
家族社会学における構築主義的アプローチの展望

定義問題からの離脱と研究関心の共有

松木 洋人＊

日本の家族社会学における構築主義的アプローチは，近代家族をモデルとし

て家族を定義する核家族論的な研究枠組みの刷新が求められるという学説史的

文脈のなかで受容された．その結果として，構築主義的アプローチへの期待は，

このアプローチが人々は家族をどのように定義しているのかに目を向けること

によって，「家族とは何か」を問うという点に寄せられることになった．しか

し，人々による家族の定義を分析の対象とする初期の研究例は，その文脈依存

的な多様性を明らかにするものではあっても，新たにどのような家族の定義が

可能なのかを提示したり，「家族とは何か」という問いに答えを与えたりする

ものにはなりえなかった．また，これらの研究が，人々が家族を定義するため

に用いるレトリックに焦点を当てたことは，多くの家族社会学者の研究関心と

の乖離をもたらすことになった．このため，家族社会学においては，構築主義

的アプローチによる経験的研究の蓄積が進まず，アプローチの空疎化が生じた．

このような状況から脱却するためには，家族の定義ではなく，人々の家族生活

における経験に注目すること，そして，家族の変動という家族社会学のいわば

根本問題と結びつくことによって，構築主義的アプローチが家族社会学的な関

心を共有した研究を展開することが重要になる．
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1 家族の社会的構築？

哲学者の I. Hacking（1999＝2006）は，社会的構築について語る議論を批判的に

検討するなかで，何かが社会的に構築されていると指摘することが意味をもつため

には，それが自明なものあるいは不可避なものと見なされていなければならないと

指摘している．この指摘に従うならば，家族が社会的に構築されていると論じるこ

とには，もはやほとんど意味がないようにも思われる．

というのも，1980 年代後半から，ヨーロッパの家族史研究などの知見を取り入

れたいわゆる近代家族論の登場によって（落合 1989），夫婦と親子が形成する情愛
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に満ちた小集団というような家族のありかたは，社会の近代化にともなって一般化

