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省察的近代化、個人化とは何か 

ウルリッヒ・ベック(U.Beck)は 『危険社会で人類の時代区分を大きく前近代、単純近

代(1次近代)、省察的近代に分けて提示した。前近代は伝統的な封建社会を意味し、単

純近代は産業社会を、省察的近代は産業社会が解体され、代替することになる社会類

型を意味する(Beck、 1992)。ベックは、省察的近代化の主な特徴の一つを'個人化'で

探している。 個人化は中世から近代に移行するに現れた現象と、封建的隷属、王、

貴族、教会、身分制度などから人間が解放されたことで始まって、"資本主義の成立

以降も家族、隣人、職場、階級などの所属集団から人々を絶えず分離させ遠心力"(イ

・グァングン、2015:97)を意味する。 

実際、後期近代社会に至ると、近代後に出現するようになった階級概念も個人化よっ

て薄れていく。 標準化された完全雇用システムは柔軟で多元化された不安定雇用シ

ステムに席を奪われ、人たちの一生も標準的な(階級)の類型に従うことよりは個人自

らが計画して選択して実行し、責任を負わなければならないこと(do-it-yourself 

biography)と個別化された。"出生-教育・就職・結婚・引退など一連の生涯の過程(life 

course)によって規定された近代社会の普遍的な生活の様式が崩れ、個人は各自自分の

人生を企画し実行しながら、修正していかなければならないようになった。"(ベック

のほか、2010:128;シンギョンア、2012:16)" 

省察的近代で自我のアイデンティティと自律的決定が重要に浮上しつつあるなか、個



人化は、政治的な様相にも変化をもたらすこととなる。 産業社会が発生させた危険

社会の要素が個人のプライバシーを侵犯して自我を不安に作るのに、"省察的近代化

では'私は誰か'、'私は何を望んでいるのか'、'私はどこに行くのか'のような自我実現

や個人主義と関連した質問が、多様な形の政治的アイデンティティを生む。それでベ

ックは専門家に依存した道具的合理性を拒否し、個人の参加が活発に起こる下部政治

(subpolitics)の活性化を通じた生活政治を追求"(ソンチョルソン、2002:222)すると議論

する。 

 

 

省察的近代化で個人化の障害学的含意 

 

'労働無き資本主義'で障害人労働の可能性 

省察的近代社会における労働はその前の社会と比較したときに、多くの変化が起きる

。 第一に、1次近代で主要な労働のモデルである'男性生計扶養者モデル'はこれ以上

社会の'標準的モデル'がなれない。長期的かつ構造的な大規模な失業、性別分業の弱

体化、パートタイム労働の増加、一生雇用構造の崩壊などで労働市場の柔軟性に対す

る要求が増加しているためだ(ムンスンホン、2006:268)。第二に、労働の内容と労働

市場の供給者も変わる。 "一方では'産業'と'生産'の中核と理解された物質生産と肉体

労働の比重が縮小されるのに対し、他方ではその間、'労働人口'に分類されなかった

(既婚)女性や高齢者たちが'労働人口'に抱き込まれたことから、労働と産業の底辺がむ

しろ拡大されるからだ。 結局、'労働'は終わりでなく、変化を経験して、労働市場は

以前よりはるかに多様な人口集団から補充される"(ホンチャンスク、2013a:256)。こ

のように、労働市場の変化は'個人のアイデンティティ'で労働が占める重要性を縮小

させている(ムンスンホン、2006:268)。 



省察的近代化が進むと、障害者の労働はどのように変化するのか。 1次近代社会の

Taylorism、フォーディズムに代表される画一化されて標準化された労働は'健常者中

心の物質生産,肉体労働'を意味する。 2次近代ではこのような非障害者中心の労働が

弱体化されて、コンピューターとインターネットを活用した非物質生産、柔軟な生産

方式及非肉体労働労働、パートタイム労働などが強化されれば、以前に比べて相対的

に障害者の労働市場への参加率が増加できる余地がある。特にリハビリテーション工

学や医学などが発展することになれば、職業領域における障害者リハビリ水準が高く

なり、建築工学で無障害環境を強調する普遍的な設計(universal design)が拡大適用さ

れれば、障害者にやさしい企業環境が造成されて、障害者雇用率上昇という可能性は

さらに高まるだろう。 

  

家族制度の弱体化と障害人の独立可能性 

次近代には性別分業に基づく典型的な核家族モデルに家族の賃金(family wage)が提供

されて、福祉国家は大部分の福祉給与を家族単位で編成した。しかし、省察的近代で

家族は労働の変化だけ大きな変化が起きる。 まず、女性が労働市場に参加すること

になる。 これによって、女性個人の福祉権(welfare right)が発生する。 これは女性

が家族という制度の中に留まっていなければならない必要性を弱めるものだ。 また

今まで家族内で家族が遂行していたさまざまな労働と機能がそれぞれ断片化され、潜

在的な商品に変化することになる(家事労働、ヘルパー労働、感情労働、生殖要素や機

能の商品化)(ホンチャンスク、2013:260-261)。 

省察的近代では個人が職場や家庭の間で均衡取ることがだんだん難しくなりながら,

家族の時間の減少が現れ、家族間の親密感の交流と疎通は減少して自然に家族構成員



たちは個人として自分の正体性が強化される。それなら、省察的近代化で現れる伝統

的家族制度と機能の弱化は障害者にいかなる影響を及ぼすのだろうか。 第一に、家

族たちが障害者を扶養する機能は徐々に衰退するという点だ。 

これは障害者が自分の欲求を充足させるのに家族ではなく、国家や社会あるいは市場

からの依存性が高くということを意味する。第二に、家族がない他の体系からどのく

らいの支援をちゃんと受けられのかは、障害者の労働市場への参加率と障害者を支援

するための社会サービスの水準によって違うように見られるものである。 もし、障

害者の労働市場への参加率や公的障害者社会サービス水準が高いとすれば、障害者は'

家族の個人化'現象の中で、家族に依存していない独立的な生活を営むこと可能性が高

い。 しかし、その逆の場合、障害者は1次近代に比べて2次近代から暮らしの質がさ

らに悪化するだろう。 

  

障害正体感形成の新しい可能性 

今まで労働体制と家族制度の変化でも見ることができたように、省察的近代で個人は'

数多くの選択'と'複数のアイデンティティ'に開かれている(ギデンズ、2001)。人は過

去の行動様式が廃棄されて開かれる新しい機会をつかむことができ、自らをさらに能

動的な存在に変化させることができる。ギデンズ(2001)は、人間が危険と機会の間を

移動しながら、自分のアイデンティティを構築して、省察的企画を通じて自分の人生

の歴史を自ら書いていく自己満足的個人(self-sufficient individual)になっていくこと

が後期近代社会の特徴だと規定している(シンギョンア、2013:269)。 

 

