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「貧困家族であること」のリアリティ
――記述の実践に着目して――

知　 念 　　渉
要　　約

2000年代以降，「子ども・若者の貧困」に関する研究が数多く蓄積され，貧困家族を生きる子ど

も・若者たちの生活上の困難を明らかにしてきた．しかし，山田 （2005）が指摘するように，現代社

会を生きる人々にとって，家族とは，生活に役に立つ／立たないという観点から理解できる「機能的

欲求」には還元できない，自分の存在意義を確認する「アイデンティティ欲求」を満たす関係にも

なっている．このような観点に立てば，従来の「子ども・若者の貧困」研究は，アイデンティティ欲

求の次元における「家族であること」のリアリティを相対的に看過してきたと言えよう．そこで本稿

では，「記述の実践としての家族」という視点から，文脈や状況に応じて流動する若者と筆者の間に

交わされた会話を分析し，アイデンティティ欲求の次元における「貧困家族であること」のリアリ

ティを明らかにした．そして，そのリアリティが，流動的で，相対的で，多元的であることを指摘

し，その知見がもつ政策的示唆について考察した．
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Realities of “Being a Poor Family”: 
With a Focus on Descriptive Practice
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Abstract

Over the past decade, a large number of studies in Japan have focused on child and youth poverty. �ese reveal 
the extent to which children and youth who grow up in poor families are deprived of access to a basic standard of 
living. In contemporary society, families satisfy not only functional needs for people, but also identity needs. Nev-
ertheless, previous studies have focused principally on dissatisfaction with functional needs within poor families. 
�is paper seeks to shed light on realities of “being a poor family” from the viewpoint of identity needs, based 
on data obtained from participant observation and interviews with three youths from poor families. It analyzes 
their realities within the conceptual framework of “family-as-descriptive-practice”, developed by Gubrium and 
Holstein （1990, p. 28）. �is data indicated that realities of “being a poor family” is more �uid, relative, and plu-
ralistic than that represented in previous studies. �ese �ndings suggest that the dimension of identity needs de-
rived from “being a family” must be adequately considered in order to o�er e�ective policies to support children 
and youth from poor families.
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I.　問題の背景と本稿の目的

2000年代以降，「子ども・若者の貧困」に関す
る研究が数多く蓄積され，貧困家族を生きる子ど
も・若者たちの生活上の困難を明らかにしてきた
（たとえば，青木編 2003; 阿部 2008; 浅井ほか
編 2008）．そして，それとともに問題視されるよ
うになったのが，「『家族依存』という性質を抱え
たわが国の構造」（青木編 2003: 243）である．こ
うしたなか，2013年に「子どもの貧困対策の推
進に関する法律」が制定された．そのなかでは，
「貧困の状況にある子どもが健やかに育成される
環境を整備する」必要性が説かれ，国や地方公共
団体の責務が明記されている．この法がどのよう
に具体化していくかはまだ定かではないが，とり
あえず国は，「家族依存」から脱却する一歩を踏
み出したと言えるだろう．
しかし，これから「家族依存」を脱却するため
の制度や手段が整備されていくとしても，当事者
がそれを利用するとは限らない．なぜなら，主観
的家族論や構築主義的家族研究が主張してきたよ
うに，人々にとって家族は，その構成員やケア機
能といった客観的な構造や機能にはとどまらない
意味をもつものだからだ．主観的家族論の代表的
な論者の一人である山田（2005: 14–5）が端的に
述べるように，現代社会の人々にとって，家族と
は，生活に役立つ／役立たないという観点から理
解できる「機能的欲求」には還元できない，自分
の存在意義を確認する「アイデンティティ欲求」
を満たす関係にもなっているのである．
実際，貧困問題に先立って「家族依存」が問題
視された介護の領域においては，被支援者たちに
とって「家族であること」と「ケアすること」が
規範的に結びついているために，ケア機能を代替
する「家族支援」がそれだけでは十分な政策的な
企てとなりえないことが実証的に明らかにされ，
被支援者の「家族であること」に配慮した支援の
重要性が指摘されている（木戸 2010）．また，子
育て支援の領域においても同様の指摘がなされて