した近代家族の特性であって，家族の普遍的あるいは本質的な特性ではないという

認識が広がることになった．1990 年代以降の 20 年間が，既存研究へのアンチテー

ゼとして出発した近代家族論がスタンダード化した時期であると回顧されるように

（米村 2011），この家族，とりわけ近代家族が自明なものでも不可避なものでもな

いという認識は，家族社会学やその隣接領域では共通前提となったといってよい．

さらに，近代家族論の登場とほぼ同じ時期から，目下の日本の家族の変化を把握

するためには個人化や多様化という概念がしばしば用いられてきた（野々山ほか編

1996）．当初，これらの変化は，おおむね肯定的なものとして捉えられていたが，

2000 年代半ばからは，家族のリスク化や階層化をもたらすものでもあると指摘さ

れるようになった（山田 2004）．家族生活，あるいは近代社会では自明のものとさ

れるような家族生活を経験することが，誰にとっても常に可能なものではなくなり

つつあるということが問題化され始めたのである．いずれにせよ，「家族に属する

ということが人々の人生にとって必ずしも自明でも必然でもない社会」が到来しつ

つあるのだとすれば（落合［1994］2004: 242），それは構築主義による相対化の対

象となるはずの人々にとっての常識が，現代家族については成立しがたいものにな

っているということに他ならない（cf. 奥村 2008）．

このように，構築主義的アプローチが，自明性の相対化をねらいとするのであれ

ば，家族に対してそのようなアプローチを採用することは，もはやその意味を失い

つつあるのかもしれない．しかし，家族が社会的に構築されているという議論には，

それが自明なものではないというだけではなく，その構築のプロセスが経験的研究

の対象になりうるという含意もある．実際，構築主義的アプローチによる家族研究

の始点となった J. F. Gubrium and J.A. Holstein（1990＝1997）の研究のねらいは，

家族が社会的に構築されていると主張することではなく，人々による家族に関する

言説実践が現実を構築するプロセスを経験的に理解することにあった．つまり，彼

らにとって，家族に対して構築主義的アプローチを採用するということの意味は，

社会問題の構築主義が，「社会問題は構築されている」という議論が陳腐化した後

も，クレイム申し立て活動の連鎖に注目する研究プログラムとして経験的研究を生

み出し続けているように，家族言説の使用という実践に注目するという視点を提案

することにあったのである．

本稿の目的は，このような意味で構築主義的アプローチを採用する研究が，日本

の家族社会学において，これまでどのように展開してきたのかを概観したうえで，

今後の展望を提示することにある．

日本の家族社会学の領域で構築主義的アプローチが関心を集め始めるのは，1990

年代後半のことである．それは当時，日本の社会学で広く生じていた構築主義の流

行の一部であったと同時に，この領域に特有の歴史的文脈のなかで生じたできごと

でもあった．そこで，まずは，家族社会学という学問がこの時期におかれていた学

説史的な状況を簡単に振り返ったうえで，構築主義的アプローチの受容にどのよう
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な特徴があったのかを確認することから始めたい．

2 構築主義的アプローチの受容の文脈とその帰結

2.1 受容における家族定義の焦点化

1980 年代後半に登場した近代家族論は，近代家族の自明性を相対化するだけで

はなく，それまで家族社会学において主流の地位を占めていた核家族論と呼ばれる

研究枠組みも歴史的に相対化することになった（落合 1989）．核家族論は，「夫婦

関係を基礎として，親子・きょうだいなど少数の近親者を主要な構成員とする，感

情融合に支えられた，第一次的な福祉追求の集団」（森岡 1967: 1）と家族を定義

することに示されるように，近代家族論によってその自明性を相対化された家族の

ありかたをモデルとして成立していたからである．そして，近代家族論の登場と同

時期から盛んになされるようになった家族の個人化や多様化が生じつつあるという

議論は，近代社会のさらなる変容とともに，近代家族をモデルとして家族を定義す

る従来の研究枠組みの刷新が必要になることを示唆するものであった．

このため，家族集団から個人への分析単位の転換が模索されるなかで，そのよう

な動向の一環として，「主観的家族像」（山田・天木 1989）や「ファミリィ・アイ

デンティティ」（上野 1991）といったアイデアが提起される．「人々が家族という

言葉によって何を意味しようとしているのか」（田渕 1998: 72）を明らかにしよう

とするこれらの試みは，後に「主観的家族論」（田渕 1996）と呼ばれるようにな

る1)．そして，この主観的家族論の一種として，Holstein and Gubrium（1994,

1995）の研究が紹介された直後に（田渕 1996），日本の家族社会学においても，構

築主義的アプローチを明示的に実践するいくつかの研究例が同時発生的に生まれて

くる（赤川 1997; 田渕 1998; 池岡ほか 1999; 木戸 1999）．

ここで注意しておくべきは，これら初期の研究の意義が，しばしば前述したよう

な学説史的な文脈のもとで提示されていたことである．つまり，構築主義的アプロ

ーチは，「家族というものが，それに関わる当事者たちによってどのように有意味

なものとして定義づけられているか」（木戸 1999: 157）を問うものであるという

ように，家族の定義と関連づけられたうえで，「自明視されてきた家族モデルを批

判的に検討」（木戸 1999: 157）する作業の一例であると位置づけられていた．そ

して，そこには，「人々が家族に対して持っている見方に研究の目を向けることは，

『家族とは何か』という問いを考察するうえで不可欠な作業である」（田渕 1998:

