。
女性がこのように「経済的に自立」してくると、家庭のなかでは自己主張ができるよう
になる。伝統的な家庭生活において強調された二分法的役割分業が否定され、これまで
拘束されてきた夫方親族とも自由に距離をおくことができ、
「夫婦平等主義」と「家事の
社会化」などのイデオロギーも手伝って、家庭生活においては精神的には「嫁役割」に
よる抑圧から解放され、そして時間的にも自由度は増大してくるようになる。結局、妻
はこの自由に使える時間と、これまで「母親らしさ」
「女らしさ」を保持するための自己
抑制に使っていた精神的エネルギーを自己実現のために利用するようになり、自分自身
の生き方はそれでよいだろうか、と自問自答する余裕をもつことができるようになる。
結局、自分自身のなかの「他己」のためではなく自分自身のなかの「自己」を生かすか
たちの家族形成に努力するようになってくる。これは女性の自己実現の指標であり、家
族多様化の一つのメカニズムでもあろう。（本村 2004: 136）
しかしながら、今回のインタビューを進めていくにつれて、上京してきた地方出身者た
ちの中には、
「地方（地元）にいても自己実現はできない」と考えている人が多く存在する
ことに気付く。夢や目標を実現させるため、すなわち自己実現のために上京してきたとい
うのだ。これは、男女に共通して見られる意見なのだが、とりわけ女性の場合、男性とは
少し違った視点から、この意見を述べている場合がある。次の地方出身女性の意見を見て
いただきたい。
―やっぱり田舎は、女子はお茶くみとか昔の考えが結構根強く残っていて、事務の女
の子たちに割り当てられていたし、皿洗い当番とかも決められていたので、そういうの
もすごい嫌でしたし。そういうのが田舎って嫌だなって感じるきっかけにもなりました。
（中略）まあ、自分の考えだったんでわからないですけど、こんなに仕事をこなしてい
るのに自分の評価が上がらないし、女の子だし、まだ何年かしかたってないからってい
うので評価はぜんぜん低いじゃないですか。まあでも、仕事をやっているそのレベルと
しては当たり前の評価だったのかもしれないけど、自分はそうやって一生懸命やってい
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るし、やっぱり地方のお給料って低くなってるじゃないですか。がんばったぶんだけも
らえてるのかなって疑問が生じたときに、だったら、東京でアルバイトでも時給が千円
以上だってわかっていたので、自分が働いただけ帰ってくるっていうのがいいなと思っ
て。そういうのが上京のきっかけになりました。
（A1・女性・23 歳・秋田県・フリータ
ー・未婚）
地方では、昔ながらの「男はこうあるべき」
「女はこうあるべき」というようなジェンダ
ー規範が見られ、それが足かせとなって思うような自己実現をすることができないという
意見が、地方出身女性たちには多く見られた。そのため、地方にいたままでは自己実現が
叶わない、東京に行けばジェンダー規範が足かせになるようなこともなく自己実現が叶う
のではないかという思いから、地方出身女性たちは上京してきているのではないかと考え
られる。
また、女性が経済的に自立することによって、女性の結婚観にも変化が見られるように
なったと、岩上は述べている。
恋愛結婚志向がますます強くなり結婚の主流になるとともに、次第に結婚適齢規範が薄
れていきます。これは、結婚が女性の唯一の生活保障手段ではなくなったことを物語っ
ています。結婚への態度も、国立社会保障・人口問題研究所が独身者に対して五年ごと
におこなっている調査結果によると、結婚意思はあるものの、
「ある程度の年齢までには
結婚したい」から、
「理想的な相手が現れるまでは結婚しなくてもかまわない」という方
向へシフトしており、結婚が責務としてよりもライフスタイルになってきたことを示し
ています。
（岩上 2007: 83）
厚生労働省の人口動態統計によれば、戦後 50 年で、女性の平均初婚年齢は 4 歳ほど高く
なっている。さらに、平成 19 年の人口動態調査を見てみると、東京都の女性の平均初婚年
齢は 29.2 歳と、全国平均の 28.1 歳に比べて高くなっている。それでは、なぜ東京都の女性
の平均初婚年齢は全国平均より高くなっているのか、次で考察していきたい。

平均初婚年齢の推移
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３）都会における女性の就業事情
女性が結婚を考える際、多くの人がぶつかるであろう問題の一つとして、結婚後も働き
続けるか否かということが挙げられる。現在の仕事を続けていきたいが、出産・子育ての
ことを考えると辞めざるを得ないという人もいるのではないだろうか。この問題について、
安河内恵子は以下のように分析している。
まず、就業状況を、就業形態と職種とのクロスから、フルタイム上層2、フルタイム下層、
パートタイム、自営業、無職（専業主婦）の 5 つに分け、未婚、既婚（子供無し）
、既婚
（子供あり）のそれぞれの構成をみてみよう。未婚と既婚（子供無し）の間、および既
婚（子供無し）と既婚（子供あり）の間の構成については、それぞれ有意差が存在する
（p=0.000，p=0.001）。未婚、既婚無子、既婚有子の間での構成の変化について概観する
と、フルタイム下層が激減し、その分、無職（専業主婦）、パートタイムが増加する傾向
が指摘できる。各都市でこの構成を比較してみた場合、未婚と既婚、既婚無子と既婚有
子の女性の間には有意差が確認できない。このことは、都市度が低いと思われる徳島市
においては、就業に対する結婚の効果は指摘できるが、子供を持つことの効果は指摘で
きない、つまり子供を持つことでは既婚女性の就業構造に有意な変化が生じないという
ことを意味している。
では、各都市における既婚有子女性の就業状況は（中略）この構成については有意差
がみられ（p=0.003）
、徳島市ではフルタイム（とくに上層）
、自営業が多く、パートタイ
ム、無職（専業主婦）が少ない。
（中略）徳島市でのフルタイム就業者の比率が、他の 2
都市と比較してきわめて高率であることが示されている。また、フルタイムと自営業を
合わせた就業者の比率は、
（中略）やはり都市度が高いほど就業率が下がり、都市度が低
くなるほど就業率は上がっている。この結果を反映して、専業主婦の比率は逆に、
（中略）
都市度が高いほど高い。
（中略）既婚有子女性の就業構造に対して、都市度が効果をもつ
ことは明らかであるが、その内容も、パートタイムではなく、フルタイム、自営業就業
者の多寡に効果を持つことが明らかである。
（安河内 2001: 202-203）
安河内の分析結果によると、都市度が高いほど既婚有子女性の就業率が下がっていると
いうのだが、都市度が高まることによってできる、既婚有子女性の就業に対する障壁とい
うのはどのようなものなのだろうか。主にフルタイム・自営業に就業している既婚有子女
性に焦点をあて、彼女たちを働きやすく、あるいは働きにくくさせている理由（資源配置）
について、安河内は次のように分析している。
資源の中で、第 1 に検討されねばならないのは、
「同居」
（拡大家族）という家族的資源
である。既婚有子女性でフルタイム・自営業に就業している女性だけを取りだし、その
2

フルタイム上層とは、会社経営者・役員と、フルタイム雇用者のうちの専門的職業・管
理的就業従事者とから構成されている。また、フルタイム下層は、フルタイム雇用者のう
ちの、農林漁業、事務的職業、販売的職業、サービス的職業、保安的職業、生産工程従事
者とで構成されている。
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家族構成について見てみると、
（中略）徳島市、岡山市に拡大家族が多い（p=0.036）
。拡
大家族は、その人的資源の豊富さのゆえに、既婚有子女性のフルタイム・自営業での就
業を促進すると言えそうである。しかし、第 2 に、実は都市度が低い場合には、核家族
で暮らしている既婚有子女性でも、周囲に豊富な人的資源をもっており、この場合でも
就業は容易になると考えられるのである。
（中略）別居の親（本人、夫）の居住地につい
て尋ねた結果（中略）、本人の親については有意差がみられた（p=0.011）
。夫の親につい
ては明らかな差を指摘することができなかったが（p=0.116）、これは、「両親とも死亡、
あるいは、いない」という回答者が多いためと考えられる。そこで、もっと簡素に、30
分以内でいけるかどうかという点に重点を置いて区分しなおしてみると、夫の親につい
ても有意な差を見出すことができた（p=0.038）。本人および夫の親の双方について、そ
の居住地には都市度の効果を確認できたのである。すなわち、30 分以内で行けるところ
に本人の親が居住している者は、福岡市では 12.8％であるのに対し、
岡山市では 46.5％、
徳島市では 41.8％、また、夫の親については、福岡市 21.6％、岡山市 32.6％、徳島市 46.3％
であった。親という家族的資源については、都市度が低いほど、同居も多く、また別居
している場合でも近くに住んでいることが多いことがわかる。さらに、別居の親だけで
なく、30 分以内で行けるところに住んでいる本人のきょうだい数、夫のきょうだい数も、
都市度と逆の有意な関連を示している（p=0.018，p=0.001）。都市度が低い都市に居住す
る者は、移動が少ないため、親やきょうだいといった家族的資源が近くに豊富に存在し、
それゆえに、結婚し、子供を持っても、フルタイムや自営業で働ける環境に恵まれてい
るといえるのである。（安河内 2001: 203-205）
安河内の分析結果にも見られる通り、地方出身女性たちにインタビューをしていると、
結婚後も現在の仕事を続けていきたいので、いざとなったら子どもを見てもらえるように、
親と同居したい、もしくは親の近くで暮らしたいという意見がいくつか見られた。保育所
に預ければよいようにも思われるが、都心では保育所が飽和状態であるということも珍し
くなく、ベビーシッターを雇うほどの経済的余裕もないというのが現実である。
また、以上に述べられたような間接的な影響以外にも、都市度が直接的に効果を及ぼし
ている点として、安河内は次のようなことを指摘している。
資源という形での間接的な影響のほかに、
都市度が直接的に効果を及ぼしている点は
（中
略）
、本人の通勤時間である。これに関しては、有意な差がみられ（p=0.027）、福岡市が
最も長く、岡山市がその次、徳島市が最も短いという結果となっている。都市度が低い
ということは、勤務先の近くに住める可能性が高くなるという結果であろう。（安河内
2001: 206）
通勤時間が長くかかると、それだけ家庭にいられる時間は減ってしまう。既婚女性の場
合、未婚女性に比べて家事労働に割かれる時間が多くなるため、通勤時間が長いほど負担
は大きくなってしまうのだ。
以上のことから、都市度が高まるほど就業機会が増大するという一般的な考え方は、既
婚有子女性の場合に限って、必ずしもあてはまらないということが分かる。そのため、東
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京で暮らす自立志向の女性たちの中には、現在の仕事を続けていきたいが、結婚すると現
在の仕事が続けられなくなるかもしれないという思いから、結婚に踏み切れないという人
もいるようだ。これは、東京都の女性の平均初婚年齢が、全国平均よりも高くなっている
原因の一つであるのではないかと考えられる。
４）女性の自己実現と晩婚化
以上の分析から得られた知見は、次のように要約することができる。
地方から上京してきた女性たちの多くは、地元にいた頃から「将来こんな仕事がしたい」
「仕事を通じてこんな女性になりたい」という夢や目標を持っていた。しかし、地方にい
たままではそれを実現できない、東京ならば実現できるのではないかという思いを抱き、
彼女たちは上京を決意する。そして、それぞれ自分の夢や目標に向けて努力し、あるいは
それを実現させ、日々の生活を送っていった。
しかし、自己実現のために上京してきた彼女たちも、あるとき自分の夢や目標のことだ
けを考えるわけにはいかない状況に立たされる。それが「結婚」である。
「東京」という場
所に暮らしながら、自分の理想とするかたちで仕事をし、結婚や出産、子育てを両立させ
るのは、あまり簡単なことではない。そのため、女性たちが結婚するかどうかという岐路
に立たされたとき、
「結婚」を取るのか、
「仕事」という夢や目標を取るのか、どちらか一
方のみを選ばなければならない場合が出てくる。夢や目標が実現できるかもしれないとい
う希望を抱いて東京へ来たにも関わらず、
「東京」という場所に暮らしているということが
原因で、結婚を前にして、その夢や目標を捨てなければならないという皮肉な状況に陥っ
てしまうのだ。
これらの理由により、自己実現のために上京してきた地方出身女性たちは、結婚を遅ら
せる、すなわち晩婚化の傾向にあるのではないかと考えられる。このような行動は、一見
すると自己実現を第一に考えた自己中心的な行動であるかのように思えるが、見方を変え
てみると、結婚後は家庭を第一に考えていきたいからこそ、独身のうちに自己実現を叶え
ておきたいという思いの表れであるとも言えるのではないだろうか。

３．結婚後のライフコース
１）結婚による生活の変化
結婚を境目に、生活のなかのさまざまなことが変わっていく。それは、家計であったり、
生活リズムであったりさまざまだが、何より変わってくるのが「誰と」
「どこで」暮らすの
かということであるように思う。
ここでは、地方出身者が結婚に際して、親との同居問題や帰郷についてどのように考え
ているのかという部分に焦点をあて、考察していきたい。
２）結婚と親との同居
結婚にともなって生じる問題の一つとして、親との同居が挙げられる。近年、日本では
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核家族化が進み、総務省が行った平成 17 年国勢調査によると、核家族世帯3の割合は全国
平均で 57.9％と過半数を占めている。東京、とりわけ特別区部の場合、核家族世帯の割合
は全国平均よりも低い 48.2％となっているが、これは単独世帯4の割合が全国平均よりもは
るかに高い 45.4％という数字を示しているからであり、その他の親族世帯5の割合は 6.4％
と、全国平均の 12.6％に比べて非常に低くなっている。
表

各世帯別の割合

核家族世帯

（％）

単独世帯

その他の親
族世帯

全国

57.9

29.5

12.6

東京都

51.0

42.5

6.5

特別区部（東京）

48.2

45.4

6.4

しかし、地方出身者の方々にインタビューしてみたところ、結婚後、将来的に親との同
居を考えている、もしくは自分以外の兄弟の誰かが結婚して親と同居するという人が多く
見られた。子どもは、結婚したらいずれ親と同居し、親の面倒を見るのが当然だと考えて
いるようだ。
それでは、
「結婚後、親との同居を考えているか」という質問に対する地方出身者たちの
回答を見ていきたい。
―ある。可能性として。自分長男だから親を見なきゃいけないし。でも 7 歳下の弟も
いるし、もしかしたら地元に戻らないでこっちに呼ぶかもしれない。
（中略）結婚する前
に一緒に住みたいね。結婚してからじゃなくね。それはいろいろ知りたいじゃん。
（結婚
とか夫婦の事とか）結婚前に。
（B3・男性・24 歳・香川県・会社員・未婚）
―うちの母親は兄貴と同居してますし、嫁のお母さんはお姉さんと同居してるから､
今の時点ではないんでしょうけど、もし何かしの理由でそうなれば……逆に大歓迎です
けどね。（B4・男性・33 歳・岩手県・飲食店勤務・既婚無子）
―やっぱどうしても長男なので親のことをどうしようかというか。親はまだそんなこ
とぜんぜん考えてないと思うんですけど、いちおう親のことと自分の人生のことですか
ね。こっちでもし本当にやっていくんであれば親はどうしたらいいのかとか。まあそう
いう意味では（地元に戻ることを）考えます。（B5・男性・32 歳・宮城県・飲食業・未
婚）

3

（1）夫婦のみの世帯、
（2）夫婦と子どもからなる世帯、
（3）男親と子どもからなる世帯、
（4）女親と子どもからなる世帯。
4
世帯人員が一人の世帯。
5
核家族世帯、単独世帯のいずれにも当てはまらない親族世帯。
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―お兄ちゃんが（自分の両親と）一緒に住んでるから、考えたことない。どちらかと
いうと、自分の親より相手の親と住まなきゃいけないみたいな感じ。
（C4・女性・25 歳・
宮城県・アルバイト兼音楽系事務所所属・未婚）
―んー、最近は帰ってもいいかなって、大学受験でこっちに来たときとか、まあ、20
代のうちはほとんど考えてはいなかったけれども、最近は帰ってもいいかなって思って
るところもあるかな。長男だからっていうのもあるし、別に親に強制されてはいないけ
れど、まあ、長男だからある程度親の面倒も見なくてはいけないのかなっていうのも。
地元のほうにもたくさん友達がいるっていうのもあるし。あとはー、自然環境とかやっ
ぱり向こうのほうが良いかなと思うこともあるから、最近は帰ってもいいかなとは思う。
まあ、タイミングとかそういう仕事とか、そういうものも含めてクリアしないとね……。
（D5・男性・32 歳・鹿児島県・小学校教諭・既婚有子）
―いつも思ってはいるんですけど、
（親元に帰ろうと思い始めたのは）5 年前ぐらいで
すね。父親が亡くなって母と祖母だけになってしまうので、長男として、帰らなくては
ならないかなと思いました。（E1・男性・31 歳・新潟県・飲食業・未婚）
日本の伝統的な社会制度であった「家制度」では、通常は家督相続人が長男であるため、
長男夫婦が親と同居し、それ以外の子どもは結婚したら家から出ていくのが一般的であっ
た。しかし、戦後の民法改正に伴って「家制度」が廃止されたため、長男が家を継がなく
てはならない、すなわち長男夫婦が親と同居しなければならないという決まりごともなく
なった。それでも、これらの回答を見るかぎりでは、長男は結婚したら親と同居して面倒
を見るのが当然という考え方が、地方出身者には根強く残っていることが分かる。
ここで、
「結婚するパートナーについてこだわりはあるか」という質問についての、次の
回答を見てほしい。
―東京にしろ地元にしろ、その方がどういう立場か。まぁ、長女とか長男とか。
（中略）
次女かとかね、ありますね。結婚するとなれば、そういうことも。だから、好きになら
ないとかそういうわけはないんですけど。まぁ、気にはしますよね。女房の親御さんと
か。女性の人はお嫁に出ても、なんでしょう、親のことは面倒見るというか、なんでし
ょう、男の兄弟が何人いてもやっぱり、男にできない介護っていうんですか？女性は嫁
いだとしてもたぶん、親の面倒は母性本能じゃないんですけど、見てくれるらしいんで
すけどね。だから、友達とかが結婚するとやっぱり女の子は一人ほしいって。（E1・男
性・31 歳・新潟県・飲食業・未婚）
さきほど、筆者は「長男は結婚したら親と同居して面倒を見るのが当然という考え方が、
地方出身者には根強く残っている」
と述べたが、そのせいか長男という立場にある人間は、
結婚を考える際のパートナー選びに頭を悩ませることが多いようだ。というのも、パート
ナーが一人娘や長女だったりすると、パートナー側の親の面倒を見ることも考慮に入れな
ければならないからである。
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３）「帰郷」という選択
地方出身者が親との同居を考えるとき、同時に生じる問題が「帰郷するかどうか」とい
うことである。親と同居するのには 2 つのパターンが考えられ、一つは自分たちが帰郷し
て親と暮らすというパターン、もう一つは親に上京してもらって自分たちと一緒に暮らす
というパターンである。しかし、結婚によって生活を共にするパートナーができたとき、
「帰郷する」という選択を自分一人の意思で行うわけにはいかなくなってくる。それでは、
地方出身者たちは、将来地元に戻ることについてどのように考えているのか、いくつかの
意見を見ていきたい。
―（地元に戻りたいという）願望はあります。でも、現実問題無理です。嫁のほうも､
地元を離れるのは嫌だ、と。（B4・男性・33 歳・岩手県・飲食店勤務・既婚無子）
―今は、白紙状態だね。いつになったら戻るとか決めているわけではない。まあこの
あとの親の健康状態とかも含めて考えてかなぁー。子どもにとってどっちが良いかって
ところが難しいところだね。（D5・男性・32 歳・鹿児島県・小学校教諭・既婚有子）
―理想は、自分が生まれ育ったところに近いところで住みたいなと思いますけど。
（中
略）やっぱ東京の人のところに嫁ぐから（地元に帰りたいとは）あんまり言えないから
っていうのがありますね。
（F2・女性・25 歳・新潟県・子供服販売店勤務・未婚〔近々
結婚予定〕
）
―考えたことないですね。まぁ友人だったり、まぁ彼女だったり、そういうのがこっ
ち（東京）にいるから、まぁそのまんまたぶん東京にいるんだろうなっていう。
（中略）
（地元にいたときの彼女と今でも付き合っていたら）たぶん、
（ずっと東京にいるという
考えは）変わってたと思う。（G4・男性・25 歳・愛知県・印刷会社勤務・未婚）
社会に出てから「帰郷する」という選択をしようとすれば、当然のことながら転職を考
えなければならない。転職するとなると、今の仕事から次の仕事へと移行する間、多少な
りとも生活や収入は不安定になってしまう。独身であれば、そのような生活になったとし
ても、それは自己責任で行えばよいのだが、結婚して家庭を持つとそういうわけにもいか
ない。パートナーや子どもを養うための経済力が必要となってくるし、さらにはパートナ
ー自身がどこで暮らしていきたいかという意思や、子どもの就学という面を考慮すると、
簡単には「帰郷する」という選択ができないのである。
４）家族で暮らすのに最良の場所
先に述べたような「親との同居」や「帰郷」という問題とは別に、
「将来どこで暮らした
いか」
、また「子どもをどこで育てたいか」ということについて、地方出身者はどのように
考えているのだろうか。ここで、これらの質問に対する回答を見ていきたい。

214

―都心部から離れたところが……。
（E5・女性・23 歳・鹿児島県・飲食店勤務・未婚）
―仕事も全部終わってゆっくりなにもなく、老後は地元で過ごせたらいいかなって思
いますね。
（中略）ビルのところを歩いていても散歩していてもあまり発見ってないじゃ
ないですか。でも自然があれば、今日はこの花咲いているとか、河原を歩いていて今日
は水が多いなあとか、そういうちょっとした発見ができるのが自然の魅力かな。（F1・
女性・23 歳・福島県・証券会社勤務・未婚）
―（子どもは）できれば田舎で育てたいです。でも相手が東京の人なのでそういうこ
とも言えないなっていう感じですね。（F2・女性・25 歳・新潟県・子供服販売店勤務・
未婚〔近々結婚予定〕）
―うーん……やはり、子どもが生まれて育てるなら東京では育てなくないかなぁって
気はしますね。
（中略）自分の育った場所が瀬戸内海の島で海と山といった自然しかない
所なんですよ。東京に来て改めて、自分の育った環境がいかに素晴らしかったというこ
とを再認識しているので、自分に子どもができたらそういう所で育てられたらなと思い
ますね。（F3・男性・23 歳・兵庫県・フリーター・未婚）
地方出身者たちの回答を見ていると、ある一つの共通点に気付く。その共通点というの
は、結婚して家庭を持ち、
「家族で暮らすにはどこが良いか」ということを考えたとき、
「東
京」を選ぶ人が非常に少ないということである。独身のときや結婚しても子どもが生まれ
るまでは、東京で暮らすことに何も疑問や抵抗を持たない地方出身者たちも、子どもが生
まれてからは「東京」という場所で育てるのに抵抗を感じたり、老後は「東京」で暮らし
ていきたくないと考えているようだ。
自分自身の意思で上京してきたにも関わらず、結婚して子育てや老後という新たなライ
フステージに進むとき、あるいはその可能性を考えたときになって、
「東京」という場所で
暮せないという地方出身者たちの考えは、一見矛盾しているようにも思われる。しかし、
彼らの中で「東京」という場所は、あくまで自己実現のために勉強や仕事をするための場
所であって、子育てをしたり老後を過ごすのには適さないと位置づけられているのだ。

４．おわりに
地方出身者にとって、
「東京」という場所は自己実現を叶えるための理想の地であった。
しかし、彼らにとって幸せな家庭を築くための理想の地は、自分がわざわざ選んでやって
きた「東京」という場所ではなく、ほかでもない、自分の生まれ育った故郷であった。
今回の調査を進めていくなかで感じたのが、多くの地方出身者が「結婚」について真剣
に考えているということと、自分の育った土地や環境に誇りを持っているということだ。
自分の育った土地・環境に誇りを持てるということは、自分の育ち方に誇りを持っている
ということであり、それは自分の親に誇りを持っているということでもある。そんな彼ら
の持つ結婚観というのは、自分の親の結婚生活や子育ての影響が非常に大きいのではない
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だろうか。
「幸せな家庭を築きたい」と考えたときに、自分の育った家庭を理想とできることは、
とても素晴らしいことであるように思う。そんな彼らならば、どこで暮らしていたとして
も、きっと幸せな家庭が築けることであろう。そうして、
「幸せ」の連鎖がこれからも続い
ていってくれたらと願う。
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男性と女性の結婚観の違い
―職業と環境の影響―

戸田

光

１．男性と女性の結婚観
１）はじめに
今回社会調査実習の授業を通して、普段なかなか話すことのできない方にインタビュー
を通して、その人の考えていることや、将来性などについて話を伺った。いろいろな項目
の質問があり、東京のイメージや、仕事のこと、上京時の気持ちなど、さまざまな質問が
あった。そのなかで、今回私が興味を持ったテーマが、
「結婚・家族・生活について」とい
う質問の結婚という項目である。私がインタビューしたのは、男性と女性の 2 人で、年齢
は女性の方が 23 歳、男性の方が 31 歳の方である。東京のイメージなどの質問はなんとな
く似ている回答をしたが、結婚の話になったとき、男女の違いがはっきりと現れた。その
質問が「結婚する方の出身地にこだわりはありますか」という質問である。2 人の回答は
以下の通りである。
―あーやっぱり考えます。できれば九州に近い方がいいなとかそういうのは考えます
ね。けどそこまではこだわらないですね。（E5・女性・23 歳・鹿児島県・飲食業）
―ん～、やっぱりそうですね。こだわるかな。
（中略）ん～、東京にしろ地元にしろ、
その方がどういう立場か。まぁ、長女とか長男とか。(中略)結婚するとなれば、そうい
うことも。だから、好きにならないとかそういうわけはないんですけど。まぁ、気には
しますよね。女房の親御さんとか。
（E1・男性・31 歳・新潟県・飲食業）
以上のような回答が出ている。2 人ともいちおう配偶者の出身地はこだわるそうなのだ
が、女性の方は相手が北海道に行くとなればついていくという考えで、実家に戻りたい気
持ちはあるが、相手に合わせるという考えをもっている。逆に男性の方は相手の出身地と
立場を考えるという考えがあった。そして、女性の方は漠然と実家に近ければいいなとい
う考えであったが、男性の方はいつか実家に戻らなければという義務的な考えをもってい
た。そのため男性の方は、配偶者や立場というものは考えるそうである。
この 2 人の話を聞いていて感じたのが、男女平等などといわれている社会になってきた
が、根本は昔と変わっていないのではということである。昔からある日本の伝統的な考え
は、女性は男性に黙ってついていくというような風習がある。なので、女性は男性の家に
嫁ぐというのが当たり前の社会であった。現在は、男性の方でも奥さんの家に婿養子とし
て入る人も増えてきているが、ほとんどの場合結婚する際は、女性が男性の家に嫁ぐ人が
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多い。そして、不思議なのが、女性も無意識のうちに男性についていくという考えを自然
に持っているということである。そのため、E5 さんや E1 さんのような回答がほとんどな
のだと考えていたが、他のインタビューの内容を見たときに疑問が出てきた。他の人たち
も同じ質問をしたところ、こんな回答が返ってきた。
―ぜんぜんないですね。
（B5・男性・32 歳・宮城県・飲食業）
―あぁそのこだわりはないですけど。たぶん今の人だなっていう気持ちはあります。
（B6・男性・24 歳・長野県・広告代理店営業）
―こだわりは、ないです。（D1・女性・27 歳・兵庫県・飲食業）
全員出身地は異なるが、地方から上京してきた人たちである。女性がこだわらないとい
う回答は予想していたのだが、意外だったのが、男性の回答である。上の 2 人の男性はま
ったく相手の出身地をこだわらないという回答であった。なぜ、こういった答えに分かれ
ていくのだろうか。なぜ、女性は男性についていくという考えの人が多いのか。そういっ
たことを軸に今回は、歴史的背景や、職業、長男かなどの立場を考えながら、男性と女性
の結婚観の違いを分析していく。

２．ジェンダー思想の歴史的背景
１）女性と男性の性別役割分業のイメージ
よく耳にする言葉で、
「男は外で働き、女は家庭を守るべきである」という言葉を聞いた
ことがある。自然と耳にする言葉であり、家族の中にも母親が専業主婦という人や、子ど
もがある程度成長してから働きに出た母親が多いはずである。『女性のデータブック』
（井
上・江原 2005）のデータによると、こういった男女の固定的な性別役割分業規範に賛成す
る人の割合は減り、1979 年は「反対」と「どちらかといえば反対」の合計結果が約 20％だ
ったという結果に対し、2002 年では約 47％とほぼ過半数をいく結果が出ている。性別別の
結果だと、女性よりも男性のほうが反対している人数は少ないが、年齢が若い 20 代、30
代の結果は反対している人数の割合が高かった。そして、60 代以上では性別役割分業規範
を賛成している割合が多いという結果もでている。こういった固定的な考えが、60 代以上
の方の伝統的な考えであり、20 代、30 代から男女平等という新しい考えが浸透してきてい
るのが分かる。女性の社会進出や、高学歴化などが影響していると考えられる。では、今
回私たちがインタビューを行った 20 代～30 代の方の話と照らし合わせて分析していく。
２）性別役割分業規範の現状
今回インタビューを行った人は結婚している方、結婚をしていない方の両方のインタビ
ュー調査を行った。結婚している方のインタビューで、
「今後（お子さんが）大きくなって
から働かれる予定はありますか」という質問を行ったところこんな回答が帰ってきた。
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―どーだろうねー。もともと働くの好きだった、動くのが好きだったから、今でも働
きたいとは思う。だけど、ねえ、ちっちゃいときは一緒にいてあげたいし。
（A2・女性・
24 歳・長崎県・専業主婦）
この A2 さんのお子さんは生後 5 ヶ月で、子どもに手がかかる年ということから、仕事
を辞めて現在専業主婦をしている。この方の発言から、働きたいが、子どものことを考え
て、今は働いていないというのが分かる。しかし、先ほどの（１）でも述べたが、性別役
割分業規範というものに対して、賛成している人たちが少ないのが、20 代～30 代の特徴で
ある。しかし、現実には働きたいのに、子どもを育てるために女性が仕事を辞めていると
いうのがある。この方のインタビューでも言っていたが、
「ちっちゃいときは一緒にいてあ
げたいし」という発言にもあるように、だいたい 20 代～30 代の親の年齢は、ちょうど性
別役割分業規範に賛成している世代の 50 代～60 代である。つまり、自分が子どものとき
は、母親が小さいときに必ず家にいたという環境で育ってきている。そのため、どんなに
性別役割分業規範に反対している人が多くても、小さい頃からの環境で、自分が親になっ
たときに自然と自分が育った環境にしようとする意識が働く。そのため、子どもを産んだ
ら自然と家庭に入るという、日本伝統的な形態になるのではないだろうか。もちろん、子
どもと仕事を両立するための社会制度が確立していないというのも理由のひとつとして考
えられるが、自分たちが小さいときから育ってきた環境が影響しているのではないだろう
か。
「三つ子の魂百まで」という有名な言葉にもあるように、幼少時代の環境が、現在の女
性のライフスタイルに影響していると考えられる。
逆に、未婚の女性の場合はどうなのだろうか。調査員が「もし相手が北海道に住んでて、
北海道に来てくれって言われたらどうしますか」という質問を行ったところ、以下のよう
な返答があった。
―行きます（笑）。
（E5・女性・23 歳・鹿児島県・飲食店）
この E5 さんは飲食店の社員をされている方なのだが、この回答から、将来結婚をした
ときに、将来的には仕事を辞めて、家庭に入ることを考えているのが伺える。
『心理学とジ
ェンダー 学習と研究のために』（柏木・高橋 2003）データによると男女大学生の職業観
と性役割態度を調査した章があった。その章において著者は、
「女性は人間関係や社会的な
貢献に、男性は地位取得や業績に価値をおくようになり、その価値を満足させるような就
労行動をとるのではないだろうか」ことを筆者は述べており、仕事に関する価値観が、女
性の就労行動にどのように関わっているのかという章である。その調査対象になったのが
大学生の男女である。この調査結果は、女性は性役割態度を平等に考え、仕事の目的意識
が高かったのだが、男性は伝統的な性役割分担を考えている人ほど、仕事を重視し、家庭
はあまり気にしないという人が多いという結果が出ている。今回のインタビューの女性の
方は、この伝統的な性役割分担の男性の価値観に影響されているのがみてわかる。
男女平等社会が騒がれだしたのが、
おおよそ 2002 年頃である。この本が出版されたのが、
2003 年なので表向き男女平等の言説が浸透しつつある頃である。しかし実際の男性と女性
の意見は分かれている。女性は新しい環境に対応したり、チャレンジしたりするなど、革
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新的なのに対し、男性は保守的な考えの人が多い。現在は女性がいったん家庭に入り、子
どもの手がかからなくなったら、パートタイム労働に戻る「M 字型」と呼ばれる就労スタ
イルが多くなっている。しかし、それは「男は仕事、女は家庭」という伝統的な思想が残
っているからであり、先ほど紹介した本の調査結果によると、男性は仕事を重視するため
に家庭をパートナーの妻に任せたいと考えている人が多い。結婚すればゆくゆくは子ども
が生まれてもおかしくない。子どもというのは最初は手がかかり、なかなか仕事との両立
ができない。しかし、仕事を頑張りたいと考える男性は、伝統的な性役割分担の名残りが
抜けていない人たちが多く、女性もそれについていくという思想が残っており、女性は家
庭のことを第一に考える。なので、今回のインタビューを行った E5 さんのように、パー
トナーの男性についていくという解答が得られた。そして、本の男子大学生が考える、仕
事は男という考えの人が多いという結果は、女性がたとえ平等的な考えを持ってても、男
性が協力的な考えではなければ、両立させることなどできない。なので、女性の就労スタ
イルは「M 字型」が多く、インタビューを行った E5 さんの回答は、伝統的な性別役割分
担の思想に影響されているからと考える。

３．夢を追いかける女性の結婚観
１）正規雇用についていない女性
今回私たちが調査を行った女性のほとんどが正規の社員ではなく、フリーターと呼ばれ
る立場に立ち、生活をしている人が多かった。そういった立場の女性はほとんど自分たち
の夢を追いかけている人たちであった。本節ではそういった夢を追いかける女性の結婚観
を分析していく。
夢を追いかけている女性のインタビューで、自分たちの生活や夢などの生活状況や立場
的な質問を伺ったところ、以下のような回答があった。
―フリーターをしている理由は、もともと演劇をしたくて、東京に出てきたんですけ
ど、やっぱり稽古、講演前になっちゃうと稽古に縛られちゃうんで、そこでのスケジュ
ールの調整が利かない。正規で働いちゃうと利かない。あのーほとんどそうですね、そ
この調整が利かないために（中略）やっぱり、不安定な（職）なので、電車とか乗って、
バイトに行くときにちゃんとスーツを着ている方、結婚して家庭をもってとか言う、同
世代の方のを聞いたりするとやっぱり安定したいという思いが出てきて、これでいいの
かって思ってしまいますね。だから就職したいと。
（D1・女性・27 歳・兵庫県・フリー
ター）
―まだしばらくは（続ける）
。あと 1 年はとりあえず今のままで、お金を貯めて、それ
から芝居にもう 1 回。
（中略）芝居で学校の時間とられる時間ができだすと、アルバイト
の時間も少なくなるし……。
（中略）いちど芝居一本するとなったら、それまでの稽古っ
てすごい時間をとられるから、バイトができなくなる。
（E3・女性・22 歳・愛媛県・フ
リーター）
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―とりあえずバイトしないと生活ができないから、平日はバイトして、あと、まだレ
ッスン受けてる身だから、レッスンしたり、曲の練習したり。
（中略）バイトもしてレッ
スンもしてるから。1 日家にいることがないから。でも、本当に仕方ないけど、バイト
するなら練習したい。練習の時間よりバイトの時間の方がぜんぜん多いから、そういう
のがもったいないなと思うけど、生活するためにはしょうがないし。レッスンとか受け
るのも、お金がないと何にもできないから、働かなきゃいけないし。すごい辛いと思っ
ても、夜遅くて朝早いとか。でも、好きなことやってるから、そういうのもそこまで苦
になってない。やりたくない仕事やってるわけじゃないから……。（C4・女性・25 歳・
宮崎県・アルバイト・音楽系事務所所属）
この方々は夢や出身地は違うが、共通していえるのが、夢を追いかけてフリーターとい
う道を選んでいる人たちである。では、この 3 人の結婚願望はどうであろうか。回答は以
下の通りである。
―こだわりは、ないです（笑）。（D1・女性・27 歳・兵庫県・フリーター）
―将来は一番できれば楽だなと思うのは、結婚したいっていう気持ちはあって、ただ
でもその前に芝居はもう一回やりたくて。（E3・女性・22 歳・愛媛県・フリーター）
―今はぜんぜん考えてない。（C4・女性・25 歳・宮崎県・アルバイト・音楽系事務所
所属）
この 3 人の共通点は先ほども述べたが、夢を追いかけている人たちである。なので、結
婚よりも夢を叶えたいという願望の方が意識のレベルが高い。これは、先ほどまで見てき
た人たちとタイプが異なる。先ほどまで見てきた女性は、家庭を中心に考える人たちであ
ったが、今回の 3 人はそういった考えではなく、我が道を歩んでいる人たちである。この
方々の回答は伝統的な性別役割分担の思想ではなく、現代の女性の生き方を象徴している。
現在の女性は、先ほどの節でも述べたが、仕事と家庭を両立させたいと考えている人が多
い。だが、パートナーが仕事を中心という考えであれば、家事の負担は自然と女性に流れ、
家事と仕事の二重労働の両立が困難となって、女性は仕事を辞め家庭に入る。だが、今回
この節で紹介している女性の方たちは夢を第一に考え、納得するまで追い続けるという考
えを持っている。そのため、結婚という願望などはあまりなく、結婚する前に夢に集中し
たいのが伝わってくる。だが、夢を追いかけているため正社員という道ではなく、不安定
だが、融通のきくパートタイムの労働スタイルという道を選択している。そのため、3 人
とも生活にはすごく不安をもって日々過ごしている印象を受けた。パートタイムは正規の
社員と比べ時間などの融通はきくが、正規の社員と違い、収入が安定しておらず、賃金も
安いのでたくさん働かなくては収入が入ってこない。そのため、D1 さん、E3 さんは将来
的には夢を諦めて、安定した道を歩みたいと考えていることが明らかになった。それを示
す以下のような回答があった。
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―（満足な点は）演劇ができる環境があること。不満足な点は、不安定、将来的にも
経済的にも保障がないです、生きていくための、そういう点ではすごく不満ですね。
（中
略）やっぱり、同世代の人たちが一生懸命働いているのを見て、いろんな生き方を見て
いるうちに、やっぱり安定しているほうが、精神的にもいいし、世界も広がる可能性が
あるし、そういう点では。
（中略）不満のほうが多いです（笑）。辞めればいいんですけ
どね（笑）。
（D1・女性・27 歳・兵庫県・フリーター）
夢を追いかけるというのはとても険しい道である。生活も安定していないので、日々不
安になり、精神的にゆとりのない生活環境だということが考察できる。そのため、
「やっぱ
り安定しているほうが、精神的にもいいし、世界も広がる可能性がある」という回答は、
フリーターという道を選んだ人たちの正直な心境であり、現在の現状なのであろう。夢を
追いかける女性は現代的な考えをもった人たちであるが、結婚といった具体的な将来のこ
とよりも、自分の夢を叶えるという願望を優先的に考えている。しかし、夢を追いかける
ことで、生活面では不安定であり、夢を諦めないかぎりすぐには安定した生活を手にでき
ない。現時点では夢を追いかける女性にとって「結婚」は逃げ道のようなものであり、逃
げないために納得いくまで追いかけ続けているのである。

４．仕事と結婚観
１）独身男性と職業
今回のインタビューを行った男性の方で、以下のような興味深いお話を聞けた。
―自分たちぐらいの年齢になると、今度は結婚っていうのが出てくるんですよ。付き
合うイコール延長は結婚っていうふうになって。で、25,6 を超えたぐらいですかね。そ
の女性の方とお付き合いをしたりすると、女性の方っていうのは、何だろう、好きな人
と結婚するんじゃなくて、条件のあった方と結婚されるんですね。
（中略）ある程度の生
活とか、プラントか、その……仕事、僕らみたいな飲食業じゃないですか。だから、休
みは少ないし、家に帰る時間は遅いし、給料もそんなに高いわけじゃない。っていうの
を考えると、他の一流企業に勤まられた方で、土日は家にいる、高収入。たとえば公務
員でもう約束されている人のほうが結婚っていうのは考えやすくなりますね。だから、
僕はこうやって残っちゃったんですよ（笑）。
（中略）だから、自分の好きな仕事をして
いると生活を二の次にしてしまうんですよ。
（E1・男性・31 歳・新潟県・飲食業）
この方は、飲食業の店長をしていて、毎日家に帰るのが夜遅くになるそうである。今の
仕事が好きで続けているのだが、結婚の話を聞いたときに先ほどのような話を聞けた。興
味深いのが、
「女性の方っていうのは、何だろう、好きな人と結婚するんじゃなくて、条件
のあった方と結婚されるんですね」というコメントと「他の一流企業に勤まられた方で、
土日は家にいる、高収入。たとえば公務員でもう約束されている人のほうが結婚っていう
のは考えやすくなりますね」という部分である。この E1 さんは、現在結婚をされていな
い。本当に E1 さんの言う飲食店などのサービス業に勤務されている方は結婚しにくいの
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か、また女性は結婚相手をどのような基準で考えるのかをこの節では分析していく。
まず、飲食店やサービス業などの仕事に勤務されている方々の仕事の状態を見ていく。
仕事の不満や、休みなどの現状のインタビューを行ったところ、以下のような返答が返っ
てきた。
―不満点ですか。まあ、これはしょうがないというか、どの仕事でもしょうがないん
ですけどやっぱきついってことですね。
（中略）体力的に。仕事中心でしょうね。
（B5・
男性・32 歳・宮城県・飲食業）
―満足なところは、忙しくて毎日が充実していることです。不満は休みが少ないこと
です。
（中略）月に休みが 5 回しかないんで、その中で講習とかもあるんで、月に 1 回 2
回くらいですね。（G2・男性・20 歳・沖縄県・美容師）
接客をメインとしている職業の方は、体力的に厳しい状態なのが、見てとれる。接客業
は、お客さん中心の仕事スタイルである。そのため、経理や事務など自分の仕事があって
もお客さんをメインにして考えなければならないので、自分の仕事をあとまわしにして接
客業をおこなう。やっと自分の仕事ができるのは、お客さんがいなくなる閉店の時間にな
ってからなので、帰りが深夜の時間帯になることが多くなってしまう。
実際このインフォーマントは 2 人とも独身である。2 人とも休みが少なく、忙しい毎日
を送っている。そして、仕事中心の生活スタイルが定着しているので、恋人を探すような
余裕のない生活なのが、回答から分析できる。冒頭での E1 さんの回答からにもあったが、
「仕事をしていると生活を二の次にしてしまうんですよ」という言葉の意味が、E1 さんと
同じ職種または似たような職種の方のインタビューと照らし合わせると、接客業関係の方
の仕事状態が理解できるであろう。調査員が「飲食店はそうとう残業に関しては長くなっ
ちゃいますよね」という言葉を投げかけたところ、以下のような回答があった。
―それがもう結構歴史的というか、当たり前みたいなのが根付いちゃっていて、なか
なか（残業をなくすのは）難しいとは思いますね。
（中略）いちおうでも今いろんな飲食
店さんでも問題になっているんですけど。管理職っていうのがあるんですね。たぶん店
長だったりとか。普通の社員さんだったらたぶんそこまで残業はないかもしれないんで
すけど、店長は残業して当たり前みたいなところがあるんで。（B5・男性・32 歳・宮城
県・飲食業）
飲食店の方はとにかく残業が多い。残業は多いし、休みは少ないとなると、自分の時間
がないのでますます恋人などの話は遠のいていくのである。そして、職場の環境も関係し
てくる。飲食店やサービス業の方たちの職場環境は女性の方が少ない。体力的に大変とい
うのもあるためか、あまり社員としての女性の労働力はいない。飲食店関係やサービス業
の女性の労働力はほとんど、学生やアルバイトの非正規雇用の労働力である。なので、こ
ういった女性の方が集まりにくい環境というのも、結婚しにくい環境にしていると考えて
いる。
『家族社会学入門―結婚と家族―』
（望月 2000）のデータによると日本では配偶者の
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選択の中心は職場というのが一番多いというように述べられている。職場の環境と仕事の
内容で配偶者の選択に影響することが十分理解できる。
２）女性の選ぶ基準
今回のインタビューでは結婚をする際に選ぶ基準といったことは聞いていないので、文
献の中から引用して、（1）と合わせて分析していく。
先ほどと同じ『家族社会学入門―結婚と家族―』という文献のデータによると以下のよ
うなことが書かれている。
マスコミ情報などでは、女性が結婚相手に望む条件として、高い身長、高い学歴、高い
収入の「3 高」だとか、パートナーシップを理解する、ワンポイントの魅力をもつ、と
きには積極的になるという 3 条件を満たす「新まじめ男」などが、取り沙汰されている。
上子武次らが行った調査によれば、結婚に踏み切った理由の第 1 は、愛情であり、これ
に性格の一致、価値観の一致がつづいている。家柄や学歴などはあまり結婚の理由にな
っていないことが明かされている。
（望月 2000 :94）
たしかに文献のデータによると愛情の数値が 57.7％であり、性格の一致は 38.2％、価値
観の一致は 25.6％という結果がでている。それに対して、経済力や職業といったところの
数値は、経済力が 13.3％、職業が 15.3％という数値であり意外と高くない。
ここで（1）の E1 さんの冒頭の言葉で「女性の方っていうのは、何だろう、好きな人と
結婚するんじゃなくて、条件のあった方と結婚されるんですね。他の一流企業に勤まられ
た方で、土日は家にいる、高収入。たとえば公務員でもう約束されている人のほうが結婚
っていうのは考えやすくなりますね」といった言葉があったが、この文献のデータによる
と女性が結婚の条件に選んだ理由は経済力や職業は関係していない。愛情や性格の一致な
どが主な条件である。なので、E1 さんの言葉は女性はあまり気にしていなということが分
かる。この結果から見て、E1 さんの言っていた言葉は、E1 さんと同じような職種の人た
ちは忙しいために恋人をつくる時間もなければ、仕事の環境もそういう環境ではないので、
恋人ができにくく、恋人がいてもなかなか一緒に過ごす時間を作ることができないので、
結婚に踏み込む段階までいけずに結果として独身の方が多いと分析する。

５．立場と結婚観
１）実家に戻る人の結婚観
最後に将来的に実家で暮らすことを考えているインフォーマントの方々を分析していく。
調査員が「ＵターンやＪターンをしようと考えたことはありますか」という質問をしたと
ころ、将来的に実家に戻ることを考えるインフォーマントの方々の回答は以下の通りであ
った。
―あります。いつも思ってはいるんですけど、5 年前ぐらいですね。父親が亡くなっ
て母と祖母だけになってしまうので長男として、帰らなくてはならないかなと思いまし
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た。
（中略）
（家族も）戻ってきてほしいと思っていますね。
（E1・男性・31 歳・新潟県・
飲食業）
―戻ります。
（中略）なんでですかね……（笑）
。地元のほうが住みやすいし親しい友
達もいるんで。
（中略）戻ってる人もいますし……みんな戻るんじゃないでしょうか。残
るって言ってる人はいないですね。
（G2・男性・20 歳・沖縄県・美容師）
2 人とも男性なのだが、1 人は長男として戻らなければならないと考え、一人は生活を考
えると、地元のほうが住みやすく、友人も沢山いるからという回答であった。E1 さんの回
答は伝統的な日本の考えの名残がある回答である。男性の方には家を継ぐ継がないという
話は昔からよくある話である。とくに長男でそういったことを気にする方が今でもいるよ
うである。しかし、数のほうは少なくなったようで、実家に帰ろうと考えている人たちは
あまりいなかった。以下のような返答をした方が多かった。
―（だから）
（実家が）自分で商売やってたりとか、そういう家庭だったら、また（戻
ることに関して）はなしは別なんでしょうけど。うちの場合は、父親の実家が福島なん
ですけど。福島っていうか、今住んでるところのすぐ近くなんですけど。もともと、そ
の（家を）出てちゃった人間なんで。あんまり、戻ってきてほしいとかっていうふうに
はいわないですし。自分が出てちゃってるのに戻ってこいなんていうのもね（笑）
。うち
の母親なんかは、都会にいたのを田舎に行っちゃったような人間なんで。その（地元に
戻る）感覚っていうのが分からないんですよね。田舎に戻るっていうような（感覚）。
（だ
から）他の（上京した）人たちよりは、ぜんぜん言われてないほうだと思いますよ。戻
ってくるならこい、こないんだったらくるなって。
（B1・男性・33 歳・福島県・小売店）
―ん～、うちの親が基本的になんか放任主義なんで、うん、好きな方にすればという
感じですね。下手なことさえしなければ、うん、好きにしなさいってところがあるんで。
で、ずっと、なんだろう、高校時代、中学時代ずっと、祖母と住んでたんで、もう根っ
からのおばあちゃん子っておばあちゃんっ子なんですよね。うん、だから、なんかあっ
たら帰ってあげたいと思うのですが、ま、今は取りあえずおじさんがいるんで、ひと安
心はひと安心かなって。で、自分は夢で店をやろうってほうに、専念してみようかなと、
今は思ってるんですけどね。（B2・男性・32 歳・愛知県・飲食店）
―実家には帰らない。向こうも弟が 2 人居るし、自分も地元には帰らない。
（中略）あ
のー、自分の中で地元の帰るという選択肢をするときは、さっき言ったように親が危篤
になったとか亡くなったとかしかないと思う。うーん……そんな訳ないか。
（中略）（家
族は）いや。ない。もう香川に帰って来いとかはない。寂しいとかは言ってるけどね…
…。（B3・男性・24 歳・香川県・営業職）
―実家に帰っても、実家自体が自分の実家じゃないって言うか。兄貴がいて、結婚を
して継いでるんですね。だからもう、何かで戻るとこじゃないなって、そこにずっと移
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住できる場ではないなっていうのがあって。
（B4・男性・33 歳・岩手県・飲食業）
―えぇと最初は、やっぱ長野に就職してもらいたいとか。まぁ母親も大学で出てくる
とき泣いてたくらいなんで、寂しいとか。もちろんちょっとこっちもホームシックにな
った時期もあったから、帰ろうかなみたいなニュアンスはあったけど、でも、何かと意
志を持ってこっちに来てるので、まぁ『ヒト・カネ・モノ』とか、あと仕事をしてるだ
とか、あと友達をつくるだとか、こっちで家を買いたいだとか、そうゆう夢を持って出
てきてるんで簡単にはない。ただ、親とのギャップはある。親は絶対帰って来て欲しい
というか、家を継いで欲しい。っていうのは家業を継いで欲しいとかじゃなくて、今実
家に住んでくれっていう思いはあるみたいです。妹はねぇ、今吹奏楽をやってまして公
共楽団とかそういうなんか団体に就職するというか入りたいという思いがあって、そこ
が無理だったら長野に帰る。まぁ妹に全部預けてもいいかなって感じです。
（B6・男性・
24 歳・長野県・広告代理店）
兄弟がいるから大丈夫と考える方や、東京での生活をしていくうちに地元より東京での
生活を中心に考えるようになっていくようである。それは、仕事があるからである。就職
すると、仕事の楽しさややりがいを感じるようになり、だんだん地元よりこちらの生活が
楽しくなり、実家に戻ろうという意識はなくなるのではないかと考える。また、インフォ
ーマントの方々が口を揃えて言うのが、
「地元は交通が不便」という言葉である。そして、
大学などの進学を機に東京に上京してきた方が多い。地方と東京では、東京の方が大学な
どは充実している。そして、就職の募集枠も地方より東京のほうが多い。インフォーマン
トの方々も「地元は就職がないから」と言っている方が非常に多かった。なので、これら
のことを総合して考えると、地方より東京のほうが進学や就職などの将来的なことを考え
ると、実家に戻るより東京に残っていたほうが、結婚して子どもが生まれたときに、教育、
進学面で実家より東京のほうが利点もあるので、東京に残るという考えもあるのではない
かと思われる。しかし、兄弟がいても家を継ぐことは考えているようであり、長男が継ぐ
というものではなく、兄弟がいればどちらかが継ぐといった感覚になっている。伝統的な
日本の家制度は時代とともに薄れているようであるが、根本的な考えは残っているようで
ある。しかし、こういった考えと配偶者の選択はあまり関係していないらしく、E1 さんは
配偶者の出身地を拘るそうなのだが、それ以外の人たちはあまり拘らないという回答があ
った。本人の実家に帰るという考えが強い方は配偶者の出身地にこだわるが、そうでない
方が多いようである。それは、伝統的な家制度の希薄化が影響していると考えている。

６．まとめ
１）総合しての結婚観
以上の分析を通して感じた男性と女性の結婚観の違いは、女性のほうが革新的な考えを
持っていて、男性は比較的古い考えを持っているということである。そして、男性は将来
のことを考えているため、仕事中心の生活になっている保守的な考えに対して、女性のほ
うはいつか結婚するからという考えのためか、仕事に対する考えは女性のほうが穏やかな

226

感じであり、好きなこともできるような環境となっている。従来の日本の伝統的性別役割
分担の思想は昔より希薄化されているようであるが、その名残が現在の男性と女性の生き
方に影響しているということが今回のインタビューで分析できた。
しかし、女性は革新的な考えであるとはいえ、保守的な考えも残っているようである。
それは、夢を追いかけている女性を扱っている第 3 節で示唆されている。今回のインフォ
ーマントのなかで、夢を追いかけていたのは女性が圧倒的に多かった。男性は仕事をして
いる方がほとんどであり、夢を追いかけるということはほとんどしていなかった。男性は
仕事のことに意識が集中しているが、女性はいろんなことに挑戦するという考えのようで
あり、男性より女性のほうがのびのびとしている印象である。だがそれが可能なのは、
「男
性は仕事」という伝統的な考えが女性のなかにも残っているからである。つまり、女性は
大黒柱にならなくてもよいという前提があるものと思われる。そのため、女性はいろいろ
なことに挑戦できるのではないだろうか。
しかし、女性の生き方の背景には男性と同じ保守的な考えがあり、男性と女性の結婚観
は根本的なことが変わっていないというのが、今回の分析である。

＜参考文献＞
井上輝子・江原由美子，2005，『女性のデータブック』有斐閣．
柏木恵子・高橋恵子，2003，『心理学とジェンダー 学習と研究のために』有斐閣．
望月嵩，2000，
『家族社会学入門 結婚と家族』培風館．
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地方出身者の結婚観と子育てについて
西村

諭

１．概要
今回、おこなった「地方出身者の『上京』に関する意識と調査」で得た地方出身者の結
婚観や人との付き合い方、自身の子どもの育て方を中心に見ていきたい。調査対象となっ
た方々は 20 代～30 代の地方出身者の方が対象となっているので、地方出身者独特の結婚
観、子育てへの考え方を検証してみる。
なぜ今回、地方出身者の結婚観と子育てについて検証してみたいかと考えた原因は、人
の理想とする結婚とは何か、理想とする子どもとは何かを知りたいと考えたからである。
この調査にご協力いただいた多くの人が独身の方々であり、結婚観や子育てに関する調査
結果のほとんどが理想像である。とくに私が重点的観たところは子育ての理想像であり、
地方出身者の方はどういった子育てのイメージを持っているかということをこの調査を通
して教えていただきたく思っていた。

２．地方出身者の結婚へのこだわり
１）インフォーマントからの事例
現在、東京に住んでいてもし結婚する相手が地方出身者であったり、都内出身であった
場合はたしてこだわるだろうか？ 結婚後、地元に戻る人は一緒に来てほしいのか？ いく
つかのデータを比べて検証してみる。
―［じゃぁ、結婚するパートナーの方のご出身ってこだわりますか？］
E1：ん～、やっぱりそうですね。こだわるかな。
[へぇ、どちらで？ 東京とかの方がいいですか？ それとも地元とか？]
E1：ん～、東京にしろ地元にしろ、その方がどういう立場か。まぁ、長女とか長男とか。
あっ、長男とは結婚しないねぇ（笑）。
［（笑）ちょっと、まずいですよね（笑）。
］
E1：うん。次女かとかね、ありますね。結婚するとなれば、そういうことも。
E1：だから、好きにならないとかそういうわけはないんですけど。まぁ、気にはします
よね。女房の親御さんとか。女性の人はお嫁に出ても、なんでしょう、親のことは面倒
見るというか、なんでしょう、男の兄弟が何人いてもやっぱり、男にできない介護って
いうんですか？女性は嫁いだとしてもたぶん、親の面倒は母性本能じゃないんですけど、
見てくれるらしいんですけどね。だから、友達とかが結婚するとやっぱり女の子は一人
ほしいって。（E1・男性・31 歳・新潟県・飲食店勤務）
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―［じゃその、まぁそのなんだろう結婚するじゃないですか、結婚する方の出身地と
かって結構こだわりとかってありますか。］
E5：あーやっぱり考えます。できれば九州に近い方がいいなとかそういうのは考えます
ね。けどそこまではこだわらないですね。
［なるほど。それは将来なんかその親の近くがいいなとかいう考えでやっぱ九州の方が
いいなって？］
E5：そうですね。はい。
（E5・女性・23 歳・鹿児島県・飲食店勤務）
―［じゃあ、そのときの彼女さんに東京の方に来ていただくかたちになりますね。で
は、結婚をする前提でお付き合いされる方の出身地に対するこだわりってないですか？］
G4：それはないですね。それほどねぇ、自分がいくら東京に居たいって言っても、たと
えば仕事の関係で愛知（に行け）とか言われればそれは別に……。
［出身地違うのは大変じゃないですか？］
G4：大変かもね。やっぱり、向こう（彼女）のご両親とかの話もあるし（G4・男性・25
歳・愛知県・印刷会社勤務）
こだわる人の意見としては、まず出身地、家族内の続柄、両親や親戚が近くに住んでい
るかを考えるようだ。とくに長男か長女など、その人の続柄にこだわる人は、少なくない
ようだ。結婚後、両親と同居するケースや実家近くに暮らす家庭が多いが、東京に上京し
結婚した地方出身者はそれらが難しい。多くの人が仕事の都合上や、親から離れても自立
していかなければならないという意識が強いが、しかし地方出身者の方の意見として現在
東京に住んでいても将来的に地元へ戻りたいという意見も多い。これは男女ともにあるこ
とで、結婚相手もそこについて来てくれるのか、というのが問題であって、実際さまざま
な問題が続柄や仕事などである。ほかには将来的に両親が病気などになった場合、自分が
面倒を見なくてはいけないと考えている人も男女ともに多く、結婚後地元近くへ J ターン
する方もいる。地元近くの都市へ住む方や同居を考える人もいる。
あまりこだわらないとインタビューで答えるインフォーマントも多かったが、やはりい
つかは故郷に帰りたいと心のどこかで考えているようだ。結婚すると考えたとき相手方の
両親のことを思うと、地方へは連れてはいけないと考える人もいる。出身地が異なると地
方出身の場合それがネックと感じる人もいるようだ。
地方出身者が結婚相手に地元へ来てほしい意見として、両親の希望やこれから子育てを
することでのびのびと田舎で育てたい、理由は地元で活性化してほしい、一人でも多くの
人が地元にいてほしい、自分の生まれ育ったところで子どもも育ってほしい、など人によ
ってさまざまな意見がある。女性の意見の中には、子どもができたことを考えて両親の近
くに住みたいと希望する人は少なくない。ほとんどの人が何かしらのこだわりは持ってい
るようだった。たくさんの理想とするものはあるようだが、中でも故郷へのこだわりは一
番多いのではないか。
２）結婚相手は地方出身者

損？得？ 雑誌『AERA』から

地方出身女性と東京出身女性の意見の比較が雑誌『AERA』で取り上げられていたので
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それを用いて検証してみる。
雑誌の内容は両者が東京で生活する際に生じる格差が焦点。損と考える意見として東京
と地方の格差が一番の違い、名門公立高を出ても東京出身者との結婚の格差はあらゆる場
面である。進学・就職・結婚・育児と人生のあらゆる場面において東京出身者の方が有利
であると述べられていた。
地方出身女性は・・・・
進学：予備校が少なく入試情報も不足している。
就職：雇用が少ない。東京での就職に親が反対する。
結婚：親からの結婚に対するプレッシャーが強い。
育児：親に頼ることができない。
東京出身女性は・・・・
進学：豊富な予備校。選択肢の広い学校選び。
就職：豊富な雇用。生活費の負担少ない。
結婚：
「負け犬」人生を謳歌できる環境
育児：親に預けて仕事を継続。キャリアアップ。
（『AERA』2007 年１月 24 日号から抜粋）
多くの地方出身者への意見は、進学や仕事に関しては情報や募集が少ない、結婚や育児
に関しては親を頼れないと言うのが上げられた。東京出身者は多くのメリットがあるよう
にこの記事では書かれているがそれは一概には言えず、確かに地方出身者が親元から離れ
て暮らすということは、一番身近な両親に頼れないことになる。だがこれらの意見はたい
した差ではないように私は思える。親元を離れてからこそ学べることも多くあり、地方出
身であることがマイナスということは決してないのではないか。
また同じ『AERA』で今度は「地方出身者は得」という記事が 2007 年 3 月 12 日に載ら
れた。この記事では次ように地方出身者のことが書かれていた。
・地方出身者は朗らかで人柄良く、謙虚、労働市場で人気がある。
・田舎から出ているので忍耐力がある。
・話のネタになる田舎があり、そこに帰省することもできる。
・都会的センスが微塵もないどんくさい容貌故、人事で厚遇されても嫉妬されない。
・地方出身者同士で結婚すれば、親や親類の干渉もなく自由に生活できる。
（『AERA』2007 年 3 月 12 日号から抜粋）
はっきり言ってしまえば結婚相手が地方出身者で得か損することはないのではないか。
ただし違いはあるように思える。東京で育った人が結婚し地方へ行くことと、地方で育っ
た人が東京で結婚し暮らすことはまったく状況が違う。地方出身者が上京するということ
は、ある程度の覚悟や野心があって上京することが多いのに対して、東京で育った人は都
心の環境というのがあたりまえだと多かれ少なかれ思っている。田舎の漠然としたイメー
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ジやただその人が好きだからという理由で結婚し、地方へ行くことはあまりにも無謀であ
り、結婚相手の出身地や続柄を気にすることは当然のように思える。自分の慣れた環境を
離れ暮らすことはそれなりの覚悟が必要だと思う。しかし、多くの地方出身者は、いつか
は地元へ帰りたいと思っている人が大半である。今回の調査でも将来的にいつかは地元へ
帰りたいと言う人は多く、物価の事情や地元に土地を持っている人は家を地元に建てたい
という人もいる。また子どもができたことを考えて、お嫁さんの実家近くに住みたいと希
望する人は、何かあったときに両親に、子育てを手伝ってもらいたいからという理由もあ
った。
損得勘定で結婚相手を選ぶ人はなかなかいないと思うが、損得勘定で住む場所を決める
人は多いのではないか。便利さで考えれば、首都圏のほうが良いのは当然と考える意見は
地方の方も思っているようだが、それでも故郷に帰りたいと思う心は、やはり自分の帰る
場所は生まれた所と考える人が多いからであろう。調査に協力していただいた方々にもし
子どもができた場合、出生地にこだわるか聞いてみたところさまざまな意見を頂いた、地
元に帰って育てたいという方と首都圏で育てたい方と分かれる形となった。地元で育てた
いという意見の中に「のびのび育てたい」という言葉がよく使われていた。
―［お子さんが生まれたら実家で育てたりしたいですか？］
A1：都会ではほっとくのとか怖いですよね。そういうのはやっぱり自分が田舎でのびの
び好きなように、結構無茶しても平気だったし、そういう学校生活とかを味あわせてあ
げたいっていうのはあります。
こっちで育てることを考えたら、やっぱり自分も心配だし携帯電話を持たせたりするん
だろうけど、でもそれよりだったら、むこうで育てたほうがいいんじゃないかって思い
ます。
（A1・女性・23 歳・秋田県・販売店勤務）
―［もしお子さんができたときご自宅はどこがいいですか。］
E2：やっぱり地元に建てたいですね。
［これから先も東京に住みたいとは思いますか。
］
E2：いたいっていう気持ちはありますね。けど帰らなくちゃいけないっていう気持ちも
ありますね。
［やはり長男ということで？］
E2：そうですね。親も若くないんで。好きにしてて良いよって言っててもやっぱり近く
にいたほうが親としても安心だと思いますし、不動産のこと考えるとやっぱり地元に帰
ると自分の持ち家もあれば将来、自分の家が建てられる宅地もあったりするので、それ
を考えると。きちんと一軒家も建てられて生活できる。こっちで一軒家を買うことにな
ったら倍以上はしますからね。
（E2・男性・24 歳・岩手県・福祉関係勤務）
―［現在はお子さんがいないということなんですが、もしお子さんができたらのこと
を考えたとして、お子さんの出生地にこだわりはありますか？］
B4：ないですね。
［もしお子さんが今後できて、そのまま埼玉で育てていくつもりですか？］
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B4：そうなると思います。
［家を購入される際にも草加の近く？］
B4：そうなると思いますね。
［草加の近くっていう大きな理由としてあげるとしたら？］
B4：やっぱり嫁の実家があるってことですね。実際子どもができたら、何かあったら見
てもらいたいっていうのもあるし、まぁ、こっちの都合で使うわけじゃないけど、近く
のほうがいろいろと助かるかな（B4・男性・33 歳・岩手県・飲食店勤務）

