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I.　 「どうしたらいいですか？」という
問い

社会福祉学の立場から成年後見制度を研究して
いる同僚と話していたときのことである．その同
僚は NPO法人による成年後見の実践にも携わっ
ているのだが，その活動のなかでは，被後見人の
立場に立って金銭を管理することと被後見人と生
計を一つにしている家族の意向との調整が必要に
なるなど，被後見人の家族との関係で苦労するこ
とがあると説明した後，彼女は筆者に「どうした
らいいですか？」と尋ねた．
この問いに対する筆者の反射的な応答は，「僕
に聞かれてもわからないです」というものだっ
た．そして，この問いが，おそらくは家族社会学
を専門にしていることを根拠にして筆者に向けら
れたものであることを踏まえるなら，この応答
は，筆者個人の能力不足の告白であるだけではな
く，成年後見の実践における被後見人の家族との
関わりについて何らかの方針を示すようなこと
は，家族社会学の仕事ではないという自己呈示に
もなっている．
このようないかにも素気のない応答は，筆者の
度を越した機転の利かなさはさておくとしても，
家族社会学の現状を考えるならば，おそらくそれ
ほど奇妙なものではないだろう．とはいえ，学史

を振り返ってみれば，家族社会学研究が常にこの
種の問いと無縁だったわけではない．たとえば，
日本の家族社会学の成立期を代表する研究である
『現代家族の研究』（小山編 1960）には，臨床関
係者や法律関係者も参加しており，現状分析への
関心と臨床的あるいは実践的な関心が同居してい
た．しかしその後，家族社会学が独自のディシプ
リンとして確立するにつれて，このような「雑多
性」は削ぎ落とされ，現状分析への特化が進んで
いくことになる（清水 1998）．
そして，現在，日本社会における「実学志向」
の高まりや，学問や大学への「社会貢献」の要
請，各種の専門職養成課程への参加などを背景と
して，家族社会学者にもさまざまな実践の「現
場」への寄与がふたたび求められつつあるように
思われる（1）．それは家族の実態を明らかにするこ
とやもっぱら同じ家族社会学者に向けて研究する
ことに自らの研究を限定することが難しい時代の
到来であるとも言えるが，同時に，家族社会学研
究の成果はどのように「役に立つ」のかという問
いに個々の研究者が向き合う機会を与えるものと
もなる．前述した筆者の経験はそのような機会の
一例である．
そこでこの小論では，シンポジウムでの 3つの
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入に関わる人々にとって，家族社会学研究の成果
はどのような意味をもちうるのか，あるいは，ど
のような研究が意味をもちうるのかを検討する．
このことによって，家族社会学者は，「現場」か
ら投げかけられる「どうしたらいいですか？」と
いう問いにどのように応えうるのかを模索してみ
たい．

II.　 経験的記述にもとづく家族モデルの
相対化とオルタナティヴの可視化

中村報告は，家族療法の基本的な考えかたを，
ご自身のセラピストとしての実践を例にとりなが
ら解説するものだった．システム論的な家族療法
は，家族関係のありようを変化させることによっ
て，クライアントが抱えている問題を解決しよう
とする．問題を関係のなかにあるものと捉えるそ
の視点には社会学と共通するところもある．他方
で，現在の家族社会学では，育児不安が近現代社
会における母親への育児責任の集中によって説明
されるように（山根 2000），家族成員が抱える問
題は，個々の家族関係のありようというよりも，
家族や外部社会の構造的な問題と関連づけられ
る．この点に注目するなら，家族療法が，摂食障
害，非行，不登校・ひきこもり，境界例，セック
スレス，DV，うつ病など，実に多様な問題の解
決について成果を上げるうえで（中村 2011），家
族システムや家族歴がそれらの問題を引き起こす
という前提を置いていることは家族社会学と対照
的である．
システム論的な家族療法のように，家族へのア
プローチがかなり異なる介入の実践に対して，家
族社会学がなしうると考えられることの 1つは，
それを批判の対象とすることだろう．もちろん，
家族社会学が経験的探究であろうとする限り，家
族療法の場面で生じていることをまずは記述する
ことが基本的な課題になるはずだが，たとえば，
セラピストが問題やその解決法を分節化するうえ
で，家族についてのどのような論理を用いている
かを明らかにしたうえで（cf. Miller 1987），多様