72）という認識と，このアプローチが「『家族なるもの』の輪郭が不透明になるな

かで，『家族とは何か』をダイレクトに問う」（田渕 2000: 120）ことへの期待があ

った．つまり，家族社会学における構築主義的アプローチは，核家族論的な研究枠

組みが刷新を求められるという近代家族論以降の学的状況のなかで，家族定義に対

して異なる視点に立つということに焦点を当てるかたちで受容されたのである．

社会学評論 68（1) 27



2.2 構築主義的アプローチの空疎化

しかし，その後の構築主義的アプローチの展開は，当初の期待に見合ったもので

あったとはいいがたい．初期の研究例に続いて，研究動向の紹介（田渕 2000）や

理論的な検討（木戸 2000; 木戸・松木 2003）が行われる一方で，いくつかの例外

を除いて（木戸 2010; 木下 2013; 知念 2014），経験的なデータを用いてこのアプ

ローチを実践する研究の蓄積は非常に乏しい．構築主義の流行が過ぎ去った後でも，

社会問題の社会学などいくつかの領域では構築主義的アプローチによる研究の蓄積

が継続しているのに対して（中河・赤川編 2013），家族社会学においては，時とし

て言及はされるもののその実践がほとんどなされていないという意味で，構築主義

的アプローチの空疎化が生じているのである（松木 2014)2)．

このような状況は，先述した受容の文脈によるところが大きいと考えられる．第

1 に，構築主義的アプローチは家族をどのように定義するのかという問題と関連づ

けて受容されてきたが，その一方で，人々による家族という概念の用法に目を向け

ることは，必然的にその文脈依存的な多様性に目を向けることである（木戸 2010）．

たとえば，田渕六郎（1998）は，自分が飼っている犬を家族であると説明すること

は，家族の一義的な定義の対象への適用ではなく，一義的な定義はあいまいにした

ままで，自分が「家族」と呼びたい対象に当てはまるような定義を柔軟に構成する

レトリック構造の採用によって可能になっていると指摘している．このような知見

の蓄積は，人々による家族の概念の用法が家族社会学者による定義と乖離している

ことや，それを包摂するような定義を家族社会学者が構成することの困難を示すも

のではあっても，近代家族をモデルにした定義の自明性が問題化された後に，新た

にどのような家族定義が可能なのかを提示したり，ましてや，「家族とは何か」と

いう問いに答えを与えたりするものにはなりえない．むしろ，構築主義的アプロー

チの家族定義論にとっての含意は，研究者による家族定義と人々による家族定義と

の齟齬，また，研究者による家族定義の間の齟齬を脱問題化する点にある（松木

2013）．つまり，家族社会学の領域では，構築主義的アプローチの性質と，その受

容の文脈における期待との間にそもそも齟齬があったのである．このような事情は，

たとえば，教育社会学や逸脱の社会学における構築主義的アプローチが，教育や逸

脱を新たにどのように定義するかという問題とはおよそ無関係に展開してきたこと

を考えれば，この領域に特徴的なものであるといえよう．

この点とも関連して，第 2 に，家族社会学においては，構築主義的アプローチが，

家族定義に焦点を当てるかたちで実践された結果として，多くの家族社会学者の

「自然な」関心と乖離することになったように思われる．初期の研究例の多くは，

単身生活者による自分の家族の範囲の理由についての説明（池岡ほか 1999），架空

の事例が家族であるのかどうかについての実験的に設定されたディスカッションな

ど（木戸 1999），「家族」という言葉を特定の対象に適用するために用いられるレ

トリックに焦点を当てるものだった．そして，このような家族であることを説明す

るためのレトリックへの注目は，それが家族の定義をめぐる期待に応えるものでは
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ない以上，家族社会学者の大半が家族のありように対してもっている関心からはか