いる．松木（2013a）は，子育て支援のサービス
を提供する者たちへのインタビューを通じて，被
支援者たちの「家族であること」に配慮しなが
ら，子育て支援が行われている実態を明らかにし
た．山田（2005）の言葉を用いてこれらの知見を
整理するならば，介護や子育てにおける家族に関
わる支援は，人々の機能的欲求だけでなく，アイ
デンティティ欲求にも配慮することが求められて
いるということができるだろう．
このような介護や子育て支援の研究動向をふま
えると，「子ども・若者の貧困」を解決するため
に有効な支援策を提供しようとすれば，貧困家族
を生きる子ども・若者にとっての，アイデンティ
ティ欲求の次元における「家族であること」のリ
アリティを明らかにすることが重要な課題として
浮上する．とりわけ，「当事者の動機づけが低い」
ために「援助が入っていかない・拒否する親」の
存在が示唆されてきた「貧困」という領域におい
ては（岩田 2008: 165），このような課題を追求す
ることが不可欠だろう．
しかしながら，これまでの「子ども・若者の貧
困」研究においては，家族の機能的欲求の次元に
おける欠乏が明らかにされてきた一方で，アイデ
ンティティ欲求の次元については，十分に光が当
てられてきたとは言い難い．たとえば，「子ども
の貧困」問題の火付け役である『子どもの貧困』
（阿部 2008: 30）では，貧困は複合的であるとさ
れ，「低所得」，「情報の不足」，「社会的ネット
ワークの欠如」，「文化」，「その他」の大分類と，
「栄養」，「医療へのアクセス」，「家庭環境」，「親
のストレス」，「学習資源の不足」，「住居の問題」，
「近隣地域」，「意識」（意欲），「親の就労状況」の
小分類に分けられているが，それらは全て子ども
の成長に関わる「機能的欲求」に対応するもので
ある．他方，湯澤（2008: 242）は，「親による現
実の生活保障機能は機能障害の状態にあろうと
も，子どもにとっての地位付与機能や関係充足機
能の意味は失われていない」という，本稿の問題
関心と接続しうる指摘をしているが（1），それ以上
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の考察を展開しているわけではない．もちろん，
「子どもの貧困」がこれまで不可視化されていた
ことをふまえれば，これらの研究の重要性は言う
までもない．だが，「子どもの貧困」が可視化さ
れ，それに対する支援策が具体化されようとして
いる今日的状況では，アイデンティティ欲求の次
元に光を当てることもまた重要な課題となるはず
である．
この点で評価できるのは，生活保護世帯の子ど
ものライフストーリーを分析した林（2012）の研
究だ．この研究は，生活保護世帯の高校生が，学
校では周辺的な位置におかれる一方で，家庭で家
事などを担うことによって自己アイデンティティ
を獲得する過程を描き出し，「子どもたちのアイ
デンティティ問題に深く切り込んだ方策が求めら
れる」（林 2012: 22）と指摘した．つまり，他の
研究において十分に配慮されてこなかった，アイ
デンティティ欲求の次元における「貧困家族であ
ること」に光を当てたのである．ただし，アイデ
ンティティを一貫性のある物語のように想定して
しまっている点に，この研究の限界がある．とい
うのも，浅野（2005: 88）が指摘するように，物
語として構成されるアイデンティティは，「つね
に相互行為的なものであり，状況的なもの」であ
るために，相互行為が行われる文脈や状況が変わ
れば，物語の間に齟齬が生じるような多元的なも
のであるからだ．アイデンティティ欲求の次元に
おける「貧困家族であること」をより精確に捉え
ようとすれば，文脈や状況に応じる流動性やそれ
らの間に起こる齟齬を含めて，分析する必要があ
るだろう（2）．
そこで本稿では，文脈や状況に応じて流動す

る，貧困家族を生きる若者たちと筆者の間に交わ
された会話を分析し，アイデンティティ欲求の次
元における「貧困家族であること」のリアリティ
を明らかにすることで，政策的示唆について考察
することを目的とする（3）．

II.　分析の視点

アイデンティティ欲求の次元における「貧困家
族であること」のリアリティを分析するために
は，どのような視点が有効だろうか．その手がか
りとなるのは，山田（2005: 14–5）が機能的欲求
とアイデンティティ欲求を区別する背景にある，
家族定義をめぐる議論である．これまで家族社会
学では，客観的な構造や機能を条件にした家族定
義と，人々が日常生活のなかで使用する家族概念
に着目した家族定義との関係をめぐって議論がな
されてきた（たとえば，田渕 1996; 久保田 2010; 
松木 2013b）．こうした議論をふまえると，「子ど
も・若者の貧困」研究は，「居住と家計の二重の
共同から定義される世帯概念」（久保田 2010: 17）
と家族概念が互換的に使われていることからも明
らかなように（たとえば，林 2012; 阿部 2008），
基本的には構造―機能主義的な定義を採用してき
たと言えよう．従来の「子ども・若者の貧困」研
究は，そうした定義を採用することによって，前
節で述べたように，貧困家族を生きる子ども・若
者の生活上の困難を明らかにしてきたのである．
それに対して，アイデンティティ欲求の次元に
おける「貧困家族であること」のリアリティに迫
る本稿では，日常的な家族概念に着目する，家族
への社会構築主義的アプローチを採用する．家族
への社会構築主義的アプローチとは，専門的な定
義をどのように確立するかではなく，人々が日常
的に使う家族の定義に接近しようとするアプロー
チのことである （Gubrium & Holstein 1990＝1997; 木
戸 2010; 松木 2013a, 2013b）．
家族への社会構築主義的アプローチの嚆矢となっ

た『家族とは何か』のなかで GubriumとHolstein
（1990＝1997: 60）は，「記述の実践」（descriptive 

practice）を通じて，人々がいかに認知的および
相互作用的に家族秩序をつくり出しているのか，
すなわち，「記述の実践としての家族」の産出過
程を明らかにするべきだと論じた（4）．Gubriumと
Holstein （1990＝1997: 70）によれば，人々は，正
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常なものと病理的なもの，逸脱的なものと非逸脱
的なもの，それらの二項対立の極の両方を能動的
に使って自らの家族を解釈しており，「自分たち
の生活が終始一貫して問題を抱えたものとして理
解されるといったことはな」いのだという．この
「記述の実践としての家族」という視点は，相互
行為の文脈や状況を重視するという点で，先の浅
野（2005）のアイデンティティ論とも重なり合う
ものである．したがって，文脈や状況をふまえた
うえで，アイデンティティ欲求の次元における
「貧困家族であること」のリアリティを捉えよう
とする本稿の目的に適合的なアプローチだと言え
よう．そこで本稿では，この「記述の実践として
の家族」という視点から，貧困家族を生きる若者
たちと筆者との間になされた会話を分析してい
く．
本稿において，筆者との間になされた会話であ
るということを強調している理由についても，こ
こで述べておこう．それは，本稿がフィールド
ワークやインタビューのなかに被調査者の人生を
見出そうとするよりも，それらを通して筆者と相
互行為をしたことを被調査者の人生のなかのひと
つの出来事とみなしているからだ（鶴田・小宮
2007）．本稿の関心に即して言えば，調査で得ら
れた語りのなかに