３.理想の子育て
１）子どもはどこで育てたい？
地方出身者の方はどのように自分の子どもを育てたいのだろうか。2－１）でも述べた
が、多くが将来的に地元へ帰ることを希望している。だがなかには首都圏で暮らすことを
希望する方もいる。都会では学校や仕事など子育てをするうえで利点も多く選択肢の幅も
広い、情報も早く動くので中心都市で暮らすことはたくさんの刺激が得られると考えてい
るようだ。そういった都市の環境で暮らすことのなかった人は、自分の子どもは都会で育
てたいと考える人もいるようだった。
逆に、地元で育てたいと考える人は、都会の競争社会や治安の悪さ、といった部分が気
になるようだった。地元でのびのび自由に育てたい、塾や習い事をさせるより多少の無茶
をさせるくらいがいい、両親の力も借りたいので地元で育てたい、などいろいろな意見を
聞かせていただいた。なかでも地元で子どもを育てたいと希望する方々の多くがよく「自
由」や「のびのび」といった自由奔放にさせてあげたいと考えているようだが、それは都
会では無理なのだろうか。都会のイメージとして、とても世間が狭く常に競争しているも
のだと感じているようだ。確かに都会のほうが、自然も少なく人間関係は薄いかもしれな
い、地方から来た方にはそういったイメージがついてしまうのは仕方ないように思える。
地方で子どもを育てるメリットも多くある。都心の子どもはあまり自分の生まれた場所へ
の愛着心を持つことはないが、地方は地元愛を持っている人が多いため自分の故郷に愛着
心を持っている子どもに育つことがあるようだ。
―［子どもが生まれたらどうですか？東京で育てたいですか？］
C5：そうだね。変えたくないもん、環境を。子どもはとくに。独り立ちしたら別だけど。
［では子どもが生まれたら東京にってことですね。
］
C5：東京だね。生まれたときが東京だったら、東京に。生まれたときが大阪だったら大
阪で。環境は変えたくないから。
［可哀想みたいな。
］
C5：そうそうそうそう。変えると友達少なくなるでしょ？（C5・男性・24 歳・滋賀県・
印刷会社勤務）
―［E1 さんは、お子さんできた場合どちらがほしいですか？ どっちもほしいですか
ね。］
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E1：僕は、そうですね。両方ほしいですね。
［何人ぐらいほしいですか？］
E1：2 人がいいですね。
[2 人？ 一姫二太郎ですか？]
E1：そうですね。
（中略）
［お子さんをどのように育てたいってありますか？］
E1：お子さんをどのように？ あー、そうですね。う～ん……やっぱり伸び伸びと、育
てたいっていうのはありますし、ただ、なんでしょう、常識のある子であれば。挨拶し
ないとかそういう。
（E1・男性・31 歳・新潟県・飲食店勤務）
―［お子さんはいらっしゃいますか？］
B2：1 人います。はい。
［男のですか？］
B2：女の子です。
B2：はい。
［やっぱ、お子さんも今後は東京で育てていきたいですか？］
B2：そうですね。今のところは東京で育てていければなって。
［お子さんが先ほどいらっしゃるとおっしゃっていたんですが、どのようにそだてたい
ですか。］
B2：うーん、そうですね、まあ、あの、周りに迷惑かけない、自由に育てたいと思いま
すね。なんだろう、もう元気な子に育ってもらいたいんで、はい。（B2・男性・32 歳・
愛媛県・飲食店勤務）
―［将来的に E4 さんが結婚したとするじゃないですか。そしてたとえば子どもがで
きたとして暮らしていくとしたら、こっち（東京）ですか？ 地元に戻ってみんなで暮ら
しますか？］
E4：関東か関西やな。都会には住むと思う。イベントでね、俺、全国まわったんやけど
ね、みんなよく田舎に行って暮らすとかいろいろ言うねんけどみんな田舎知らへんねん。
スローライフスローライフって言うけどさ、なんもないからね。都会産まれの人間は田
舎じゃ絶対暮らせへんから。都会人は都会でしか生きてけへんねん。都会産まれの俺た
ちは田舎には絶対行けへんねん。（E4・男性・31 歳・兵庫県・飲食店勤務）
多くの意見を頂いたが中でも E4 さんの意見はとても面白いと感じた。都会生まれの人
間は田舎では暮らせないというのは私も同意見だ。もちろん、田舎での暮らしのほうがあ
っている都会の人間もいるとは思うが、多くが都会の人間は都会でしか生きられないと私
も思う。今まで簡単に手に入ったものや、できたことができなくなったとき人はそれが大
きなストレスとなる。それは子どもとて同じことであり、むしろ子どもだからこそ大きな
負担になる場合もある。子どもができたら場所は変えたくないという意見を多数いただい
たが、都会で生まれたら都会で育て、地方で生まれたら地方で育てたいと考えているよう
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だ。
次に今回この調査をして意外な結果だったのが、欲しい子どもの人数だった。地方出身
者だからなのかは定かではないが、
子どもを 2 人以上欲しいと望む方が多かった。
男の子、
女の子両方欲しいという意見も多く、一姫二太郎という形が理想みたいだ。なかでも、比
較的、地方で育てたいと希望する人のほうが子どもは多く欲しいようだった。理由は地元
に 1 人でも多くの人が住んでほしいから、自分の子にも故郷の良さを知ってもらいたい、
家族に包まれた環境で育てたいなどがあった｡
２）田舎で子どもを育てる
子どもを田舎で育てるメリットを考えてみたいと思う。調査でさまざまな意見をいただ
き検討したところ都内の子どもより田舎の子どものほうがタフだという意見があった。よ
く聞く話に電車やバスがあまりない田舎では、遠い学校でも徒歩や自転車での通学は当た
り前で、常に周りが互いに助け合って生活する機会がある。地元の大人達が全員で面倒を
見てくれる、自然の知恵を子どもに教えたい、そういった環境で育てば人とのつながりを
大事にする子どもになると考えているようだ。また「セカンドライフ」というホームペー
ジで「田舎暮らし」というコラムがあったので一部紹介する。
田舎の学校では、都市部と比べて学区が広く、公共交通の便が悪い性もあって学校ま
では毎日歩いて通ってます。片道約 40 分程かかりますが、ご近所のお友だちと待合せを
して集団登校をしていますから、あんまり心配はしていません。
もう少し大きくなったら部活や塾などの送り迎えも必要になるでしょうね。移住すると
きはこのへんの確認と覚悟もいりますね。（お母さん）
ちょっとアナログですが、体力と根性をつけるためにはちょうど良い通学環境じゃな
いでしょうか。確かに季節によっては辛い思いをするかもしれません。しかし、そこは
子供たちと話し合って納得させる必要もありますね。（お父さん）
（「セカンドライフ 田舎暮らし」http://allabout.co.jp/family/countrylife/

2009.1.5 から

抜粋）

このコラムを書かれた人は、田舎にとても好意的な印象を受けたようだ。実際デメリッ
トな部分メリットとして捉えている、この方たちに限ったことではないが、子どもの時期
は田舎で育て、自立するころの年頃になれば都内に行かせる両親もいるようだ。子どもに
は多くの経験をさせたい、立派な人間になってほしいから自分ではできなかったことを子
どもに学んでほしい、そういった理由で田舎暮らしをするには覚悟も必要だが今の子ども
には必要なものかもしれない。

４.考察
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私は理想の子育て像とは、子どもやお父さん、お母さん、家族のほかに家や周囲の環境、
親戚やご近所などたくさんの人々も含んだ、生活に関わるすべてのことに関して総合的な
理想像を言うものだと思っており、子育てには理想像が必要なものだと考えている。漠然
としたままで子育てをすると、考えや教えに一貫性がなくなり子どもに対していい影響を
与えない。ある程度の目指すべき子育て像を常にイメージしておくほうが良い。調査にご
協力していただいた地方出身者の方たちはそういったイメージを持っているような印象を
受けた。
しかし理想像はあくまで理想であり、その通りにはなかなかならない。その理想から外
れた部分に悲観したり、後悔したり、責任転嫁したりすることに悩んだりするのではない
か。では理想の子育て像を考える上で大切なこととは何か、まず理想像とは人それぞれで
あり、自分にとっての理想がすべての人にとっての理想ではないということ。前でも言っ
たとおり、
理想はあくまで理想であり、その通りになることが正解ではないということだ。
子育てに 100 点満点で点数など付けられるものではない。理想像は人それぞれによって異
なるので、自分が思う理想像をパートナーとよく話し合って、共通の理想像を作り上げる
ことが重要ではないか。母であれば「自分はこんな母になりたい」
「こんな父になってほし
い」
「こんな子どもになってほしい」だけでは駄目、当然、私もパートナーから「こんな父
になってほしい」と思われているのだから、共通の理想にならなくてはならない。
私が考える一番大切なことは、理想像は今考えている理想像に定期的に変えていくこと。
もし結婚したときの理想の家庭、子どもが生まれたときの理想の家族、その通りになって
いなくて悲観するかもしれない。今、目指すべき理想像を定期的に話し合い、常に違う見
方をフレキシブルに変化させていくべきではないだろうか。当然、一貫性を持ったままの
ほうが効果的であることは間違いないが、状況に応じて考えをずらしていく事は可能だと
思える。こうすることで現実と理想に苦しまなくなるはず。そんな理想を叶えるにはどう
すればいいか、考えてみる。
今の自分は幸せなのか？ 幸せならなぜ幸せか。
・自分の両親がこういう風に育ててくれたから
・小さい頃、こういうことをやっていたから……等
であればその環境を子どもにも作ってあげる。
今の自分は幸せなのか？ 幸せではなかったら、なぜ幸せではないか。
・昔、あんなことを言われてコンプレックスになっているから
・親の愛情を感じられなかったから……等
であれば、その環境を子どもには作らないようにする。
難しく考えないで、嬉しいことがあったら頭をなでてやろう、嫌いなものを無理やり食
べさせないでやろう、いつも何かやるときに自分の経験と照らし合わせて考え、それらを
お互いの共通事項として話し合う、そんな当り前なことが理想に近づくのではないだろう
か。
私のこの理想像も今回の調査でさまざまな意見をいただいて考えた理想像であり、多く
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の方の知恵を借りている。地方出身者も都内出身者も考え方の違いはあるものの、みな根
本的な部分は同じなように感じた。
「幸せな子どもにしてあげたい」「楽しい家庭を築きた
い」と思っているのは、住む場所が異なっていてもまったく同じである。環境が変わって
もそれを忘れない、いつも誰かの力を借りて生きているということを、自分で理解し、子
どもにも教えてあげることが親としての責務であると思っている。
今回、
「地方出身者の『上京』に関する意識と調査」で多くの大変貴重なご意見、ご感想
をいただきとても素晴らしい調査が行えました。今後、この調査で得た経験を活かしたこ
とをできたら良いと思っています。

＜参考資料・文献＞
柏木恵子，2007，『子どもが育つ条件－家族心理学から考える』岩波新書．
桐山雅子，2008，
「子どもにとっての居場所とは 居場所としての家庭」
『児童心理』2008，
17-22．
中央出版，
「まなびどっとこむ」
（http://www.man-abi.com/index.html，2009.1.5）
．
堀江康敬，
「セカンドライフ

田舎暮らし」
（http://allabout.co.jp/family/countrylife/，2009.1.5）
．

236

地方出身者の「東京の水」に対する意識と使用状況
―地方出身者と水―
新井

裕明

１．水の違いを感じる
今回の調査で「水」の違いを挙げたインフォーマントは、A1 さん、B1 さん、B4 さん、
C2 さん、D5 さん、F2 さんの 6 人であった。
水というものは、生活する上で、さらには生きていく上で絶対に必要なものである。そ
のような中で上京してきた地方出身者が「水」の違いを挙げたということは非常に興味深
いことである。
それぞれの出身地から現在（調査時）の住所に至るまでと、上京した年は以下の通りで
ある。
A1＝秋田県湯沢市（前 雄勝町）→東京都板橋区

2006 年

B1＝福島県浅川町→神奈川県藤沢市→東京都杉並区

1994 年

B4＝岩手県奥州市→埼玉県草加市

1994 年

C2＝石川県加賀市→埼玉県所沢市→東京都練馬区

2005 年

D5＝鹿児島県鹿屋市→埼玉県さいたま市

1994 年

F2＝新潟県上越市→東京都国立市→東京都立川市

2001 年以降

鹿児島県出身である D5 さん以外は東北地方や、北陸側の地方であった。
上京後の場所が東京 23 区内、西東京、埼玉県、神奈川県であることから、首都圏の水が
地方の水より質が悪いということが言えるのかもしれない。

２．地方での水道水の使用状況
テープ起こしを読んでいると、全体的に地元にいるときは水に関して特に意識はしてな
いようである。
地方での使用状況としては、水の違いを挙げているインフォーマントほとんどが、地方
にいるときは何も気にせずにその場所の水道水や汲み上げた水を生活の中で使用していた。
使用状況の詳細としては、飲料水や炊飯、風呂など当たり前なものである。
また、地域によっては地下水をそのまま生活水として使用しているところもある。

３．地下水を生活水として利用している地方
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地元で地下水を使用していたインフォーマントは A1 さんで、地域は秋田県湯沢市（合
併の為、数年前までは雄勝町）である。
―［空気とか水とかも違いますよね？］
A1：最初シャワーの水とか合わなくて、水道水が初めてだったんですよ。実家の方は地
下水を汲み上げて、普通の自然水をあの〜飲む水とかに使っていたんですよ。温泉街に
住んでいたんですよ。 （A1・女性・23 歳・秋田県・販売）
地下水の利用用途として、現在、地下水は、生活用水（飲料用、調理用、浴用等）
、工業
用水（飲料品製造用、原料用、洗浄用、冷却用等）
、農業用水（農作物栽培用、温調用等）、
養魚用水等、各種の用途に利用されている。この他にも、都市蓄熱（ヒートポンプ、ヒー
トパイプ等）や、湧き水公園等の環境用水といったさまざまなものがあり、地下水は多様
な用途を持っているのである。
秋田県湯沢市では、ほかに無散水消雪1などで地下水を利用している。
地下水利用が盛んな地域として、代表的なのが熊本県熊本市である。
熊本県熊本市では、
上水道用水、工業用水・都市活動用水（ビル、病院、ホテルなど建築物用）のすべてを地
下水で賄っている。また、農業用水の一部についても地下水が地用されている。
次の章では熊本の地下水使用の実態を紹介する。

４．熊本の地下水使用の実態
１）地下水の減少
熊本市における地下水採取量は、年間約１億 2000 万立方メートルで、用途別で上水道用
が全体の約 73％、工業・建築物用などが約 16％、農業用、水産養殖用が約 11％である。
このようなことから、地下水を保全する活動も盛んである。
熊本市を含む 16 市町村（熊本地域）は、１つの大きな地下水区を共有し、地下水保全の
施策は市域だけにとどまらず、広域的取り組みが必要である。
熊本地域（1,041 平方キロメートル）においては都市化が急速に進んでいる。
航空写真による判読解析では、昭和 40 年頃には、非涵養域2の面積は約 9％（約 93 平方
キロメートル）だったが、平成 3 年頃には約 19％（約 197 平方キロメートル）に増えてい
る。県・市で共同実施した「熊本地域地下水総合調査」によると、地下水の将来について
1

舗装体の中に放熱管を埋設し、この放熱管の中に地下水を送って地下水の持つエネルギ
ーを効率よく路面に伝えることにより、雪を溶かし路面の凍結を防ぐ消雪方法。
地下水は、雨や灌漑水が地表から地下に浸透したもの。そのため、土地利用が変化すれば
地下に浸透する量も変化する。地下水総合調査では、熊本地域の土地利用状況によって、
水が浸透しやすい涵養域（水田、畑地、草地、林地、水域など）と浸透しにくい非涵養域
（市街地、宅地、その他）に分けている。
2
地下水は、雨や灌漑水が地表から地下に浸透したもの。そのため、土地利用が変化すれ
ば地下に浸透する量も変化する。地下水総合調査では、熊本地域の土地利用状況によって、
水が浸透しやすい涵養域（水田、畑地、草地、林地、水域など）と浸透しにくい非涵養域
（市街地、宅地、その他）に分けている。
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このままで推移すれば、熊本地域の地下水利用量は平成 22 年度には、平成 2 年度の 1,19
倍の 2 億 8000 万立方メートルに増加すると予想されいている。さらに、非涵養域の増大に
伴い、地下水涵養量は減少し、平成 2 年時の約 7 億立方メートルから、平成 22 年には約 7％
減の約 6 億 5000 万立方メートルになると予想されている。この結果、地下水位の低下が生
じ、代表的な湧き水地である水前寺公園や江津湖の年間湧き水量は現況より約 14％減少す
ると予想される。
また、地下水汚染については、これまで一部の地域でトリクロロエチレンなどの有機塩
素系化合物やガソリンによる地下水汚染が確認されている。
このような状況の中、熊本の貴重な財産である地下水を将来の市民へ引き継いでいくた
め、市議会において「地下水保全都市宣言」を決議し、節水型社会の形成と、地下水の質・
量の保全を柱として、地下水の適正な保全を図っている。

２）節水型社会の形成
熊本市における 1 人あたりの水使用量を九州の主要都市と比較すると、おおむね 30％程
度多く、家庭での水道水の有効利用（節水）は、地下水保全を進める上で重要な課題とな
っている。節水を訴える啓発パネル展示をはじめ、地域の団体や学校などに出向き「地下
水教室」を開催するなど積極的に取り組んでいる。特に、水の使用量が増える夏場（7 月
〜8 月）には「節水キャンペーン強化月間」を設け、啓発イベントや講演会の開催などに
より節水意識の高揚を図っている。
また、工業用水や都市活動用水については、事業所（熊本地域で、地下水採取量がおお
むね、年間 15000 立方メートル以上等の事業所）を対象にした水利用の合理化指導（クー
リングタワー3の設置や水の循環使用）を推進することによって、地下水位の低下など、地
下水障害の防止と水需給の安定を図っている。
３）地下水の質・量の保全
熊本市では、地下水の適正な管理のため、33 本の観測井戸を所有している。
質の保全では、
汚染の未然防止のため地下水質の調査・監視体制の整備を図るとともに、
すでに地下水が汚染されいている地区において、地下水汚染の浄化対策を実施し早期浄化
と拡散防止を図っている。
量の保全では、地下水位の状況を常に観測・監視し、地下水に関する基礎的な情報の収
集や蓄積を行っている。また、人口涵養を進めるため、連棟式ビニールハウスに降った雨
を地下に浸透させる施設の設置をされる人に、補助金の交付を行っている。
さらに、熊本市では広域的な取り組みとして「熊本地域地下水保全対策会議」において、
周辺市町村と協力体制を確立するとともに、
「（財）熊本地下水基金」を通じて、周辺市町
3

冷却塔（クーリングタワー）は、ビル空調や地域冷暖房設備である冷凍機の冷却水を冷
却するために用いられています。冷凍機の冷却水は使用されると温度が上昇します。温度
が上昇した冷却水は、冷却塔内で送風機により強制的に送り込んだ外気と接触し、温度が
下がり再度冷凍機に送られます。冷却塔は、このように冷却水を効率よく循環利用するた
めなくてはならない装置です。
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村や住民の方が行う地下水保全事業に支援を行っている。また地下水採取事業者を中心と
して設立された「熊本地域地下水保全活用協議会」へも行政会員として参加している。
４）地方の地下水利用のまとめ
A1 さんのように、上京前は地下水を使用していて、上京後に初めて水道水を使用したと
いう人もいるということが分かった。地下水を生活水として利用していたインフォーマン
トはほかに見つからなかったが、東京出身者からしてみればこのような地域があることに
驚嘆してしまう。
地下水使用地域には地下水に対しての積極的な取り組みもあることがわかった。
人が飲んでも大丈夫な地下水に対して、そこに住んでいる人たちがその水を守っていこ
うとしている。地下水利用者は水や環境問題に関して、その地域と結びつけて、東京出身
者よりも考えているのではないだろうか。
秋田県湯沢市や熊本県熊本市のように地下水を生活水として使用している地域は他にも
ある。地方にこのような地域があることは、日本の環境を自慢できる良い点である。

５．東京の水のイメージ
１）東京の地下水
これまで地方の視点から地下水をみてきたが、東京出身者は、もともと地下水に不安感
をもっているのではないだろうか。
東京の地下水を上水道用水、都市活動用水に使うことは、地面に人工の手が加えられて
いることや、空気や土が汚染されていることからも考えられない。東京の病院で、地下水
を使っているという事実があったならば、とても不安に感じてしまう。
地下水を生活水として利用できるということは、自然環境が整っているからであり、東
京のような都市圏では生活水としては使えないであろう。現に、熊本地域でも都市化が進
むにつれ水質汚染が進みつつある。
このようなことから自然と「東京の地下水は危ないのではないか？」とイメージし、不
安になってしまうのであろう。
不安になるもう 1 つの要素として、東京の水道水のイメージがある。
２）東京（首都圏）の水道水に対してイメージ
地方出身者の東京の水道水に対しての意識の仕方も様々であった。
A1：飲んじゃいけないって言われてきて、自分のイメージでも飲まないっていうイメー
ジだったんで、でも、料理には使っていいの？！みたいな（笑）。
（A1・女性・23 歳・秋
田県・販売）

―［東京にきてから東京と地元の食の違いに何か悩まされたことはありますか？］
F2：そうですね。水とかですね。向こう（新潟）は平気で水道水を飲むんですけど、東

240

京に来てからは怖くて飲めないですね。そんなことないんでしょうけどね。
（F2・女性・
25 歳・新潟県・販売）
このように、イメージから東京の水道水に恐怖心を持っているインフォーマントもいた。
上京する前から東京の水道水に対して悪いイメージを持っていた例は A1 さんだけである。
A1 さんの場合、地元にいるときから言われていたのか、上京してから言われたのかは分
からないが、東京の水に対しての悪いイメージが地方の様々な人に浸透していることは確
かである。
東京出身、東京育ちの個人的な意見としては、もし、地方出身の知人が上京して来たと
き、水は飲めないとは言わないだろう。小学校では運動した後、汗を掻きながら水道水を
ごくごくと飲んでいる光景が自分の頃にはあった。少し臭いがきついときもあったかもし
れないが、
東京出身者の場合、それが普通の状態であると思っているのではないだろうか。
このような観点から、東京の水に対するイメージは、上京後の明らかな水へのギャップ
があったという実体験から新たに上京する人、した人に伝わっているのではないかと推測
できる。

６．東京の水はまずいのか
１）実体験からの意識
ほとんどのインフォーマントが上京後、水道水を使ってみて、味やにおいがきついとい
った実体験から飲料水として使用することをやめた人、そして実際に体に異常が出たとい
うことから水に対するこれまでの意識が変わってしまったという例が多かったように見受
けられる。
―［東京の水はおいしくないって］
C2：東京の水で米炊くとまずい。石川で水道水沸かして麦茶にするんだけど、東京でも
それやってたけど、まずいからやめた。
（C2・女性・24 歳・石川県・編集）
―［地元と東京の一番の違いはどこが違いますか？］
D5：生活の中では水かな。水とかまずいなって。こっち側で水道水飲もうと思わないも
んね。感覚的なものかもしれないけども、自分の中では違う。始めねぇ、こっち来たと
きにはねぇ、本当に普通の食堂で出されたやつ飲めなかったね。臭くて。
ずっとこっちに来たからそんなには気にならないというのはあるけど。自分の家とかで
も普通に水道水飲むとかないね。よほどじゃない限り。(D5・男性・32 歳・鹿児島県・
小学校教諭）
C2 さんと D5 さんの回答からも分かるように、上京してから水道水に対し意識をし始め
ている。
実際に東京都内で水道水に不満を持っているのか、という 2003 年に行われた東京都水道
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局のアンケートでは、東京都の水道水に不満があると答えた人は約半数以上という結果に
なっている。
では、東京の水は本当に地方の水よりも質が悪いのだろうか。
２）東京都水道局の取り組み その１
1970 年代前半から、利根川・荒川水系の水質汚濁が進み、これを原水とする東京都の水
道水質が悪化したことから、カビ臭などの苦情が増加した。特に 78 年、79 年には水質基
準を満たしているにも関わらず、カビ臭いという苦情が 1000 件近くにも達し、水道水はカ
ビ臭いというマイナスイメージが定着した。
これに対して東京都水道局は、河川の水質保全を国に要請するとともに、粉末活性炭の
注入や高度浄水処理の導入など、水質を改善する取り組みをしている。
しかし、2003 年度に東京都水道局で実施した「お客さま満足度調査」では、前述の通り、
飲み水としての水道水に不満を持っている人の割合は半数を超えてしまった。
東京の水道水の法令で決められた水質基準はクリアしていることは確かであるが、この
ような結果になってしまった理由としては、東京の水道水の現状や水道局の取り組みが正
しく伝わっていなかったことにも考えられるが、やはり地方との水のギャップがあること
から東京の水と比較して、実際の水の質の違いがマイナスイメージとなっているのかもし
れない。
３）東京都水道局の取り組み その２
東京都水道局はこのマイナスイメージを払拭するために、04 年 6 月「安全でおいしい水
プロジェクト」を立ち上げた。
このプロジェクトは、高度化するニーズに的確に応え、より安全でおいしい水を供給す
るとともに、水道局の事業活動全般に対する理解を深めてもらうことを主眼としている。
こうした取り組みにより、水道水に対する不満や不安を解消し、1 人でも多くの人に安
心して蛇口から水を飲んでもらうことをめざし、プロジェクトを推進している。
プロジェクトは、04 年 11 月に策定した「安全でおいしい水プロジェクト推進計画」に
基づき、3 年に渡り、様々な施策を実施した。さらにこれまでの取り組みを一層レベルア
ップした「蛇口回帰推進計画」を新たに策定した。
「蛇口回帰推進計画」は、
「安全でおい
しい水をつくり、届ける」と「お客さまの支店に立った PR を行う」の 2 つの体系により
各施策を推進していくこととしている。
以下が計画の概要である。
東京の水道水は、安全性やおいしさに関して国が定めた水質基準を高いレベルでクリ
アしているが、おいしさに関して、さらに高いレベルの東京都独自の「おいしさに関
する水質目標」を設定した。
この目標では、残留塩素など臭いや味の原因となる物質と、外観について 8 項目の目標
値を設定した。
このうち、トリクロラミンは、国の水質基準でも定められていなかった「カルキ臭」の
原因物質として、当局が独自に研究をすすめ、指標として定めた。
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8 項目中の 6 項目については既に 05 年度末で目標をほぼ達成している。残り 2 項目の目
標達成率も約 6 割となっている。（平成 19 年 3 月現在）
（東京都水道局ホームページ 2007）
以上のことは東京都側の視点ではあるが、このような水道局の取り組みから、東京の水
道水がきれいなことは確かである。しかし、きれいにするためにいろいろな薬品を使うこ
とで、においもきつくなっているのである。
環境の良い地方はそのまま地下水を飲めるが、東京では川の水をさまざまな薬品、方法
で浄化している。人工的にきれいにされた水は身体に害を与えるものではなくても、地方
出身者からしてみれば薬品の量などでまったく違うものになってしまっているということ
がわかる。

７．東京の水で身体に異常が出る
１）異常が出る原因
これまで、上京後にしばらく水に慣れなかったという例を紹介してきたが、上京後に水
道水を使用して身体に異常が出てしまったという例もあった。
―［温泉多いですよね。
］
A1：そうです。水だけはどうしても最初慣れなくて、荒れたりしました。（A1・女性・
23 歳・秋田県・販売）
―［上京してきたばかりの頃に、東京で一番苦労したことは何ですか。
］
B4：一番苦労したことは、食事ですね。
［一人暮らしだったから？］
B4：そう。実家から仕送りはあったんですよ。食材の。でも、実際住んだとこは、水が
すごく臭かったんですよ。蛇口ひねれば何か臭いがして。それでお腹壊して入院したっ
てこともあって。だからねぇ、食べ物に困ったって記憶はある。
［住んでいた場所は、学生寮とかじゃなくて、普通の一人暮らしのアパート？］
B4：うん。あのとき、なんでかなぁ？学生寮には入らなかった。
［アパートのほうが自由がききますもんね。
］
B4：うん。あとはアルバイトしたくて。学生寮だと門限があったんですね、確か。
［では、水が良くなかったということなんですが、自炊はしていなかったんですか。
］
B4：自炊は極力やるようにしてて、地元にいたときじゃ絶対経験しない、水を買うとい
う。水道水では自炊しないようにしました。
（B4・男性・33 歳・岩手県・飲食店）
A1 さんと B4 さんが身体に異常が出た例である。ともに東北地方出身者である。
まず A1 さんは、上京してきて初めて水道水を使用している。そして、飲料水としてで
はなく入浴時のシャワーを使い肌が荒れてしまっている。
ここで考慮しておきたいことは、A1 さんは上京前、温泉街に住んでいて地下水を生活水
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として使用してきた背景があるということである。
しかしながら、水道水を直接体内に摂取しなくても、その水に体が長時間触れていると
異常が出てしまうということは、東京の水道水は A1 さんの地元の水よりも悪いと言える
であろう。
B4 さんの場合は直接水道水を摂取し、お腹を壊して入院までに至ってしまっている。
そして、上京直後に一番苦労した点として挙げている。
地元の水で 20 年近く育ち、その水に身体が慣れているということが考えられるが、上京
直後に身体に異常がでて、水道水が全く使えなくなるということは生活に大きな支障がで
ることは確かで、水に対する考えや使い方などがそれまでとは大きく変わってくるのであ
る。
また、B4 さんの場合、上京先の水道管や蛇口の中が汚れていたことも考えられる。
身体に異常がでてしまった A1 さんと B4 さんは共にアパートに引っ越している。
大きなマンションなどでは、定期的に貯水槽の点検がなされているところが多いが、小
さなアパートや築 75 年以前のマンションやアパートなどでは点検が疎かになりがちであ
る4。
全国で 110 万ヶ所ある中で、水道法による年 1 回の点検・清掃が義務付けられているの
は、10t 以上の施設の約 21 万ヶ所でしかない。10t 以下の小規模貯水槽、約 89 万施設の管
理は所有者任せになっている。しかもその点検率はなんと 3％でしかない。10t 以下の施設
は、たとえば、20〜30 戸ほどのマンションである。
では、このような事情に対策はあるのであろうか。
２）東京水道局の取り組み

その３

ここでも東京都水道局の取り組みを紹介していく。
水道管などの汚れに対しても水道局は積極的に改善に取り組んでいる。
おいしさに関する水質目標を達成するため、水源から蛇口に至るまでの総合的な施策が
ある。主な取り組みは以下の通りである。
「高度浄水処理の導入促進」
東京の水道水の原水の約 7 割を占めている利根川水系は、多摩川水系などに比べて、
原水の水質汚濁が進んでいる。かつ、急速な水質改善が望めない状況にある。
こうした中、安定的・効果的にカビ臭などを除去していくため、これまでの浄水処理
過程に新たにオゾン処理と生活活性炭吸着処理を組み込んだ高度浄水処理を導入してい
る。
4

1975 年 法改正で貯水槽の 6 面点検が義務付けられ、
貯水槽のタンクが急速に普及した。
しかし、小規模のマンションにおいて、設計図ではしっかりと 6 面点検スペースを守って
いても、できた時には規定の寸法を確保していない施設が多く見られる。その場合、メン
テナンス業者には年配の方が多いので点検が難しくなる。
6 面点検とは水槽の 6 面全体が点検できるように設置しなければならない。
（細かい基準あ
り）
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高度浄水処理は、オゾンの強力な酸化力と活性炭の吸着作用、活性炭に繁殖した微生
物の分解作用により、カビ臭原因物質やトリハロメタンのもととなる有機物質の分解、
カルキ臭発生の原因となるアンモニア態窒素などの除去に大きな効果があり、安全性と
おいしさを同時に実現できる処理方法である。
92 年以降、金町、三郷、朝霞の各浄水場に導入しており、13 年度までに利根川水系の
全浄水場に順次導入を図ることとしている。
「経年管の取り替え」
水道水の蛇口に届くまでに劣化しないよう、水を送る管路の管理と整備を進めている。
老朽化した管の破損による漏水事故、濁り水、赤水の発生などを未然に防止するため、
耐震性が低く、古くなった水道管（経年管）の更新を積極的に進めている。特に口径 400
ミリ以上の水道管を対象にした取り組みを「KO（ケイゼロ）プロジェクト」として計画
的に推進した。
2005 年度末に経年管の解消率は 95％となっている。
「貯水槽水道対策の推進」
都内の給水方式の 4 割は貯水槽水道が占める。この方式は、水道水が貯水槽内に長時
間滞留するなど適正に管理されていないと水質が劣化する恐れがある。
安心して水道水を飲めるようにするためには、貯水槽水道の設置者による適正な管理
が不可欠であり「クリーンアップ！貯水槽」という取り組みを開始した。これは、都内
に設置されている約 22 万件の貯水槽水道を点検調査して、その結果に基づき貯水槽水道
管理者に対して指導・助言する。08 年度までの 5 年計画だが、05 年度末現在、約 7 万件
の点検調査を完了している。
こうした貯水槽水道の適正管理に向けた対策に加え、貯水槽を経由しない給水方式で
ある直結給水方式への切り替えも促進している。
（東京都水道局ホームページ 2007）
３）ペットボトル「東京水」の活用
プロジェクト推進にあたり、最も象徴的な役割を果たしているのが、高度浄水処理水を
ボトル（500 ミリリットル）に詰めたペットボトル「東京水」である。04 年 7 月から製造
を開始し、イベントや施設見学会などで無料配布していたが、予想以上に好評だったこと
から、同年 11 月から都庁舎内売店での販売（1 本 100 円）を開始した。
それまでは、水道水をペットボトルに詰める自治体はほとんどなかった。しかし、実際
に飲んだ人たちから、「ミネラルウォーターに比べて遜色がない」と好評を得ているほか、
新聞・テレビなど多くのメディアで取り上げられるなど、プロジェクトの旗艦的役割を果
たしている。首都東京の魅力を世界に向けてアピールするツールとしても、積極的な活用
を図っている。
４）東京都水道局の取り組みのまとめ
以上、取り上げてきた東京都水道局の取り組みにより、06 年度に実施した「お客さま満
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足度調査」では、飲み水としての水道水に対する満足度は上昇していた。しかし、未だに
3 割以上が不満を持っており、マイナスイメージが完全に払拭されたとはいえない。そし
て、その 3 割以上という数字は地方出身者が占めていると考えることもできる。
技術の進歩で、東京の水道水を、よりきれいにしているということがわかった。しかし、
それが地方の水に近づいているということとはまた違うことで、東京の環境からみても極
めて難しいことなのである。
水道水を蛇口から直接飲めるということは、世界でも珍しく、日本が誇る文化を絶やす
ことなく次世代に確実に伝えていくため、東京都水道局はさらに安全でおいしい水づくり
に徹している。

８．ミネラルウォーターの利用
水道水を飲料水として使用しないと答えたインフォーマントは、市販のミネラルウォー
ターを買っている。
実際にミネラルウォーターを買って、それを飲料水や料理のときに使っていると答えた
インフォーマントは 3 人であった。
A1：（中略）冷やし中華作ってて、ゆでてあげて水で洗うじゃないですか？それって、
水道水でいいのみたいな（笑）疑問に思ってて、みんな飲まないのにどうして（水で）
洗っていいのみたいな（笑）最初かなり謎だらけでした。飲んじゃいけないって言われ
てきて、自分のイメージでも飲まないっていうイメージだったんで、でも料理には使っ
ていいの！？みたいな（笑）
―［スーパーで水を買ってきたりしました？］
A1：しましたね。最初はやっぱり買ってきて、飲んでました。 (A1・女性・23 歳・秋
田県・販売）
―［では、水が良くなかったということなんですが、自炊はしていなかったんですか。
］
B4：自炊は極力やるようにしてて、地元にいたときじゃ絶対経験しない、水を買うとい
う。水道水では自炊しないようにしました。
（B4・男性・33 歳・岩手県・飲食店）
―［地元と東京の一番の違いはどこが違いますか？］
D5：生活の中では水かな。水とかまずいなって。こっち側で水道水飲もうと思わないも
んね。感覚的なものかもしれないけども、自分の中では違う。初めねぇ、こっち来たと
きにはねぇ、本当に普通の食堂で出されたやつ飲めなかったね。臭くて。ずっとこっち
に来たからそんなには気にならないというのはあるけど。自分の家とかでも普通に水道
水飲むとか無いね。よほどじゃない限り。
［今でも？］
D5：うん。ミネラルウォーター買うね。うがいくらいはするけど、基本的には（飲むこ
と）しないね。
［でも地元に帰れば関係なく？感じ方は変わりますか？］
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D5：そうだねぇー……。
［なんか地方の出身者は東京の水がまずいなってよくいう……感じますか？］
D5：まずいなー。飲むって対象からかなり外れた感じはするね。
［洗う……手洗うだけとか。］
D5：そう。歯磨きの時ぐらい使うけど……。
［あくまで濯ぐだけみたいな……。
］
D5：そうそうそう。
［それを使って料理にするってのは抵抗感じます？］
D5：それはまあ、お湯沸かせば平気かなみたいなとこはあるけど。焼酎飲むけど、ミネ
ラルウォーターだね。あとはお湯割りにしたりね。(D5・男性・32 歳・鹿児島県・小学
校教諭）
以上の 3 人である。
A1 さんの場合、上京直後で周りの人たちが水道水をどのように使っているか分からず、
飲めないと言われてきていた為に、ミネラルウォーターを買わざるを得なかったといって
もいいだろう。
飲めないと言われてきている水で食べ物を調理していいのか、と感じてしまうのは当た
り前のことである。しかし東京の人は、調理に使用する水にまでミネラルウォーターを買
って使っているのか、ということは日本の社会からは考えにくいであろう。このようなこ
とで A1 さんのような疑問が生じているのであろう。
しかし、B4 さんの場合は、水道水の臭いがきつく、実際に飲んでおなかを壊していると
いう前例がある為、自炊にもミネラルウォーターを使っている。
そして地元でミネラルウォーターを買うと言う行為は考えられないことであると言って
いる。
B4 さんには食材の仕送りがあるにも関わらず食事に苦労しなければならなかったという
ことは水道水を飲食に使えなかったからである。
ミネラルウォーターを買わなければ食事にまで上京生活の苦労が及んでしまうというこ
とがわかる。
D5 さんの場合は上京後の水の違いを生活で一番変わった点としてあげている。
上京直後に水の臭いや味から飲料水としての対象から外れてしまったということでミネラ
ルウォーターを買っている。
D5 さんは 1994 年に上京しているが調査時（2008 年）も飲料水としてミネラルウォータ
ーを買っている。
自炊時もそのまま水道水を使うことに抵抗を感じており、1 回沸騰させたりしなければ飲
食に使用する水としては使っていない。
上京直後の場合、水に不安を少しでも感じることがあるならば、実際にはミネラルウォ
ーターを買っている人がほとんどなのではないか。個人的にも浄水器を取り付けるか 1 回
沸騰させるかをしなければ飲料水としては飲みにくいと感じてしまう。
水道水が飲料水として使えなくなるということは、上京後の食生活に大きな影響がでて、
食生活自体もそれまでとは大きく変わってくるということ、さらには上京後の生活が困難
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になってしまうということもあながち間違ってはいないであろう。

９．食べ物との関係から
テープ起こしを見ていて気になったのは食べ物の話と結び付けて水をあげているインフ
ォーマントが多いと感じられた。
―［こっちでは食べれないものがいっぱいありますか？］
D5：そうだね。地鶏の刺身とか。
［へえー。お刺身？！］
D5：うん、美味しいよ。うん、そっちでしか食べられないものかなぁ。
［鹿児ラーメンっていう形なんですか？ 鹿児島のは？］
D5：うーん、そうだね、豚骨だね。
［この福岡とかの真っ白い豚骨と一緒ですか？ ちょっと違う……？］
D5：ちょっと違うけど、まあ、似た感じではある。
［鹿児島ラーメンを見たことがないので……。やっぱりこっちではそういうお店は無い
ですよね。
］
D5：少ないよねぇ。こっち側に来ている豚骨ラーメンは大したことないからぁ（笑）。
食べたければ福岡とか、熊本も美味しいし鹿児島も美味しいし、こちらの土地に行って
食べるのが一番美味しいかな。水か違うんだよきっと。
［へぇー、東京じゃ味が出せない？］
D5：豚骨が好きなら豚骨の店食べに行けば美味しいと思うよ。(D5・男性・32 歳・鹿児
島県・小学校教諭）
C2：スーパーでもあるけどうちはトラック。刺身とか出されすぎてあんまたべたくなか
った。
―［居酒屋の刺身とかたべたくないですか。］
C2：うん、食べない。東京に来て刺身がうまかったのがわかった。
［東京の水はおいしくないって］
C2：東京の水で米たくとまずい。石川で水道水わかして麦茶にするんだけど、東京でも
それやってたけど、まずいからやめた。
（C2・女性・24 歳・石川県・編集）
このようなことからやはり水は食生活に大きく影響してると言えるだろう。
東京の水を使った料理は、地方出身者からしてみれば不味い料理になってしまうというこ
ともわかる。料理の味を変えてしまうほどの水であることも、東京の人にはわからないも
のなのである。

１０．おわりに
これまで、地方出身者が東京の水をどのようなものだと思ってどのように使っているの
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かということをみてきた。
出身、育ちが両方東京である自分には、水道水から出てくる水に地方と東京で大きな違
いがあるということは見当がつかず、水道水がきれいなものかということや、体に害はな
いのかということすら考えたことが無かった。知らない間に意識はしていたのかもしれな
いが、今回のこの調査で上京者と東京出身者の水に対する意識が明らかに違うのがわかっ
たのは事実である。
そして、地方出身者にとって、東京の水道水は初めての上京生活を大きく左右させるも
のであることがわかった。
最後に B1 さんのテープ起こしからである。
―［実際に上京して、そのまま生活するのに一番大切なものはなんでしょうか？］
B1：一番大切なもの……。一番大切なもの……。
［その場で（生活する）っていうと少し……］
B1：難しいな……。大切なもの……。うーん環境の変化みたいなのは、誰でもあると思
うんで。それって馴れがあると思うんで。やっぱり、水が合わなくて帰ってくやつもい
るんですけど。徐々に慣れてくっていうか。普通に暮らせるとは思うんですよ。（B1・
男性・33 歳・福島県・小売店勤務）
上京してそのまま生活するのに必要なことを述べている。一番大切なことはまた別のこ
とであるのだが、上京した地方出身者にとって環境の変化というものはだんだんと慣れて
いくものなのである。B1 さんのように徐々に慣れていく人もいるであろうし、D5 さんの
ように慣れても飲もうとしない人もいる。
そして、水が違うと言う理由で地元へ帰ってしまう人もいることがわかった。
そこまで生活を変えてしまう東京の水は、地方出身者にとっては人生さえも変えてしま
う非常に大きな存在なのである。
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食生活の実態と食産業の関わり
石川

美沙

１．序論
上京してきた多くの地方出身者は、親元を離れて初めての一人暮らしをする人がほとん
どである。例外には親戚の家に住まわせてもらったり、寮に入ったり、友達とルームシェ
アしたりする人もいるが、多くは一人暮らしをするという人が多いのではないだろうか。
一人暮らしをする前の、家を探したり、家具をそろえたり、荷造りをしたりといろいろと
準備があるのだ。とくに、居住探しは念入りにするべきことである。なぜならまったく知
らない地であり、危険も多く潜んでいる首都東京に住むわけであるので条件をしっかりと
決めて、慎重に選ばなくてはならない。ここまでは、これからの楽しい生活を想像したり
と期待感を持つのではないだろうか。しかし、実際に一人暮らしの生活を始めると大変な
ことが増えてくるのである。まず、今まで親に任せていたことを全部自分でしなければい
けないのだ。そして、困ったことがあっても親が近くにいるわけではないので、助けを求
めることができないのである。とくに風邪のときやだるいときでも全部ひとりでしなけれ
ばならないのだ。私自身も上京している身であるので、その苦労が身にしみている。私は
初め、
洗濯機の使い方がわからず、思わず親に聞いて教えてもらったということがあった。
今まで親にどれだけ任せていたのかを実感した瞬間であった。しかし、それも慣れてしま
えば、東京の生活というのも便利になってくるのだろう。だが、この生活に慣れるまでが
大変なのだ。また、今まで住んでいた土地とはまったく違う生活になるわけであり、東京
は人口が日本一であり、その分いろいろな人がいるわけである。そして、自分が今まで慣
れ親しんできた土地のルールとは違ったルールがこの東京にもある。このルールに慣れる
ことが非常に苦労する点だろう。だが、その要領もつかめれば、自分にとって非常に便利
な街となるだろう。
この報告書では、上でも述べてきたように一人暮らしをする地方出身者たちのライフス
タイルにしぼって調べていこうと思う。実家から離れて東京で初めて一人暮らしをするほ
とんどの人たちが、一番苦労するのは家事ではないだろうか。先ほども述べたように、上
京してくるほとんどの人は今まで両親と暮らしていて、上京するにあたって初めての一人
暮らしをする人が多いのである。今まで自分のことは自分でやってきていた人たちはほと
んど苦労しないだろうが、今までほとんど親に任せてきていた人にとって食事、掃除、洗
濯という家事をこなすことは非常に困難なことではないだろうか。今までやっていなかっ
たことをいきなり一人でできるはずがないのである。ここで初めて親のありがたさを感じ
るという人もいるだろう。この家事は生活していく上では重要なことである。上京してく
る人たちは進学や仕事がメインであるが、とくに食生活などの部分は必然と伴ってくるわ
けであり、それ以前に、生きるために必要なことだということは言うまでもない。自分自
身も、食生活には苦労をし、そして重要なことであると身にしみて知ることになった。ま

250

た、親のありがたさ、地元のすばらしさに気づくことができたのである。そういったこと
で、他の上京してきた人たちはどのような生活をしているのかを調べたいと思い、上京者
の食生活の実態というテーマにしたのである。
仮定としては、自分は家事などに苦労したので、他の人も同じく家事などで苦労してい
るのではないだろうか。食事は、男性の方はとくに料理はせずに、コンビニエンスストア
のお弁当やスーパーのお惣菜に頼った生活をしている人が多いのではないだろうか。では、
実際の食生活の実態はどうなっているのか、みていこうと思う。また、一人暮らしをする
人々と現代の食産業とのつながりを調べていきたい。

２．本論
１）東京の水
さっそく、上京者たちの家事事情についての報告をしたいのだが、その前にインタビュ
ーで多くの人が東京の水のまずさについて話していたことが気になったので、取り上げて
みることにする。まず地方出身者の人たちが東京に住み始めて驚くことの 1 つに、水の臭
さや、まずさが挙げられるだろう。
―実家から仕送りはあったんですよ。食材の。でも、実際すんだとこは水がすごく臭
かったんですよ。蛇口ひねれば何かにおいがして。それでおなか壊して入院したことも
あって。だからねぇ、食べ物に困ったって言う記憶はある。自炊は極力やるようにして
て、地元にいたときじゃ絶対経験ないし、水を買うという。水道水では自炊しないよう
にしました。（B4・男性・33 歳・岩手県・飲食店勤務）
―生活の中では水かな。水とかまずいなって。こっち側で水道水飲もうとは思わない
もんね。感覚的なものかもしれないけども自分の中では違う。はじめはねぇ、こっち来
たときにはねぇ、本当に普通の食堂で出されたやつ飲めなかったね。臭くて。（今でも）
ミネラルウォーター買うね。うがいぐらいはするけど、基本的には（飲むこと）しいね。
（D5・男性・32 歳・鹿児島県・小学校教諭）
―水だけはどうしても最初慣れなくて、荒れたりしました。あと、冷やし中華作って
て、ゆでてあげて水で洗うじゃないですか。それって、水道水でいいのみたいな。疑問
に思ってて、みんな飲まないのにどうして（水道水で）洗っていいのみたいな。最初か
なり謎だらけでした。飲んじゃいけないって言われてきて、自分のイメージでも飲まな
いっていうイメージだったんで。でも料理には使っていいの！？みたいな。最初はやっ
ぱり（スーパーで水を）買ってきて、飲んでました。（A1・女性・23 歳・秋田県・販売
員）
このように東京と地方では水のおいしさが違う。水は私たちの生活にはなくてはならな
いものであり、この水が違うということは一大事なことではないだろうか。上の話からわ
かるように、ひどい人では肌に合わなくて肌が荒れたり、体が受け付けなかったりして入
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院したということもあるようだ。東京の水のまずさの理由は、東京圏の主要河川の流量の
減少の上に流域の工業化・都市化の進行によって河川の水質汚濁が進んでいて、都内に流
れる河川の下流では、下水に近い水質となっているが、そこから飲料水の取水をしている
ので、多額の費用をかけて浄化しても不快な臭気を除去することができないからである。
しかも発がん性物質の存在も疑われている。いちおうの水質基準を満たしてはいるものの、
すでに飲用不適と判断している住民が多く、そのためミネラルウォーターが近年爆発的売
れ行きをみせているわけである。東京の人たちでさえも、水道水は飲み水としては使用し
ておらず、スーパーでも会員になれば、水を無料でサービスというところがほとんどであ
る。今までは蛇口をひねればそのまま飲める水が出てくることが当たり前になっているの
で、出てきた水の臭さに思わず飲むことをやめてしまうだろう。また、お金をだしてわざ
わざ水を買わなければならないということに不思議な感覚になるのではないだろうか。し
かし、東京の水は昔に比べれば、だいぶ改善されたそうである。直接使うことはできない
が、水沸かして使えば、問題はないとは思うが、やはり自然のおいしい水を知っている上
京者たちは、東京の水は飲めたものではないだろう。実家に帰って、おいしい水を飲める
ことのありがたさを実感できるのではないだろうか。
２）食生活の実態
次に、食生活についてみていこうと思う。まず、料理についてだが、たいていの男性と
いうのは女性に比べると、料理のことには疎いのではないだろうか。では、その料理や食
事についての問題をどう解決したのだろうか。2 人の男性は以下のようにして解決してい
る。
―［（飲食のお仕事をはじめた）きっかけは何ですか。］
一人暮らしですね。まあ料理に興味がなかったわけじゃないんですけど、いや、料理
に興味があったんですね。それと、あとひとりで暮らすことによって今まで親がやって
いてくれたありがたみというか、あのいつも洗濯とか食事とか勝手に出てきたりとかそ
ういったありがたみを十分身にしみて、まず（一人暮らしだと）ご飯も食べられない。
あとはその経済的なゆとりというか、それもあるので飲食店で働けば最低 1 食は食べら
れるからというのが一番の理由かな。（B5・男性・32 歳・宮城・飲食店勤務）
B5 さんは飲食店に勤務されていて、上京前に料理の経験がなかったため、自分の食事を
どうすればいいのかと考えたときに、飲食店で働けばまかないが出てくるので最低 1 食は
食べられるからということが、働き出したきっかけとなっている。このように、今まで料
理をしなかった人が、料理をやらざるを得ない状況になったとき、いざ挑戦しようとして
もすぐにはできるはずがないのである。しかし、この B5 さんは飲食店で働くことで料理
についての問題を解決している。飲食店に勤務をすれば、料理の仕方も身につけることが
できるし、まかないも食べられるので一石二鳥になるわけである。一方では、B5 さんとは
違った方法で料理を身につけたという方もいた。それが E2 さんである。
―今までは親と一緒に住んでて凄く全部やってもらってたものを全部 1 人でやるよう
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になったので、たとえば料理に関心を持っていろいろ、料理の本を買って自分で作って
みるようになっただとか、あと部屋の掃除とかも自分でこまめにやるようになって、ま
ぁ整理整頓が上手になったりとか。
（E2・男性・24 歳・岩手県・福祉関係勤務）
このように、E2 さんは B5 さんとは違い、一人暮らしをきっかけに料理に興味を持ち、
自分で料理の本を買ってきて、積極的に料理に挑戦するという方法で身につけている。今
回のインタビューではこの 2 つの回答しか得ることができなかったが、他にはもともと料
理が好きでやっていた男性の方やいっさい料理はせずに、コンビニエンスストアのお弁当
などを買って、食事を済ますという男性もいた。そして、B5 さんと E2 さんに共通する点
として、親元を離れ、
身の回りのことをすべて自分でやらなければならなくなったときに、
両親へのありがたみを感じている。
では、今までは男性の方をみてきたが今度は女性の方はどうなのだろうか。
―お料理はもともとできたんで心配はなかったんですけど、面倒くさがりやなので洗
濯とかは億くうでしたね。
（A1・女性・23 歳・秋田県・販売員）
A1 さんはもともと料理することが好きで、やっていたので料理は苦にはならなかったそ
うである。やはり、女性はお母さんが料理をしているところを見たり、手伝ったりしてい
るからなのだろうか、自然とできてしまうものなのである。しかし、男性の方であるとお
母さんを手伝って料理をする機会というのはあまりないのではないだろうか。だが、男性
の方でも前に挙げた 2 人の男性の方のように、一人暮らしをして料理をはじめたのがきっ
かけで料理に興味を持つ男性が多いのだろうか。実際、職業でみてみると、飲食店ではキ
ッチンは男性の方が多いし、最近では、家庭内でも夫が料理をする家庭も増えている。や
はり、職にするのであれば料理の量だったり、料理時間の早さなどが求められるので、そ
ういったことを考えると、体力がある男性の方が適しているのだろう。また、今までの社
会的背景が関係しているといえる。それはさておき、意外にも男性の方でも料理をする人
は多く、自分たちなりの方法で料理を身につけているということがわかった。
次に、東京と地方では、物価の違いや食物のおいしさの違いがあるようだ。それは以下
の回答からわかる。
―［食べ物で何か困ったことはありましたか。
］
何を買うにしてもじゃっかん高いなーっていうのはありました。あとは実家が農家な
ので、お米とか野菜などは送ってもらっていたのでスーパーとかでお米を買ったりはし
なかったんですね。でも冬とかは（野菜が）採れないので買ってますけど、やっぱりお
いしくないんですよね。ちょっとしたものの味の違いっていうのがわかるようになりま
した。
（A1・女性・23 歳・秋田県・販売員）
―［何か東京で、スーパーとかで何か鹿児島産だから買おうとかっていうのはありま
すか？ 別に気にしないですか］
買うこともあるぐらい。でも向こうで買った方がおいしいかな。新鮮さが違うっての
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はあるかな。向こうでは、地鶏の刺身を食べられるんだよ。普通のスーパーに、普通の
魚の切り身の刺身みたいな感じで地鶏の刺身が売ってるわけ。まあ、新鮮だからできる
んだよ。でもこっち側にはそうそうものはないからねぇ。
（D5・男性・32 歳・鹿児島県・
小学校教諭）
と、2 人は述べている。このように、地方と比べて東京の野菜は値段が高く、味も今まで
食べてきたものと比べておいしくないと感じるようだ。まず、東京では地方のように採れ
たての新鮮な野菜を食べることはむずかしい。しかし、実家では採れたての野菜が味わう
ことができるので、そういったことではじゃっかんのおいしさは損なわれてしまうのでは
ないだろうか。また、産地によって味も異なるだろうから、今まで食べてきた地元の野菜
と東京で売られている野菜とは当然産地が違うのでおいしくないと思ってしまうのかもし
れない。そして、物価が高いことは仕方がないことであるが、実家が農業であれば、野菜
やお米などを送ってもらったりすれば、東京で野菜を買わなくてもいいし、今まで自分が
食べてきていた野菜を東京でも食べることができるのである。しかし、実家しか食べるこ
とができない食材があるように、東京にも東京にしかないものがあるのである。それは、
有名店などの料理である。行列のできる有名店やおしゃれなお店が東京には多くある。こ
うしてみると、東京には東京にしかない「食」の魅力があり、そして、実家に帰れば、帰
省したときにしか食べることができないおふくろの味という最高の「食」の魅力がある。
このお互いの魅力を知るというのは、上京したからこそ、実感できることなのではないだ
ろうか。さらに、味の違いといえば、地方によって味の濃さが変わってくるのである。例
としてあげれば東北は濃い味を好むが、東京は東北に比べると味の濃さが薄いのである。
最初は東京の薄い味に物足りなさを感じて、しょうゆなどを足したりする。しかし、住ん
でいるとそのうち、薄い味に慣れてきて、実家に帰ったときに、味が濃いと思ってしまう
人もいるようだ。不思議なもので、人はそこに適応しようとするのである。
―［東京に来たことでご自身が変わったことはありますか？］
えぇとまず（中略）節約。物価が高いんで、まぁ好きなものには金を惜しまないって
いう風な考えを持ってきたけど、もう 1 年 2 年したらやっぱり出しっぱなしの水止めた
りだとか、まぁその辺からやっぱり節約するようになったかな。
―［上京したばかりの頃に、1 番苦労したことは何ですか？］
えぇとね……まぁ家計簿だね。あのどういう風にお金をやりくりするか。最初仕送り
みたいのもらったんだけど、その限られた金額の中でバイトもしてなかったし、やらな
きゃいけないってなったときに、家賃とか固定金額っていうのがあるんだけど、その他
の金額で何に使おうかとか、どんぐらい貯金しようかとかそれが 1 番困ったし、苦労し
た。（B6・男性・24 歳・長野県・広告代理店営業勤務）
B6 さんも東京は物価が高いと言っているが、この B6 さんは上京してから、節約を始め
ている。これは、一人暮らしをしているということ、東京の物価が高いということと関係
しているのではないだろうか。地元にいたときはそんなに節約するということをそれほど
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までに意識することはないだろう。しかし、東京に来たらそうはいかないのである。お金
の話になってしまうが、一人暮らしになるとすべて自分で管理をしなければならないし、
出費も上京する前に比べると多くなるのは当然である。また、将来のことを考えれば貯金
もしなければいけない。そう考えると、生活は厳しいものになってくるだろう。B6 さんの
話からも伺えるように、東京は物価が高いので節約をすることが非常に重要になってくる。
初めに序論で食事はコンビニエンスストアなどでお弁当を買えばいいのではないかと述べ
たが、こうしてみていくと、そのような生活をしている人は少なくて意外に自炊をしてい
る人が多かった。自炊をしたほうが栄養あるものも取れるし、節約できるからではないだ
ろうか。
現代人は朝ごはんを抜く人が多くなっている。一人暮らしをしていると、実家にいたこ
ろとは違い、朝食を作ってくれる人はいないし、どうせひとりだからといって、ついつい
食事の回数を減らしてしまうのである。2004 年、生活情報センター発行の『単身者のライ
フスタイル資料集』によると、毎朝朝食を作って食べるという人は半分以上も満たなかっ
た。そういうことで、偏りがちな生活をしている人は多くいるということがわかる。
―［東京で生活する上で大事だなって思うことは何かありますか。
］
ちゃんと寝てちゃんと食べるっていうのは、生きていく上では絶対必要不可欠だって
いうことを身をもって知りました。睡眠時間を削って食事を抜いたぶん病気にかかりや
すくなるしっていうのは、それだけ自己管理を親に任せていたかっていうことに気づき
ました。そこが大きかったな。かなり生活をなめてました。
（A1・女性・23 歳・秋田県・
販売員）
やはり、一人暮らしをしているとついつい朝ごはんを抜かしたり、偏った食事をしがち
になってしまう。また、生活費を稼ぐためにバイトのかけもちをしたりなど、睡眠時間を
削った生活をしがちになってしまう。そういう生活をしていればいつか体を壊してしまう
のは当然のことである。一人暮らしなので問題は、風邪など具合が悪くなったりしても誰
も看病してくれる人がいないので結局自分が動かなければいけないということになる。そ
ういうことを考えれば、最初から風邪を引かないように自己管理をすることは非常に大事
なことであり、睡眠と食事という基本的なことが、一番生活する上では必要不可欠なので
ある。そして、東京はただでさえ、空気が汚れているので、そのような不規則な生活をし
ていれば確実に菌にやられてしまうのではないだろうか。健康が一番ということを身をも
って経験することも大事ではあると思うが、一番いいことは体を壊さないことである。
―炊飯器とか電子レンジとかなくて、冷蔵庫はアパートに備え付けてあったし、電子
レンジは別になくても、その場で作って食べれば、困らないかなって。
（中略）最初バイ
トしたのがコンビニだったので、店長からお弁当をもらったり、そこで働いてる主婦の
人たちにおすそ分けしてもらったりっていうのがあったんで、一人暮らしって結構得だ
なって思いました。
（A1・女性・23 歳・秋田県・販売員）
また、A1 さんは一人暮らしをするにあたって、最初電子レンジや炊飯器なしの生活を経験
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している。調理器具など揃えなくてもガスコンロや鍋などがあれば、生活をしていけると
いうことがわかる。一人暮らしをする人は実際ほとんどの人たちが、家電や調理器具はそ
ろえるだろう。しかし、結局そろえたとしても使わなかったり、たまにしか使わない人も
いるのではないだろうか。そう考えれば、A1 さんのように、東京の食生活の選択肢の広さ
を考えれば家電がなくても生活していけなくはないといえるだろう。無駄な出費を抑える
ことができる。さらに、一人暮らしであるということで、主に大学生などはアルバイト先
の主婦の人たちから、おすそ分けをしてもらえることもあるようだ。これは、一人暮らし
であることを得にさせてくれる要因ではないだろうか。
３）東京の食産業―外食産業・中食―
一人暮らしで苦労する点は食に関することや家事であるが、コンビニ食品やスーパーの
お惣菜の利用、外食産業の発達により、食の外部化が東京では他の地域に比べると進んで
いる。コンビニや外食産業が発達しているのにもかかわらず、多くの一人暮らしの上京者
たちが自炊をしているということがわかったわけではあるが、コンビニを利用したり、外
食をまったくしない人はいないであろう。2004 年、生活情報センター発行の『単身者のラ
イフスタイル資料集』によると、コンビニやスーパーのお惣菜やお弁当を週 1 回以上利用
している人は 5 割以上おり、夕食を外で食べる人は約 2 割いて、夕食を外で食べることが
多いという人は徹底的に外で食べているということがわかった。また、自分で作ったもの
と市販の食品の両方を組み合わせている人は 65.5％いることがわかった。今回のインタビ
ューでは食生活について話している人が少なかったので、外食やコンビニエンスストアの
お弁当を利用している人の回答は得ることができなかったが、このように、毎日ではない
が、利用している人はいるということがわかる。一人暮らしをする人々の食生活には、コ
ンビニやスーパーのお惣菜、外食産業の発達は非常にありがたいことではないだろうか。
このように、東京では食の外部化が地方に比べれば、わずかの差ではあるだろうが、発達
しているので、東京に住む一人暮らしの人は地方に住む一人暮らしの人と比べれば、食生
活からみても非常に便利なのではないだろうか。しかし、そこには味の好みもあるので、
地元の郷土料理や母親の作ってくれた料理は地元でしか食べることができないので、その
点は不利なところではあるだろう。
では、ここで少し東京の食産業、「外食産業と中食」についてみていこうと思う。1997
年の日本経済新聞社発行の『現代の外食産業』によると、まず、現代の外食産業の歴史は
70 年前後にスタートした。スカイラークがファミリーレストランの一号店を東京・国立郊
外に出店したのが 70 年のことである。また、マクドナルドが東京・銀座三越の一隅に一号
店を出したのが 71 年である。このように、今日を代表するチェーン店が東京からスタート
し、それから全国に発展していったのである。80 年代になると消費者がファミリーレスト
ランやファーストフードを日常的な生活の中で利用するのはごく一般的になり、外食産業
はさらに発展していくのである。また、これまでは洋食メニューがほとんど主力だったが、
和食のメニューが試みられて、定着していくものが多くなってくる。しかし、90 年代に入
ると日本経済のバブル崩壊とともに外食産業界にも深刻な影響が出たのである。それから、
低価格で高品質化・多様なメニューという経営努力をするなどして、現在にいたるわけで
ある。また、この外食産業は消費者の食生活やライフスタイルの変化が、外食ニーズを誇
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張させて外食産業の発展を誘ってきたという経緯があるのだ。外食産業の発展とともに 2
つの大きな変化が起こったのである。その 1 つ目として、家族単位の縮小である。もう 1
つが女性の就業および社会参加の普及である。ここでは、前者に視点をおいてみてみる。
家族単位の縮小ということで、これは、この報告書の本題でもある、上京によって起こる
東京への人口流入が結びついているのではないだろうか。それはなぜかというと、上京す
ることで家族人数は 1 人減り、また、上京し一人暮らしをするということで単身生活者が
増えるわけである。このようにみると、外食産業の発達と上京も半ば関係しているのでは
ないだろうか。
ところが、80 年代末になると内食（家での食事のこと）ともいえない、かといって外食
では収まりが悪い、いわば第三の食が著しく台頭してきていることに、一部の業界関係者
の関心が集まり始めたのである。そして、この第三者の食の領域を内食、外食と区別する
意味で中食（ちゅうしょく/なかしょく）と名づけ呼ぶようになったのである。中食とは、
消費者が出来合いの食を購入して済ますことまたはそのようにして買われる食品類を指す。
具体的に言えば、先ほど述べた、コンビニエンスストアの弁当やおにぎり、サンドウィッ
チなどが中食の代表である。この中食市場の拡大はコンビニエンスストアの急成長による
ところが大きいといえる。コンビニエンスストアは 70 年代半ばに誕生し、セブンイレブン
の第一号店は東京・豊洲にオープンした。80 年代中ごろから増店スピードが急速に速まっ
ていくのである。この中食商品の魅力は、手軽で安価だということである。しかし、生産
から消費までの長時間を考えて製造されていたため、ある時期までは、品質上外食料理と
同じ土俵にのるものとは位置づけられなかった。しかし、1 日 3 回配送体制を敷くことで
その問題が解決したことにより、品質がブレイクスルーするのである。一方、消費者の側
この間に生活環境の変化が進み、中食生活を受け入れやすくなっていた。第一は、単身生
活者の増加である。これまでは、主に外食が単身生活者の食生活を支えてきたが中食の拡
大により、外食から中食への移行が大量に起こったのである。第二は、住宅環境や職場環
境の変化である。両者とも建物・設備が著しく向上した。弁当を広げてくつろげる空間が
確保され、居心地がよくなった。また電子レンジも標準装備され、中食商品を持ち帰りし
やすくなったのである。第三は、コンビニエンスストアの増殖で、家庭、職場、駅周辺を
問わず消費者のすぐ近くにコンビニエンスストアが設けられ、中食商品が供給されるよう
になったことである。このように、90 年代以降の食生活は、内食と外食と中食という 3 つ
の領域から構成される時代に移行したとすべきである。ところで、スーパーの惣菜類は、
中食と位置づけてよいのだろうか。この点は、内食の食卓の補完として買い求められる場
合には内食の一分野と位置づけられる。これが、弁当やごはんなどと一緒に買い求められ、
1 食がまるごと調理済み食品の購入で済まされる場合には中食と位置づけられる。内食の
営みに補完的な役割を果たしていたスーパーのお惣菜が、次第に幅をきかせ、ほとんど内
食の中心的役割を担うようなケースが多くなっているように思われる（生活情報センター
2004 参照）
。
このように、外食・中食はずっと単身生活者を支えてきているということがわかった。
しかし現代は、単身生活者だけではなく、一般の家庭も外食・中食化してきていることも
事実である。だが、最近では、食品偽造などが頻繁に起こっており、消費者の食に対する
目は大変厳しいものになっており、中食はそうでもないが、外食産業は大変厳しい状況に
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おかれている。そして、再び内食をする家庭が増えてきている。外食経営者たちが、また
外食産業を回復させるために、どのような対策をしてくるのかが見ものである。

３．結論
これまで、一人暮らしをする上京者たちの食生活とそれを支える食産業についてみてき
た。東京での一人暮らしで、初めは家事や食事に苦労したという回答をする人が多くいた。
今回の調査では、質問項目に食生活に関する質問がなかったため、食生活について話をし
ている人は少なかったが、その中でも話してくれている人たちのほとんどが自炊を心がけ
ているということがわかった。それは、物価のことを考え、節約するために自炊をしたり、
健康と栄養面を考えてのことである。しかし、食産業の歴史をみると、外食や中食産業が
発展したことには、このように上京し、東京で一人暮らしをする人たちなどの単身生活者
などの増加が強く関係しており、外食・中食産業が単身生活者の生活を支えているのであ
る。彼らは、自炊をしながらも、コンビニエンスストアのお弁当やお惣菜に頼っているこ
とも事実としてある。現代を代表するファミリーレストランやファーストフード、コンビ
ニエンスストアが最初に東京に作られ、全国にも広がっていったように、発信の地である
東京は、常に新しいものを現在も生み出し、人々の食生活を豊かにしている。また、スー
パーの営業時間の延長により、コンビニエンスストアではなくても、遅い時間までやって
いるので選択肢が広がり、さらに便利になってきている。さらにスーパーでは、一人暮ら
しをする人たちのためだとは思うが、少量の食材が売っているのである。たとえば、ジャ
ガイモやたまねぎなどのばら売りである。一人暮らしの生活をしていると、ついつい食材
を余らしてしまったり、腐られてしまったりすることがある。そのようなことがありがち
であるので、スーパーのこのような売り出し方は食材の無駄を防げ、エコライフにもつな
げることもできる。このように、上京者たちの食生活は、いろいろな苦労をしつつも、節
約や健康を考えての自炊を心がけながら、スーパーのお惣菜やコンビニエンスストアのお
弁当などと組み合わせながら、うまく生活をしているということがわかった。
また、一人暮らしをすることは、今まで触れる機会がなかった未知の経験をすることで、
新たなを発見することにつながる。また、改めて気づかされることも多くある。それが、
料理をすることの楽しさだったり、節約することのやりがいなどだったりするのである。
そしてそれが、仕事に結びついたりする場合もある。また、地元に対する思いや親のあり
がたさを実感することができるのである。東京に来て実感したり、得ることは他にも多く
ある。それは、地位・名誉・金・人間関係であったりするであろう。しかし、これらより
も大事だと思うことは、帰る場所があること、近くにはいないが自分を影から支えてくれ
る人がいるということが一番大きいのではないだろうか。親が近くにいては絶対に気づく
ことはないだろうし、離れて見なければ、その良さや大切さなどは実感することはできな
いのである。東京の便利さや憧れなどを抱いてやってきても、楽しいこと、やりがいのあ
ることもあるだろうが、大変なことも同じように多い。ひとりであることの自由さや選択
肢の充実さが利点である一方でそれらは、不利なことにもなりうるのである。自由さはと
きには孤独にもなり、選択肢の充実さは優柔不断にさせる。しかしこの不利な部分に勝る
部分を多く東京は持っているのである。または、東京にしかないものを地方出身者は求め
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てくるのである。しかし、このような点で地方出身者の人々は、もともと東京に住んでい
る人や、地元に残っている人とは違ったことを上京することで得ることができるのである。
これは他の何にも変えられない上京者たちのすばらしい経験となるだろう。
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地方と東京の交通
―移動手段・帰省手段などの面から見る―