な問題の原因を一様に家族に帰属する論理などを
批判の対象とする研究などがありうる．そして，
この場合に懸念されるのは，社会学的な関心を優
先して行われるそのような記述や批判は，実際に
問題の解決に取り組んでいるセラピストからは，
自明なことを述べているに過ぎないと受け取られ
たり，反感を買ったりなどして，自分たちの実践
にとって有用なものであるとみなされないかもし
れないということである．
他方で，子どもをもつ夫婦の離婚・監護面会調
停における調停委員の実践を検討する原田報告
は，家族社会学が離婚後の家族の現実についての
知見を提供することに期待を寄せている．原田に
よれば，面会交流の調停が難しい理由の 1つは，
離婚後の家族関係とはいかなるものなのか，非監
護親は子にとってどんな存在なのか，面会交流は
何のためになされるのかといった問いに家庭裁判
所も明確な答えを持ち合わせないなかで，調停委
員が自らの「日常知」に頼りながら当事者に向き
合わないといけないことにある．にもかかわら
ず，彼らの「日常知」は，必ずしも離婚後の家族
の実情にもとづいたものではなく，離婚は家族を
壊すものだというような認識もみられるという．
なお，家族社会学者が裁判所関係者を対象に
行った講演の記録では，質疑応答の話題が面会交
流に集中しており（田渕 2014），このような経験
的知見へのニーズは，法社会学の研究者である原
田のみならず，調停の実務に携わる人々にも共有
されていると推察される．しかし，現状では，離
婚後の家族についての研究は日本では蓄積が乏し
いために，十分なデータにもとづいたかたちで，
「現場」からの期待に応えることは難しい（田渕

2014）．これは家族社会学者が，実践家や隣接領
域の研究者の期待やニーズに鈍感であったこと，
そして，自らの研究関心と「社会的要請」を結び
つける努力に積極的ではなかったことの結果であ
る．このことを裏返せば，離婚後の家族の場合の
ように，家族に関わる実践家からの経験的記述へ
のニーズについて敏感であることは，今後の家族
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社会学研究が「現場」との有意義な対話を展開し
ていくうえでは不可欠だろう．
ただし，離婚後の家族についての研究の蓄積は
豊富であるとは言い難いものの，野沢（2016）ら
による一連のステップファミリー研究の成果は，
調停の実践にとって有意味なものでありうる．こ
れらの研究が明らかにしてきたのは，夫婦の離死
別によって家族が消滅し，再婚によって再建され
ると捉える「スクラップ &ビルド型」の家族モ
デルが，ステップファミリーを形成するうえで，
継母子関係の悪化などの摩擦をもたらすこと，そ
して，夫婦の離婚・再婚後も子どもの両親がとも
に養育責任者であることを継続する「連鎖・拡張
するネットワーク型」モデルの採用が摩擦の回避
のために有効だということである（野沢 2016）．
この知見は，家庭裁判所が明確な答えを持ってい
ないという先述の問いに一定の回答を与えると同
時に，調停委員が「スクラップ &ビルド型」の
家族モデルを相対化することの重要性，調停の役
割の 1つが「連鎖・拡張するネットワーク型」の
提示にあることを示唆するものだろう．このよう
に，単なる記述や批判にとどまらず，経験的記述
にもとづいて支配的な家族モデルを相対化して，
オルタナティヴな家族モデルを可視化すること
は，家族社会学研究が介入の実践に貢献するため
の 1つの有力な方法であると考えられる．
そして，障害者家族の社会学的研究を継続して
きた中根による報告は，障害者福祉サービスの利
用者の推移と独自の利用率調査にもとづいて，支
配的な家族モデルの存在を浮き彫りにしたうえ
で，それを相対化し，オルタナティヴを可視化す
るものと見なすことができる．具体的には，障害
者福祉制度が，平日の昼間は通所サービスを利用
し，夜間と週末は家族が介護するという「通所施
設中心生活」へと障害者家族をいわば誘導するこ
とによって，「脱家族」の理念が希薄化したこと
が指摘されている．中根によるこの試みからわか
るように，支配的な家族モデルを相対化して，オ
ルタナティヴを可視化するうえでは，個別の事例

の質的分析だけではなく，質問紙調査によって収
集された量的データの分析も有効である．

III.　家族介入の応用社会学へ？

前節では，経験的記述にもとづく支配的な家族
モデルの相対化とオルタナティヴの可視化によっ
て，介入の実践に貢献するという方向性を提示し
た．ただし，このような相対化や可視化は，必ず
しも実践家の「役に立つ」ことを目的として行わ
れるわけではなく，その知見が実践家の「役に立
つ」かはあくまで偶有的である．言い換えれば，
この方向性に沿う研究は，野沢（2016）らのス
テップファミリー研究や中根報告がそうであるよ
うに，社会学者による専門的な関心にもとづいて
行われ，その評価においてはもっぱら社会学的知
見としての価値が問われるという点では，ほかの
多くの家族社会学研究と変わるところがない．
これに対して，最後に本節では，「現場」から

の「どうしたらいいですか？」という問いに直接
的に応えようとする研究の可能性，すなわち，
「役に立つ」こと自体を研究の目的や結果の評価
に組み込むという意味で，応用的な家族社会学研
究の可能性に触れておきたい．
家族介入への応用社会学的アプローチとして
は，社会学者であり家事調停委員でもある井上
（2015）のように，研究者が社会学的知見を用い
て介入の実践に携わるということも考えられる
が，ここでは，個別の介入実践の綿密な社会学的
記述にもとづいて，自らの実践を改善したいとい
う「現場」の人々の要請に応えている Kitzinger
（2011）による試みを取り上げることで，家族介
入の応用社会学的研究のイメージの具体化を図る
こととする．