これは前近代社会を支配していた親族、社会的役割、伝統的義務と同じ基準がなくな

り、、社会的知識と専門家に対する信頼を土台に関係自体を目的とした人間の関係が



拡張される可能性があることも意味する。省察的近代に行われている数多くの選択地

と多様なアイデンティティ形成の可能性は、障害者にも同様に該当する。社会文化的

に1次近代の時より、省察的近代では人間を抑圧した各種制度の影響力が弱体化され

、さまざまな人間の個性が奨励される可能性が高いだろう。 したがって、省察的近

代社会で、障害は、個性の一種類として議論される可能性が大きい。  

つまり、障害学で強調している"障害者だけが持てる、障害や障害者の人生に対する

態度と、それを受け入れる程度"(イイクソプㆍ、申恩慶(シン・ウンギョン)、2006)の

障害のアイデンティティー(disability identity)、"障害がさまざまな人の姿の中の一部

として自然だという信頼を公表することで、障害に烙印を置く社会構造に対する挑戦

であり、長い間障害抑圧的な社会が規定した障害に対する否定的な態度と信頼、感じ

から我々自身を自由にしようとする試み"(Triano、2004;ジョン・ジヒェ、2013)で議

論される障害者の自負心(disability pride)などがより支持を受ける可能性が高い。 

 

 

省察的近代化で障害者の安定的未来に向けた前提 

 

省察的近代化で障害者の安定的未来のための前提条件は何があるだろう。 第一に、

省察的近代化が障害者に真の開かれた機会になるためには障害者に安定的な社会サー

ビスを提供することが必須的だ。 省察的近代化が深刻化すればするほど、家族の機

能が弱体化される。 これは障害者の福祉を責任負う主体に国家と社会の役割が強化

されることを意味する。それなら、障害者福祉サービスの公共性はどのように強化す

るのか。 この問いに対する代案を探すのは容易ではない。 なぜなら省察的近代で福

祉国家の基盤及び影響力は徐々に衰退していて、市場で公共性を確保することは容易



ではないからだ。 したがって、公共性を担保できる障害者福祉サービスの代案的な

供給主体に対する悩みが必要であり、彼に対する有力な主体として国家、市場ではな

く市民社会部門として社会的経済(social economy)組織を活用した方法を積極的に検

討して支援する案を講じる必要がある。 第二に、障害者当事者の政治的力量を強化

することが要求される。 

省察的近代では1次近代の政治的中心制度だった議会政治と政党の影響力が弱体化され

る。 その代わりに、市民社会の領域を中心とした代案的な政治家の下部政治家の活

性化され、これを通じて社会の意思決定及び躍動性が生じることとなる。 これは省

察的近代で障害者の福祉を向上させるためには障害者の下部政治家の活性化されるこ

とを意味する。 省察的近代では"無差別的な市民の多次元-地球レベル、地域レベル

、国レベル、地方水準、個人レベル-政治参加を通じて新しい政治共同体の規範と社

会的連帯意識が発現すること"(ホンチャンスク、2014:127)ということを考慮する際に

、障害者の政治的力量を市民社会水準で向上できる様々な試みが要請される。第三に

、省察的近代に合致する社会福祉及び障害者福祉専門家の役割が樹立されなければな

らない。 省察的近代社会は個人を労働市場、家族制度などから独立させる傾向があ

る。これはベックが指摘したとおり、省察的近代の個人は専門家体系に以前の時代よ

りさらに依存することになり、これは、障害者にも然りだ。 したがって、省察的近

代で、専門家に助言や相談を求める障害者に、その自分が'障害人'ではなく'独立的な

個人'としてアイデンティティーを持つことができるように支援する専門職の力量を

開発することが求められる。この力量は前近代社会はもちろん、1次近代社会に内在

している人間抑圧的な、より狭くは、経済至上主義的な価値を批判できる認識を備え

ることから始まると言える。 



これは障害学を基にして、より哲学的で倫理的な知的訓練が必要であることを意味す

る。 
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[Abstract] 

本研究では、省察的近代化論が障害学に持つ意味を考察してみた。このため、障害学の概

念と障害学の主流言説基盤を批判的に考察し、省察的近代化のために、基本の理解を行い、

省察的近代化論の個人が障害学に持つ意味を考察した。省察的近代化は、障害者の労働が拡

大することができる可能性についてマルクス主義に基づく議論よりも現実的に予測すること

ができたし、「個人化」が深刻化し、家族の機能が弱体化されている中で、省察的近代化で

は、障害者のニーズが満たされることが障害者福祉サービスの公共性の確保のレベルに依存

していることも知ることができたし、省察的近代化が進むほど、障害停滞感や障害誇りの形

成がより支持される可能性があることも予測することができた。一方、省察的近代化は、新

しい社会的リスク（new social 

risks）をより詳細に解明することができる談話になることがあり、身体障害者福祉サービ

スの代替的な供給主体としての社会的、経済（social 

economy）組織が重要であり、障害者当事者の政治的力量を強化し、身体障害者福祉の専門

家に新しい省察の訓練が必要であるを提示していることも確認できた。 

 

○主制御：障害学、省察的近代化、パーソナライゼーション、ウルリッヒベック、新たな社

会的リスク、社会的経済 

 

I.はじめに 

 

最近障害学（disability 

studies）への関心と研究が増加している。障害学は女性学、黒学のような総合学問

として、「障害」という社会的構成概念を社会福祉、社会学、政治学、経済学、医

学、文学、メディア、教育などの研究結果に基づいて分析する研究分野である（ジ

ョハンジン、2011：6-

8）。このように、障害学が持っている総合的な性格にもかかわらず、障害学を社会

科学的（社会学、経済学、政治学）の立場から考察する研究者は、基本的に「資本



主義を批判」する立場にある傾向が強く、これに伴い、マルクス主義に立脚した研

究者（Oliver、1984; Finkelstein、1980; Abberley、1997;ガンミンフイ、2013） 

が主をなしている。しかし、このような傾向が果たして適切な観点かに対する批

判も実行することができる。これは、障害の問題が発生することが資本主義体制か

らか、だから資本主義のアンチテーゼとしてマルクス主義が問題解決の真の答えな

のか疑問を提起することができるからである 1 。 疑問の根拠としては、二つのこと

を挙げることがだろう。最初は、現実的な姿で見つけることができる。マルクス主

義に立脚した共産主義経済社会システムの歴史的な実験は、過去20世紀に失敗した

こと調べることができる。 2 

これはマルクス主義の現実性（relevancy）が資本主義に比べて不足を示すものであ

り、資本主義の代替システムとして提示されるには限界があることを反証するもの

と判断される。 

第二は、マルクス主義が資本主義では、産業主義の一形態として批判されるからで

ある。 

これらの批判は代替社会談話の生態注意（ecology）で提起されている。生態主義者

たちは資本主義とマルクス主義は「近代」の産物としての両方の成長に焦点を当て

ていると主張する（Dobson、1993：44-

45）。これは両方のシステムがまるで「コインの両面」（キムホギ, 

2001：4）と等しいことを示すものである。したがって、マルクス主義に基づく批判

と代案の提示は、資本主義に基づいたものと本質的に差別を持つことは困難である

。 

このような問題意識を堅持すれば、障害学の作業が主にマルクス主義に基づいて

実行される最近の傾向は、止揚される必要があり、より新しい観点から障害の問題

を分析することが要求されるとすることができる。もしそうなら、その「新たな視

                                           