宮田

光

１．はじめに
今回の調査で私が注目したことは、地方出身者と交通の関係性についてである。
何故このテーマを取り上げたのかというと、私が行っているアルバイトの経験がきっか
けである。私は数年前から東京のある駅で案内係のアルバイトをしている。東京の中でも
大きい駅であり、遠方から来る電車が集まるターミナルの駅である。なので、毎日地方か
ら多くの人がこの駅に訪れる。この駅で仕事をしていると、地方と東京の鉄道網の種類や
路線本数の違い、
東京へのアクセス手段と所要時間、
電車運賃などの様々なことを覚える。
私は東京生まれの東京育ちだったので、この仕事をするまではこれらのことをほとんど知
らず、また地方の人々とこんなに接する機会もなかった。そして、このインタビュー調査
を経て、地方出身者と交通の関係性がどんなものであるのかに興味が湧き、今回このテー
マを取り組もうと思ったのである。
地方で暮らす際に良く言われるのが、交通の不便さである。ということは、地方出身の
人たちが上京の際に、交通の利便性が上京に大きく関わっているのではないであろうか。
そんなに不便な地元での移動手段とはいったいどんなものであるのか。
まず主に鉄道などの交通手段からみて大きく三つのテーマに分ける。そして、それら三
つのテーマに対して今回得られた意見を基に、それらに対する私の意見を述べ、最後に全
体のまとめを行う。
なお、今回調査で得た少数のデータだけで客観的な意見を述べており、論述というより
も感想文に近いものになったことを先にお詫びする。

２．東京と地元間での移動手段について
最初のテーマは、｢東京と地元間での移動手段について｣である。ではここで、地方から
東京へ上京されてきた人たちが、帰省などで地元に戻る際にどのような移動手段で、また
何の交通機関などを利用して地元に戻られているのかを、今回のインタビューで得られた
意見の中からいくつか紹介する。
岩手県出身・B４さんの場合
―［地元に帰省した際に、何か不便だと感じたことはありますか？ また、逆に便利
だと感じたこともあれば教えてください。］

260

B4：不便だっていうのはやっぱり交通の便がないってことですね。まあ岩手でもさらに
奥地なんで、新幹線なんかで帰ったときにはもう、辛いんですよ。
［新幹線だとどのくらいかかりますか？ 東京から。］
B4：2 時間半くらい。
［2 時間半で着くんですか？］
B4：
「こまち」あるじゃないですか。あれだとめちゃくちゃ早いんですよ。
「やまびこ」
とか乗っちゃうと 1 時間くらい違ってくる。
［じゃあ、岩手で移動するときの交通の便は……］
B4：そうですね。だからやっぱり新幹線では帰れないんですよ。だからいつも車で帰る。
で、6 時間。絶対車でしか帰らないんで。
［そのほかにはありますか。不便だなーって思うことは。］
B4：そうですね。交通の便が悪いってことくらいかなぁ。うん。駅からもかなり離れて
るから。
［逆に地元が便利だなって思うことは？］
B4：渋滞がない。渋滞もないし信号もないから、燃費がいい。それはいい。
（B4・男性・33 歳・岩手県奥州市出身）
栃木県出身・C１さんの場合
―［
（地元に帰るときは）高速バスですか？］
C1：帰りは宇都宮線とかで帰ってたね。
［片道どれくらいですか？］
C1：鈍行で 2 時間ぐらいだね。
そうしたら交通費は 2000 円ぐらいですか？］
C1：1500 円ぐらい。
［たまに特急とかには乗ったりしなかったのですか？］
C1：そのときは乗らなかったけど、今はお金があるから。
（C1・男性・23 歳・栃木県栃木市出身）
福島県出身・F１さんの場合
―［地元から東京へはどういった経路で来ましたか？ やっぱり電車で？］
F1：上京の日ですか？
［仕方とか。］
F1：今はいろいろあってバスも何種類かあるし、お昼のバスもあるし夜行バスもありま
すけど、あとは新幹線もあるし各駅停車で来ることもできるし、今 1 番多いのは昼間の
高速バス、昼間でもだいたい 4 時間ぐらいで着きますね。
［値段的にも 1 番安いから？］
F1：値段は安いですね。
［いくらぐらいで行けるんですか？］
F1：今 1 番安いのが片道 2500 円。
［安いですね。］
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F1：新幹線だと片道で 8000 円とか。
［新幹線ではまず最寄はどこでしたか？］
F1：郡山まで行って、そこ在来線ですね。
［だいたい何時間ぐらいですか？］
F1：新幹線で乗っても、在来線乗り換えて 3 時間ちょっとかかるので。バスとあまり変
わらない。1 時間ぐらいしか変わらないので。
［そうですね。変わらないんですね。］
F1：だったらバスで。
［やっぱり上京してくる方法とかでそういう考えが変わるのかなとか思ったんですけど
も……。］
F1：考えはそんなに変わらなかったですね。
［東京まで来るのはそんなに大変ではないですかね？］
F1：そうですね。
（F1・女性・23 歳・福島県会津若松出身）
長野県出身・G１さんの場合
―［
（帰省の際は）新幹線ではなくて、特急乗って帰る？］
G1：そうですね。新宿から、「あずさ」っていうのが出てて、それで 1 回途中で乗り換
えて。
［それは松本ではなくて？］
G1：一個手前の塩尻ですね。そこで一回乗り換えて、そうすると名古屋方面に向かって
いく線路があって、それで帰ってます。いつも。
［何分くらいするんですかね？］
G1：3 時間半くらいですね。
［じゃあ割と特急だしそんなに遠くないから帰省はしやすいですよね？］
G1：そうですね。本当は松本あたりまで新幹線できたらもっと早いんですけど。なにぶ
ん新幹線は長野市方面は新幹線できていいですけどね。
［長野新幹線とは方向違いますもんね。
］
G1：まぁ九州とか四国の人たちよりも全然帰りやすいと思いますよ。割と日帰りもしよ
うと思えば全然できますしね。
［「あずさ」って結構早くから出てるんですかね？］
G1：時間帯ですか。朝の 7 時。新宿からは 7 時半くらいから出てる。
［1 時間に何本くらいありますか？］
G1：1 時間に 1 本。
［じゃあ新幹線とそんなに変わらない？］
G1：ちょっと思い当って、ちょっと（地元に）行こうかなって思ったら行けます。
（中略）
［長野県って高速バスは発達してないですか？］
G1：バスですか。
［全然利用されないですか？］
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G1：えっとー、昔は基本的に高速バスは大きい都市、長野市と松本市と飯田市ってとこ
ろがあるんですけど、そういう大きな都市に行くのが当たり前。最近、木曽福島直通の
バスが 1 日 2 本しかないんですけど出てるので、土日とか高速混んじゃうんで嫌なんで
すけど、平日行くときとかは結構利用しますね。
［高速バスだとどれくらいかかりますか？］
G1：高速バスだと 4 時間半くらいですね。
［4 時間半ですね。ずっと中央線ですよね？］
G1：んーっと、中央道。
［中央道ってめちゃくちゃ混むじゃないですか？］
G1：途中混んだり、だからなるべく土日に帰省するときはやっぱり電車が多いですね。
時間が確実なんで。だからバスは安くていいんですけど、可能な限りバスは利用します
よね。
（G1・男性・31 歳・長野県木曽出身）
以上のような意見が上げられる。東京に来る手段で特に上京が左右されることはないと
いう意見が得られた。私自身としては、遠出をする際は金銭面などを考えていくので、交
通費だけで行く場所を決めてしまうが、やはり上京にはそれなりの覚悟があるのだという
ことが、それぞれの回答文から感じた。
また、東京に近い県や、東京に行く路線までのアクセスのしやすさで、帰省の仕方に大
きく差があることがわかかる。更に、交通費が安い高速バスがそれほど利用されていない
ことがわかった。

３．地元内での移動手段について
次のテーマは、
「地元内での移動手段について」である。地元にいるときでの買い物など
は何を利用して出かけるのか。また学校には何で通学していたのか。いくつかの意見を紹
介する。
秋田県出身・A１さんの場合
―［地元にいて不便だと思うところはありますか？］
A1：学生のころすごく感じたのが、バスも電車も一時間に一本だったっていうのが不便
でした。高校に通うのが一時間ぐらいかかるので、帰りとか今の電車のがしたらまた一
時間待たなきゃいけないって急いで行くんですけど、結局乗り過ごしちゃって待たなき
ゃいけないっていう。ただ、田舎なんで周りの友達も家の近くに住んでいたので、電車
を使って遊びに行くことはなかったんですけど。でも、車を持ってからはそれは解消さ
れましたね。だけど、車乗れるけど成人してるのでお酒飲みたいじゃないですか。居酒
屋も田舎なんでちょっと行ったところじゃないとないんですよ。でも代行サービスって
いうのがあっちでは主流で、一回で 5000 円とかするんですよ。もう一回開けるくらいの
値段じゃないですか。かなりそういうところが嫌でしたね。東京は電車があるし、家の
近くにもあるし、終電逃しちゃっても漫画喫茶に泊まればいいやってなるけど、地元で
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はできないので。
（A1・女性・23 歳・秋田県湯沢市出身）
長崎県出身・A２さんの場合
―［地元での嫌なところはありますか？］
A2：交通の便の悪さ。電車がねえ、1 時間に 3 本とか。結構だから待ち合わせとかも、
電車の時間を見て待ち合わせたりとか。何時に集合とか、何時の電車があるからそれに
乗って行くために、何時にとか。
［もう遅刻すると 1 時間後みたいな？］
A2：そう。1 時間後とかになっちゃうから。それぐらいだなあ。
［本当に不便ですよね電車。］
A2：ねえ、電車。まだ私免許持ってないから、地元に帰るともうどうしようもない。
［車じゃないと遊びにいけない？］
A2：じゃないと動けないから、それは不便かなあ、やっぱ田舎は。免許と車がないとど
こにも行けない。
（A2・女性・24 歳・長崎県佐世保市出身）

新潟県出身・A３さんの場合
A3：居酒屋とかあることはあるんですけど、深夜とか朝までやっているところが無いな。
―［大体何時頃に閉まっちゃいますか？］
A3：午後 11 時頃には。2 時に閉まるところが多くて、でも、2 時に閉まっても電車が無
くて。
［あー。じゃあ車は結構必要かな？］
A3：車は必要です。こっちだと電車がこんだけあるのでどこ行くにも電車で。
［新潟にいるとき電車でどこか遊びに行ったりとかはありましたか？］
A3：電車ではなかったです。免許取ってからは車で遊びに行くことはありました。
（中略）
［向こうの電車とかって、こっちみたいに 5 分に一本とか、そういう感じではないんで
すか？］
A3：一時間に三本くらい。電車もあんな長くなく二両編成とか、長くて四両ですね。
［満員電車とかって向こうではないですか？］
A3：朝とか混む時間は混むんですけど、そこまでひどくはない。
（A3・男性・21 歳・新潟県新潟市出身）
石川県出身・C２さんの場合
―［電車はないんですか？］
C2：車で学校に来ている人は少なくなかった。
［けっこういた？］
C2：うん、だってバスとか電車とか本数多くないから。
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［電車ってどのくらいの時間で来るんですか？］
C2：1 時間に一本とか。わたし、電車ってほとんど乗ったことなくて。移動の手段とし
ては。
［車ってけっこうメジャーなんですか？］
C2：高校卒業して働いている人は 9 割はもってる。一人一台だね。
［一人一台？］
C2：一人一台。高校卒業してすぐ働くって人もいるから、親に買ってもらったり。みん
な持ってるね、ほんとに。電車で行ってるって人はほとんどいないかな。
［なんで電車あるんですかね。
］
C2：学生のため、あとはお年よりとか。通勤で使ってる人はほとんどいない。少数のた
めにあるといって感じ。
（中略）
［（金沢への買い物に）行くならなら電車？］
C2：うん、電車で、700 円くらいかけて。しかも鈍行。
［700 円あったら東京を出ちゃいますね。］
C2：うん、高いね。
［運賃は高いですか？］
C2：初乗り 160 円か 170 円くらい。
［（東京の）地下鉄みたいですね。］
C2：うん、そうだね。乗る人いないから単価をあげたんじゃないか。あと駅と駅の間が
長い。一駅がそんなに近くない。東京って駅の間が自転車で行けちゃう。
（C2・女性・21 歳・石川県加賀市出身）
愛知県出身・G４さんの場合
―［名古屋って、でもやっぱり都会だから公共交通機関が発達してると思うんですけ
ど、そうでもないですか？］
G4：そうでもないですね。不自由はしないレベルだけど。
［その車文化っていうのはトヨタが影響してるんですか？］
G4：そうそうそうそう。だから、やっぱり車なのよ、中心が。結構近くに行くのでも車
みたいな感じだったけど、東京に来てね、歩いて電車に乗ってしまえばどこでも行ける
から、歩くっていう習慣が身についた。
［それはありますね、意外とこっち（東京）来てからのが歩きます。
］
G4：あとは自転車に乗らなくなった。わざわざ自転車で行かなくても全然……。
（G4・男性・25 歳・愛知県西春日井郡出身）
鹿児島県出身・D５さんの場合
―［
（現在の居住地に決めた理由で）交通の便は大事ですか？］
D5：だと思うけどね。んー、飲酒運転とかもうるさくなってきたから、ある程度そうい
う交通のアクセスがないと辛いかなって思うけど。
［そのことはやっぱり違いますか？ 交通は、鹿児島と……。］
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D5：それはそうだね。電車とか交通量は全然違うからね。大隈半島の方の電車は廃線に
なったからね。
［電車の無い地域の人は？］
D5：みんなマイカーだね。田舎道だしさぁそんなにうちみたいに渋滞とかが逆にないか
ら。新幹線が繋がったから、まだ便利にもなった。
［やっぱりみんな、免許が取れる年になったら、すぐ免許とるんですか？］
D5：そうだね。必需品だよね。
［今もう鹿児島まで新幹線は開通したんですか？］
D5：（地図を見ながら）この辺はねぇ、一部ちょっとだめなのかな。でも、大体行ける
よ。東側が通ってなくって。で、高速も通ってないから、今、東国原知事が言ってるの。
［おー、なるほど。
］
D5：こちら側の、九州の西側の方が発展・発達している。交通の面は。
［地元に戻られるときは、飛行機と車ですか？ ……鹿児島空港ですかねぇ。今も実家
はこちら……？］
D5：今ねぇ両親、都城、宮崎にいるんだけど、宮崎空港からもそんなに変わらないから、
一時間位かな。
［トータルで結構かかりますか？ 東京から……。
］
D5：羽田から、トータルで六時間位かかる。空港って待ち時間あるじゃん？

発車の前

に直前に行けばいいって問題じゃないから、無駄な時間、待ち時間できるからね。
（D5・男性・32 歳・鹿児島県鹿屋市出身）
以上のような意見などから、地元内での移動手段の不便さなどがわかった。地元では電
車の本数が少なくて不便という意見が圧倒的である。
また上記で紹介した人たち以外でも特に多かった回答は、地元での車の重要性である。
車がないと地方では暮らしていけないと良く聞くが、実際ここまで多い回答があるとは思
ってもみなかった。また、これにより地方と東京の人では免許の所得の事情も大きく変わ
ることがわかった。東京では免許はちょっとした資格を取るようなものに対して、地方で
は免許は生きて行くためには必要な資格といってもいいものと言うことがわかった。

４．東京の交通機関などに対する意識について
最後のテーマは、
「東京の交通機関などに対する意識」である。東京都内などにある交通
機関に対する地方の人から見た意識やイメージなどを紹介する。
岩手県出身・B４さんの場合
——［では、東京が良い点だと感じたことは？］
B4：東京がいいなって……東京というか関東がいいなって思ったのは、高速を覚えてか
らだね。はじめは乗れないんですよ。高速って言っても。これ乗ったらどこ行くんだろ
う？ みたいな。土地感がないんで。こういうのを覚えたときに、行動範囲が広がった
ときに。関東面白いなって。そういうのは記憶に新しいですね。
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［自分は地元にいるときに、東京で高速乗ったときに、地元と全然違って、早くて恐か
ったんですけど、そういうのは無かったですか？］
B4：一番「なんだ？」って思ったのは、高速乗ってても常に渋滞じゃないですか。何で
高速乗ってるのに、車止まるんだっていうのがあったけど、今じゃもう慣れちゃって。
（B4・男性・33 歳・岩手県奥州市出身）
滋賀県出身・C５さんの場合
―［上京する前の東京の印象は？］
C5：人が多い。
［でも大阪の方も人多いですよね？］
C5：東京来てから気付いたことなんだけど、大阪の方が全然人が少ない。
［あ、そうなんですか？］
C5：あんなに電車も動いてない。俺は滋賀とかから出てきたっていうのもあるんだけど、
（電車）座れるもん、頑張れば。こっち（東京）は頑張っても座れないもんね。
［そうですね。満員電車が普通ですもんね。
C5：
「湘南新宿ライン」とか「山手線」とか有り得ないですもんね。死にそうになる。
［あれは衝撃ですか？やっぱり。］
C5：衝撃だね。一回遊びに来たことがある、東京に。でも（乗ったのが）9時とか10時
だったから。「朝のラッシュとかどんなもんだ？」とか思ってて、9時とかに乗ったら全
然空いてたから、「なんだこんなもんかぁ」って思った。今じゃ毎日だからね。
［毎日は辛いですよね？］
C5：いや、そんなことないよ。
［耐えられますか？］
C5：耐えられるね。バイトの方がきつかったから。
（中略）
［（地元の）電車とかって東京みたいな感じなんですか？］
C5：1時間に5本くらい。
［電車と車だとどっちをみんな使うんですか？］
C5：ああ、俺は電車が多かったけど、みんなは車使ってたかなぁ。遊びに行くにも。
［無人駅とかありますか？］
C5：あるよ。
［バスは切符ですか？］
C5：整理券。東京きて、210円とか初めて知った。
［免許はいつ取りに行ったんですか？］
C5：えっとねぇ、大学2回生のときに行った。合宿で。四国の徳島で2週間行った。
［東京はすぐに電車が来るじゃないですか。あれはどうですか？］
C5：いいね。滋賀にいたときは時刻表見て計算とかをすごいしてたけど、東京は見ない
もんね。携帯でちょっと何分に着くとかそのくらいでしょ。こっちに来てからは適当に
来るだろって感じだからね。向こうにいた頃は一本逃しちゃいけないから、必死に走っ
たよ。
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（C5・男性・24 歳・滋賀県近江市出身）
鹿児島県出身・E５さんの場合
―［東京の嫌なとこは？］
E5：嫌なとこは、空気が悪いとこと、痴漢が多いとこ。
［埼京線とか乗りますか？］
E5：あっ、はい。乗ります。痴漢多いですよね。
［有名ですよね。］
E5：埼京線は痴漢が多い。
（中略）後、人身事故が多い。
［あっ、しょっちゅう止まりますもんね。毎日なんかしら止まっていますもんね。］
E5：はい。（中略）しかも前、一回自分が乗ってる電車が轢いたんですよ。
［えーっ。
］
E5：すごい怖いですよね。
［降りれないんですか？そういうとき。
］
E5：降りれなく、一応……途中駅で開いて、で降りたい人は降りて、乗っていきたい人
は乗って行ってくださいみたいな。
（中略）で、それでみんながそれでショック受けてる
わけでもなく、
「すいません、今人身事故あったんで、仕事遅れます。
」みたいな。
［結構みんな冷静？］
E5：冷静。悲しい（笑）
。
（E5・女性・23 歳・鹿児島出身）
新潟県出身・G３さんの場合
―［こっちきてすごい便利だなと思ったことはありますか？］

G3：電車がいっぱい走ってる。
［ほかには（東京が便利だと感じることはありますか）？］
G3：そんなにないですね。
［免許の方は取りましたか？］
G3：ないですね。
［これから取る予定も？］
G3：ないですね。
［やっぱりこっちであれば電車ですんでしまうからですか？］
G3：そうですね。
［やっぱり地元に住んでいる人を見ると車は欲しくなりますか？］
G3：そうですね。やっぱり地元に帰ると免許は必要かなって思いますね。東京にいると
きは別にいらないかなぁって
（中略）
［東京は電車の乗換えとか面倒くさくないですか？］
G3：そうですね、最初はわからなかったんですけど、全部ご丁寧に案内してくれるじゃ
ないですか、東京の駅って。わかんなくなったら駅員さんに聞けばいいから。
（G3・21 歳・女性・新潟県新潟市出身）
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東京の電車に対して多かった意見は、通勤時の混雑状況が上げられる。次に、電車の本
数での便利という意見がほとんどであった。
また、東京と地方での切符の買い方の違いで困るという意見も出た。上記で紹介してい
ない回答で、大きい都市では「スイカ」などの IC カードが便利で良いという回答があり、
面白いと思った。普段当たり前に使っているスイカであるが、このような鉄道の IC カード
はまだ全国の各都市近郊にしか使用されていない。こういった小さい違いがまた東京と地
方の便利差となるのであろう。

５．まとめ
今回の調査で、地方から東京に上京してくる際の動機に、交通の不便さによるものとす
る回答などは特になく、交通面で上京が左右されることはないということが上げられる。
しかし、東京に上京して来た後、U ターンなどする際はその東京の便利性を知ってしまっ
ているため、交通が左右される動機になることが挙げられる。また、地方交通においては
電車よりも車が重要な立場にあることがわかった。
今回の調査で得た回答の背景には、東京一極集中という日本の社会構造が関係している
と私は考える。東京ばかり便利にするのではなく、地方交通も電車の本数を増やすなりし
て、より便利にするべきである。たしかに東京のように需要がないかもしれないが、地方
の方々のニーズも聞いて、もっと便利にする必要があるのではないであろうか。

＜参考文献＞
東日本旅客鉄道株式会社，2008，『JR 時刻表』2008 年 12 月号，交通新聞社．
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各地域の余暇実態
山寺

風美

１．はじめに
私は秋田県出身の方にインタビューを行ったとき衝撃を受けた返答があった。それは余
暇の過ごし方である。上京する前の余暇の過ごし方は、秋田県では、テレビのチャンネル
が少なく、自分の見たいテレビ番組をなかなか見られないというらしいのだ。そのため、
夜寝る前の余暇時間はやることがなく寝てしまったり、お店は早くに閉店してしまう場所
が多く、家に帰り携帯電話で友人や家族と話をしたりして余暇時間を過ごすようだ。一方、
東京に上京してからの余暇の過ごし方は、テレビのチャンネルに制限はなく、自分が見た
いテレビ番組を見られるようになったという。また、東京は夜遅くまでお店が営業してい
るため、友人たちと遊ぶこともあるようだ。つまり、上京する前と上京したあとの余暇時
間の過ごし方は変わっている。
私はずっと、関東圏で過ごしてきているのだが、お店が早くに閉店してしまうといった
ことや、やることがなく寝てしまうという感覚がなかったので驚いた。そして、テレビの
チャンネルに関しては困ったことはなく、むしろ夜寝る前の余暇時間はテレビを見たり、
ビデオを見たりして過ごすことが多く、つい夜更かしをしてしまうことがしばしばある。
また雪がたくさん降る秋田県では、学校の授業にスキーのカリキュラムが組み込められ
ているという。そのため、冬になると休みを利用してスキーをよくすると言っていた。新
潟県出身の A3 さんもスキーの授業があったと言っている。私が住んでいる地域では雪が
積もるほどめったには降らない。たとえ積もるほどの雪が降ったとしても、幼少のときか
らスキーにまったくふれてこなかったため、スキーをやろうとはしないだろう。ただ、外
で雪合戦をする程度だと思う。
このように、雪がたくさん降る地域ではその特性を活かし、そこから余暇時間に活かし
ている。私が住んでいる地域では、雪はめったに積もらないためにスキーはできない。そ
のため、余暇時間はテレビを見るなどといったことをして、家の中で過ごしていることが
多い。こういったことから、各地域の余暇の過ごし方の違いに興味をもった。
ここでは、地域を北海道、東北（青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島）
、関東Ⅰ（埼玉・
千葉・東京・神奈川）、関東Ⅱ（茨城・栃木・群馬・山梨・長野）
、北陸（新潟・富山・石
川・福井）
、東海（岐阜・静岡・愛知・三重）
、近畿Ⅰ（京都・大阪・兵庫）、近畿Ⅱ（滋賀・
奈良・和歌山）、山陰（鳥取・島根）、山陽（岡山・広島・山口）、四国、北九州（福岡・佐
賀・長崎・大分）
、南九州（熊本・宮崎・鹿児島）、沖縄の 14 地域に分類する。そして、各
地域の余暇実態を 5 種類に分けて述べていく。
第 1 は、インターネットの利用である。仕事や学業などで利用するまたはそれ以外に余
暇時間の中で使用するインターネットの利用を 6 種類の項目に分けるとともに、目的内容
も同時にみていく。また、インターネットを利用している機器にも注目してみたい。
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第 2 は、学習・研究である。社会人が仕事としての行いや、学生が学業として行うもの
は除き、個人の余暇時間の中で行う学習や研究を分析してみたい。
第 3 は、スポーツである。個人の余暇時間の中で行うスポーツを調べていく。学生が体
育の授業で行うものや職業スポーツ選手が仕事として行うものを除き、スポーツを 15 種類
に区分して分析してみたい。
第 4 は、趣味・娯楽である。ここでも、個人の余暇時間の中で行うものをいい、9 種類
に区分して分析してみたい。
第 5 は、旅行・行楽である。学業などを含めた旅行・行楽を対象としていく。旅行とは、
1 泊 2 日以上にわたって行うすべての旅行をいう。行楽とは、日常生活圏を離れて宿泊を
伴わず半日以上かけて行うものをいう。また、夜行日帰りを含む。
そして、余暇時間の過ごし方の男女の違いについてもこの 5 つの項目に共通して捉えて
いきたい。

２．インターネットの余暇実態
余暇時間の中で使用するインターネットの利用を 6 種類に区分し、資料 11・資料 22にま
14地域別「インターネットの利用」種類別行動者率（男）
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2

統計局（2006）参照。
統計局（2006）参照。
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とめた。
インターネット利用の種類別行動者率3を 14 地域別に分けると、どの地域も比較的大き
な差はなかった。しかし、関東Ⅰのみは、男女ともにすべての分野においてインターネッ
トの利用が多かった。逆に最も数値が低かった地域は、男性は、すべての分野において沖
縄である。沖縄が低い理由には、地理的特性があげられる。女性は山陰、次いで南九州で
あった。総合的にインターネットの利用をみてみると、男女ともに東北、近畿Ⅰ・近畿Ⅱ
を除く西日本の行動者率が低いのがよみとれる。
また、種類別にみてみると、どの地域の男性も女性も「電子メール」を一番多く利用し
ている。ほぼすべてのインフォーマントさんも、インターネットを毎日利用していて、メ
ールで友人や家族と簡単に連絡をとることができる環境にいる。このことから、
「電子メー
ル」というのは、人との付き合いを目的としていることがわかる。しかし、インターネッ
トが普及し、コミュニケーション手段も発展しすぎてしまうと欠点も出てくるようだ。
―授業終わったら、よーし遊びに行くぞとかっていって遊びに行ってた頻度は当時多
かったのかなって。逆にメールとか電話とかだと、別にどこにいても連絡取れちゃうん
で、あっじゃあ、帰るわみたいな感じにはなっちゃうのかなとは。だから会う重要性っ
ていうのがあんまりなくなちゃったのかなあっていうふうには思いますけどね。（B1・
男性・33 歳・福島県・小売店勤務）
―やはり顔を見て喋れないのは寂しいですかね。メールだったら文面でしか伝わらな
いし、かといって電話でも相手の顔が見えないからなんか一方通行な気がする。テレビ
電話とかもできますけど、やっぱりなんかそれも薄っぺらい関係っていうか。会って喋
るっていうことは離れてるとなかなかできないので。いくらデジタル化が進んでも、直
接会って話すっていうアナログには勝てないかなって思います。（F3・男性・23 歳・兵
庫県・フリーター）
地域関係なくインターネットというのは、人との付き合いを簡単にしてしまう効力がある
ことを認識していることがわかった。
次いで数値が高いのは、男女ともに「情報検索及びニュース等の情報入手」である。「情
報検索及びニュース等の情報入手」の目的は、「趣味・娯楽」として利用されることが多
いが、個人の中で行われる余暇時間を利用して「学習・研究」をしている人も多い。
次に「ホームページ、ブログの開設・更新」である。最近では芸能人のブログなどが流
行っているが、意外にも「ホームページ、ブログの開設・更新」の行動者率は低かった。
そして、どの地域も極端な地域格差はみられなかった。しかし、その中でもやはり関東Ⅰ
が圧倒的に数値が高い。要するに、全体には大都市圏で個々人による「ホームページ、ブ
ログの開設・更新」を通して情報発信が盛んであるという傾向がみられる。また、この分
野において唯一、男性よりも女性の行動者率が高い。

3

行動者数（過去 1 年間に該当する種類の活動を行った人の数）の 10 歳以上人口に占める
割合（%）。
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一方で、地域別の携帯電話利用率は、関東Ⅰ、次いで関東Ⅱ、近畿Ⅰ、近畿Ⅱ、東海の
利用率が高い。逆に最も利用率の低い地域は東北であった。一番高い関東Ⅰとは大差で利
用率が劣っている。
地域別のパソコン利用率も、最も高いのは関東Ⅰである。最も低いのは、日本地理上の
縁辺地域の東北の利用率が低いという特徴がある。また、東北、九州と下位県をよくみて
みると、人口密度の低い地域で利用率が低いという傾向がみられる。また、パソコンの利
用率の方が、携帯電話の利用率よりどの地域にも格差がみられた。
情報通信機器の利用格差要因としてあげられるのは、携帯電話もパソコンも地域別によ
る影響は比較的小さいが、利用する本人の年齢が最も強い影響を及ぼしている。また、パ
ソコンの利用率の方に格差がある原因には、経済的格差も影響を及ぼしている。それは、
パソコンは高価であるし、携帯電話以上にパソコンの操作が困難であることが考えられる。
これらのことから、どの地域も今やインターネットは必需品のようである。しかし、イ
ンターネットが普及してきたといっても、地域によって格差が生じていた。インターネッ
トの利用率が低い地域の情報収集はテレビなどを活用しているらしい。確かにテレビから
も情報を得ることは可能であるが、テレビ以上にインターネットには数えきれないほどの
情報がある。そのため、情報収集などちょっとした調べものをするときに、インターネッ
トを活用することは便利であると私は実感している。最近ではインターネット上で知識を
高めるサイトなども誕生している。このように、現在は余暇時間にインターネットを利用
するだけでなく、学習を目的として利用する人たちも増加傾向にある。もし、本当にイン
ターネットを学習の目的としても利用するようになったら、余暇時間に関係なくインター
ネットをずっと利用することになるだろう。そうすると、ますますパソコンと向き合う時
間が増加し、人との関わりが減少してしまう。また、すでにインターネットの利用率が地
域ごとに格差を生じさせてしまっているため、学習面においても格差が生じてしまう可能
性があるという問題がでてくるだろう。

３．学習・研究の余暇実態
余暇時間の中の学習・研究の種類を資料 34・資料 45にまとめた。
14地域別「学習・研究」種類別行動者率（男） 英語
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14地域別「学習・研究」種類別行動者率（女） 英語
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「英語」「英語以外の外国語」は、非常に僅差であるが関東Ⅰと南九州以外、女性の行動
者率の方が高かった。また、東海は9.4%と行動者率が男女とも同じであった。
「英語」
「英語
以外の外国語」の1年間の平均行動日数6をみると、85.9日と最も多くなっている。グローバ
ル化している現在、異文化の理解や語学力を高めるために、英語を学ぶ姿勢が増加傾向に
あるのである。このことから、どの地域も外国語を学ぶ意識が高いといえるのではないだ
ろうか。さらに近年、文部科学省では小学校5、6年生を対象とした週1コマの「小学校外国
語活動」というのを実施している。この活動は音声を中心に外国語に慣れ親しませて、言
語などの理解を深めるとともに、積極的にコミュニケーションを図ろうとするさまざまな
取り組みである。このような新しいカリキュラムの導入により、これからさき、さらに外
国語を学ぶ数値が高くなっていくだろう。
次に、男性は全地域とも「パソコンなどの情報処理」、「商業実務・ビジネス関係」と将
来社会に必要な知識を個人の余暇時間の中で身につけている。女性は全地域とも「介護関
係」・「家政・家事」と家庭内中心の知識を多く学んでいる。このことからどの地域も、男
女とも大幅に「学習・研究」の行動が違うことがわかった。この大幅な行動の違いが男女
差別を浮き彫りにしてしまっているのではないか。女性の社会進出が増加している現在、
男性の「介護関係」
「家政・家事」の行動者率が低いというのは問題ではなかろうか。家庭
内中心の仕事を多くしている女性ならではの苦悩がある。
―やっぱり田舎は女子はお茶くみとか昔の考えが、結構根強く残っていて、事務の女
の子たちに割り当てられていたし、皿洗い当番とかも決められていたので、そういうの
もすごい嫌でしたし。そういうのが田舎って嫌だなって感じるきっかけにもなりました。
（A1・女性・23歳・秋田県・販売）
お茶くみは女性がいれるのが当然という感覚である。つまり、事務的な仕事は女性に任せ、
男性はそれが当たり前だと思っている。これが男女の差を浮き彫りにしてしまっている要
因の1つではないだろうか。しかし、A1さんが暮らしている地域だけではなく、資料4から
どの地域も田舎とは関係なく女性の方が家庭内中心の知識を多く学んでいることがわかる。
6

行動者について平均した過去 1 年間の行動日数。
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このことからA1さんのような考えもつ人が他の地域にもいるのではないだろうか。A1さん
が言うように、現在は、女性は主に家事を中心としたことをやるという意識は薄れてきた
と思うが、どの地域にも未だ昔の考え方が根深く残っていることが資料3・資料4からよみ
とれる。そのため、男性の家庭内中心の行動者率が圧倒的に女性より劣っているのだとい
える。実際にある男性のインフォーマントさんも「女性は家庭に入って欲しい」と考えて
いた。
以上のことから、
「学習・研究」の余暇実態から男女の違いがあることがわかった。各地
域、昔からある「男性は仕事」
「女性は家庭」という認識があるため、無意識のうちに個人
の余暇時間を利用して、将来に備える行動を自らとっているのではないかと感じた。A1さ
んのような考えは、仕事などで主に女性が行う事務関係の役割ばかりを与えられたときに、
「女性は家庭」だからかというような概念が働き、そこで初めて男女の差別意識が生まれ
るのだろうと推測する。昔からある概念を覆すことはなかなか困難であると思うが、意識
的に余暇時間を利用して、男性は「家政・家事」
、女性は「商業実務・ビジネス関係」とい
ったような行動を起こしてみてはどうだろうか。男性も女性もお互いの仕事内容の楽しさ
やつらさなどをわかりあえれば、男女の格差は少しでも縮まっていくのではないかと私は
考える。

４．スポーツの余暇実態
余暇時間の中のスポーツを 15 種類に区分し、資料 57・資料 68にまとめた。
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資料5

男性の種類別行動者率をみてみると、平均すると大差はないが四国が最下位であった。
次いで東北となっている。上位 2 つは関東Ⅰ・関東Ⅱであった。
「野球」「ソフトボール」
「バレーボール」といった団体競技は、北九州・南九州・沖縄
と九州地方に多くみられている。
「サッカー」
「テニス」
「バトミントン」は 2 人以上で行う
スポーツだが、どの地域も同じぐらい行われていた。そして個人でできるような「つり」
以下のスポーツは、団体競技のスポーツよりも高い数値となっている。とくに「ウォーキ

7
8

統計局（2006）参照。
統計局（2006）参照。
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14地域別「スポーツ」種類別行動者率（女）
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資料6

ング・軽い体操」は、この15種類のスポーツの中で最も多く全国的に行われている。最近、
メタボリックシンドロームの予備軍も含めて増加傾向であるため、その影響を受けてやり
始めている人が多いからであろう。次いで数値が高いのは「ボウリング」となっており、
さらに次いで男性は「つり」が好まれている。「つり」は、山陰・山陽と中国地方でよく行
われている。
「水泳」はどの地域も同じぐらいの行動者率で、とくに男性は暖かい地域ほど高い数値
となっており、北海道・東北と寒い地域は低い数値となっている。しかし「スキー・スノ
ーボード」は「水泳」とはまったく逆の結果となっている。沖縄は0.5%と断トツで最下位と
なっており、以下、南九州・北九州と低い数値であった。逆に最も高いのは13.9%と北海道、
次いで北陸と雪が積もる地域でよく行われている。
次に女性の種類別行動者率をみてみると、女性も平均すると大差はなく四国が最も低い。
上位も男性と同じく関東Ⅰ・関東Ⅱと上位を占めた。
女性も「野球」などといった団体競技の数値は低く、個人で行うことのできるスポーツ
は高い数値となっている。さらに女性も「スキー・スノーボード」は男性とまったく同じ
結果であった。
「水泳」に関しては、関東Ⅰ・東海・近畿Ⅰが上位で、寒暖に関係なくどの地域も同じ
ぐらいの数値であった。
また、女性は男性と違って「つり」にはあまり興味がなく、
「バトミントン」を好んでい
るようだ。
これらのことから、余暇時間に行われるスポーツは、好きなときに個人でかつ気楽にすぐ
できるスポーツがどの地域もよく行われている。
「野球」
「ソフトボ－ル」「バレーボール」
などの団体競技は、行える場所が少なく、行える場所があっても有料でその場所を借りる
ことしかできない。とくに東京では、他の地域と比べてもさらに行える場所が限られてい
るというように実感している返答がある。
―野球をする場所がない。なにかにつけて、許可が必要。自由が少ない。もし、子ど
もが野球をやりたいと言ってもやる場所がない。それが悲しい。人が多いからルールが
ないと成り立たないのはわかるけど、臨機応変さがない。
（D3・男性・33歳・岐阜県・音
楽事務所所属）
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「野球」もそうであるが「ソフトボール」「バレーボール」といった特定の場所を必要と
するスポーツは、資料5をみても、東京が含まれている関東Ⅰは下位の方に位置している。
一方で「スキー・スノーボード」といったスポーツは、先にも述べたが、やはり地域の気
候や特性を活かし、授業で学んだことなどを余暇時間でさらに楽しもうという意識が芽生
えるのだろうか。
また、スポーツでは男女ともに四国が低い結果となっているが、四国では成人男女で肥
満の割合が高い傾向にある。現在、香川県では生活習慣病対策を本格化したり、徳島県で
は伝統芸能の阿波踊りをアレンジした「阿波踊り体操」という取り組みが行われ、自分た
ちの健康を意識している。

５．趣味・娯楽の余暇実態
余暇時間の中の趣味・娯楽を9種類に区分し、資料79・資料810にまとめた。
美術鑑賞（テレビ等除く）
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資料7

14地域別「趣味・娯楽」種類別行動者率（女）
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資料8

「趣味・娯楽」の種類別行動者率をみると、どの地域も何かを鑑賞している数値が高か
った。中でも「CDなどによる音楽鑑賞」が男女とも一番高かった。
9
10

統計局（2006）参照。
統計局（2006）参照。
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「美術鑑賞（テレビ・DVD等除く）
」は、関東Ⅰが最も高い数値である。その理由として
は、東京では頻繁に展示会などを開催しているからである。
―東京の魅力。やっぱり情報が多いのが、魅力的かなと思っています。たとえば、美
術館とか、いつもどこかで展示会をやっていて、それはすごくすてきなものばっかりで、
向こうだと年に1回見れるか見れないかで、あっやっとやってきた大イベントなんですけ
ど、こっちでは頻繁にいろんなところで、ゴッホだセザンヌだ、ふつうに見れる。新し
いものは東京から出てくるというのが、そうゆうのですごく刺激が多くて、面白いなと
思います。
（D1・女性・27歳・兵庫県・飲食店勤務）
東京には三鷹の森ジブリ美術館、六本木・東京ミッドタウンに新しくできたサントリー
美術館、新しいタイプの国立新美術館など全国から人気のある美術館が数多くある。その
ため、全国からたくさんの人が惹きつけられ東京に集まるのである。また、関東Ⅰに次い
で、足立美術館や小泉八雲記念館で有名な島根県を含む山陰の行動者率が男女とも高かっ
た。
「パチンコ」は、北九州や南九州での行動者率が最も高く、九州ではパチンコをよく行
っていることがわかる。そして、それに匹敵するのが四国で、とくに高知県、徳島県が四
国の中で上位を占めている。この他にも山陰、北陸、東海、東北と地方が上位になってい
る。この結果から、地方にはパチンコ店が多いといえるだろう。一方、関東Ⅰ・関東Ⅱや
近畿Ⅰ・近畿Ⅱは、人口が多いのに対し、パチンコ店が少なく数値が低い結果となった。
数値が低いのは、パチンコの他に娯楽がたくさんあるからといえよう。
「カラオケ」は山陰では、男女とも14地域の中で最も低かった。しかし、四国や山陽の
瀬戸内海沿岸付近では行動者率が高く、カラオケは盛んに行われているといえる。また、
大きく分けるとカラオケの店舗数は東日本の方が少ない。とくに東北が少なく、下位の位
置にいる。
「テレビゲーム・パソコンゲーム」は、現在、インターネットが普及し「テレビゲーム・
パソコンゲーム」をする機会が多くなり、どの地域も行動者率が上昇しているという。男
子は41.8%で関東Ⅰ、次いで40.9%で北海道と数値が最も高かった。逆に、最も高かった関東
Ⅰと約15%も違う沖縄が28.1%と最も低かった。女子は最も高かったのが30.4%の北海道、次
いで30.1%で関東Ⅰである。そして、女子も20.4%と沖縄であった。ここから「テレビゲーム・
パソコンゲーム」は、男女とも北海道や関東Ⅰでよく行われ、沖縄ではあまり行われてい
ないことがわかった。
「日曜大工」の行動者率は、どの地域も男子は約17～21%の数値があるのに対し、女子は
約2～4%の数値であった。また、全地域の「趣味としての料理・菓子作り」の行動者率は、
男子は約4～7%であり、女子は約24～31%である。私は「趣味としての料理・菓子作り」は、
男女とも同じぐらいの行動者率だと思ったが、どの地域も男女に大きな差があり疑問に感
じた。なぜならば、
「料理をするのは女性」というイメージが強いと思うが、パティシエと
いう仕事になると、メディアに取り上げられるのは男性の方をよく見かけるからだ。仕事
というのは自分の趣味の延長線上に繋がることが多い。そのため、「趣味としての料理・菓
子作り」の男性の行動者率が低いのはおかしいと疑問に感じた。しかし、2001年にフジテ
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レビ系列で放映されたドラマ「アンティーク～西洋骨董洋菓子店～」の影響で、翌年から
女性がパティシエを目指す人が急増したのである。そのため、今ではオーナーからスタッ
フまでが女性という洋菓子店も珍しくなくなってきている。しかしながら、ドラマの華や
かさとは一転して、パティシエの仕事内容が厳しく、近年ではパティシエになる男性の数
が激減してしまっているようだ。このようなことから、
「趣味としての料理・菓子作り」に
男女の差があるのだといえることがわかった。
以上のことから、大都市には地方にはない娯楽施設があるということがわかった。また
私は、ここにも男女の違いがあるのだと感じる。私は「日曜大工」は男性の方がどの地域
も多いということに納得しているし、家事を普段から積極的に行う女性の方が、仕事内容
が厳しくても「趣味としての料理・菓子作り」に向いているのだと感じた。しかし、この
ような考えは私だけに限らず、全地域が、自然に大工は男性の仕事であるといったような
認識があるため、資料7・資料8の結果からもいえるように、どの地域も男女に大きな差を
つくってしまったのであると考える。余暇行動は男女の違いを見出してくれることがわか
る。

６．旅行・行楽の余暇実態
余暇時間の中の旅行・行楽を5種類に区分し、資料911・資料1012にまとめた。
14地域別「旅行・行楽」種類別行動者率（男）
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資料10

11

12

統計局（2006）参照。
統計局（2006）参照。
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総合的にみてみると、沖縄は国内有数の人気観光地であるが、男女ともすべての種類に
おいて、沖縄が最も低い数値であるという結果になっている。沖縄が低い理由は、住んで
いる場所が国際線の空港から遠いために、出かけるのが億劫だということがあげられる。
陸路が繋がっていない沖縄では、とくに日帰り需要がほとんどないのである。また、種類
別行動者率が低い沖縄に次いで、東北の青森県、次いで宮崎県、鹿児島県を含む南九州の
行動者率が低い。いずれも、農作業が忙しいということからである。その他の理由には、
交通費が大幅にかかってしまうため、数値が低いということもあげられる。一方で、関東
Ⅰや近畿Ⅰでは種類別行動者率が高かった。大都市に住む人ほど所得が多いことや千葉県、
埼玉県を含む関東Ⅰは、成田空港に近いというということもあり、海外旅行などに気軽に
行けるという理由などがあげられるだろう。
次に「帰省・訪問などの旅行（国内）」をみてみると、どの地域も年に1、2回帰省する人
が多い。帰省する回数は全地域とも女性より男性の方が低かった。実際に男性のインフォ
ーマントさんの中には、「10年に1回帰省する」「帰らない」という返答があった。そして、
帰省する時期は、お盆やお正月だけに限らず、まとまった休みがとれたときに帰省するな
どと人さまざまである。
また、国内旅行に行く目的としては、
「温泉やリゾートを楽しむ」や「自然や歴史建造物
の観光」が多い。近年、自然遺産に登録された知床半島がある北海道、霧の摩周湖がある
秋田県やこけしの産地で有名な鳴子温泉がある東北、吉野ヶ里遺跡や耶馬溪などがある北
九州、指宿温泉が有名な南九州といった地域などでは域内旅行が目立ち、行動者率が高く
なっている。一方、海外旅行に行く目的は、
「自然や歴史建造物の観光」や「グルメ・ショ
ッピング」が多かった。しかし、どの地域も旅行費などの面で、海外旅行は国内旅行の半
分以下の行動者率であった。その中でもやはり大都市に近い関東Ⅰ、近畿Ⅰの数値が高か
った。
また、今後の旅行目的は、余暇時間を利用して海外旅行や国内旅行をするのではなく、
語学や料理を「学ぶ」といったことを目的とする人が増加してきている。
以上のことから、自分が住んでいる地域にそれぞれ悩みがあることがわかった。それは
交通の便などである。交通の不便さがゆえに、帰省する回数など制限されてしまうからで
ある。そして、気軽さという面でも地方で暮らしている人々は、都市に住んでいる人々に
劣ってしまっているために、行動者率が低い要因となっていると考える。しかし、沖縄な
ど交通の便が決して良いとは言えない場所には、伝統的な建造物や情緒溢れる自然などが
多々ある。こういった面では、人を惹きつける魅力ある地域でもある。新しい電車が開通
してしまったり、新しい道路が造られ交通の便が便利になってしまうと、地域の景観が失
われてしまう危険性がある。そのため地元の人にとっては板ばさみ状態であると思う。
また、旅行は家族や友人や職場の人との親睦を深める最高の手段だといえる。秋田県出
身のA1さんも近所付き合いで旅行に行ったりしている。また、1人で自分探しの旅をする人
もいる。こういったことから、余暇時間に旅行は必要であると考える。

＜参考資料・文献＞
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東京と地方の生活
―「地方出身者」から「東京人」への変容―

鬼澤

佑太

１．概要
東京という都市は、全国のさまざまな地方から多くの人々が流入し、成り立っている。
そんな東京という都市へ地方出身者は何を目指し、上京するのだろうか。
上京しても故郷と同じような生活を東京でしているわけではなく消費行動・ライフスタ
イル・意識など、
「地元」と「東京」では大きな差があるのではないだろうか。そこで、地
方出身者の実態を調査すべく、今回「地方出身者の『上京』に関する意識と実態」調査に
おいてそれら地方出身者を取り巻く状況を把握すべくインタビューを行った。
本報告で私がテーマとして取り上げたいのは、地方出身者が東京に上京することで起こ
る生活の「変化」である。たとえば、本報告で取り上げた『交通』
『物価』
『仕事』
『地域コ
ミュニティ』、これらをインタビューから得たサンプル（音声データ・テープ起こし原稿）
をもとに分析し、上京後の生活の「変化」を通して彼／彼女達がどのようにして「地方出
身者」から「東京人」へと変容するのか、その過程を細かく見る。この変容の過程を知る
ことで、私のような東京出身者では捉えることのできない「東京で生活することの社会的
意義」がより鮮明なものとして現われてくるのではないだろうか。なお、本報告書での「地
方出身者」とは、広義において東京という都市以外から上京してきた人たちを指し、
「東京
人」とは東京出身者だけではなく、東京で生活をし、都市の文化に受容されている地方出
身者も指す。
では、順番にサンプルを分析していこう。

２．サンプルからみる地方の実態
１）交通
東京は電車の路線や本数が多く、バス、タクシーなども含め、多様な交通手段がある。
そのため、どこに行くにも楽に短時間での移動が容易であるが、地方の移動・交通手段は、
そういった公共のものを使用せずにマイカーへの依存率が高いようだ。
―［地元にいて不便だと思うことはありますか？］
学生のころすごく感じたのが、バスも電車も一時間に一本だったっていうのが不便で
した。高校に通うのが一時間くらいかかるので（中略）電車を使って遊びに行くことは
なかったんですけど。でも、車を持ってからそれは解消されましたね。（Ａ1・女性・23
歳・秋田県・販売）
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―［滋賀の人ってみんな車持ってますか？］
持ってる。
［電車とかって東京みたいな感じなんですか？］
1 時間に 5 本くらい。
［電車と車だとみんなどっちを使いますか？］
俺は電車が多かったけど、みんなは車を使ってたかな。遊びに行くにも。
（C5・男性・
24 歳・滋賀県・印刷会社）
―［じゃあ車は結構必要かな？］
車は必要です。こっちだと電車がこれだけあるのでどこに行くにも電車で。
［新潟にいるとき電車でどこかに遊びに行ったりすることはありましたか？］
電車ではなかったです。免許取ってからは車で遊びに行くことはありました。（A3・
男性・21 歳・新潟県・飲食店勤務）
―［
（地元に）帰った際にここは不便だなって感じたことはありますか？］
むこうは完璧な車社会なので、車がないと動けない、行きたい所にも行けないから。私
は車を持ってないから、帰ったときは不便ですね。
（F2・女性・25 歳・新潟県・子供服
販売）
インフォーマントからは、このように交通手段を電車やバスではなく、車に頼らざるを
得ないという地方の実態が伺える。理由として、電車やバスなど公共の交通機関が一時間
に数本しか運行していないため利便性が低いこと、土地的・時間的(雪や最寄りの駅・バス
停までの距離が長いなど)制約によりマイカーを使用した方が利便性が高いことなどが挙
げられる。また、私の推測ではあるが、地方の方が土地が広い・安いなどの理由により、
駐車スペースの確保が容易であることもマイカーに依存する理由のひとつではないだろう
か。
２）物価
私は東京出身で、たまに地方への旅行に行く機会があるが、地方のスーパーで夕食の食
材を揃えた際、安いなと感じたことが印象深い。また住宅情報誌を見ていても家賃や土地・
物件の価格が、東京よりも圧倒的に安いことから、地方の方が物価が安いというイメージ
があるが、実態はどうなのだろうか。
―［それを考えて鹿児島はどうですか？］
鹿児島はいいところだと思うよ。
（中略）あとはやっぱり安いよね、こっちから比べる
と。物価がすごい安いと思う。びっくりするよ、スーパーとか行って。（Ｄ5・男性・32
歳・鹿児島県・小学校教諭）
―［ぜんぜん違いますか？］
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ぜんぜん違う。あと物価。私の地元の家なんて家賃 3 万とか。だから 5 万越えたらす
ごい高いイメージ。
（C4・女性・22 歳・宮城県・アルバイト 音楽系事務所所属）
―［東京で暮らすときに難しいことはありますか？］
難しいところは、物価が高いところ。田舎はちょっと安いので。
［なにか食品とか家賃以外ではありますか？］
んー、でもやっぱり食品とか家賃が一番大きくて。食品なんかは結構違いますね。最
初に来たときは向こうでは全部安かったのになぁと思って、カゴに何も入れなかったと
きがあって。（F1・女性・23 歳・福島県・会社員）
―［いま物価のお話が出たんですけども、やっぱり地方は物価が安いですか？］
安い安いって言う人が結構いるんですけど。
（たぶん）物価っていうよりは、生活にか
かるお金が少ないって考えた方が分かりやすいと思う。だから野菜とかお米とか、どこ
でも作っているようなものなんで安いのは当たり前なんですよ。だから、ペットボトル
のお茶が安いかっていったら変わらないし。
（中略）栄えているようなところに住んでい
る人達っていうのは（物価は）そうでもないと思いますよ。
普通に一軒家が 3 万 5 万で借りれるような世界なんで。それを考えたら、その倍とか
2 倍、3 倍払って、それでも(東京の)狭い部屋に住んでるとかっていうのを考えたら、田
舎の方が生活にかかるお金は少ないかなとは思いますよ。（B1・男性・33 歳・福島県・
小売店勤務）
物価の実態は、サンプルを見るかぎりではすべてのモノが安いということではなく、食
品（野菜・米など）や家賃といった生活にかかるコストの主体となっている部分が地方で
は安いようだ。しかしながら、B1 さんを見ると農家が多い所では野菜・米などは安いが、
そうでない住宅街や都市に近いところではそこまでの差が感じられないという。そこで、
統計局ホームページ「平成 14
年全国価格統計調査 結果の概
要[全国物価地域差指数編]」を
見てみる。
都道府県別の物価水準(全国
地域差指数：全国＝100)をみる
と、総合指数が最も高いのは東
京 都 (108.7) 、 次 い で 神 奈 川 県
(106.1)、京都府(102.4)となって
いる。また、全国平均を上回っ
ているのは、この 3 都府県の他
に、大阪府、兵庫県および石川
県を合わせた 6 都府県である。
最も低いのは沖縄県(92.3)で、
次いで宮崎県(93.4)、熊本県(94.4)となっている。なお最も高い東京都は最も低い沖縄県に
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比べて 17.8％高となっている。
図 1－1 都道府県別総合指数の表を見ると、全国＝100 で、それより上の水準である都府
県は 6 つしかない。あとの道府県はほとんど指数 100 未満であるため、それらの道府県が
全国平均に達していないことが分かる。やはり、地方の物価は安く東京との差をほとんど
の地方出身者が感じるのだろう。食品(主に米・野菜)は安いが、肉・ペットボトル・カッ
プラーメンなどは価格が大体一律であるという事実があるが、主食＝食費の主体としての
米が安い、またはもらえるというだけで、東京と地方では金銭的に大きく差が出るのでは
ないだろうか。また、生活費の大半を占める家賃が安いことでもやはり生活に大きな差が
出るのだと思う。
以上、サンプルおよび全国物価統計調査から見られる地方の実態として、
「地方は物価が
安い」ということは事実であるといえる。
３）仕事
地方出身者の状況の理由はさまざまであるが、上京する人々の大半は将来の自分を見据
えた上で東京に来るのだと思う。しかし、生計を立てる上での基盤となる「仕事」をする
場としてなぜ東京を選ぶのだろうか。
地元ではなく、東京でしかできない仕事とは何か、サンプルから見える地方、東京にお
ける就職のメリットを探ってみる。
―［最初は東京にはどういったきっかけで上京してきましたか？］
高校を卒業して、短大が東京にあったのでそれがきっかけで上京してきました。
（中略）
［学校を選ぶときに地元とかは考えませんでしたか？なぜ東京を選びました？］
最初は、とりあえず田舎を出たかったので。なおかつスポーツ、体育に関わりたいな
と思って、そうなると条件が……地元には体育大学がないので、だいたい大阪と関東。
で、大阪だと遠いから東京にしました。
［では次に今やっているお仕事についてお聞きします。現在お仕事は何をされています
か？］
子供服の販売をしています。
［就職をされている？］
今はいちおう正社員ではないんですけど、アルバイトっていう形で、ただ結構フルタ
イムで使ってくれるので……、なんて言うんでしょう。社員さんと同じように仕事は任
されていて……。
（中略）
［今と前のお仕事は短大へ入ってから考えたのですか？］
短大入って……。でもそうですね、就職にすぐ就けなくて、半年くらいアルバイトで
した。そこの会社はプールのバイトをやっていて、そこで会社の人が「社員やらないか」
って言ってくれてアルバイトから社員になったって感じですね。
［もともと東京には地元を出たかったから来たと言っていたんですけれど、そのときは
東京で働こうって考えはありましたか？］
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そうですねー、短大の 2 年のときかな。地元で就職するか、東京に残るかですごく悩
んで……。でもやっぱり地元だとさっき言った、ビジョンが狭いので、1 回帰っちゃう
ともう二度と都会には帰れないなと思ったからとりあえず若いうちは、都会でもまれて
ビジョンを広く持ってやりたいなって気持ちが強かったから残りました。（F2・女性・
25 歳・新潟県・子供服販売店勤務）
―［なぜ東京に来たのか教えていただけますか？］
東京に来たのは、やはり大学に入学するということで上京してきたことが一番の理由
ですね。
（中略）
［関東がいいので東京に、あとは地元でも行こうかと考えていてそれ以外はとくにない
ですか？］
それ以外はとくになく、関東か東北かということで考えていて。
［なるほど。そうですね、ではとくに東京にこだわりはありますか？または大学に。
］
んー、
日本の中心が東京なのでいろんな流行もそうですけど、
社会の流れであっても、
やっぱり東京が一番発展するのかなと思ってそういうところは一番最初にさっとできる
のは良いかなと思いますね。
［ではお仕事についてお聞きします。現在お仕事は何をされていますか？］
証券会社で働いていて、株ではなく債権、国債とかそういうものについて仕事をして
います。
（中略）
［とくに地方の会社に勤めたいとかは？］
なかったですね。帰る気はなかったかな。（F1・女性・23 歳・福島県・会社員）
―［なぜ東京に来ようと考えたんですか？］
できるだけ都市部に行きたいって思いがある。だから、大学を探したときに大阪とか
愛知とか、東京とかの周りがいいなって。
［なぜ都市部が良かったんですか？］
なんとなくの憧れだよね、とくにこれってものがあったわけではないね。行ってみた
いなっていう。
［東京とか都市に来ようと思って、ずっとそこに住むとか、残るっていうイメージはあ
りましたか？］
んー……それは半々くらいだったね。とりあえず大学来て、どっちみち就職でまた転
機が来るなって思ってたから。だから、ずっとそことは思ってなかったね。来たときは。
［学校の先生をする上で、東京とかこっちの方にこだわったっていうのは？］
こだわったっていうかちょうどうちらのときに不況で、バブルが弾けたあとだったか
ら、採用の雇用人数が少なかったっていうのがあって、鹿児島県も受けたし、埼玉県も
受けたんだけれども、鹿児島の方がより人数が少なくて、埼玉の方が募集枠が広かった
のね、両方受けて、埼玉の方が受かったっていう。
（D5・男性・32 歳・鹿児島県・小学
校教諭）
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―［現在のお仕事は何をされているんですか？］
カラオケです。アルバイトですけど歌がやりたくて東京に来ました。
［仙台だと足りないものがあったんですか？］
仙台で活動している人もいっぱいいるけど、私、行動力がなくてすごい控え目な性格
だから、自分から何かやろうっていうのができなくて、意欲がないというか、とりあえ
ず仙台にいて活動してても何も見つけられないというか、東京へ出て動き出すべきだと
思って。（C4・女性・25 歳・宮城県・アルバイト 音楽系事務所所属）
―［なぜ東京に来ようと思ったのでしょうか。またいつから東京に来ようと考え始め
ましたか。
］
A5：高校のときに役者を目指したいと思い、20 歳のときに上京しました。
A4：私はもう少しくらい前、中学生の頃から漠然と考えていました。芝居形の学校が東
京にしかなかったので、高校卒業と同時に東京に来ました。
［やはり役者を目指すのであれば東京で？］
A4・A5：そうですね。
［では、東京の魅力を教えてください。
］
A5：芸能の仕事が集中しているという点ですね。
A4：いろんなものが手に入るところですかね。
（中略）
［現在のお仕事は何をされていますか？］
A5：役者です。芸能の仕事だけでは生活が苦しいので、コンビニのアルバイトもしてい
ます。
A4：声優をやっているのですが、私も並行して事務のアルバイトをやっています。
（A5・
男性・34 歳・愛知県・芸能事務所所属 アルバイト）
（A4・女性・32 歳・栃木県・芸能
事務所所属 アルバイト）
回答を見ると、進学の際上京し、そのまま東京もしくはその近郊で就職する地方出身者
が大半のようである。しかし、東京で仕事をするという将来を見越しての状況ではないよ
うだ。進学の際、東京またはその近郊に学校が数多く点在しており、選択肢が多いこと、
また、
「田舎を出たい」「都市部への憧れ」などの気持から上京する人が多い。
就学し終わったあとの進路は、東京と地元、双方での就職を視野に入れて考えたという
人が多かった。社会情勢にもよるが、やはり東京の方が地方よりも雇用人数が多いことか
ら、進学のために上京し、そのまま東京での就職というパターンは少なくない。地方出身
者の東京での就職の理由として「進学からの流れで」が大きい割合を占めるのではないだ
ろうか。また、地元でなぜ地元で就職をしないのかについては、東京で就ける職の種類・
雇用人数・収入が圧倒的に地方よりも多いこと、回答で聞く「若いうちは、都会でもまれ
てビジョンを広く持ってやりたい」や「日本の中心が東京なので、流行もそうですけど社
会の流れは一番最初に東京が発展する……」など、豊富な情報量、利便性、娯楽を求めて
いることが挙げられる。
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進学以外の理由で上京してきた地方出身者のついては、歌手・ダンサー・役者といった
芸能関係の仕事に就きたいという夢から上京する人が多く、
「とりあえず仙台で活動してて
も何も見つけられない」
「やはり役者を目指すのであれば東京で」などが多々みられる。
これらの背景には「芸能の仕事が東京に集中している」とあるように、芸能界での成功
をテレビへの露出とするのであれば、全国ネットのテレビ局が東京に集中していることが
その理由としてある。また、それらの仕事をするための養成機関が数多くある点も上京の
理由として挙げられる。
個人的な考えとしては、芸能の仕事をわかりやすく発信しているのはテレビであり、テ
レビで活躍している俳優・歌手などは東京のひとである(ドラマでの話し言葉が標準語・歌
詞が標準語で書かれているなど)。そして、芸能の仕事で成功を収めるためには、東京の人
にならなければならない。つまり、テレビへの露出＝成功した人＝東京人なのではないだ
ろうか。安易な考えではあるが、芸能の仕事がしたくて上京する理由の中核にはこのよう
な考えがあるのではないだろうか。
総括すると、東京で仕事をするメリットとは、雇用人数も選択できる職の数も多く、自
由度が高いこと、収入が多いことなどが挙げられる。また、情報の量・利便性・娯楽を求
めるのであれば、地方よりも東京で就職した方が生活の幅は広がる。
しかし、やはり地元で就職をした方が、将来介護などで親の面倒を見ることができる・
知り合いも多く自身が育った土地なので安心感を得られるなどの面においては東京で仕事
をするよりもメリットがあると言える。
４）地域コミュニティ
サンプル中の「上京前の東京のイメージは？」という質問で、
「人が冷たい」「近所づき
あいがまったくない」などの回答が多く見られた。事実、東京の地域コミュニティでのコ
ミュニケーションの希薄さがマンション・アパートなどでとくに目立つ。
こうしたコミュニティ内での近所づきあいなど、地方では当たり前にあったものが東京
に生活の場を移すことでなくなってしまうが、実際にはそのようなコミュニティ内での人
間関係の希薄さを地方出身者たちはどのように捉えているのだろうか。また、地元での地
域コミュニティについては、どのように考えているのだろうか。その実態を、回答を通し
て探ってみる。
―［東京を知ったあとの地元はどのように感じられましたか？］
A5：より良く感じられますね。
A4：地元の嫌な部分が見えましたね。近所づきあいが深いせいであまりプライバシーが
守られていない感じがするし、
「結婚は？」とか「子どもは？」と聞かれるたびに生き方
を限定されているような気もしますね。
［地元と東京ではどちらが好きですか？］
A5：地元ですね。
A4：難しい、選べないですね。
（A4・女性・32 歳・栃木県・芸能事務所所属
ト）（A5・男性・34 歳・愛知県・芸能事務所所属 アルバイト）
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アルバイ

―人が多いから、田舎は変なことしたらすぐに広まっちゃうんで。人がたくさんいる
んで、
いろいろな個性、他人の個性を認めるという点ではいろいろな人がいるのは良い。
自分にとっては。（F5・男性・23 歳・秋田県・フリーター）
―いろんな所のいろんな人に出会えるから、地元にいるとそれはないんですよ。(中略)
とりあえずちょっと出かけたら知り合いがいる感じ、そういうときあんまり会いたくな
いなと思っても近所づきあいがあるからそういう社交辞令の塊だったんですけど。
（F2・女性・25 歳・新潟県・子供服販売店勤務）
―田舎のほうって、コミュニティというか、地元の寄合というか、結びつきが基本強
くないと何も成り立たないんで。必然的にその、誰かが家を建てて、引っ越ししてきた
っていう風になると、やっぱり近所と仲良く過ごしていかないといけないみたいなのは
あると思いますよ。あそこ何やってんだか分からないってそう（地元の人に）思われち
ゃったら、もう皆が誰も知らないっていう風になっちゃうんで。
（B1・男性・33 歳・福
島県・小売店勤務）
―やっぱり近所づきあいとかはないと思うんですね。地元に帰ってきたら、近所のお
ばさんとかに「おかえりー」とか言われる。東京であるかって言ったら、まぁそれはな
いっていう。
どっちがいいのかは分からないですね。昔は、親しくするのが良いことだったと思う
んだけど、今はねぇ（聞き取り不可）とかを求めてるかって言うと、なんて言ったらい
いかな、家族でいたら、近所の人と仲良くしてもらいたいっていうのはあるけど、今は
一人暮らしだし。（G4・男性・25 歳・愛知県・印刷会社勤務）
地域コミュニティは、その典型例として町内会・自治会が挙げられるが、農業コミュニ
ティや中心商店街コミュニティにその基礎を置いている。しかし、東京に置ける農業や中
心商店街が衰退し、マンション化が進み自治体が自治会に加入しないケースが増加した。
これにより、東京での親密な近所づきあいは、地域にもよるが少なくなってきている。
一方、地方には地域コミュニティの基盤である農業・商店街コミュニティが現存してい
るため、集落共同体との関連から神社の祭りに参加したり、お互いの葬式の手伝いをした
りという地域内における交流が盛んである。
地方出身者から見る上京前の東京のイメージに「人が冷たい」という回答が多いのは、
地域コミュニティ内における交流（近所づきあい）などの差によるものである。しかし、
上京前はマイナスの部分であったものが、上京後にはむしろプラスに捉えられているよう
だ。
サンプルを見ると、地方出身者は地元での親密な近所づきあいを煩わしい・プライバシ
ーが侵害されている・個性を尊重されていないと感じているようだ。
この背景には、地域コミュニティへの半強制的な参加を暗に求めたり、個性が認められ
ないというある種の風土・風習に乗っ取ったステレオタイプが働いているのではないだろ
うか。都市に対する田舎は、第一次産業に従事している人が多く、農耕を営むような人た
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ちには伝統的・保守的な思想を持つ人が多い。そのため都市部では個性として認められて
いること（とくに都市部で流行の若い世代特有の服装や文化）などが、コミュニティ内で
認められずに否定的側面を持つ噂の対象になりやすい。
これは、共同体という意識が強く、
その和を乱すものを監視・排除する役割を持つ、と同時に娯楽の少ない田舎ではコミュニ
ティ内の人間の近況が話のタネ、つまり娯楽としての役割も果たしている。また、共同体
の防衛意識のためにヨソ者であるコミュニティ外の人間や地域コミュニティに参加しない
ものを対象に閉鎖的になってしまう。
このような、典型的な地方の地域コミュニティの形態に多くの地方出身者は嫌悪感を抱
いている。しかし、インフォーマントの中には自身が一人暮らしだから煩わしさはあるも
のの、コミュニティ内における親密な人間関係を否定的には受け取ってはいないという声
も聞かれた。
これは、私個人の意見だが、サンプルとなった地方出身者は独身かつ 20～30 歳という
若い世代の人たちが多く、地域コミュニティに参加することに消極的であるためと思われ
る。
独身の世帯の大多数は、アパート・マンションに居住しているため地域コミュニティに
未加入でも問題がないこと。また、仕事に大部分の時間を取られ不在がちであり、休日を
家の中で過ごすもしくは外出といったプライベートな時間に費やすため、地域の人々と交
流をする時間もない。以上の理由により、独身者は地域コミュニティに加入しないと考え
られる。
上京して、地元のつながりの強い地域コミュニティから離れて、東京でのアパート・マ
ンションに居住した地方出身者は、一週間の内すべての時間を自分のためだけに使えるよ
うになる。自身も近隣の住民も不在がちであるため、近所づきあいが必然的になくなって
しまうし、生活スタイルも地域コミュニティを必要としていない。そして、帰郷した際の
近隣の住民との交流を通して、地元と東京でのパーソナルスペースの違いに気づき、プラ
イバシーが侵害されていると感じ嫌悪感を抱くのだろう。
地方での結び付きの強い人間関係を否定的受け取っていない人は、家族ができた場合の
地域コミュニティのメリットとその必要性に気づいているのだと思う。
単身者と家族の世帯で大きく違うところは、
居住の期間・近隣の住民と交流がある頻度、
時間・子どもの有無である。これらすべて地域コミュニティへの加入がその世帯にとって
大きなメリットになることが多いし、地域の人々と交流することで子どもの安全が保証さ
れ、非行への監視・防止にもなる。