け離れたものだろう．再び教育社会学を例にとるなら，この領域における構築主義

的アプローチが，学校教育の現場ではどういうことが生じているのか，あるいは，

いじめ自殺などの「教育問題」がどのような歴史をもっているのかなど，教育社会

学者にとって共有しやすい問題関心に沿うかたちで，学校現場のフィールドワーク

による研究や教育言説の歴史を描く研究を蓄積してきたことは（古賀 2001; 北澤

2015），家族社会学とは対照的である．

そして，このように構築主義的アプローチが空疎化したということは，近代家族

論以降の新たな研究枠組みの模索において，このアプローチによる貢献が極めて限

られたものだったということでもある．実際，Ochiai Emiko（2013）は，近代家族

論が核家族論パラダイムを相対化した後，1990 年代には新たなパラダイムが確立

したと主張しているが，新たなパラダイムを担う主な研究として挙げられているの

は，ライフコース研究，歴史人口学，ネットワーク論などであって，構築主義的ア

プローチには言及がない．久保田裕之（2010: 8）が，「家族を定義しないことを標

榜する構築主義的家族研究」と「手続き上やむを得ず従来の家族定義を採用する実

証研究」の「棲み分け」によって，従来の家族定義にもとづく研究の継続が可能に

なっていると批判的に指摘していることからも窺われるように，このアプローチは，

家族社会学全体の動向とは関係が乏しいものであると捉えられつつある．

3 家族社会学における構築主義的アプローチの展望

3.1 定義問題からの離脱と家族生活における経験のフィールドワーク

それでは，家族社会学における構築主義的アプローチは，空疎化からどのように

脱却しうるのか．本節では，このアプローチの受容のありかたとこれまでの研究例

に立ちもどることによって，このアプローチに今後，どのような展開の可能性があ

るのかを検討する．

まず，初期の研究の多くが，人々による家族定義やそこで用いられるレトリック

を対象としたことは，構築主義的アプローチの家族という現象への適用のありかた

としてはごく限定的なものであった．「家族であるとは何を意味するのか」や「誰

が家族なのか」などの問いに答えを与えるという意味で家族を定義することやその

理由を説明することは，人々が家族に関する言説を用いて行う実践のごく一部にす

ぎない．裏返せば，夫が就寝前に妻の母親としてのがんばりをほめることや，残業

続きで家にいる時間が少ない父親に息子が不満を言うこと，セラピストがクライア

ントの家族関係について自らの理解を伝えることなど，家族やそれに関する概念を

使って行われることの大半は，家族生活の記述ではあっても，家族を定義すること

をともなってはいないはずである．にもかかわらず，このような家族言説を用いる

多様な実践は，家族定義に焦点を当てた初期の研究の射程からはずれていた．

このようなアプローチの可能性の限定が，家族社会学的な研究関心からの乖離と
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も関わっていることは先述の通りである．C. L. Marlaire and D. W. Maynard