4 4 4 4

被調査者の家族に関する出来事
や経験を見つけ出すというよりも，特定の文脈や
状況において筆者との相互行為のなかで

4 4 4 4

被調査者
がいかに家族を記述していたのか，それ自体を分
析するということである．調査のデータをそのよ
うに捉えることで，「記述の実践としての家族」
という視点の有効性をより引き出すことができる
と考えられる．

III.　調 査 概 要

1.　調査の経緯と方法
分析に入る前に調査の経緯や方法について述べ
ておきたい．筆者は，公立 X高校で 2009年 9月
から 2012年 3月頃までフィールドワークを行っ
た．調査当初の問題関心が，学校の規範から逸脱

する行動をとる生徒たちの学校への意味づけや家
庭背景を探ることにあったため，筆者は，2009
年当時 1年生であった男子生徒集団に焦点を当て
て参与観察やインタビューを行ってきた（知念
2012）．本稿では，その集団のなかでもとりわけ
厳しい家庭環境におかれていた，ヒロキ，コウ
ジ，ダイの 3名を取り上げる（5）．
本稿で用いるデータは，筆者が週に 1回程度，

学校に通いながら収集したフィールドノーツ，3
名に対するインタビュー，インターネット上の
ソーシャル・ネットワーキング・サービスを介し
た筆者と被調査者のやりとりによって得られたも
のである（6）．インタビューは，一人あたり 1時間
程度，2011年 12月から 2012年 11月にかけて
行った．また，コウジとダイについては，高校 2
年生時点（2010年 7月～ 9月）に行った 2～5人
を対象にしたグループインタビューのデータも用
いている．なお，インタビューデータについて
は，ICレコーダーに録音し，それをテキスト化
したものである．このように本稿のデータは，彼
らが高校 1年生から中退／卒業後までを追跡した
長期的なものであり，さらに様々な文脈や状況の
もとで得られているという点に特長がある．
2.　被調査者の生活状況
次節では，筆者との相互行為のなかで被調査者
たちが自らの家族をいかに記述していたのかを分
析していくが，その前に，彼らの過去と現在の生
活状況について簡単に述べておきたい．というの
も，次節以降で示される筆者と彼らの会話は，そ
うした「背景知」（Holstein & Gubrium 1995＝2004: 
117）を前提としてなされたものだからである．
本節に限って，下記の「　」内は本人の語りから
の引用である．
【ヒロキ】
ヒロキは小学校入学頃まで母親と暮らしていた
が，母親が再婚したことをきっかけに，児童養護
施設に入った．そこで「小学校 5, 6年まで」過ご
すが，母親が再び離婚したため，母親と異父妹と
一緒に暮らすようになった．中学校時代は，「家
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帰ってないし」，「学校もいかれへんかった」が，
中学 3年の頃，児童相談所の介入によって「高校
入るくらいまではちゃんと，家に」帰り，中学校
にも通うようになった．高校へ入学後は，家に帰
らず友達の家を転々としながら過ごしていたが，
あるとき，「なんかこの頃ひどい」ということで，
X高校の教師たちと保護観察官がヒロキの名義で
生活保護を申請し，一人暮らしをすることになっ
た．そうした教師たちの働きかけもあって，ヒロ
キは 1年間留年したものの，X高校を卒業するこ
とができた．生活保護は「たぶん，受けてない」
し，母親の仕事や収入源についても「知らない」
が，母親は「借金で」「ローンを組めない」状況
にあり，経済的に厳しい状況におかれている．
【コウジ】
コウジは「小学校 1年生のときにオカンが出て
行って，オトンと俺らきょうだい 3人と暮らす」
ことになったが，その数年後に父親が自死してし
まう．それ以来，母親と暮らしているが，母親が
精神的な病を患って働ける状態になかったため，
生活保護を受けてきた．中学校の頃は「食べる物
もないし電気もガスも切られている」ような状況
であった．小学校低学年から学校に通わなくなっ
ていたが，中学校に入って，担任の教師や何人か
の同級生が家に来て「学校きいや」と説得される
うちに，学校に通うようになる．X高校に入学後
も，依然として厳しい生活状況が続いていた．そ
して，病気が「ひどく」なった母親から毎日罵声
を浴びせられるなど，生活状況が悪化していくな
かで，X高校を中退した．
【ダイ】
小学校低学年の頃に両親が離婚し，ダイは母親
に引き取られた．離婚直後に母親が病気で仕事が
できなくなり，それ以来，生活保護を受けて生活
してきた．小中学校時代は，酒の入った母親に
「おもくそ（思いっきり）蹴られたりとか」，「寝
るとき顔面踏まれたりとか」していた．1年間の
浪人をして X高校に入学した後，留年をするこ
ともなく，無事に高校を卒業．学校経由で就職し