３．まとめ
一極集中によって、政治・経済・文化・人口が東京に集中し、東京という都市を形作っ
ている。本報告では、
そんな東京に流入してくる地方出身者の実態を調査し、
彼/彼女達が、
上京後の生活を通してどのように都市に受容されていくのか、その過程を知ることで東京
が持つ社会的意義・東京で生活する意義を理解することを目的に実態を考察してきた。
サンプルデータが約 30 人程度、かつ地方出身者を東京以外に居住していた人たちという
かなり広義の意味で括っているため、完全な一般化はできないかもしれないが、本節を考
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察のまとめとし、これを持って本稿を完結としたい。
ではまず、東京で生活をするメリット・デメリットとは何かをまとめる。
東京に居住するメリット
・公共交通機関が発達しており、自動車の必要性が薄いので、モータリゼーションによる
精神的・経済的な負担から免れることができる。
・進学、就職の選択肢が多様である。
・情報量、娯楽、が多く利便性も高い。
・地域コミュニティにおける人付き合いの煩わしさが少なく、パーソナルスペースが確立
されている。
東京に居住するデメリット
・物価が高い地価や家賃に対して居住スペースが狭い。
・駐車場の不足のため、マイカーの保有、維持ができない場合がある。郊外の大型店は自
動車でのアクセスを前提としているため、食品や日用品を大量にまとめ買いするなどの
ライフスタイルは取りにくい。
・一人暮らしの若者や単身者が多く、地域コミュニティが発達していない(衰退したと言っ
たほうが良いのかもしれないが……)。
以上が、おおまかな東京での生活するメリット・デメリットである。なお、地方で生活
するメリット・デメリットについては東京でのそれと相互・重複するところが多いので、
以下の文中で上記にないものについてはその都度説明を入れる。
地方出身者は上京し生活していくことで、地元と東京、双方の良い部分・悪い部分を理
解していく。これが、
「地方出身者」から「東京人」への変化の過程であると私は考ていた。
つまり、地元の文化しか知らなかった地方出身者が、東京の文化に触れ、東京の文化のメ
リット・デメリットを受け入れ馴染んでいく、これが東京人への「変容」であると。
では、例を挙げて順に説明しよう。
『交通』に関して言えば、地元では移動手段として車
を使用するが、東京では電車を主に使用するといったライフスタイルへの変容や収入をマ
イカーへ使わないことが挙げられる。『物価』では「地元の方が物価が安い」
「生活にかか
る支出が少ない」という意識が生まれたこと。
『仕事』に関しては、東京でしかできない仕
事があるという意識や仕事を東京ですることで必然的に居住も東京になる、これによって
得られるものが東京には豊富にあると考えていること。
『地域コミュニティ』では、東京で
生活し、東京の地域コミュニティに触れることで、地元の地域コミュニティを比較して否
定的または肯定的に見ていること。これらのライフスタイルや意識の変化によって東京か
ら見る地元を意識したときに地方出身者は東京人へと変容するのだと思った。
しかし、地方出身者達が完全に「東京人」であるとは言い切れないのではないだろうか。
地方出身者は、東京と地元両方での生活を知っているがゆえに双方のメリット・デメリッ
トをインタビューで語ることができている。東京の文化に受容されていれば東京人である
と私は定義をしたが、地方出身者は地元である地方の文化・コミュニティから完全に抜け
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出しているわけではなく、その点において地方出身者を「東京人」と呼ぶにはふさわしく
ない。
東京と地方、異なる文化・コミュニティを知っている、また双方を行き来する東京に居
住の地方出身者はある種の中間的存在なのではないだろうか。
地元を出ることによって、自己が持っている固定的世界観から解放される。上京によっ
て新しい世界観を持つことができる。こうして二つの社会集団に受容されることで、双方
の境界の間に立つことができるのだ。そして、地方出身者は東京という社会、地方という
社会をマージナルな視点から冷静に観察することができる。
つまりは、地方出身者は「東京人」へと変容するのではなく、
「マージナルマン」へと変
容する可能性を秘めているのだ。地方出身者がマージナルマンになることで、
東京と地方、
双方の文化における、社会的ステレオタイプに提言を出せる人間になれる。
私は、本報告の概要において「東京で生活をすることの社会的意義」を明確にすること
を目標としたが、それは地方出身者を東京という都市での生活が「マージナルマン」へと
変化させる可能性を秘めていることなのだと考える。

＜参考資料＞
総務省統計局，2002，
「平成 14 年全国物価統計調査 結果の概要」
（http//www.stat.go.jp/dat
e/zenbutu/2002/040226/1-1.htm，2008.12.22）．
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第Ⅳ部
東京のイメージ
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はじめに
福山雅治をご存知であろうか。今でこそ男性ソロ歌手の中でトップを走り成功を収めて
いる彼。実は、長崎県出身で東京に上京してきて今年で 22 年になる。つまり、彼もまた一
人の地方出身者なのである。そんな彼の歌の中に自身の東京生活を重ねた東京三部作とな
る曲が 3 曲ある。『東京』
『BEAUTIFUL DAY』
『東京にもあったんだ』
。その中の一曲であ
る『東京』において彼はこう歌っている。
『東京』
涙や弱さや素顔なんて この街じゃ
誰にも見せちゃいけないって思ってた
隠さなきゃ笑顔にはなれない痛みも
忘れなきゃ前には進めない哀しみも 抱いて
（作詞・作曲 福山雅治）
この歌詞から読み取れるように、東京に対して彼は少なからず良いイメージを持ってい
ない。もっと言えばこの歌詞は東京での生きにくさが描かれてもいる。今回の調査でも同
じような回答が得られた。38 人のインフォーマントが少なからず東京に対して不安や期待
を抱き、またそんな良いイメージも悪いイメージを持ちつつ上京してくる地方出身者もい
る。家族のため日々懸命に働く人、夢を探し求めに東京に出てきた人、東京という街に馴
染めず今にもくじけそうになっている人。ゴミゴミしていて無機質でどこか冷たい、どこ
かそんな印象をもつ街、東京。けれどもそこには実にさまざまな人間が行き交い、それぞ
れの弱さ、強さ、想いが渦巻いている。そしてそのイメージは上京して変化する人、現実
を突きつけられる人、自分を取り巻く環境の変化に混乱し、どこに向かったらいいのかわ
からなくなっている人。得られた回答結果は実にさまざまである。
そこで、本テーマでは「東京のイメージ」の質問で得られた回答結果を元に各自でテー
マを設定・分析し、各々の研究報告とさせていただきたい。
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東京のイメージ
―東京に来る前の幻想と来たあとの現実―

小泉

雅大

１．東京に対する心境
１）はじめに
今回社会調査の授業を通じて、私は東京という街になぜ上京してきたのか。また、地元
いて生活していたほうがかえって親もいれば友達もいるので安心して暮らせるのではない
かと思った。また東京に対するイメージも悪いことのほうが多いと思っていたのに危険を
冒してまで東京にきて暮らしていきたいのかが私にとって不思議でしょうがなかった。そ
ういった疑問が私のなかにあったので、今回のテーマを『東京のイメージ』にした。
２)大都市、東京
東京は今や、世界を代表するほどの大都市になった。昔から東京で夢を叶えるためや成
功して幸せになるために、憧れをもって上京するなどさまざまな思いをもっているという、
今の状況がある。私は、自分で言うのも変だが東京生まれで東京育ち。一回も東京に対す
るイメージを持とうとも思わなかったし、興味もなかった。それでも、地方出身の人が東
京と聞くとだいたいの答えが、犯罪が多そうとか、人ごみがすごそうとか、親切な人がい
なくて冷たそうな人ばかりといったイメージをみんなもっているものだと思っているし、
不安だらけの気持ちでたくさんの人が出てきたのだと思っていた。そうした印象をもって、
地方の人は暮らしながらどこか東京の人たちを軽蔑しながら見ているものであると思って
いた。調査をしてみて、だいたいの人たちは自分が思っていた答えが東京に来ていた人は
ほとんどであった。しかし、なかには東京は明るくて賑やかな町と思っていたり、チャン
スが平等に与えられる唯一の場所と考えていたり、かっこよかったり、かわいかったりし
て、車とかいいものを乗っているイメージだったり、華やかなイメージといった幻想的な
答えやテレビの影響もあって、地方の人たちに勝手に植え付けられてしまっているイメー
ジをもったまま東京に出てきていることがわかった。また、時間の経過が地元と東京では
速さが違うといった答えもあった。それは、東京という街がいつも忙しそうに動いている
のに対して、地元ではのんびりしているといった錯覚までも起こしてしまっていた。さら
に、東京という街を無国籍で、たくさんの人が集まってできている街と答える人もいた。
不安も抱えながら出てくる人もいたが、なかには、小さい頃に少しだけ東京にいたり、親
の実家が関東付近といった理由から不安はないという人もいた。地元の進学や就職をした
ほうが便利であると思うし、知らない未知な世界へ飛び込むよりは安心もあるし、緊急な
ことがあれば実家にもすぐに飛び込んでいける。それなのに皆、東京へと上京してきた。
なぜ、リスクを背負ってまで上京する必要があったのか。それは、東京という街の魅力に
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惹かれて来た人がほとんどであったからだと考えている。テレビの中から限られた情報の
なかで、一度は行ってみたい、また、地方の大学を受けることは考えずに、東京の大学に
でることに希望や憧れをもって出てくる人もいる。不安と恐怖、土地勘もわからないなか
でも東京という魅力、憧れのほうが強まって、また、自分の夢が叶えられる平等な場所、
努力すれば言いかたが悪いが、勝ち組の仲間入りができるといった幻想を見ていたのかも
しれない。また、東京にいればなんでも手に入ったり、苦労もせずに情報が入っていたり
といった自分が住んでいた地元とはまったく違うものを想像して、たくさんの期待をした
のかもしれない。また、自分では気づかない野望や希望も抱えていて、夢や希望を叶える
までは地元には帰らない、そういった強い気持ちが折れないほどの心の強さを思っている
人もいれば、まったく考えてないひともどこかにもっていることもわかった。ただ、その
気持ちは東京という街があるかぎり、ずっと続くイメージであり、過去に聞いても同じ意
見であるし、今も変わらない、これから先、東京にでてくる人たちもみんな同じ気持ちで
東京という街を見ている。それほど酔いやすい街でもある。今回、インタビューに協力し
てもらった方々には恐怖をもちながらも、どこかに希望があり、自分や環境の変化をつけ
たい、そういった理由として、都会である東京にでて、初めて自分の憧れや変化を手に入
れることのできる錯覚を自分のイメージとして作ってしまう。そのため、恐怖や不安があ
るといいながらもそのイメージに近づくことができる。そのため、好奇心や期待、野望が
大きく上回ってしまう。東京は錯覚をたくさん生みだすところだと今回の調査で思った。
―うぅんと……1 番大きな違いは、やっぱ時間が早いっていうのに驚いてる。あとは
あのぉ、ていうのも東京に出てきて東京で何かしているときは普通なんだけれども、た
まに実家に帰ったりすると、時間の流れが遅い。ので、時計をほとんど見ないのに、東
京に戻ってくるといつも時計ばかり見て動いているようなイメージ。そこのギャップっ
ていうのが、やっぱりこっちに出てきてから生まれたのっていうのはありますね。
（中略）
まぁそれは、大学とやっぱり恐怖っていうのがあったけど、そのそれを上回る魅力。東
京に抱いた憧れっていうのがあったんでまぁいいかなと。（B6・男性・24 歳・長野県・
広告代理店営業勤務）
―なるほどね、いや、ノリ的にはそうだと思うよ？ 俺も、ノリも関西人ノリだと思
うけど、でもやっぱり自分で、自分の人生を決めたレール、そこには日本的な常識はま
ったくなく。自分中の自分を信じた価値観、自分の道路標識を持って、自分で舵を取っ
て、自分でやること。それが、その舞台になる街が東京なんよ。俺の中では。（E4・男
性・31 歳・兵庫県・喫茶店勤務）
―ああ、いろんなところから人が集まってくる、どっちかっていうと無国籍みたいな
イメージは（ありました）
。東京で人に出会っても、別に東京出身とは限らないし。そう
いうイメージを持ってましたね。（G4・男性・25 歳・愛知県・印刷会社勤務）
―あー、そう。道聞いても教えてくれないだろうなぁとか。あと、なんか、危険そう、
なんか犯罪とか多そう（笑）。（E5・女性・23 歳・鹿児島県・飲食店勤務）
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２．東京の幻想の姿と現実の姿
１）上京前の東京
上京するときに何も思わないで上京しようとは誰も思わない。実際、インタビューをし
てみたりして東京に来ようと思ったのも人それぞれの思いがあった。上京前の東京のイメ
ージとしては、
「怖い」
「冷たい」
「東京の人は信じてはいけない」
「人ごみがたくさんある」
「家賃や物価が高い」
「うるさい」といった悪いイメージと、また「華やか」
「遊べる」
「終
電を気にしないで遊べる」
「お店が遅くまで開いている」
「楽しい」
「かっこいい人やかわい
いひとがたくさんいる」といった良いイメージがあった。しかし、これらのイメージとい
うものはインタビューの人たちの勝手なイメージの植付けやテレビや雑誌、ドラマといっ
た第三者的なものの情報収集のものがほとんどであった。マスメディアの影響は私たちか
らすれば、すぐに流れてしまうたくさんのニュースであるうちの一つの情報として終わっ
てしまうが、地方の人は東京に関する事件や出来事があるとインパクトがとても強く、錯
覚までも起こしてしまう。それでもなぜ東京に上京しようとするのか。ほかの大都市もあ
るのに、東京の街にくるのだろうか。それにはいろんな理由がある。まずは、東京にいけ
ば何でも手に入る、最新の情報がすぐに流れてくる。大学に進学するなら東京、夢が平等
に叶えられる場所、こういった思いが強いため、悪いイメージをもっていたとしてそれを
上回る魅力がある。それと同時に東京での欲望が心の中で強い思いを芽生えてしまう。だ
が、インフォーマントの家族は東京に行くことはほとんどが反対であったし、いい顔はし
なかったという意見も多数でている。それは、現実を知っているため、仮に失敗して帰っ
てきても満足にいく生活させる程の余裕はない。また、そのまま音信不通になったりして
何かに巻き込まれたりと心配する親心もでてきてしまう。さらに、マスコミやテレビの影
響力があるわけだから余計に親は反対する。しかし、本人たちに言わせれば興奮と憧れが
強くなってしまっているのだから、気持ちに揺るぎはないという思いで東京をイメージし
ていたに違いないし、あとには引けない思いもできてしまっている。また、地方から出て
きた人は昔から、夢を追いかけて東京にでてきて、地方には帰れない。帰ったら、世間体
を気にするとして帰れない状態だと思っていた。だが、実際はそうではなく時間があれば
帰って親の面倒をみたいという人はたくさんいる。たくさんの思いを持ちながら東京に上
京してきた人たちはどういったイメージを持っていたのか。インタビューではたくさんの
思いがあった。
―ありましたね。
知らない人だらけじゃないですか。まあ、当たり前なんですけど
（笑）
。
長く住んでいた人は近所の人と顔見知りだから、挨拶したいというのがあるかもしれな
いですけど、周りぜんぜん知らない人で、最初アパートに入ったときに怖くて挨拶にい
けなかったんですよ。男の人が住んでるらしいっていうので、一人で住んでるっていう
ことを明かさないほうがいいと思って。周りが知らない人だらけで、最初ずっと緊張し
てました。
（A1・女性・23 歳・秋田県・販売）
―怖い。もうなんか悪い人いっぱいいるみたいな（笑）。家賃も高いし……。
（C4・女
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性・25 歳・宮城県・音楽系事務所所属）
―みな言うと思うけど人が冷たそうだし、せっかち。
（C6・男性・23 歳・沖縄県・

保険会社勤務）
―東京のというわけではなかったのですが、たまたま進学で東京になると頭の中にあ
ったときは、東京だからというわけではないのですけど、自分にとって自分を試すとい
うか新しい新天地というか、やはり家族とか、どちらかと言うと大阪の家族というのは
私には柵というか、良くも悪くもですけど愛憎まみれる葛藤があるところがありまして、
ですからそれらを振り解いて自分を試せる場所、それがたまたま東京だったということ
なんですが。ですから何か可能性のある希望の土地といいますかね、輝くイメージでし
たね。だから世間で言う東京だからと言うイメージとはちょっと違うかもしれませんが、
試せる場所という意味でたまたま東京だったということなんですけども。（D2・男性・
39 歳・福岡県・NPO 福祉団体職員）
―東京って危ないとこだなって。それに、家族とも離れるので怖いっていう気持ちも
ありました。やっぱり家族と離れるときはさみしかったですね。
（G5・女性・22 歳・山
口県・フリーター）
―ありましたね。まぁあの、テレビとか見て板橋区で殺人事件が起こりましただとか、
あとやっぱり変わり者が多いんで、まぁ正直恐いというかまぁ自分が合うのかなという
不安からの恐怖ですか、そういうのがありましたね。（B6・男性・24 歳・長野県・広告
代理店勤務）
―東京のイメージ……。東京のイメージ、なんだろう。煌びやかな世界がいっぱいあ
って。抽象的なことでもいいですか。煌びやかな街のイメージがありましたね。テレビ
とか、雑誌とかのイメージが大きいですね。
（D1・女性・27 歳・兵庫県・飲食店勤務）
―うーん、東京来る前はやっぱり、そうですね、田舎の人は誰でも思うと思うんです
けど、楽しそうな町だなっていうイメージはありましたね。うん、なんか遊ぶところも
たくさんあるし、なんかお店もたくさんあるし、まあ、楽しいのかなって思いましたね、
やっぱり。うん。（B2・男性・32 歳・愛知県・飲食店勤務）
―まあ性格的な問題もあるかもしれないんですけど、なんだろ、努力に限界はないみ
たいな。そんな感じですよね。希望で「これがこう……」みたいなシュミレーションは
するんですよ。家賃はこれくらいで収入はこれくらいで時給はいくらくらいでっていう、
まあもちろんアルバイト、働こうとは思っていなかったんでアルバイトでやって 1 日 8
時間働いて時給がとか月収どれくらいで、それで足りなければもう 1 個バイトすればい
いやとか、何とか生活はできそうかなっていうイメージでいました。
（B5・男性・32 歳・
宮城県・飲食店勤務）
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―まぁそれは、
大学とやっぱり恐怖っていうのがあったけど、そのそれを上回る魅力。
東京に抱いた憧れっていうのがあったんでまぁいいかなと。
（B6・男性・24 歳・長野県・
広告代理店勤務）
―とりあえず人がいっぱいで、何でもできるところ。自分が思ったことをやろうと思
えばできるところ。
（C5・男性・24 歳・滋賀県・印刷関係勤務）
―そういうのももちろんあるし、服でも向こうではブランドショップほとんどないか
ら買えないものもあるし、なんか自分がぱっとたとえばお芝居始めはしてて、向こうで
はそんなことないから、だからとりあえず来れば何かやろうと思ったときにできるかな。
（G5・女性・22 歳・山口県・劇団員）
２）実際の東京
憧れの東京に来たことでたくさんの夢や希望、それが平等に叶う場所といったそれぞれ
が思いを心こめて上京してきた。しかも、それらは不安を上回るほどがほとんどであった
のだから、相当な強い気持ちだったに違いない。しかし、実際に着いた東京は、自分たち
が思っていたのとは違ったという意見がほとんどであった。東京の一般のイメージである
人ごみや電車がたくさんくることは想定内だったのに対し、案外東京は田舎だったとか、
空が汚い、時間の流れが速く感じるため余裕がない状態、思っていたほどの生活が実はな
んだかんだ変わらないといった現実を思いしってしまった。そればかりか、チャンスも平
等に与えられる場所であっても、実際は頑張らなければいけない。それは、地方でも東京
でも頑張らないと叶わない。つまり、どちらにいても変わらないということがわかってし
まった。また、鮮やかではあるけれど孤独である、しかし、必ずしも悪いことばかりでは
なかった。いいことは、何でもできる場所、頑張れば何ごとにもチャレンジができること
ができる場所や環境が地方よりはたくさんある。また、たくさんの人と出会える場所でも
あるし、話してみたら優しい人もいたり、怖い場所が行ってみたら普通であったり、人ご
みがたくさんといったイメージがあってうるさい場所ばかりだと思っていたが、案外静か
な場所もあるといった逆に良いところも発見できたことに驚きもあったという意見もある。
悪いことが思い浮かべてしまうのもメディアに触発されてきてしまったものがほとんどで
ある。実際、テレビで東京のことがいろんな情報を伝ってきているのが事実であり、悪い
情報が率先して流れてくる。東京在住の者がそう思うほどのマスコミやメディアの力は強
力なのだから、前にも述べたが地方の人が見たらもっと衝撃を受けるほどの内容なのであ
る。だから、夢が平等に与えられることができると信じていたり、地元に残っていたほう
が安心もあるし何かあったらすぐに助けなども揃っている環境にも関わらず、そのメリッ
トを捨ててまで憧れの東京に来ることがわかる。また、恐怖より希望のほうが強くなるの
だからそれほどの自分に惚れたものがあったに違いない。それが現実をみてがっかりして
しまうものがいくつもあった。これが東京かと思った人はたぶんほとんどであると思う。
―やっぱり、人の集まるとこしか見てなかったし､テレビでもそうだったから､実際に
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学校通うようになって、学校の位置だったり、そのときに借りたアパートだったりって
いうのを見ると、まあ、イメージは変わったよね。こんなとこもあるんだなっていう。
意外と普通。（C6・男性・23 歳・沖縄県・保険会社勤務）
―（だから）来てみて思ったのは、案外外から出てきてる人が多いんだなっていうの
は。
（だから）そういうドラマだったりとかで見るイメージの人たちって、いるけどそう
そう多くないみたいな。
（なんだ）周り見れば、田舎もんばっかりじゃんっていうみたい
なのは。結構、外から出てきてる人って、たくさんいるんだっていうイメージは（あり
ましたね）
。あとは人の住んでいるイメージがないっていうのはあったかもしれないです
ね。東京っていわれると、
（東京全体が）都会のイメージってあるけど、実際そうじゃな
くてやっぱり集中して、都会なわけで。
（B1・男性・33 歳・福島県・小売店勤務）
―うーん、現在は、田舎も東京も変わらないなっていうのが正直なところですかね。
うん。
（B2・男性・32 歳・愛知県・飲食店勤務）
―変わった点は、自分的にはよくわからないかな。でも、地元のよさがよくわかるよ
うになったかな。（B3・男性・32 歳・香川県・会社員）
―んー。一言で言うと楽園っていう。地上の楽園って感じですね。感動したこともあ
りましたね。自然が凄くて癒される感じがあって。なんというか、真新しいものとかは
ないんですけど、都会の忙しくてごみごみした先進的なものを勉強しているっていえば、
綺麗ですけど、常になにかを追っ掛けていないと置いてかれちゃう世界にいる中で、ふ
っとこうゆっくりした、地元帰って、せかせかしてない町を見ると、癒されたっていう
か。まぁ、安心したっていう気持ちがあるんで。けっこうなんか将来ここに住みたいな
って思ったり、まぁ楽園だなーって思いましたね、なんとなく。
（E2・男性・24 歳・岩
手県・福祉関係勤務）

３．現実を知った東京に対する意識
１）現実を知ったときの心境
東京の幻想から現実を知った人たちはたくさんのことを思ったに違いない。私の考えで
は実家に帰りたくても実家には帰れない環境になってしまっていると思った。また、実家
に帰ったら言い方は悪いが、負け組になって甘えて帰ってきて、みんなに冷たい目で迎え
られてしまうと思っていた。しかし、実際はそんなことはあまりなかった。実際は実家に
は帰って来いと言われていたり、将来、親の面倒を見てあげたいと思っている人もいる。
それは東京の街を知ってからこそ周りが見えてきたものの結果である。また、自分がやら
なければ先が見えないのだから、その気持ちが一層高まったのではないかと思ったし、今
までの当たり前がありがたくも思ったのではないか。ただ、現実として戻っても仕事が実
際あるのかという不安があるし、若いうちだからできることはしようという考えの人もい
る。そのため、東京に残る人がほとんどであった。また、実家には戻らないで東京で頑張
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る人も中にはいた。
―将来的にはやっぱ向こうに戻ろうと、やっぱ親の面倒もみないと。（B5・男性・32
歳・宮城県・飲食店勤務）
―U ターン、ん～U ターンは、そうですね、ん～、実家っていえる場所がおばあちゃ
ん一人だけなので、ん～、誰も行かないだったら、行こうかなってことはありますね。
うん。
（B2・男性・32 歳・愛知県・飲食店勤務）
―考えたことはない。長野から東京に出てきて東京でまぁ一生までとは言い切れない
けど、5 年後 10 年後はまだ東京にいるなっていうイメージがあります。ただ、前回新卒
で就職したときに配属が長野県だったんで、
まぁ仕組まれた U ターンにはなってるかな。
（B6・男性・24 歳・長野県・広告代理店勤務）
―どうかなあ、わかんないけどないと思う。帰っても仕事あるかもわかんないし、実
家で親元に住んじゃうと迷惑もかけちゃうしね。若いうちにできることやっとこうかな
みたいな、だからないかな。（C6・男性・23 歳・沖縄県・保険会社勤務）
２）家族の心境
東京の街に憧れて出てきた人たちは、自分の憧れを手に入れると同時にもとにいた場所
には帰れないし、受け入れてももらえない状況でもあると思っていた。また、自分自身も
気持ち的に帰ってきてはいけない気持ちももってしまい、本当に帰れるときは結婚してか
らだと思っていたし、それは挨拶程度で実家やその近くには戻らないプライドみたいなの
が植えつけられていて、素直な気持ちになれないままになってしまっていると思った。さ
らに、家族のほうも戻ってきてはいけない環境を作ってしまい、近所の世間体的を気にし
て素直に帰って来いと言えない状態であると思った。しかし、実際は帰って親の面倒をみ
てあげたいとか、
親が帰って近くに住んでほしいといった意見がほとんどであった。だが、
なかには帰りたくても、自営業でやっている家庭は居場所がなかったり、家に帰ってしま
えば、実家でそのままの流れで人生が終わってしまうことのありきたりが見えてしまうと
いうのもあった。それだけ、まだ昔の考えが根強いということもわかった。それでも前と
比べて実家に帰りやすくなっている環境になっているのは事実である。それほど家族のつ
ながりも強くなっていることもわかった。
―そう。つい、最近。30（歳）ぐらいに、ん～、帰ろうかなって、あ、ちょうど、な
んだろう、愛媛、台風がすごかったんで、うちのほうなんかもすごいことになってたん
で、まあ、くくりもあったんで、帰ろうかなと思ってたんですけど、たまたまおじさん
がいたんで、まあ、それはそれでみたいな感じですね。
（B2・男性・32 歳・愛知県・飲
食店勤務）
―えぇと最初は、やっぱ長野に就職してもらいたいとか。まぁ母親も大学で出てくる
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とき泣いてたくらいなんで、寂しいとか。もちろんちょっとこっちもホームシックにな
った時期もあったから、帰ろうかなみたいなニュアンスはあったけど、でも、何かと意
志を持ってこっちに来てるので、まぁ『ヒト・カネ・モノ』とか、あと仕事をしてるだ
とか、あと友達をつくるだとか、こっちで家を買いたいだとか、そうゆう夢を持って出
てきてるんで簡単にはない。ただ、親とのギャップはある。親は絶対帰って来て欲しい
というか、家を継いで欲しい。っていうのは家業を継いで欲しいとかじゃなくて、今実
家に住んでくれっていう思いはあるみたいです。妹はねぇ、今吹奏楽をやってまして公
共楽団とかそういうなんか団体に就職するというか入りたいという思いがあって、そこ
が無理だったら長野に帰る。まぁ妹に全部預けてもいいかなって感じです。
（B6・男性・
24 歳・長野県・広告代理店勤務）
―僕、仙台なんですけど田舎なんで、今はそういう風潮はないですけど長男は地元で
親と家に残るっていうのがあるじゃないですか？それで、まあ高校卒業して 1 年働いた
ときに、その先の人生のビジョンがこう 1 年で働いて見えてしまったというか「あ、俺
このまま歳とって結婚して……」っていうのが何か見えて何かその人生つまんないなー
って思って、それである程度仕事をして、その気持ちを抑えて 30（歳）くらいで東京に
行きたいなって思うのと 20 歳で行くのでは重さが違うかなって思って、行くんだったら
今行って何かやってダメだったら戻ってくればいいかな。（B5・男性・32 歳・宮城県・
飲食店勤務）
―（だから）
（実家が）自分で商売やってたりとか、そういう家庭だったら、また（戻
ることに関して）はなしは別なんでしょうけど。うちの場合は、父親の実家が福島なん
ですけど。福島っていうか、今住んでるところのすぐ近くなんですけど。もともと、そ
の（家を）出てちゃった人間なんで。あんまり、戻ってきてほしいとかっていうふうに
はいわないですし。自分が出てちゃってるのに戻ってこいなんていうのもね（笑）
。うち
の母親なんかは、都会にいたのを田舎に行っちゃったような人間なんで。その（地元に
戻る）感覚っていうのが分からないんですよね。田舎に戻るっていうような（感覚）。
（だ
から）他の（上京した）人たちよりは、ぜんぜん言われてないほうだと思いますよ。戻
ってくるならこい、こないんだったらくるなって。うん。（B1・男性・33 歳・福島県・
小売店勤務）
―もう、演劇と蹴りをつけたいな。就職しようと、考えていましたね。先月まで。や
っぱり、きっかけは、親が 60 歳の誕生日を迎えまして、それを期にいろんなことを、今
まで感じなかったことを感じるようになりまして、いちばん親のことが心配だったんで
すけど、このままでいいんだろうかとか、悩んで、そうゆうこと思っていたんですけど、
今や活動している仲間がいまして、その人たちにいろいろ話をしたときに、まあもうち
ょっとだけやろうよと、その人たちに恩もあったので、どうしても説得されてしまって、
もうちょっと、さっきお話したとおり、ちゃんとした仕事をちゃんともって、その上で、
演劇との付き合い方を見つける努力をしなくちゃいけないんじゃないかな、と思って。
（中略）そうですね。はっきりは言わないんですけど、まあこっち（地元）に帰って来
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いとは。（D1・女性・27 歳・兵庫県・飲食店勤務）
―んー、最近は帰ってもいいかなって、大学受験でこっちに来たときとか、まあ、20
代のうちはほとんど考えてはいなかったけれども、最近は帰ってもいいかなって思って
るところもあるかな。長男だからっていうのもあるし、別に親に強制されてはいないけ
れど、まあ、長男だからある程度親の面倒も見なくてはいけないのかなっていうのも。
地元のほうにもたくさん友達がいるっていうのもあるし。あとはー、自然環境とかやっ
ぱり向こうのほうが良いかなと思うこともあるから、最近は帰ってもいいかなとは思う。
まあ、タイミングとかそういう仕事とか、そういうものも含めてクリアしないとね……。
（D5・男性・32 歳・鹿児島県・小学校教論）

４．すべてを知ってからの東京
東京は、昔からの憧れであり、誰しもが一回は夢を見る場所であり、ときには恐怖を上
回る憧れ、希望、夢がそこにはなんでもあるものと幻想を見てしまう。それによって、地
方の人々はたくさんの幻想を抱くに違いない。それは調査をやって感じたものである。ま
た、夢が平等に与えられ、欲しい情報がすぐに手に入る、おしゃれな街や格好ができ、た
くさんの物も手に入るそんな夢のような場所であるのと同時に行きゆく人々はみんな冷た
かったり、凶悪な犯罪が多発する場所であったり、住民との関わりがなく、誰が住んでい
るのかがわからないコミュニケーション不足だったり、空気が汚い人がごみごみしている
裏の一面もイメージしてしまっている。それはどちらにしてもメディアの影響の大きさが
出てきてしまっているのも否定はできない。それによって、地方出身者がさらにおおきな
憧れ、強い思いがでてきてしまい、また、東京という街の幻想に惹かれてしまっているの
も事実である。ただ、それでも東京に出てくるのは尋常ではない覚悟と恐怖や不安までも
乗り越える憧れの思いがあったからだとわかった。だが、実際はたくさんの情報や物はあ
ってもありすぎて整頓ができていなかったり、結構田舎だったとか、夢も与えられてはい
るけれど結局はみんながそれに集まってくるわけであって、努力しなければ叶わない場所
だったり、芸能人に会えると思ったけど現実はいなかったり、案外地方から出てきている
人がいっぱいいて、東京も田舎と変わらないといった現実性を突きつけられるものであっ
た。しかし、全部が悪い意見ではなかった。たとえば東京にも自然がある場所があったり、
若者だらけで老人はいないイメージがあったが老人との関わりがもてる場所があったり、
驚いたのが東京は人が冷たい人ばかりだと思っていたのが、優しく温かい人も存在したこ
とである。また、意外な観光名所があったりと東京に住んでいる人さえも気付かない意外
な一面も発見できたという人もいた。さらに、
落ち着いた雰囲気が楽園だという人もいた。
だが、東京の現実の姿にがっかりした人がほとんどであった。また、現実を知った東京に
愕然として帰ろうとしたが、帰りたくても地方ながらの世間体や帰れない環境があって実
家には帰れない、自分自身それぞれのプライドがあって帰れないものだと思っていた。し
かし、家族のほとんどは帰ってきてほしかったり、インフォーマント自身も親の面倒を見
てあげたかったり、将来は地元に帰りたいという人がほとんどであったが、一部には昔か
らの考えがあったものもあった。それは、時代の変化とも言える。昔は兄弟がたくさんい

304

て、いっぺんに面倒は見きれないといった環境であったし、経済的にも余裕がない現状で
もあった。しかし、今は子どもが少ないし、不況だと世の中は騒いでいるが実際は経済的
にも余裕がある状態。また、老後の心配もあり、頼るのは数少ない子どもでもある。そう
いった時代の背景もある。また、インフォーマント自身も離れて親の大切さ、地元の心地
よさがわかったに違いない。だが、地方にある昔ながらの考えも根強く残っていて、それ
によって帰れない人もいる。また、帰らないで残る人も自分が抱いていた東京の憧れとは
違う形になった。しかし、現実を知ってからの東京の良さもわかったし、それを受け入れ
ることもできただろう。それは思っていた東京とは違う形ではあったが、新たな東京を見
たことによって違う姿を追う希望も見えた。それは楽な道ではない。それでも夢や希望を
持ち続けることによってチャンスが生まれると信じて頑張る人、東京にいなければできな
いことがある。それはたくさんの落胆や絶望があったなかの小さな光だったに違いない。
だからこそそれに向かって頑張れるし、頑張らなければならない強い思いも感じられる。
しかし、現実は甘くない。一度は故郷に帰った人もいる。それでもまた東京に再上京する
人もいる。やはり、東京の魅力が忘れられず戻ってくる人はいる。それほど人を酔わせる
魅力がある。これから先も東京はたくさんの幻想を作り上げていくだろう。それによって
東京の現実を知って、また落胆や絶望を感じるかもしれない。ただ、東京を生き抜くため
には幻想からの現実を受け入れなければいけない。そのためには、東京の新たな魅力、自
分自身が頑張り、一歩新しい道を見つけなければならない。夢や目標を現実にするにはた
くさんの努力や苦労があったに違いない。そうしなければ東京という街に立ち向かうこと
はできないし、幻想に気付かないまま終わってしまうこともある。魅力はたくさんある、
夢も平等に与えられる、夢や目標も頑張ったぶんだけ近づくことだって可能である。東京
は冷たく、どこか淋しいところだが、現実と向き合ったとき、光が待っている。それは、
地方出身者が最初目標にしていたことであり、そういった気持ちだったに違いない。しか
し、周りからの情報や知識によって幻想が生まれてしまった。だが、上京して、それが幻
想と気づき、ショックを受けたと思う。だが、そこから立ち上がった人もいる。東京とは
たくさんの幻想があるイメージであったし、現実を知ったときの落胆のイメージ、そこか
ら新たな発見のイメージ。東京とはたくさんの顔をもった街である。私は東京という街の
たくさんの顔を今回の調査で見ることができた。自分自身も幻想を見せられていた部分も
あり、調査によって現実が見えた部分があった。東京のイメージを調べて感じたことは東
京に住んでいる人も地方から出てきた人も東京の魅力による幻想を見せられ、魅力を追い
かけていくうちに現実を知ってしまう。だが、自分自身がどのように立ち上がるか、また、
東京の幻想と現実をどのように受け止めるかによって本当の東京の姿を見ることができる
ものである。
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地方出身者の「東京のイメージ」変遷とその背景
鳥海

智彦

序論
今回の報告書で私は調査から得られた「東京のイメージ」についての回答を質問ごとに
統計データや気になる回答をまとめ取り、実際に東京に上京してきて住み始めてから変わ
った各地方出身者の東京に対するイメージの変化を研究報告しようと思う。以下が「東京
のイメージ」についての基本質問である。
１

上京する前の東京のイメージを教えてください。

２

現在の東京の印象を教えてください。

３

東京は「恐い」というイメージがありましたか。
１．ある方：「恐い」というのを具体的に教えてください。
２．ある方：恐怖心を抱いていたのに上京したのはなぜですか。

４

ご自身が思い描いていた東京のイメージと実際のギャップはどのよう
なところですか。

５

東京が良い点と感じたのはどのようなときですか。

６

東京が悪い点と感じたのはどのようなときですか。

７

東京に来たことで何かご自身が変わった点はありますか。

８

上京して地方出身ということをお話されますか。
１．する方：どのようなことを話すか具体的に教えてください。
２．しない方：話さない理由は何ですか。

９

東京に来て得たものは何ですか。また手にしたかったものは何ですか。

10 地元と東京の一番の違いはどこですか。
11

上京したばかりの頃に一番苦労したことは何ですか。

12 東京を知ったあとの地元はどのように感じられますか。
13 地元と東京のどちらが好きですか。またその理由は何ですか。
14 東京に来て行きたい場所はありますか。
15 東京にいると実感できた場所はどこですか。
ひとつ、断りを入れておきたいのが本調査は半構造化インタビューのため、必ずしも「東
京のイメージ」についての全 15 の質問にインフォーマント 38 人が答えてくれたわけでは
ないことを念頭においてもらいたい。インフォーマントによっては、答えた方もいれば答
えていない方もいるため、統計データに関しての全体人数は必ずしも 38 人ではないのでご
了承いただきたい。
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１．過去編
１）上京前の東京のイメージ
ここでは、対象としたインフォーマントが上京する前に抱いていた東京に対するイメー
ジへの回答を参照しながら、またその内容を分析したいと思う。本調査で上京する前に抱
いていた東京に対するイメージを聞き出せる質問項目は以下の通りである。
1

上京する前の東京のイメージを教えてください。

3

東京は「恐い」というイメージがありましたか。
１．ある方：「恐い」というのを具体的に教えてください。
２．ある方：恐怖心を抱いていたのに上京したのはなぜですか。

4

ご自身が思い描いていた東京のイメージと実際のギャップはど
のようなところですか。

以上の質問である。この質問から得られた回答を元に地方出身者の上京前のイメージの
分析を行う。
２）インフォーマント回答参照
１

上京する前の東京のイメージを教えてください。

この質問に対しての答えは、個々人によって異なるため便宜上おおきく分けてプラスイ
メージ、マイナスイメージの 2 つに分離した。ここでいう、プラスとマイナスの区分につ
いては、「華やか」「何でもある」などをプラスに区分し、「怖い」
「不安」などの回答をマ
イナスと位置づけた。
プラスとマイナス 2 つに分けて分析結果を見ると、プラス回答が 15 人。マイナス回答が
13 人いた。これは、私の予想をいい意味で裏切ってくれた。そもそも、地方出身者に限ら
ず、少なからず首都圏出身者でも東京に対しては、あまりいいイメージは持っていない。
もちろん、それはテレビや新聞などのメディアの影響にもよるが統計的に見てもやはりい
いイメージを持っている人が多いとは思えなかった。
プラスイメージ回答参照
―うーん、東京来る前はやっぱり、そうですね、田舎の人は誰でも思うと思うのです
けど、楽しそうな町だなっていうイメージはありましたね。うん、なんか遊ぶところも
たくさんあるし、なんかお店もたくさんあるし、まあ、楽しいのかなって思いましたね、
やっぱり。うん。（B2・男性・32 歳・愛知県・飲食勤務）
―東京のというわけではなかったのですが、たまたま進学で東京になると頭の中にあ
ったときは、東京だからというわけではないのですけど、自分にとって自分を試すとい
うか新しい新天地というか（中略）それがたまたま東京だったということなのですが。
ですから何か可能性のある希望の土地といいますかね、輝くイメージでしたね。だから
世間で言う東京だからと言うイメージとはちょっと違うかもしれませんが、試せる場所
という意味でたまたま東京だったということなのですけども。（D2・男性・38 歳・福岡
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県・NPO 福祉団体職員）
マイナスイメージ回答参照
―みな言うと思うけど人が冷たそうだし、せっかち。
（C6・男性・23 歳・沖縄県・保
険会社勤務）
―あー、……イメージ？
［なんか怖そうとか。］
あっ、でも人がちょっと冷たそうなイメージがありました。
（E5・女性・23 歳・鹿児
島県・飲食勤務）

３

東京は「恐い」というイメージがありましたか。

警察庁刑事局刑事企画課の平成 20 年度 1 月～11 月分の犯罪統計資料
（459 号）によれば、
東京での犯罪認知件数は 193,686 件である。これは全国で一番高い件数である。ちなみに
大阪での犯罪認知件数は 186,590 件と東京に匹敵する件数であった。
そんな中で、地方出身者は自身が上京する「東京」に対してどのような「怖い」といっ
た-イメージを抱いていたのか。また、なぜ「怖い」イメージがありながら上京してきたの
かをそれぞれ分析したい。
まず、最初に全体の回答結果が得られる前に私が予想していた結果は、あり：なし＝80：
20（％）という予想であった。というのも、やはりこれだけメディアが発達した世の中で
東京で起きた事件を全国ネットで報道する＝「東京は怖い」というイメージを少なからず
植えつけているのでは、と感じたためである。しかし実際に得られたデータは、ありの人
が 13 人、なかった人が 16 人と「怖い」というイメージがあった人が全体の 45％で、なか
った人が 55％と予想とは大幅に異なっていた。
「怖い」イメージ有の人
―……テレビとかで密着 24 時とかなんとかでいう恐いっていうのはあるのですけど、

どっちかっていうと戦争とかしたときに、日本が攻められるときにまず東京かやられる
だろうと思ったのですよ。私、考えすぎるところがすごいあって、攻められるときにま
ず東京に落とされるだろうと思って、勝手に恐くなってました。アト、もう東京大震災
がくる、関東大震災がくるってずっと言われているじゃないですか。なので上京してす
ぐきたりしたらどうしようと思って。（G6・女性・26 歳・福島県・アルバイト）
―［上京する前に東京に知り合いとかっていましたか？］
いなかったねまったく。
［そしたら不安は大きいですよね］
一人暮らし初めてだったから、家事とかもやったことなかったから、そういう不安も
あったから。あと、治安とかも怖いイメージがあったし。
［怖いってイメージがあったのにもかかわらず、東京に来たのはなぜですか？］

308

なんとかなるだろうぐらいしか考えてなかったね。
（C1・男性・23 歳・栃木県・IT 勤
務）

４

ご自身が思い描いていた東京のイメージと実際のギャップはどのようなところです

か。
東京に対するイメージを持っていない地方出身者はまずいない。みなそれぞれ何かしら
イメージを持って上京しているのはもはや言うまでもない。しかし、そのイメージは必ず
しも自身が描いていた物とはマッチしない場合もある。伝聞で聞いたイメージなどは尚更
ではないだろうか。
全体的な回答結果を見てみると、ギャップがある人が少なかったという回答が多く見ら
れた。そのほか得られた回答例としてあげられるのが、
「格差」「孤独」「ギャップだらけ」
という回答が多かった。これだけ見るとマイナス面ばかり目立つが実は「優しかった」
「意
外と普通」という意見が少なからず多かったのも今回の調査から得られた特徴である。
「格差」回答者参照
―今の社会情勢も影響しているのかもしれないですけど、やっぱこう格差？格差があ
るなーっていう。
［実際に感じましたか？］
感じますね。田舎は格差っていっても、その差がそんなに開きがないので、大体みん
な同じような流れなんですけど、東京はもうね。上は上がいるし、下の人もいるし。
（B5・
男性・32 歳・宮城県・飲食勤務）

「優しかった」回答者参照
―違かったのは、意外にみんな優しかった。あたしの周りの人は……結構、いい人ば
っかり。（E5・女性・23 歳・鹿児島県・飲食業）
「意外と普通」回答者参照
―やっぱり、人の集まるとこしか見てなかったし､テレビでもそうだったから､実際に
学校通うようになって、学校の位置だったり、そのときに借りたアパートだったりって
いうのを見ると、まあ、イメージは変わったよね。こんなとこともあるんだなっていう。
意外と普通。（B4・男性・33 歳・岩手県・飲食業）
３）分析・考察
実際にインタビューから得られた回答を元に質問ごとに統計をとると、思いのほか東京
に対してマイナスイメージを持っている人は少なく感じられた。もちろん世代的に上京し
た年にバラつきはあるが、今回のインフォーマントは全体を通してあまり差は感じられな
い。年齢も比較的私たちに近い社会人もとい地方出身者である。今回の調査の欠点はプラ
ス・マイナスイメージを形成した、その張本人与えた決定的なものが追加調査できなかっ
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たことにあった。

２．現在編
１）上京後の変化
ここでは、対象としたインフォーマントが上京前に抱いていたイメージの変化、つまり
実際に上京したあとに抱いた東京に対するイメージを書き出し、またその内容を分析した
いと思う。本調査で上京したあとに抱いた東京に対するイメージを聞き出せる質問項目は
以下の通りである。
２ 現在の東京の印象を教えてください。
５

東京が良い点と感じたのはどのようなときですか。

６

東京が悪い点と感じたのはどのようなときですか。

10 地元と東京の一番の違いはどこですか。
12 東京を知ったあとの地元はどのように感じられますか。
13

地元と東京のどちらが好きですか。またその理由は何ですか。

以上の質問である。この質問から得られた回答を元に地方出身者の上京後のイメージの
変化の分析を行う。質問 5、6 についてはやはり東京に上京してから形成されたイメージ
なのであえて分析項目の中に導入した。
２）インフォーマント回答参照
２

現在の東京の印象を教えてください。

今回の「東京のイメージ」の質問項目のなかで最も回答にバラつきがあり、偏りがなか
ったのはおそらくこの質問ではないだろうか。他の質問は同じような回答を括ってまとめ
ることができるのだが、この質問に対しての回答は無理であった。そのため、ここでは私
の独断と偏見でとくに際立った回答をピックアップしてみたいと思う。
「マイナスイメージ」回答参照
―なんか灰色だし疲れているし、空狭いし、人が多いしあんまりいいイメージが持て
なくなってきている。
［それは今の現在のお仕事を始めてから何か、東京のイメージって？］
あぁ、そうだね。なんかみんなまわり見てみると無関心なのかなぁっていうかんじが
したねぇ。
（D4・男性・35 歳・非公開）
―煌びやかではあるけれども……。孤独なイメージの方が大きいかもしれない。
（D1・
女性・28 歳・兵庫県・飲食勤務）
「プラスイメージ」回答参照
―んー。印象はますます良くなった気がします。やっぱ実際に住んでみて、住みやす

310

いですしね。まぁただやっぱり空気が悪かったりとか、水がまずかったりとか。そうい
うので東京の嫌な部分が見えてきたっていうのがあるんですけど、でも大学に来る前に
描いてた（良い）イメージっていうのは覆されていないですね。
（E2・男性・24 歳・岩
手県・福祉関係）
―思ったより優しい人が多い。東京の人は冷たいってよく言うじゃないですか。上京
してきたときにも地下鉄サリン事件もあって周りの反対のなか来ましたので、けど思っ
たより危険ではなかった。
（E1・男性・32 歳・新潟県・飲食勤務）
５

東京が良い点と感じたのはどのようなときですか。

“百聞は一見に如かず”ということわざ通り、実際に東京に上京して自身がイメージし
ていたものとは変わったという人は多いはず。その中でも良い点・悪い点はそれぞれつき
ものである。以下、インタビューを元に得られた回答参照である。
「欲しいものが買える」
「地域色が弱い」
「遊ぶ場所が多い」
「情報過多」
「利便性」
「出会
い」
「なんでもできる（自分を変えやすい）」
「職の多さ」などが主にあげられた。中でも一
番多かったのが「出会い」と答えた人。次いで「利便性」
「なんでもできる（自分を変えや
すい）」
といった順であった。その中でもとくに興味深かった回答を元に分析したいと思う。
「地域色が弱い」回答参照
―んー。東京が良い。あれですかね、それが良いか悪いかは別としてなんですけど、
こうあんまり地域色が強くないとこですかね。みんなこう我、関せずじゃないんですけ
ど、みんなこう個人個人なのですけど向こう（地元）はもう一固まりみたいな感じでし
ょうね。それ（東京のほう）が僕にはちょっといいかな、合っているなっていう。
（B5・
男性・35 歳・宮城県・飲食業）
「なんでもできる（自分を変えやすい）」回答参照
―人が多いからー、田舎は何か変なことしたら広がっちゃうんで。こっちはちょっと
遠出するだけで変な格好してもいいんでちょっと開放感が。ファッションとかもそうだ
けど、田舎だとちょっと変な格好すると浮くわけですよ、超過疎化で。
（そういった意味
では）自分を変えやすい。
（F4・男性・23 歳・島根県・非正規雇用）
６

東京が悪い点と感じたのはどのようなときですか。

今回調査で得られた全体の結果を見ると、悪い点というより不満点に感じられた。もち
ろん地方出身者から見れば悪い点なのだろうが、今回の結果を客観的にみると不満点に感
じられた。以下、回答例である。
「渋滞」「家賃」
「冷たい」
「空気」「マナーが悪い」
「疲れる」
「人の多さ」「刹那的」
以上が代表的な回答例である。一通りあげてみてわかるのが、まず地元と比較している
ということ。そして、身近な生活面での悪い点が多いというところである。

311

またそんな中でもとくに興味深い回答例があったのであげてみたい。
「罪悪感」回答参照
―あまり東京を悪いなと感じたときはない、といえばないですけどあえて言うとすれ
ば、先ほどの、大阪という土地に対して離れて、やはり新しいものを切り開きたいとい
うものがあると思った反面、愛憎見える葛藤というものがあったので、離れていること
についての罪悪感というか何か大切なものから逃げているんじゃないか、という葛藤と
いうのが自分の中で今でもどこかに残っているんですね。（中略）あえて挙げるとそう
いうところですかね。まだ母は大阪に居るんですよね、ですから年老いた母を大阪に一
人残してこのままでいいのか、と思うときはありますね。そういう葛藤を感じるときく
らいですね。（D2・男性・38 歳・福岡県・NPO 福祉関係）
10 地元と東京の一番の違いはどこですか。
どんな街に行っても自分の生れ育った街とは違う。しかし、それは微々たる違いであり
よほどのことがないかぎり自分の街とは基本は変わらない。
だが、
東京はどうであろうか。
「人（物）の数」
「物価」
「文化」
「空の広さ」
「交通」
「ネットワーク」
「人情」
「選択肢」な
どの順にあがった。どれも目に見えるものばかりである。とくに「空の広さ」などは東京
ならではだ。私も初めて東京に来たときは駅から出て、高層ビルばかりで空の狭さを感じ
た。以下、回答例である。
「人の数」回答参照
―うーん、やっぱ人の多さですかね。一番の違いは。（中略）地方だとやっぱ、あの
ー、密集しちゃてるんで、いいところはいいんけど、ダメなところはぜんぜんないんで。
うん。その、仕事の幅も限られてきちゃんでね。そういうところがあるんでどうかなっ
て。（B1・男性・32 歳・福島県・小売業）
「物の量」回答参照
―地元と東京の一番の違い……モノの量？ たとえば愛知で買い物をしようと思いま
した。で、あるショップに行って、
「M サイズありますか？」って、
「あ、ごめん、ない
わ」って言われたら、もう東京とか大阪に問い合わせをするんですね。東京だったら、
たとえば新宿で買い物をして、
「このサイズなくなりました」って言ったら、たとえば「渋
谷店に電話します」みたいな。圧倒的に、モノが、たぶん集中している。それはね、圧
倒的に違う。（G4・男性・25 歳・愛知県・印刷会社）
「人情」回答参照
―地元と東京の違い……僕の場合、地方出身者っていっても極端に田舎だと思うので
本当に何から何まで違いますね。でも人の温かさっていうか、たぶん東京が地元の人も
田舎の人と変わらず温かいと思うんですよ。ただそこの関係を築くあれが違うんだと思
いますね、……たぶん築く間に時間がかかるか、かからないかっていう違い。その違い
だと思うんですよ。警戒心の差っていうか。鍵かけないですもん、島では。（F3・男性・
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23 歳・兵庫県・IT 企業）
12 東京を知ったあとの地元はどのように感じられますか。
上京してきて実際に東京を自身の体で感じ、東京の良いところ・悪いところをある程度
自身の中で理解してから、実家に帰省したとき。自分の地元はどう見えるのか。日本の中
枢を担い、時代の最先端を行く東京に来て自分の地元はどう見えるのか。
“井の中の蛙”で
はないが、やはり地元にずっといては気付かなかった点もたくさんあると思う。それは、
地元の良い所でもあり、悪いところ。ここではその変化を分析。以下、回答例である。
「不便」「落ち着く」
「楽園」「自然の多さ」などが主たる回答例である。
「不便」回答参照
―地元にいたころは何不自由なく生活できたと思っていたけど、今地元に帰るとやっ
ぱ不便だなって思いますね。コンビニとかも近くにないし。
（C1・男性・23 歳・栃木県・
IT 企業）
―東京に来て 2 年くらいたってから実家に帰ったんですけど、なんかこう、そのとき
はまだ東京でがんばりたいと思っていたんで、やっぱり、ぬるいというか（笑）何かや
りたいとき、好奇心がたくさんあるときに向こうに帰ると、何もないみたいな（笑）
。も
う 2、3 日いると、早く帰りたいと思っていました。東京に。
（D1・女性・28 歳・兵庫県・
飲食勤務）
「自然の多さ」回答参照
―やっぱり食べ物が安くて美味しいとか、自然が豊かとかっていうことがあるかなー。
そこら辺が一番大きいかな。
［それを、高校生のときとか上京する前は感じませんでしたか？］
それは…よそと比較できないわけだから……。醤油とか甘口醤油だよ。（D5・男性・
32 歳・鹿児島県・小学校教諭）
13

地元と東京のどちらが好きですか。またその理由は何ですか。

ここでは、インフォーマントの回答を元に「地元」
「東京（関東）
」
「わからない（選べな
い）」「両方好き」「両方嫌い」といった項目別に得られた回答数を分析した。
（有効回答例
27 人）
今回の分析で私が驚いたのは「両方嫌い」と回答出たこと。「わからない」「両方好き」
と答えてくる人は予想の範疇ではあったが、
「両方嫌い」と答えるインフォーマントがいた
ことは意外であった。しかし、A3 さんは「遠ければどこでもいい、東京は行きたくなか
った。友人が東京の大学に通うから一緒に居候させてもらった」という背景がそこにはあ
ったので納得できる。以下、少なかった順に主たる回答を提示する。
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地元と東京のどちらが好きか

1
6
4
回答項目

6
10

0

5

両方嫌い
両方好き
わからない（選べない）
東京（関東）
地元

10

人数

「両方嫌い」回答参照（1 人）
―いや、どっちもすきじゃないです。（中略）やっぱり田舎だしそこはきついなーと
思って、でも東京きてあんま好きじゃないです。
（A3・男性・21 歳・新潟県・飲食業）
「わからない」回答参照（4 人）
―（中略）難しいな。そのときのねえ、価値観というか、何がやりたいんだとか、ど
ういうふうに生きていくかということにね、ありますよね。精神的な面とか（笑）。
［劇団に関しては東京ですか？］
うん、はい。結婚して生活するには地元に帰りたいとは。
（D1・女性・28 歳・兵庫県・
飲食業）
「両方好き」回答参照（6 人）
―まだ半々。
［あともう 10 年くらい経ったらわかんないですよね。］
10 年くらいすればわからないかも知れないけど、でもやっぱり地元も好きだし、100％
東京になることはない。
［あくまで半々ですか？］
うん。
（E3・女性・22 歳・愛媛県・アルバイト）
「東京（関東）」回答参照（6 人）
―やはりまあ、東京が好きですね。（中略）どっぷり元に戻ることはない、だけど完
全に過去のものとして葬ることもない、その意味では、東京の新宿というのは非常に人
が入れ替わる町なんですけど、その中でさまざまに同じようにいろいろなものを切り離
してここに暮らそうとしているんですね。そういう人との出会いの中で振り返れる場所
というのは一番いい距離感なのかなと思っていますね。（D2・男性・38 歳・福岡県・
NPO 福祉関係）
「地元」回答参照（10 人）
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―僕は地元……。
［地元ですか、やっぱり。それはなぜですか？ 理由っていうか……］
理由かぁ……すごく難しいね。なんだろうな……（しばらく考え込み）…居心地？ これ
たぶん答えになってないのだろうけど……。まぁ…2 年ちょいってさ、急ピッチに東京
に馴染んできたと思うのですよ。やっぱり 20 年間かけて作られたことって……やっぱり
のんびりしてるとかもあるし、そういったところを感じると、そっちの空気のほうがさ
ぁ、ギャップは感じるけど、居心地はいい。だから、決してそれは東京が嫌いっていう
意味ではまったくなくて。
（G4・男性・25 歳・愛知県・印刷会社）
３）分析・考察
今回の調査自体からも分かるように、東京には実にさまざまな地方から上京してきてい
る人がいる。そして東京の良い点としてあがった回答を見ても分かるように、地方にいる
だけでは得られない地方出身者に対して魅力的な「何か」が東京には宿っている。そこに
集まる多くの地方出身者、言い換えれば多色な町である東京には地方出身者のそれぞれの
個性が宿っていると言っても過言ではない。つまり、いろいろな人が集まって形成される
のが首都「東京」であり「東京」の地域色ではないだろうか。

３．結論
地方出身者が東京へ上京してくる理由は実にさまざまである。ただ、全体的に共通して
言えるのは、何をするにしても、どんな分野であっても東京にはいろいろな人、物が集ま
っているということ。これはあながち間違っていない。C3 さんの回答を参考
―何をするにしてもすぐ近くに手に入るとこ。やりたいことがすぐできる。なんでも。
買い物でもそうだし、情報でも。刺激とかもそうだし。地方にいるとなかなかそれはな
いから。（C3・男性・32 歳・北海道・音楽関係）
この一言で収まるといっても過言ではないのではないだろうか。つまり、これは C3 さ
んだけでなく多くのインフォーマントに共通して見られたのだが、首都圏は地方に比べて
学問や芸術、情報への接触頻度において恵まれているため、文化的に洗練される機会にお
いて差が出る可能性があるということ。
しかし、だからと言ってそれを地方出身者がコンプレックスに感じることはない。少な
くとも東京出身者だってそれをアドバンテージに感じているとは思えない。なぜなら東京
の人にとってはそれが普通だから。東京にだって、地方にだってそれぞれ良い点と悪い点
があって、それらを客観的に受け止めることが大切なのであって、損得という尺度で、し
かも一義的な尺度で測るのはおかしい。解消できない地方との格差、機会や選択肢といっ
た目に見えない差が、個人の責任に転嫁される傾向にある。
それぞれの「東京」への思いを胸に上京してきた地方出身者。
「東京」を好きになったり
嫌いになったり、でも、結局は生まれ育った町ではない。どんなに好きになっても、どん
なに年数が経っても、完全にその町の人間にはなりきれないという現実。東京での暮らし
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の方が長くなっても、決して地方出身者という本来の座標軸を忘れないインフォーマント
のその気持ちは、どんなに相手のことを好きになっても完全に自分のものにはならないと
いう恋の切なさに似ているような気がした。

＜参考文献・資料＞
政府統計の総合窓口，2008，
「警察庁刑事局刑事企画課の平成 20 年度 1 月～11 月分の犯罪
統計資料（459 号）
」（http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/Pdfdl.do?sinfid=000002039053,2008.1
2.15）
．
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東京のイメージ
―地元から見た東京、東京から見た地元―

秦

佑美枝

東京のイメージの中でも、上京する前に思い描いていた東京と、実際に東京に来てから
見た地元との差を中心に分析した。またその中で地元にいるときには感じられなかったこ
とや、東京に来てみて改めて感じた地元の良さ悪さ、東京の良さ悪さも分析した。

１．地元から見ていた東京
１）上京する前の東京のイメージ
上京する前にイメージしていた東京といえば、「怖そう」
「危なそう」「冷たそう」
「道を
訊いても教えてくれなそう」
「冷たく素っ気ない感じ」などといった不安を抱いていた人と、
逆にそういったイメージはまったくなく、「華やかな場所」「楽しそう」
「何でもできそう」
と期待を抱いて上京したという人がいた。
他にも「スリや詐欺が多い」など、やはり東京は犯罪が多発している地域というイメー
ジがあるようだ。具体的にどんなところが怖いと感じていたのだろうか。
―恐いと思ったことはないですけど、自分で自分の身を守らないといろんな罠という
か、そういうのはいっぱいあるんで、そこに落ちないように常に自分で自分の身を守ら
なくちゃいけないなっていうことはしなきゃいけないかなとは思いますね。
（B5・男性・
32 歳・宮城県・飲食店）
―ありましたね。まぁあの、テレビとか見て板橋区で殺人事件が起こりましただとか、
あとやっぱり変わり者が多いんで、まぁ正直恐いというかまぁ自分が合うのかなという
不安からの恐怖ですか、そういうのがありましたね。（B6・男性・24 歳・長野県・広告
代理店）
―恐いっていうか、人同士の繋がりがないなとは。結構（福島の）家とかにいるとき
って、たとえば隣近所じゃないないですけど。話したりとか、なんか一緒にやったりと
か、そういうことって多いなっていう感じはしましたけど。実際（に）出てきて、一人
暮らしをしてみると、すぐ上の部屋に同じ大学の先輩とか住んでたりとかしたけど、
（や
っぱり）その周りの人って誰住んでるか分からない、なにやってるかも分からないって
いうのは、すごい多いなっていう。
（B1・男性・32 歳・福島県・飲食店）
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B5、B6 さんのように、不安や恐怖感を抱いて上京してきた人たちは、日本の中心であ
る東京は情報も多く集まっているし、各地から多くの人が集まっているし、事件も多発し
ているし、日本だけでなく各国からも多くの人が集まっていて、危険な罠も多いというイ
メージを抱いていたようだ。
B5 さんのように、自分の身は自分で守らなくてはならないと実感している人が多い。
B6 さんのように、人同士の繋がりがないと感じている人もいる。人同士の繋がりがないか
らこそ、自分の身は自分で守らなくてはならないと感じるのであろう。
―恐いのはね、方角を見失う。ようは、視野が近すぎて。たとえば田舎だったら、何
百メートル先を見て動いてる。けど、すぐ近くにビルがあるし、それが同じ景色に見え
る。岐阜にいれば時間と太陽の日差しであそこに山があるから自分はこの方角に向かっ
ているって分かるけど、東京に来たら、方向音痴になるからそれが恐い。あと視野が狭
いから息が詰まる。
（D3・男性・33 歳・岐阜県・音楽事務所所属）
また D3 さんのように人や街が怖いのではなく、視野が狭すぎるために方向を見失うの
が怖いと感じている人もいる。都心部は似たような高層ビルが集まっていて、先が見えて
も同じような景色で、慣れるまではわかりにくい。
―東京来る前はやっぱり、そうですね、田舎の人は誰でも思うと思うんですけど、楽
しそうな町だなっていうイメージはありましたね。うん、なんか遊ぶところもたくさん
あるし、なんかお店もたくさんあるし、まあ、楽しいのかなって思いましたね、やっぱ
り。うん。
（B2・男性・32 歳・愛知県・飲食店）
―やっぱり、華やかな場所っていう。テレビでしか見たことがない。テレビで見たも
のがそのまま。まあ、イメージというか､そういうものなんだっていう。それでまあ上京
したかなぁ。（B4・男性・33 歳・岩手県・飲食店）
―東京のイメージ……。東京のイメージ、なんだろう。煌びやかな世界がいっぱいあ
って。抽象的なことでもいいですか。煌びやかな街のイメージがありましたね。テレビ
とか、雑誌とかのイメージが大きいですね。
（D1・女性・27 歳・兵庫県・飲食店）
―物凄くお洒落なイメージですね。なにからなにまで。東京の隅から隅までお洒落な
イメージ、人も隅から隅までみんな銀座で歩いているような人たちが住んでるイメージ
でしたね、最初のイメージは。
（E2・男性・24 歳・岩手県・福祉関係勤務）
―いわゆるその都会的な人が多いかな（というイメージ）
。それこそ、かっこよくて、
かわいくてみたいな人がウヨウヨいるのかと思ってましたね。かっこいい部屋に住んで、
かっこいい車に乗ってみたいな。なんていうのかな、センスとか洋服とか、そういった
あとは情報的なものとか、見た目とか。そういうのも含めてレベル的なものっていった
ら、ちょっと分かりづらいかもしれないんですけど。単純にドラマとかに出てくるよう
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な感じの人が、いっぱいいるのかなっていうイメージは。（B1・男性・33 歳・福島県・
小売店）
E2、B2、B4、D1 さんのようにお洒落なイメージや、華やかなイメージを抱いて上京し
てきた人は、テレビでしか見たことがないと言っているように、やはりテレビの影響力が
大きいと思われる。雑誌などでも東京にしかない店が掲載されていたり、東京の店が紹介
されていることも多く、そういったところから東京のイメージは華やかだと感じている人
も多い。
やはりメディアの影響は想像以上に大きいように感じられた。
―まずなんでもあるってことと、あとねぇ道路が広いとか家が高いとかちょっと子ど
もっぽいですけど、そういう印象がありました。なんでもでかいみたいな。（D4・男性・
35 歳・非公開）