Kitzinger（2011）が報告しているのは，出産に
まつわる問題を抱える女性のための電話相談サー
ビス（childbirth helpline）を提供するスタッフ
（call-taker）と利用者（caller）の会話の分析の成
果が，スタッフの役に立ったという応用的会話分
析の取り組みである．彼女はスタッフを対象とす
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るワークショップにおいて，実際の電話の録音
データの再生・停止を繰り返して，自分であれば
この場面で何を言うかを話し合うように参加者に
促しながら，たとえば，ある利用者が「自分に起
こったことを受け入れられないの」と述べた後の
スタッフによる「no」（「受け入れられないわよ
ね」）という発話が，利用者による自分の経験の
説明および相談の電話をかけてきたことの正当性
を認める実践になっていることなどを伝えている
という．このように，ある発話はその前の発話へ
の理解を示すものであるという会話分析の原則に
依拠しつつ，「よい実践」を表現するために用い
られる理念が，具体的なやりとりのなかで，どの
ように実行に移されているのかが参加者に示され
る．
また彼女は，録音データを提供するスタッフへ
の個人的なフィードバックも行っている（Kitzinger  
2011）．たとえば，骨盤など身体の痛みを語る利
用者に対して，治療のための経済的助成が受けら
れるという情報を提供しようとするスタッフが，
なかなか痛みに共感する反応を示さないために，
利用者は共感を求めて痛みの説明を続けるという
事例や，以前にも電話をかけてきた利用者のこと
をスタッフが覚えているふりをするものの，実は
覚えていないことが露見してしまうという事例の
会話データを当のスタッフに提示したうえで，よ
り早く情報を提供するためにも共感を示す反応を
することの提案や，以前の電話のことを覚えてい
るふりはしないほうがよいという助言がなされ
る．これらの提案や助言は実行に移され，彼女た
ちはその結果に満足しているという．ここでは社
会学的な分析が，以前の電話のことを覚えている
ふりをしたほうが利用者との関係はうまくいくと
いったスタッフの誤った前提を正して，その実践
を変化させる効果を上げている（Kitzinger 2011）．
そして，このようなワークショップやフィード
バックが説得力を持つのは，自分たちの「些細
な」発話がどのように重要な意味をもっているの
かが具体的な会話のなかで詳細に示されたり，自

分たちの「よい実践」についての想定が望むよう
な効果を上げていないという実例にスタッフが直
面したりするからだろう．「役に立つ」ことを目
的としない経験的記述やそれにもとづく批判，家
族モデルの相対化とオルタナティヴの可視化も，
「現場」の人々に自らの実践について振り返る機
会を提供するものにはなりうるが，応用的研究で
は特に重要となる記述の精度とそれにもとづく提
案の具体性において，Kitzinger（2011）の取り組
みは際立っている．言い換えれば，社会学研究が
「役に立つ」ことを目的とするということは，そ
の記述の精度を試されるということでもある．こ
の意味において，家族介入の実践にとって自分た
ちの研究がどのように「役に立つ」のかを問うこ
とは，家族社会学研究のありかた，とりわけその
経験的記述のありかたやそのために採用される方
法論を大きく変えていく可能性も持っている（2）．
もちろん，家族社会学研究が介入の実践の「役
に立つ」ことを応用という意味でのみ理解するべ
きではない（3）．そしてそもそも，家族社会学研究
が常に実践の役に立たないといけないわけでもな
い．とはいえ，家族介入に携わる実践家が家族社
会学に何かしらの期待を持っている場合があり，
家族社会学研究がその期待に応えうるのだとすれ
ば，両者の間で少なくとも現状よりは活発な対話
的関係が形成されてもよいだろう．そして，この
対話は，家族社会学研究にとっても，自らの研究
のありかたを問い直す有意義な機会になるはずで
ある．

【注】

 （1） このような環境の変化は，家族社会学のみな
らず，社会学一般にあてはまると考えられる．
21世紀に入る前後から，日本の社会学におい
て，「臨床社会学」が盛んに語られるように
なったことは（大村・野口編 2000），この変
化に棹さすと同時に，それへの対応でもあっ
ただろう．

 （2） この方向で実践への貢献を目指す試みに，会
話分析の手法を用いて遠距離介護者と福祉専
門職のコミュニケーションを分析する中川
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（2016）の研究がある．
 （3） たとえば，中根報告は，障害者福祉制度にお

ける支配的な家族モデルを相対化するという
点では制度の現状に批判的であると同時に，
オルタナティヴを可視化することによって実
践に貢献する可能性を持っている．
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