たが，就職してしばらく経った頃に，「なんで働
いてんねやろうとか，なんか，よう分からんよう
になってきて」，「頭おかしなって，気違いみたい
になって」，自殺未遂をして入院することになる．
そして現在は，薬を飲みながらではあるが，再び
母親と同居して暮らしている．なお，離婚した父
親は，ときどき家に来ることがある．

IV.　記述の実践としての「貧困家族」

本節では，実際に筆者との間で交わされた会話
のなかで，被調査者たちがどのように自らの家族
を記述していたのかを分析していく．本節の分析
からは，文脈や状況に応じて，自らの家族を「逸
脱的な家族」として記述したり，それを否定して
「正常な家族」として記述したりする様々な実践
が明らかとなる．
1．「逸脱的な家族」として記述する実践
まず，理想的な家族を語る文脈において，彼ら
がどのように自らの家族を記述するのかをみてい
こう．彼らに将来や理想の結婚相手を尋ねると，
彼らの育ってきた家族とは対照的な家族像が語ら
れた．たとえば以下は，放課後バイトに向かうヒ
ロキに対して，「就職したら今より楽になるかも
ね」と筆者が語りかけたときの会話である．

ヒロキ：   おれ，朝早くから働いて，夕方には
帰るっていうのがいいねん．

筆　者：朝早くからって朝 7時とか？
ヒロキ：   そう．そやったら，家族でご飯とか

食べれるし．朝は無理やけど，夜は
一緒に食べれるから．で，日曜日は
休みみたいな．日曜日休みやと，子
どもと遊びにも行けるし．そんなん
が い い ね ん．（2010年 10月 1日
フィールドノーツ）

このようにヒロキは，「朝早くから働いて夕方に
は帰る」仕事に就きたいと言い，その理由につい
て，「家族でご飯とか食べれるし」，「子どもとも
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遊びに行けるし」と語った．
本稿の関心にとって重要なのは，こうした語り
が，自らの家族経験と結びつけられることによっ
てなされる傾向にあったことだ．上記のヒロキの
語りでは明示されていないものの，以下のコウジ
と筆者の会話にはそれが明確に読み取れる．コウ
ジは，「自分の育ってきた家庭みたいなんにしよ
うと思う？」という筆者の問いに対して，次のよ
うに答えた．

コウジ：   まったくといっていいほど，思わ
ん．

筆　者：どんな家庭にしたいと思う？
コウジ：   やっぱ笑いとまらんとかやろ．なに

もかもおもろいとかやろ．
筆　者：子どももいて．
コウジ：   やっぱお父さん，怖いけどやさし

いっていうとこがいい．
筆　者：怖いけどやさしい？
コウジ：   怒るとこは怒るから，こうやったら

あかんで，みたいな．でも，どっか
遊びに行こうかとか，子どものため
に時間つくってあげたりするのも
めっちゃいいと思う．だから，イト
コがそうやねんや．イトコの家庭が
そんなんで，めっちゃうらやましい
ねん．おれ（の家族），昔からそん
なんやったから．（2011年 12月 4
日インタビュー）

ここでコウジは，自分の家庭のようにしたいとは
「まったくといっていいほど，思わん」と語り，
「イトコの家庭」を例に挙げて理想的な家族像を
筆者に説明した．ダイも同じように，「結婚相手
に求めるものってある？」という筆者の問いかけ
に対して，自分の家族経験をふまえながら次のよ
うに答えた．

最近さ，虐待とかな，そんなん多いやん．そ

れだけは絶対にしてほしくないな．オカン
も，一応，だからそんな，おれのオカンも一
応，ちょっとそんなんやん．虐待，まあ，虐
待っちゃあ虐待やけど，そんなんあったか
ら．まあ，親子で仲良くできるくらいがいい
かな．（2012年 10月 4日インタビュー）

上記において，ダイは，「ちょっと」や「まあ」
とためらいながらも，自らの親を「虐待」する親
として位置づけ，「結婚相手に求めるもの」とし
て，「それ（虐待）だけは絶対にしてほしくない
な」と語っている．こうした語りから，ダイもコ
ウジと同様に，自らの家族を「理想の家族」と対
置させて記述していることが分かる．
以上のように，筆者に理想の家族を語る文脈に
おいて，彼らは自らの家族の逸脱的な側面を強調
し，それと対置することによって理想の家族像を
語った．つまり，理想的な家族を語るなかで，彼
らは自らの家族を「逸脱的な家族」と定義し，記
述したのである（7）．前節で述べたような彼らの厳
しい生活状況をふまえれば，このような語りは当
然のようにも思えるだろう．だが，彼らは，自ら
の家族を常に「逸脱的な家族」として記述するわ
けではなかった．逆に，筆者が彼らの家族を「逸
脱的な家族」として記述しようとすると，それを
拒否することもあった．
2.　「逸脱的な家族」という記述を上書きする実践

X高校の同学年である彼ら 3名は，お互いが経
験してきたことを知り合っている．そのため，彼
らの家族を記述する実践は，互いの経験を参照し
てなされることも少なくない．たとえばコウジへ
のインタビューを終えた帰り道で，筆者が何気な
く「ヒロキにも近々話を聞きたいんだけどさ」と
語りかけると，コウジは次のように話した．