物価指数(平成 14 年)
都道府県別

順位

県庁所在地別

地域

指数

順位

地域

指数

1 東京

106.7

1 東京区部

116.6

2 神奈川

106.1

2 横浜市

109.2

3 京都

102.4

3 京都市

105.8

45 熊本

94.4

45 山口市

98

46 宮崎

93.4

46 宮崎市

97.6

47 沖縄

92.3

47 前橋市

97.5

統計局ホームページ

D4 さんのように物が高いというイメージを抱いてきた人もいる。統計局のホームページ
を見てもわかるように、全国の指数を 100 としたとき、東京は全国の中で最も物価が高い
地域である。また県庁所在地別で見ても東京区部が最も高く、次ぐ 2 位、3 位も大都市で
あり、地方から上京してきた人たちはイメージだけでなく、実際に高いと感じているであ
ろう。
２）イメージしていたもの
東京といえば、新宿、渋谷、六本木ヒルズ、東京タワーといった観光名所をイメージす
る人が多い。新宿に行くと東京にいると実感するという人が多かった。それは「笑ってい
いとも」で観た場所ということで、やはりここでもテレビの影響力は大きい。その他には、
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原宿の竹下通りや東京タワーなど。メディア越しに見ていたものを実際に見ることによっ
て、東京に来たという実感をしている人が多い。
上京する前のイメージでは、渋谷は駅周辺が渋谷だと思っていたり、A2 さんのように原
宿は竹下通りが原宿だと思っていたりと、イメージされる東京は狭く限定されているよう
だ。
―渋谷ですね。雑誌に載ってたあの店にふつうに電車に乗って行けるんだっていう。
でも最初は何にも知らないから原宿っていっても竹下通りが原宿なんだって思ってたし、
原宿から渋谷まで歩いていけるっていうのも知りませんでした。電車が便利なんで何で
もかんでも電車に乗っちゃってましたね。
むこうは駅との間が離れているので、歩いて移動なんて考えられないんですよ。
（A1・
女性・23 歳・秋田県・販売）
―実感できた場所は新宿。新宿。新宿のたとえば東口とかで出て待ち合わせとかなる
と「あ、東京なんだな」。
（E3・女性・22 歳・愛媛県・フリーター）
―新宿、池袋。よく、長崎で見てるテレビの撮影場所とか、なんか街頭インタビュー
を受けてるあのバックに映ってる建物を見たりして、あ！ここ！この間テレビで！！み
たいな（笑）っていうときにあーー東京だ、都会に来たんだなぁって思う。うん。
（A2・
女性・24 歳・長崎県・専業主婦）
実際に東京に来てみて、自分の目で確認して実感した人は多い。メディア越しに見てい
たものと実際に見たものの差はそれほどないようだ。
これから行きたい場所でも同じような場所が多く挙がった。
３）実際に来てみて
実際に東京に来てみてどうだったか。東京は広いけれど、
地方の人から見ている東京は、
新宿、渋谷、池袋など人の多く集まる場所のイメージであって、そのイメージが強くて、
東京といえばそういう場所だと思っている人が多い。実際に東京に来て改めてどんな風に
感じているのだろうか。
―思ったより優しい人が多い。東京の人は冷たいってよく言うじゃないですか。上京
してきたときにも地下鉄サリン事件もあって周りの反対の中来ましたので、けど思った
より危険ではなかった。
（E1・男性・31 歳・新潟県・非公開）
―印象はますます良くなった気がします。やっぱ実際に住んでみて、住みやすいです
しね。まぁただやっぱり空気が悪かったりとか、水がまずかったりとか。そういうので
東京の嫌な部分が見えてきたっていうのがあるんですけど、でも大学に来る前に描いて
たイメージっていうのは覆されていないですね。
（E2・男性・24 歳・岩手県・福祉関係
勤務）
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―人は冷たくもなかったね、考えてみれば東京も地方から集まってるようなもんだし。
ただせっかちではあるかな、ぼくてきにはね。今はもう 6 年間住んでるから慣れてしま
ったけど、歩くスピードが違うし時間ピッタリで行動する。僕の悪いところなんだけど
時間を守ったことがなかった。沖縄の人でくくったら語弊があるかもしれないけどそう
いう文化があるのよ、遅刻しても誰も怒らないし。だから大学で部活やっていたからそ
ういうトラブルはあったね。ちゃんと来ているんだから遅刻とか別にいいじゃんみたい
な。（C6・男性・23 歳・沖縄県・保険会社）
―深く東京と関わってくると、人がなつっこい。たとえば同じような環境の中で知り
合った人とか、飲み屋さんで無駄に話しかけて仲良くなる人とか、あと渋谷のシャッタ
ーの前で寝てるホームレスのおじさんとか結局は人なつっこい。そういう点では安心し
たかな。どんな状況であっても友達はおるから。それが今のイメージ。（D3・男性・33
歳・岐阜県・音楽事務所所属）
―（だから）来てみて思ったのは、案外外から出てきてる人が多いんだなっていうの
は。
（だから）そういうドラマだったりとかで見るイメージの人たちって、いるけどそう
そう多くないみたいな。
（なんだ）周り見れば、田舎もんばっかりじゃんっていうみたい
なのは。結構、外から出てきてる人って、たくさんいるんだっていうイメージは（あり
ましたね）
。あとは人の住んでいるイメージがないっていうのはあったかもしれないです
ね。（B1・男性・33 歳・福島県・小売店）
実際に来てみれば、思っていたほど怖くもなく危険な場所もない。怖そうというイメー
ジを抱き上京してきた人たちには、意外なことも多かったであろう。
「意外と普通」、
「静か
な場所もある」、
「みな温かい」と答える人が多かった。思っていたほど華やかでもなく、
テレビなどで見ていた部分はほんの一部なのだと実感した人は多い。
危険地帯といわれる場所は一部だし、E2 さんのように、ますますよくなったと言ってい
る人もいるように、普通に生活していれば危険な目に遭うことはほとんどない。確率でい
えば地方も東京もそんなに変わらないと考える。怖そうだとイメージしていた人たちは財
布を奥にしまっていたり、お札を別にして持つなど、それぞれ対策を取って街を歩いてい
たようだ。

２．東京から見た地元
１）東京から見た地元
上京するまでは毎日生活していた当たり前の場所だけれど、実際に東京の生活をしてみ
ると地元の見方も変わってくる。やはり自然が多いことや空の広さ、空気が綺麗なことか
ら、落ち着きや安らぎの場所であることを改めて感じている人が多い。人の数の変化や、
環境の変化、近所付き合いの変化。さまざまな変化の中で東京に来て、具体的に地元はど
のように感じられるのであろうか。
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―そうだねやっぱたまに帰ると、落ち着くなーっていう（笑）
。安心感を覚えるってい
うのかなぁ、田舎の空気に。けど居るときはぜんぜん感じもしなかった。何この山！み
たいな（笑）なんだこの緑！みたいに思ってたけど、なんか変わったかな。たまに行く
のにいいかなって感じ。
（A2・女性・24 歳・長崎県・専業主婦）
―地元の嫌な部分の方が見えてきましたね。近所づきあいが深いせいであまりプライ
バシーが守られていない感じがするし、
「結婚は？」とか「子どもは？」と聞かれるたび
に生き方を限定されているような気もしますね。
（A4・女性・32 歳・栃木県・芸能事務
所所属）
―えっとね、田舎だとね人の目があるじゃないですか。どこどこさんちの何番目のお
子さんはとかそういう、噂話が広まるしとかそういうのあるけど、東京だとそういうの
ないんだよね。まぁみんな無関心だからっていうのがあるかもしれないけどそれはそれ
である意味自由にできるっていうことだから。それは助かってる。（D4・男性・35 歳）
地元は近所付き合いが狭いと感じている人が多い。友達の友達が実は自分の友達だった
ということもよくあるようだ。A4 さんのように地元は生き方を限定されていると感じてい
る人もいた。
A2 さんのように地元にいる頃には感じられなかった落ち着きに安心感覚えるという人
もいた。
―とりあえず地元は友達の友達が実は私の友達だったりとか、とりあえず回っていけ
ば全部知り合い（笑）
。なんか近所の何とかさんのとことか人との繋がりがすごい近場に
あるけれど、こっちだとそういうことはあんまりない。
（E3・女性・22 歳・愛媛県・フ
リーター）
―人が多いからー、田舎は何か変なことしたら広がっちゃうんで。こっちはちょっと
遠出するだけで変な格好してもいいんでちょっと開放感が。ファッションとかもそうだ
けど、田舎だとちょっと変な格好すると浮くわけですよ、超過疎化で。自分を変えやす
い。（F4・男性・23 歳・島根県・派遣会社）
―東京、自由だなって。いうのが 1 番ですね。やっぱり田舎だと服装でもなんでもち
ょっと人と違うことをしているとすごく目立ちますけど、東京だといろんな人がいるじ
ゃないですか。そんなに目立ちもしないし、まあなんでもできるかなと思いますね。
（F1・女性・23 歳・福島県・証券会社勤務）
―人がたくさんいるんで、いろんな個性があるんで他人の個性を認めるっていうか、
認めざるを得ないって言うか。いろんな人がいるのはめんどくさいけどいいかなって自
分にとっては。
（F5・男性・23 歳・秋田県・非常勤講師）
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ひと括りに東京といってもいろいろな場所からたくさんの人が集まっている。田舎だと
近所付き合いが限られている分、深い付き合いができるけれど、そのことによって情報伝
達も早く、まず周りを気にしてしまって変なことができないと感じている。
東京は人が多い分、いろいろな人と触れ合う機会も多い。隣にどんな人が住んでいるの
かさえわからないと答えている人もいたほど、近所付き合いは浅いのかも知れないが、そ
のためいい意味で地元のように周りの目を気にしなくてもよく、やりたいことができて、
自由だと感じている人もいた。
２）地元と東京の違い
東京は「時間が過ぎるのが早い」
「一日が長い」という人がいた。時間が過ぎるのが早い
というのは仕事をしていれば常に時間を見ながらの行動であって、地元のようにのんびり
した時間が少ないということ。一日が長いというのは、地元は夜になれば多くの店が閉ま
ってしまうのに対し、東京は遅くまでやっていたり、朝までやっていたりもする。時間の
流れは変わらないはずなのに、多くの人が東京のほうが時間の流れを早く感じ、地元は遅
いと感じている。やはりそれだけ東京は時間に追われて、その中で生活しているから、早
いと感じるのであろう。
やはり中でも、多くの人が居酒屋を例に挙げ、東京は朝までやっている店が多いのに対
し、地元は朝までやっている店がないと答えた人が多かった。
また電車の本数が多い、それぞれの駅が一つの街になっているといった答えもあった。
あらゆる面で東京と地元では違いがあるようだが、どのようなときに違いを感じるのであ
ろうか。
―地元は自然が中心で動いてる。東京にいると、人が中心。人が動いているところに
自分がリアクションをとっていく。
（D3・男性・33 歳・岐阜県・音楽事務所所属）
―1 番大きな違いは、やっぱ時間が早いっていうのに驚いてる。あとはあのぉ、てい
うのも東京に出てきて東京で何かしているときは普通なんだけれども、たまに実家に帰
ったりすると、時間の流れが遅い。ので、時計をほとんど見ないのに、東京に戻ってく
るといつも時計ばかり見て動いているようなイメージ。そこのギャップっていうのが、
やっぱりこっちに出てきてから生まれたのっていうのはありますね。
（B6・男性・24 歳・
長野県・広告代理店営業）
東京に来て、ものの違いを感じている人と、時間の違いを感じている人がいた。東京は
深夜遅くまで営業している店や、朝まで営業している店も多く、終電を逃しても朝まで店
の中で過ごすことができる。地方では電車が１時間に２～３本だったりして、乗り遅れて
しまえば確実に遅刻してしまうし、終電も早い。だが東京は、ラッシュ時には電車が行っ
たばかりのホームにたくさんの人が列を作り、５分もしないうちにまた次の電車が到着す
る。
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３）苦労したこと
いきなり知らない土地に一人で上京して、慣れるまでは苦労も多かったであろう。どの
ようなところで苦労を感じていたのだろうか。
―ぜんぜんわかんなかったですね。快速の違いって何みたいな。そのレベルですね、
ほんとにわかんないですね。いまだに地下鉄とかわかんないです。（F2・女性・25 歳・
新潟県・子供服販売）
―いちばん苦労したことは、
電車かな。
電車とあと新宿駅の東西南北口の降り方
（笑）
。
交通関係がぜんぜんわかんなくって。（E3・女性・22 歳・愛媛県・フリーター）
―距離も分からないし。今では電車もまぁまぁ調べたりとかできますけど、その頃は
もうどうやっていけばいいか分からなくて。まぁ肌が荒れたのもきつかったですし。病
院も一から探さなきゃだし、安いお店もわからないとか、良い病院も良い歯医者もどこ
にあるのかわからないので、結構あちこちに聞きましたね。（G6・女性・26 歳・福島県・
ボーリング場アルバイト)
電車の乗り換えに不安を抱いていた人は多い。実際に東京に来て「どこで乗り換えれば
いいのかわからない」
「何口に出ればいいのかわからない」などと新宿や渋谷、池袋など複
雑に路線が入り組んでいるような場所では、最初は電車の乗り換えや出口に迷ったという
人が多い。
初めは距離もわからず調べるのも苦労したようだ。一つの駅でも普通と快速ではホーム
の階が違うことも多々ある。快速、準急、特急など種類も多く停車駅も違いとてもわかり
にくい。
―やっぱ人間関係じゃないかなーって。いきなり東京に 1 人で出てきて、その町で暮
らさなければいけないわけなんで。まぁアルバイトしたりとか、学校で通学で通ってき
たりとか、どうしても人と接する機会っていうのが、地元にいたときよりもぜんぜん知
らない人と触れ合う機会っていうのが多くなったような気がしてて。(E2・男性・24 歳・
岩手県・福祉関係勤務)
―まぁ家計簿だね。あのどういう風にお金をやりくりするか。最初仕送りみたいのも
らったんだけど、その限られた金額の中でバイトもしてなかったし、やらなきゃいけな
いってなったときに、家賃とか固定金額っていうのがあるんだけど、その他の金額で何
に使おうかとか、どんぐらい貯金しようかとかそれが 1 番困ったし、苦労した。
（B6・
男性・24 歳・長野県・広告代理店営業）
―自炊かな、今まで一切したことのない料理をどうしようみたいなってのとやっぱ電
車の乗り方だね。米持って行って友達に一緒に食べようよとか言って相手に作ってもら
ったりしていたね。
（C6・男性・23 歳・沖縄県・保険会社）

324

人間関係で苦労した人は、一人で上京してきて周りに知り合いがいない中で頼れる人も
なく、生活に苦労したという人もいた。
最初の頃は、お金のやりくりに苦労した人もいる。一人暮らしを始めれば、何から何ま
で自分で管理しなくてはならないし、限られた金額の中で生活しなくてはならない。初め
て経験することが多い中で、今までやっていなかった家事や金銭管理など生活面で苦労し
た人が多かった。
また使える金額が限られているために、節約するように努力したという人もいた。
４）東京に来て変わったこと
いきなり一人で上京して一人での生活が始まって、実家にいる頃には経験しなかったこ
とも多いだろう。上京してきた人たちはどのようなところに変化を感じているのだろうか。
アルバイトや学校でたくさんの人と触れ合って、性格や心境、生活態度など、何か変化は
あるのだろうか。
―前よりも人のことが好きになった。閉じてたものが開いたかなって。そこが地元い
たときと違ったかな。いろんな人と触れ合う機会が増えたっていうか、バイトしたっと
いうか大学の友達とか、いろいろ。
（F4・男性・23 歳・島根県・派遣会社）
―人間性かな。ツンツンしてたんですよ。人間性が、尖ってたんですよ。音楽やって
からかもしれないですけど、かっこつけが。かっこわるいとこやダメなとこ見せたくな
い精神がやっぱあったんだけど、それがやっぱ減った、なくなっちゃいないけど減った
かな？ 自分が素直になった気がします。ただ人間は逆に好きでも嫌いでもどうでもよ
くなった。
（F5・男性・23 歳・秋田県・非常勤講師）
F4、F5 さんのように人間性が変わったという人は、尖っていた部分がなくなったり、何
か心を開けるきっかけがあったりと、たくさんの人と触れ合う機会が増えて地元にいる頃
には気づかなかった自分になれた人もいた。
―やはり高校のときと比べてよく出かけるようになった、っていうこととか。まずひ
とり暮らしをしたので、今までは親と一緒に住んでて凄く全部やってもらってたものを
全部 1 人でやるようになったので、たとえば料理に関心を持っていろいろ、料理の本を
買って自分で作ってみるようになっただとか、あと部屋の掃除とかも自分でこまめにや
るようになって、まぁ整理整頓が上手になったりとか。
（E2・男性・24 歳・岩手県・福
祉関係勤務
―やはり、親元を離れているので自立がある程度早めにできたと思います。あとは、
仕送りをもらっていなかったことが大きいと思いますね。（A5・男性・34 歳・愛知県・
芸能事務所所属）
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―私も仕送りはもらっていなかったし、自分で学費も出していたので自立するという
ことに関しては大きかったかなと。
（A4・女性・32 歳・栃木県・芸能事務所所属）
―今までだったら、朝になったら誰かが起こしてくれて、用意されたご飯食べて、学
校行って、帰ってきて、また用意されたご飯食べて、勉強して、寝るみたいなサイクル
でしたけど。それを結局、全部自分でやんなきゃいけなくなるんで。
（だから）それがめ
んどくさいと思ったこともやっぱり。掃除なんていいや、なんてありますし。だから、
あとは自分勝手に結局（なっちゃう）。いくら、大学の授業があるとはいえ、あの授業出
なくてもいいやみたいな（笑）
。そういうのもあったりするんで。やっぱり生活のリズム
を作っていくっていうのが、すごい難しかったかもしれないですね。
（生活が）だらけ気
味になるっていうか。（B1・男性・32 歳・福島県・飲食店）
東京に来て、多くの人が初めての一人暮らしを経験して、最初は一人で不安も多かった
という答えもあるが、そのことによって必然的に何から何まですべてを自分一人でやらな
くてはいけなくなり、
「自立できた」
「しっかりしたと言われる」
「親のありがたみがわかっ
た」という人が多かった。
また方言があるところから上京してきた人たちは言葉遣いが変わったという人が多かっ
た。いきなり東京に来て言葉が通じなくて苦労したという人が多かった。イントネーショ
ンやアクセントの違いに戸惑った人もいた。
―帰ったときに歩くの早くなったとかは言われますけど（笑）。やっぱり歩くの早い
なと思いますし、人を避けるのが精一杯というか。（G6・女性・26 歳・福島県・ボーリ
ング場アルバイト）
―変わったって……言われます。しっかりしたって言われます（笑）。自立したって。
あと、やっぱり、親のありがたさが分かりました。
（E5・女性・23 歳・鹿児島県・飲食
店）
東京に慣れて多くの人は、さまざまなことに変化を感じている。それは歩くスピードだ
ったり、時間の流れだったり、話し方だったり、生活リズムだったり。東京に来なければ
感じなかったであろういくつもの変化。
一人暮らしをして自立できたといういい面もあれば、誰にも干渉されない分、だらけて
しまったという人もいる。
新しい環境で生活をすることで、あらゆる面で変化している自分自身を自覚していたり、
他人に指摘されて気付いている。やはり何かしらの変化があるようだ。
５）地元と東京
生まれ育った地元と、夢を追いかけて上京した東京。それぞれによさ悪さがあり、違い
はあるが、上京した人たちはどちらを好んでいるのだろうか。また将来はどちらに住みた
いと考えているのだろうか。
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―地元ですね。東京は離れられるけど地元は離れられない。僕の生い立ちのすべてが
地元にあるわけですから、先祖も僕の生い立ちには必要だし離れられない。東京は別に
じゃあねって言ってもだれか追いかけてくるわけではないですから。（E1・男性・新潟
県・31 歳）
―なにを自分の軸に置くかでたぶん変わってくると思うんですけど、たとえば純粋に
生活をしていく、なんていうかな……仕事とか、学問的なことにとらわれずに純粋に心
地よい生活をしていくって考えたらやっぱり地元の方が好きだなって思いますね。なの
で定年を迎えたら向こうのほうに住みたいって思うくらい、地元のほうが好きですねや
っぱり。（E2・男性・24 歳・岩手県・福祉関係勤務）
―1 番の理由は、わたし（出身が）会津若松なので観光地じゃないですか。そうする
と今まではずっと住んでいたのでなんにも感じなかったんですけど、東京に来ると皆さ
ん旅行で行った修学旅行で行ったとかいろいろ聞くんですよ。そうすると会津って言っ
ただけで皆さんがわかってくれるので、それだけでわたしはここに生まれたってよかっ
たのかなって思って。地元は、こっちに来てから好きになった。
（F1・女性・23 歳・福
島県・証券会社勤務）
―地元が好きだよ、一番が地元で、東京は楽しいからまだまだいたいっていうのはあ
るけど。どちらかというと今の生活の中心は東京で、
旅行しに地元に帰るっていう感じ、
バカンス的な。
（C6・男性・23 歳・沖縄県・保険会社）
どちらが好きかという質問に対しては、今生活をするには東京のほうが何でもあるし暮
らしやすいという人が多かった。けれど、将来結婚をして子どもができたら実家に戻りた
いと考えている人が多かった。
また F1 さんのように地元に住んでいた頃は感じられなかったけど、東京に来てから周
りの反応で地元のよさを感じ、好きになったという人もいる。
―こっちです。まぁ地元ももちろん落ち着くとかあるんだけど、やっぱりこっちにい
ると不自由がない。不自由がないんで、やっぱ就職ってなったときも、東京の会社って
いうふうに決めてたし、それが神奈川でも千葉でもダメでやっぱ東京じゃないと……な
んでそっから考えるとやっぱり東京が 1 番好きっていうのがあります。（B6・男性・24
歳・長野県・広告代理店営業）
―どっちもいいところがあると思うんで。でも、生活をしていくんだったらこっちだ
なって。でもずっといるのはつらいかな。まだ、若いからなんだろうけど、ゆっくりし
たいなって思ったら向こうに帰りたいなっていうのはあるんですけど。でも、今の自分
の年代は、もっと遊びたいし、暮らしていくならこっちのほうが楽しいし。
（A1・女性・
23 歳・秋田県・販売）
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東京の方が好きだという人は、B6 さんのように神奈川でもなく千葉でもなく東京とい
う場所にこだわりを持っているようだ。
地元のほうが空気は綺麗だし、自然もたくさんある。東京は何でもできて、生活するの
には不便はないけれど、やはり自分が長く生活してきた、自分が生まれ育った場所が好き
だという人が多い。どちらもそれぞれいいところがあるけれど、目標があって上京してき
たわけだから、やりたいことをやって、若いうちは東京で暮らして、いずれは地元に帰ろ
うと考えている人が多いようだ。やはり将来は自分の生まれ育った場所で暮らしたいと考
えている人が多い。
「楽しさ」
「便利さ」を重視するなら東京という人が多く、「環境のよさ」「住みやすさ」
を重視するなら地元と感じている人が多い。やはり E2 さんの言っているように「何を軸
に置くか」によって変わってくる。

３．最後に
分析をしてみて、上京してきた人たちが東京をどのように感じ、地元をどのように感じ
ているのかを知ることができた。東京は怖いという声をよく聞くが、実際に何が怖いと感
じているのか、東京と地元で何か違いはあるのか、東京と地元のよさ悪さは何か……。地
方の人が東京をどのように見ていたのか、たくさんの声を聞くことができた。
生活する上で時給の違いにはいつも疑問を感じていた。東京と地方では 100 円以上の差
があるけれど、果たして本当にそこまで差があるのかと。
東京でさえも都心部と郊外では大きな差がある。実際に地方出身者に訊いてみると、東
京の物価の高さを感じている人は多く、安い店を探すのに苦労したという人も多かった。
東京にしか住んだことがなければ、それが当たり前のように感じてしまっているけれど、
実際は大きな格差があることがわかった。
東京は各地から多くの人が集まる場所であって、多くの情報が発信される場所でもある。
地方出身者がイメージしていた東京はまさにその通りである。危険な場所であり、華やか
な場所であり、手を伸ばせば自分次第で何でもできる場所であり、孤独な街でもある。
友達はいてもどこか東京に寂しさを感じている人もいた。どんなに人がたくさんいても
結局は他人で、ネットワークが狭いと感じている人も多かった。アパートに住んでいても
隣にどんな人が住んでいるのかわからない、会っても会話はしない、町内会や自治会には
参加しないなど、とてもネットワークが狭いと感じられた。
将来は地元に帰りたいと考えている人が多いように、自分の生まれ育った場所はたとえ
離れたとしても、都会に慣れてしまっても、超えられないものなのだと感じた。

＜参考資料・文献＞
総務省，1996，
「統計局ホームページ」（http://www.stat.go.jp/index.htm，2008.12.22）
．
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地方出身者の地元の役割
田上

千春

１．はじめに
私は、当初この社会調査をするにあたり、地方出身者がもつ「東京に対する」イメージ
に視点をおいていた。しかし、実際にインタビューをしてみると、地方出身者が抱く地元
への思いが多様であることがわかった。インフォーマントの地元への関心を大きく分ける
と、
「地元が好き」
「地元は好きではない」
「地元と東京それぞれ違った思いがある」に分類
することができると考えられた。そのなかで、私は、最後に挙げた「地元と東京それぞれ
違った思いがある」に最も興味をもった。そのなかにはまた種類があり、インフォーマン
トには、
「仕事ができる機会を重視し東京に残らざるを得ない方」や「地元に東京のような
役割をまったく求めていない方」がいた。後者については、たとえ地元が交通面で便利で
なくても、地元には地元の持ち味があり、地方出身者はそれを重視しているのであると考
えられる。東京は、情報量や店の数、交通面でも地方と比べて「便利」といえるところで
ある。地元には「不便さ」がありながら、なぜ、地方出身者は定期的に帰省したり、将来
地元に帰ろうとしたりするのか。本論では、地方出身者の地元にスポットを当て、彼らに
とっての地元の役割について述べていきたい。

２．地方出身者の人間関係
表①は、インタビュー中に表れた、インフォーマントの人間関係の関する表現をまとめ
たものである。ここから、東京と地元では、それぞれ違った人間関係の特徴が存在するこ
とがわかる。
インフォーマントが現在または将来の居住地を考えるときに、親しい人との繋がりを軸
に考えるようである。また、上京した地方出身者が、現在の居住地を離れるときには、そ
れが地元であろうと、東京であろうと「周囲の人の存在」が、その土地を離れるときのた
めらいの理由になっていると考えられる。その存在というのは、親しい友人であったり、
友人のような関係でなくとも、これまでに築き上げてきた周囲の人との繋がりであったり
する。表①の「地元と東京」の項目を見てみると、
「帰ったら東京の人に会えないなぁ」
「友
人ができたから東京も好き」
「地元と東京どちらにも友人がいる」という表現があったこと
がわかる。慣れ親しんだ土地を「第二の故郷」と表現することもあるように、やはり一度
人間関係を構築したその土地は、「故郷」のような大切な存在になるようである。
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表①

インフォーマントの発言にみられた表現〈人間関係〉

地元について

東京について

地元と東京

・親、家族に会える
・友人がいる
・知り合いがいる
・親友が地元にしかいな
い
・上京した友人が戻って
しまった
・地元には古い仲の友人
がいる
・東京に残る人が少ない
・恋人と地元なら地元をと
る
・地元の友人との関係が
離れてきている
・帰省後、離れるのが寂
しい

・人脈を得た、出会いがある
・友人がたくさんできた
・夜が長いから人といる時間も長
い
・地元の友人も多いからホームシ
ックにならない
・恋人がいる
・人が温かい
・落ち込んだとき上京組（友人）に
会う
・人が素っ気ない
・（北から南まで）地方出身者との
出会いがある
・東京での人の繋が主になった
・同じ地方出身者が多い
・他に上京している人と連帯感を
持てる
・東京の友人が多くなっている

・帰ったら東京の人に会え
ないなぁ
・友人ができたから東京も
好き
・地元と東京どちらにも友
人がいる
・共通の趣味で知り合った
友人はなくしたくない
・たまに行く実家がいい、ず
っと親といるのは嫌

表①をみてみると、インタビューにおいて、地元と東京、それぞれ人との繋がりを重視
する表現が多く存在していたことがわかる。地元においての人間関係の特徴としては、古
くからの親しい存在（家族や友人など）がいるということがあげられる。インフォーマン
トの出身地の場所にもよるが、一度上京した友人たちが、皆地元に帰る状況が当たり前に
なっているという場合もあるようである。そのような場所の出身者は、Ｕターンを希望し
ているパターンが多かった。
上京したことによって「地元の友人との関係が離れてきている」という発言をしたイン
フォーマントもいたが、そのインフォーマントは同時に「東京の友人が増えてきた」とも
言っていた。やはり、その土地で生きていくうえでは、その場所がたとえ地元であっても
東京であっても、自分に近い人間関係を重視しているようである。

表②

地元との連絡の有無

地元との連絡（家族・友人）

回答数（人）

有
無

30
2

計

32

表②、③は、地元との連絡の有無、またはその内容ついて、インタビュー中に回答があ
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ったものをまとめたものである。調査全体のインフォーマント数は 38 人だが、インタビュ
ーによっては、それぞれの質問自体が行われなかった項目もあったことから、表の合計数
が 39 を満たないものもある。また、表③では、連絡を取る相手を完全に特定せず、インタ
ビュー時の発言をそのまま集計したものである。
表②、③から、ほとんどのインフォーマントが地元と連絡を取り合っており、「10 人く
らいと連絡を取っている」と答えたインフォーマントが多いことがわかる。連絡の内容と
しては、
「帰省する際に連絡を取る」ということが多く、そして帰省時にはその相手に会う
というパターンのインフォーマントが多かった。自分と繋がりのある地元の知人に会うと
いうことも、帰省時の重要な目的の一つになっているようである。
連絡の手段は、ほとんどが携帯電話を使用しており、とくにメールで済ませると言った
インフォーマントが 16 人いた。メールが普及してきたことで、地元との距離が狭まったと
もいえるのかもしれないが、逆にメールさえあれば用事が済んでしまうということで、相
手の顔を見る機会が少なくなってしまうということもあるといえる。
また、とくに家族との連絡をよく取り合うと言ったインフォーマントは 4 人いた。彼ら
が連絡を取る頻度としては、1 週間に 1 度電話をするといった具合に、そのいずれのイン
フォーマントも頻繁に取り合うとのことであった。逆に、親以外となら連絡を取ると言っ
たインフォーマントは 1 人だった。

表③

地元と連絡を取る人数

連絡を取る人数、表現
10～20 人
10 人
7人
5～6 人
4人
3人
2～3 人
1～2 人
数人
特定の人と

表④ 一番信頼のおける友人

回答数（人）

友人の居住地
2
6
1
2
2
2
2
1
1
1

回答数（人）

地元の友人
地元以外に住む地元の友人

3
3

東京の友人
地元と東京のどちらにもいる

2
2

その他
東京・東京近郊
それ以外

8
2

計
計

20

20

表④は、一番信頼のおける友人についての回答をまとめたものである。表④の「その他」
は、回答時に、インフォーマントの友人がいる具体的な地名が挙げられたため、本人とい
つどこで出会ったのかなどの本人との関係が把握できなかったものである。
表④から、地元にいたときからの友人との付き合いが、上京後にもあるというインフォ
ーマントが約半数（地元の友人＋地元以外に住む地元の友人＋地元と東京のどちらにもい
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る＝8 人）いた。上京したにもかかわらず、地元の友人と関係が続いている場合が多く、
上京することによって完全に関係がなくなるということはないようである。また、表①に、
「落ち込んだとき上京組（友人）に会う」「同じ地方出身者が多い」「他に上京している人
と連帯感を持てる」
「地元の友人も多いからホームシックにならない」という意見が出てい
る。これは、地方出身者が友人との交流によって、東京にいながらでも故郷を感じること
ができるということなのではないかと考えられる。そこで、安心感を得たり、上京した意
義を見つめ直したりできるのではないかと考えられる。
「上京する」という言葉は、
「東京」
に地域が限定される特別な表現である。そのような表現を持つということは、東京は地方
出身者にとって、地元に比べて異質な場所であるのではないかと考えられる。しかし裏返
していえば、地元の存在を最も感じる場所であるといえるのである。
また、表④の「東京・東京近郊」に 8 人の回答があることからも、先に示したような「人
は生きていくうえで、身近な存在との人間関係を重視する」という特性を見出すことがで
きると考えられる。

３．地方出身者にとっての「地元」とは
１）地元のイメージ
表⑤～⑦は、インタビュー中に出てきたインフォーマントが地元に対して抱くイメージ
をまとめたものである。

表⑤
イメージ〈環境面〉

回答数(人）

自然環境（山、海がある、泳げるなど）
オフ生活が充実(観光、レジャーなど)
空気が違う
自然中心で動いている
空が広い
気候が良い

14
6
5
1
2
2

表⑥
イメージ〈心理面〉

回答数（人）

暮らしやすい、居心地が良い、自分に合っている
落ち着く
開放感
都会が好きじゃない
ストレスを感じない
東京に戻るとき寂しい
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11
8
1
1
1
1

表⑦

イメージ〈時間面〉

回答数（人）

のんびり（のどか、ゆっくり、24 時間が長い）
規則正しい

13
2

地元のイメージからわかる地元の役割として、
「落ち着く」
「環境が良い」など、自分の
心のよりどころとしているというような役割が大きいと考えられる。また、
「ストレスを感
じない」という意見は、その場所が自分の地元でなければ出てくることがない表現である
といえる。
インタビューにおいて、何人かのインフォーマントが「満員電車」という単語を出して
いた。満員電車は、東京と地方の違いを表しているものといえる。地方出身者は、満員電
車ように、人がごった返すような東京独特の環境を離れるために地元に行く、または、地
元の落ち着いた環境を求めて行くという考え方があるようである。
また、一人暮らしを経験した方は、家事の大変さや親のありがたみを、身をもって感じ
ることが多かったようである。地方出身者にとっての地元は、東京や地元の都道府県など
にみられる周囲の環境にこだわらなくても、安心できる「家」に帰ることができる場所と
いう感覚があるようである。
一方で、東京の「せわしない」
「人が多い」イメージをマイナスのイメージではなく、そ
のような表情をプラスにとらえている方もいた。理由として、
「東京の良い部分であるから」
「人が好きだから」があった。また、自分の生活において「便利さ」を重視し、将来、子
どもを育てていく際にも東京を選ぶ方もいた。たとえば長崎で育った A2 さんはこのよう
に話している。
―［お子さんを育てていくにあたって、実家（長崎）に戻りたいなと思う事はありま
すか？］
A2：（中略）んー戻ってもいいかなと思うけどやっぱなんだろ、都会の便利さと（笑）
あとなんだろ、物価とかはもちろんそんなに変わらないけど、充実さを見ちゃうとやっ
ぱりこっちがいいかなと、うん。（A2・女性・24 歳・長崎県・専業主婦）
しかし、A2 さんにみられるような回答は稀であった。インタビュー全般においては、将
来子どもを育てていく際には、東京以外を選んだ方が多かった。理由として、「（自然があ
るところ、学歴重視ではないところで）伸び伸び育てたいから」
「犯罪が怖いから」があっ
た。前者の理由においては、東京を知ってから抱き始めた地方に対する想い（役割）が反
映されていると考えられる。これは、地方在住経験と上京経験が両方あるインフォーマン
トならではの意見であるといえる。さらに、子どもには「自分と同じように地方で育った
あとに、東京に出て新しい経験をさせたい」と話していたインフォーマントもいた。そし
て、後者の「犯罪が怖いから」という理由には、テレビなどのメディアから与えられた、
上京前に抱いた東京に対するイメージが現在も影響を与えているといえる。
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２）地元に帰る頻度・理由
―［地元と東京どちらが好きですか？］

C6：地元が好きだよ、一番が地元で、東京は楽しいからまだまだいたいっていうのは
あるけど。どちらかというと今の生活の中心は東京で、旅行しに地元に帰るっていう
感じ、バカンス的な。（C6・男性・23 歳・沖縄県・会社員）
このように、
「自分にとって帰省する場所がたまたま○○県」という感覚で帰省するので
はなく、
「○○県に行きたい」というように、帰省する場所自体に意味（目的）があるとい
うインフォーマントがいた。
表⑧～⑩は、地方出身者であるインフォーマントが帰省について考えていることについ
てまとめたものである。
表⑧ 地元とはどのような場所か

地元とは…（という）場所

回答数（人）

話題になる
祭りがある
旅行しに帰省する
休む
リフレッシュ、リセットする
たまに帰るから良い
ほっとする、充電する

3
2
1
1
2
2
1

表⑨ 帰省する頻度

頻度
半年に 1,2 回
年に 2,3 回
2回
1,2 回
1回
3 年に 1 回
10 年に 1 回
今までに 6,7 回（在京暦 16 年）
6 回（在京暦 5 年）
2,3 回（在京暦 20 年）
2 回(在京暦 12 年)
不規則に（在京暦 2 年半）
計

回答数（人）
1
1
9
1
8
1
1
1
1
1
1
1
27
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表⑩ 帰省について

時期

理由

行うこと

・正月
・春休み
・ＧＷ
・盆
・その他

・子どもが生まれた
・結婚式に出席す
る
・家族に会う
・友人と会う
・恩師に会う
・環境を変えたい

・祭
・温泉
・散歩
・観光
・墓参り
・同窓会
・家事

・甥っ子と遊ぶ
・海を見る、海に入る
・子どもに海を見せたい
・街並みを見る
・行きつけの店に行く
・時間を忘れてぼーっと
する

・桜を見る
・車に乗る
・雪かき
・同じ場所でタバ
コを吸う
・食べ物（名物、
親の手料理）を
食べる

表⑩の帰省理由に、
「環境を変えたい」という項目がある。これは、一見何でも手に入り
そうな東京にはない、地方（地元）特有の役割であるといえる。地元にある人の繋がりと
同じように、その本人たちにしか味わえない安心感や居心地が存在するのである。
地元には、東京とは違った役割をもつ。それは、いくら東京が便利だとはいえ、地方出
身者本人にとって地元で得られるものは、何物にも代えられないものなのである。岐阜県
出身のＤ3 さんはこのように話していた。
―［地元に帰省した際に何か不便だと感じることはありますか。また、逆に便利だと
感じたことはありますか。それぞれ具体的に教えてください。］
D3：うーん。分けて考えてるから、便利、不便て考えたことはない。まぁ、時間の流れ
がぜんぜん違うし、岐阜に対して東京みたいに、電車が行き届いててということを岐阜
に求めてない。
（中略）
［東京を知ったあとの地元はどのように感じられますか。］
D3：親がいて、家があって、そこに一日でも帰れば、大丈夫、安心できる心強いってこ
とがある。
［地元と東京のどちらが好きですか。またその理由は何ですか。
］
D3：好きの種類が違うから、どっちがどうというわけではなく、両方好き。
（D3・男性・
33 歳・岐阜県・音楽事務所所属）
Ｄ3 さんはこのように、地元は東京とはまったく異なる存在であり、どちらにもそれぞ
れの在り方があるとしている。
表⑪は、
インタビュー中に、とくに東京を知ってからの地元の印象について話していた、
インフォーマントの意見である。
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表⑪

東京を知ってからの地元の印象

・落ち着く、たまに行くのは良い、ずっといるのは不便
・地元の嫌な部分（近所付合い、『結婚は？』『子どもは？』と言われる＝生き方を限定され
る）が見えてくる
・東京を知ると良いところと感じる
・東京を知ってからだと不便だと思う
・東京の生活に慣れると不便
・自然が多くて癒される、東京を知ってより良く感じられた、地元のことを良い個性として見て
くれる
・不便さを知ったことで、物足りなさが出てくるかもしれない
・やっぱり地元が好き、地元の観光地をみんなが分かってくれたのがよかった
・最初は嫌だったけど帰ったらすごく好きになった
・自然しかないところが良い
・地元の良さがよくわかるようになった
表⑪には、東京に来て地元の良さが分かったという意見が多かったが、ここから地方出
身者が考える地元の役割を見出すことができると考えられる。地元が東京より不便である
という意見があるのにも関わらず地元が良いという意見もあるのは、上京後でも「地元」
が大きな存在であるからなのであるといえる。
３）地方の将来
地方には、東京に比べ、活性していない、過疎化しているというようなマイナスイメー
ジがある。しかし、その中で地方に帰って自分たちが活性していかなければならないと考
えている方がいる。たとえば、宮城県出身の B5 さんの例では、
―［
（中略）その他に将来の目標とかあります？アバウトな感じでも何でも。］
B5：地元に帰ると仮定するなら、何かこう地元に、僕が得た経験で還元できる部分があ
ったら、こう地域の活性っていう意味でも、そういうのをやっていきたいなって思いま
すね。
（中略）僕の地元は僕もそうなんですけど長男が多い、もちろん地元に戻ってる仲
間とかもいっぱいいる。なので次の、ある意味次世代を僕らが担っていくと思うので、
僕らが結託して、いろいろ活性していかないと的な感じです。動かないと。そういう意
味で活動はやっていけたらなって思いますね。（B5・男性・32 歳・宮城県・飲食業）
このように、地方の過疎化が叫ばれる現代で、地元の状況を念頭においた将来設計を立
てている方もいるのである。
「地方と東京」は、対極のものと現すことが多い。しかし、こ
れまでもずっと、地方と東京のその関係性、それぞれの特徴が残り続けている。これは、
「便利さ」であったり「各地の文化の特色」であったり、何か人を惹きつける魅力が東京
にも地方にも存続し続け、それらを支持していこうとする人々がいるからなのではないか
と考えられる。地元の祭りを大切にするＥ3 さんは、その祭りについてこのように話して
いた。

336

―［やっぱり他の友達も見に来られて？］
E3：そう……たいがい帰って。みんなお祭り前になると、帰る？帰らない？(お祭りに行
くか行かないか)ってメールが始まって。
（Ｅ3・女性・22 歳・愛媛県・アルバイト）
このように、上京後も地元に大事な役割があるインフォーマントもいた。Ｅ３さんの場
合、地元に残る友人たちも地元に対し大きな役割があるといえる。地元の役割については、
地方出身者の地元の場所の特性にも大きく左右されると考えられる。

３．考察
地方の役割には、地方出身者の「心」と密接な関係があると考えられる。なぜなら、友
人や環境といった要素が、人の生活や生き方に深く関わっているからである。家族や親し
い友人、親しんできた環境のある「故郷」という存在が、地方出身者にとって大きなもの
になっているようである。また、現在暮らしている東京に、その役割をもたせているイン
フォーマントもいるようである。地元と東京どちらが好きかという質問で、鹿児島県出身
の D5 さんはこのように話していた。
―［地元と東京どちらが好きという質問…なんですけど……？］
D5：んー、そりゃ地元かな。友人とかいるし、自分が生まれ育ったとこだからってとか
あるし。（中略）落ち着くってこともあるよね。（D5・男性・32 歳・鹿児島県・教師）
上京という経験をしてからも、友人がいたり親しんだ食べ物や気候があったり、自分と
結びつきが強い土地に特別な感情を持つようである。
私自身の話をすると、私の出身は茨城県であるが比較的交通の便がよく、東京にある今
の大学にも電車通学ができる場所である。しかし、人口も自然の様子も東京とはやはり異
なるので、私自身、インタビューにあったような、地方出身者が自然環境を求める感情が
あると実感することがある。上京してきた地方出身者に、
「東京に来たからこそ地元の良さ
がわかった」という方が何人かいた。一度上京を経験することで、地方出身者ならではの
視点で地元を客観的に見つめなおすことができるのであると考えられる。以前、都心出身
の友人が私の地元である、そんな「田舎」に遊びに来ることがあった。その友人が求めて
いた「都会には珍しい自然」と、地方出身者が考える「安心できる場所である自然」では、
自然の在り方が異なるのではないかと考えられる。なぜなら、地方出身者が考える「自然」
には、親しんだ「故郷」という感情が含まれているからである。現代では、東京のオフィ
ス街にも緑を増やそうという試みがあるが、生まれ育ったということが背景にある、地方
出身者が考える地元の自然環境とは、また異なるものなのである。
現代の状況では、仕事の機会や情報量に関しては、未だに東京と地方では格差があると
考えられる。インフォーマントの中にも、仕事の機会を得るために上京してきた方や、Ｕ
ターン・Ｊターンを考えるときに仕事の有無を問題にしている方が多い。確かに、東京は
仕事の機会が集中し、いわゆる「便利」で「栄えた」ところである。しかし、すべての都
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道府県が、東京の性格を持つことが望まれてはいないようである。各地方に県民性がある
ように、東京は「憧れ」の対象になったり、
「夢を実現させる場」になったりするという特
徴があるといえる。東京は、日本の中心ではあるが、地方の手本というわけではないので
ある。それらの特徴とは、東京がもつ個性なのであると考えられる。その「東京」という
土地の性格が、メディアで幅広く取り上げられ、地方にも浸透しているのではないかと考
えられる。インタビューのなかに、
「東京には意外と地方出身者がいることを知った」とい
う意見があったが、上京前にメディアからの東京の性格を知ることで、地方出身者が抱く
東京のイメージにギャップが生まれるのではないかと考えることができる。
以上から、地方出身者にとっての地元とは、東京と比べて、単なる「便利さ」や「機会
の多さ」がないマイナスイメージをもつものなのではない。それは、自分自身の心のより
どころとなる、特別な役割をもつものなのである。
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東京はなぜ怖いのか
―地方出身者の東京のイメージからみる―

太田

絵理香

地方出身者、もしくは東京在住の人に東京について話すとき、多くの人が東京は「怖い」
「危ない」
「東京の人は冷たい」といったイメージを抱いているように思う。
しかしその怖い、危ないについて東京に居て実感することはあまりないし、凶悪犯罪に
ついて東京以外の地方で聞かれるものも多々報道されている。では、地方出身者が抱いて
いる「怖い」「危ない」「東京の人は冷たい」といったイメージはいったいどこから来るも
のなのだろうか、どういった点にそう感じたのであろうか。
「東京に怖いイメージはあった
か」という設問に対しての回答を中心に、東京の危ない印象、東京の人は冷たいといった
印象について考えて行きたいと思う。

１. 東京は危ない
上京時に東京は事件が多い、危ない場所だと感じていた地方出身者は多く、とくに女性
に多く見られる。確かに平成 20 年 1 月～11 月の犯罪発生件数（警察庁、2008 年 12 月 12
日公表分）で、総数 1,674,773 件のうち東京都は 193,686 件で全国トップであった。しかし、
私たちが東京に居るときに犯罪や、危ないということを意識していることはあまりないだ
ろう。地方出身者は東京は怖いというイメージをどういうところに感じているのだろうか。
―んーーー、やっぱりニュースの数見るとね。東京はね（事件が）あちこちで起こっ
てるのは人が居る分そんだけ事件が起きるんだろうかな、っていうイメージは、割合っ
てことなのかな。でもやっぱり危険は危険、怖いなっていう。（A2・女性・長崎県・24
歳・主婦）
―親から東京は恐い所だから気をつけなさいということを聞かされていました（A4・
女性・栃木県・32 歳・芸能事務所）
―スリだとか、いろいろ騙されるというのは聞いていましたね。
（A5・愛知県・34 歳・
芸能事務所）
―ありましたね。まぁあの、テレビとか見て板橋区で殺人事件が起こりましただとか、
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あとやっぱり変わりものが多いんで、まぁ正直恐いというかまぁ自分が合うのかなとい
う不安からの恐怖ですか、そういうのがありましたね。
（B6・男性・長野県・24 歳・広
告代理店)
―やはり、ニュースとかを見ていると、危険、怖い事件が、変な事件が多いですし、
やっぱり東京を狙ってくるじゃないですか。地震とかも怖かったです。向こうで 1 回体
験しているんで、50 年以内に起こるとか、
人生の中で 2 度もこんな目に遭うのかという、
すごく思いました。
（D1・女性・兵庫県・24 歳・飲食店）
―［上京する前に東京は怖いというイメージはありました？］

ゼロではないね。でもはっきりとした怖さじゃないけど、単純にぼったくられるんじ
ゃないかみたいなそういう。（D5・男性・鹿児島県・32 歳・小学校教諭）
―……テレビとかで『密着 24 時』とかなんとかでいう恐いっていうのはあるんですけ

ど、どっちかっていうと戦争とかしたときに、日本が攻められるときにまず東京からや
られるだろうと思ったんですよ。私、考えすぎるところがすごいあって、攻められると
きにまず東京に落とされるだろうと思って、勝手に恐くなってました。あと、もう東京
大震災がくる、関東大震災がくるってずーっと言われてるじゃないですか。なので上京
してすぐきたりしたらどうしようと思って。（G6・女性・福島県・26 歳・アルバイト）
以上のように、地方出身者が危ないと感じる点は犯罪が多いところ、事件に巻き込まれ
るのではないかというところで、だいたいテレビ番組などの報道、親や知り合いから聞い
た情報で危ないと判断している。
―恐いと思ったことはないですけど、自分で自分の身を守らないといろんな罠という
か、そういうのはいっぱいあるんで、そこに落ちないように常に自分で自分の身を守ら
なくちゃいけないなっていうことはしなきゃいけないかなとは思いますね。いろんなね
勧誘とかもいっぱいあるんでね。（B5・男性・宮城県・32 歳・飲食店）
テレビで見聞きした犯罪が多いなどという情報から上記の B5 さんのように東京では常
に何かに巻き込まれる可能性がある、自分で自分の身を守らなければならない、危ない場
所だと意識して東京に来ている人も多い。
犯罪の発生件数は確かに東京が一番多いが、ひどい犯罪は東京だけでなく地方でも発生
している。なぜ日本全国どの地方の人も東京に対してこういった印象を抱くのだろうか。
それにはテレビの放送局の系列化している体制が理由と言えるのではないか。
ローカル局は地域置局によるニュース素材のやり取り、番組提供、広告媒体の拡販を目
的に東京のキー局の系列に入っている。キー局の作った番組を放送することで東京を中心
に日本中に番組放送していることになる。そこで放送している情報も東京中心のために発
生件数の多い東京の情報ばかりを得ることになっているのだろう。
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さらに B5 さんは東京の怖いと感じる点について以下のように言う。
―恐いっていうか、人同士の繋がりがないなとは。結構（福島の）家とかにいるとき
って、たとえば隣近所じゃないないですけど。話したりとか、なんか一緒にやったりと
か、そういうことって多いなっていう感じはしましたけど。実際（に）出てきて、一人
暮らしをしてみると、すぐ上の部屋に同じ大学の先輩とか住んでたりとかしたけど、そ
の周りの人って誰住んでるか分からない、なにやってるかも分からないっていうのは、
すごい多いなっていう。
［やっぱりそういうところは、福島にいらっしゃったときと比べて寂しいというか？］
寂しいっていうか、それのほうが恐いかなっていう。なにかあったらどうすんのみた
いな。
［それも不安のやっぱり一つだったんですか？］
不安っていうか。逆にそれでも自分は、相談できるところがまだそれでもあったんで、
（それでも）いいなっていうのは思いましたけど。
（だから）田舎から出てきてる女の子
とかどうしてたのかなって思うと。ほんとに（他の人は）学校の友達とか（だけしか）
知り合いとかぐらいしかいないっていう人も結構いたんで。襲われたりとかしたら恐く
ないのっていうのは。（B5・男性・宮城県・32 歳・飲食店）
地元と違って人同士の繋がりが無く、周りに誰が住んでいて何をしている人なのかも分
からないという点に怖さを感じているようだ。また、その近所付き合いの違いから、防犯
の意識も地元と東京では変わってくる。
―［実家のほうは夜中とかでも鍵はかけたりしてましたか？］
ああ～かけてなかったですね。夏とかは窓全開で寝てました。防犯とかはまったく気
にしてなかったですね。
（A1・女性・23 歳・秋田県・販売）
―［長崎でも、昼間玄関開けっ放しにしてることってありました？］
うん、鍵は普通閉めない（笑）。だからその癖があるから。閉め忘れたりとか。結構平
気だし、結構鍵はかけないうちにいれば（笑）普通に誰も平気だし。っていうあれは癖
はなかなか取れない、うん。だけどやっぱ親には怒られる。ちゃんと鍵は閉めて！って
（笑）
。危ないから東京！みたいな。
そう。親もそう言いながら自分ちは開けっ放しなんだけど、やっぱり東京だからって
いうことで、うん。怒られたりとか、してたかな。
（A2・女性・長崎県・24 歳・主婦）
―家でも鍵を閉めないで、ずっと開けていたりとかするよ。ほんとうに。
［えー、ほんとですか。怖いですねこっちから考えたら。泥棒入られたりしたら。］
それで、なにか盗まれて揉み合いになって、っていうこともたまーにあるので。だっ
たら鍵閉めるぐらいはしといたらって。
（F1・女性・福島県・23 歳・会社員）
―［（鍵を）かけないんですか？］
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かけないですねぇ。でも今はかけているかもしれません。僕らが子どもの頃は家出る
ときも開けっ放しで、かけるのは寝るときだけでした。
［それは泥棒とか入ってこないんですか？］
なんかそういう話もちょいちょい聞きましたけどね。でもそれほどなかった様に思い
ますね。島の中で島の人間が泥棒したなんてバレたら、たぶんとんでもないことになっ
てしまう気がします（笑）
。隣の島では放火とかたまに聞きましたけど。
（F3・男性・兵
庫県・23 歳・会社員）
家の玄関や窓の鍵をせずにあけたままというのは地方でよく見られるものと思うが、東
京でそうしている家はまず見られない。B5 さんや F3 さんの言うように近所の人と人の繋
がりが強いからこそできることであろう。どんな人がまわりに住んでいるか分からない東
京では A2 さんのように家族から言われるなどして地元よりも防犯に気を使わなければな
らないと意識をしている。
また、
人と人のつながりについて E3 さんは地元と東京の違いとして以下のように言う。
―とりあえず地元は友達の友達が実は私の友達だったりとか、とりあえず回っていけ
ば全部知り合い（笑）。
［ネットワークが狭い。
］
なんか近所の何とかさんのとことか人との繋がりがすごい近場にあるけれど、こっち
だとそういうことはあんまりない。
［実際いま住んでるところのたとえば今アパートとかですか？お隣さんとかとの付き合
いっていうのは？］
してないですね。町内会も参加してない。
［じゃもう本当に今住んでいるところは周りに知り合いがいない？］
いない。
［そういう面ではやっぱり不安とかあります？］
でもなんかもうそれが当たり前なのかなって思って生活してるから、周りはわかんな
い。住宅街で子どももいたりするから付き合いはあるのかなって。さすがに割り込めな
い（笑）。（E3・女性・愛媛県・22 歳・フリーター）
B5 さんや E3 さんのように地元では親密に近所付き合いをしていたため東京では人との
繋がりが薄いと感じ、この危険がたくさんある東京でいざとなったとき頼る人が居ない・
誰が居るかわからないという点も地方出身者には不安で怖いと感じる点のようだ。
―いきなり東京に 1 人で出てきて、その町で暮らさなければいけないわけなんで。ま
ぁアルバイトしたりとか、学校で通学で通ってきたりとか、どうしても人と接する機会
っていうのが、地元にいたときよりもぜんぜん知らない人と触れ合う機会っていうのが
多くなったような気がしてて。
（中略）他の一緒に働いてる人たちとコミュニケーション
をとったりだとか、そういうのが最初の 1 年は凄く大変だったかなーって思いますね。
学費とかはとくに心配はしてなかったんですけど。やっぱその人との関わりの部分だっ
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たんじゃないかなーって、苦労した部分は。
（E2・男性・岩手県・24 歳・福祉関係）
新しい土地で生活していくのには、東京に限らずまた新しく人間関係を作っていく必要
があるが、コミュニケーションの取り方も地元と東京では違っているようだ。
―冷たくというのはすごく失礼かもしれないんですけど、コミュニケーションのとり
方が違うなとは、（感じたり）します。
えとー……。さっきもコミュニケーションの話なんですけど、自分から出ていかない
と、ぜんぜん社会とネットワークがないんで、自分で築いていかないといけない、積極
性というか、どこか、バイト 1 つにしても、そのチームの中で、雇っていたいと思われ
る人間になるために、どうすればいいかということを実家にいるときよりも考えるよう
になりましたね。その環境で自分がどう発揮できるか。適応していていくか。（D1・女
性・兵庫県・27 歳・飲食店）
地元では隣近所の付き合いで人と人の繋がりが強くどこか受け入れてくれるところがあ
ると感じているのに対して、東京では自分から積極的に関わっていかないと人間関係が築
けない。ニュースなどで聞いたような事件が起こるかもしれないという点も危ないが、も
し巻き込まれてしまったときに地元のようにすぐ頼れる人が居ないというところも、地方
出身者には危ないと感じるところであるようだ。
さらに、地元のようにネットワークの狭い所なら新しい環境に入っても共通の知り合い
が居たり、コミュニケーションするのに必要な共通点がある程度存在するのに対して東京
では自分と同じ出身地の人などがどこに居るかも分からないし地元よりも遥かに多い人が
居る中、まったくつながりのない人の集まりで人間関係を自分ひとりで一から作らなくて
はならない。このように人も多く、お互い近くに誰が住んでいるか分からないという地元
とまったく違う土地で、しかも治安が悪いという状況から近所付き合いどころか危ない人
がいるかもしれないと感じたり、頼れる人が居ないということに対して不安を感じて東京
は危ない、怖いといったことにつながるのではないだろうか。

２. 東京の人は冷たい
東京のイメージの回答の中で、東京の人に対して、無視されそうなど「冷たい」イメー
ジという回答も多く見られた。コミュニケーションのとり方が地元と違っているのは上記
でも述べたが、地方出身者が東京の人は冷たいというイメージは、東京に住む人のどうい
ったところに抱いているのであろうか。
―こっちのイメージとして、東京の人は冷たいっていう、なんかイメージが勝手に植
えつけられてたんで（笑）どこまで頼っていいんだろうとか……。（A1・女性・23 歳・
秋田県・販売）
―みな言うと思うけど人が冷たそうだし、せっかち。
（C6・男性・沖縄県・23 歳・保
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険会社）
―やっぱ言葉のせいもあるかも知れないけど冷たいかなっていうことは結構あります。
［人間関係？］
人間関係……人間関係っていうかファーストコンタクトのときの印象。
［があんまりよろしくない？］
よろしくないっていうわけじゃないけどなんか標準語のせいもあるかも知れない。
（E3・女性・愛知県・22 歳・フリーター）
―やっぱりいろんなところから聞いていたのは、東京は人が冷たいとかそういうイメ
ージを刷り込まれてきていて、まあでもちょくちょく遊びには来ていたのでそんなこと
ないのかなって思っていました。（F1・女性・福島県・23 歳・会社員）
―冷たいってイメージ沖縄を出たことがない人はたぶんみんなそう思ってる。
［それは違うとこから来た不快感ではなくて冷たいって感じで嫌なの］
たとえば冷たいとか、あんまりいいイメージは持ってない、大抵みんな東京だと思っ
ちゃいます、ナイチはみんな東京って。
（G2・男性・沖縄県・20 歳・美容室）
冷たいというイメージについてはやはり、怖いというイメージと同じように聞いた話な
どから上京前から漠然と抱いているものであった。しかしこのイメージについては時間が
経つにつれそれぞれ変わっていく。
―仕事をしていくうちにだんだんいい人いるなと、それは解消されていきましたね。
（A1・女性・23 歳・秋田県・販売）
―冷たいと聞かされてたから、いや、人はぜんぜん温かい。（D3・男性・岐阜県・33
歳・音楽事務所）
―変わりましたよ、別に冷たくもないなって、意外と普通だった（笑）。
（G2・男性・
沖縄県・20 歳・美容室）
―人がいっぱいいる分、そういう人（冷たい人）も多いけど、いい人もいるなぁと思
いました。でもイメージはぜんぜん変わったかな。東京はどこでもゴミゴミしてるって
いうイメージだったから。でも実際住んでみればぜんぜんそこまで。あとバイト掛け持
ちしてて、人がすごいいい人ばっかりで、いい人にめぐり合うのが多い。（C4・女性・
宮城県・25 歳・アルバイト/音楽事務所）
―人は冷たくもなかったね、考えてみれば東京も地方から集まってるようなもん

