
　日本人一億総中流論がにぎわいを見せて３０

年になる。にぎわいのうちには毀誉褒貶さま

ざまであった。「中流」は、今でも思い出した

ように社会評論家の文中で引き合いに出され

るが、いい意味合いで出されることは少ない。

７９年の国民生活白書は日本人の生活基盤の充

実をうたったが、その背景のひとつに中流意

識の定着がある、と説明した。世論調査で「中」

が９割になったころである。このとき中流論が

最も得意満面になったときでもある。だがし

かし、と論点を懐疑の方向に持っていかない

と識者諸先生の役割がつとまらない。それか

らしばらくは、やや大仰ないいかたをすれば、

一流の学者先生から投書夫人にいたるまで侃々

諤々（かんかんがくがく）、もしくは喧々囂々

（けんけんごうごう）であった。中身がつかみ

切れない中流物語の始まりである。

　一億総中流の生みの親として２つの世論調査

が寄与している。ＳＳＭ調査と国民生活調査で

ある。現在も継続実施されており、貴重なデー

タを提供している。いずれにしても、世論調

査で「中」が飽和に達し動きがみえなくなる

と、中流論もしばらく鳴りをひそめた。００年

になって２つの月刊誌が奇しくも同じ月に中流

崩壊をテーマに特集を組み、肯定論と否定論

を載せ、それを契機に久しぶりに甲論乙駁の

中流論が見られた。

　世の中がバブル期をはさんで厚化粧を落と

し素肌を見せるにいたって、「中流」意識調査

の結果も世相に合わせ下方に向けた動きを見

せた。成長神話としての中流ゲームは歴史的

使命を終え、産業社会における階層モデルも

力を失ったかに見えたが、ＩＴ革命の始まりで、

新たに社会的不平等が拡大し、その結果姿を

変えた資本家と労働者が生まれ、ふたたび階

級社会の復活とその擁護論まであらわれ、今

につづいている。

　「中」の言葉をはさんで造語の氾濫がみられ、

それを整理整頓するだけで骨がおれるが、そ

れ以前の比較的分りやすい階級論から、曖昧

模糊とした中流論にいたる道筋は、だがしか

し的展開を含め、けっして理解しやすいとは

いえない。以下階層論の経過を整理をしてみ

た。（参考文献は小論の末尾に記した）

階級と階層

　階級論は大戦前から欧米で著しい展開を見

せたことは歴史教科書に載っているが、日本

でも戦後の一時期真摯な論争が繰り広げられ

た。しかし、どちらかというと評論的でキー

ワードの乱立と体制告発に終始したともいわ

れる。戦前の日本にはまがりなりにも労働者・
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農民、中産階級、資本家が存在し客観的に認