（1993）は，社会問題の構築主義の焦点を問題構築のためのレトリックの分析に移

すという P. R. Ibarra and J. I. Kitsuse（1993＝2000）の提案に対して，人々がトラ

ブルや問題をどのように経験しているかが見失われるという観点から批判的な評価

を下すと同時に，そもそもの構築主義のラディカルさはそのような人々の経験に注

目する点にあったと述べている．日本の家族社会学における構築主義的アプローチ

は，当初から家族を定義するためのレトリックに関心を向けていたが，もしその関

心が人々の家族生活における経験に向けられるのであれば，それはより多くの家族

社会学者にとって共有しやすいものだろう．

この意味で，初期以降の研究例が，高齢の母親が障害をもつ息子の在宅生活を支

えうるかという状態の定義が，その家族の福祉的支援に携わる人々の間で競合する

様子や（木戸 2010），認知症の高齢者を介護している家族が自らの要介護者につい

ての知識の特権性をどのように主張するのか（木下 2013），「貧困家族」を生きる

若者による自らの家族についての記述の流動性というように（知念 2014），具体的

な家族生活やそこでの経験を記述する実践にまさに焦点を当てていることは重要な

変化である．そして，これらの研究は，それぞれが社会福祉法人，介護家族の自助

グループ，男子生徒集団を対象とした参与観察を含むインテンシヴなフィールドワ

ークにもとづいているという点でも，単発的なインタビュー調査や実験的状況の設

定という方法を用いていた初期の研究とは異なっている．今後の構築主義的アプロ

ーチの可能性の 1つは，このように家族生活およびそれに関わる様々なフィールド

を対象とするフィールドワークにもとづく研究によって，その方法や現象の記述に

厚みを加えながら，家族の定義から家族生活の経験へとその研究関心を転換してい

くことにあるだろう．

3.2 家族をめぐる概念の用法の歴史社会学

また，研究関心の共有という観点からは，「家族はどのように変化してきた／い

るのか？」という家族の変動をめぐる問いが，家族社会学にとって成立当初からの

いわば根本問題であり続けているということにも，この領域における構築主義的ア

プローチの可能性を見出すことができる．

このことを敷衍する手がかりを提供しているのが，冒頭でも言及した Hacking

（1999＝2006）による社会的構築を語る議論についての批判的検討である．Hack-

ing（1999＝2006）は，社会的構築という用語は，そこで何が構築されるといわれ

ているのかという点で混乱を招きやすいものであると指摘する一方で，社会的構築

について語る議論のポイントは，観念と実践と人々の相互作用にあり，自らの児童

虐待などについての研究もこの相互作用を理解しようとするものだったと述べてい

る．彼は P. Aries（1960＝1980）の『〈子供〉の誕生』以降，「子どもであること」

は社会的構築物であるとしばしばいわれてきたと述べたうえで，そのような相互作

用の一例として，「子どもであること」の観念の変化が，子どもの自己理解の変化
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を通じて，子どものふるまいに変化をもたらし，そのようなふるまいの変化が今度

は「子どもであること」の観念の変化をもたらすという相互作用を挙げている．

この Hacking（1999＝2006）による議論は，「子ども」のような観念が歴史的に

構築されるということと，ある 1人の子どものような対象が相互行為において構築

されることを結びつけて把握するための枠組みを提示するものになっている．そし

て，本稿にとって重要なのは，この枠組みが，家族についての観念（概念）と対象

が両者の相互作用を通じて変化するという観点から，まさに Aries（1960＝1980）

がその重要な知的源泉となった近代家族論以降の歴史社会学的な家族研究と Gub-

rium and Holstein（1990＝1997）のような具体的な場面における家族言説の使用に

注目するエスノグラフィックな研究とを結びつけて把握するための枠組みにもなっ

ているということである3)．

近代家族論以降の家族社会学では，過去の人々の日常的な生活に着目する新しい

歴史社会学的な研究が活性化することになった（米村 2011）．これらの研究は，ヨ

ーロッパの家族史研究の発想を継承しつつ，日本社会において近代家族はどのよう

に成立したのか，そして，どのように変容するのかという新たな研究課題に取り組

むものであった．また，その新しさは，新聞や雑誌の記事などに残された家族に関

する言説を分析対象と措定するところにもあり（米村 2011）．このような言説への

照準は構築主義的アプローチと共通している4)．このため，これらの研究のなかに

は，構築主義的アプローチの発想を援用しながら，あるいは，それとかなり近い視

点で，家族に関する言説の歴史的変容を記述するものもある（田間 2001; 野田

2006, 2008）．

その一方で，Gubrium and Holstein（1990＝1997）の家族研究を始点とする構築

主義的アプローチは，個別の相互行為場面における家族言説の使用を考察すること

を基本としてきた．このため，言説資源の多様性という観点からの家族多様化論の

再構成など（木戸 2010），家族の「実態」の変化とは位相の異なる家族に関わる現

実の構築のされかたの変化に注目を促すことはあっても，実際に経験的なデータを

用いて，どのように現実構築のされかたが歴史的に変化するのかを明らかにする研

究はほとんど行われてこなかった（松木 2014)5)．

しかし，Gubrium and Holstein（1990＝1997）も家族への構築主義的アプローチ

を提示するにあたって，Aries（1960＝1980）らの家族史研究を参照しながら，家

族という概念の歴史性に注意を促していたように，個別の場面で使用される家族言

説を構成するもろもろの概念は，歴史的なプロセスのなかでその理解可能性を獲得

してきたものである．そして，それらの概念は，個別の言説実践によって，具体的

な対象の記述に使用されることを通じて，その用法を歴史的に変化させていく．家

族の言説史を描く歴史社会学的な研究と，Gubrium and Holstein（1990＝1997）の

ようなエスノグラフィックな研究は，この概念と対象が相互作用するプロセスの異

なる位相に焦点を当てたものとして理解することができる6)．

そして，近代家族が「ロマンティックラブ・イデオロギー」「母性イデオロギー」
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「家庭イデオロギー」という規範，すなわち，概念どうしの連関によって特徴づけ