だし。（C6・男性・沖縄県・23 歳・保険会社）
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―最初は怖いなーと思ったけど、でも意外に東京の人も優しいしけっこう地方から出
てきている方のほうが多かったりするから、そんなに冷たくはないなとは思いましたね。
（F2・女性・新潟県・25 歳・販売）
―みんな我関せずな感じはしてたんですけど、来てみて、なんか道がわからなくなっ
て聞けば、誰かしら教えてくれるし、結局は東京って地方出身者の集まりじゃないです
か、だからそこまでは。
（G3・女性・新潟県・21 歳・アルバイト）
以上のように東京と地元でコミュニケーションの取り方に違いは感じつつも知人や友達
ができることによって解消されていったようだ。
打ち解けてしまえば冷たいという印象は消え、逆に「暖かい」や「人懐っこい人が多い」
といった印象にに変わっていった。
東京での生活に慣れ始め、出会った人と親しくなると印象は変わったがそれでもやはり
冷たいと感じるところはある。
―やっぱり、東京の人はみんな洗練された人だと思ってたんだけど、まぁ喋ってみる
と、本当に人当たりも優しいし。思い描いていたもの、人。まぁ……やっぱり近所付き
合いとかはないと思うんですね。地元に帰ってきたら、あのー、近所のおばさんとかに
「お帰りー」とか言われる。東京であるかって言ったら、まぁそれはないかなっていう
……。
［東京が冷たいっていう印象は……？］
なんだろ、帰ったときにこっちは、田舎の方の人たちはあったかいかなって。今みた
いにマンション……学生時代のアパートでも、そういうもんなのかなって気がした。そ
う、コミュニティーがないね。
［こんなもんかっていう……？］
うーん、だからそんなに別に自分の隣の家の住人とコミュニケーション取ろうと求
めたわけじゃないし……。
［逆に地元に残ればそういうコミュニティーとかコミュニケーションは？］
あるなーって気がするよね。こっちからなくても世話やく、おばさんとか。
［実際にいますか？ 実際にというか……？］
島とかいったらより色濃く出るのかもしれないけど、たとえば、実際に田舎の市場に
買い物に行ったときとかでもあるのかな。気がしないでもない。
［やっぱ地元に残っていたら、東京の人を受け入れる気がしますか？］
観光客に対して？それとも住む人に対して？
［住む人に……？］
住む人は……でも、来る人拒まずってとこもあるから。そこに住む人にとっては、コ
ミュニケーション取るのが。（D5・男性・鹿児島県・32 歳・小学校教諭）
―ひとり暮らししているからかもしれないですけど。なんか、交流というか、まわり
も一人暮らししている方が多いので、やっぱ地元とは違う、孤独対孤独みたいな、なん
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かそういうことは想像していなかったんで、温かみというかそういうところが、感じな
いときがありますね。（D1・女性・兵庫県・27 歳・飲食店）
以上のように地方出身者は、東京に近所付き合いのない点に冷たさを感じているようだ。
地元では D5 さんの言うように来る人に対してコミュニケーションを積極的に近所の人が
とっていくが東京ではそんな近所付き合いがない。しかし D5 さんは、だからと言って自
分から交流を求めたわけでもないと言う。
地方では地域一塊で親密に近所付き合いしていくのに対して、東京は隣に誰が住んでい
るのかも分からないし、とくに興味もなくまさに”われ関せず”というように生活している。
今まで地方の近所の人で知らない人は居ないといった環境で過ごしてきた地方出身者には
そこが冷たく感じるのだと思う。
―知らない人だらけじゃないですか。まあ、当たり前なんですけど（笑）
。長く住んで
いた人は近所の人と顔見知りだから、挨拶したいというのがあるかもしれないですけど、
周りぜんぜん知らない人で、最初アパートに入ったときに怖くて挨拶にいけなかったん
ですよ。男の人が住んでるらしいっていうので、一人で住んでるっていうことを明かさ
ないほうがいいと思って。周りが知らない人だらけで、最初ずっと緊張してました。
（A1・女性・23 歳・秋田県・販売)）
―案外とみんな地方出身者なのだなということが分かった。（A4・女性・栃木県・32
歳・芸能事務所）
A4 さんも言うように東京には多く東京以外の場所からやってきた地方出身者も多い。そ
して先に述べたように東京が危ないという認識を持って東京に来ている人は多い。住む人
の多くが地方出身者なのである。そのために東京では、近所の人もどのような人が住んで
いるのか分からないという警戒心から積極的にコミュニケーションを取ろうとはしないの
ではないだろうか。
また、とくに怖いからというように思っていない人でも、自分が引っ越していった先で
地元のように積極的にコミュニケーションを取ってくる近所の人が居ないことについて寂
しさを感じたりするものの自分からコミュニケーションを取るわけでもなく、慣れていく
とそれが普通だと思うようになるようだ。
そんな東京と地方の人付き合いの仕方について B1 さん言う。
―よく知ってるっていうか、普通に仲良くなってないとおかしいですよね。それが当
たり前っていうか。だから、むしろあの（聞き取り不能）。田舎のほうって（その）コミ
ュニティというか、かっこよくいえばですよ。はい。（その）地元の寄り合いというか、
結びつきが基本強くないと、なにも成り立たないんで。
（だから）必然的にその誰かがお
家を建てて、引っ越してきたっていうふうになると、そのやっぱり周り近所と仲良くし
ないとすごしていけないみたいなのはあると思いますよ。あそこなにやってるんだか分
かんねえってそう（地元の人に）思われちゃったら、もう皆（が）誰もしーらないって
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いうふうになちゃうんで。うん。
［たとえば（福島は）そういういわゆる伝統的社会だと思うんですけど、やっぱり今は
東京の都市的な社会コミュニティ（に住まわれて）B1 さんは、両方所属されたと思うん
ですけども。やっぱりどうですかね？どっちがよいっていったら、なかなか比べるのも
あれだと思うんですけども。（やはり）伝統的な社会のほうが？］
伝統的な社会っていうと、堅苦しい言い方ですけど、やっぱり隣近所に住んでる人た
ちが、同じ人間はわけですから、やっぱり結びつきないとなんもおもしろくないと思い
ますよ。それがあって当たり前だと思うんですよ。
［やっぱり、東京はそのあたりが不満っていうか。おもしろくないなっていうことは？］
いや、不満っていうか……。だって、隣の人が誰だかわかないって恐いでしょ。単純
に。別にね、あの人はなにやってて、こういう仕事やってて、朝何時に出てって、夜何
時に帰ってくるとかっていう、そういうところまで別に知りたいとは思わないですけど、
顔も知らない名前も知らない。なにかあったときに助けになるかっていうと、まったく
（助けに）ならない。いきなりドンドンってドア叩いて向かいのものですけどって（い
っても）えっ、そんなの嘘でしょガチャっていう（ことになりかねない）。
（だから）助
け合えるっていうわけじゃないですけど、人と人同士が結びつきあって悪いことって別
にないと思うんですよ。そりゃ、悪口の言い合いとかはあるとは思いますけど。陰でな
にいってるんだか分かんねっていうのは。
（ただ）それでもちゃんと皆の生活が平和に成
り立つんであれば、ぜんぜん結びつきはあっていいもんだと思いますし。悪いことない
と思いますよ。
地元での人付き合いについて以上のように述べる一方で、現在住んでいる場所での人付
き合いについて以下のように言う。
―［現在お住まいのところでは、そういう結びつきはどうですかね？ 杉並のほうは
あまりないですか？］
あの、単純に隣とか向かいとか。うちマンションなんで、基本的に隣だったり、向か
いとかだったりとかっていうふうになるんですけど、そういったところの結びつきは、
ほとんどないですよ。顔合わせないですもん。顔合わせる機会とかがあれば、また別な
んでしょうけど。
［隣の人もあまりよく分からないというか。
］
うん、皆しらないと思いますよ。
［知る機会がないですよ。
］
うん。それに今だとほら、表札出さない人って多いから。どこどこの誰々さんってい
うのすらも分からない。
［それはやっぱりありますよね。僕は埼玉なんですけど、そういうふうに表札出てない
方結構多いですもん。］
うん。
（だから）変な話、自分のところに子どもがいてとか、友だちがいてとかってい
うふうになれば、そっから結びつきって広がるんでしょうけど。逆にそれがないと、う
ん。大変だとは思うんですけど。今だとどうだろ……。犬を散歩にいったときによく会
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う人とか、それぐらいかもしれないですね。
（B1・男性・福島県・33 歳・小売店）
以上のように、地元と同じような隣近所での結びつきがあったほうがいざとなったとき、
お互いに助け合うことができるが、東京のように隣の人がどういう人かあまりわからない
状態なのにいざとなったときに助け合えるかと言ったらそうできないかもしれないという
ところに不満を持っていて、また、東京は隣近所の結びつきがないため近所の人とコミュ
ニケーションを取るということに難しさも感じている。B1 さんのように近所付き合いをし
て悪いことはないという意見もあるが、逆に関わらないこの距離感が心地いいと感じるよ
うになった人もいる。
―んー。東京が良い。あれすかね、それが良いか悪いかは別としてなんですけど、こ
うあんまり地域色が強くないとこですかね。みんなこうわれ関せずじゃないんですけど、
みんなこう個人個人なんですけど向こう（地元）はもう一固まりみたいな感じでしょね。
それ（東京のほう）が僕にはちょっといいかな、合ってるなっていう。（B5・男性・宮
城県・32 歳・飲食店）
B5 さんのように地元のように隣近所の付き合いを親密にしない付き合い方が普通にな
り、心地よく感じるようになったひとだ。
―近所づきあいが深いせいであまりプライバシーが守られていない感じがするし、
「結
婚は？」とか「子どもは？」と聞かれるたびに生き方を限定されているような気もしま
すね。
（A4・女性・栃木県・32 歳・芸能事務所）
―えっとね、田舎だとね人の目があるじゃないですか。どこどこさんちの何番目のお
子さんはとかそういう、噂話が広まるしとかそういうのあるけど、東京だとそういうの
ないんだよね。まぁみんな無関心だからっていうのがあるかもしれないけどそれはそれ
である意味自由にできるっていうことだから。それは助かってる。
［そんなに噂広まるのって早いんですか？］
田舎はねぇ、話題性に乏しいっていうか情報があまりないから、なんかいろいろ噂話
が飛び交うんですよ。（D4・男性・非公開・35 歳・非公開）
―東京、自由だなっていうのが 1 番ですね。やっぱり田舎だと服装でもなんでもちょ
っと人と違うことをしているとすごく目立ちますけど、東京だといろんな人がいるじゃ
ないですか。そんなに目立ちもしないし、まあなんでもできるかなと思いますね。
（F1・
女性・福島県・23 歳・会社員）
―人が多いからー、田舎は何か変なことしたら広がっちゃうんで。こっちはちょっと
遠出するだけで変な格好してもいいんでちょっと開放感が。ファッションとかもそうだ
けど、田舎だとちょっと変な格好すると浮くわけですよ、超過疎化で。自分を変えやす
い。（F4・男性・島根県・23 歳・会社員）
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―そうですね。まぁほんとに 18 年間地元にいただけですけど、社交辞令だったんです
よ、わたし。田舎での社交辞令。横のつながりが多いので、とりあえずちょっと出かけ
たら知り合いがいる感じ、そういうときにあんまり会いたくないなと思っても近所付き
合いがあるからそういう社交辞令の塊だったんですけど。東京に出てきて、もちろん今
も完全にではないですけどいろんな人と出会えるから、そこで出会いを大切にしようと
思えるようになりました。まだ社交辞令ありますけど。（F2・女性・新潟県・25 歳・子
供服販売）
以上がその理由である。周りに誰が住んでいるかそれぞれ知っている安心感のある地方
だが、近所に住んでいる人がどんな人か分からない、お互いに干渉しない東京では、地元
のように密接な人間関係を簡単に築くことのできない寂しさはあるが、地元に居るときの
ように地域で噂が広まることはなく、たくさんの人が居るから個人個人で服装や髪型も自
由で生き方も限定されないという良さも感じている。
また、F2 さんと D1 さんは東京のいいところについて以下のように言う。
―いろんな地方の人、だけじゃないですけど東京の人もですけど。いろんなところの
人と出会えるから、地元にいるとそれはないんですよ。ほんとに地元の人間にしか出会
えないから、おおげさですけどビジョンが広がるというか北の北海道から沖縄まで来て
る人がいっぱいいるから、すごい影響を受ける。（F2・女性・新潟県・25 歳・子供服販
売）
―情報が多いというのと。いろんなひとが来るじゃないですか、地方から。それはち
ょっとおもしろいなと思います。価値観が違ったりとか。言葉とか、食べる物とか、生
活していることが違うだけで、そういうことがたくさん知れることが楽しいですね。
（D1・女性・兵庫県・27 歳・飲食店）
東京は日本各地、また国籍もさまざま多くの人が集まってくる。東京は、地域の結びつ
きが薄く、受け入れてくれるような近所付き合いや地域のコミュニティといったものは存
在しにくい環境ではあるが、自分から積極的に関わっていこうとさえすれば、自分と同じ
出身地の人間だけでなく、日本全国さまざまな地域から来た人間と知り合うことができる。
人間関係で、地域のコミュニティが強固で、安心感がありそんなに周りを警戒しなくて
も生活していける、いざとなったら助け合うことができるという点が地方の良いところと
すると、東京の良いところは F2 さんの述べたようにさまざまな地方のいろいろな価値観
をもった人間と出会えるという点であろう。
―人の温かさっていうか、たぶん東京が地元の人も田舎の人と変わらず温かいと思う
んですよ。ただそこの関係を築くあれが違うんだと思いますね、……たぶん築く間に時
間がかかるか、かからないかっていう違い。その違いだと思うんですよ。警戒心の差っ
ていうか。
（F3・男性・兵庫県・23 歳・会社員）
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東京に住む人の中に地方出身者は多い。だから F3 さんも述べるように人間の温かさは
東京も地方も変わらないということが、他の東京での人間関係でイメージが変わったとい
う人たちの回答からもそう言えるだろう。しかし逆に、たくさんの人が居て出身地の違う・
いろんな価値観の人間と出会えるという東京の利点から犯罪の多さも生まれ、そこから来
る不信感や警戒心、そして東京の人の出入りの激しさからあまりお互いを干渉しない人に
無関心なスタイルができあがったと言えるのではないだろうか。温かい人間関係の中に居
た地方出身者はそのスタイルに冷たさを感じる。しかし、東京に来てそれぞれのライフス
タイルで自由に生活する中で、地元のような人間関係を築くには同じ地域の人と何か同じ
集団に属さない限り、顔見知りになることさえも難しいのではないだろうか。東京での地
元とはまた違う、自由な生活と引き換えの寂しさなのだろう。
＜参考文献＞
週刊ダイヤモンド編集部，2007，「特集 テレビ局崩壊」
『週刊ダイヤモンド』2007/6/2 号．
警察庁，2008，「政府統計の総合窓口」，（http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/eStatTopPortal.do，
2008.12.20）
．
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東京のイメージ
―「東京にいると実感した場所」から探る―

富岡

麗

地方出身者は、東京にどのようなイメージを持っているのであろうか。東京に対するイ
メージは、上京前、上京後、そして在京歴が長くなるにつれて変わっていくと考えられる。
そして、そのイメージは、その人の置かれていた環境によっても異なる。東京と一言で言
っても、その範囲は広いし、地域ごとによって持たれているイメージも違ってくるだろう。
東京という同じ単語を用いても、そこからイメージされるものは人それぞれである。
東京のイメージについての質問項目のなかで、多く聞く回答としては、人の多さに関す
る回答が目立った。
―（東京へ）来たときに、土日初めて渋谷とかにちょっと遊びに行こうぜって遊びに
行ったときに、今日はお祭りかなって思ったんですよ。あまりにも人が多すぎて。
（B5・
男性・32 歳・宮城県・飲食店勤務）
2005 年（平成 17 年）の国勢調査において、人口統計が一番多いのは約 1,257 万人で東京
都である。次いで、大阪府、神奈川県となっている。
東京のイメージとして多く挙げられる、
「人が多くいる」というのは、この結果からもい
えるように間違いない。このことから、人の多さは東京のイメージを語るうえで切っても
切れない事柄である。
東京都のなかでの人口総数の多い順を見てみると、世田谷区の約 84 万人が一番多く次
いで、②練馬区、③大田区、④江戸川区、⑤足立区、⑥八王子市、⑦杉並区、⑧板橋区、
⑨葛飾区、⑩江東区、⑪町田市、⑫品川区、⑬北区、⑭中野区、⑮新宿区、⑯目黒区、⑰
豊島区、⑱府中市、⑲墨田区、⑳調布市、（以下、省略）の順になっている。
私は、東京のイメージについての質問項目のなかで、
「東京にいると実感した場所はどこ
か？」という質問に着目して分析したいと思う。

１．土地に関係する回答
１）駅名
「東京にいると実感できた場所は？」という質問の回答について、一番多かった回答は、
土地名を挙げることであった。とくにその地域を駅名で回答する傾向が強かった。実際に
回答として挙げられた駅名を、回答の多かった順で示すと、以下のようになった。
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回答多い順

駅名

１

新宿

２

池袋

３

渋谷
原宿

3 番目に回答の多かった渋谷と原宿は、同じ回答数であった。なぜ、このような回答がさ
れたのか。駅の乗車人員に注目して見てみた。
＜各駅の乗車人員＞（2007 年度）
（単位：人）

順位

駅名

一日平均

１

新宿

785,801

２

池袋

589,837

３

渋谷

445,730

４

横浜

403,394

５

東京

396,152

JR 東日本旅客鉄道株式会社のホームページに掲載されている各駅の乗車人員のデータ
は、1999 年度～2007 年度までのデータがあったが、1999 年から 2007 年までの結果では、
1 位から 5 位までのデータに変化はなかった。
少なくとも、この 8 年の間にこれらの駅を利用した人々にとっては、駅の人の多さを体
感していることになる。さらに、乗車人員の多い上位の結果が長期的に変化しなかったこ
とによって、その感覚は、その駅を利用するたびに植えつけられたことになる。前述した
ように、東京の人口は日本で一番である。東京を語る上で、人口の多さは、外せないとこ
ろであるが、そのため、人口が多いことは、東京というイメージに結びつきやすい。質問
の回答と、
駅の乗車人員の多い駅のデータが一致しているのは、このためだと考えられる。
しかし、東京にいると実感した場所として回答された駅名は、人口総数の多い地名とは
一致していない。東京にいると実感した場所の回答を、人口総数のデータに照らし合わせ
るために、回答された地域と、人口総数のデータの地域を対応させる。
回答

地域

１

新宿

→

新宿区

２

池袋

→

豊島区

３

渋谷・原宿→

渋谷区
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人口総数の結果をみると、新宿区は 15 番目、豊島区は 17 番目、渋谷区は 21 番目という
結果である。人口総数で挙げた数字は、その地域に住んでいる人口の総数である。
このことから、人口の多さを感じるのは静止して動かない人口の総数には関係しなく、
移動している人の流れを感じる瞬間に、その感覚を持つといえる。
２）東京駅
東京にいると実感した場所はどこか、という質問に対して、駅名に関する回答がされる
ことが多かった、と先程述べた。しかし、いくつかの駅名が回答として挙げられるなか、
一番に浮かんできそうな「東京」という駅名が今回の調査の回答として得ることができな
かったことに疑問をもった。その理由を考えてみる。
東京駅で利用できる路線は、以下の通りである。
・東日本旅客鉄道（JR 東日本）
東海道線、中央線、山手線、京浜東北線、横須賀線、総武線（快速）京葉線、東北新幹
線、山形新幹線、秋田新幹線、上越新幹線、長野新幹線
・東海旅客鉄道（JR 東海）
東海道新幹線
・東京地下鉄（東京メトロ）
丸ノ内線
単一の駅としてのホーム数は日本一である。しかし、上記にある JR 東日本の各駅の乗
車人員数で東京駅は第 5 位である。なぜこれだけ大きな規模である東京駅が、5 位という
結果になったのか。東京駅は東京地下鉄丸ノ内線を除く私鉄の路線が乗り入れておらず、
JR の中・長距離線を中心としたターミナル駅である。JR 各線間の乗り換えに利用するこ
とがほとんどで、改札を出ないため乗車人員にカウントされないことがその理由として挙
げられる。そして、上位 3 駅である新宿、池袋、渋谷に差をつけられた理由として、上位
3 駅周辺にある繁華街は日中や夜間を関係なく営業する商業施設が多い。その来訪者はビ
ジネス層から若年層まで幅広く、日中、夕方、夜間と、時間を問わずに各駅を利用する。
一方、
東京駅周辺は、
百貨店や一般小売業などの日中のみ営業する商業店舗が中心であり、
来訪者は日中に限られる。さらに日本を代表するビジネス街となっているためビジネス層
が大半を占めている。上位 3 駅の周辺には少し歩けば住宅街が存在し、住宅街と各駅間を
結ぶ私鉄・路線バスが充実している。しかし、東京駅周辺に住宅街は皆無に近く、また遠
隔住宅地間を結ぶ路線バスもほとんどないため、日常的に利用する利用者数が非常に限ら
れている。
東京にいると実感した場所はどこか、という質問において、本調査では東京駅という回
答は得られなかったが、もっと規模の大きな調査であったら、名前が挙げられる可能性は
十分に考えられる駅である。
東京のイメージに関する質問において、東京という駅名が挙げられなかった大きな理由
として、今回の調査の対象年齢が 20 代から 30 代と比較的若い世代に設定されていたこと
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も大きく関係しているといえる。東京駅は上記で述べたように、日常的に利用する人が限
られるうえ、ビジネスマンが多い。そのため、今回は回答される可能性が少なかったし、
回答されなかった。
３）新宿
次に回答の傾向として言えることは、前述した実際の駅名と、その地域に建っている建
造物や、その土地の目印や、シンボルになっているようなものを挙げる傾向があった。
新宿に関連する回答は、以下のようなものがある（駅名を回答したものを除く）
。ちなみ
にここでいう新宿とは、新宿駅のみではなく、新宿区という区分による記述である。
―僕はアルタ前ですかね。モニターに映りたくて（笑）。
（A5・男性・34 歳・愛知県・
芸能事務所所属）
―あぁ、たぶんね新宿のアルタ前かな。田舎にいた頃、笑っていいともとか見てると
アルタ前出てくるでしょ、これがなんか東京だっていうイメージがあったんで、げんに
上京して新宿アルタ見ると、あ、ほんとに存在するんだっていうかんじ（笑）。あとそう
だね、都庁とか。（D4・男性・35 歳・非公開）
上記の二つの回答はアルタ前に関するものである。
―新宿。新宿のたとえば東口とかで出て待ち合わせとかなると「あ、東京なんだな。
」
（E3・女性・22 歳・愛媛県・フリーター）
この回答は、新宿東口を限定して回答している。新宿東口には、アルタビルがあり、そ
れを象徴的なものとして含め、このような回答に至ったのではないかと考える。
新宿に関連することを挙げた回答のうち、駅という回答を除くと、一番多かったのが新
宿アルタ前、二番目に都庁の展望台、という結果になった。新宿に関連する回答でとくに
目立ったのが、新宿にあるアルタビルに関する回答であった。
アルタビルには、スタジオアルタがあり、ここでフジテレビ『森田一義アワー 笑ってい
いとも！』
の撮影が行われていることは、
有名である。
『森田一義アワー 笑っていいとも！』
は、1982 年に放送が開始され、現在まで放送は続いている。全国放送の番組であることか
らその知名度は、高い。番組のオープニングでは、毎回アルタ前の様子が放送される。ほ
んの数秒の放送時間であるが、視聴する頻度は多い。この視覚的な情報は、自らが積極的
に得ようとした情報ではないとしても、その様子は、地方の人に刷り込まれていたといえ
る。
―……新宿、池袋。よく、長崎で見てるテレビの撮影場所とか、なんか街頭インタビ
ューを受けてるあのバックに映ってる建物を見たりして、あ！ここ！この間テレビ
で！！みたいな（笑）っていうときにあーー東京だ、都会に来たんだなぁって思う。う
ん。（A2・女性・24 歳・長崎県・専業主婦）
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この回答は、東京のイメージをテレビから見た情報と強く結び付けて持っている。
―東京にいるな、芸能人にあうとき。駅とか、
［誰にあいました？］
電車の中とかだと、誰だっけ。この前は水嶋ヒロにあって、あと上戸彩も見ました。
っていうときのこんなに普通にあえるものなのかって。
（F1・女性・23 歳・福島県・証
券会社勤務）
この回答は、芸能人を東京のイメージと結びつけている。
これらの回答から読み取れたことは、東京に関しての情報は、メディアのなかでもとく
にテレビからの影響が強いと考えられる。それは、さらにテレビ＝東京というイメージに
もつながる。実際、日本国内の地上波テレビ局は、NHK が渋谷区にあり、それ以外は港区
にある。いずれも発信地は東京である。F1 さんの回答では、メディアにおいて、主な出演
者である芸能人と会ったとき、東京にいるんだ、と感じたということである。このことか
ら東京のイメージとして、メディア的な要素があるといえる。
さらにここで気になる回答がある。
―あぁ、たぶんね新宿のアルタ前かな。田舎にいた頃、笑っていいともとか見てると
アルタ前出てくるでしょ、これがなんか東京だっていうイメージがあったんで、げんに
上京して新宿アルタ見ると、あ、ほんとに存在するんだっていうかんじ（笑）。
（D4・男
性・35 歳・非公開）
この回答の末部分では、アルタビルが実際に存在していることを確認して驚いている様
子である。回答の内容からアルタビルを含めたアルタ前の様子は、D4 さんにとって、現実
離れしているような感覚のものであり、身近ではない、夢のような光景であったのではな
いかと推測できる。しかし、番組で放送されるアルタ前の様子はもちろん現実のものであ
り、見ている視聴者は、実際視聴しているとき、映像が現実か否かということは意識せず
に見ているであろう。しかし、D4 さんは、実際アルタ前に行ったときにその存在を再確認
している。D4 さんにとっての東京はアルタ前に象徴されていて、それを幻想のように見て
いたのではないかと推測する。
この事象は、アルタ前の様子に限ったことではないように思う。地方の人にとっては、
東京を地元とはかけ離れた別世界のように感じているのかもしれない。つまり、東京を知
らない地方の人が、地元と東京を比べたとき、その様子があまりにも違っていたら、東京
の様子を同じ日本でありながら異世界のように感じてもおかしくない。

２．地方とのギャップ
１）景色
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新宿に関する回答として、次に多かった回答は東京都庁に関する回答であった。
―新宿の都庁に展望台があるんですけど、そこに登ったときは東京だなと思いました。
（D1・女性・27 歳・兵庫県・飲食店勤務）
しかし、この回答は、東京都庁にいることに対して東京にいることを実感したというわけ
ではなく、都庁からの景色を見て、東京にいることを実感した様子である。
景色に関する回答は、他にもある。
―んー……けっこう夜景を見ると、東京だなって思うんですよね。新宿の初台にある
オペラシティーっていう 50 何階にあるレストランでご飯食べたときに、うわぁ！東京に
いるんだなぁ！って。（E2・男性・24 歳・岩手県・福祉関係）
E2 さんの場合、夜景を見ると東京にいることを実感するようである。D1 さんとの違い
は、高い場所からの景色というわけではなく、夜景ということを限定している。
D1 さんが東京にいると実感する景色は、東京都庁から見える景色に象徴される。都庁の
展望台からは、国会議事堂、東京タワー、新宿パークタワー、東京オペラシティ、富士山
など、東京を象徴する建物や、名所を眺めることができる。D1 さんが、都庁の展望台から
の景色を見て東京にいることを実感した、ということは間違いない事実である。しかし、
景色を見て感じることは人それぞれであるが、D1 さんが都庁からの景色を見て東京にいる
と実感した理由について、考えられることをいくつか以下に述べてみる。
まず一つ目に考えられることは、前述したように展望台からは東京のシンボルである建
物や、東京の名所をいくつも眺めることができる。それらを見ることによって、東京にい
ることを実感している可能性である。
そして、二つ目であるが、展望台から見える景色全体を見て東京にいることを実感して
いる可能性である。東京の街は、日本の中心地であるため、高層ビルや建物がとても多く
集結している。このような景色は、東京ならではのものである。
展望台は、比較的早い時間から、夜遅くまで登ることができるため、D1 さんが言ってい
る景色に夜景が含まれている可能性も考えられる。
一方、E2 さんは景色のなかでも夜景と限定している。それについて以下のように述べて
いる。
―［やっぱ光の数とか違いますか？］
ぜんぜん違いますねー。ぜんぜん話にならないくらい。
［逆に地元だと星とか綺麗ですかね？］
そうですね。やっぱり空の濃さが違う。東京はこうなんか、薄い紺色みたいな色なん
ですけど。
［にごった感じですか？］
んーなんか常にこう光に当てられてるっていうような色なんですけど、田舎の空はほ
んと真っ暗っていう感じで、だから星も凄い見えますからねー。
（E2・男性・24 歳・岩
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手県・福祉関係）
東京の夜景の様子と、夜空の様子を地元と比べてこのように述べている。E2 さんによる
と、地元と東京の夜の様子にはかなりの違いが見られるようだ。そのギャップを感じたと
き、東京にいると実感するのかもしれない。

３．人との関わりのなかで実感する東京
東京の人に関するイメージとして多く聞くのは、冷たい、怖い、人間関係が希薄だ、と
いうことである。東京の人に関して否定的なイメージは聞くことが多いが、反対に良いイ
メージを持っているという意見はなかなか聞くことができないように思う。
―それは本当に友人、身近にいる友人との関わり、大学の中でもそうですし、それは
四畳半のアパートだったりね、友人の安い共同下駄箱のあるアパートだったりするんで
すが、そういう地場の町だったんですね。（中略）煌びやかな東京ではなかった。友人、
身近な人との関わりの中でだった気がしますね。（D2・男性・39 歳・福岡県・NPO 福
祉団体職員）
―ライブハウスとか、友達と朝まで飲んでる所とか、まぁ居酒屋さん。知った顔が何
人もカウンターにいて、声をかける。それで一日のバカ話をする。それが東京にいると
実感できる。（D3・男性・33 歳・岐阜県・音楽事務所所属）
このように、東京にいると実感した場所の回答に自身の人間関係に関する回答をしたの
は、今回の調査では D2 さんと D3 さんのみであった。私は、この二人の東京に対する考え
や、思い入れになにか共通したものがあるのではないかと考え、さらにどうしてこのよう
な回答がされたのかを分析していたいと思う。
１）将来に関して
まず、U ターンや J ターンについて、D2 さんは以下のように述べている。
―まったくないですね。自分的にはむしろもう東京は故郷っていう感覚で一番なじめ
る暮らしの場って感じですね。東京を離れようと思ったことは一回もないですね。
（D2・
男性・39 歳・福岡県・NPO 福祉団体職員）
その理由として以下のように述べている。
―自分にとって一番原点となっているのが人との繋がり、地域との繋がりというのが
自分にとっての将来大事な宝物であると思っていますので、それを失いたくないという
か、その中で自分の暮らしを作って行きたいというのがあるんですね。それを切る形で
どこか地方にというのはまったく考えも付かなかったというか、逆に言えば東京に住み
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たいという意識ではとくにないですが、たまたま進学したのが東京だったのでそこでの
繋がり、（中略）それを切りたくなかったというのが一番大きいですね。（D2・男性・
39 歳・福岡県・NPO 福祉団体職員）
D2 さんは、将来も東京で暮らしていく決意が固く、マンションのローンを組んでいる。
東京以外の土地に住むことを考えていない。
一方、D3 さんも、U ターンや J ターンをしたいと思ったことはない、と言っている。そ
の理由を以下のように述べている。
―現実に言うと（中略）上京する前とかに学校を出てから関わってきた人たちが「こ
れやんない？ あれやんない？」と言ってくれて、それがあるうちは、そこに尽くさない
といけない。あとは、そうだね、故郷に住むというイメージがない。東京出てきてから
そう思った。（D3・男性・33 歳・岐阜県・音楽事務所所属）
D3 さんは、現在東京にいてやらなければいけないことがある、と感じているようだ。二
人とも、将来 U ターンや J ターンをする気はないようである。
２）上京する際の意識
上京に関することと、その際に考えていたことについて、D2 さんは以下のように述べ
ている。
―そうですね、家族と離れたことというのは、とても自分にとって大きくて、かつ、
小中高とずっと同じだったんですよね、友人とか。そこからも完全に切れて、本当に一
人で東京に来たときに、まったく新しい友人関係とか対人関係を作っていく体験は、と
ても自分を振り返る大事な時期だったし、今でも宝物のような期間だったと思ってます
ね。そのことは大きいですね、新しい自分を試せたという。（D2・男性・39 歳・福岡県・
NPO 福祉団体職員）
―たまたま進学で東京になると頭の中にあったときは、東京だからというわけではな
いのですけど、自分にとって自分を試すというか新しい新天地というか、やはり家族と
か、どちらかと言うと大阪の家族というのは私には柵というか、良くも悪くもですけど
愛憎まみれる葛藤があるところがありまして、ですからそれらを振り解いて自分を試せ
る場所、それがたまたま東京だったということなんですが。ですから何か可能性のある
希望の土地といいますかね、輝くイメージでしたね。だから世間で言う東京だからと言
うイメージとはちょっと違うかもしれませんが、試せる場所という意味でたまたま東京
だったということなんですけども。（D2・男性・39 歳・福岡県・NPO 福祉団体職員）
ここで補足であるが、D2 さんの出身は福岡県であるが、その後家族は大阪に引っ越しし
ており、実家は現在大阪府である。D2 さんのこの回答から、東京にこだわりがあったわけ
ではなく、自分を試す場所、自分にとっての新天地が東京だったというだけで、最初から
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東京だからどうだ、という先入観はないことが分かる。
一方、D3 さんは、上京に関して以下のように述べている。
―大学に出るとき、高校のときに、岐阜の片田舎だし、とくに家が好きというわけで
もないし、このまんまいたらずっと家にいるな、だから出なきゃいけない。本当は岐阜
でなければどこでもよかった。
（中略）もちろん岐阜はすごい好きだし、たまに帰っても
すごい落ち着く場所なんだけど、たとえば将来的に自分が住む場所は、そこの家とか場
所は親が築き上げた文化だから、俺は俺でまた違う文化を作る。だから、どこでもいい
んだけど、岐阜だけはない。（D3・男性・33 歳・岐阜県・音楽事務所所属）
D3 さんも D2 さんと同様に、東京に上京する際、東京じゃなければいけないというこだ
わりはなく、両者とも自分の新天地としての土地がたまたま東京であったということであ
る。
３）東京の人に対するイメージ
上京してから現在までに東京の人についてどのように感じているか、または考えている
のか。
D2 さんは、以下のように述べている。
―たまたま進学したのが東京だったので、そこでのできた繋がり、友人関係とか地域
活動のボランティア活動というのが自分にとっては宝だという意識があって、自分にと
って一番大事というのがあったものですから、それを将来一番大事にしていきたいとい
うのがあったんですね。（D2・男性・39 歳・福岡県・NPO 福祉団体職員）
東京でできた友人やネットワークは、D2 さんにとってかけがえのないものであることが
よく分かる。
D3 さんは、以下のように述べている。
―あのー何だろう。深く東京と関わってくると、人がなつっこい。たとえば同じよう
な環境の中で知り合った人とか、飲み屋さんで無駄に話しかけて仲良くなる人とか、あ
と渋谷のシャッターの前で寝てるホームレスのおじさんとか結局は人なつっこい。そう
いう点では安心したかな。どんな状況であっても友達はおるから。（D3・男性・33 歳・
岐阜県・音楽事務所所属）
D3 さんは、東京の人に対して悪いイメージを持っていない。しかし、上京して現在はそ
のように思えるようになったということであり、D3 さんは回答のなかで、安心した、と言
っている点から、上京前は東京の人や人間関係に対して少なからず何かしらの不安を抱い
ていたことが分かる。
さらに人に関してのことであるが、D2 さんも D3 さんも東京は、人を中心にして動いて
いると考えている。D2 さんに関して、上記してあるが東京でできた人間関係は、D3 さん
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にとってかなり重要なウェイトをしめているようだ。
そして、仕事をする上で東京に何かこだわりや結びつきはあるか、という質問に対して
以下のように述べている。
―そうですね、やはり先ほども申しましたけれど、改めて自分を問いただしながら作
ってきた関係というのが今の事業体の母体になっているボランティアグループの繋がり
として結びついてきたわけなんですね。自分にとって大事、大切だと思える人と繋がっ
ていて、それが結果として仕事という形にむしろなったというのにすぎないというとこ
ろがあるので、切っても切れない、東京という場で自分にとって大事、大切だと思える
地域とか人との関わりを作ってきたのが、今の仕事そのものに繋がっているのかな、と
は思っていますね。（D2・男性・39 歳・福岡県・NPO 福祉団体職員）
上京して、ゼロから作った関係をきっかけにして、D2 さんは現在の仕事をしているよう
だ。プライベートだけではなく、仕事にまで東京で出会った人との関係が影響している。
D3 さんは、いくつかの質問に対して、東京の人に関する以下のような回答を述べている。
まず、東京のどのような点を良いと感じるか、という質問に対しては以下のように述べて
いる。
―そんだなー音楽をやってると、そこに集まってくる連中が個性的な人達が多いから
鍛えられるし、新しいものが発見しやすい。
（D3・男性・33 歳・岐阜県・音楽事務所所
属）
そして、東京に来て得たものは何ですか、という質問に対しては以下のように述べてい
る。
―人間ってやっぱり、そういう東京の中で鍛えられた技術とか、経験がでかい。あと
は、人。（D3・男性・33 歳・岐阜県・音楽事務所所属）
さらに、地元と東京の一番の違いはどこですか、という質問に対しては以下のように述
べている。
―うーん。さっき言ったようなことなんだけど、地元は自然が中心で動いてる。東京
にいると、人が中心。人が動いているところに自分がリアクションをとっていく。岐阜
はそうはいかないから。もっとそれより先に、稲刈りが終わって、蓮華畑になったとか、
川が増水してるとか、山の色が変わってるとか、そういうことを中心に一年が過ぎてい
く気がするね。東京だと人の動きで分かる。年末に人がいなくなったなとか、15 日だか
らみんな金持っているなとか。時間の経過を人で感じるか自然で感じるかだね。（D3・
男性・33 歳・岐阜県・音楽事務所所属）
D3 さんにとって、東京は、人を中心にして動いている場所だといえる。
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D2 さんと D3 さんにとって、それぞれ意味合いは異なるかもしれないが、東京という土
地では、人の存在が大きく影響しているということが言える。
D2 さんと D3 さんの共通点として、一番重要であると考えられることは、東京に上京し
た際の意識である。
親戚や知り合いがいない東京で、自分の居心地の良い環境をゼロから作っていこうとす
る意識が共通している。そして、そのような二人に、東京での友人や地域の人など、人と
のネットワークは、ライフスタイルに大きな影響を与えているようである。上記にもある
ように、D2 さんは、友人関係が仕事に直接結びついているし、D3 さんも以下のように述
べている。
―関わってきた人たちが「これやんない？ あれやんない？」と言ってくれて、それが
あるうちは、そこに尽くさないといけない。
（D3・男性・33 歳・岐阜県・音楽事務所所属）
D3 さんはこのような理由もあって、東京にいる。
D2 さんも D3 さんも人間関係が豊かに築けている様子である。そして、D2 さんは仕事
と友人とのつながりが関係していることから、その人たちから必要とされていると推測で
きる。一方、D3 さんも、上記で述べているように、周囲の人に必要とされている。これら
のことから、現在 D2 さんと D3 さんは、周囲の人たちに必要とされながら東京生活を送っ
ている。D2 さんは、東京でこのまま暮らしていくつもりであるし、D3 さんも関わってい
る人たちが D3 さんを必要とするかぎり、東京にいる様子である。東京に留まろうという
意識をもっている両者は、東京を居心地よく感じているはずである。そして、その要因は
人であると考えられる。
さらに、東京に来た際 D2 さんは、新しい自分を試す場だ、という気で、D3 さんは、親
とは違う文化を作るという気でそれぞれ上京してきている。そして、今では東京は D2 さ
ん、D3 さんにとって重要な居場所になっている。何もないところから東京生活をスタート
させた二人にとって、自分の居心地の良い環境を作れたことは達成感に近いものを感じる
かもしれない。
そして、このように感じるようになるためには、人間関係を実際に作っていくという経
験と、良い人間関係を構築できたことを実感するためのそれなりの時間を要することが考
えられる。それぞれ D2 さんの在京歴は 20 年、D3 さんの在京歴は 9 年と、両者とも比較
的長い在京歴を持っている。このことから、東京にいると実感した場所として、D2 さんと
D3 さんのように、人との関わりの中、という回答を得るために、必要である要素の一つと
して長い在京歴ということが挙げられる。
人間関係が豊かに築けたこと、それを実感するとき、D2 さんと D3 さんは東京にいるん
だ、と実感する。
東京の人たちは冷たい、というイメージが持たれることが多い世の中であるが、だから
こそ満足のいく人間関係を築けている D2 さんと D3 さんは、充実した気持ちになれるのか
もしれない。
「東京にいると実感した場所はどこか？」という質問に限定してその回答をここまで分
析してきた。
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この質問の回答のされ方は、大きく三つの傾向に分けることができる。一つ目は、イン
フォーマントが上京前に思い描いていた東京のイメージと、実際東京にきてから、そのイ
メージが合致した瞬間を回答する傾向。そして二つ目は、東京と地元を比較したとき、そ
の差を大きく感じた瞬間を回答する傾向。そして、三つ目は、東京に対して、何らかの高
い目的意識を持っていて、それに対して達成感を感じた瞬間の場を回答する傾向があると
いえる。
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イメージと実態
―メディアから探る―

藤田

諭

1. 地方在住者の東京のイメージ
１）地方在住者の情報入手
地方在住者は、東京に対してさまざまなイメージを持っていることが今回の調査から判
明した。そのイメージはどこから来ているのであろうか？ 頻繁に上京する人はごく一部
であるため、日常的な直接的情報から東京の雰囲気を知っている人は少ない。つまり、テ
レビや雑誌などのメディアからの情報で自分なりの東京のイメージが形作られている。最
近では情報社会の発展が著しいが、情報による伝達という形でしか触れていない東京とい
うのは断片的情報でしか知らない未知なる世界である。たとえば、アフリカはどんなとこ
ろかと言われ、思い浮かべるイメージと同様にかなり自分なりの想像が加わっていること
はたしかである。
断片的情報であるがゆえに情報自体が偏っている可能性もなきにしもあらずである。こ
のようなことから、限られた情報入手しかない地方在住者の東京のイメージは実際東京に
住んでいる人が感じているものとの差異は大きいとみるのが正しいと推測されるだろう。
地方在住者はあくまで手探りだけで、どういうイメージを持っているのだろうか。メディ
アという一部をピックアップする情報伝達、ならびに大げさに報道し広告料を稼ぐ方法が
どう影響するのかが、地方在住者の情報入手にはとても重要な点となっている。
２）イメージ
今回のインフォーマントさんへの調査で、東京のイメージは上京前と上京後でどうなっ
たかというインタビュー項目を設けていた。つまり、空想のイメージだった東京、そして
それと比べ現実に日常的に感じた東京はどう違っていたのか、ということだ。あくまで空
想でしかない世界は現実より誇大妄想だったのか、そうでなかったのか、それとも変わり
なかったのか。現実をメディアを通し、そして地方在住者にメディアから受ける印象がど
う伝わっているのかに注目したい。大抵のメディアは視聴率で稼ぐ仕事だが、注目を浴び
るために大げさに伝える。そのため単純に考えたら誇大妄想的なイメージだと考えるのが
妥当である。これは調査前でも容易に判断できることである。地方在住者の上京前の東京
に対するイメージは次のようなものが代表例として挙げられた。
―すぐにスリなどに遭うイメージですかね。（A5・男性・34 歳・愛知県・芸能事務所
所属）
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―怖い。もうなんか悪い人いっぱいいるみたいな。（C4・女性・25 歳・宮城県・音楽
系事務所所属）
―あとは犯罪とかで怖いってイメージありました、常に人が殺されてるみたいな。
（G2・男性・20 歳・沖縄県・美容室勤務）
―いわゆるその都会的な人が多いかな（というイメージ）
。それこそ、かっこよくて、
かわいくてみたいな人がウヨウヨいるのかと思ってましたね。（B1・男性・33 歳・福島
県・小売店勤務）
―ですから何か可能性のある希望の土地といいますかね、輝くイメージでしたね。だ
から世間で言う東京だからと言うイメージとはちょっと違うかもしれませんが、試せる
場所という意味でたまたま東京だったということなんですけども。（D2・男性・39 歳・
福岡県・NPO 団体職員）
―漠然としたもので。そうですねー。やっぱりいろんなところから聞いていたのは、
東京は人が冷たいとかそういうイメージを刷り込まれてきていて（たびたび遊びに来て
いたのでそれはないと分かっていたが）。
（F1・女性・23 歳・福島県・証券会社勤務）
―まずなんでもあるってことと、あとねぇ道路が広いとか家が高いとかちょっと子ど
もっぽいですけど、そういう印象がありました。なんでもでかいみたいな。（D4・男性・
35 歳）
代表的な答えを大まかに分類して 5 種類ほどピックアップしてみた。目立つのが怖いイ
メージ、先進的なイメージ、チャンスが多いイメージ、冷たいイメージ、都会なイメージ
だ。この 5 点が主にインフォーマントさんに共通する上京前の東京のイメージであった。
怖いイメージとは、物騒という意見のものだ。先進的というのは、東京は日本一の都市、
進んだ都市のためそういう報道はされているだろう。チャンスが多いというのは、芸能関
係で上京というのはよく聞き、就職での上京も多い。確かにそういうイメージはある。冷
たいイメージも都会の人は冷たいというような感じもあり、都会的なイメージは都会なの
だから当然であろう。
１）で述べたように、これらのイメージはメディアからの情報により、個人の中で形作
られたイメージであろう。では、そのイメージ形成の根本であるメディアがどう報じ、個
人がどういう印象で受け取ったのか、またそのイメージは本当に真実のものであろうかと
いうことを調査していこうと思う。

２．東京の怖いイメージ
１）犯罪件数
メディアで印象付けられるような犯罪、すなわち殺人と強盗の犯罪発生率を見た場合、
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殺人は全国平均、強盗は全国でも上位 (2 位)というデータがあった。しかし、報道量は人
口比、すなわち犯罪率など考慮せずそのままの分量で報じるため、東京都の人口に応じた
犯罪件数が報道される。すなわち、東京都の人口はとても多いため、件数も多く報道され
る実態である人数比の犯罪発生率に比べ余計に危ないイメージが印象付けられてしまう。
さらに、埼玉・千葉・神奈川も東京のイメージに含まれるために、これらの犯罪件数も算
入されとても犯罪が多い印象になってしまっているという現実もある。
ただでさえ、誇大妄想的なイメージがある東京でこれだけの犯罪件数があれば、さらに
とても危険なイメージを受けていたのは当たり前である。
２）イメージの変化
では上京後のイメージはどう変化したのだろうか？

常識的に考えれば、もちろん平気

だったというものが多いだろう。しかし、捉え方や感じ方は人それぞれであり、田舎と比
べれば体感治安も違うであろう。たとえば、酔っ払いがいたぐらいで治安が悪いと感じる
レベルの田舎出身であれば相対的に東京の治安は悪いと感じるであろう。それが、イメー
ジよりはマシだという現実をかき消す場合もある。以下のように、上京後のイメージをイ
ンフォーマントさんは述べている。
―案外平気だなと（笑）
。（A5・男性・35 歳・愛知・芸能事務所所属）
―とくに恐いというのはなかったね。
（C6・男性・23 才・沖縄県・保険会社勤務）
―あとは犯罪とかで怖いってイメージありました、常に人が殺されてるみたいな（笑）
（と思っていたがどうってことなかった)。（G2・男性・20 才・沖縄県・美容室勤務）
―うーん。やっぱり治安は悪いし（笑）。
（G6・女性・26 才・福島県・ボーリング場ア
ルバイト）
３）メディアの影響
このように、案外平気という意見が多い。これは、確率の問題もあるだろうが実際いく
ら数が多くても犯罪に遭う確率は低く、犯罪率が何倍も高かったと仮定しても実際は一切
関わりなどないというところがあるだろう。すなわち自らの体験に基づき判断するのだが、
犯罪の体験などしないのが普通なので印象的には変わらないのである。だから、体感で治
安を判断するのは不可能で、上京前・後にかかわらずメディアに頼るしかないのだ。メデ
ィアがいかにイメージを作っているかがわかる事例だ。
メディアを過信するのは相当な危険があり、実際に見て感じてメディアを一切なくして
体感してみてもなお真実が分からない場合も多いのだ。これはこのパターンだけではなく、
大抵の事象に当てはまる。たとえば、蛇口のあるメーカー製品が流行っているからといっ
て、蛇口を見る機会もそうそうなく、シェア 1％で蛇口の中では流行っているものだった
と仮定すると 1％なら単純に 100 個の蛇口を見ねばならず、さらに情報の精度を高めるに
は 2000 個以上は見ないとならない。これは一般市民には到底無理であり、蛇口の修理業者
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ならば可能といった感じだ。一般市民が自分が見た蛇口だけで判断するのはおかしいこと
が分かる。
すなわち、一般市民では分からないことが多数あるということで、メディアイメージや
自分で感じたことだけで分かった気になるのは早計であることが分かる。
４）カルチャーとしての怖さのイメージ
暴走族・ギャング・暴力団・繁華街などカルチャーとして怖さが発信されている場合も
ある。これはドラマ、漫画、報道などにより印象付けられる。カルチャーの発信源は東京
であるので、必然的に東京が舞台となってしまう。東京ではこんな悪い人がいますという
ニュースバリューの放送がされるためである。
また前述の通り事件の数自体も多いので、それがカルチャーを生み出している要因でも
ある。暴走族も関東で大事件などを多々起こしながら地方に派生していったそうだ。青山
通りや湘南などでの連日連夜の大暴走は、数々のメディアから取り上げられ、そして有名
になった。ギャングについても、池袋ウエストゲートパークで流行したというが、あれも
池袋が舞台であり、確かにあの当時は東京にギャングが多かった。暴力団は大阪も多いが、
やはり歴史を辿ると東京にも有名な暴力団は多数存在していて、それが牽引してきた面は
否めない。繁華街は、渋谷、池袋、新宿などの世界有数の繁華街が存在し、それは連日連
夜報道されているので日本中でそれらのイメージがある。そして報道されるのはいい面も
多いが悪い面も多い。たとえば、酔っ払いが暴れたり、暴力団の抗争だったり、麻薬の売
買などが世界有数の都市ということで面白おかしく報道されたりし、それが東京は怖いイ
メージの元凶になっている部分も大きいのであろう。

３．先進的なイメージ
１）流行の発信源としての東京
東京は流行の発信源といわれているが本当なのだろうか？ 流行とは、ファッションで
あったり言葉であったり生き方であったりする。さまざまな流行は本当に東京が中心とな
り生み出しているのだろうか？ 流行は音楽、芸術、ファッション、生き方、などさまざ
まであるがそれらは確かに東京が先進的というイメージはある。音楽にしても芸術にして
もファッションにしても、東京で、とか東京が、というのであり逆に地方で、地方が、と
いう報道は耳にしない。
ではなぜ、東京は先進的という報道があるのだろうか。一つはメディアは在京が多く、
流行を扇動する場合、情報が都内を中心としているからである。二つ目は先進的な人々が
集まる点だろう。常に新しいものを求める精神は人が多いところへ行く。なぜなら母数が
多いと新しいものも多いからだ。だから、人が多い都内に流行の発信源となるような人が
集まるのである。また、そういう空気で好奇心旺盛な人が育つのである。
２）イメージの変化
実際、東京に出てきた人たちはどう印象が変わったのか？ やはり、先進的と感じたので
あろうか？ または、そうでもないと感じたのだろうか？
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―（だから）来てみて思ったのは、案外、外から出てきてる人が多いんだなっていう
のは。
（だから）そういうドラマだったりとかで見るイメージの人たちって、いるけどそ
うそう多くないみたいな。
（なんだ）周り見れば、田舎もんばっかりじゃんっていうみた
いなのは。結構、外から出てきてる人って、たくさんいるんだっていうイメージは（あ
りましたね）
。あとは人の住んでいるイメージがないっていうのはあったかもしれないで
すね。 （B1・男性・33 歳・福島県・小売業）
―それは……まぁ、都会だけど、なんか意外と田舎だなって。なんか、すごい物は溢
れてるんだけど、なんか、やっぱり、人が寄って集められたら、みんなが都会人じゃな
いなって。名古屋は、中心地に集まるのは、なんか言葉のアレがあるかもしれないけど、
おしゃれな人が集まる。東京は、新宿にも、なんか変わった格好をしている人がいる。
本当におしゃれな人もいるし。そういうのを見ると、なんか田舎かなぁと。
（G4・男性・
25 歳・愛知県・印刷業）
このように、あまりそうは思わなかったという人もいる。これも前の印象論と同じで、
確かに東京のほうが最先端なのだが、そんな目に見えてというわけではないといったとこ
ろだろう。また期待が大きかっただけに落胆があったり、慣れの問題もある。イメージも
一筋縄ではいかない。
中でも G4 さんの意見には注目すべきだ。名古屋の中心部はお洒落な人だけが集まる。
私も名古屋出身なので分かる部分は大きい。渋谷は若者の街とはいえ、いろんな年代層が
あるが名古屋の中心部は少し若者が多かった。つまり、街の性質として偏りがあるのだ。
センター街は若者が多い、というのと同じく名古屋の中心分の店がたくさんあるとことは
若者向けの店が多数のために、中心部のイメージは若者でお洒落な人が多くなるのだ。街
の文化が進んでいるか否かという点だろう。東京であってもデパートの中にかぎれば、当
然お洒落な人が多いのは当然である。
このように、本質はどこにあるかを見極める必要性が高い。お洒落な人が多い、少ない
とはただ単にその場だけではないか、いや、年齢層や分散の問題ではないか、など多角的
分析をしないと真実は見えてこないだろう。

４．チャンスがあるというイメージ
１）チャンスがある東京
さまざまな才能を開花させるために、上京するというのは各種メディアで盛んに言われ
ていることであり、今さらいうまでもない。日本の首都である東京は人口も多く経済活動
も活発である。すなわち、人・モノ・カネ・知識が集まり、チャンスもあるということだ
ろう。インフォーマントさんも、劇団や芸能関係の人が多くそのために上京、というのが
散見された。このことからも、地方に住みながら東京の有利性はしっかりといろいろな媒
体で伝わっていることが分かる。
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２）時間の問題
日本は狭いとはいえ、地方に移動するのはかなりの時間がかかる。その時間が経済活動
の妨げになり、東京の一極集中はどんどん進んでいるのであろう。時間のロスは個人的に
も重要だ。何か活動するのに毎度上京、というのはかなり時間をとるだろう。さらにお金
も飛行機代などがかかり高額な出費になり東京での生活費を超えてしまう。それならば東
京に住むというのは当然の選択だろう。
ただ、チャンスなど関係ない、というようになったら地方に住むという人が多かった。
チャンスだけで東京に住んでいる人がいかに多いかということだ。経済的メリットもチャ
ンスとするならば、これも多かった。結婚や退職後は地方でのんびりというのはよく聞か
れた。やはりチャンスのため、というのが上京の理由の大部分を占めているのは確かなこ
とだろう。チャンス以外では地方がいいというのは、やはり一極集中により失われた、環
境や自然があるのだろう。
このような、地方がいいという意見は本当に地方がいいのか、または都会に飽きただけ
なのかも冷静に見極める必要があるが、これは人それぞれの好みであるとしか言えない。

５．冷たいイメージ
１）印象はメディアと思い込みから
冷たいイメージというのは、都会の人は忙しそうで構ってくれない、人間関係が希薄そ
う、といった先入観、メディアの解釈によるものが大きい。人数が多ければ、人の結びつ
きはなくなるのだろうか？

実際、高校と大学では人数の違いから人間関係にも差がある

というし、その理論でやはり地方と都会は違うのであろうか？ はたまた、母数が大きく
ても付き合う人数に差はなかったり、差があってもそれほど冷たくはなかったり、どうな
のだろうか？ 実際に都会に来てどうイメージが変わったのでしょうか？
―こっちのイメージとして、東京の人は冷たいっていう、なんかイメージが勝手に植
えつけられてたんで（笑）どこまで頼っていいんだろうとか……。で、仕事をしていく
うちにだんだんいい人いるなと、それは解消されていきましたね。（A2・女性・24 歳・
長崎・専業主婦）
―人は冷たくもなかったね、考えてみれば東京も地方から集まってるようなもん

だし。（C6・男性・23 歳・沖縄県・保険会社勤務）
―人がいっぱいいる分、そういう人（冷たい人）も多いけど、いい人もいるなぁと思
いました。
（C4・女性・25 歳・宮城県・音楽系事務所所属）
―あぁ、そうだね。なんかみんなまわり見てて無関心なのかなぁっていうかんじがし
たねぇ。（D4・女性・27 歳・兵庫県・飲食店勤務）
―変わりましたよ、別に冷たくもないなって、意外と普通だった（笑）。
（G2・男性・
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20 歳・沖縄県・美容室）
―思ったより優しい人が多い。東京の人は冷たいってよく言うじゃないですか。上京
してきたときにも地下鉄サリン事件もあって周りの反対のなか来ましたので、けど思っ
たより危険ではなかった。
（E1・男性・31 歳・新潟県・イタリアンレストラン勤務）

実際は差がなかったという人が多い。しかし、それをもって差がないとするのは早
計である。イメージよりは冷たくなかったと感じたというのは先入観が打破されたわ
けで、冷静に見れば地方よりは冷たいのかもしれない。その点はどうなのだろうか。
２）「冷たい」の定義

都心は無関心という人もいるが、無関心なのが冷たいになるのだろうか？ 他人に
無関心な人間は冷たいのだろうか。それはただ単に方向性の違いというのもある。た
とえば、とても優しい人間がいたとして、ホームレスの前を通りかかってもお金をあ
げなかった。それどころか目に入っても存在を意識しなかった。また、何かの募金が
あっても寄付せず素通りした。とくに気にもしなかった。これは冷たいことになるの
だろうか？ 冷たいと捉えることも可能だが、無関心なことが一概に冷たいとは言え
ない例であろう。
世の中には無数の事象があり、そのすべてに対しやさしさを発揮している人はいな
いし物理的に不可能である。したがって、少々のことで冷たいというのはおかしいだ
ろう。ただ、人間の本質ではなく、コミュニケーションが無関心的であるのが冷たい
と定義するならばそのような点はあるのだろうか？ またはコミュニケーションをと
らないことが冷たいと定義すると？ コミュニケーションが無関心的という傾向はイ
ンフォーマントさんの中からは出なかった。人間としては、変わりないのだ。ただ、
付き合いの広さなどで親密度が同じなら地方と都会の暖かさは同じだが、そもそも都
心の場合は親密度が低い人も周りに多くなる。その場合、親しくない人間とコミュニ
ケーションをとる義理はないのだが、それをも冷たいと定義するならば確かにそうな
るであろう。

６．都会なイメージ
１）東京の都会なイメージ
東京といえば都会なイメージがある。これは完全なメディアからの情報だ。写真、映像
と絵になる綺麗な所を撮るから、かなり都会だなと思うのだろう。たとえばニュースの最
初では必ず摩天楼を映す。また、雑誌等もおしゃれなところだけを撮る。これは、都会の
人間からすれば一部であることは理解できるが、やはり地方在住者としては全体だと思っ
てしまう面もある。もちろん、住宅街も映すときはあるがやはり印象の問題だろうか、都
会といえばこういうものだといイメージが蓄積されてしまうのだろう。したがって、都会
といえばメトロなビルが、というような典型的なパターンになってしまう。上京後、どう
印象が変わったのか？
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―やっぱり、人の集まるとこしか見てなかったし､テレビでもそうだったから､実際に学
校通うようになって、学校の位置だったり、そのときに借りたアパートだったりってい
うのを見ると、まあ、イメージは変わったよね。こんなとこもあるんだなっていう。意
外と普通。
（B4・男性・33 歳・岩手県・飲食店勤務）
―あー、東京のイメージ。何か昔はすごいなって思ってたことが、今はもう普通かな
って思っちゃってきてるので、逆にその感覚があんまり良くないのかなーっていうのも
ありますね。まあ何でもそうですね。考え方が凝り固まってくるのは良くないですね。
（B5・男性・32 歳・宮城県・飲食店勤務）
―別に住んだら別にどうってことなかった。（C2・女性・24 歳・石川県・編集）
このように、慣れと綺麗な所、先進的な風景しか見せられなかったためにあまり都会と
いうイメージは抱いていないことがうかがえる。たしかに、東京でも普通の街の部分が大
半である。池袋、渋谷、新宿なども少し歩けば住宅街だ。都会なイメージばかりをメディ
アが見せ、普通の住宅街もあるなどというのはあまり映していない点が伺える。
また、期待していたほどではなかったという意見も多い。それほどでもない、と都会で
はないは違うので注意が必要だ。
２）都会の定義
本当に都会ではないのか？

それは都会の定義によるだろう。摩天楼的なものがすべて

というのは誤りだが、たしかに一戸建て中心の地方に比べ、東京はマンション中心であり
都会であるともいえる。しかし、それほどの差はない部分も大きいだろう。都会のイメー
ジの定義と、感覚の差であろう。
３）特色からの印象
各都市に印象というのはある。京都なら寺社、大阪なら通天閣など。そういった特色が
強くイメージされてしまう部分がある。そこはとても印象が強く残る。東京といえば日本
一の都市なので、東京がテレビに映ったときは住宅街ならあまり意識せず、しかし摩天楼
ならば東京ってすごいんだと強く意識する。このような、同じ映像を見たときに期待して
いるかどうかで印象に残るかどうか決まる部分も大きいだろう。

７．まとめ
１）メディア
メディアの報道の仕方で、どれぐらい地方出身者が上京前にイメージ的な影響を受け、
そしてそれが実際と違っていたかが見えてきたと思う。メディアというのは一部だけをピ
ックアップして報道するのである。たとえば、著名人が犯罪をすると報道するが一般人な
らしない、ということから著名人は悪いんだ！という誤ったイメージを持つ人もいるだろ
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う。これらは一部しかピックアップしないメディアというものの欠陥であるということが
分かる。
２）人間の心理
そして、これらの調査結果から見えてきたことは、イメージとは主観であり印象である
ということだ。ある風景を見て普通だと思う人もいれば、道に空き缶が落ちていて違和感
を覚える人もいる。イメージが主観である以上、同じ状態でも良い悪いの双方思う人がい
て、自分の主観での印象を述べてもそれは正しくは伝わらない可能性もある。それは上京
してリアルな東京を見てからも各個人でイメージの差異があることからも裏付けられる。
数字でしっかりまずは見て、客観視することが重要である。また客観視した数字も、この
程度だったら気になる、気にならないという人がおり、人により捉え方が違うので他の事
柄の数値に置き換えて印象を変えて客観視するのも一つの手法であろう。

＜参考資料・文献＞
法務省法務総合研究所，
『犯罪白書』
（http://www.moj.go.jp/HOUSO/hakusho2.html，2009.01.16）
．
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第Ⅴ部
地元とのつながり
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はじめに
第Ⅰ部から第Ⅳ部では、
「上京の背景」「仕事」
「結婚・家庭・生活」「東京のイメージ」
について分析を進めてきた。以上を受けてこの第Ⅴ部「地元とのつながり」では、上京後
の地元とのネットワークやＵターン希望の有無、上京者の将来の夢や目標などをみていく
こととする。
具体的に、まず上京後の地元とのネットワークについては、家族や地元に残っている友
人との連絡の有無・頻度・手段などの回答結果を分析していく。その際、上京している同
じ地元の友人との接触や東京に知り合いがいたかなど、地方出身者同士のネットワークに
はどのような広がりがあるのかという点も触れる。次にＵターンについては、上京者の地
元に対する意識や、Ｕターン・Ｊターンをどのように考えているか、また、Ｕターンに限
らず今後はどこで生活していきたいか、などの面から分析していく。将来の夢や目標につ
いては、東京で生活したうえで今後どのような方向で自分のライフプランを組み立てるか、
などの面について分析を行う。
各論文のテーマは以下の通りである。
渡邊論文では、Ｕターンをする理由／しない理由が上京者の立場や東京での生活とどの
ような関連があるのかについて分析していく。
田中論文では、上京者のＵターンに対する意識を軸に、それぞれの東京に対する思いや
地元に対する思いはどのようなものかについて検討する。
山根論文では、ＵターンやＪターンに限らず、将来の夢や目標によって上京者たちは今
後どこで生活していきたいと考えているかについて考察する。
吉永論文では、具体的に将来の夢に向かってどういう生活を送っているか、夢を叶える
ためになぜこの東京を選択したのかという点を中心に、その背景を探りながら分析をして
いく。
菅澤論文では、地元に残っている家族や友人に対する地方出身者たちのつながりかたを
分析していく。
各テーマから、上京者にとっての地元の存在や、故郷に対する具体的な意識を明らかに
することができると思われる。読者によっては、以上の考察を通じて初めて上京者の実際
の生活や考えを知ったり、あるいは大いに共感することもあるかもしれない。
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地方出身者の今後の住む場所
―ＵターンやＪターン、または東京に残るのか―

渡邊

亮介

１．はじめに：Ｕターン・Ｊターンとは
私は地方から上京した人達が U ターンや J ターンに対しどんな考えをもっているのか、
また東京に残ろうとしている人達の考え、その人達の家族の考えなどに興味を持ち詳しく
調べていこうと思う。
そもそも U ターンや J ターンとは何なのか。簡単に説明したいと思う。U ターンとは、
地方で生まれ育った人が都心で一度勤務したあとに、再び自分の生まれ育った故郷に戻っ
て働くことを言う。たとえば、長野県出身の人が一度は東京で働き、その後自分の生まれ
育った長野に戻って再び仕事をすることが U ターンの例になる。名前の由来は、人の流れ
を地図上に見立てるとアルファベットの U の字を描くような移動のために、こう呼ばれる
ようになった。次に、U ターンの類語として J ターンがある。J ターンとは地方で生まれ育
った人が一度都心で働き、その後また故郷とは違った別の地方、中規模な都市に移住して
働くことを指す。名前の由来は U ターンと一緒で、アルファベットの J の字を描くような
移動のため、こう呼ばれるようになった。
ここで、私が上京者に実際にインタビューさせていただく前に抱いていた、U ターンと
東京に残ることのイメージを記述したいと思う。まず、U ターンや J ターンに対する私の
イメージは、非常に良くないものだった。成功できなかった（富・地位・名誉等）、あるい
は良い結果が残せなかったので、逃げるように故郷に帰るという最低なイメージをもって
いた。そして、東京に残る人間は、ある程度の富や名誉を手に入れた人間と考えていた。
それは、東京で生まれ東京の実家に家族と暮らしている私の、狭い視野でしか考えること
のできない、恥ずかしい勝手なイメージであったことがインタビューや授業内の勉強を通
しよくわかった。実際に地方から上京してきた人達の話を聞き、そのイメージは大きく変
わった。またこれは個人の違いもあると思うが、私がインタビューをして感じたことは、
自分と同じ年齢の人でも自分よりはるかに大人っぽく、落ち着いているように見えた。こ
れは仕事をしているからという訳だけではなく、家族のもとを離れ、一人で東京というと
都心に住むことが人を成長させるのかと考えた。
地方から出てきた人たちは、多くの期待や不安を抱いていただろう。そして実際に東京
で暮らし、何を思い、何を感じ、今後の住む場所を考えていくのか。これは東京に生まれ
育った人間では、経験することのできないものであり、その人達の考えは近い世代、同じ
日本人として知っておくべきだと考える。
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２．U ターン・Ｊターンする理由
ここで、地方から上京した人達が U ターンや J ターンをすることに、どんな考えをもっ
ているのか、どう思っているのかを、実際のインタビュー内容を例にそれぞれ記していき
たいと思う。
U ターンをする人は自分の生まれ育った土地の自然や、ゆとりのあるライフスタイルや、
自身の家族を大切に考える人が U ターンをすることが多いように思えた。子どもの住まい
を考えるにあたって、
また教育という点でも、生まれ育った故郷でと考える人も大勢いる。
U ターンすることは自分の意志だけではなく、地元にいる家族、または東京で結婚してで
きた家族の意思も必要であることがわかった。また自分の意志で帰ろうとしてる人も、い
ろいろな複雑な事情や心境であることもわかった。
J ターンに関しては、あまり考えない人が多いようにみえた。あくまで推測だが、それ
は現在東京で暮らしていて、生活が充実していたり、忙しいなどで、今の住まいや地元以
外に考える必要がないからだと思う。また J ターンという言葉自体知らない人も多くいた。
ちなみに私はこの調査をするまで、Ｊターンは愚か U ターンの意味すら知らなかったとい
う、事実がある。
話を戻して、次はこれからも東京で暮らしていくという人だ。これからも東京で暮らし
ていく、東京に残ると考えている人もまた、家族や仕事などいろいろな理由があった。結
婚をしている人や子どもがいる人もインフォーマント（資料提供者）にいらっしゃったの
で、仕事のことや子どもの学校などのことを考えると、これからも東京で暮らすという選
択肢も必然とでてくるのかもしれない。
私が最初にイメージした理由は「仕事」じゃないかなと考えていた。確かに仕事で U タ
ーンや J ターンするだろうという理由も多かったのだが。それ以上に、U ターンする人も、
東京で暮らし続けていく人も大半の理由が、それぞれ複雑ではあるが「家族」であったこ
とに、驚きと好感をもった。また、この家族については、第５節で詳しく取り上げる。
U ターン
―将来的にはやっぱ向こうに戻ろうと、やっぱ親の面倒もみないと。（A3・男性・21
歳・新潟・飲食店勤務）
―将来的には地元で暮らしたいかなとは思っているけど、田舎だと仕事があんまない
っていうのがあって、IT 系だと東京に集中しちゃっているから。地元の友達とかの話を
聞くと日曜しか休みがなかったりとか。住宅の販売とかをやってる子なんだけど大変さ
も聞くからあんまり帰りたくはないかな。（C1・男性・21 歳・栃木・IT 企業勤務）
J ターン
―J ターンについては、大宮とかだったら 1 時間とかでいけるから、こっちで 1 人で
暮らしてたり、結婚したとしたって家とか買うわけじゃん。そのお金とかも考えると、
実家だと持ち家とかもあるからさ。そういうお金の面とかも考えたとき大宮ならそこま
で遠くもないし、そこで働けるならありかなって。
（C1・男性・21 歳・栃木・IT 企業勤
務）
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東京
―学校の数も違うし、高校にしても大学にしても結果的には地方に行っても大学に行
きたいってなればやっぱりみんな（東京に）出てきちゃうもんだから、そう考えると、
こっちに居るほうが便利っていうかね、うん、いいかなって。
（A2・女性・24 歳・秋田・
専業主婦）
―実家自体が自分の実家じゃないって言うか。兄貴がいて、結婚をして継いでるんで
すね。だからもう、何かで戻るとこじゃないなって、そこにずっと移住できる場ではな
いなっていうのがあって。
（B4・男性・33 歳・岩手・飲食店勤務）

３．U ターンや J ターンのメリット、デメリット
次に U ターンや J ターンをしたらどんなのメリット、デメリットがあるのかを考えてい
きたいと思う。なかには一度 U ターンしてまた上京した人の貴重な話も聞けましたが、ほ
とんどの人は、まだ実際に U ターンや J ターンをしたわけではないので、確実な答えとい
うわけではないが、上京者が考える U ターンや J ターンのメリットデメリットを記載して
いく。また、U ターン・J ターンのメリット、デメリットというよりは、地元の良い点・
悪い点。東京の良い点・悪い点という答えのほうが多いかもしれない。しかし、それがき
っかけで U ターンや J ターンを考える人も多いので、それもまた大切な意見とみなし、あ
えてそのような答えも記載せさせていただく。
メリットとして考えたものでやや多かったものが、生活していくなかでの「環境」だ。
都会に居住し、勤務している場合には、やはりどうしてもライフスタイルがせわしなくな
りがちだ。また物価も高く、住宅の購入なども他地域と比べ困難でしょう。U ターンをす
れば広々とした一軒家に住めたり、生活がおおらかになったりするということが考えられ
ていた。
デメリットとして多く考えられていたのは、
「仕事」だ。東京に比べて、仕事じたいが少
ないということ、それに給料の少なさも多く挙げられていた。U ターンにおいては、この
仕事というのは実に大切なことだと思う。なぜならば、それは次の第 4 節で説明する実家
と自立の選択肢が決まってくるからだ。
―視野というか考えかたは広がると思うんですよ。（B5・男性・32 歳・宮城・飲食店
勤務）
―やっぱ比べちゃうことじゃないですか？その街にはその街の特性があって、こう文
化がいろいろ発達しているんですけど、こっちの文化を知ってしまうと、こっちの文化
はこういう文化なのに向こうの文化はもうちょっとこう融合したほうがいいんじゃない
かっていう、プラス的には思うんですけど田舎の方はそれをちょっと受け入れがたいと
いうか、うちはこういうので育ってきてるからっていうので、こうちょっと矛盾を感じ
てしまうこと。
（B5・男性・32 歳・宮城・飲食店勤務）
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―生活にかかるお金が都会の人に比べたら少ない。家賃だったりとか。（B1・男性・
33 歳・福島・小売店勤務）
―デメリットとしては仕事とかあんまりなさそうだから、こっちで就職してしまうと
今と比べると給料とか下がるのかなっていうのはあるね。あと、自分の時間が取れるの
かなって不安があるね。メリットは家族と過ごせる時間が増えるっていうのがメリット
だね。
（C1・男性・23 歳・栃木・IT 企業勤務）
―かなり観念的というか精神的なものになってしまうのですけれど、自分にとっての
U ターン・J ターンはやはり、今ある自分にとっての自分らしさ、宝物、人とか地域、
暮らしという繋がりの中で成り立っているという思いがあるので U ターン・J ターンす
るとしたら、そこと切れてしまうというのは自分にとっては大きな、本当に人生を失い
かねない損失で、ですから今のところデメリットはあれど、メリットというのはちょっ
と考え付かないですね。（D2・男性・39 歳・福岡・NPO 福祉団体職員）
―メリットは家族との時間。とやっぱり環境が地元の方が自分に合ってるかなぁって
いうのがあります。デメリットは働き先が結構限られてくるのかな。あとお給料が少な
いの。鹿児島だと残業が付かないとかそういうのが当たり前なんですよ。（E5・女性・
23 歳・鹿児島・飲食店勤務）