1
 近代以降の経済システムの種類を議論するとき、資本主義の対蹠用語では、社会主義が最も適し

ていると判断される。それにもかかわらず、社会主義の形態は空想的社会主義、科学的社会主義

、共産主義、社会民主主義など、いくつかがあるが、本研究では、批判の焦点をより明確にする

ために、マルクス主義に集中して議論を展開したいた。 

2
 もちろん、前世紀の共産主義の実験が「真」マルクス主義かについては議論が多く、したがって

マルクス主義が失敗したと断言することはできない。これに対するデモンストレーションをする

ことは、本論文の研究の範囲を超えてと、本論文では説明しない。ただし、現実の共産主義体制

がマルクス主義に立脚したことは明らかな事実であり、学術的理論と現実的な経済社会システム

は完全に一致することができないという点では、ラフナママルクス主義が失敗したと主張するこ

とが妥当でないと批判するのはオンされなかった側面があると判断される。 



点」は何だろうか？これに対する答えを見つけるために、生態主義で「近代」を批

判していることに注目する必要がある。つまり、障害学では、障害抑圧が近代以降

著しく出現していることを考慮する際に（Oliver、1984; Finkelstein、1980）、 

障害学の基礎は、近代的パラダイムの一つであるマルクス主義ではなく、近代的

パラダイムを批判する言説がなければならないことを考えて見ることができる。 

そう、近代を批判するさまざまな議論をもとに、障害の問題を考察することであ

れば、従来のマルクス主義の観点による批判より一段階さらに深化された批判の枠

組みを持つようになるだろう。近代性（modernity）を批判する視点 3 が障害学の新

たな視点の候補になることができると仮定した場合、その視点は「近代をどう見思

うか」ということを目安に、再び3つのの形に分けて調べることができる。 

 

第一は、「未完の課題」として近代の肯定する観点である。第二は、近代の否定と

して脱近代の到来することを現実的に承認する見解である。第三は、上記二つのと

は別の第3の流れで、「第2の現代」または「省察的近代化論」として、「近代性の

限界を認めているがこれ近代性の企画を全面的に廃棄するのではなく、近代性の当

初の目標を再確認し、追求」という観点である。4 

近代性のこのような観点のうち、どのような視点が障害学をはじめとする社会福

祉実践で有用であるかについては多くの議論があった。社会福祉が「近代主義によ

って科学技術を中心にして実践の成果を過度に重視するようになると、ツールで機

械的な論理や成果主義が過度に強調されやすい」という批判があり、ポストモダニ

ズムを社会福祉の代案として提示になると、「既存の認定を受けた機関や専門家の

権威の根本的な疑問を提起して、これらの正統性と権威の解体を介して、従来の専

門関係を否定して専門的判断による介入ではなく、クライアントの主体化を強調」

することになる。 

しかし、近代性への批判的に適切な視点は、「伝統的なだけ執着する前近代性の

限界に加えて、真理のために巨大談論の普遍性は、すべての状況で同じように維持

されて類型化することができる自己の同一性、固定的明確言語の意味は、分類によ

る統一性などが強調されている近代主義の限界を超えて同時に一方では、統合性、

                                           

3
 キム・ホギ（2001：4）は、近代性を批判するということは、資本主義と社会主義の両方を批判

すると議論しており、このようなタスクを実行する理論を「批判社会理論」と呼ぶことができる

とする。 

4
 キム・ギドク•最輝き（2014）は、Bauman（2000）の液体近代（liquid modernity）議論をもと

に、韓国社会福祉実践を考察したが、バウマンの液体近代は省察的近代と相通じる概念である

（キム・ギドク•最輝き、2014：58）。 



一貫性が不足して代案の提示に分裂的特性を有する脱近代主義の制限も克服するこ

とができなければならない。」 

つまり、「人間疎外」を取得近代性の限界を認めながらも、「すべての抑圧から

人間を解放」させようとする近代性の価値を追求することが要求されるだろう。こ

れはすぐに、障害学の省察的近代化論（reflexive 

modernization） 5 による学術処理が実行されることが、社会福祉的側面からの代替

的な意義を支持であることを示すものと判断される。 

省察的近代化論が社会福祉に持つ意義に集中して、今まで社会福祉学界では、リ

スク社会（risk 

society）の中で行われる社会福祉実践の概要をレベルで考察した研究から、ギデン

ズ（A. 

Giddens）のソンチャルソン理論を基にエンパワーメント理論を再解釈した試みと、

省察的近代性理論と社会空間の理論を根拠に、社会サービス政策の倫理政治性を診

断し、実現するための戦略を模索した研究が行われた。これらの研究は、持つ意義

が非常に大きいにもかかわらず、まだ省察的近代化の議論を構成している様々な概

念（リスク社会、パーソナライゼーション、グローバル化、サブ政治）それぞれで

、より詳細な分析を追加することが要求され、何よりも、障害学の省察的近代化を

テーマにした研究が開始されていることが必要である。 

障害学批判が社会福祉政策と実践の代替形成に寄与するためには、新しい時代の

変化に適切な新しい言説に基づく批判と代案の提示が行われることが要求される。

そのような面で省察的近代化論が障害学にどのような意味を持つのかを究明する作

業が要求される。 

以上の問題意識に基づいて、本研究では、省察的近代化論が障害学にどのような

意味を持つのかについて見てみようと思う。このため、本研究では、はじめにに続

き、第II章で障害学の概念と障害学の主流言説基盤を批判的に考察し、第III章で省

察的近代化の基本的理解を行い、第IV章で省察的近代化論でパーソナライゼーショ

ンの障害学的含意を見て、第V章で以上の研究結果を基にした社会福祉的提言をした

い。 

 

II。障害学の概念と障害学の主流的言説の基礎 

 

                                           

5
  근대성에 대한 비판담론으로 근대성을 옹호하거나 탈근대를 표방하는 것이 아닌, 제3의 흐름을 

지칭하는 것으로는 ‘제2의 근대’, ‘제2의 현대’, ‘성찰적 근대화’, ‘액체근대화’ 등 다양한 표현이 

있다. 본 연구에서는 Beck(1992)이 제시한 성찰적 근대화를 중심으로 논의를 전개하고자 한다. 



