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１）平成 24 年に見込まれる自殺総合対策大綱の改定において要望する内容

・自殺リスクを高めるマクロ的地域要因に対するより一層の顧慮
・地域、年齢、居住形態など、社会・人口学的変数で識別される層へのより細やかな言及
・社会経済基盤が脆弱になったあとのケアに加え、そのような脆弱状況に追い込まれない
ような社会構造を作ることの重要性の指摘
・経済政策、失業対策、就業の安定化策など、社会政策と自殺率の間の関係についての情
報整理の促進
・地域の自殺率を規定する要因を体系的に識別するための 学際的連携研究の促進
・社会人口学的属性にもとづくターゲットグループの設定と、ターゲットグループごとの
自殺率低減目標の具体的設置

２）現在または今後、わが国で必要な科学的根拠に基づく自殺予防活動

目標１
「自殺率」および「自殺行動へとつながる精神障害率」を高めるマクロな 社会経済的地域
問題（高失業率、格差など）の軽減、解消。

論理的根拠
1997 年から 1998 年にかけての急激な自殺率の上昇と現在までの同一傾向の継続は、

個々人をとりまく社会環境要因の影響が大きいことを推察させる。これを裏付けるように、
都道府県や市区町村を単位とする自殺率の計量的研究は、失業率に代表される社会経済的
変数が自殺率を高める影響があることを一貫して示している（文献 1~10）。特に、男性の
自殺率に対しては、失業率の影響が強いことが指摘されており（文献 3,5,9）、自殺数の 7
割近くをしめる男性の自殺を予防する上で、就業の安定は極めて重要な要素となっている
ことが分かる。一方、女性に関する計量的研究は、おおむね失業率の影響が小さいことを
示している（文献 5,11）。ただし、第 3 次産業就業率が高い地域では、女性の自殺率が抑
制される傾向があることが明らかにされており（文献 7）、女性の就業機会が大きい地域で
は、女性の自殺が抑制される可能性が示唆されている。その他、一人当たり所得、生活保
護世帯率、不平等度などが自殺率と関連があることが指摘されており（文献 1,11,12）、さ
らに他の OECD 諸国に比較して、日本においては経済的要因の自殺率への影響が大きいこ
とも指摘されている（文献 13）。また、アメリカの古典的研究では、職業的地位の下降が
自殺を引き起こす最大の原因として指摘されており（文献 14）、社会経済的基盤の安定性
が、自殺の抑止にとって重要であることの傍証を与えている。 これらの地域を単位とした
自殺率の分析では、離婚率、同居率など様々な変数が共変量として投入されており、種々
の社会要因をコントロールしても、全体として社会経済的要因が自殺率に一貫した影響を
与えることが分かる。
さらに、失業率と自殺率の関係は、都市規模によって大きく異なることにも注意が必要
である。2005 年の自殺の SMR と完全失業率の間の相関を都道府県単位で計算すると、そ
の値は約 0.3 であり、大きな値をとらない。しかしながら、全国の市区町村を人口別に整
理し、同様の相関関係を検討すると、郡部、人口 10 万人未満の市、人口 10 万人以上の市、
人口 25 万人以上の市、政令指定都市の順に関係が強くなっており、都市規模による差が
大きいことが分かる（文献 15、図１）。
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都市規模別にみた自殺 SMR と失業率の関連性

失業率の影響の都市規模による差はかなり大きく、最も関係が強い政令指定都市では相
関係数は 0.78 であり、もっとも関係の弱い郡部では 0.02 と極めて大きな差が存在してい
る。大都市部では、自殺率の分散の約 6 割が失業率単独で説明され、生活基盤・経済基盤
の安定化が自殺率の低減に対して極めて重要かつ有効であると推測できる。小規模集落に
おいても生活基盤の安定化は自殺抑止の必要条件であろうが、 失業率単独で説明される分
散は１％未満であり、規模の小さい地域ではより包括的なケアが必要と考えられる。
また、経済基盤の脆弱性を補うものとして、社会関係資本（特に、信頼感や人々の共同
意識）が機能することが指摘されている（文献 16）。これらの研究では、一般的な他者（見
知らぬ他人）への信頼が崩壊している地域では、地域全体の共同が破壊され、健康状態の
悪化や高犯罪率へとつながることが指摘されている。また、日本における検討では、種々
の変数をコントロールしても、一般的信頼感が自殺率を低下させる効果をもつことが確認
されている（文献 17）。経済基盤に加え、地域の社会関係といった社会基盤の維持、整備、
発展も緊要な課題となっている。