ヒロキにも話聞いたほうがいいで．ヒロキの
話はほんまおもろいで．あいつ俺よりひどい
もん．だって，夜中帰ってきたら家の鍵閉
まってて，ドアの前で寝てて，ほんで（母親
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が）ヒロキに気づいて鍵あけたと思ったら，
毛布かぶせられて終わり，とかやで．おれは
家はあったからな．あいつん家はほんまにひ
どいで．（2011年 12月 4日フィールドノーツ）

コウジは，「食べるものもないし電気もガスも切
られている」状況で過ごしてきたにもかかわら
ず，ヒロキの家族を「あいつ俺よりひどいもん」
と評価し，その理由として「おれは家はあったか
らな」と語った．つまり，コウジは，ヒロキの経
験と比較することによって，「家があった」とい
う自らの家族の「正常」な部分を記述したのであ
る．
それでは，コウジに「俺よりひどいもん」と評
価されたヒロキは，自分の家族をどのように記述
するだろうか．筆者は，コウジと上記のやりとり
を交わした後，ヒロキに対してインタビューを
行った．そのなかで，筆者が思わずヒロキの家族
経験を「複雑だな」と評すると，ヒロキは次のよ
うに語った．

そうでもない．児童相談所とか児童養護施設
とか行ったら，親もいないし，親戚も誰もい
やん人いっぱいおる．それに比べたら，と思
うし．全然，苦しくもなかったし．（2012年
11月 17日インタビュー）

筆者の「複雑だな」という反応に，ヒロキは同意
しなかった．彼は「児童相談所」や「児童養護施
設」でみてきた「親もいないし，親戚も誰もいや
ん人」を引き合いに出して，自分の家族を「それ
に比べたら」，「全然，苦しくもなかった」と記述
した．コウジに「俺よりひどい」と評されたヒロ
キも，コウジと同様に，自分の家族よりも「ひど
い」家族と比べることによって，自分の経験から
「正常」な部分（＝親がいること）を引き出した
のである．この語りが，筆者が「複雑だな」とヒ
ロキの家族を「逸脱的な家族」として記述したこ
とを契機に始まっていることをふまえると，この

実践は，「逸脱的な家族」という記述を上書きす
る実践ということができるだろう．
さらに興味深いのは，ヒロキとコウジが居合わ
せている際の事例である．筆者とヒロキ，コウジ
の 3名で放課後に話をしていると，コウジが自ら
の「きつい」現状を語り出した．その際に，比較
対象となった他者はヒロキではなく，「アフリカ
の子」であった．

コウジ：   でも俺とかまだましやで．アフリカ
の子とかテレビで見てたらほんま食
うのがないとかあるやん．足がない
とかな．そんなんに比べたらおれは
食うもんない言うても，その辺で選
ばんかったら拾って食えるし，足も
ちゃんとあるしな．

筆　者：   でも比べたらそうだけど，きついも
んはきついよな？

コウジ：   きついけど，でも，比べんねん．お
れはな．（生活がきびしくて）暗く
なるやつとかおるけど，おれは前見
て．こんな厳しい生活してる人はた
ぶん，後々，幸せになんで．厳しい
生活のこと分かるからそんな人にや
さしくするしな．金持ちのやつとか
きらいやもん．

ヒロキ：おれは金持ち好きやで．
コウジ：   それは金づるとしてやろ（3人が笑

う）．（2010年 9月 24日フィールド
ノーツ）

この場に居合わせたとき，筆者は，なぜ突然コウ
ジが比較対象として「アフリカの子」を提示した
のかが理解できなかった．だが，これまでの考察
をふまえれば，以下のように解釈することができ
るだろう．すなわち，コウジがここでヒロキを比
較対象にすると，ヒロキの家族を「逸脱的な家
族」として記述し，二人の間に境界が引かれてし
まう．そのため，コウジは先の事例とは異なり，
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比較対象を「アフリカの子」にしたと考えられる
のである．さらに彼らは，「金持ちのやつとかき
らいやもん」という語りとそれに続く冗談のやり
とりによって，「金持ち」と自分たちとの間に境
界を引いて，仲間であることの確認をも同時に達
成している．その意味で，この事例は，「貧困家
族であること」のリアリティが文脈に依存しなが
ら，相互行為的に達成されていくことを明確に示
しているのである．
このように「貧困家族」を生きる当事者たち
は，現在あるいは過去の家族を記述する文脈にお
いては，自分よりも逸脱している事例を比較対象
とすることによって，筆者からなされた「逸脱的
な家族」という記述を上書きした．これは，自ら
の家族を「逸脱的な家族」として記述していた，
理想的な家族像が語られる文脈とは対照的であ
る．貧困家族に生きる当事者たちが行う家族の記
述は，このように文脈に応じて流動するもので
あった（8）．
さらに，上のいくつかの事例において，筆者が
彼らの家族を「逸脱的な家族」として記述し，そ
れを否定されるやりとりに注目するならば，そこ
には，家族をめぐる様々な記述の志向が衝突した
ときに姿を現す「記述のポリティクス」（Gubrium 
& Holstein 1990＝1997: 264）という事態を見出す
ことができる．つまり，本節で紹介してきた事例
は，当事者たちの家族を「逸脱的な家族」として
記述しようとする筆者の志向と，それを拒否しよ
うとする当事者たちの志向が衝突した「記述のポ
リティクス」の一つの事例として考えることがで
きるのである．
3. 「逸脱的な家族」から「正常な家族」へと書
き換える実践
これまで，会話の文脈に応じて，当事者たちが
自らの家族を「逸脱的な家族」として記述した
り，筆者からなされた記述に対して上書きする実
践をみてきた．他方で，自らのおかれた状況を鑑
みながら，家族に関する自己記述を変容させてい
く場合もあった．そうしたケースとして，ダイの