1.障害学の形成の背景と概念 

 

障害学は女性学、黒学のように、比較的最近に登場した研究領域である。障害学

が登場するようになった背景を調べるためには、まず、「障害を眺める視点」の変

化を考察してみることが必要である。障害を眺める視点は大きく、個別モデル（the 

individual model）と社会的モデル（the social 

model）に分けることができる。個別のモデルは、障害を個人が持っている医学的、

機能的な問題との見方であり、社会的モデル（the social 

model）は、障害者が住んでいる社会環境の問題が原因で障害が発生したと思う。 

Oliver（1996）は、個別モデルが個人の障害に焦点を当てており、障害者に関す

る諸社会問題は、障害者が持っている障害に起因するものと認識するとし批判した

。このような観点は、「障害」というのが障害者という不幸な個人に発生する悲劇

という認識を持つようにするというものである。例えば、個別のモデルに基づいた

ときには、障害の問題の根本的な原因が障害者の個人内にあるので、その解決方法

として、医療•リハビリテーションの専門家の役割が強調され、障害者は、制御を受

けるされ、障害者は正常ではないという認識の中で、劣等感を持つようになる。こ

れらの個別のモデルの視点を批判しながら登場した社会的モデルは、障害を個人に

帰属されたものではなく、社会的、環境によって作成された条件の複雑な集合体で

みなし、障害は社会に存在するものであり、障害者のニーズを社会の中で収容して

それに適したサービスを提供することに対する「社会の失敗」を意味することにな

る。障害を眺める、上記の2つの観点のうち、障害学は、社会的モデルに基づいた新

しい多学際的学問として、米国と英国で始まった。 

米国での障害学が発展するようになったきっかけは、1960年代の黒人の人権運動

からその起源を遡ることができる。黒人の人権運動は1964年民権法（Civil Rights 

Act）の制定にどの程度実を見て、米国ジャンエギェは黒人の人権運動を眺めながら

、障害者の人権に対する自覚を徐々にになった。これにより、1970年代後半に障害

学という新しい学問が胎動し始めており、障害者の権利運動と障害学は、最終的に

、1990年の米国の障害者法（Americans with Disabilities 

Act、ADA）の制定に大きな影響を与えることになる。英国での障害学徒1970年から

始まった障害者運動に起源を置いており、1975年にOpen 

Universityでの最初の障害学講座が始まることになる。要するに、「障害学は、障

害を特別に市民権、あるいは公民権の地平にのせるための学界と活動家の一種協力

の産物」とすることができる 

障害学は、新しいパラダイムに基づいたので、その中に障害の問題（課題）を扱

う重要な調査であった医学、特殊教育、社会福祉などは別のアプローチをとる。既



存のアプローチは、障害の問題の拡大⋅宰相山の理由に集中するより、障害者の保健

、教育、福祉の向上のための事後的対応に集中した。しかし、障害学は、障害の問

題が政治社会的なイデオロギーと権力によって規定されたものと認識する（ジョン

ジウン、2009年：36）。障害学の総合的、通完全アクセスはヨソンハクグァ非常に

似ているとすることができる。女性学（women's 

studies）が政治学、社会学、経済学、文化、歴史、心理学、芸術などが融合した学

際的な研究であるかのように、障害学も医学、リハビリテーション、特殊教育学、

社会福祉学、生命倫理、文学、法学、宗教、経済学、芸術など関連して障害という

現象を探求する。 

女性学が一言で定義するのは容易ではない樣に、障害学も学際的研究でありなが

ら、同時に新生学問であるため、定義を下すのは容易ではない。それにもかかわら

ず、障害学の作業的定義をしてみると、「障害を個人の欠陥で見ず、むしろ障害を

規定する政治的ᆞ経済ᆞ社会的ᆞ文化的要因などを探求し、障害者による積極的な

参加を重視する多学際的学問」と言えるだろう。 

 