られてきたことを踏まえるなら（千田 2011），家族社会学が注目してきた様々な家

族の変動のなかでも，特に近代家族の成立と変容は，この概念と対象が相互作用す

るプロセスのなかに位置づけられる．たとえば，妻以外の女性と関係をもった男性

が自らを「夫失格」として理解することや自分のしたことを「妻への裏切り」であ

ると告白することは，愛情とセックスを結婚のなかに包摂するロマンティックラ

ブ・イデオロギーという概念の規範的な結びつきを参照することを通じて可能にな

っている．他方で，男性が妾をもつことを，自分の夫としての資格を損なうもので

はなく，「当然の権利」であると主張するとすれば，それは恋愛やセックスを結婚

のなかに包摂する規範とは異なった概念の連関のもとで可能になっている．このよ

うな規範的な連関ではなくロマンティックラブ・イデオロギーが参照されるように

なることは，近代家族の成立の重要な一部であり，さらには，女性が夫以外の男性

との関係を「純愛」として理解するというように，再びロマンティックラブ・イデ

オロギーとは異なった連関が使用されるようになることは，近代家族の変容の重要

な一部である（cf. 千田 2011）．

つまり，ある人がどのような夫・妻・親・子どもであるのか，また，その家族を

めぐる経験はどのようなものであるのかの理解可能性は，概念と対象の相互作用の

なかで産出され，変容するものであり，近代家族の成立と変容は，概念と対象が相

互作用するなかで，この理解可能性が変化するプロセスを伴う．そして，この相互

作用のなかにある近代家族の成立と変容を捉えるためには，人々が近代家族の規範

をめぐる概念をどのように用いているのか，あるいは用いていないのかという実践

に目を向けながら，概念の結びつきかたの変化を跡づけていく必要がある（cf. 酒

井ほか編 2009）．このとき，たとえば，近代家族の成立期とされる明治・大正期の

文書資料は，それを構成しているテクストの産出や読解が，どのような概念の用法

を通じて可能になっているのかという観点から分析されることになる7)．異なる時

点の歴史資料を用いてこのような分析を通時的に行うことや，場合によっては，現

代社会における対面的な相互行為がどのような概念の用法に支えられているかの分

析を組み合わせることによって，家族をめぐる経験や行為の理解可能性の成立と変

容を記述することができるだろう．

このような家族をめぐる概念の用法の歴史社会学は，それが近代家族の成立と変

容のような家族の変動を問うものであるという点で，家族社会学の根本問題と結び

ついている．たとえば，構築主義的なアプローチと近い視点から言説の歴史を描く

野田潤（2008）の研究は，新聞紙上で離婚に関する悩みに回答することが，「子ど

ものため」の離婚という概念の結びつきに支えられ続ける一方で，「子どものため」

を犠牲にした「あなたのため」の離婚という結びつきが回答に用いられるようにな

ってはいないことを明らかにするものと捉え直すことができる．そして，この知見

は，近代家族を特徴づけるとされる「子ども中心主義」（落合 1989）の浸透と持続

を示唆することによって，さらには，それを通じて家族の個人化論に留保をつける
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ことによって，家族社会学にとって広範な意義をもつものになっている．このよう