事例をみてみよう．
ダイは，高校 3年になると就職活動をはじめ
た．そのとき，就職先を選択する一番の基準は，
「住み込みは絶対やったから」（2011年 12月 2日
フィールドノーツ）というように，「住み込み」
ができるかどうかだった．そして，ダイは望んだ
通りに住み込みができる寮のある工場に就職を決
めた．就職が決まると，ダイは，インターネット
上に，「来年，家から出て行きます」や「早くこ
んな家から出て行きたいわ」などと，自らの家族
に対して否定的な書き込みを頻繁にしていた．と
ころが，就職して 2ヶ月ほど経った頃，自殺未遂
したことをきっかけにダイはその工場を辞職し，
精神病院での入院を経て，母親の住まいに戻るこ
とになる．筆者は，退院した直後，ダイにインタ
ビューを行った．そこでは，過去に泥酔した母親
から暴力を受けた経験と同時に，入院をきっかけ
にして家族についての考え方を改めたことが語ら
れた．

ダイ：   寝てるとき顔面踏まれたりとか．そっ
ち系かな．で，酔っ払ってて，もう，
なんか友達連れて行かれへんかったも
ん，家に．連れて行ったら絶対からん
で，なんか，めっちゃ恥ずかしかった
から．（中略）ひどいときはそんなん
やったな．んで，おれが鬱なって，そ
れも色々話してん．オカンに．んじゃ
あ，オカンも反省して，今はもう，あ
んま酒飲んでない．

筆者：あ，話したっていうのは最近？
ダイ：だから入院してから．
筆者：入院して？
ダイ：   そうそう．まず家であんま会話なかっ

たから，お互いのことあんまり知らん
かったし．オトンともしゃべったりと
かしたし．だからオカンはほんまに酒
飲むんが減った．まあ，医者にとめら
れてるっていうのもあるけど，最近ま
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たちょっと増えてきてるけど，ちょっ
とだけ．昨日の夜，一昨日か．一昨日
もなんか酒飲んで朝まで起きてたけど．
けど，からんでくるとかそういうのは
なくなったから．そこまで激しいのは．
（2012年 10月 4日インタビュー）

この語りにおいて，ダイは，「寝てるとき顔面踏
まれたり」，家に友達を「連れて行かれへんかっ
た」「恥ずかしかった」経験を，「ひどいとき」と
いうように過去の出来事として位置づけたうえ
で，「鬱になって，それも色々話して」，母親が改
善したと記述した．母親の状況に関して，ダイの
語りが「オカンはほんまに酒飲むんが減った」，
「最近またちょっと増えてきてるけど」と二転三
転していることから分かるように，実際に母親が
改善したのかは定かではない．むしろ，以上の語
りを聞くと，筆者のような第三者にとっては，以
前と比べてそれほど改善していないようにも思え
た．にもかかわらず，ダイは「からんでくるとか
そういうのはなくなったから，そこまで激しいの
は」と付け加えることによって，「ひどいとき」
とは異なる家庭の状況があることを筆者に訴えた
のである．このようなダイの一連の語りには，母
親との関係が改善したと筆者に対して伝えようと
するダイの志向を明確に読み取ることができる．
そのダイの志向を感じ取った筆者が「今の育っ
た家族で，いいなと思ったことある？」と尋ねる
と，ダイは次のように答えた．

なんやかんや言って，オカンとオトンが仲良
いからな．で，オカンも今になって気づいた
けど，よっぽど考えたら，子どものこと，
ちゃんと考えてるし．（2012年 10月 4日イ
ンタビュー）

ダイは，自らの家族の「いいなと思ったこと」に
ついて，二点を挙げて述べている．第一に，「オカ
ンとオトンが仲良い」という夫婦の親密性に関す

る点である．そして第二に，「子どものこと，ちゃ
んと考えてる」という言葉に表れているように，
親が自らのことを気遣ってくれているという点で
ある．松木（2013a: 238）は，Fisherと Tronto （1990）
を引用しながら，「親であること」 （Parenting）に
は，「ケアを提供すること」 （Caregiving）以外に
も，「気遣うこと」 （Caring about），「ケアに責任を
もつこと」 （Taking care of）といった様々な位相が
あると指摘している．この指摘をふまえれば，ダ
イの語りは，ケアを提供することではなく，気遣
うことに焦点を当てた語りだと言えるだろう．
ここで重要なのは，ダイによって語られている
のが，親子ではなく夫婦の親密性であり，ケアを
提供することではなく気遣うことであるというこ
とだ．なぜなら，夫婦の親密性と気遣うことは，
先述したような泥酔した母から受けた暴力の経験
と，さしあたり矛盾することなく並存可能であ
り，多元的な家族経験のなかから，ダイが特定の
経験を選択したことを読み取ることができるから
だ．そして，このように家族を物語ることは，一
度は家から出ることを決意したにもかかわらず，
思わぬ形で家に戻ってきたダイのおかれた状況を
ふまえれば，母親や弟と再び同居するために必要
なことであったのだろう．ダイはこのように語る
ことによって，同居するに値する「家族であるこ
と」を，筆者との会話のなかで実際に成し遂げて
いたのである．
この事例から分かるように，当事者たちは，状
況に応じて家族に関する自己記述を書き換えてい
く．そしてその書き換えは，家族経験が多元的で
あるからこそ，可能になっているのである．もち
ろん，インタビューとは別の文脈や異なるタイミ
ングであれば，ダイの家族に対する語りは違うも
のになっていたかもしれない．たとえば，退院し
てより時間が経過した後であれば，母親と再び同
居するこの経験を，家族から離脱し損ねた物語と
して語る可能性も十分ありえるだろう．しかし，
そうした可能性も含めて，当事者の家族の記述と
いう実践は，流動的で多元的なのである．
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V.　考　　　察