2. 障害学の主流的言説の基礎と新しい談話の必要性 

社会政策学科関連障害学研究では、障害という現象を究明するために、自然にマ

クロ政治、経済イデオロギーを批判的に考察することになる。この時、ほとんどの

研究は、現代の主流的な社会経済システムである資本主義の批判に集中している。

そして資本主義批判の道具としてマルクス主義的立場が強く現れる。英国の障害学

者Abberley（1997）は、「マルクス主義は今でもまだ正しい」と主張しても、社会

学に基づいた障害学研究は、機能主義や相互作用に注意を拒否してマルクス主義に

立脚しなければならないと主張する。 

マルクス主義の「上部構造は、下部構造によって決定される」とするように、マ

ルクス主義に基づいた障害学者たちは、障害者が直面している障壁と障害者の排除

と不平等は社会の生産様式によって作成されたものとみなす。このような観点を堅

持している代表的な研究として、Finkelstein（1980）は、唯物論を応用して、資本

主義の到来とともに、障害者に対する差別と排除の結果が表示されたプロセスを3段

階（封建社会、資本主義社会、社会主義社会）に基づいて提示している。第1のステ

ップは、産業革命以前の封建社会を、第2段階は、労働の焦点が工場に移動する資本

主義社会を、第3段階は、将来のユートピア的社会を意味する。この研究の核心的論

拠は個人それぞれが能力の限り生産過程に資するた協力的農村ベースのシステムで

は、個人を賃金労働者で組織した都市や工場ベースのシステムで、労働組織が変わ

り、ほとんどの障害者が労働過程から排除されたものである。すなわち、第2段階で

ある資本主義社会で障害抑圧がもたらされたのだ。 



このように、社会科学の訓練を受けたほとんどの障害学研究者は、資本主義の展

開過程で「労働可能/労働不可能」という両極端な人間観が形成され、これは再び「

労働不可能者として障害者」を差別する理論的、社会的基盤が構築されてきた見る

（ギムヨウンファら、2003）。つまり、障害者は非熟練労働者であるか、労働不可

能者なので、労働力の余剰価値（利益）が低かったりなく、賃金労働の可能性が低

いため、所得水準が低い。これは障害者の購買力を低下させるものなので、消費に

裏づけされた資本主義経済の発展に役立つされな

いと思われるのである。また、障害者は誰か（特に家族）からの保護と扶養を受け

るのに、障害者ケア労働を提供する者（家族）の労働市場への進出を防ぎ、社会的

コスト高を招くさせ、社会全体の競争力を低下させる存在として理解されるだろう

。生産という観点から見ると、障害者は、彼らの家族の生産に参加さえも遮る存在

であり、したがって当然、この社会から排除されるべき存在だったのだ。彼らは投

資価値がないので、集団受容と管理にかかる経費も最小限に抑えなければならいた

。 

要するに、マルクス主義に立脚した障害学では、障害者に対する社会の差別意識

が資本主義イデオロギーによって形成されたものと認識している。これによって、

「障害者は、すでに社会活動への参加が非常に難しいと認識されており、貧困とい

うくびきを脱し難しい集団という偏見が重ね書かれるようになる。これにより、他

の集団とは異なる障害者の集団は、貧困階級からの脱出がほとんど不可能であると

いう社会的認識が強く作用し、これは障害者の集団が貧困階級の下位層にとどまっ

てようにする重要な理由になる」ということだ。 

マルクス主義が資本主義体制を批判しながら、障害抑圧のメカニズムを明らかに

して、これにより、障害学に重要な洞察を提供し、障害学の発展に寄与したことは

明らかである。それにもかかわらず、マルクス主義も障害抑圧をもたらすことがで

きるという点で、批判の対象になることがあります。 

1970年代以降、マルクス主義は危機を迎えるれたが、これは当時新たに登場した女

性、高齢者、少数民族、環境問題などにマルクス主義が対処できなかったからであ

る。 

「障害学が扱っている問題も、他の社会的弱者（女性、高齢者、少数民族など）の

問題のように、マルクス主義が堅持している階級主義と全体主義的な観点では解決

が不可能」である。マルクス主義が強調している階級主義は「生産手段」の所有す

るかどうかに集中している。これは、最終的に資本主義が強調される経済成長の観

点と大きく変わらない。マルクス主義は、障害学が追求する脱労働の価値と個人の

自律性の価値と対立していることに注意する必要がある。 

ここで、マルクス主義理念が障害学の価値と矛盾するより根本的な理由は、これ



らの政治経済イデオロギー自体が障害抑圧的であったためというよりは、マルクス

主義は最近に表示されている近代性の変化を捉えることができずいるからだと見る

必要がている。ハーバーマス（1984）は、マルクス主義が変化している近代性を捕

捉していない限界を次のように議論する。まず、マルクス主義の「基礎 - 

上部構造」という比喩は、近代の変化を認識することに非常に制限だが、これは、

現代の資本主義国家は、福祉国家であり、複雑になった社会の現実に合わせて経済

自体を構成して経営するために積極的に介入することによって、資本主義の階級対

立も緩和されているからである。第二に、労働者階級と中間階級は政治的行為能力

が萎縮した中でも、物質的な安定を享受しているので、マルクス主義が前提にして

いた革命の主体としてのプロレタリアやプロレタリア階級意識はもはや発見しにく

くなったものである。 

一方、Beck（1992）とLash（1994）は、マルクスが提示した概念は、「単純な近

代性」（simple 

modernity）の社会を反映したものであり、本研究では脱伝統的個人主義的な「省察

的近代性」（reflexive 

modernity）の社会で行為している個人や自我を説明するには限界を持つことである

。 

特に、「ベックはマルクスが産業資本主義の発展とともに封建的秩序から個人の解

放が開始されたと見るなど、個人主義化の理論を主張してはいるが、個人主義化の

過程を階級の形成と同一のものと扱って、これを最後まで探索していなかったとい

う点で限界があると言う。" 

 

III。省察的近代化と個人化の理解 

 

1.省察的近代化の理解 

 

ベック（U. 

Beck）は「危険社会」で、人類の時代区分を大きく前近代、単純近代（1次近代）、

省察的近代（2次近代）に分け提示した。前近代は、従来の封建社会を意味し、単純

近代は封建社会が解体され登場した産業社会を、省察的近代は、産業社会が解体さ

れ、置き換えられている社会のタイプを意味する（Beck、1992）。 

ここで、ベックは、伝統的な意味の近代化が速度と成長を第一の価値で、ここ近

代化と規定する。このタイプの近代化は、産業化、技術化、科学化を通じた近代文

明の進歩と改善を驚くほど成し遂げ社会であった。しかし、同時に、この近代化の

過程を通じて意図しなかった実存的リスクと不確実性のスペクトルがこの近代社会



の生活を巻き付けておく結果を招くことになったのだ。 

ベックとラッシュは,単純な近代化と省察的近代化を区別しながら,その違いを述

べているが, その核心内容を整理すると, <表1>のとおりである（Son Chul Sung, 

2002：214）。 

単純近代化は、階級理論の中心、行為の領域の機能的分化、直線的進歩を仮定す

ると、変革の動力として道具的合理性、方法的懐疑論、抽象的な手続き民主主義の

特徴を持っている場合、省察的近代化は、社会的不平等の個人中心の理論、サブシ

ステムの機能の調和と融合、合理性の形態の磁気修正、変革の動力として副作用、

科学的作業の懐疑論、急進•多元的民主主義をその特徴としている。 

 

二近代化の違いを量産する重要な結節点は、まさに生産様式に集中した階級の概念

が弱体化され、個人化が深化されるもの見ることができる。省察的近代化は、パー

ソナライゼーションの深化を出発とし、サブシステムの機能も有効になり、自我省

察と省察的能力、多元主義のなどが強化されていることを調べることができる。 

 

シンプル近代化（1次近代化） 省察的近代化（2次近代化） 

集団カテゴリの階級理論 社会的不平等のパーソナライゼーションの理論 

行為の領域の機能的分化 サブシステムの機能の調和と融合、網目形成 

線形進歩モデル 合理性の形態の磁気修正、リスク招い（不確実性の回帰） 

変革の動力として道具的合理性 変革の動力として副作用（ソンチャルソン） 

方法的懐疑論 科学的作業の基礎と結果の懐疑論 

抽象手順民主主義 新社会運動に基づいた根本、多元的民主主義 

出典：Son Chul Sung（2002：278） 

 

ベックが提示した省察的近代化に対してより詳しく見てみましょう。ベックは、

現代社会の危険性が全地球的に普遍化されており、この危険な存在状況に対する危

機意識が必然的に人間のソンチャルリョクを触発することになる見る。 

ベックはこのソンチャルリョクの可能性を担保している社会を「新しい近代性」

の社会で規定する。ここでベックが議論する省察的近代化は、単に近代を肯定する

わけでもなく、ポストモダニストのように近代化を否定するわけでもない、第3の批

判であることを知ることができる。 

 

「ベックは後期産業社会の変化の様相を介して捕捉されている存在論的な状況は、

近代性の終焉を意味するより新しい近代性、すなわち近代合理性のより完全な展開



での可能性を強化させてくれると思う」 

ベックが提示する省察的近代化の達成状況は、「危険社会の出現に決定的な原因

となった科学科学的合理性がその独占的地位に退出される程度に依存する。科学主

義の文化的ヘゲモニーを破って、科学技術を公的批判の対象とするだけでなく、自

らを批判に作成するときに、すなわち自己批判の意味でソンチャルソンが科学、技

術の分野掘りたちと、はじめて近代化の歪曲された効果を処理することができると

いうものである。」 

このように省察的近代化は、その用語でも調べることができるように、「人間の

ソンチャルリョクが増大される社会、すなわち、個人と集団の両方の知識（情報）

を自分自身と社会に批判的に適用することができる省察能力が拡散される過程や傾

向として定義される。ベックはこの省察個人の可能性の書士に基づく（省察）近代

化企画を通じて前代未聞の実存的リスクと不確実性の問題のために解決策を模索す

る。" 

ベックが期待するソンチャルソンの資源は二つのだ。最初は、リスク自体に内在

する省察的傾向であるが、これは科学的真理を相対化することにより、同様の宗教

のようにされた科学の再ツールとしての機能に位置させる。第二は、社会構造の中

に確立された下部政治（subpolitics）の発展である。後期現代では国家の介入が弱

体化され、政治は政府や議会だけでなく、社会の各分野で行われます。つまり、権

力の行為の主体は多様され、民主主義は社会全般に広がっされることソンチャルソ

ンの資源が拡散されるというものである。 

つまり、「省察的近代化」とは、一時代全体、すなわち産業社会の時代の創造自

己破壊の可能性を意味し、この創造的破壊の「主体」は、革命や危機ではなく、西

欧近代化の勝利によって示される。つまり、正常な自動化された近代化の跡を追っ

て隠密で無計画であり、元の政治秩序、経済秩序を変わらず維持したまま発生する

産業社会の変動とは、近代性の急進化を意味し、これは産業社会の前提と輪郭と断

絶して、別の近代性への道を開いてくれるだろう。 

 