４．U ターンした場合の自立と実家
次に上で少し説明したが、U ターンした場合に実家にもどり暮らすのか、それとも自分
の故郷である地元で、自立した暮らしをするのか。このことについて少し考えていきたい
と思う。
U ターンをして地元に戻る場合、その場所にしっかりと職が決まっている人なら、何も
問題なく一人暮らしをすることができるだろう。しかし職の決まってない人は、金銭的な
問題で実家に戻る人もいるだろう。また職がある人でもお金を浮かすために、実家に暮ら
すことを考える人もいる。または家族の健康等の理由で実家に暮らすことを考える人も非
常に多くいた。
私自身も U ターンをする側の人間となったら、きっと実家に戻ると思う。それはやはり
金銭的な面で、家賃や光熱費を考えると実家のほうが得だと考えられるからである。また、
今まで家族と離れて暮らしてきたわけなので、きっと今以上に家族を大切に思う気持ちも
増えていると思う。
―実家かな。お金の面もあるし、親とかこれからどんどん年をとっていくわけで、心
配なところもあるから一緒に暮らしたりしてあげた方がいいかな。（C1・男性・23 歳・
栃木・IT 企業勤務）
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―自立。やっぱり気を使ってしまう、一緒に生活をしまうと。やっぱり、何年か前に
実家にいたときよりもライフスタイルがちょっと自分の中でも、こういうことは好きだ、
こういうことは嫌だというのがはっきりしてきたんで、そういうのを今、また崩すのは
嫌だなと思う。だから、一人暮らしはしたいなと。
（D1・女性・27 歳・兵庫・飲食店勤
務）
―家族のところに帰りますね。
（自立の）メリットがないし。ひとりで暮らして実感し
たんですが、親が心配ですし。戻るなら家族のいるところですね。（G5・女性・22 歳・
山口・和菓子屋勤務）
―実家かな。親が金もったいないからって言うと思うし。
（G2・男性・21 歳・沖縄・
美容師）

５．家族にとっての U ターン、J ターン
第 2 節で「U ターンまたは、東京に暮らし続ける理由」という答えに、
「家族」という存
在が大きく意味をもっていたことがわかった。すなわち U ターン等は、実家に暮らす家族
や東京でできた家族のことも考えてしなくてはいけないという意味をもつのである。
また、U ターンや J ターンをすることを決めるのは本人だが。することに対して実家で
暮らす家族の意見は非常に大切なものではないだろうか。それは人にもよるが、危ない・
危険といったイメージの東京へ行く子どもを、子ども以上の不安や心配事を抱えながら、
それでも送り出してくれた家族への、上京者の最低限の義務ではないだろうか。しかしい
ろいろと複雑な理由で、家族に今後の自分の行動や生活場所を報告していない人もいるだ
ろう。それはまた、複雑な人間関係のうえでは致し方ないことである。こういった人間関
係の難しさを聞いて、あらためてコミュニケーションの大切さを考えさせられもした。
また、東京にきて新たにできた家族のこともよく考えなくてはならないことである。奥
さんや旦那さんの実家のことであったり、自分の子どもの環境や教育のことであったりと。
そしてここでは、家族が U ターンや J ターンについてどのような考えを持っているかを
記載していきたい。
そして、上京者の家族の U ターンや J ターンなどについての多くの考えというものは、
上京したことのない私の勝手なイメージに、意外と近い答えが多かった。それは、親が「自
分のしたいようにしろ」と口では言うものの、実際は帰ってきて欲しいと感じられる答え
である。このこともまた、インタビュー結果で知ることができた。
―うちの親が基本的になんか放任主義なんで、うん、好きな方にすればという感じで
すね。下手なことさえしなければ。
（B2・男性・32 歳・愛媛・飲食店勤務）
―兄貴は好きにしろって感じで。男兄弟なんてそんなもんなんで。ただ、母親は極力
近くにいてほしいっては言われたことはありますけど。まあ、自分の家庭持ってからは
ないですね。（B4・男性・33 歳・岩手・飲食店勤務）
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―親は絶対帰って来て欲しいというか、家を継いで欲しい。っていうのは家業を継い
で欲しいとかじゃなくて、今実家に住んでくれっていう思いはあるみたいです。（B6・
男性・24 歳・長野・広告代理店営業勤務）
―家の家業はすでに兄が継いでいるので、家業自体は関係ないですね。近くにいてほ
しいとかそういう事だと思います。（F3・男性・23 歳・兵庫・インターネット会社勤務）

６．都道府県による U ターン
都道府県によって、U ターンか東京で暮らし続けるということに、何か違いがあるのか
私は調べてみることにした。そして調べていく中で、少し古いが面白い記事を見つけた。
それは県外大学に通っている沖縄県民の U ターン調査である。これは県外大学に通ってい
る学生に、卒業後の就職先の U ターンの有無 1 ヶ月かけて調べたというものである。その
内容が下である。
―琉球新報（1999.12.4）より1
「9 割「県内で就職希望」／求人情報誌が U ターン調査 1999 年 12 月 4 日」
卒業予定の学生の就職内定率が過去最低となるなど雇用情勢が一段と厳しくなっても 9
割の学生が「就職するならやっぱり県内」―。県外の大学に通う県出身学生のこんな
意識が、求人情報誌「求人おきなわ」の「U ターン学生の意識調査」で分かった。同社
は県外大学に通っている学生を調査。卒業後の就職先の U ターンの有無を、9 月 25 日か
ら一カ月間かけて調べた。
U ターンを希望する学生は 90.2%と圧倒的。就職内定率が一段と厳しくなっているにも
かかわらず、U ターン希望は昨年より 3.2 ポイント増え、相変わらず県内志向の高さが
うかがえた。男女別では女子学生が 92.3%、男子が 88.7%。U ターンしたい理由は「県
内の方が生活しやすい」(49.5%)、
「学校は県外、就職は県内と決めていたから」(27.9%)
などを挙げた。
U ターン希望学生で調査時点で内定を得ていた学生は 33.3%。まだ得てない学生は「と
りあえず帰って来て仕事を探す」(51.4%)、
「(県内で)公務員を受ける」(13.5%)、
「県外で
就職する」(8.1%)となっている。
U ターンを希望しない学生は、その理由として「そこで就職したい企業があったから」
(18.2%)、「大きく飛躍したいから」(18.2%)などを挙げている。その中で内定を得ている
学生は 3 割弱。6 割が「いずれは U ターン」を考えている。
調査対象は九州を中心とした県出身学生 300 人。郵送、電話で聞き取りを行い、123 人(男
子学生 71 人、女子学生 52 人)から回答を得た。
このように 123 人の男女の学生のうち 90.2％の学生が U ターンを希望しているのである。
1

「琉球新報」（http://ryUkyUshimpo.jp/news/storyid-139572-storytopic-1.html，2008.12.10）
．
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この記事をみた瞬間に、まず私は沖縄の人はものすごい郷土愛が強いなと思った。私がイ
ンタビューさせていただいたインフォーマントさんも沖縄出身のかただったのだが、やは
りものすごく地元を愛しているというか、故郷に住む家族や友達だけではなく、故郷とい
う土地自体を非常に大切にしているように思えたからだ。それは、沖縄の伝統や習慣の話、
歴史について話をしていただいたときに、強く感じられたからだ。またもう一人私ではな
いが、沖縄出身のかたにインタビューをしており、やはりそのインタビュー内容も郷土愛
を強く感じられるものであった。そしてもちろん二人とも、将来的には沖縄に U ターンし
たいと言っており、そのインタビュー内容の一部を記載したいと思う。地元に対する強い
思いをあらためて感じる。
―［将来は地元に戻ろうと考えていますか？］
帰るね、まあ親はずっと帰って来いって言ってるんだけどね。まあ 30 歳ぐらいまでには
東京に区切りをつけるかな
［戻ろうという理由は？］
理由は地元のほうが落ち着くし何かと便利だよね、東京に比べたら不便なところもある
けど絶対東京のほうが便利だしさ。
（C6・男性・21 歳・沖縄・保険会社勤務）
―［将来沖縄に戻ろうと思いますか？］
戻ります。
［なんで沖縄に戻られようと考えてるんですか？］
なんでですかね……。地元のほうが住みやすいし親しい友達もいるんで（G2・男性・21
歳・沖縄・美容師）
しかし、この就職希望の調査とはあくまでも学生の希望であり、実際に U ターンをする
のかどうかはこの時点では判断できない。そして 2006 年ではあるが実際に U ターン率が
１番高かった県は鹿児島である。この結果というのは県それぞれで、そのときどきに上京
した人数なども大きく関係しているからだろう。その詳細が下である。ただこの鹿児島の
U ターン率の調査でも、故郷への愛着や思いなどが載せられていた。
―南日本新聞（200811.11）より2
生まれ故郷の都道府県から転出した人のうち、生活の拠点を再び出生地に移した人の割
合を示す「U ターン率」が 2006 年 7 月時点で鹿児島が過去最高だったことが、国立社会
保障・人口問題研究所の調査で分かった。男性 34.1％、女性 30.2％で、女性は初めて３
割を超えた。
前回調査の 01 年に比べて 50 歳代後半から 60 歳代前半の上昇率が顕著で、団塊の世代ら
定年退職者の増加が主な要因とみられる。ピークは男性が 55-59 歳の 41.2％、
女性は 45-49
歳の 38.3％。40 歳代後半からの「ふるさと志向」の高まりがうかがえ、今後も U ターン

2

「373news.com」（http://373news.com/_colUmn/syasetU.php?ym=200811&storyid=13669，20
08.12.14）．
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者の増加は続きそうだ。
求職者の自己アピール欄には「生まれ育った鹿児島に貢献したい」
「鹿児島で仕事ができ
るなら心機一転して頑張る」
「親が高齢に近づき将来は面倒をみたい」など、故郷への愛
着や再出発への思いがつづられている。
ここで一つ注意して欲しいことだが、郷土愛が低い少ないから、東京で暮らし続けると
いうわけでは決してない。大切な住居のことなので、郷土愛という言葉で私が勝手に決め
つけることはできないし、本当にさまざまな理由で今後自分が暮らしていく場所を決めて
いる。だから、そういう意味をしっかりとふまえて、地元就職希望・志向の数が減ってし
まった県も紹介したいと思う。これは和歌山県出身の学生の地元就職希望についての記事
だ。沖縄の調査に比べ学生の地元で就職したいという希望が少なく、前年より減少してし
まったというのだ。どこの県も不景気で、地元に帰っても働く場所が少ないという状況で、
いったい何がこのような調査結果に差をもたらしたのか。
―産経ニュース（2008.5.20）より3
「地元就職希望 最低の 34･2％ 和歌山県調査」
和歌山県内出身で来春卒業予定の大学生らのうち、地元で就職を希望しているのは
34.2％で前年比 5.3 ポイント減少し、県が調査を始めた平成 2 年以降で最低となったこと
がわかった。5 年前の調査ではほぼ半数が県内での就職を希望していたが、都市部の大
企業が景気回復や団塊世代の大量退職を受けて採用を活発化させていることに加え、長
期的な県内経済の低迷が背景にあるとみられる。
調査は昨年 12 月から今年 1 月にかけて、県内外の大学や短大、専門学校などに在籍する
県出身者 2882 人に調査表を送り、479 人から回答を得た。
就職を希望する地域は、
「県内」が 34.9％で、
「県外」（34･2％）とほぼ並んだ。平成 15
年の調査では、県内（49.4％）が県外（12.9％）の 4 倍近くあったことからすると、一気
に県外志向が強まった。
県外での就職を希望する理由は「都市圏で就職したい」が 48.8％で最も多く、次いで「県
内に希望の就職先がない」
（42.1％）だった。大手企業が好調な業績を背景に採用を増や
し、就職戦線が「売り手市場」となっていることも県外志向を後押ししている。
また読み手のかたに、自分たちがした U ターンに対する意識調査（インタビュー）の結
果を見て欲しいので、インタビューさせていただいたそれぞれの県と、それぞれが U ター
ンをしたいと思うかについて記載したいと思う。
その結果、図を見てもらうと複数人いる県でもさまざまな答えがあり、どこどこの県だ
から U ターンや J ターンをする傾向が強いなどという、
決めつけはできないことがわかる。

3

「MSN Japan」（http://sankei.jp.msn.com/region/kinki/wakayama/080520/wky0805200224002-

n1.htm，2008.12.14）
．
383

出身地

東京残留希望

U・J ターン希望

その他

北海道 1 人

1人

×

×

秋田県 2 人

1人

1人

×

岩手県 2 人

1人

1人

×

宮城県 2 人

1人

1人

×

福島県 3 人

1人

1人

1人

栃木県 2 人

1人

1人

×

新潟県 3 人

1人

2人

×

長野県 1 人

1人

×

×

愛知県 3 人

1人

2人

×

岐阜県 1 人

1人

×

×

石川県 1 人

×

1人

×

滋賀県 1 人

1人

×

×

兵庫県 3 人

1人

2人

×

香川県 1 人

1人

×

×

愛媛県 1 人

1人

1人

×

島根県 1 人

1人

×

×

山口県 1 人

×

1人

×

福岡県 1 人

1人

×

×

長崎県 1 人

1人

×

×

鹿児島県 2 人

×

1人

1人

沖縄県 2 人

2人

2人

×

７．まとめ
この調査報告では、いろいろな観点から U ターンや J ターンという行動について、実際
に上京してきた人の話を聞きながら考察してきた。それは上京してきた人、実家に暮らす
その人たちの家族、または東京にきて新たにできた家族の気持ち、あるいは思いなどをよ
く考えさせられるもので、私がイメージしていた以上に、上京してきた人のみなさんが家
族のことや仕事のことなどに、さまざまな意見やしっかりとした考えをもっていることに
驚いたとともに、非常に感心した。
そして今回、上京者（インフォーマント）のかたがたは今後どこに暮らしていくのかと
いう質問をして、それについて考えてきた。計 35 人の上京者のかたがたに質問させていた
だいたが、その結果はこうである。U ターンを考えている・したいと答えた人は 13 人。Ｊ
ターンを考えている・したいと答えた人は 2 人。これからも東京で暮らしていくと考えて
いる・したいと答えた人は 18 人。その他の答えが 2 人であった。よって 1 番多い答えが、
これからも東京で暮らしていくというものであり、その次が U ターン、もっとも少ない答
えがＪターンという結果であった。何度も言うが、100 パーセントこの理由というものが
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なく、本当にさまざまな理由で今後暮らしていく場所というものを考え答えていただいた。
しかしあえて、暮らす生活していく場所を決めることに関わる大きな要因というものを、3
つ挙げたいと思う。これは、インフォーマントのかたに話を聞き私が勝手に感じたことな
ので、あくまで推測というレベル考えだが記載したいと思う。まず一つ目が「仕事」であ
る。あたりまえだが、どの土地で暮らしていく、また生きていくためにお金は非常に必要
なものである。そしてそのお金と仕事とは切っても切れない縁である。また仕事による住
居の移動、逆に仕事により住居を離れることができないなど、さまざまに住居に影響をあ
たえる「仕事」を一つ目の要因とする。次に二つ目が「家族」である。なぜならば、イン
タビューをしてみて U ターンをする、しないといった考えの理由に一番多く挙げられたの
が家族であったからだ。なかでも多かったのが、将来的には家族の健康を考え U ターンす
るといった答えだった。他にも東京でできた奥さんの事情であったり、子どもであったり
と家族だけでもさまざまな理由が聞けた。人にとって一番安心できる存在が家族であり、
その存在が住む場所に影響をあたえるのは当たり前なことだろう。したがって「家族」を
２つ目の要因にした。そして最後の三つ目が「郷土愛」だ。これは三つの要因の中でも、
もっとも私の勝手な考えが強い要因なので、どうぞあしからず。私はインタビューで、東
京より地元が好きだと答えた人は U ターンをしようとする傾向が強いのかなと思った。ま
た逆に地元より東京のほうが好きだと答えた人は、これからも東京で暮らしていくのかな
とも思った。東京に暮らしてみて、地元の不便な部分や悪い部分が見えたりもするでしょ
う。しかしそれでも、自分が生まれ育った場所に戻りたいと考える気持ち、それはやはり
U ターンをすることに大きく関わってくると考える。自分が愛す土地を奥さんに見せたい、
またその土地で子どもを育てたいと考える。したがって三つ目の要因を「郷土愛」にした。
U ターンや J ターン、東京などこれから自分がどこに暮らしていくのかについて、話を
聞きそして考えてきた。しかしあくまでも希望や意向なので、実際にどこで暮らしていく
かは今のところわからない。しかし、その話を考えることにより上京者ではない自分も U
ターンなどのこれからの住居を決めていく決断の意味や、大変さを少し理解できたような
気がします。住居の移動を決めるということは、自分 1 人の意思ではなく、いろいろな人
との繋がりに関わる非常に重要なことだと理解できた。
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Ｕターン・Ｊターンについて
―地方出身者の東京への意識の違いから探る―

田中

剛

１．はじめに
私は、今回の調査を通して地方出身者の U ターンと J ターンに対する意識についてまと
める。まとめるにあたって、地方出身者の地元と東京に対する意識の違い、東京に来た目
的の違いなどに着目していきたい。仕事のために上京して来たのか、夢のために上京して
来たのかの大きく二つに分けることとする。また、上京前と上京後の東京に対する考え方
にも注目していきたい。調査の対象者は学生以外の地方出身者（関東、山梨県を除く）で
ある。

２．東京
１）東京に来た理由
まず東京に来た理由についての例を挙げる。
―芝居をやりたかったからです。
（G5・女性・22 歳・山口県出身・アルバイト）
―最初は、とりあえず田舎を出たかったので。なおかつスポーツ、体育に関わりたい
なと思って、そうなると条件が……地元には体育大学がないので、だいたい大阪とか関
東。で、大阪だと遠いから東京にしました。（F2・女性・25 歳・新潟県出身・販売店員）
―ん～本当はん～、何だろう。本当は、祖母の仕事の関係で東洋医学を進むはずだっ
たんですよね。で、それで、ん～、なんだろう。そこの進学先っていうのが留学だった
ので、留学はなぁって、で、それをやっぱやめてしまったので、まあ、あと何しようっ
て話してたときに、祖母が、あ、おばさんがうち手伝わない？みたいな話がでてきたの
で。で、東京に出てきたって感じですね。うん。
（B2・男性・32 歳・愛知県出身・飲食
店勤務）
地方出身者が東京に来るのには、進学のため、仕事のため、自分の可能性を試すため夢
のためなどいろいろな理由と目的がある。
地方と東京を比べたときに、東京の方が仕事の幅や種類が多く自分のやりたいものが見
つけやすい。東京は日本の経済の中心である。多くの企業は東京に集まっている。進学の
点から見ても大学や専門学校は東京に集中している。将来、就職を見据えた場合に東京を
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考える人は多い。
また、音楽活動や芝居などをやるにしても東京が中心という考え方がある。東京に事務
所が集中しているのは事実であるし、東京と地方ではレベルが違うという答えもある。
東京という場所は流行の発信地であり、一人暮らしをしてみたい、自由に暮らしたい、
ただ単純に地元を離れてみたいなど魅力を感じさせる場所である。
共通して言えることは、やりたいことにおいて東京が中心地であり、東京で頑張るだけ
の理由があるということである。なかには成り行きで東京に来た人もいるが、東京には住
みなれた地元をわざわざ離れて来る魅力があるのだ。
２）東京と地元の違い
東京と地元の捉え方の違いは人それぞれ感じている。
―うーん。さっき言ったようなことなんだけど、地元は自然が中心で動いてる。東京
にいると、人が中心。人が動いているところに自分がリアクションをとっていく。岐阜
はそうはいかないから。もっとそれより先に、稲刈りが終わって、蓮華畑になったとか、
川が増水してるとか、山の色が変わってるとか、そういうことを中心に一年が過ぎてい
く気がするね。東京だと人の動きで分かる。年末に人がいなくなったなとか、五十日だ
からみんな金持っているなとか、、時間の経過を人で感じるか自然で感じるかだね。
(D3・男性・33 歳・岐阜県出身・音楽事務所所属)
東京と地元の違いは人の多さ、交通機関の便利さ、時間の流れ、物価（家賃を含む）
、自
分の可能性の実現のしやすさ、など東京にも地方にもメリットとデメリットがある。東京
といえば世界でも有数の交通網の発達が思い浮かぶだろう。地方は車社会である。一人一
台所有しており、車がなければ生活できない。電車などの交通機関もあるが、東京と比べ
るととても発達しているとはとても言えない。どこに行くにも車がないと不便である。一
方で東京はどこに行くにも電車やバスなどの交通機関が網羅している。車がなくても行き
たい場所にはおおむね行けるのである。車は自分の行きたい道で電車の走っていない時間
でも移動可能な利点がある。地方では車で時間を気にせず行けるが、東京では電車などの
時間にいつも縛られている。このように限られた時間の中で生活や仕事をしていることは
時間の流れを違うと感じる原因の一つなのだろう。
東京と地方を比べて地域とのつながりにも大きな違いがある。地方では家に鍵をかけず
に外出することがある。また近所付き合いもあり、昔からの地域社会が生きている場所が
多い。一方で東京は、近所付き合いがないことが多く外出のときだけでなく常に家には鍵
が掛かっている。
―人の回転が早い。たとえば練馬で 7、8 年住んでるけど、この駅前で店が潰れて、ま
た新しい店ができて、
開店が速すぎて、そこに何があったのか思い出せないときがある。
だから悲しいなと思う。
（D3・男性・33 歳・岐阜県出身・音楽事務所所属）
東京は人の出入りが激しく隣の人が変わりやすいということは、よくあることであり、
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一人暮らしの人も多く仕事で昼間家にいないことが多い。近所付き合いは必要ないと考え、
隣の人の顔を知らないという人もいる。地域とのつながりから見たとき、治安や老後など
の点は地方のほうが安心できるのではないだろうか。
―うーん、東京で得たものは、そうですね、人脈ですかね。結構、いろんなあのー、
世界、世界っていうかあのー、仕事のお偉いさんと知り合うことができて、その辺は良
かったなぁと思いますね。とりあえず何に転がっても大丈夫そうな人脈をもってると思
うんで。それは良かったなって思いますね。あとは、何だっけ？ （B2・男性・32 歳・
愛知県出身・飲食店勤務）
―直接されたことはないですけど、見ていて思った事とかはありますね。電車に乗っ
ていて、酔っ払いがからんだり、喧嘩ふっかけてたり、まぁ携帯いじってたりとか……
今まで経験したことがなかったので、こんなことがあるんだって思ったのもありますけ
ど。東京は悪いところがよく見える気がします。いい部分は時給が高いとか、あります
けど、気持ち的には東京は好きではないですね。
（G5・女性・22 歳・山口県出身・アル
バイト）
東京には「物」や「情報」が地方と違い非常に近くにある。夢を求めてきた人も仕事の
ために来た人も、進学のために来た人も、成り行きで来た人も、それらにおいて東京に魅
力を感じている。ほとんどの人に共通して言えることは、東京にも地元と比べて良い点と
悪い点があり、反対に地元にも東京と比べて良い点と悪い点があり、東京と地元のどちら
が良いとは考えていないのだ。東京は人が多いために悪い部分のほうが多く目に付くこと
もある。東京の捉え方は人それぞれ違うのである。
３）上京前の東京の捉え方
上京前の東京の捉え方は人それぞれである。それについて例を挙げる。
―［東京のイメージについてですが、こっちに来る前の東京にもつイメージにはどん
なものがありました？］
F1：イメージ？ そうですねー。東京のイメージ……。
［ま、なにか漠然としたものでなにか。
］
F1：漠然としたもので。そうですねー。やっぱりいろんなところから聞いていたのは、
東京は人が冷たいとかそういうイメージを刷り込まれてきていて、まあでもちょくちょ
く遊びには来ていたのでそんなことないのかなって思っていました。
［あ、けっこうやっぱ来ていた感じで。遠くない、そこまで離れているわけじゃあない
ですね。］
F1：そうですね、はい。でもそういう住みたいというイメージみんな持っていますよね。
［あ、やっぱりじゃあこっちで住むということになって多少不安がありましたよね。
］
F1：そうですね。治安とかそういうことで。
（F1・女性・23 歳・福島県出身・会社員）
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―こっちのイメージとして、東京の人は冷たいっていう、なんかイメージが勝手に植
えつけられてたんで（笑）どこまで頼っていいんだろうとか……。で、仕事をしていく
うちにだんだんいい人いるなと、それは解消されていきましたね。（A1・女性・23 歳・
秋田県出身・販売業）
―東京に出てきちゃたし帰るに帰れない。それから友達の家に泊まって家探しをして、
砂漠みたいなイメージ、行けども行けども、ビル、人、ずっと歩き続けてないと、止ま
ったら飲み込まれちゃいそうというイメージです。
（D3・男性・33 歳・岐阜県出身・音
楽事務所所属）
東京は怖いや住んでいくのに不安な場所や治安が悪いなどマイナスのイメージを上京前
に抱いている人が多い。地方出身者は上京する際に不安を抱いて来るが現在でも東京に暮
らしている。
―東京。間違いないね。今、優先順位的に仕事の関係で東京だし、仕事とか成功する
率も東京だし。
（B3・男性・24 歳・香川県出身・会社員）
―東京、自由だなって。いうのが 1 番ですね。やっぱり田舎だと服装でもなんでもち
ょっと人と違うことをしているとすごく目立ちますけど、東京だといろんな人がいるじ
ゃないですか。そんなに目立ちもしないし、まあなんでもできるかなと思いますね。
（F1・女性・23 歳・福島県出身・会社員）
―あのー何だろう。深く東京と関わってくると、人がなつっこい。たとえば同じよう
な環境の中で知り合った人とか、飲み屋さんで無駄に話しかけて仲良くなる人とか、あ
と渋谷のシャッターの前で寝てるホームレスのおじさんとか結局は人なつっこい。そう
いう点では安心したかな。どんな状況であっても友達はおるから。それが今のイメージ。
（D3・男性・33 歳・岐阜県出身・音楽事務所所属）
―不安って言うのは別になかったかなっていうのは。もともと生まれたときは、少し
の間ですけど、神奈川にいて、それで親戚とかもたくさんいたので。ほんとに知らない
ところに出てきたっていうよりは、親から離れたっていう印象のほうが強かったので。
だから、期待のほうが大きかったのかな。不安っていうところだと家事。（B1・男性・
33 歳・福島県出身・小売店勤務）
上京前にマイナスのイメージを抱いていた人でも、東京で暮らしていくうちに東京の魅
力に惹かれていく人は多いのも事実である。また、上京する際に近くに親戚など知り合い
がいることも不安を解消する一つの要因となっているようだ。東京で生活していく間に抱
いていたマイナスの部分よりもプラスの部分に気付き東京を自分の生活の場所として捉え
るのだ。東京は日本の中心であるという考え方は東京で生活することによって確かなもの
へとなっていくのだろう。
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３．U ターン・J ターン
１）U ターン・J ターンに対する意識
まず初めに U ターンと J ターンについての説明をする。説明するにあたって今回の調査
のルールに従う。U ターンは、関東（山梨を含む）を除く地方から東京に来て、その後自
分の地元へと戻り生活することである。J ターンは、関東（山梨を含む）を除く地方から
東京に来て、その後東京を離れる際に地元ではなく違う場所で生活をすることである。
地方出身者は東京に来るときに何かの理由や、やりたいことがあって来る人がほとんど
である。そして地方出身者の多くの人に共通して言えることが、現在においては何か目的
や理由がなければ U ターン・J ターンについては考えていないのである。なかにはもう東
京を離れたいと考えている人もいる。東京の環境に馴染めなかったり、友人が就職などを
転機に東京を離れたりして気持ちが東京から離れているのだ。今、東京を離れないと考え
ている人でも将来の展望では、結婚して子どもができたらもっと自然がある場所で育てた
いという意見や、親が介護を必要になったら帰るという意見や、老後は東京を離れるかも
しれないという意見や、仕事の都合や、夢に対して興味がなくなったら帰るという意見が
ある。U ターンや J ターンは目的が大きく関わってきているのだ。
―んー、最近は帰ってもいいかなって、大学受験でこっちに来たときとか、まあ、20
代のうちはほとんど考えてはいなかったけれども、最近は帰ってもいいかなって思って
るところもあるかな。長男だからっていうのもあるし、別に親に強制されてはいないけ
れど、まあ、長男だからある程度親の面倒も見なくてはいけないのかなっていうのも。
地元のほうにもたくさん友達がいるっていうのもあるし。あとはー、自然環境とかやっ
ぱり向こうのほうが良いかなと思うこともあるから、最近は帰ってもいいかなとは思う。
まあ、
タイミングとかそういう仕事とか、そういうものも含めてクリアしないとね……。
(D5・男性・32 歳・鹿児島県出身・小学校教諭)
介護の問題については、地元に兄弟が残っているか、自分が長男（長女）であるかなど
も影響してくるのだ。介護は少子高齢化が進んでいる日本で大きな課題の一つになってい
る。東京で仕事などをして生活ができ上がっている人は大勢いる。生活をしていくために
は仕事をしなければならないため、介護が理由で地元に帰るのは簡単なことではなくクリ
アすべき問題が数多く存在する。比較的、長男は次男などに比べ将来、親の介護をどうす
るか重要なこととして捉えていることが多い。
U ターンや J ターンとは違うが、帰省は東京から一時的に離れることである。帰省をす
るには、時間と労力を要する。だいたいの人は年に数回帰る程度である。回数には仕事の
休みなどが関わっているのだ。仕事の休みに帰省するにはそれだけの理由がある。帰省し
た際に墓参りや、昔からの友人に会ったり、親の作る料理を食べたり、東京での仕事や人
間関係や環境などによるストレスからのリフレッシュをしたりするのに地元は大切な場所
となっている。一番信頼のできる友人は地元にいると答える人が多いことから地元での昔
からの人間関係を大切なものと位置づけているのだろう。また、帰ることのできる場所が
あるということは東京で暮らしていく上で心の支えとなっているのだ。そういった点から
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も帰省というのは重要なものとなっている。
２）U ターン・J ターンに対して、仕事と夢の違いから見る
先に述べたが東京に来るには人それぞれで理由が異なる。それは、
進学のためだったり、
仕事のためだったり、夢を実現するためだったり、成り行きだったりする。ここでは仕事
のためと、夢の実現のために上京して来た人に分けて注目してみたい。ただし進学につい
ては、とりあえず大学に進学して来た人や、美容師など専門的な技術を学び、その技術を
仕事に生かしている人は仕事のために上京したと分類する。劇団や歌手などになるために
上京してきた人や大学や専門学校に進学し、現在も夢のために生活している人は夢のため
に上京して来たと分類することとする。
まず仕事のために上京して来た人について述べる。仕事のために上京して来た人の多く
は、理由がなければ地元に帰るつもりはないと考えている。
―仕事がない。幅が狭い。業種がね。葬儀屋とか保険屋とかになっちゃうし、東京の
方が選択肢が広くてお金も稼げるから。
（B3・男性・24 歳・香川県出身・会社員）
―日本の中心はやっぱり東京だし、そういう問題、ひょっとしたら仕事のやりがいっ
ていうので、スピードの違いだったりもするかもしれないし、そういった部分では……
でもデメリットじゃないなぁ。
まぁちょっと、
しっくりこなくなっちゃうかもしれない、
自分が。（G4・男性・22 歳・愛知県出身・印刷会社勤務）
―機械の中には必ず部品があって、そういう部品を作る工場の事務と機械製図の仕事
をしてました。 むこうは企業といっても、人が少なくて一人何役もしなくちゃいけない
んですよ。伝票も自分で作るけど、部品の製図もやらなきゃいけなくて、午前中は伝票
の注文書とかを自分で作って、午後は機械の部品の製図をやってみたいな感じでした。
最初はいる前はこういうことをやることは知らなくて、事務だけをやると思って入った
んですよ。
たまたま小さい会社だったので、
全部自分でやらなきゃいけなかったんです。
それがすごいストレスになりました。
［その仕事はどのくらいしていたんですか？］
丸 2 年くらい。やっぱり田舎は女子はお茶くみとか昔の考えが、結構根強く残ってい
て、事務の女の子たちに割り当てられていたし、
皿洗い当番とかも決められていたので、
そういうのもすごい嫌でしたし。そういうのが田舎って嫌だなって感じるきっかけにも
なりました。
［こういうことがきっかけで上京しようと思ったんですか？］
そうですね。そういう仕事がだんだんつらくなってきて。まあ、自分の考えだったん
でわからないですけど、こんなに仕事をこなしているのに自分の評価が上がらないし女
の子だし、まだ何年かしかたってないからっていうので評価はぜんぜん低いじゃないで
すか。まあでも、仕事をやっているそのレベルとしては当たり前の評価だったのかもし
れないけど、自分はそうやって一生懸命やっているし、やっぱり地方のお給料って低く
なってるじゃないですか。がんばったぶんだけもらえてるのかなって疑問が生じたとき
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に、だったら、東京でアルバイトでも時給が千円以上だってわかっていたので、自分が
働いただけ帰ってくるっていうのがいいなと思って。そういうのが上京のきっかけにな
りました。その仕事を辞めようと考えたときに、地元でもう一回仕事をしようとしても
就職先ないし、アルバイト、フリーターをやろうと思っても、結局時給が 600 円、700
円台が当たり前で、それじゃ生活は変わらないし、生活できないじゃないですか。なの
で、それを考えるとやっぱり……。 （A1・女性・秋田県出身・販売店員）
―そうですね、あの、そういった意味でいくと、愛知は工場があった。で、東京はど
っちかって言ったら営業の中心みたいな感じがあって。まぁ、その、工場の仕事ってい
うよりも、営業の仕事をしたいんで、東京に……。
（G4・男性・25 歳・愛知県出身・印
刷会社勤務）
東京と地方では仕事の量やスピードやレベルが違う。また仕事上必要な移動のメリット
も東京の方が多い。満員電車や人の多さなどストレスと感じることも多く東京には存在し
ているが、それでも東京に仕事を求めてくる人は毎年大勢いる。それは東京に存在してい
るメリットに惹かれて上京して来るのだろう。
現在仕事を東京で持っている人で将来は地元に帰る U ターンや、神奈川や埼玉や千葉な
どの東京に通勤できる範囲で暮す J ターンを考えている人もいる。この先ずっと東京で暮
らし続けていくという人もいる。どういったきっかけで U ターンや J ターンを考えるかと
いうと、結婚や退職によるところが大きい。子育てをしていくときにまず考えるのは周り
の環境である。地方出身者は東京とは違い自然が多い場所で子ども時代を送ってきた人が
多い。そういった人達は東京とは子育てをしていくうえで環境が良くないと考えている人
が多い。
―山登り。あ、それと野球をする場所がない。なにかにつけて、許可が必要。自由が
少ない。もし、子どもが野球をやりたいと言ってもやる場所がない。それが悲しい。人
が多いからルールがないと成り立たないのはわかるけど、臨機応変さがない。（D3・男
性・33 歳・岐阜県出身・音楽事務所所属）
―J ターンに関しては、その方が生活に合っている。周りで言えばいえば結婚したり
親と住んだり都内じゃないほうがいいことがあるから、それはそれでちゃんとしてる。
（D3・男性・33 歳・岐阜県出身・音楽事務所所属）
神奈川、埼玉、千葉などは東京に通勤するには可能な場所である。通勤に一時間以上か
けて通勤する人は少なくなく、ニュータウンなどの建設も地方では進んでいる。そういっ
た首都圏は東京に比べて自然も多く、マイホーム購入を考える人はニュータウンに流れる
傾向は実際に多い。Ｊターンは U ターンに比べて仕事と子育てをしていくうえで両立でき
る手段の一つである。
一方で U ターンは子育てに都合がいい場所だとしても、家計を支える仕事や配偶者の意
見などいろいろなことを乗り越えることがあり、J ターンに比べて簡単にはできないので
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ある。老後は地元でゆっくり暮らしていきたいという意見もあるがまだ先の話で漠然とし
かしていないのだ。
次に夢を求めて上京してきた人について述べる。夢を求めて上京して来た人の多くは自
分の強い意志のもとであり、東京に求めているものがある。音楽関係や芝居やダンスなど
夢を求めてきている。夢を求めている人の多くは、その夢の仕事だけで生活していくこと
は難しくアルバイトなどで生計を立て残りの時間でレッスンを受けたりしている。
―いずれは、戻りたいかな。それか芝居に対して興味がなくなることがあれば。
（中略）
（J ターンについて）まったく考えないですね。家族が一番なんで家族のいるところに
帰りますね。戻るなら、必ず家族のところですね。一番落ち着くのが家族のとこですし。
（G5・女性・22 歳・山口県出身・アルバイト）
―現実に言うとやっている間状況する前とかに学校を出てから関わってきた人たちが
「これやんない？ あれやんない？」と言ってくれて、それがあるうちは、そこに尽くさ
ないといけない。あとは、そうだね、故郷に住むというイメージがない。東京出てきて
からそう思った。大学に出るとき、高校のときに、岐阜の片田舎だし、とくに家が好き
というわけでもないし、このまんまいたらずっと家にいるな、
だから出なきゃいけない。
本当は岐阜でなければどこでもよかった。気づいたら国外に出てた。大学の間北京でい
ろんな友達を作った。自然とそういう場所で自由にやることが板に付いた。もちろん岐
阜はすごい好きだし、たまに帰ってもすごい落ち着く場所なんだけど、たとえば将来的
に自分が住む場所は、そこの家とか場所は親が築き上げた文化だから、俺は俺でまた違
う文化を作る。だから、どこでもいいんだけど、岐阜だけはない。（D3・男性・33 歳・
岐阜県出身・音楽事務所所属）
U ターン・J ターンについて考え方は人それぞれである。東京を離れて暮らすならば親
と一緒に暮らしたいと考えていたり、親と暮らすことはせずに自分の文化を作るために親
とは違う場所を求める人もいる。U ターン・J ターンに対する意識で、夢を求めて上京し
てきた人は、上京するきっかけになった夢に対する興味がなくなったり、諦めたりしたと
きに東京を離れると考えることがあるのだ。仕事のために上京して来た人との東京を離れ
るタイミングの違いは、仕事のために上京して来た人が結婚などの人生の転機が大きな理
由であるのに対して、夢のために上京して来た人は自分の意思で東京を離れるタイミング
を決めることができるのだ。それは東京に求めるもの、東京での暮らし方の違いである。
３）U ターン・J ターンのメリットとデメリット
まず U ターン・J ターンのメリットについて述べる。
―メリットっていえば、長年（自分が）住んでたとかっていうところなんで。
（生活を
営んでいく）環境にもともと順応っていうか。その環境にいたわけですから、抵抗なく
入れるっていうのはあると思いますし。あとは、なんだろ、楽だと思いますよ。たぶん。
（B1・男性・33 歳・福島県出身・小売店勤務）
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U ターンは昔から自分の住み慣れた町に戻るということで昔からの人間関係が存在して
いる。長年住んできた場所であるから適応しやすい。親も近くにいて心の支えとなるとこ
ろが大きい。生活をしていく上で東京よりも気持ち的に楽なのである。また、東京は空気
が汚い、水が臭いなど健康に対して害な部分が多く存在しているが地方はそういった害の
部分を改善することができる場所もある。
J ターンについては、先も述べたが子育ての環境作りなどには適している。東京で仕事
を持っていても東京への通勤圏内で生活することができる。
次に U ターン・Ｊターンのデメリットについて述べる。
―中学高校のとき遊んでた友だちとかっていうのも、変なはなし、それぞれお互いに
家庭作ってるから。どこにいるんだかも分かんないっていう人もたくさんいるわけです
から。
（うーん）だから、こっち（東京）から地方に単純に行くっていう人もそうですけ
ど、交友関係とかそういうのって、もう一回作り直すのってかなり力いると思いますよ。
（だから）なんでしょうね……。良いところ、悪いところ（は）かなりはっきりはして
ると思いますよ。昔みたいに、また遊ぼうよなんっていっても遊べる環境じゃないし。
それはね、別に戻ってもこっちにいても同じだと思いますけど。
（ただ）実家離れて長い
こと時間経っちゃうと、それ（地元で暮らしていた時間を）をまたもう一度取り戻すっ
ていうのは、かなり難しいかなとは思いますね。
（B1・男性・33 歳・福島県出身・小売
店勤務）
東京での暮らしが長いと東京での暮らしに慣れすぎてしまうこともある。地方出身者の
考える U ターンのメリットの一つに地元は昔からの友人がいるという意見がある。しかし
それは場所によって違う。名古屋や大阪のどの地方都市と呼ばれる場所では上京せずに留
まっていることも多いが、過疎化の進んでいる場所は、地元の友人のほとんどが東京やそ
の他の場所に仕事などを求めて離れていくこともある。そういった場所はたとえ地元に戻
ったとしても友人が残っているわけでもないことがある。また仕事が地方には東京と比べ
て少ないこともデメリットの一つである。
J ターンのデメリットについては、東京への通勤時間の増加や電車の本数の少なさなど
がある。J ターンした人はニュータウンに集まることが多い。そこに住む人が東京に通勤
するときは電車を使い使用する時間も重なることが多いため長時間の満員電車で通勤する
ことになる。地方は東京に比べて自然など多く子育てなどに適しているが、交通網が東京
に比べて劣っているのである。
U ターン・J ターンにはメリットもデメリットも両方存在しているのだ。
４）U ターンのきっかけと障害
U ターンを考えるにあたって、きっかけと障害がある。当然ながらそこには「きっかけ」
や「障害」に意識の違いがある。U ターンのきっかけと障害について実行者と非実行者に
分けてまとめてみたい。例として長野県出身の第二世代を挙げる。
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表 1．U ターンを考えたきっかけ
U ターンを考えた「きっかけ」

U ターン実行者

U ターン非実行者

親の面倒をみるため

62.5%

60.5%

豊かな自然環境の中で生活したくなった

41.8%

58.5%

家業を継承するため

25.6%

10.2%

大都会のせわしさに嫌気がさした

25.1%

21.8%

のんびりとした土地柄に魅力を感じた

17.3%

36.7%

新しい仕事を始めたかった

14.4%

――

持ち家を取得できる見込みがなくなった

12.4%

――

良好な住宅事情に魅力を感じた

12.1%

19.7%

出身地域の発展に貢献したくなった

11.5%

12.9%

――

21.8%

子どもの頃からの人間関係の中で生活したくなった

（荒井良雄・井上孝・川口太郎 2002: 22）
表 2．U ターン（検討）時の「障害」
U ターン（検討）時の「障害」

U ターン実行者

U ターン非実行者

移住先に自分にあった職種が不足していた

34.0%

71.3%

収入が下がるのがいやだった

25.1%

39.3%

これまでに築いた人間関係を維持したかった

20.4%

15.3%

華やかな都会生活へのこだわりがあった

18.0%

――

地域社会へうまく溶け込めるか不安があった

13.5%

12.0%

子どもの学校を変えたくなかった

――

19.3%

出生へのこだわりがあった

――

12.0%

妻が近所・親戚などの人間関係を維持したかった

――

12.0%

妻が（妻の）仕事を変えたがらなかった

――

10.7%

子どもの友達関係を維持したかった

――

10.0%

（荒井良雄・井上孝・川口太郎 2002: 22）
U ターンを考えるきっかけで実行者も非実行者も第 1 位は、
「親の面倒をみるため」であ
り、第 2 位は共に「豊かな自然環境の中で暮らしたくなった」である。非実行者の回答の
中で注目すべき点は、
「のんびりとした土地柄に魅力を感じた」と「子どもの頃からの人間
関係の中で生活したくなった」の二つが実行者と違い多いということである。一方で実行
者は、
「家業を継ぐため」の回答が多い。非実行者は U ターンに対して情緒的な意見が多
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く、実行者に比べて現実離れしている部分がある。
次に U ターン（検討）時の障害での 1 位、2 位は共に仕事に関する事であった。非実行
者の回答で世帯に関する障害の多くが U ターンを阻んだと見ることができる。東京で生活
を築いた人や家庭を築いた人にとって U ターンを実行するには個人だけで決めることがで
きないのである。これは J ターンに置き換えても同じことが言えるだろう。一度生活を築
いた場所を離れ新しい場所で生活するのは大変なことである。

４．まとめ
東京に住む地方出身者にとって U ターンや J ターンに対する考え方は人それぞれである。
現在の生活を続けていこうという考えや、将来は東京を離れようという考えや、この先の
ことはまだ分からないという考えなどある。その背景には東京に求めているもの、現在の
生活をどう考えているか、地元とのつながりなどさまざまなことが関わってきている。
私の担当させて頂いたインフォーマントさんは夢のために上京してきた。上京前、東京
は人が冷たいなどのイメージを抱いていたが、東京で生活していく間に東京の魅力や人の
温かさなどプラスの部分を多く知り東京を自分の生活の場所として考えている。将来は東
京で暮らしていきたいと考えている。東京は外から見た姿や、固定概念だけでは本当の姿
は分からず、中で実際に暮らしていくことで本当の姿が分かっていくのであろう。
地方から上京することは人生の中で大きな決断の一つであり、U ターンや J ターンも大
きな決断の一つである。人間は生きていくうえで、いろんな人と関わりを持ちそこに独自
の文化を築いていく。たくさんある選択肢の中で東京に上京してきた人達は東京に求める
ものがあるのだろう。その人達はこれからもいろんな場面で選択肢が出てきて東京を離れ
ることがあるかもしれない。一つ一つの選択でその人の生き方が変わっていく。U ターン
や J ターンは東京で生活する人にとって選択肢の一つなのである。私自身東京に対する考
え方は、人が冷たい、治安が悪いなど、多くのインフォーマントさんが最初に抱いていた
イメージと同じである。今後、選択肢の中で東京に住むことになるかもしれないが東京に
住んでどのように東京を捉え、その後 U ターンや J ターンをするのか分からないが選択肢
は無限にあると今回の調査を通して感じた。

＜参考資料・文献＞
荒井良雄・井上孝・川口太郎，2002，
『日本の人口移動―ライフコースと地域性』古今書
院．
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今後の生活場所
―東京への思いから探る―

山根

恵莉佳

１．はじめに
地方出身者は、上京して東京での生活を送るなかで人それぞれに地元では味わえない経
験をしたのではないかと考えられる。東京での生活を通じて、どのような心境の変化があ
ったのだろうか。そしてその上で今後はどのようなライフプランを組み立てていくのだろ
うか。
本論文で分析していくことは、上京者が「将来の生活をどこでどのように暮らしていた
いか」についてである。地方出身である私自身、上京前は大学卒業後Ｕターンをすると決
めていた。しかし現在の心境は、卒業後も何年かは東京に住み続けるという方向に考えが
変わった。この心境の変化は、実際に東京で生活を送っているなかで私がもともと持って
いた東京のイメージが大きく変化したからであるといえる。それに加え、これまで上京歴
3 年の間にさまざまな経験をし、この東京という地が私にとってまだまだ自分自身を成長
させてくれる要素がたくさんあると感じたことが、東京に留まることを決意させた。地元
が私にとって成長できる場所ではないというわけではないが、この東京でさらに新たな自
分が発見できるのではないか、またたくさんの人と出会える機会が地元に比べてより多く
あるのではないかと考えたからである。
地方出身者は上京に対する期待や不安を抱え、またそのほかのさまざまな心境のなかで
どのように自分を持って東京での生活を送ってきたのだろうか。
私が上京するときの心境としては、不安よりはるかに大きな期待を持っていたといえる。
東京の具体的なイメージは、「人が時間に追われている」
「人が冷たい」などというような
比較的良いイメージを持っていなかった。しかし一方で「東京は自分自身が成長できる場
に適しているのではないか」と強く感じる部分があったことも確かである。この強い思い
こそが上京に対する期待を大きく膨らませた要因だといえる。さまざまな人との出会いや、
一人で生活するという状況のなかで、楽しみも困難もすべて自分が成長できる資質を持っ
ている場所が東京であると考えた。
また、なぜほかの都市ではなく「東京」にしたかという点については、第一に東京が「日
本の中心」だからである。首都である東京で生活を送ることによって、新たな自分が発見
できるのではないかと考えた。首都は私の中で他の地方都市とは違う、よりたくさんの個
性を持った人と出会える機会があるのではないか、と考えたことも上京理由の一つとして
あげられるだろう。
本論文では地方出身者が東京を選んだ理由、なぜ東京でなければならなかったのかとい
うことにも関連させ、そこから将来の居住地をどのように選択していくのか分析を進めて
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いくこととする。地方出身者の今後の生活場所を決めていく上で、基準となっているもの
やきっかけなどを分析し論じていく。「このまま東京に住み続けていきたい」と思うのか、
それとも「違う地で新たな目標を持って道を切り開いていく」のか、または「地元に帰り
その後の生活を送る」のか、それはその人が感じる東京によって変わってくると考えられ
る。

２．東京での生活とは
１）上京前に考えていた将来の生活場所
地方出身者の東京に対する考えや目的はそれぞれ違うが、上京をする時点では今後の生
活場所というものはどの程度意識していたのだろうか。東京への思いや憧れ、上京の目的
や夢から、将来の生活場所はどう映し出されたのだろうか。
まず上京前考えていた将来の生活場所を分析していくこととする。このことに関しては
以下のような回答が得られた。
―もちろん、一番最初は学校出たら帰ろうとは思ってた。Ｕターン。（A2・女性・24
歳・専業主婦）
―（完全に）最初はもう帰るもんかと思ってた。
（E3・女性・22 歳・愛媛県・フリー
ター）
―わたしはそうですね、ありませんでしたね。もともと親が転勤族だったのでそれほ
ど地元にこだわりっていうものを持っていなくて、東京のほうがいろんな仕事ができる
し、地元に戻っても職があるわけでもないし。それと大学も東京、就職も東京でと思っ
ていたので。［進学前から考えていました？］進学前から考えていました。（F1・女性・
23 歳・福島県・証券会社勤務）
―そうですね。もともと仕事は向こうで（地元で）しようと思っていて、なんとかこ
ちらとあまり変わらない条件で故郷に帰ってやる方法はないかと考えて、東京から地元
に帰って就職するって。
［それは大学に入る前から？］ そうです。前からこっちに（地
元に）戻ってきて働こうって考えていましたね。
（E2・男性・24 歳・岩手県・福祉関係
勤務）
将来は絶対に地元へ帰ると、上京前から決めている地方出身者は、東京での生活に対し
て「期間限定」という形で上京を決める地方出身者も少なくないと考えられる。
２）東京への思い
今回調査したすべての地方出身者が現在も東京で生活を送っている。
「絶対に学校を卒業したら地元に帰る」
「○年経てばＵターンする」と決めたことを転換
させた東京の魅力とは何であると考えられるか。
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生活を送ることはその場所、環境、自分に関わるすべてのものをしっかり見極めていか
なければならない。実際に東京に住み、いろいろな経験を経てそれでも東京に身をおきた
いと思う地方出身者の心境を分析していく。
まず上京前の東京のイメージから、生活に対する不安やその他の心境としてはどのよう
なことが考えられるかということから分析していくこととする。実際に地方出身者は、上
京前の東京のイメージを次のように述べている。
―うーん、悪いっていったら変ですけど……。あんまりいいイメージはなかった。小

さい頃からそのやっぱり祖母がいたので、来てたんですよ。（東京に）もう年に 3 回、4
回くらい来てて、遊びにくる場所っていうだけ（のイメージ）で、住む場所じゃないな
ってのは昔からあったんで。そこに住むっていうのはちょっとまぁ恐いっていうのはあ
ります。（G6・女性・26 歳・福島県・ボーリング場勤務）
―人がちょっと冷たそうなイメージがありました。道聞いても教えてくれない
だろうなぁとか。あと、なんか、危険そう、なんか犯罪とか多そう。
（E5・女性・23 歳
鹿児島県・飲食店勤務）
―（怖いイメージ）それはまったくないですね。憧れた部分が大きかったから。
（B4・
男性・33 歳・岩手県・飲食店勤務）
東京に対するイメージで、「東京のイメージが悪い」と回答したインフォーマントの方
たちはそれでもなぜ上京を決めたのか。その理由は「上京するときに期待と不安はどちら
が大きかったか」という質問に対する回答から読み取れる。
―期待だけですね。不安はなかったですね。けっこう楽天的な性格によるところもあ
ると思うんですけど、まぁとにかく希望が凄く満ちてたというか。（E2・男性・24 歳・
岩手県・福祉関係勤務）
―不安はない。不安はほとんどなくて……期待ばっかりですね。（E5・女性・23 歳・
鹿児島県・飲食店勤務）
―まあ性格的な問題もあるかもしれないんですけど、なんだろ、努力に限界はないみ
たいな。そんな感じですよね。希望で「これがこう……」みたいなシュミレーションは
するんですよ。家賃はこれくらいで収入はこれくらいで時給はいくらくらいでっていう、
まあもちろんアルバイト、働こうとは思っていなかったんでアルバイトでやって 1 日 8
時間働いて時給がとか月収どれくらいで、それで足りなければもう 1 個バイトすればい
いやとか、何とか生活はできそうかなっていうイメージでいました。
（B5・男性・32 歳・
宮城県・飲食店勤務）
このように東京に対するイメージはあまり良くないという回答があるが、上京するとい
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う期待や個々の目標を達成しようという気持ちが上回っているため、期待を持って上京し
てきたという人がほとんどである。実際に不安のほうが大きかったという回答もあるが、
その不安は東京に対する悪いほうのイメージが周りからの影響で強くなったために不安が
あったという以下のような回答もある。
―不安の方が大きかったですね。まぁそもそも 1 人暮らしをしたことがなかったんで、
まぁ 1 人で暮らしてまずホームシックになるだろう間違いなく、っていう不安と、あと
あのぉ……結構その人見知りだったんで昔は。
今はぜんぜん違うかもしれないけど
（笑）
。
あの、人見知りだったんで、本当に友達ができるのかとか、あと親に東京人の言うこと
は 10 のうち 9 は信用するなって言われてたんで、まぁそういうちょっと疑問とか人と話
すときにまずちょっと疑ってみるというか、そうだね。そういうところがあったんで、
やっぱ不安の方が大きかったですね。まぁもちろん期待っていうのは、親元を離れて 1
人で暮らしてる自分のかっこよさとか（笑）
。そういうところには、やっぱ期待感を持っ
て上京しました。（B6・男性・24 歳・長野県・広告代理店営業勤務）
期待や不安を持ち上京してきた中で、現在の生活から「東京」はどのような存在になっ
ているのだろうか。
―人がいっぱいいる分、そういう人（冷たい人）も多いけど、いい人もいるなぁと思
いました。でもイメージはぜんぜん変わったかな。東京はどこでもゴミゴミしてるって
いうイメージだったから。でも実際住んでみればぜんぜんそこまで。あとバイト掛け持
ちしてて、人がすごいいい人ばっかりで、いい人にめぐり合うのが多い。（C4・女性・
25 歳・宮城県・音楽系事務所所属）
―あのー何だろう。深く東京と関わってくると、人がなつっこい。たとえば同じよう
な環境の中で知り合った人とか、飲み屋さんで無駄に話しかけて仲良くなる人とか、あ
と渋谷のシャッターの前で寝てるホームレスのおじさんとか結局は人なつっこい。そう
いう点では安心したかな。どんな状況であっても友達はおるから。それが今のイメージ。
（D3・男性・33 歳・岐阜県・音楽事務所所属）
―思ったより優しい人が多い。東京の人は冷たいってよく言うじゃないですか。上京
してきたときにも地下鉄サリン事件もあって周りの反対の中来ましたので、けど思った
より危険ではなかった。
（E1・男性・31 歳・新潟県出身・飲食店勤務）
―それは……まぁ、都会だけど、なんか意外と田舎だなって。なんか、すごい物は溢
れてるんだけど、なんか、やっぱり、人が寄って集められたら、みんなが都会人じゃな
いなって。名古屋は、中心地に集まるのは、なんか言葉のアレがあるかもしれないけど、
おしゃれな人が集まる。東京は、新宿にも、なんか変わった格好をしている人がいる。
本当におしゃれな人もいるし。そういうのを見ると、なんか田舎かなぁと。
（G4・男性・
25 歳・愛知県・印刷会社勤務）

400

実際に東京で就職をして生活を送るなかでその環境に馴染んできたこと、東京での生活
に自分がマッチしていると感じたことで、今後もこの生活を続けたいと考える人も少なく
ないといえる。
３）Ｕターンへの意識
これまでの東京での生活を通して、今後の生活場所としての選択はどう意識されている
のだろうか。
ここではＵターンに対する意識をいくつかの項目に分けて分析していく。まずは、年齢
別に分けて分析し 20 代と 30 代の差にどのような違いがあるのかについて論じる。二つ目
としては兄弟の有無から、長男・長女に比べて、次男・次女以降のＵターンに対する意識
について分析する。三つ目はＵターンをするならばどのような時期、タイミングでしたい
かということについて論じていく。分析を進めていくなかでＵターンに対する意識や今後
の居住地を決める根底は何かということについて吟味する。
まず 20 代、30 代に分けＵターンをどのように考えているのか、そこに違いがあるのか
ということについて分析する。
―ぜんぜんないです。目的がないから。
（C4・女性・25 歳・宮城県音楽系事務所所属）
―まったくないね。まったくないし、
（仕事が）もう命令形のことだからね、簡単に言
うと。飛ばされたからね。転勤するよ、あるとしたら。うちの会社は全国にあるから、
北海道もあるし、沖縄もあるし、九州もあるし、どこでもあるからどっか飛ぶ可能性も
ある。今事業部にいるから、事業部は東京、大阪、名古屋にあるんだけど、営業にもと
もと入ってきたから、営業で地方に飛ぶと大体落ちこぼれになる。（C5・男性・24歳・
滋賀県・印刷関係勤務）
―考えたことはない。長野から東京に出てきて東京でまぁ一生までとは言い切れない
けど、5 年後 10 年後はまだ東京にいるなっていうイメージがあります。（B6・男性・24
歳・長野県・広告代理店勤務）
―なんで…あー……それは非常に難しいですね。やっぱり、東京が楽しいからってい
うのは、まぁ一つある。たぶん、裏を返すと、東京の楽しい理由が、たとえば、まぁ友
人だったり、まぁ彼女だったり、そういうのがこっち（東京）にいるから、まぁそのま
んまたぶん東京にいるんだろうなっていう。
（G4・男性・25 歳・愛知県・印刷会社勤務）
20 代は上京して 10 年未満の方が多くみられる。専門学校や大学などを進学したあと就
職をしている方は上京歴が比較的浅く、現在の時点では仕事がようやく軌道に乗りはじめ
て来たという状態であると考えられる。自分の夢や目的達成に取り組み始めたばかりであ
るということ、経済的にもそのほかの面でもこれから東京での生活が安定してくることが
考えられるためＵターンを具体的に考えている方はほとんどいなかった。
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次に 30 代をみていく。
―あと 1 年か 2 年くらいで（親が）定年退職するので。親父が働いてておふくろも元
気でやってる分には、まあ 2 人であれ（今のままでも）なんですけど。そのあとと言う
か老後は子どもが面倒をみるっていう世襲はあるんで。
（B5・32 歳・男性・宮城県・飲
食店勤務）
―んー……それもお誘いがあればかな。そういう話があれば。東京へのこだわりは今

はない。昔はあった。卒業するときに静岡かどっかで専任職で高校の先生の話とかもあ
ったんだけど、東京から離れたくないと思って、断ったの。今となってみたらおしいこ
としたなって。
（もし今、北海道の方からそういう話がきたら）まぁ条件とかにもよると
思うけど、たぶん行くと思う。やっぱり地元かなぁって。（C3・男性・32 歳・北海道・
音楽･教育関係勤務）
―最近は帰ってもいいかなって、大学受験でこっちに来たときとか、まあ、20 代のう
ちはほとんど考えてはいなかったけれども、最近は帰ってもいいかなって思ってるとこ
ろもあるかな。
（D5・男性・32 歳・鹿児島県出身・小学校教師）
30 代は比較的仕事が安定していることから、親の年齢に合わせてＵターンを考えていた
り、20 代に比べて将来を具体的に見据えてＵターンを考えていることが分かる。また仕事
の状況によってＵターンを視野に入れていることも重要なポイントであると考えられる。
年代別だけで考えると以上のようなことが考えられるが、経済的理由や生活的な面からの
理由で東京を離れなければならないといった回答は得られなかった。
ではこのような地方出身者の現在の生活から今後移住すると仮定した場合、周りの環境
の変化、影響があった場合においてそれらが考えられる。具体的にはどのようなことがあ
げられるだろうか。
これらを兄弟の有無でＵターンをどのように考えているかという点から分析する。
―（Ｕターンする可能性は）ある。可能性として。自分長男だから親を見なきゃいけ
ないし。でも 7 歳下の弟もいるし、もしかしたら地元に戻らないでこっちに呼ぶかもし
れない。
（理由は）香川に帰りたくないから。仕事の優先順位が自分のなかで高いから（Ｕ
ターンはしない）。（B3・男性・24 歳・香川県・会社員）
―実家に帰っても、実家自体が自分の実家じゃないって言うか。兄貴がいて、結婚を
して継いでるんですね。だからもう、何かで戻るとこじゃないなって、そこにずっと移
住できる場ではないなっていうのがあって。
（B4・男性・33 歳・岩手県・飲食店勤務）
―最初の方（上京当時）はやっぱり。いつ帰ってくるのとか、もうすぐ 2 年だねとか
（笑）
。もう帰ってきていいんじゃない？みたいな。親は本当にすごい心配性で、仙台に
1 人暮らしならまだいいんだけど、東京は絶対にダメみたいな感じだったから。すぐ帰
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ってこれる仙台だったらいいけどみたいな……。
兄妹は兄が 2 人います。だけど今は親もすごい応援してるから。
（親は）帰ってこないの
も分かってるから。
（C4・女性・25 歳・宮城県・音楽系事務所所属）
―家の家業はすでに兄が継いでいるので、家業自体は関係ないですね。近くにいてほ
しいとかそういう事だと思います。あとはテレビで東京に地震が来るとか言っているの
を見ると「帰って来い。帰って来い」って言っていましたね。（F3・男性・23 歳・兵庫
県・インターネット会社勤務）
―僕、仙台なんですけど田舎なんで、今はそういう風潮はないですけど長男は地元で
親と家に残るっていうのがあるじゃないですか？ まあＵターンは 1 回してますけど、や
っぱどうしても長男なので親のことをどうしようかというか。親はまだそんなことぜん
ぜん考えてないと思うんですけど、いちおう応親のことと自分の人生のことですかね。
こっちでもし本当にやっていくんであれば親はどうしたらいいのかとか。まあそういう
意味では（Ｕターンを）考えます。あとはないですね。
（両親のことを考え始めた時期は
具体的には）あと 1 年か 2 年くらいで定年退職するので。親父が働いてておふくろも元
気でやってる分には、まあ 2 人であれ（今のままでも）なんですけど。そのあとと言う
か老後は子どもが面倒をみるっていう世襲はあるんで。
（B5・男性・32 歳・宮城県・飲
食店勤務）
―いつも思ってはいるんですけど、5 年前ぐらいですね。父親が亡くなって母と祖母
だけになってしまうので長男として、帰らなくてはならないかなと思いました。（E1・
男性・31 歳・新潟県・飲食店勤務）
以上のような回答結果が得られた。ここから考えられることは、長男、長女は比較的家
系の問題であったり親の老後の問題などに直接的な関係を持っており、それらの理由によ
ってＵターンを考えている地方出身者も少なくないと考えられる。やはり伝統的な繫がり
を大切にする日本社会の風習が地方はより強く意識付けされているのではないか。また次
男、次女以降の地方出身者は比較的その面での意識は低く、親の老後や実家のためのＵタ
ーンを考えている人は少ないといえる。
ではＵターンをするとなればいつの時期であるかという具体的な質問について、地方出
身者がどのように考えているのか分析していく。
―友だちが結構戻っちゃったって言うのが……。上京してきた友達じゃなくて。とり
あえず、高校卒業した時点で別れた子たちが、短大行った子たちが多くて。みんな保母
さんとかで。地元に戻っていま働いてて。そうなるとＵターンを考えちゃう。（E3・女
性・22 歳・愛媛県・フリーター）
―Ｕターンはありますね。地元の県庁や市役所に勤めようかなって就活（大学 3 年時）
したことがありますね。
（上京前は）仕事は向こうでしようと思っていて、なんとかこち
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らとあまり変わらない条件で故郷に帰ってやる方法はないかと考えて、東京から地元に
帰って就職するって。
（現在東京で就職している理由は）岩手県庁も落ちちゃって、遠野
市役所は受けなかったんですけど、給料の面や待遇の面を考えるとやっぱ東京のほうが
いいかなって、まだ希望は捨ててないんですけどいずれは向こうで、今はここで働こう
かなあって。
（東京で生活すると決めている年齢は）30 までですね。今考えているのは。
（E2・男性・24 歳・岩手県・福祉関係勤務）
——Ｕターン、ん～Ｕターンは、そうですね、ん～、実家っていえる場所がおばあちゃ
ん一人だけなので、ん～、誰も行かないだったら、行こうかなってことはありますね。
うん。
（帰ろうと思った時期が強くなったの）30 歳になったときぐらいですかね。つい、
最近。30 歳ぐらいに、ん～、帰ろうかなって、あ、ちょうど、なんだろう、愛媛、台風
がすごかったんで、うちのほうなんかもすごいことになってたんで、まあ、くくりもあ
ったんで、帰ろうかなと思ってたんですけど、たまたまおじさんがいったんで、まあ、
それはそれでみたいな感じですね。
（B2・男性・32 歳・愛知県・飲食店勤務）
―いずれは、戻りたいかな。それか芝居に対して興味がなくなることがあれば。
（G5・
女性・22 歳・山口県・フリーター）
―戻ります（美容師としての下積みが終わってから） [なんで沖縄に戻られようと考
えてるんですか？] 地元のほうが住みやすいし親しい友達もいるんで。
（G2・男性・21
歳・沖縄県・美容師）
―何かの区切りがないと戻らないと思うね、結婚するだとか会社を辞めるみたい

なキッカケがないと帰らないと思う。帰ったらちゃんとした仕事を探すだろうね、
そんで落ち着きたい結婚はまだ早いとは思うけど子どもが好きだからさ、子どもと
遊びたいよね（C6・男性・23 歳・沖縄県・保険会社勤務）