現在の政策的背景
現「自殺総合対策大綱」においても、生活基盤の安定が課題として意識されているが、
自殺対策の重要課題として「高失業率都市部における失業率の低下」、「小規模集落におけ
る一般的信頼の発展と他地域との共同」といった形で、明確に地域ターゲットを指定した
マクロ政策が指定されていない。また、気分障害から自殺へと問題が進展するプロセスに
対する対応が広く検討されている一方で、高自殺率の背景となるマクロな地域状況への顧
慮が相対的に少ない印象が強い。社会学においては、19 世紀後半のヨーロッパの自殺率の
検討以来、自殺率をマクロな社会現象としてとらえる伝統的な見方があるが、昨今の政策
においては地域全体に対するマクロ政策的検討の比重が低すぎるように思われる。問題を
抱える個人が自殺に至るプロセスに介入し、綿密なケアによって自殺を抑止することが重
要であることはいうまでもないが、同時に、自殺へとつながるような問題を抱える人々が
生み出される蓋然性、原因を低下させることが必要である。
特に、大都市部においては、失業、就業の安定性、格差の是正などの 社会経済基盤指標
に目標値を設定し、それらを通じた自殺抑止計画を作成することが望ましいと考えられる
が、現在のところそのような形では自殺抑止策が策定されてはいない。

鍵となる活動領域
1)

地域の社会経済基盤と自殺率の関連性の分析が最速になされるよう、分野横断的に研

究機関・大学が地域情報データベースを共有、連携できる体制の確立。
2)

各自治体の経済、生活、保健、警察等各部門による「社会経済基盤の改善による自殺

の低減」にかかわる横断的連携のための協議会の形成。

3)

各地域に根差し、地域情報を蓄積している大学、研究機関による、効率的な政策資源

配分のための提言。

今後必要な政策
1)

市区町村単位あるいは二次医療圏を単位とした、自殺率の時系列・横断的データ分析

研究の緊急な促進支援。これらについては、「鍵となる活動領域

１）」で述べたような、

分野横断的に大学、研究機関がデータベースを共有し、分析において連携できる体制の 速
やかな整備の必要がある。また、全国レベルでの学際的連携が可能となるよう予算措置が
必要となる。
2)

重点とする自殺対策のありかた（マクロ政策に資源配分するかどうかの決定）は、1)

から得られる知見を考慮して決定する。
3)

社会経済基盤の安定が最重要課題として識別された自治体においては、
「鍵となる活動

領域

２）」で述べた各自治体内に構成される連携協議会が、社会経済基盤指標の改善目標

値を具体的に設定する。連携協議会の設置を自治体内で促進するために、連携協議会設置
に関する法的整備、法的根拠があることが望ましい。
4)

各地域の大学、研究機関は、社会経済基盤指標と自殺率の変化を常にモニターし、 そ

の状況のマクロな知見からの診断を行いながら、 効率的な政策資源配分がなされるよう政
策目標に対して提言する。これらの診断と提言は、規定の項目について公開することを義
務付けることが望ましい。
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目標２
出生コホート、年齢、性別、職業など、社会・人口学的属性にもとづくターゲットグルー
プへの重点対策の施行

論理的根拠
あらゆる人々の自殺についてその抑止をはかること が自殺対策の大前提であるが、平成
28 年までに平成 17 年の自殺死亡率を 20％以上減少させ、また、近年に急速に自殺率が上
昇している層を 1997 年以前の状況に戻していくためには、全体への対策と同時に、ター
ゲットグループを識別し、この層への有効な取り組みを展開する必要がある。
たとえば、日本のデータを含む国際比較・時系列分析において、出生コホートごとに特
徴的な自殺率の変化のパターンがあることが示されている（文献 1）。特に、出生コホート
の大きさが自殺率に与える影響ついては、以下のような代表的な 2 つの見解がある。一つ
は「人口サイズが大きいコホート（ベビーブーマー）では、競争圧力などにさらされるた
めに、自殺、犯罪など社会病理現象が増える」とする見解（文献 2）であり、もう一方は、
「人口サイズが小さいコホートでは、投票力＝政治力が相対的に弱く、不利な社会的状況
に置かれるため自殺率が高い」とするもの（文献 3）である。この一見対立して見える二
つの見解について、
「若年層では年齢コホートの大きさは自殺率を高める効果をもち、高齢