2. パーソナライゼーション理解 

 

1) パーソナライゼーションの概念 

ベックの議論で個人化（individualization）は、リスク社会の議論に隠れ、そ

の中にしっかりと注目されなかったと評価される。 

しかし、リスク社会の概念と同様に個人概念も非常に重要な意義を持つ。ベックは

「省察的近代化の主な特徴の一つをパーソナライズまたは個人主義化で捜している

。ラッシュは省察的近代化論は「個人化」（individualization）を唱える強力なプ



ログラム」と強調している。 

社会学的に個人は近代以降に出現した概念である。ベックの議論に関連して、個

人化は、次の2つの次元に区分することができる。第一に、古典的な「個人」の概念

、すなわち「自律性を持った理性的な存在としての人間」が、彼の独立性と自由を

促進させていく過程である。特別な理論脈絡なく個人という概念を使用する場合、

通常、これらの意味を持つ。第二に、新しい概念、つまり「危険社会から社会経済

的•環境リスクを個人自ら背負う状況」を指す。これは個人的の選択というより構造

的に賦課される条件である。ここで、近代初期の個人過程が主に最初の意味を持っ

たならば、20世紀後半から展開された個人は、第二の側面との関係が深い。 

前見たように、「ベックが脱近代化ではなく省察的近代化に焦点を当て、近代の

終焉ではなく、近代性の内部の連続と不連続の問題を浮上させるように、個人もい

くつかの点では、資本主義の誕生以来、持続してきたのだが、もう一つの側面では

、完全に新しい現象で把握される。「後期近代社会で個人が近代初期の個人と持つ

差別性を見てみると、以下の通りである。 

近代初期の個人化は、伝統的拘束から個人の独立性と自律性の向上という価値を

盛り込んだものだった。フランス革命とその後の不安定な状況でブルジョワ家族、

市民社会、権利の哲学（the philosophy of 

right）をベースにした個人主義の制度化が近代産業社会の特徴であった。1次近代

社会では、人々は、自分が意識的に努力しなくてもコミュニティや伝統集団から分

離された存在になって行った、新しい人生のフォームを自分の人生の条件で受け入

れていった。 

しかし、欧米で20世紀後半以降進められてきた個人は、構造的に強制されて強制

的に追求して行かなければなら現象である。家族、血縁、宗教、階級、国などの制

度が徐々に弱体化され、既存のに実行してきた役割が脱規範されている社会で、個

人は今、自分のルールを見つける通わなければならないようにされたものである。 

 規則遵守的（rule following）生活の中で規則發見的（rule 

finding）生活的に、またはラッシュの用語を借りれば、規制的規則（regulative 

rules）で構成的規則（constitutive rules）に生活のルールが異なりました。 

省察的近代化の自我は、個人が責任を負うべき「省察的企画」の対象として、私

たちは、今存在しているままの私たちではなく、自分自身を自ら作成する私達が必

要があり、比較的固定されたパスの中で生活を秩序ジウォトドン伝統社会から脱皮

した省察的な現代社会では、個人は、複雑で多様な選択に直面し、自らの選択によ

り、自己のアイデンティティを能動的に形成し、維持するべきである。 

 

2) パーソナライゼーションの特徴：近代的な結束から個人を分離 



前述したように、個人化は中世から近代へと移行するために現れた現象で、封建

的従属、王、貴族、教会、身分制度などから、人間を解放させた。パーソナライゼ

ーションのこのような「解放機能」は、資本主義の成立後も、家族、近所の人、仕

事、階級などの所属集団から人々を絶えず分離させる遠心力で存在した。 

実際に後期近代社会につながると、近代以降出現するようにされた階級概念も個

人により薄れていく。「階級はもはや存在しない集団を、まるで実在するかのよう

に示す「ゾンビカテゴリー（zombie 

category）」になって概念的効力を失うことになったベックは主張する。標準化さ

れた完全雇用システムは、柔軟で多元化された不安定雇用システムに席を与え、こ

れにより、賃金労働者のアイデンティティは、もはや仕事での生活や似たような経

済的なレベルを味わう隣人集団との絆から形成されず、人々の一生も標準的な（階

級）のタイプに従うより、個人自らが計画して選択し、実行し、責任を負うこと（d

o-it-yourself biography）に個別化されたものである。" 

階級概念が弱体化されているのは、「標準的な生涯過程の崩壊」を意味する。近

代社会は、自分が属している階級に応じて、ある程度は標準的な生活の軌跡があっ

た。しかし、「誕生 - 教育 - 雇用 - 結婚 - 退職などの一連の生涯過程（life 

course）に基づいて確立された近代社会の普遍的な人生のフォームが崩れ、個人は

それぞれ自分の人生を企画して実行し、修正していかなければならないされるよう

になった。」「労働市場の流動化や雇用の不安定化により、もはや実現可能なこと

がされていないことにより、個人は自分の"世話をしなければなら「人生を生きてい

くされた 

しかし、このような「個人のプロジェクトとして省察的近代の人生」は、標準化

された過程がないので、非常に不安定でもある。フェミニズム的分析によれば、こ

れらの個人が触発された後期近代社会で「男性が標準的な生涯の確実性と安定性を

失って漂流する自由を得たならば、女性は従属安定性を失った代わりに、独立と漂

流の二つの可能性をすべて得た。その意味で、後期近代社会の個人化は女性に多く

の多層的多義的」と分析している。このような現象は、単に女性だけでなく、すべ

てのターゲットに同じように適用することができる。 

省察的近代の自我のアイデンティティと自律決定が重要に浮上し、個人化は、政

治的な面にも変化をもたらすことになる。つまり、省察的近代化は、産業社会が発

生させた危険社会の要素が個人のプライバシーを侵害して自我を不安に作成され、

この過程で個人と自我の省察が必然的に行われて、また社会に対する個人の影響力

が大きくなり、下部政治が有効になるだろう。 

「省察的近代化では、「私は誰なのか」、「私は何をしたい」、「私はどこに行

く」のような自己実現や個人主義に関する質問が様々な形の政治的アイデンティテ



ィを生む。だからベックは、専門家に依存した道具的合理性を否定し、個人の参加

が活発に起こる下部政治の活性化を通じた生活政治を追求」と議論する。これは逆

説的にも個人のために、個人が社会に影響を与える程度が省察的近代が進むほど高

くなることを意味するものである。 

 

 

IV. 省察的近代化論で個人の障害学的含意 

 

以上の内容を踏まえ、本章では、省察的近代化論の個人が障害学的にどのような

意味があるのか議論してみようとする。この章では、パーソナライゼーションの障

害学的含意を「労働のない資本主義」で障害者の労働の可能性、家族制度の弱体化

の中で、障害者の独立性、障害停滞感の形成の新たな可能性というテーマで探索し

てみた。 

 