３．今後の生活場所
１）背景にあるもの
Ｕターンを考えていても、具体的な時期や年齢までは決めていない人がほとんどであっ
た。今の東京の生活を中心に考えると、ここでの地方出身者はＵターンに対してあまり強
い意志を持っていないのではないかと思われる。なぜ自分の生まれ育った地元より、東京
での生活を選択するのだろうか。また上京してからの東京に対する思いや魅力はどれほど
の地方出身者を惹きつけているのであろうか。具体的にはどのような理由が挙げられるの
か、これらのことについて分析していくこととする。
―［なぜ現在の生活を選択したのですか？］ やはり、今の仕事が好きだからでしょう
ね。（A5・男性・33 歳・愛知県・芸能事務所所属）
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―うん、今のところ、戻るつもりはまだないですね。
［実際に上京して、そのまま生活するのに一番大切なものはなんでしょうか？］
大切なもの……。うーん、環境の変化みたいなのは、誰でもあると思うんで。それっ
て馴れがあると思うんで（別に）
。やっぱり、水が合わなくて帰ってくやつもいるんです
けど。徐々に慣れてくっていうか。普通に暮らせるとは思うんですよ。
（ただ）そんなか
で、やっぱり人の繋がり。友達とか、親友だったりとか、親戚だったりとか。
（ただ）数
が多ければいいっていうんじゃなくて、繋がりがやっぱりないと、苦労するのかなって
いうふうには、すごい思いますね。
（B1・男性・33 歳・福島県・小売店勤務）
―基本は東京です。
まぁ東京以外ない。東京っていっても埼玉だけどね住んでるのは。
だけどまぁそうだね。東京近辺には住みたいよね。
［実際に上京して、そのまま生活するのに 1 番大切なものは何ですか？］
上京して生活するのに 1 番大切なもの？ 意志。何か感情論みたいになっちゃうけど、
まぁあの……『自分で何でもやってやる』って思える人じゃないと、たぶんやっていけ
ないと思う。（B6・男性・24 歳・長野県・広告代理店勤務）
今後の生活を送るうえで自分の居場所をどこに置くか、それは東京に対する自分の可能
性を試すことにあると考えられる。それは今後Ｕターンをするかという質問に対する回答
から読み取れる。
―ないですね、もう帰りたいとか思ったことはないです。家族に会いたいとか、なん
か嫌なことがあって、もう帰りたいってのはありますけど、もうまったく帰ろうっての
はないです今のところは。（G6・女性・26 歳・福島県・ボーリング場勤務）
―どうかなあ、わかんないけどないと思う。帰っても仕事あるかもわかんないし、実
家で親元に住んじゃうと迷惑もかけちゃうしね。若いうちにできることやっとこうかな
みたいな、だからないかな。（C6・男性・23 歳・沖縄県・保険会社勤務）
―もともと上京する前に 30 歳までは頑張ってもいいよと言われていたので、30 歳を
過ぎたころに親には「いつ戻って来るんだ？」と言われましたね。でもそのときには、
気持ちが上向きだったので、
「もう少し頑張らせてくれないかとお願いしました。」
（A5・
男性・34 歳・愛知県・芸能事務所所属）
―現実に言うとやっている間状況する前とかに学校を出てから関わってきた人たちが
「これやんない？ あれやんない？」と言ってくれて、それがあるうちは、そこに尽くさ
ないといけない。
あとは、そうだね、故郷に住むというイメージがない。東京出てきてからそう思った。
大学に出るとき、高校のときに、岐阜の片田舎だし、とくに家が好きというわけでもな
いし、このまんまいたらずっと家にいるな、だから出なきゃいけない。本当は岐阜でな
ければどこでもよかった。気づいたら国外に出てた。大学の間北京でいろんな友達を作
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った。自然とそういう場所で自由にやることが板に付いた。もちろん岐阜はすごい好き
だし、たまに帰ってもすごい落ち着く場所なんだけど、たとえば将来的に自分が住む場
所は、そこの家とか場所は親が築き上げた文化だから、俺は俺でまた違う文化を作る。
だから、どこでもいいんだけど、岐阜だけはない。
（D3・男性・33 歳・岐阜県・音楽事
務所所属）
―将来はまあ、お店やるんであれば、新宿か赤羽かあとは田舎かでやりたいと思うん
で。住まいはその辺になりますかね。あ、僕、奥さんが中国人なんで、もしかしたら中
国でやるかもしれないし、その辺はまだ決まってないですね。はい。
（B2・男性・32 歳
愛知県・飲食店勤務）
―そうだね、あの、まだねやり残したことがあるかなっていうんで、なんか実際今働
いてて自分の目指すところみたいなのがまったくないし、なんか戻りたいっていう感覚
も今はないので、まぁ戻らない今は。（B6・男性・24 歳・長野県・広告代理店勤務）
生活をしていることで地元との給料の違いや、地元の就職率の割合が東京に比べて低い
ことなどを理由に「Ｕターンを考えていない」という回答や、東京という地が自分に最も
適していると感じる部分が多くあるために、今後も東京に住み続けるという回答が得られ
た。Ｕターンをしようと考えることは上京前からＵターンをすると決めて上京するという
より、
「何かきっかけがあれば」というような理由がなければなかなかＵターンをしようと
考えている人は少ないと考えられる。またＵターンをしない理由の最も大きな要因と考え
られることは「仕事」である。現在の仕事の状況によってＵターンするか、また自分の夢
や目標の達成により今後の生活場所をどこにするか決めていく、といったようにこの生活
の中でどれほどやりがいを感じているかという部分で変化してくると考える。いずれにせ
よ、自分のやりたいことをやり尽して、自分のなかで納得してからでないとＵターンは考
えていないといえるのではないだろうか。上京する時点ではまったく新しい環境での生活
のスタートであり、その中で自分の目的を達成すること、やりたいことを貫くことは決し
て容易なことではないと考えられる。自分の根底にあるものを決して歪めず生活し続けて
いくことは、東京だからという地方出身者の憧れの部分が大きいからではないかと考えら
れる。
２）生活場所の意味
これまでの分析から、Ｕターンをする理由として考えられることは自身の目標の達成、
満足の度合いからきているのではないかといえる。仕事に関しても東京に自分のやるべき
こと、やりがいを感じるものがあるからこそ、そこにいたいと思うのであろう。自分自身
の中で満足するところまで突き詰めた結果、家族や友人のいる地元に戻ってくるのではな
いか。また、東京でもなく地元でもなくまったく違う地に移住する人も同様に、自分の可
能性を追い求めてそれぞれの目標や自己実現に向けてさまざまな地で生活を送っていくの
ではないだろうか。
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―将来的に。可能性はあります。
［可能性はある？ じゃあない場合もありますか？］
ない場合もありますね。ビジョンでは 2 つ。2 パターンあって、それは今の仕事続け
ていくんであれば、まあ 50（歳）で（戻る）。もしくは 35（歳）。そうですね、35（歳で）
戻る場合は自分でやろうって思ったら帰ってやるかもしれないし、今の会社で上を目指
そうと思えば残って勝負するし。
（時期としては）ちょっとこの 1 年で答えを出そうかな
とは思っているんですけど。地元に帰ると仮定するなら、何かこう地元に、僕が得た経
験で還元できる部分があったら、こう地域の活性っていう意味でも、そういうのをやっ
ていきたいなって思いますね。
（B5・男性・32 歳・宮城県・飲食店勤務）
―いや、あー福島に帰るかどうかはわかりませんが、やっぱり場所はあんまり気にし

てなく、やりたいことがある場所（に行く）。ダンスもどうでもよくなってとくにやり
たいこともないなってなったらまぁ家族の近くにいたいとは思う、と思いますけど、ま
ぁ足が東京のほうが便利だし。（G6・女性・26 歳・福島県・ボーリング場勤務）

４．おわりに
私がインタビューを担当したインフォーマントさんは、「今後も住む場所にこだわりは
ない」とおっしゃっていた。その理由としては、そのときそのときに「自分がやりたいこ
とをやる」
ためなら、
住む場所は地元でも東京でも他の都市や田舎でもかまわないという。
日本の中心といえる東京で自分を磨き、その発展としてその先も自分に合わせたライフス
タイルを築きあげていこうという、生き生きとしたその姿勢にとても魅力を感じた。地方
出身者の向上心ある行動力と、夢や目標のために自分自身にチャレンジしていくその精神
は計り知れないものがあると、この調査を行い感じたことの一つである。
知らない地で生活を送ることは簡単なことではない。その中で人との出会いや自分を磨
いていこうということはとても素晴らしいことであると考える。またＵターンを考えてい
るインフォーマントさんもＵターンに対して東京での生活を活かし、上京した意味の答え
を出しながら今後の地元での生活を送っていくのではないかと考える。これらのことから
「生活場所」というのはとても深い意味をもち、自分が必要とする場所また必要とされる
場所を求め続けているといえる。
これまで分析してきたように、目的を持ち、期待や不安の中で上京してきた地方出身者
の方たちは東京のさまざまな顔を実際に働きながら、生活しながら肌で感じてきたのであ
る。上京の目的の違いはあるがそれぞれが東京に求めるもの、魅力を感じるものがあるか
らこそ人々はこの東京に集まるのではないだろうか。
そのなかで今後の居住地を決める要因は家族であり、生まれ育った地元のぬくもりであ
り、仕事のやりがいであり、または何かのきっかけであり、夢や目標の達成を目指すこと
で決定していくものであると考える。その環境に自分が魅力を感じ、生きがいであると思
えることに出会い、またはその生活に安らぎや安心感を受ける場所こそが今後の生活場所
になってくるのではないかと考える。
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さまざまなイメージでたくさんの人の憧れとなっている東京での生活を、成長の一つと
して人生の選択というかたちで考えている人は少なくないと改めて感じる次第である。
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地方出身者の夢について
―夢に対する取り組みから探る―

吉永

憲司

１.はじめに
私は今回の調査から、地方出身者の夢に対する意識について報告する。報告するにあた
り、地方出身者の夢に対する生活、夢に対する取り組みに着目していく。夢は誰もがもつ
ものであり、そしてそれは大切なことである。
今回の調査を終えて、地方出身者のもつ夢は、何かもともと東京に住んでいる人たちに
比べ、現在の生活スタイルや、上京前から抱いていた夢に対する意識、夢への努力などか
ら意識が強いと感じられた。

２．上京前の東京のイメージ
インタビューの結果から、地方出身者には東京に来る以前のイメージとして、あまり良
いイメージがないことがわかった。とくに多かった意見は「恐い」「人が冷たい」
「物騒で
ある」ということである。地方では地域交流が盛んで、近所付き合いがうまくいっている
ため、家に鍵をかけずに外出することがある。一方、東京では近所付き合いが少なく、隣
人の顔も知らないという人も多くいる。地域性がなく、住んでいる街であるにもかかわら
ず、あまり愛着がない。一人暮らしが多いということがその要因の一つにあげられる。ま
た、酔っ払いなどにからまれている人がいても見て見ぬフリをしたり、困っている人がい
ても手を差し伸べないなど、自分の身を守ることで精一杯である人が多い。
次に多かったのは、人が多すぎるという意見である。確かに都会の街を歩けば休日に関
係なくたくさんの人がいる。電車やバスでも、利用者が多く、通勤ラッシュの時間帯は、
駅によっては人が溢れかえる程である。飲食店やテーマパークなどでも、行列ができてい
るため長時間平気で待たなければならない場所も多く、疲れてしまう。このように、どこ
へ行っても人が多いため、息が詰まる思いをしている人も少なくない。また、緑が少ない、
空気が汚いなどの意見も多数あった。新宿や渋谷の都会ではビルや、お店が立ち並んでい
るため緑を見ることが少ない。公園などに行っても、すぐ近くには大きな道路があるなど
して、良い空気を吸える場所はほとんどない。歩きながらの喫煙や飲食などからポイ捨て
が多くあり、一般の歩道や道路には必ずといっていい程ゴミが落ちている。公園などの公
共の施設は狭いうえに数が少ないため、子どもたちの遊ぶ場所が少ない。時間が早く進ん
でいるように感じるのも東京である。街を歩いていても、みんなどこかせかせかしている
ように見え、落ち着いて過ごせないだろうという意見もあがった。
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―人がちょっと冷たそうなイメージがありました。道聞いても教えてくれないだろう
なぁとか。あと、なんか、危険そう、なんか犯罪とか多そう。（E5・女性・23 歳・鹿児
島県・飲食店勤務）
―怖い。もうなんか悪い人いっぱいいるみたいな（笑）。家賃も高いし……。
（C4・女
性・22 歳・宮城県・アルバイト・音楽系事務所所属）
―うーん、悪いっていったら変ですけど……。あんまりいいイメージはなかった。小

さい頃からそのやっぱり祖母がいたので、来てたんですよ。（東京に）もう年に 3 回、4
回くらい来てて、遊びにくる場所っていうだけ（のイメージ）で、住む場所じゃないな
ってのは昔からあったんで。そこに住むっていうのはちょっとまぁ恐いっていうのはあ
りますけど。（G6・女性・26 歳・福島県・ボーリング場勤務）
東京に長年住んでいる私であっても、上京者同様に東京の街に対してあまり良いイメー
ジをもっていない。ニュースで流れるような凶悪犯罪が日常茶飯事で起こっていたり、何
か地方とは違う環境の変化などから感じるのだ。
ではなぜ、
地方出身者はあまり良いイメージのない東京に来ようと考えたのか、次節は、
地方出身者の回答から得られた考えを踏まえつつ、地方出身者が東京に来ようと考えた理
由について報告する。

３．地方出身者が夢を叶えるために東京を選んだ理由
地方出身者が東京へ出てきた理由には、大学進学のため、
やりたいことをみつけるため、
仕事を探すため、ただ漠然と決めた、などさまざまである。
東京には多くの仕事が存在する。アルバイト情報誌などを見ても、常に募集はたえず、
一般の企業であっても、地方に比べると会社の数が多いのは歴然としている。大学や専門
学校もそうである。名の知れた大学がいくつもあることや、専門学校が多いことで選択肢
が広がり、やりたいことを見つけやすいということでさまざまな職業に挑戦することがで
きる。夢や目標を叶える環境が整っている場所といえる。東京には地方にはない仕事の量
があり、将来を見据え東京に出てくる人は多い。
また東京は情報の発信地である。テレビなどのメディアが毎日のように新しいものや新
しい情報を発信している。テレビなどでも取り上げられるように、業界の一流人が多数存
在するのもここ東京である。事務所など芸能関係の仕事も多く存在するため、音楽関係や
女優など、将来の夢がテレビ業界の仕事をしたいと思っている人であれば、最適な場所と
いえるのだ。実際に現在有名になっている芸能人の中には、路上でのスカウトにより芸能
界に入ったひともいる。このように日常の暮らしのなかで突然、チャンスがめぐってきた
り、いつでも挑戦できる環境が整っている所も東京ならではなのだ。
上京の理由はそれぞれ異なるが、東京はなんでもある街として選んだ点では共通してい
る。そして、この東京の良さから何かを求め、何かを達成したいと思っているひとが多く
いるのだ。
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―それは……やっぱり日本の中心だし、マーケットがあるわけですよね。人も集まる
し、情報も集まるし。まぁそういった意味で一度東京で仕事をしておきたいなって。
（G4・男性・25 歳・愛知県・印刷会社勤務）
―地元はスキなんですけど、地元だとできないので。何にもないというか、田舎なも
のですから。（G5・女性・21 歳・山口県・アルバイト）
―チャンネル多いし、飯屋、服屋もあるし。ひとは多いしなんでもそろうところ。働
くところもあるし。すべてにおいて選択肢があるのが魅力かな。
（F4・男性・23 歳・島
根県・会社員）
―ありましたね。まぁあの、テレビとか見て板橋区で殺人事件が起こりましただとか、
あとやっぱり変わり者が多いんで、まぁ正直恐いというかまぁ自分が合うのかなという
不安からの恐怖ですか、そういうのがありましたね。(B6・男性・24 歳・長野県・広告
代理店営業勤務)
―人がいっぱいいる分、そういう人（冷たい人）も多いけど、いい人もいるなぁと思
いました。でもイメージはぜんぜん変わったかな。東京はどこでもゴミゴミしてるって
いうイメージだったから。でも実際住んでみればぜんぜんそこまで。あとバイト掛け持
ちしてて、人がすごいいい人ばっかりで、いい人にめぐり合うのが多い。（C4・女性・
25 歳・宮城県・音楽系事務所所属）
―思ったより優しい人が多い。東京の人は冷たいってよく言うじゃないですか。上京
してきたときにも地下鉄サリン事件もあって周りの反対の中来ましたので、けど思った
より危険ではなかった。
（E1・男性・31 歳・新潟県出身・飲食店勤務）
東京は地方出身者から見ると、あまり良い街としてとらえらていない。しかし、あくま
でイメージであるため、実際は住んでみたら変わったなどという意見が多くあげられた。
東京はさまざまな分野においてトップの位置にあるため、地方出身者が夢や目標を叶えた
り、自分にとって何か新しいものを見出そうとするときに、この東京という街に出て行こ
うと考えるものなのだ。東京という街はイメージの良くない街であっても、住み慣れた地
元を離れてまで出て行きたいと思わせるほどの魅力のある街であるのだ。

４．地方出身者の夢
地方出身者の夢にはさまざまなものがある。この節では、地方出身者が現在持っている
夢や目標にはどんなものがあるのか、またどんなこだわりや傾向があるのかについて分析
する。
分析するにあたり、3 つの分類に分けて考えていく。
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１）夢や目標が明確になっている人達
―芝居をやりたかったからです。中学校のころから芝居やりたいと思っていたので。
それに地元では芝居をほとんどみたことはないし。舞台に関わっていられればいいなっ
て思ってます。（G5・女性・22 歳・山口県・フリーター）
―自分の夢でしょうね。今カメラマンしていますが、それだけではまだ生きていけて
ないので、それ（カメラマン）1 本で生きて行ける様にしたいです。（F3・男性・23 歳・
兵庫県・フリーター）
―えーっとですね、プロのダンサーになりたくて、勉強しに。やりたいことができる
場所に動いていきたいと思っているので。東京でやりたいことがあるうちは東京にいま
すし、まぁなにか地方のオーディションがあってそれがやりたいと思えば別に東京には
こだわってないので動くと思いますし。今はとくになので動く気も。（G6・女性・26
歳・福島県・ボーリング場勤務）
―夢はやっぱりメジャーに出ていって、1人でも多くの人に（歌を）聴いてもらいたい
かな。最近、ありがとうっていう言葉がすごい好きで、ライブとかでもすごい言ってる
んだけど。それをすごく広めたい。今、こうして歌を歌っているのも、いろんな人が助
けてくれたり応援してくれたり、支えられてるおかげだと思ったし。病は気からってい
うように、病気の人が自分はダメだダメだって思うと、どんどん悪くなるし、そういう
ときこそ強い気持ちを持てば病気だって治ることだってあるし。常に感謝の気持ちは忘
れたくないですね。（C4・女性・25歳・宮城県・アルバイト・音楽系事務所所属）
この方たちは、上京前から夢や目標を持っていた。そしてその夢は、自らの努力次第で
は叶うものである。夢を叶える場所として東京を選び上京し、そして現在は日々努力をし
ながら、自分の夢へ少しずつではあるが近づいている。東京で生活していくことも大変な
中、それにプラスして夢を叶えていこうとしている意識、夢をあきらめることがあるなら
ば、地元に帰ろうと考えているほどの強い意志をもっている。この方たちに共通して言え
ることは、夢のために東京にきたということ、夢に対する意識が相当に強くあるという事
である。
２）理想の夢をもつ人達
―将来の目標……えぇと、近未来であれば、まぁ近い将来であれば 2～3 年後までに、
ある程度部下を持ってマネジメント的な位置にいたい。っていうのもなんか今ぺこぺこ
して、先輩先輩みたいなゴマすりみたいなところがあるけど、やっぱ 2 年 3 年したら上
からものを言いたい。自分の学んできたこととか、自分がやってきたことみたいのを人
に教えるっていうのが好きだから、まぁもともと教師志望っていうのもあったんで。人
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に教えるのが好きだから。まぁそういうところに対してですね。で、えぇと本当の将来
の夢っていうのが、海外で何にも不自由なく、あのぉ……奥さんと子ども 2 人と犬と一
緒に暮らしたいっていうのが最終的なゴール。そのために、まぁまずは金貯めたりだと
か 1 人で暮らしていけるように、しなきゃいけないなっていう感じだね。だから、階段
をどんどん上がっている段階っていう。
（B6・男性・26 歳・長野県・広告代理店営業勤
務）
―遊んで暮らしたいですね（笑）
。いやー他の人からしたら、怒られると思うんですけ
ども。あんまり働くっていうことに、そんなに執着をしないので。できるならなにも。
宝くじでもでかいの当ててっていうふう……。たぶん自分が働くようになれば、分かる
とは思うんですけども、生活のうち仕事が大部分を占めちゃうっていうふうになるのが、
すごい嫌なんです……。それこそ休みだっていってんのに、働きに来てるやつとか見る
と、もうこれ違うなっていうふうに思ちゃうんで。よく働くのはいいことだとは思うん
ですけど。必要ないのによく働いてるとか。なにそんなに働いて楽しいのっていうに思
ちゃうほうなんで。怒られるな、こんなこといってたら（苦笑）。（B1・男性・33 歳・
福島県・小売店勤務）
―何回も言ってますけど、自分でお店やって、まあ、なんでしょうね、楽しいお店を
作りたいですね（笑）。（B2・男性・32 歳・愛知県・飲食店勤務）
このように、理想的な夢を持つ人達には、現在自分の置かれている立場からの昇進や、
日々の生活の中から、夢を叶えていこうとする意識が感じられる。人によっては大きい夢
であったり、小さい夢であったり、それはひとそれぞれであるが、気持ちの面では、自分
の夢をしっかりと抱いている。
３）仕事において夢をもっている人
―これからの目標は、仕事について。わたしはこの人ならこれを任せられるわってい
う信頼される人になりたいと思っているので。会社で名前をうっていって、任せてもら
える人になれたらいいなって。（F1・女性・23 歳・福島県・証券会社勤務）
―まぁ……ねぇ、まぁ、誇れる仕事をする。それは別に、世間に誇れなくても別にい
いんだけど、普段、自分が何をやりたいのかっていうのがまったくわかってないんです
けど、自分がそれをわかったときに、それができてれば、たぶん、誇れると思う。今、
モヤモヤして、目の前にある東京に浸かってやってるだけなんだけど、将来的な目標は、
誇れる仕事。（G4・男性・25 歳・愛知県・印刷会社勤務）
この方たちは現在の仕事の中で自らの夢を抱いている。職種は異なっているが、基本的
には似通った考え方で、仕事上での昇進などを考えている訳ではなく、仕事をしていく上
で、自らが誇れるような人になれることを夢として抱いている。
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この節では、上京者のもつ夢をみてきた。どの方たちも違った形でいろいろな夢をもっ
ている。上京前から夢を持っていた人、上京後に夢を見つけた人などさまざまである。
上京者は皆、東京という地に何かを求めてくることが多い。その中でもとくに多いと考
えられるのは、夢を叶えるためということである。上京者にとって東京とは、夢を実現さ
せる近道として考えられることが多いのである。
では、上京者は東京へ出てきてどの程度、夢に対して時間を費やしているのだろうか。
次節では、上京者がどのような生活をしているのか論じる。

５．上京者の生活スタイル
上京者にはそれぞれの生活スタイルがある。バイト、家事、夢、すべてがうまくいって
いる人、仕事が忙しいあまり夢への取り組みができないでいる人、金銭面に余裕がなくま
だまだ夢へ近づいていない人などさまざまである。ここでは、日々の生活のなかで、どの
程度夢に時間を費やしているのかを中心に分析していく。
G5 さんの場合、舞台の女優を目指しているため、週に 6 日間アルバイトをする中で、う
ち週 3 回は小さな劇団で稽古をうけている。ご飯はなるべく家で食べるようにし、洗濯や
掃除などは休みの日にまとめて片付けているという。稽古については、自らがやりたいと
思ったことであるから、仕事との両立は辛くないということである。
ダンサーを目指す G6 さんの場合は、
G5 さんと同様に週に 6 日間アルバイトをしながら、
週 3 回のレッスンに通っているという。この方は地元にいたころから仕事とレッスンを両
立しているため、東京に来たからといって生活に大きな変化は感じてはおらず、現在の生
活も差ほど大変であるとは思っていない。
このふたりのように、ダンサーや舞台女優になることを夢として持っている人達は、夢
のために日々の生活の中にレッスンや稽古を受けている時間が必要である。上京前から目
的がはっきりとしているため、基本的な生活スタイルが安定しているといえる。舞台女優
を目指している方は、忙しい生活の中で時間を見つけ、一流の人から何かを掴もうと芝居
を見に行くようにしている。ダンサーを目指す方も忙しい生活の中で、いろいろな場所で
ダンスを踊り、自らの技術を向上させる努力をしている。共に一人暮らしの生活の中で、
やらなければいけないことがはっきりとしているため、どんなに忙しい生活であっても夢
を追い続けている。
―まぁまず、東京に出てくるのが自分の中の夢で、っていうのも何でも揃ってるなっ
ていうイメージと、不便がないなっていうイメージがあったんで。まぁ長野でずっとや
ってるよりは出たいなっていう願いがあって、そのタイミングでちょうど良く大学受験
という波があって。大学はやっぱり東京で行きたいなっていうことで、東京の大学国立
私立問わず一般で決まって、ちょうどうまくひっかかったんで、それで東京に来ました。
（B6・男性・24 歳・長野県・広告代理店営業勤務）
B6 さんの場合、東京に出て来ることが夢であったために、上京当初の生活は、大学に行
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って、アルバイトをしてなどと平凡な生活を送っていた。現在は大学卒業後に一回の転職
をしていきついた、広告の営業をしている。朝から夕方まで働き、休日は友達や恋人と遊
ぶなどして、ごく一般的な生活を送っている。
これらの異なった生活スタイルから、夢を持って上京してきたひとは、この先に何をし
ていけばよいのかということが明確になっていて、日々の生活が充実している。逆に、東
京に来てから何かをみつけようとしている人は、まだまだ自分がこの先何をしていくこと
が良いのかということが明確にできておらず、いろいろなことに取り組んでいる印象をう
ける。そういったことから、何か仕事や普段の生活においても特別やりがいを感じていな
いように見受けられる。
また、上京前にひとつの夢や目標をもって出てきたが、東京に来てから違う夢や目標を
見つけることができたために、新たに今の生活が充実している人もいる。
―高校のときにヘアメイクの学校にいこうと決めたんですよ。卒業して、専門学校で

出てきたんですけど、専門学校を一年でやめて、ネイルのほうに行ったんですよ。（G3・
女性・21 歳・新潟県・アルバイト）
G3 さんは、途中で夢が変わった。メイクの勉強のために上京してきたが、専門学校を一
年で辞め、それから現在の夢を叶えるために二つのアルバイトを掛け持ちして通信教育に
通うための資金を稼いだ。週 1 回の通信教育に通うための費用を約 1 年かけてためた。現
在は週 6 日アルバイトをしながら、通信教育に通い、その合間をぬって友人にネイルのモ
デルをしてもらっている。彼女は、自らの新たな夢へ向けて、やりがいのある充実した生
活を送っている。
地方出身者の多くは、一人暮らしをしている。そのため、炊事や洗濯、掃除などもすべ
てひとりでこなしていかなければならない。限られた時間のなかで、夢や目標に充てる時
間を作ることは難しく大変なことのように思うが、各々がうまく時間を使って生活してい
る印象をうけた。

６．地方出身者の夢に対する意識
前節でも論じたように、東京へ来たからには、目的を達成しなければ意味がない強い気
持ちが、地方出身者にはある。しかし、現在において何かやりたいことや、目的がないの
で帰りたいと思っている人、またやっぱり地元の方が良いと考えている人も多くいる。そ
の背景には、東京での生活に慣れなかったり、夢に対する意識がなくなってしまったりな
どがある。東京に来る以前のイメージと、実際に住んでみての東京のイメージに対してギ
ャップが生じていることも原因であろう。家族と離れて暮らしている寂しさを感じる人や、
生まれ育った地がやはり恋しく思う人がいずれ、地元に帰ろうと思っている。やはり、空
気が良く、居心地の良い地元に戻りたいと考えている人はいるのだ。
―んー……それもお誘いがあればかな。そういう話があれば。東京へのこだわりは今

はない。昔はあった。卒業するときに静岡かどっかで専任職で高校の先生の話とかもあ
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ったんだけど、東京から離れたくないと思って、断ったの。今となってみたらおしいこ
としたなって。
（もし今、北海道の方からそういう話がきたら）まぁ条件とかにもよると
思うけどたぶん行くと思う。やっぱり地元かなぁって。（C3・男性・32 歳・北海道・音
楽･教育関係勤務）
―最近は帰ってもいいかなって、大学受験でこっちに来たときとか、まあ、20 代のう
ちはほとんど考えてはいなかったけれども、最近は帰ってもいいかなって思ってるとこ
ろもあるかな。
（D5・男性・32 歳・鹿児島県出身・小学校教師）
―いずれは、戻りたいかな。それか芝居に対して興味がなくなることがあれば。
（G5・
女性・21 歳・山口県・アルバイト）
―U ターンはありますね。地元の県庁や市役所に勤めようかなって就活したことがあ
りますね。
（中略）もともと仕事は向こうでしようと思っていて、なんとかこちらとあま
り変わらない条件で故郷に帰ってやる方法はないかと考えて、東京から地元に帰って就
職するって。（E2・男性・24 才・岩手・福祉関係勤務）
―長男ですし親も若くないんで、おおいにありで、それまでに結果ださないと考えて
ないんで可能性はある。
（F5・男性・23 歳・秋田・非常勤講師）
東京にい続けようと思っている人は、何か目的がなくなることがあれば地元に帰ろうと
考えている傾向がある。だからこそ、自分のやりたいことができる東京を離れることはで
きないとも強く思っている。
地方出身者にとって夢を叶えていくことは、すべての環境が充実していることを前提に
考えられる。周りの環境や自らが置かれている立場が重要になってくるのだ。
―ないですね、もう帰りたいとか思ったことはないです。家族に会いたいとか、なん
か嫌なことがあって、もう帰りたいってのはありますけど、もうまったく帰ろうっての
はないです今のところは。
（中略）ダンスもどうでもよくなってとくにやりたいこともな
いなってなったらまぁ家族の近くにいたいとは思う、と思いますけど（G6・女性・24
歳・福島・アルバイト）
―なんで…あー……それは非常に難しいですね。やっぱり、東京が楽しいからってい
うのは、まぁ一つある。たぶん、裏を返すと、東京の楽しい理由が、たとえば、まぁ友
人だったり、まぁ彼女だったり、そういうのがこっち（東京）にいるから、まぁそのま
んまたぶん東京にいるんだろうなっていう。
（G4・男性・25 歳・愛知県・印刷会社勤務）
それぞれいろんな夢や目的があって東京へ出てくるのだが、上京前と上京後では周りの
環境などから変化することもある。
地元にいても発展していないなどの問題や、同じ夢や目標を持っている人が少ないなど
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といった不具合が生じる。技術も情報も得やすい東京に行けば叶うだろう、近道になるだ
ろうと考えられる夢であることが共通して言える。

７．終わりに
私が今回インタビューをしたインフォーマントさんは、夢に対して強い気持ちをもって
いた。慣れ親しんだ環境を離れてまで夢を叶えたいと思う強い意志と、一人暮らしで大変
な中、少しずつではあるが、夢に向かって努力をしていこうとする姿勢が素晴らしい。自
分の描いた夢であるから、どんなに辛いことがあっても乗越えていけるという。私は、ど
ちらかというと気が短く、長続きしないほうであるので、この調査を終え、地方出身者の
行動力、強い意志はたいへん大きいものであるという感じをうけた。
これまで分析してきたように、危険でイメージの良くない大都会の東京で生活をすると
いうことからもわかるが、それまでして夢を叶えたいという意志が強いひとが大勢いた。
東京という慣れない環境で、知らないひとたちのなかで、すべて自分の力でやらなけれ
ばいけない。それぞれ夢によって生活のスタイルは異なってはいるが、東京に出てきたか
らこそできる仕事や夢、仲間との出逢いなどプラスになることが多いのは共通して言える。
それぞれこの先に思い描く夢には違いはあるが、地方出身者の夢に対する意識には相当
に強い意志があると感じた。
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地元とのネットワーク
―その手段と傾向―

菅沢

修

１．人とのつながり
人は生まれながらにその一生の中で、誰であろうと必ず他の誰かとの繋がりがあって生
きていく。最初の繋がりは自分の親だと思う。そのあとに兄弟や姉妹、そして成長ととも
に友達ができ、さまざまな出会いにより数も増え、親友ができ、好きな人や嫌いな人等の
いろいろな人間関係も出てくる。そして、いずれは自分の家族を持つようになる。これが
繰り返されることによって現在に至り、人の形成にも繋がってくる。実際、これ以外にも
たくさんの繋がりを持つであろうし、ときにはその繋がりに引かれ引きずり身動きが取れ
なくなったり他にもさまざまなことがあるだろう。しかし、時が過ぎ去るにつれ、つなが
りが閉ざされていってしまうのも事実であると思う。今、日本は世界でトップクラスの技
術力等を持っていて、贅沢を言いすぎなければある程度のことは何でもできるようになっ
ている。テレビは持っていて当たり前、車でさえ一家に一台あったっておかしくもない。
インターネットや携帯電話の普及により、世界中へのつながりや、どんなところに居ても
連絡が取れたり、物凄い進化を遂げてきた。これは、戦後必死に頑張ってきた世代のおか
げであると思う。が、その発展に反比例して人と人とのつながりや、付き合いがどんどん
なくなってきたと思う。現在、お中元やお歳暮等も会社同士であるくらいで、個人と個人
という間柄では、気を使うし経費もかかるのでなしにしようという流れにもなっている。
近所の付き合いにしても、挨拶どころか誰が住んでいるのか表札を見て名前がわかる程度
で顔を合わせることもないというような世の中、特別悪いことだとは思わないが、やはり
付き合いがなくなってきているのが見て取れる。日本で一番人口が集中する東京、それは
東京への憧れや、職探し、頭の中に焼き付けられた幻想的なイメージを持った地方出身者
の数が多いからである。東京にいる人でさえ学校や、趣味など環境が変わるだけで、身近
に住んでいてもふいに付き合いがぱったりとなくなることもある。それが地方から東京と
いうもっと離れた場所ではどうなるのか、今回そういったさまざまな点も含め自分の意見
を入れながら見ていきたい。

２．連絡手段
現在は本当に便利になったと思う。昔をさかのぼっていけば自分の家に電話がなかった
り、電波が届かない地域が現在の数分の一あったりして声と声で通じ合うということなど
できなかった。手紙にしても今のようにすぐには届かないといった状況であった。上記に
も書いたが、まだ山奥などの多少の圏外地域があるにせよ携帯電話一つでいつでも気軽に
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肉声で連絡を取り合うことができるし、ペンと紙が必要な手紙ではなく指先で手軽にメー
ルもできる。パソコンのインターネットでもメールはできるし、さまざまな出来事（国内
外）の情報や速報等の、タイムリーなニュースも簡単に取得することができる。そして仕
事もパソコンでやったりと、携帯やパソコン、インターネットで何でもできる世の中にな
ってきている。
「内閣府調査によるとパソコン普及率は 1990 年代前半までは 10％台と一部
専門家やマニアに限られた普及であったのに対して、90 年代後半からはどんどん普及率が
上昇し、2001 年には半数を越え、国民に広く普及した。2004 年には 65.7％と前年の 63.3％
から 2.4％ポイントの増と上昇幅が縮小し、こうしたものの普及率が一般的にたどるいわゆ
るロジスティックカーブの後半局面に入っていることがうかがえる。そして 2005 年にはつ
いに対前年マイナスの 64.6％となったが、2006 年以降、再度、普及率は上昇し 2008 年に
は 73.1％と過去最高となった。長期的な時系列が得られる総務省データによると 1993 年の
3.2％から 2003 年の 93.9％へと 10 年間で一気に 0％近くから 100％近くへと急増していて、
国民に広く普及した点が、印象的であった。より信頼性の高い内閣府調査では 2008 年の携
帯電話世帯普及率は 90.5％となっている（ただし単身世帯を含まない）。パソコンと同様携
帯電話も 2005 年には世帯普及率が対前年マイナスとなり、82.0％へと低下したが、2006
年以降は再度上昇し 2008 年には 90.5％と再度過去最高となった」（社会実情データ図録
2008b）
。
―上京したときにパソコンはありましたね。持ってきたのが。テレビを見れたので。
（A2・女性・23 歳・秋田・販売）
―電話ですね。電話、メール……。あとは自分がむこうに帰ったときにそいつの家に
顔を出すとか。
（B4・男性・33 歳・岩手・飲食店勤務）
―電話とウケ狙いでテレビ電話はやる。まぁ電話っていっても固定電話だけど……携
帯じゃなく。テレビ電話は IP。パソコン使って、まぁウケ狙いでやってる感じ。
（B6・
男性・24 歳・長野・広告代理店営業勤務）
―大概は電話。あとはメール、かなぁ。（D5・男性・32 歳・鹿児島・小学校教諭）
―ケータイでの電話。どっちかというと。やっぱり離れているから話たくなるみたい
ですね。メールだと、ちょっとした連絡だとメールですけど。向こうのお友達とかだと、
言いたいことを溜めて連絡する、みたいな……ことが多いかもしれない。初めは寮にい
たから、公衆電話が主だったけど、それも 20 歳くらいのときにアパートに移って、あと
は固定電話だね。そのあとだね、たぶん１年か２年くらいだったんじゃないかな。たぶ
ん、大学の初めのときくらいはポケベルの世代だった。ポケベルは面倒くさくていやで、
ピッチと携帯が同時くらいにでて、携帯がこれから主流派になりそうだなぁくらいで携
帯を買った。（D1・女性・27 歳・兵庫・飲食店勤務）
このデータからもそうであるが調査の中でも上京時にパソコンを持っているのは金銭面の
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問題や使う用途によりマチマチであったが、携帯電話は上京した時代によって多少変わっ
てくることもあるがインフォーマントの対象が若いので大体持っていた。連絡手段も携帯
電話でが当たり前になっていて誰もが普通に感じることだと思う。今や携帯電話は小さな
子どもでさえ持っているし、他者への迷惑を考えることなく所かまわず常に手放さない人
もいる。現在最も必要なものに携帯電話と答える人も数多くいるのではないかと思う。そ
れは一言で言うと上にも書いたが何でもできるという簡単な理由であると思う。しかしこ
の結果は今まであった人と人との関係性が、対人間ではなく対機械へと移りかわってきて
いる一つであり主に日常のことなので影響も大きいのではないかと思う。

３．交友人数
実際、上京後の地元の人との交友はどうなっていくのだろう。地元にいた頃は、仲の良
い仲間やグループ、共通の趣味を持った友達、とくにどうってことのない関係の人にも気
軽に連絡していただろう。成長と共に、交友関係の数は増えることもあるだろうし、逆に
減っていくこともあるだろう。その中で、学生を終えても連絡を取り合い、付き合ってい
く友人というのは寂しいことだが多いようで少ないと思う。それが上京により地方と東京
という距離になったらもっとそういう流れが進んでいくと思う。これは、ある意味で人の
適応能力のすごさでもあると思う。今まで生活してきて当たり前であった環境から、自ら
選んだ道とはいえ知り合いもいない場所に移り住むことにより生活から何から一変し、大
人になり土台はできているとはいえ一からのスタートになってしまう。その環境に慣れな
きゃいけないから当然ではあるが、簡単ではないし相当な努力が必要であると思う。その
辛い状況を気にかけてくれる人もいれば、もう会うこともないからと連絡が途絶えてしま
う人もいるだろうし、今まで大してからみがなかった人からの連絡がきっかけで交友が生
まれてくることもあると思う。このように、環境の変化によって生まれたりなくなったり
もする地元との交友関係は、いったい何人くらいなのか？
―地元の友人はうーん、3 人取ってますね。あとはぜんぜん。もう何してるかわから
ないですね。（B2・男性・32 歳・愛媛・飲食店勤務）
―限られてるよ。2、3 人ぐらいじゃない。3 人ぐらいかな。ミクシィ以外だとね。
（B3・
男性・24 歳・香川・会社員営業職）
―どうかな。まあ、10 人から 20 人。近い友達でも、月に 1 回くらいですね。
（B5・男
性・32 歳・宮城・飲食店勤務）
―2、3 人ですね。うーん、2、3 人いて、2 ヶ月に一遍とか。
（D1・女性・27 歳・兵庫・
飲食店勤務）
―ないですね。まったくないですね。大阪に居たときの自分というのはあまり自分ら
しさというのは感じられなかったんですね。抑圧された感覚というのがずっとあったん

420

ですよ。そのことは大きく自分の中ではあって、本当ならね、中高というのは大事な交
友関係の形成時期だったと思うんですけど、自分はないですね、それはね。それは、家
族との関わりとかが大きいんだと思うのですけど、ですからあまり大阪に居るときは、
そういった自分にとって大事だと思える友人関係というのは作れなかった、表面的に当
然、友人としての普通の付き合いというのはありましたけど、今でも連絡を取ろうと思
うほどの関係ではないですね、とくに取りたくないというわけではないんですけども。
結果的に繋がりはなくなっちゃいましたね。（D2・男性・39 歳・福岡・NPO 福祉団体
職員）
―密に（連絡を）取るのは、ほんと 10 人ぐらいですね。（F3・男性・23 歳・兵庫・
フリーター）
このように調査した中でも、連絡をとっていなかったり、片手で数えられる程度であっ
たり、人数が二桁以上の人もいたりした。自分は、今まで引越しをしたことはないし、仲
の良い友達が引っ越したりしたことがないので比べられはしないが、それなりに連絡を取
り合う人数は片手で数える程度で、環境の変化によって仲の良い友達とも何かあるときに
しか連絡を取り合わなくなりつつある。当たり前だが約 40 人のインフォーマントは性格が
違うからというのもあるので、ばらついたデータになってくる。なので、どういう調査結
果であろうと気にすることはないが、20 人というのはすごいし逆に 0 人というのは寂しい
なと思った。個人個人でいろいろな育ってきた環境や友達との付き合い方も関係してくる
が、20 人などの大勢との連絡を取り合っているのは現在の携帯やインターネットのミクシ
ーやブログ等の普及によるものだと思う。

４．帰省の頻度とその時期
上京してきた人は年に何回くらい実家に帰るのか今回の調査では対象者が関東圏外の方
のため、そう何回も帰省することはできない。それは、仕事や体力、時間や金銭の面が大
きいと思う。仕事をしていれば盆や年末年始程度にしか大きな連休も取れない。どういう
用途で帰省するかにもよるが、せっかく戻るのであればゆっくりもしたいし友達にも会い
たいと思う。それに距離があるために金がかさんでしまうので、財布へのダメージなども
あるため簡単に何度も帰ることができない。自分の考えではあるが地方の方が考える東京
に対するイメージは良い面も悪い面も多々あると思う、そして地方は東京に引け目を感じ
ている部分があると思う。だから親はすごく心配であると思うが、地方出身者が上京した
らしたでそれなりに対応しているように親も子どもが家にいないことが当たり前になって
くるはずで、かえって何度も帰ってこられるほうがよっぽどうまくやれてないのかと心配
になってしまうと思う。しかしこれは憶測であり、実際はいろいろな人がいるのだから他
にも多様な考えがあったりもするだろう。
―どのくらいの間隔？ うーん、間隔っていっても誕生日ぐらいしかないですけど。う
ん、あとは、うーんといついつ帰るよみたいな、そういう話しかしないですけど。電話
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も年に 1、2 回あるかないかぐらいですね（笑）。
（B2・男性・32 歳・愛媛・飲食店勤務）
―今年の夏にやったけど、3 年ぶりぐらいに高校の同窓会があったけど、毎年やって
るみたいだけど、行けなくて。お金掛かるし、で、今年の夏の同窓会は楽しかったね。
（B3・男性・24 歳・香川・会社員営業職）
―頻度でいうとね､そんなにないけど……2 ヶ月に 1 回するかしないかかなぁ。
（B4・
男性・33 歳・岩手・飲食店勤務）
―あれば出席するんですけど、何だろ、地元でガバッと集まって 30 人くらいで飲んだ
りすることはあるんですけど、同窓会っていうのはないんですよね。
（B5・男性・32 歳・
宮城・飲食店勤務）
―たまに連絡来るけど、帰れない……。（C4・女性・25 歳・宮城・アルバイト・音楽
系事務所所属）
―声かけられてますけど、予定が合わないかかぎりは行かないですね。（F2・女性・
25 歳・新潟・子供服販売店勤務）
―連絡来ない（笑）
。たとえば、友達が帰ってくるから集まるみたいのはなくはないん
ですけど、向こうに帰るにはエネルギーが要るんで。そう頻繁に……ないですね。わた
しが知らないうちにやっているのかもしれない。なんか、知っていることもありますけ
ど、でももっとやっているような気がします。なんかしてきました。わたしが知らない
だけで（笑）。……知らないです！ （D1・女性・27 歳・兵庫・飲食店勤務）
連絡は帰省するときや誕生日などが多くてそんなに頻繁というわけではない。同窓会も
インフォーマントにより回数に違いはあるが開かれている。しかし連絡がこなかったり、
きたとしても金銭面や仕事の都合により行きたくても行けなかったりしているのが現実で
ある。自分の意志で帰る場合や親から顔を見せにこいと言われて帰る場合、その他にも同
窓会などが理由にあったり、帰ってくるときというのは限られてくるのを見計らいそれに
合わせて地元の友達が飲み会を開いてくれたりすることがある。家庭の有無によっても変
わってくるが大人になることでかかえる交友への縛りなどの不自由さは地方からの上京者
の方が大きいと思う。

５．地元の上京者とのつながり
地方出身者の多くの人が進学や就職で東京に向かうことがある。それは、一度は行って
みたいとう憧れや学歴などの肩書き、賃金等による雇用関係の問題、華やかであり行けば
なんとかなるといったどこかで刷り込まれたイメージがあるためであると思う。よって上
京者の多くは学生か社会人かは別として同郷者がいるということになる。未知の場所へ向
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かうときには友達や先輩といった知り合いがいると心強いと思う。なので特別仲が良いわ
けではなくても一緒にいたり連絡を取り合うことがあると思うし、それが地元の人であれ
ばより一層心強いと思うし出身地が違うとしても同じ上京者同士でしか分かり合えないこ
とがあり話もしやすくすぐ仲良くなれそうに思う。しかし、その実態はどうなのか？
―自分の周りでは数えるほどしかいないですね。地元に残った友達が多いですね。結
構、東京にあこがれて、まあ、大学とかに進学する人は、必然的に出てくると思うんで
すよ。高校を出て就職っていうのが当たり前の世界だったので半々くらいに分かれて、
就職しちゃった子はもう東京なんてっていう子が多いです。で、大学に進学した子は、
東京が楽しいってわかって、東京に来てよかったっていうパターンとあとはもう東京な
んか行かないわって、地元大好きみたいな子達からは、都会の人になっちゃっていう目
で見られつつ（笑）で、地元の企業でずっと働いて結構早くに結婚して、子どもが生ま
れてっていうパターンとに分かれます。
（A2・女性・23 歳・秋田・販売）
―いますね、はい。でも、結局は帰っちゃってますけどね。で、自分と一緒で残っ
てるっていうのが 4 人で、その人達との方が逆に会う頻度が高いですね。
（B4・男性・
33 歳・岩手・飲食店勤務）
―まぁ高校卒業当時、大学入学と同時にまぁ同じクラスの奴とかは、あのぉ一緒に上
京してくるんでまぁ一緒って言うかほぼ一緒だね。クラスが 55 人ぐらいいて、そのうち
50 人が東京でてきてるから、東京というかまぁ関東だね。で 1 人決まんない奴がいて、
4 人が大阪とかの大学に行ってて長野の大学って行ったら信州大学しかないから、まぁ
ほとんどいなかったから、まぁそうだね 50 人ぐらい東京出て、まぁそういう意味では心
強かった。
（B6・男性・24 歳・長野・広告代理店営業勤務）
―仕事で、東京に転勤とかで来た人は何人かいたけど、結局辞めて戻っちゃったりと
か。結構地元に残ってる人が多いかもしれない。仲いい人は。ほんと数人かな、仲いい
人で近くに住んでる人は。横浜にいたり、埼玉とか。（C4・女性・25歳・宮城・アルバ
イト・音楽系事務所所属）
上記で書いたように上京の理由は東京への憧れや仕事、大学によるのもが多かった。東
京だけではなく関東圏も入れればクラスの人数約 55 人中 50 人上京していて、それにより
精神的にも心強くいられたという話や、ぜんぜん連絡も取り合っていなかったり、上京し
ても途中でやめて地元に帰ってしまう方が多いという話があったり、東京が楽しくて地元
より断然いいと言う人と、逆にもう東京はおなか一杯と言う人などがいた。就職はともか
く大学への進学については地元の大学に行っても仕方がないので東京の大学に行くという
人が多かった。その他にも地元やその地の県などに行くというのもあったが、インフォー
マントの友人も多数が東京に来ていて上京する比率というのは高く地方の人は地元を出る
傾向があるようであった。親元を離れて都会に行くことで地元に残っていてはできない社
会勉強や貴重な経験ができるので悪いことではないしいいことであると思う。ただ想像し
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ていた一緒に上京してきた地元の人であれば絡みがなくても連絡を取り合ったりするとい
う点はごく少数であったのは意外であった。

６.上京してからの近所付き合い
現代における近所付き合いというのは実際には挨拶程度であると思う。それこそ昔は調
味料やお米の貸し借りや井戸端会議などもしょっちゅうであったと思うし、食べ物のおす
そ分けや田舎から送られてきたものを近所に配っていたと思う。お中元やお歳暮のことも
書いたように面倒だし手間もかかるという点もそうだし、今は一軒家よりマンションのよ
うな集合住宅が多く作られていてオートロック機能の普及も人離れが進んでいっていった
原因の一つであると思う。そして様々な犯罪が多発していることもあり余計に近所の人と
はいえ人との付き合いがなくなってきているのだと思う。ただでさえそういう感じになっ
ているのに上京者はどうしているのか？
―あ、今の家で？ あるね。何か管理人が呼び寄せて、いきなり鍋パーティーとか。そ
んなに仲はいいっていうか、そんなに。ほとんど参加は 5 人ぐらい。コアメンバーだけ
なんで、俺は毎回参加してるけど。まぁタダでものが食えるっていうあの素敵さ。これ
に便乗しなきゃダメだなって思ってる……。管理人さんが何かしらその畑をやってて、
そのおばあさんが、それで水菜とかとれたとか言うと呼び寄せて、芋とれたっていった
らそのふかし芋だとか。みんなに振舞ったりとかするんで、まぁ自分のアパートの中で
はすごく仲いいっていう。管理人がまぁ率先してやってるんで。隣のアパートとかはぜ
んぜん誰が住んでるとか知らないんですけど。基本信用してないんで（笑）
（B6・男性・
24 歳・長野・広告代理店営業勤務）
―はい、もうすごいですね、うちはね。もう鍵は開けっ放しにしてますし、意外とこ
の辺て古い住宅地になってまして、自分のところもマンションではあるんですけど、路
地を基盤にしてマンションが立ってるのでコの字型に複数のマンションとか家が玄関が
面しているんです。だからうちの路地は子どもたちが、わー、と遊んでくる、集まって
くるんですね。その子どもたちが、どー、と流れ込んできたりするので、当然ご近所さ
んがうちの子がすみません、みたいな感じで来て、それで仲良しになるし、学校行くと
きは近所の子どもたちと一緒に連れて学校に送っていったりしますし、一緒にお互い行
き来して食事なんかもしますしね。すごく、もうかなり密着していますね。（D2・男性・
39 歳・福岡・NPO 福祉団体職員）
―まったくないね。エレベーターとかで会ったらこんばんはぐらいで。（C1・男性・
23 歳・栃木・IT 企業勤務）
―大家さんぐらいかな。
（D3・男性・33 歳・岐阜・音楽事務所所属）
基本的に付き合いなどは挨拶程度で他にはほとんどないという結果が多数だったので逆
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に付き合いのあった人のコメントをのせてみた。アパートの管理人さんが住人を呼び寄せ
てみんなで鍋パーティーをやったり、家の鍵は開けっ放しで近所の子どもたちを一緒に学
校に連れて行ったりと近隣との付き合いがあったかい感じでいいなと思えた。地元にいる
ときは親がしているし習慣のような流れで当たり前のようにお隣さんや近所もしくは地域
での交流があったり鍵は開けっ放しだったというのが東京でそういう生活はなくなる。と
は言っても東京の人自体がそういう習慣をなくしてしまっているのに上京者にいきなり自
分から動けというのは厳しい。
面倒くさいのはわかるが東京の人が優しくそういうこと
（お
せっかい）をしてあげれば多少相手側に迷惑であっても自分を知ってくれている人がいる
という気持ちによりこっちでの生活の不安が和らぐと思うし、東京＝危ないといったマイ
ナスイメージもなくなっていくと思う。東京のためではなく人を助けるために東京の人に
もがんばって欲しい。かといってそれがいいというわけではなく今の形と前の形を融合し
ていければ一番いい形になっていくのではないかと思う。

７．携帯の機能
もう書いたことではあるが携帯電話の進化というのはすごいもので何でもできるといっ
ても過言ではないくらいである。はじまりは 1980 年代に自動車電話として提供されていた
ものを、重いながらもそれなりに持ち歩けるようにした電話で、その後電話機の軽量化や
価格の引き下げなどがあった。そしてインターネットに接続して Web サイトを見たり電子
メールを送受信するといった、携帯電話のインターネット端末化が急激に進み、通話とは
直接関係しない、デジタルカメラ機能、アプリケーションソフトの実行機能、あるいは GPS
機能といった機能が搭載されて現在に至っている。
―ないですね。今でもフル活用していますし、今言ったようにご近所さんとの付き合
いというのがあるんですけども、流石に新宿という特徴もあるんですけども、近しくお
付き合いしていても行くときは携帯にちょっと入れてから行くとか、やはり近ければ近
いほど密着での距離感とかも欲しいのでとても携帯とか便利ですね。子どもたちなんか
は、なだれ込んできますけど、親同士はちょっとメールとか電話を一報入れてから、ラ
ンチとか食事するときもピンポンて押せば済む話なんですけども、携帯でメール送った
りしますしね。ちょっとワンクッション置くというか、近しいからこそワンクッション
置くには便利なツールですね。そういう意味では仕事でもプライベートでも、非常にフ
ル活用していますね。なれちゃってますね。（D2・男性・39 歳・福岡・NPO 福祉団体
職員）
―そうだなぁ……メールでやりとりが多いですけど文字だと伝わらないから、マイナ
スで捉えることもあるし、自分の伝えたいことを 100％伝わらないときもあるから、メ
ールに関しては良いですけど、欠点もあるなって思いますね。
（F2・女性・25 歳・新潟・
子供服販売店勤務）
―いやーとくにないですね。携帯はもう（機能的に）十分じゃないですかね。（B5・
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男性・32 歳・宮城・飲食店勤務）
―んー、そらそうだね。相手も小さい子とかいたりとかすると、まあ、寝てたりとか、
そういうこともあったりするだろうし。いなかの方が就寝早かったりするから、そうい
うとかでも、まあ、メールとかでもあとで見るとか、そういう面ではいいかなってのが
あるしね。もちろん話をしたいときには話をするし。（D5・男性・32 歳・鹿児島・小学
校教諭）
―携帯電話のサービスで同時通訳とかする機能があったら外国人の人と喋りたいです
ね。外国人の友達欲しいので。やはり顔を見て喋れないのは寂しいですかね。メールだ
ったら文面でしか伝わらないし、かといって電話でも相手の顔が見えないからなんか一
方通行な気がする。テレビ電話とかもできますけど、やっぱりなんかそれも薄っぺらい
関係っていうか……。会って喋るっていうことは離れてるとなかなかできないので……。
いくらデジタル化が進んでも、直接会って話すっていうアナログには勝てないかなって
思います。（F3・男性・23 歳・兵庫・インターネット会社勤務）
あえてこれから欲しいサービスというのは外人の友達が欲しいし話したいから同時通訳
機能が欲しいというくらいでほとんどなかった。というより今からの急激な進化はないた
め、こんなレベルが要求されているということは、ある意味ではそれこそないものねだり
を言っているだけで実際問題とくにないのだと思う。ただでさえ数多くある携帯電話の機
能の内ほとんど使用していないと思う。簡単に言ってしまえば電話とメールができればそ
う不便しないと思うしインターネットやゲームがなくてもぜんぜん平気であると思う。よ
って新しいサービスというのは最終的には携帯電話を大きな事から些細なことまで何でも
できるようにしたいという願望に近いのではないかと思う。

８．まとめ
今回の調査では地元との連絡は多数の方が取り合っていて、取り合っていないのは少数
であった。普及率の高さからもそうだが手段は携帯電話、交友人数は約 0～20 人、帰る頻
度は盆と正月が主で 1～2 回で同窓会もうまく時期が重なるか、休みや金銭の問題で変わっ
てくる。近所付き合いはあるのが少数であとは挨拶程度、とくに今欲しいという携帯のサ
ービスはない。というのが簡単なまとめである。
今回、自分は人とのつながりというテーマで報告書を自分の考えや思いを中心に書いて
きた。そこで人間というのは必ず誰かを必要とし、必要とされているということであると
思う。今まで話してきたパソコンや携帯電話というのはすごい発明であり現在欠かすこと
のできないものになっている。しかし使う用途を考えてみると内容はともかく他の誰かと
連絡を取り合ったりするためのものであって、ただ個人で使うものではないのでアナログ
とデジタルのような違いで手段が変わっただけである。流れでいうと昔の連絡手段は直接
会うか手紙であったのが今では会うこともせずに世界中のどこにいても携帯電話やパソコ
ンで連絡は取り合えるようになった。ニュースも手に入れることができる。このように科
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学や技術の発展によりなんでもできるようになって様々な手段が増えてきたが、それによ
り人が今までにやってきた「人との触れ合い」というものがなくなってきたのではないか
と思う。それこそ困ったときはお互い様という言葉があるように近所の方々と一緒に生活
してきたはずなのに、今では隣の家の住人が誰であるかわからなかったり、挨拶さえもし
なかったりする。今は物騒だからとも言えるが昔だって今に近いような犯罪がなかったわ
けでもないので言い訳にならない。何でこうなってきたのかというと戦後に徐々にではな
く物凄い勢いで成長してきたため、人々の暮らしが前に比べて一気に豊かになったからで
あると思う。絶対ではないが自分が儲かっているときには他の誰かが苦しんでいて、その
逆だってあるのでどういう立場になろうとも振舞いはいいとして感謝の気持ちが大切だと
思う。商売繁盛ということは誰かが金を使ってくれているからで決して自分ひとりの力と
いうわけではないし、生きていくためにはまず親から学び、そのあとに兄弟や友達、また
出会っていくすべての人から何かを吸収して成長していく。それが人と人とのつながりで
あり繰り返してきたから今があるのだと思う。人間は過去を美化する癖があるため、昔は
よかったと当時を知らない者ですら言ったりする。ただ時代も人間と同じように変わって
いるので感覚が合わないはずで今からその時代に行ったら不便ですぐに今のほうがいいと
なってしまうと思う。このように話が極端になってしまうことが良くないのであり、人と
の関係もそうだと思うので昔のいい点と今のいい点、逆に悪い点を出して少しずつ良い方
向に向かっていければより良い人間関係が築いていけると思う。

＜参考文献＞
IT 用語辞典，2005，
「携帯電話とは」（http://e-words.jp/w/E690BAE5B8AFE99BBBE8A9B1.
html，2009.01.16）．
社会実情データ図録，2008a，「携帯電話世帯普及率」（http://www2.ttcn.ne.jp/honkawa/6350.
html，2009.01.16）．
――，2008b，
「パソコン世帯普及率／インターネット世帯利用率の推移」
（http://www
2.ttcn.ne.jp/honkawa/6200.html，2009.01.16）．
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戸田光

班長［ゼミ長］

鬼澤佑太

編集

西村諭

編集

太田絵理香 技術［係長］

鳥海智彦

技術

新井裕明

秦佑美枝

庶務

小此木洋輝 庶務
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庶務
庶務

ゼミ日誌
―わたしたちの軌跡―

＜春学期＞
04 月 11 日

全体ガイダンス（調査目的・手法などの説明）

04 月 18 日

班編成・係決め・調査説明・日程説明など
これから始まる大変さをこのころはまだ知らない……(>_<)

04 月 25 日

先行研究・調査レビュー・報告会および調査票案策定 （A 班・B 班）
・A 班 「戦後の日本の人口移動―地方圏出身者の移動と人口分布変動」
『日本の人口移動―ライフコースと地域性』（第 1 章）
・B 班 「U ターン移動と地域人口の変化」
『日本の人口移動―ライフコ
ースと地域性』
（第 2 章）
いきなりの発表で大変でした。

05 月 09 日

先行研究・調査レビュー・報告会および調査票案策定 （D 班）
・D 班 「東京における社会移動―東京出身者と地方出身者の地位達成
過程」
『東京で暮らす―都市社会構造と社会意識』
（第 2 章）

05 月 16 日

先行研究・調査レビュー・報告会および調査票案策定 （C 班・E 班）
・C 班 「定住都市・東京の形成と変容―郊外化から再都市化へ」
『東京
で暮らす―都市社会構造と社会意識』
（第 1 章）
・E 班 「東京への定住とネットワークづくり」
『東京で暮らす――都市社
会構造と社会意識』
（第３章）
C 班発表の日にちがずれてるよ～

05 月 23 日

先行研究・調査レビュー・報告会および調査票案策定 （F 班・G 班）
・F 班 「まなざしの地獄―現代社会の実存構造」
『現代社会の社会意識』
・G 班 「よそ者―社会心理学的一試論」
『アルフレッド・シュッツ著作
集 第 3 巻 社会理論の研究』
全班が発表終了！ どの班もなかなかの発表でした！！

05 月 30 日

インストラクション計画会
１）インタビュー方法論（班長）
２）調査票の試案の試案（庶務①②）
３）IC レコ＆PC 操作（技術）
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４）テープ起こし（＆報告書作成）の書式ルール（編集）
係ごとの発表。
06 月 13 日

インタビュー方法計画・調査票作成作業
１）方法論：全体班長レビュー
２）調査票試案のレビュー（庶務）
インフォーマントなかなか見つからない。夏休みまであと 2 ヶ月くらい♪

06 月 20 日

インタビュー方法計画・調査票作成作業
１）プリテスト準備
２）レコーダー＆PC 使用法：全体技術係レビュー（技術係会議）
３）テープ起こしにおける全体編集係レビュー（編集係会議）
テープレコーダーの使い方が分からない(>_<)。機械なんてキライ！！

06 月 27 日

プリテスト準備（～次週までに完了）
１）実査インフォーマントのリスト作成
２）プリテスト開始
第１回 飲み会（パイプラインにて）今日は飲むぞーーー

07 月 04 日

プリテスト報告会（所要時間・問題点・質問項目・テープ起こし注意）

07 月 11 日

調査票修正作業

07 月 18 日

調査票確定作業、後期の計画確認
やっと夏休みだーーー 海でもいっちゃう？

＜秋学期＞
10 月 03 日

久しぶりの再会。あぁ、夏休みに戻りたい。。
。あれ？ 少し太った？？

10 月 10 日

インフォーマントにインタビューが始まった。ここからが本番だ！

10 月 17 日

インタビューが続いている……テープ起こし大変そう(ーー;)

10 月 24 日

インタビューもテープ起こしももう限界！！ あの頃にもどりたい。

11 月 07 日

テープ起こし完了の予定日。終わっている人の方が少なかった。みんな安
心した!(^^)!

11 月 14 日

今日もテープ起こし終わっていない人たくさん♪ ゼミ長そろそろ怒るか
な(-_-;)
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11 月 21 日

どんなテーマで報告書を作るか一人一人考える。東京のイメージにたくさ
んの人が集まった。

11 月 28 日

第２回 飲み会（陳麻家にて）
進行状況の報告。文章を書くことの難しさを知った冬……。今年は雪降る
のかな～

12 月 05 日

パソコン室で気合入る！！ 今日から報告書でもやろっかな～♪

12 月 12 日

ひたすらパソコン(>_<)。来週までに 5、6 枚はキツイ！！

12 月 19 日

やっぱり 5、6 枚はきつかった。でも、何とかなるさ！ まだ負けてない！

12 月 20 日

土曜日だけど学校。係ごと編集作業を始める。リポ D が必要な気分さ～

12 月 21 日

日曜日の学校。明日は自主休講♪

2009 年

あけまして

01 月 09 日

原稿締め切り。 また太ったの(；一_一)！！！！！！

01 月 10 日

土曜日だけど校正と添削で赤ペンが入りまくり。

01 月 16 日

本当の本当の原稿締め切りだけど……。

01 月 17 日

土曜日だけど学校。突貫編集作業にギリギリまでハプニング！

02 月 16 日

最終編集作業終了（のはず）
。

02 月 17 日

印刷作業終了（のはず）
。印刷係さんガンバレ

02 月下旬

報告書完成・郵送完了（のはず）
。

おめでとー！

さあ打ち上げやりますよ！
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☆社会調査実習４ あとがき☆
我らが多田先生のもと、地方出身者の上京をテーマにそれぞれが学んだこと・熱い思い
を最後に頂きました!!
多田光宏先生…これが青春です。
新井裕明…こんなにいい天気！ 雲ひとつない青空！ なのになぜパソコンと向き合ってい
るのか！（・д・｀） しかし、１年間充実してました。
石川美沙…この授業が１番、大学生活の中で頑張った授業です！ めちゃくちゃつらかった
ぁぁぁ（泣） だけどもだけども♪ いい経験になりました！ みんなお疲れーい
☆
太田絵理香…ホッとしてます。
小此木洋輝…同じ学習をするという目的でも、聴く側から尋ねる側へ。実習はそういう授
業だったと感じています。
鬼澤佑太…江戸っ子（ゆとりっ子）の僕からしたら、地方の文化は不思議でした。おばぁ
ちゃん元気かな？（・д・｀）
小野真紀子…ゆとっている自分が、何とか頑張れました。キャパ超えました。（・д・｀）
しかし、みんなと１年間一緒に楽しくできて良かったです！
川野大輔…今はもう達成感でいっぱい！ 楽しかったです！
倉島秀明…この報告書は皆さんの努力の賜物だと思います。１年間ありがとうございまし
た。
釼持歩惟…１年間すごーく大変だったけどやりがいありました！！ みんなありがとーー
♪♪ 中表紙の写真素敵でしょーー？？
小泉雅大…東京の街は奥深いものです。
小島脇士…将来の田舎暮らしの夢が揺らいだ……。現実は埼玉が１番。
桜井重宣…この実習の報告書に取りかかってから、多くの時間を割き、禁欲生活を送って
きました。その分今から取り返すぞ！
佐藤亮一…分析するため、仮説を立てたり疑問に思ったことを検証したりなど、普段より
考えることが多く成長できました。
菅澤修……目が悪くなりました。
菅原有美…初めは絶対にできないと思ったけど、なんやかんやできちゃった。
助則あい…抜け殻です。
添田亮平…１ねんかんとてもいいべんきょうになりました。
田上千春…初めは、こんなの無理！って思っていた授業だったけど、この１年でみんなと
仲良くなれたことや、インタビューで貴重なお話を聞けたことが、良い思い出
になりました。
田倉邦彦…やはり「東京」は新しい発見の場所でした。
田中剛……今回の調査を通じて、東京に対する考え方がいろいろとあることを知ったり、
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ラジバンダリー☆
竹内基洋…自分自身も地方出身者なのでこの調査は非常に興味深いもので調査していて楽
しかったです。終わって一安心です。
寺本佳央理…インタビューやテープ起こし作業など、初めてで戸惑うことも多々ありまし
たが、貴重な体験ができました。１年間みんなお疲れ様でした。
富岡麗……睡眠不足の結晶です！！ ありがとー！
鳥海智彦…故郷（くに）に出づる 夢見憧れ テレビの街へ 辛さ味わえど

それも魅力

かな
西村諭……この授業のおかげで１つ単位落としました！ けどとても良い経験になりまし
た。人生は素晴らしい！
秦佑美枝…大変だったけど楽しかったです！！
宮田光……今回の調査は、ずっと東京に住んできた自分にとってとても刺激的な意見ばか
りでした。調査に協力して頂いたインフォーマントさんありがとうございまし
た。
宮原悠……いやはやー。お疲れ様であります！ （｀▽´）ヾ…からの！！ビールがおいし
く飲めるようになりました！！ なんやかんや楽しい１年間でした！（・д・｀）
山寺風美…普段できないような経験ができて、とても良い勉強になりました。
山富綾……テープ起こしに報告書に…いつも眠気との戦いでした。私…これ（あとがき）
終わったら布団に行くんだ……。
山根恵莉香…めちゃめちゃ大変だったけど、終わってみれば自信がつきました☆☆
吉永憲司…在学４年間にして初めてこんなに文章を書きました。いい経験になりました。
渡邊亮介…がんばりました。
ゼミ長
戸田光……みんな１年間お疲れ様！！ この調査のみんなは仲が良くて、雰囲気がすごく良
かったから楽しかったよ。こんなゼミ長についてきてくれてありがとう。最初
は不安だったけど、みんなの「ちゃんとついていくよ」
「光がゼミ長でよかった」
という言葉に助けられた。本当にありがとう。ゼミの中盤から、ゼミ長＝怖い
人っていう風になってるけど、違うから勘違いしないでねー。
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