本稿では，「記述の実践としての家族」という
視点から，アイデンティティ欲求の次元における
「貧困家族であること」のリアリティを分析して
きた．その結果は，以下の三点にまとめることが
できる．第一に，彼らは，会話の文脈に応じて，
そして他の家族と比較することによって，自らの
家族を「逸脱的な家族」とも「正常な家族」とも
記述していた．第二に，会話のなかで筆者が彼ら
の家族を「逸脱的な家族」として記述しようとす
ると，「記述のポリティクス」が姿を現し，彼ら
は筆者の記述を否定（＝上書き）した．第三に，
自らのおかれた状況の変化に対応するように，多
元的な家族経験から特定の経験を選択し，家族に
関する自己記述を書き換えていた．
本稿の冒頭で述べたように，これまでの「子ど
も・若者の貧困」研究では，家族の機能的欲求の
次元に焦点が当てられ，アイデンティティ欲求の
次元は相対的に看過されてきた．また，数少ない
アイデンティティに光を当てた研究（林 2012）
は，その意味づけを単一の物語として想定してい
た．しかし，本稿で見出された知見をふまえれ
ば，アイデンティティ欲求の次元における「貧困
家族であること」のリアリティは，先行研究が提
示してきたものよりも，はるかに流動的で，相対
的で，多元的である．
それでは，「貧困家族であること」のリアリ

ティをこのように理解したとき，どのような政策
的示唆が得られるだろうか．第一に示唆されるの
は，被支援者を特定することの困難性である．先
行研究は，機能的な次元に焦点を当て，貧困家族
に生きる子ども・若者の生活上の困難を指摘し，
そうした困難を克服するための支援策の必要性を
訴えてきた（阿部 2008など）．その訴えの背後
には，機能的な支援策があれば，当事者たちはそ
れを利用するという想定があったように考えられ
る．しかし，本稿の知見をふまえれば，当事者に
とって「貧困家族であること」は流動的・相対

的・多元的であるために，第三者からみれば生活
上の困難を抱えた「逸脱的な家族」であったとし
ても，自らの家族を「正常な家族」として成し遂
げる可能性は常に

4 4

残されている．さらに，筆者が
「逸脱的な家族」として記述した際に当事者たち
が反論したことをふまえれば，第三者が「逸脱的
な家族」と記述することは，当事者たちの「正常
な家族」を成し遂げる実践を促進させてしまう可
能性がある．そのため，支援策を整備することと
当事者たちがそれを利用することを区別し，「記
述のポリティクス」を超えて当事者たちに支援が
届くようにするためにはどのようにすればよいの
かを考えなければならないだろう．
第二に，その際の手がかりとして，家族の経験
が多元的であることに注目する必要がある．本稿
に登場したダイは，「ケアを提供しない」母親の
「気遣ってくれていること」に着目し，同居する
に値する「家族であること」を成し遂げていた．
この事例は，家族の成員がケアを提供していなく
ても，当事者たちが「家族であること」を成し遂
げる可能性があることを示している．松木
（2013a: 240）は，子育て支援を行う者が，「子ど
もへのケア提供は引き受けるが『親であること』
は引き受けないという実践」をしていることを実
証的に明らかにし，そのことが，家族にとって，
子どもへのケア提供は外部化するが「親であるこ
と」は放棄しないという実践を可能にしていると
指摘した．本稿の知見は，「子どもの貧困」とい
う文脈においても松木の指摘が妥当することと同
時に，家族の成員がまさに「ケアを提供するこ
と」と「気遣うこと」を区別し，後者によってか
ろうじて「家族であること」を成し遂げているこ
とを示すものである．そうであるとするならば，
その多元性に着目して，当事者たちの家族である
ことを担保しつつ，家族以外の者がケアを提供し
ていくこと，言いかえれば，当事者たちに支援が
届くようにしていくことは可能だろう．
誤解のないように付け加えておくと，筆者は，
家族が人々のアイデンティティ欲求の対象である
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べきだと主張しているわけではない．当事者に
とって，家族がアイデンティティ欲求の対象に
なっている現実に目を向けなければならないこと
を強調したいのである．確かにアイデンティティ
欲求の対象が家族に向けられていることを問題化
し，家族からの解放・離脱を説く道筋もありえる
だろう．しかし，その場合でも，本稿が行ってき
たように，当事者たちの「家族であること」のリ
アリティを理解していくことは重要な作業になる
はずだ．なぜなら，そうした作業によってこそ，
家族からの解放・離脱に向けて当事者たちを説得
する際の糸口を見出すことができるからである．
そのため，本稿の分析は，家族からの解放・離脱
という道筋を否定するものではなく，むしろそれ
を補強するものである．
従来の「子ども・若者の貧困」研究では，援助
が入っていかない・拒否する家族への援助が語ら
れるとき，その要因として「当事者の動機づけの
低さ」（岩田 2008: 165）が指摘されてきた．しか
し，本稿の知見をふまえれば，家族に援助が入っ
ていかない，あるいは拒否される背景には，当事
者たちの「家族であること」のリアリティがあっ
たのではないだろうか．そして，当事者の動機づ
けの低さを指摘する議論は，そうしたリアリティ
を看過していたのではないだろうか．今後，「子
ども・若者の貧困」に関する支援策が具体化され
ていくと予想されるからこそ，「貧困家族である
こと」のリアリティを当事者の視点から捉えるこ
とが求められる．