1. 「労働のない資本主義」で障害者の労働の可能性 

省察的近代社会での労働は、その前の社会と比較した場合、多くの変化が起こる

。まず、1次近代の主要な労働モデルである「男性生計扶養者モデル」は、もはや社

会の「標準的なモデル」となることがない。「標準的な生涯」が弱体化されるよう

に、労働体系も標準化されたモデルが弱体化されているものである。長期的な構造

的な失業が大規模に続いていて、伝統的な性別分業が弱体化されており、全日制労

働の減少とパートタイム労働者の増加に伴い、生涯雇用構造が崩壊し、労働市場の

柔軟性に対する要求が増加しているからである 

第二に、伝統的な性別分業の弱体化だけでではなく、労働の内容と労働市場のプ

ロバイダも違ってくる。一方では、「産業」と「生産」の中核として理解された物

質の生産と肉体労働の割合が縮小される一方で、他方では、その中に「労働力」と

して分類されなかった（既婚）女性と高齢者が「労働力」に包摂されることで、労

働と産業の裾野がむしろ広くなるからである。結局「労働」は終わりがなく、変化

を受けて、労働市場は、以前よりもはるかに多様な集団から補充される。 

このように、ベック（Beck、1998）が、「近代化が特定のレベルに達すると、構

造によって抑制されていた主体がより個人化され個性される傾向を示している」と

説明したことは、労働のシステムでも同じように表示される。上記のような労働市

場の変化は、「個人のアイデンティティ」で労働が占める重要性を縮小させている

のだ。これはすぐに省察的近代化は、1次近代化と比較して見たとき「労働のない資

本主義」と言えるだろう。もちろん、ここでいう「労働」とは、「1次近代の労働」

を意味する。 



省察的近代化が進めば、障害者の労働はどのように変化するのか。1次近代社会

のテイルロリジュム、ポディジュムに代表される画一化され、標準化された労働は

「健常者中心のムルジン生産肉体労働」を意味する。2次近代では、このような健常

者中心の労働が弱体化され、コンピュータやインターネットを活用した非物質の生

産、柔軟な生産方式と非肉体労働、パートタイム労働などが強化されれば、以前に

比べて相対的に障害者の労働市場参加率が増加することができる余地がある。 

 

これらの可能性は、省察的近代では女性、高齢者などの人口が労働力に包摂される

との予測と脈絡を共にする。特にリハビリテーション工学や医学などが発展するよ

うになると仕事の領域での障害者リハビリレベルが高くなって、建築工学のバリア

フリー環境を強調する普遍的な設計（universal 

design）が拡大されるようにすると、障害者に配慮し、企業環境が造成されて、身

体障害者雇用率の上昇という可能性はさらに高まるだろう。 

これに先立ち 

Finkelstein（1980）の障害者抑圧構造の歴史的進化の段階に基づいたときに、障害

者にもフレキシブルな生産方式で一定のレベルに労働が可能だった前資本主義に回

帰するような効果を持つものである。しかし、私は資本主義と、障害者が実行して

いた労働と省察的近代の障害者が行う労働は違いがある。電子が1次産業中心の肉体

労働であれば、後者は、3次産業中心の労働になるだろう。マルクス主義に基づく障

害学が社会主義社会というユートピアの障害者の労働について抽象的で宣言的に理

想的な社会になるだろうと議論することとは異なり、省察的近代化に基づく障害者

の労働は、労働体制の変化をより現実的に予測することがある点で違いを見せてい

ることを知ることができる。 

 

2. 家族制度の弱体化と障害者の独立可能性 

1次近代には主に男性が賃金労働を行い、女性は家事•ケア労働を行った。これら

の性別分業に基づく典型的な核家族モデルに家族賃金（family 

wage）が提供され、福祉国家はほとんどの福祉給与を家族単位で編成してポリシー

を施行した。しかし、省察的近代の家族は、労働の変化ほど大きな変化が起こる。

まず、女性が労働市場に参加することになる。 

 

これにより、女性自身が女性の名前で税金を出して、それに応じて女性の個人のボ

クジグォン（welfare 

right）が発生する。これは、女性が家族という制度にとどまりなければならない必

要性をヤクフェさせるものである。家族は「「男性最も=個人」という同一視が破壊



され、男性、女性、子供という各個人に区別（パーソナライゼーション）」され、

また、これまで、家族内で家族が実行した様々な労働と機能がそれぞれ分断されて

、潜在的商品に変化することになる（家事労働、ケア労働、感情労働、生殖要素と

機能の商品化） 

省察的近代では、個人が仕事と家庭のバランスとるのがますます難しくなる。な

ぜなら、個人の生活を維持するために、家族の生活の時刻表は、労働の時刻表に合

わせてなければならないし、労働市場での成功のために、女性と男性は、労働時間

を増やし、家族の時間を短縮するしかないからだ。そして、このような家族の時間

の減少は、家族間の親密さの交流と疎通を減らし、自然に個人として自己のアイデ

ンティティを強化する。ベックとベック - 

がルンスハイムは、女性の就業率と離婚率の上昇が後期近代社会で個人を証明する

最も重要な指標と解釈する。  

もしそうなら、省察的近代化で表示される伝統的な家族制度と機能の弱体化は

、障害者にどのような影響を与えるのか。まず、最初に明らかなことは、家族が

障害者を扶養する機能は徐々に弱体化されることである。これは、障害者が自分

の欲求を満たすためにあり、家族ではなく、国や社会、あるいは市場からの依存

性が高くだろうということを意味する。第二に、家族ではなく、他のシステムか

らどのよう支援をうまく受けることができるのかは、身体障害者の労働市場参加

率と障害者を支援するための社会サービスのレベルに応じて異なって表示される

ものである。もし、障害者の労働市場参加率や公的障害者の社会サービスレベル

が高い場合は、障害者は「家族の個人化」現象の中で、家族に依存していない独

立した生活を営むことの可能性が高い。しかし、その逆の場合には、障害者は1次

近代に比べて2次近代の生活の質が悪化するだろう。 

 

 

3. 障害停滞感の形成の新たな可能性 

 

これまで労働システムと家族制度の変化も調べることができたように、省察的近

代の個人は、「多くの選択」と「複数のアイデンティティ」に開いている。人々は

過去の行動様式が廃棄され、開かれる新たな機会をつかむことができ、自分自身を

より能動的な存在に変化させることができる。もちろん、省察的近代に不安と危険

が潜んでいるが、同時にそれらは機会になることもある。 

ギデンズ（2001）は、人間がリスクと機会の間を移動し、自己のアイデンティテ

ィを構築し、省察的企画を介して自分の人生の歴史を自ら書いていく自己達成的個

人（self-sufficient 



individual）になっていくことが後期近代社会の特徴と規定する。 

これは、前近代社会を支配していた親族、社会的役割、伝統的義務のような基準

が消え、社会的知識と専門家の信頼をもとに、関係自体を目的とした人間の関係が

拡大されることがありますも意味する。このような状況を残してギデンズはこう言

う。「多くの人々はまた、前に立てた行動様式が廃棄され、開かれる新たな機会を

より能動的にキャッチすることができ、自分自身をより能動的に変化させることも

できる。この不安、リスク、機会はどのくらい新しいか」。 

省察的近代に開かれている数多くの選択肢と多様なアイデンティティの形成の可

能性は、障害者にも同じように該当する。社会文化的に1次近代よりも、省察的近代

では、人間の抑圧した各種制度の影響力が弱まり、様々な人間の個性が奨励される

可能性が大きいだろう. 