識できたか、戦後の大衆社会論の展開で中間

層、中間階級、中産階級から新中間階級など

の用語の乱立がみられた。その過程では国勢

調査や就業構造調査などの統計調査が検証の

ためのデータとして活用され、一方では「階

級」という用語に抵抗を感じ、「階層」という

言葉を採用する識者も増えた。　やがて、それ

までの社会階層論に異を唱えるものもあらわ

れ、社会階層は政治的な要因で生じるもので

あり、必ずしも高度成長により階層の動きを

高めたとはいえない、とするものである。

　そして、階層の研究は社会的な不平等の仕

組みを明らかにすることであり、不平等の原

因となる財産や社会的地位の継承、権力の分

配などの構造を明らかにすることが必要だと

された。そのためには客観的なデータの収集

と分析に裏付けられた科学的な社会階層論が

必要とされたが、唯一それに一番近い存在と

してＳＳＭ調査が注目をあびた。

ＳＳＭ調査（ＳＳＭ全国調査委員会）

　ＳＳＭはＳｏｃｉａｌ　Ｓｔｒａｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｓｏｃｉａｌ

　Ｍｏｂｉｌｉｔｙの略号で「社会階層と社会移動」調

査といわれ、１９５５年に始まり１０年ごとに実

施されてきた。戦後欧米先進国で展開してい

た社会階層の研究に呼応して、日本でも５２年

にまず６大都市で行われ、６５年に全国調査と

してスタートした。調査の設計には社会学、統

計学、心理学、教育学などの分野を網羅した

学者が参画しており、以後時代に合わせて設

計の変更も行われた。調査では階層意識や職

業移動など社会階層論に必要な質問項目は継

続して含まれており、多くの研究者の拠りど

ころとなってきた。その中で直接階層帰属意

識を聞く質問は次のとおりである。

　変形の５段階であるが、８５年の調査で「中

の上」と「中の下」を合わせて９割に達した。

ただし調査対象が６５年と７５年は男のみ、８５

年から男女となっており、集計はＤＫ・ＮＡを

除いたものとなっている。

　次回０５年の調査がまたれる。

国民生活調査（旧総理府・内閣府）

　「国民生活に関する世論調査」というタイト

ルで、全国２０歳以上の１０，０００人を対象に、

１９５８年以来毎年実施されている。国民生活全

般に関わる質問構成になっているが、その中

で一貫して帰属意識を聞く次の１問が組み込ま

れている。
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問　［リスト］かりに現在の日本の社会全

　体を、この表にかいてあるように５つの

　層に分けるとすれば、あなた自身は、こ

　のどれに入ると思いますか。　

　　　１　 上　　　　　４　 中の下

　　　２　 中の上　　　５　 下

　　　３　 中の中　　　９　 ＤＫ・ＮＡ

問　［回答票］　お宅の程度は、世間一般か

　らみて、どうですか。この中から１つお

　答えください。

　　　１　 上　　　　　４　 中の下

　　　２　 中の上　　　５　 下

　　　３　 中の中　　　６　 わからない



　戦後１３年目に始まった調査だが、当初「中

の上」「中の中」「中の下」を合わせて７割強

であったが、その１５年後―安保時代をはさん

で、高度経済成長を背景にオリンピックも成

功させたころ、すなわちもはや戦後でなくな

ったころには９割に達した。

　「中」のみが３段階になっている。

一億総中流論

　ＳＳＭ調査と国民生活調査のデータをもとに

中流論が賑わいを見せた。９割が「中」という

調査結果は当時の白書も肯定的に引用したが、

これを端緒に識者の間で甲論乙駁の相を見せ

た。生活水準が向上し、ブルーカラーとホワ

イトカラーの差が小さくなり、都市化で生活

様式が全国均質になった。さらに教育の機会

均等、情報手段の普及で国民の生活意識に個

人差がなくなった。文字通り完全平等化の社

会が出現し、まさに一億総中流といえる、と

いうのがマスメデイアを中心にはやり言葉と

なった。経済的、政治的、教育的側面からも

それぞれの専門分野の識者が側面から論評し

た。しかし、一億総○○という言い方は、戦

中・戦後に時として使われたが、戦後の一億

総懺悔のごとく、的確に世相を表現している

が、必ずしも明るい意味に使われていない。一

億総中流論も自己判断による「わたしは中く

らい」から浮揚したものにすぎず、綿菓子の

ように一見おいしそうな話題にはなるが、歯

ごたえがないともいえる。しっかりした観測

値をもとに定義されたものでなく、まあその

あたりだろうという、人の軽薄な（帰属）意

識によるものでしかないからである。だが一

方で、軽薄そうに見えても、人の問いに対し

て直感的な回答が、最も正直に深層心理を表

していることも確かだ。だから世論調査が成

り立つともいえる。いずれにしても、マスメ

ディアの過敏な反応と為政者にとっても中流

意識の蔓延は政治がうまくいっているからと

いう認識にもつながり、単なる中くらいとい

う思いが中流意識論になり、さらに中流階級

論に変身するなど、一億総中流論はしばらく
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もてはやされた。