【注】

 （1） 湯澤の指摘にある，生活保障機能，関係充足
的機能，地位付与機能とは，庄司（1994）の
整理に従っている．すなわち，生活保障機能
とは個人の生命や活力の維持と発展を図る機
能であり，関係充足機能とは，人格関係と情
緒的な絆で結ばれることの充足感を基盤にし
て，家族が個人に人間的な成長や安定をもた
らす機能のことである．そして，地位付与機
能とは，家族という集団が個人に与える夫婦，

親子などの関係的地位を付与する働きのこと
である．なお，関係充足的機能と地位付与機
能は，機能という接尾辞が付いている一方で，
山田（2005）のいうアイデンティティ欲求の
次元と重なっているとも考えられるが，本稿
の目的はその理論的な整理ではないので，そ
の理論的検討については稿を改めたい．

 （2） 本稿では，文脈と状況という用語を次のよう
に区別する．すなわち，文脈とは会話の流れ
のことであり，状況とは当人がおかれた社会
的・経済的・物理的環境のことである．

 （3） 「貧困であること」と「家族であること」を分
析的に区別して議論するべきだという批判も
あるだろう．しかし，筆者が調査のなかで，
被調査者たちに「貧困であること」の内実を
尋ねると，それは不可避的に彼らの家族に対
する評価と結びついた．つまり，当事者に
とって，「貧困であること」と「家族であるこ
と」は密接に結びつき，分かち難い形で経験
されていた．当事者たちのリアリティに迫ろ
うとする本稿の関心にとって，その結びつき
は決定的に重要であるために，本稿では両者
を分析的に区別することなく「貧困家族であ
ること」としている．

 （4） Gubriumと Holstein（1990＝1997）については，
訳書を参考にしつつも，筆者が改訳している
場合がある．

 （5） 3名の経験は，「虐待」や「非行」といったカ
テゴリーを用いても語りうるものであるが，
「非行」や「虐待」の事例の多くの根底には，
「貧困」が横たわっている（浅井ほか編 2008）．
そこで本稿では，これらの事例を「貧困家族」
として取り上げている．なお，3名のうち，ダ
イとコウジの育った家庭は「生活保護」を受
けているため，制度的にも「貧困家族」だと
認定されているが，ヒロキの家族は「たぶん，
受けてない」と言うため，制度的には「貧困
家族」だとは言えない．しかし，第一に，ダ
イやコウジからヒロキはより厳しい状況にお
かれていると考えられていたこと，そして第
二に，高校生活のある時期から教師たちの介
入によって個人で生活保護を受けて生活して
いることから，分析から除くことは適切でな
いと考え，分析対象とした．

 （6） 調査に際しては，話したくないことは話さな
くてよいこと，論文などで公表する際には仮
名にするなどしてプライバシーに十分配慮す
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ることを説明し，被調査者自身にデータ使用
の許可を得た．なお，被調査者が不利益を被
らないように，分析結果を呈示する際に支障
をきたさない範囲でデータを改変している．

 （7） 本稿において「逸脱的な家族」という場合，
「概念間の論理的関係としての家族規範」（松
木 2013a: 73）に合致しない家族という意味で
用いている．たとえば，先に示したヒロキと
筆者の会話は，ヒロキの「家族でご飯とか食
べれるし．朝は無理やけど，夜は一緒に食べ
れるから」という語りを筆者が端的に理解し
たからこそ，成立していたのだが，その前提
には，「家族は一緒にご飯を食べるほうがいい」
という常識的知識があったと考えられる．こ
の常識的知識が「概念間の論理的関係として
の家族規範」の一例である．逆に，「正常な家
族」とは，そうした「概念間の論理的関係と
しての家族規範」に合致した家族のことを意
味している．

 （8） ただし，調査者（筆者）と被調査者 3名の全
員が，男性であることに留意しなければなら
ない．須長（1999）は，ハゲをめぐるからか
いを分析し，男性がからかわれる際に精神的
タフさが要請されていることを指摘した．そ
の指摘をふまえれば，ここで被調査者たちが
自らの家族を「逸脱的な家族」と記述される
ことを否定している背景には，精神的タフさ
が要請されている可能性がある．そのため，
被調査者が女性であったならば，異なる結果
が得られたかもしれない．
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