 

したがって省察的近代社会では、障害は個性の一種として議論される可能性が大き

い。つまり、障害学で強調している」障害者だけが持つことができる、障害と障害

者の生活に対する態度と、これを受け入れる程度」である障害停滞感（disability 

identity）、「障害様々な人の姿の一部として自然なこと、私たちの信仰を公表す

ることで、障害の烙印を置く社会構造への挑戦であり、長い間障害抑圧的な社会が

規定した障害の否定的な態度と信仰と感じから私たち自身を自由にしよう」と説明

している障害の誇り（disability 

pride）などがより支持されることができる可能性が高い。 

 

 

V. 決論 

 

本研究では、省察的近代化論が障害学に持つ意味を考察してみた。省察的近代化

は、障害者の労働が拡大することができる可能性についてマルクス主義に基づく議

論よりも現実的に予測することができた。また、「個人化」が深刻化し、家族の機

能が弱体化されている中で、省察的近代化では、障害者のニーズが満たされること

が障害者福祉サービスの公共性の確保のレベルに依存していることもわかった。一

方、省察的近代化が進むほど、障害停滞感や障害誇りの形成がより支持される可能

性があることもわかった。この章では、本研究の内容が社会福祉的にどのような含

意があるのかさらに考察し、これを基に社会福祉実践と政策策定に貢献できる提言

をしたい。 

まず、省察的近代化の社会福祉理論艦だ。省察的近代化は、最近まで社会福祉系

で議論されている新しい社会的リスクをより詳細に解明することができる談話にな



ることがあります。 

周知のように、新たな社会的リスクは、石油ショック以降開始され、1990年代に

至っては、ほとんどすべてのOECD諸国で示されたもので、グローバル化、人口の高

齢化、家族内の聖域が変化、労働市場の変化などと関連し示された一国レベルでの

マクロ経済制御、脆弱老人の扶養、仕事、家族、私の責任の両立、仕事の確保、適

切な福祉給付の提供などの困難を克服するための福祉国家の新たな役割に関連する

概念である。新たな社会的リスクが福祉国家の進化について重要な政策含意を提示

しているにもかかわらず、この概念は、基本的に近代的国民国家（modern nation 

state）の一形態である福祉国家を前提に、社会政策をどのように推進するかについ

て悩んでいる。 

これに比べて省察的近代化は、国民国家とその将来についての価値中立である。

さらにベックは国民国家システム、または国民国家社会学の批判的なまでである（

ホンチャンスク、2010）。ベックのバウマンような批判社会理論家たちは、前近代

の混乱に秩序を与えていた国民国家、労働倫理、強固な核家族システムと性別分業

、福祉国家などは急速に変化している後期産業社会でますます「溶解」されている

認識し（ベック、2010;バウマン、2005）、これにより、今後、人間社会の展開過程

は、階級と民族を超えた普遍的社会連帯の可能性から、さまざまな種類の原理主義

などファシズム的要素を結集させることができる反動の可能性まで存在することが

できと提示するものである（ホンチャンスク、2013b：213）。 

結局、新しい社会的リスクは、省察的近代化の初期展開過程を説明する位置にあ

る概念と思われる。省察的近代化は、時代区分のスペクトルが広く、今後の展開に

なる現代社会の様相と理想郷を多角的に展望するという観点から、より詳細な社会

福祉の理論として機能することができるだろう。 

第二に、省察的近代の障害者福祉政策含意だ。省察的近代化が進む過程で、障害

者のための社会サービスの公共性がさらに強化される必要があることを知ることが

できる。本研究で取り上げたように、省察的近代化が深化するほど、家族の機能が

弱体化される。これは障害者の福祉に責任を負う主体と国家と社会の役割が強化さ

れることを意味する。障害者のための社会サービスが弱い状態では、障害者が省察

的近代を迎える場合は、これは1次近代よりも障害者の生活の質と福祉が後退するこ

とになるからである。省察的近代化が障害者に真の開かれた機会になるためには、

障害者に安定した社会サービスを提供することが不可欠である。 

もしそうなら、障害者福祉サービスの公共性はどのように強化するのか。この問

いに対する代替を見つけることは容易ではない。なぜなら省察的近代の福祉国家の

基盤と影響力は徐々に衰退しており、市場での公共性を確保するのは容易ではない

からである。したがって公共性を担保することができる障害者福祉サービスの代替



的な供給主体の悩みが必要であり、それに対する有力な主体として国、市場ではな

く、市民社会部門として協同組合、社会的企業のような社会的経済（social 

economy）組織を活用した方法を積極的に検討して支援することができる方案を用意

する必要がある。 

第三に、障害当事者の政治的力量を強化することが求められる。本研究では、本

格的に説明はなかったが、省察的近代化に関連する重要な概念の一つで、下部政治

（subpolitics）が重要である。省察的近代では、1次近代の政治的中心制度であっ

た議会政治と政党の影響力が弱体化される。その代わりに、市民社会の領域を中心

とした代替的な政治家下部政治が活性化され、これにより、社会の意思決定および

原動力が起きるようになる。これは省察的近代の障害の福祉を向上させるためには

、障害者の下部政治が有効にする必要があることを意味する。 

省察的近代では、「無差別市民の多次元 - 

地球レベル、地域レベル、国家レベル、地方レベルでは、個人的なレベル - 

的な政治への参加を通じて、新しい政治共同体の規範と社会的連帯意識が発現する

」ということを考慮したときに、障害者の政治的力量を市民社会レベルで高めるこ

とができるいくつかの試みが要請される。これにより、先に見てみた障害者の社会

サービスの安定的供給のための政治的な議論を活性弓できるだろう 

第四に、省察的近代に合致する社会福祉と障害者福祉の専門家の役割が確立され

るべきである。省察的近代社会は、個人を労働市場、家族制度などから独立させる

傾向がある。これはベックが指摘したように、個人に挑戦になったり危険になった

りする。このような状況で省察的近代の個人は、専門家のシステムに以前の時代よ

りも依存することになる。これは障害者にも同様である。 

したがって省察的近代では、専門家に助言と相談を求めるクライアントと障害者

に、彼自身が「障害者」ではなく「独立した個人」としてのアイデンティティを持

つことができるように支援する専門職の能力を開発することが要求される。これら

の能力は、前近代社会はもちろん、1次近代社会に内在している人間抑圧的な、より

狭くは、経済至上主義的な価値を批判することができる認識を備えることから始ま

るとすることができる。これは障害学を基本にして、より哲学的、倫理的な指摘訓

練が必要であることを意味し、これを支援することができるシステムを強化するこ

とが求められる。 

本研究では、障害学の理論的議論をより拡大したということに意義があると判断

される。しかし、省察的近代化という西欧社会の中心の談話を韓国社会に適用して

、その分析の有意性をどれだけ確保したのかについては、議論の余地が多い。これ

については、その後の研究で、継続的に補完することが必要である 
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