Ｍ女史の嘆き

　広範に流布した中流論も、だがしかし、と

首をかしげる国民も多くなり、やがて識者の

反論から否定論まで頻繁にあらわれるように

なる。識者同士の甲論乙駁から、世論調査の

質問設定がおかしいから結果は当然そうなる

というもの、そして調査結果を踏まえて中流

意識に埋没する国民はおかしいと慨嘆する評

論家など、当時の論評はさまざまである。な

かでも戦後活躍した社会評論家Ｍ女史は、中

流意識は自己中心の思想、と断じた発想がお

もしろい。

　女史は、ほとんどの国民が自分は中流に属

すると意識するようになったが、この調査は

都市生活者だけでなく農山漁村の過疎地居住

者もふくまれている。日本には核の問題があ

り、物価、税金、為替の動きが心配であり、身

近な問題として生命軽視の風潮がある。さら

に教育の荒廃と家庭でのきずなの弱体化を慨

嘆し、国民は人並み意識に埋没しており、中

流意識は自分さえよければという飽食時代の

自己中心の思想で、それに安穏としていてい

いのか、云々と。このような評論はえてして

体制批判になりがちだが、教育者出身らしく

広く国民に向けた強い啓蒙の言葉になってい

るのが興味深い。ただし、この発想も調査結

果の単なる「中くらい」を中流意識という高

踏な言葉に置き換えたところからスタートし

ており、多くの反中流意識論者がとった手法

でもある。

中流の崩壊と再生

９割が中という調査結果に時代の変化がなく

なれば、すなわち中流意識の飽和状況が続く

ことになれば、もはや中より上と下はわずか

であり、あえて中流を意識するのは疑問だと

いう考えが生まれた。けだし当然のことで、中

流を論じるのであれば、上流と下流が明確で

なければならない。上流は邸宅に住み運転手

付の自家用車を持ち、時にはゴルフや海外旅

行を楽しむという客観条件で識別できた時代

は終わり、邸宅の跡にも低所得者用のアパー

ト群の跡にも等しく高層マンションが林立し

誰でも入居出来るようになった。車もゴルフ

も海外旅行も国民等しく享受できるようにな

った。ＩＴ時代になりホワイトカラーとブルー

カラーの差もなくなり、世の中の均質化が進

み、階層を説明するには混沌として争点の見

えない社会構造になった。新中間大衆という

まぎらわしい造語もでき、識者はなんとか階

層帰属意識を認知しようと試みたが必ずしも

うまくいかなかった。

　ところが、００年に入って総合月刊誌が「中

流の崩壊」を特集すると、マスメディアを縦

断した新たな中流論争が始まった。一方で８０

年代に入り、調査結果の中意識は「中の下」へ

の移行がみられ、中意識にかげりもみえ始め

ていた。ＩＴ革命は社会的不平等を拡大してお

り、ＩＴと株による一大成金は新たな資本家と

なり、その周辺でうろうろしているのは全て

労働者で下層に属し、これまでの中間層は消

えて２層化の方向に進みつつあるという極論も

生まれた。これはこんにちにつながる話しで

もある。同時に別の総合誌が「新・階級社会

ニッポン」を特集し「アメリカのように経営

者が社員の何百倍もの年収を得るという一人

勝の社会になったら、日本人のメンタリティ

からいって、日本は崩壊する。市場経済化の

流れは止められないから、これからの日本は

ある程度の所得格差による階級社会を覚悟し

なければならない。だからといって弱肉強食

のアメリカ型社会を選択するわけではない」と、
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専門家の意見でしめくくっている。日本人のメ