層では自殺率を低下させる効果がある」という統一的知見が国際データの精緻な計量分析
によって得られている（文献 1）。そのほかにも、性別、地域、居住形態、職業的地位の変
化などによって自殺率の高さおよびその規定因が異なるという研究結果があり （文献
4,5,6）、日本のすべての社会・人口学的属性を持つグループに対して同一内容、同一密度
の対策を普遍的に行うことは、自殺対策としては必ずしも効率的とは言えない。
また、日本のデータについて、文献 1 と類比的なモデルを試験的に適用すると、男性に
ついて、コホートサイズと年齢の交互作用項を入れたモデルの適合が高く（ 全国自殺率の
分散の 95%以上を説明）、また、1998 年以降、【54～59 歳】および【50～54 歳】の年齢
層の自殺率が急速に上昇しており、自殺リスクの高い年齢層となっていることが分かる（図
2 ：本分析は、本レビューに合わせて分析した結果であり、未刊行 ）。また、75 歳以上の自殺率が
低下する一方で、44 歳以下の年齢層の自殺率も上方にシフトしつつあり、
【55～59 歳】へ
向けて、自殺リスクが一貫して高まっていくことも見て取れる。

図２

自殺率の年齢別変化と推定値

日本の自殺率について、地域、年齢、出生コホート、性別、時代の効果すべてを同時に
考慮した分析結果は、残念ながら現段階ではいずれの研究からも得られていないが、年齢、
時代に関する自殺率の分布を一見するだけでも、社会・人口学的な層によって、自殺リス
クが大きくことなることが想像できる。
個々人の「自殺の蓋然性が高まるプロセスの分析」が進んでいる一方で、
「 社会・人口学
的層別に見た自殺率の分析」は十分ではない。これらの分析を展開しながら、ターゲット
グループへの重点対策を施行していくことは、全体の自殺率を総じて下げていくための有
効な戦略と考えられる。

現在の政策的背景
現「自殺総合対策大綱」においても、社会・人口学的な 特徴に配慮して対策が企図され
ている。しかしながら、たとえば、第 3 章「世代別の自殺の特徴と自殺対策の方向」にお
ける年齢層区分は、青少年、中高年、高齢者の 3 層に大まかに集約されており、より詳細

な区分にもとづき、自殺率の突出した層へターゲッティングするという視点は十分とはい
えない。また、出生コホート（団塊の世代など）の持つ効果をはじめ、 性別、地域、職業
などの変数を組み合わせた高リスク層の識別と対策の方針が、体系的な分析に基づいて策
定されているとはいえない。

鍵となる活動領域
1)

社会・人口学的変数によるターゲッティングを可能とするような体系的知見の早急な

整理体制の確立。マクロ計量分析、シミュレーションなどを利用した学際的連携による時
限的連携プログラムの緊急の構成。
2)

具体的なターゲットグループを策定するための自治体、研究機関の集中的検討。

3)

ターゲットグループの「自殺率低減プログラム」を策定するための、法律的根拠をも

つ自治体内での横断的協議会の設置
4)

ターゲットグループの自殺低減目標の具体的設置と研究機関による半年ごとのプログ

ラムの機能診断

今後必要な政策
1)

「高リスク集団識別のための全国的な学際的連携」を速やかに展開するために、時限

的研究プログラム構成の予算措置を行い、既存研究機関を中心として緊急にプロジェクト
を推進する。ここで「時限的」としているのは、特定期間内に、当初目標の出力を行うた
めに、時限的な集中が必要と考えるためである。
2)

自治体内部において、部局横断的に「自殺率低減プログラム」のための協議会の設置

が行われるように、法的整備、法的根拠があることが望ましい。
3)

2)の協議会は、ターゲットグループに関する自殺率低減目標を具体的に明記し、その

結果を外部機関から評価されるような仕組みを構成する。
4)

外部機関（研究機関等）の評価については、規定の項目について評価結果を公表する

ことを義務化することが望ましい。
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