ンタリティがどのように変動しているのかを見

極めるには、緻密な世論調査によるしかない。

　かくしてまっとうな階級社会論に始まった論

調は、一億層中流および中流の飽和という階層

論を経て中流の崩壊へと進み、再び格差の時代

が到来したとして階級社会の再生擁護論が生ま

れることになる。中流論争は物語として繰り返

されることになる。

最近の中流調査

　現在も「中」意識の元データとなった生活程

度の質問は、現在も毎年いくつかの機関の世論

調査で実施されている。平成１６年版「世論調

査の現況」から採録してみると次のようになる。

事例は５つあるが、参照のＳＳＭ調査を含め６つ

の調査の質問と回答肢は全て異なる。それぞれ

別々の機関の調査であるから当然ともいえるが、

「中」意識の聞き方と回答肢に問題がある、と

の指摘がしばしば識者からあり、それぞれの機

関で創意工夫されたものと思われる。（数字は

パーセント）

［国民生活調査］全国２０歳以上　１０，０００人　面接　平１４年６月　内閣府

問　（回答票）お宅の生活の程度は、世間一般からみて、どうですか。この中から１つお答

　えください。

　　　　上　　　中の上　　　中の中　　　中の下　　　下　　　わからない

　　　　０．１　　　　９．７　　　　　５６．１　　　　２４．０　　　　６．５　　　　　３．０

［埼玉県政調査］（回答票）埼玉県２０歳以上　３，０００人　面接　平１４年７月　

問　お宅の現在の生活程度は、世間一般からみて、この中のどれに属すると思いますか。

　　　　上の上　　上の下　　中の中　　中の下　　下の上　　下の下　　わからない　

　　　　　０．２　　　　１．５　　　　３９．１　　　３８．２　　　　９．２　　　　４．８　　　　　７．０

［生活意識調査］首都圏・阪神圏　１５～６９歳　２，２００人　個別記入　平１４年５月　博報堂

問　あなたの生活程度は、世間一般からみて、この中のどれに入ると思いますか。あてはま

　るものひとつに○をつけてください。

　　　　上の上　　上の下　　中の上　　中の中　　中の下　　下の上　　下の下

　　　　　０．２　　　　２．１　　　　２１．５　　　　４０．８　　　２３．９　　　　９．４　　　　２．２　　

［都民生活調査］東京都　２０歳以上　３，０００人　面接　平１４年８月　　

問　（回答票）お宅の暮らしは、このように分けるとどれにあたりますか。あなたの感じに

　一番近いもの１つだけ選んでください。

　　　　今の暮らしで十分余裕がある　　　　　　　　３．８

　　　　　　〃　　　あればまあまあだ　　　　　　４８．２

　　　　今の暮らしではまだまだ余裕がない　　　　３７．６

　　　　　　〃　　　　とてもやり切れない　　　　　７．９

　　　　わからない　　　　　　　　　　　　　　　　２．４



　以上の事例を見ると、それぞれの実施機関

で質問文と回答肢に工夫がなされており興味

深い。調査の時期はＳＳＭ調査を除いてみな平

成１４年に行われているが、調査方法や対象者

の年齢、回答の「わからない・ＤＫ」等を除外

したものなどあるが、調査主体者の報告通り

とした。単純に結果の比較はできないが、ど

う読むかは読者におまかせしたい。

　いずれにしてもこのような基礎調査が、結

果が面白いときも、面白くないときも、がま

ん強く継続されることを期待したい。空疎と

思われる中流論争も何らかの国の方向を示唆

してくれるはずだからである。

　最後に中流意識の国際比較調査（国際価値

観調査事務局）の結果を掲載する。１３か国で

実施されており、ここでは主な６か国について

載せたが、どの国も似た結果になっている。い

ずれも９０年前後の調査結果である。

［参考文献］
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［生活実態調査］全逓組合員　２０～６０歳　２２，０００人　個別記入　平１４年１１月　全逓

問　あなたの世帯の生活水準について、世間一般と比べてどの程度と感じていますか。

　　　　世間並みより高いと感じる　　　　　　　　　１．２

　　　　　　〃　　　やや高いと感じる　　　　　　　３．４

　　　　だいたい世間並みと感じる　　　　　　　　４５．３

　　　　世間並みよりやや低いと感じる　　　　　　３７．６

　　　　　　〃　　　はるかに低いと感じる　　　　１０．６

　　　　その他・無回答　　　　　　　　　　　　　　１．９

＜参考＞

［ＳＳＭ調査］全国２０～６９歳　５，８００人　面接　１９７５年　ＳＭＭ全国調査委員会　

問　（リスト）かりに現在の日本の社会全体を、この表にかいてあるように、５つの層に分け

　るとすれば、あなた自身は、このどれに入ると思いますか。

　　　上　　　　中の上　　　　　中の下　　　　下の上　　　　下の下

　　　１．２　　　　　２３．３　　　　　　５３．７　　　　　１７．６　　　　　　４．２

上 中の上 中の中 中の下 下

イタリア ２．２ １２．５ ７０．５ １０．８ ３．０

フランス １．８ １０．８ ６１．２ １８．９ ６．３

ド イ ツ ０．９ １５．９ ５３．７ ２１．５ ３．４

イギリス ０．４ ７．２ ５３．６ ２８．１ ８．１

アメリカ １．５ １６．７ ５４．４ ２１．６ ５．２

日 本 １．１ １０．９ ５３．６ ２６．９ ５．４