に人々の概念の用法に即したかたちで，現実構築のされかたの歴史的変容を明らか

にする研究の展開も，構築主義的アプローチが多くの家族社会学者と研究関心を共

有するための 1つの有望な道筋であると考えられる．

4 むすびにかえて

以上の通り，本稿では，家族社会学における構築主義的アプローチのこれまでの

展開を踏まえたうえで，今後の展望を提示することを試みた．しかし，多くの既存

の「連字符社会学」と同様に，家族社会学についてもそのアイデンティティの拡散

がかねてより指摘されており（渡辺 1996），このディシプリンを明確な境界をもつ

ものと捉えることはしだいに難しくなりつつある．また，Gubrium and Holstein

（1990＝1997）の家族研究が，福祉や法に関わる機関を主なフィールドとしていた

ことからもわかるように，構築主義的アプローチの考察の対象となる家族言説は，

家族の外部にある様々な領域に見出される．さらに，人々の家族生活における経験

も，たとえば「認知症」のような外部領域からもちこまれる概念によって，そのあ

りようを変化させていく（木下 2013）．つまり，人々による現実構築活動が家族と

いう領域を越境するものである以上，それに注目する構築主義的アプローチを採用

することは，むしろ家族社会学というディシプリンを越境することを要請するもの

でもある．とすれば，本稿のような試みは，既存のディシプリンに不要にとらわれ

たものであるともいえるかもしれない．

他方で，構築主義的アプローチは，家族社会学というディシプリンの成立当初か

らの研究関心やそれが提示してきたアイデアや知見に，新たな視点から応えたり光

を当てたりするものになりうる．そして，それは構築主義的アプローチの知見の意

義が，家族社会学的な研究関心を共有することで，より豊かなものになりうるとい

うことでもある．したがって，家族社会学における構築主義的アプローチの空疎化

や他のタイプの家族社会学研究との結びつきが乏しい現状は決して必然ではなく，

今後の研究の展開が期待されるだけの理由はまだ充分にある．本稿が示そうとして

きたのは，このことに他ならない．

［注］

1） ただし，主観的家族論という用語には，「個人の『家族』に関わる認知や経験（またはその

徴表としての，家族に関わる言語表現）を観察者ないし理論家の分析の枠組みの中に取り込む

ことを，方法論上重視する立場」とより広い定義が与えられている（田渕 1996: 20）．

2） 本稿はその射程を日本の家族社会学に限定しているが，構築主義的アプローチによる経験的

研究の蓄積が乏しいという事情は，英米の社会学的な家族研究もほぼ同様である（松木 2014）．

ただし，近年のまとまった研究例としては，中流階級の親による子どもの問題の構築を扱った

A. Francis（2015）による研究がある．他の目立った動向には，Gubrium and Holstein（1990＝
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1997）に代表される「家族経験へのラディカルな構築主義的アプローチ」は，行為者の言説を

過度に強調するものであり，言説による経験の構築に先立つ「非言説的なるもの」を考慮に入

れていないという Ho Wing-Chung（2012）の批判がある．これに対して，Gubrium and Hol-

stein（2012）は，現実を構築する言説的な活動と構築の資源や条件は相互反映的な関係にあり，

前者と後者を二分法的に捉えることは誤りであると応答している．また，Ho（2015）は，フェ

ミニズムと構築主義と批判理論を「批判的アプローチ」と一括したうえで，関連するアジア家

族の研究を概観しているが，構築主義的アプローチを明示的に実践する研究例の乏しさを示す

結果になっている．

3） Hacking（1999＝2006）自身の主な関心はたとえば「自閉症の子ども」のような「人間の種

類」にあるが，彼の観念と対象の相互作用についての議論は，人々の実践や経験の記述に使用

される観念にも拡張できるものであると考えられる．

4） とはいえ，構築主義的アプローチのなかでも，Gubrium and Holstein（1990＝1997）のよう

に，エスノメソドロジーの影響が強いタイプの研究は言説を用いて人々が行う記述実践を対象

にしている点には注意が必要である．

5） その例外にあたるのは，「家族らしさ」の構築のされかたの歴史的変化を描いた赤川学

（1997）の試みである．

6） E. Goffman のような具体的な状況における実践への目配りを欠いているというエスノメソド

ロジー研究者のM. Lynch（2001）からの指摘に対して，Hacking（2004）は，歴史的な言説編

成を扱うM. Foucault の研究と対面的相互行為を扱う Goffman の研究は相補的であり，人々の

分類と分類される人々との相互作用を理解するためには両者が不可欠であると応えている．

7） 浦野茂（2014）が Hacking（2004）の整理について批判的に指摘しているように，歴史的な

言説編成と対面的相互行為のいずれを分析するにせよ，概念と対象の相互作用に照準しようと

するのであれば，個別的な状況において概念を使用する実践の詳細が記述される必要がある．

言い換えれば，前者が概念の構築についての歴史研究，後者が対象の構築についての相互行為

論的研究という区別が成り立つわけではない．
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The constructionist approach in Japanese sociology of family attracted a great

deal of attention under the circumstances where the×nuclear family frameworkÙ

based on the modern family model needed to be reformed. This approach was

expected to address the question×what is family?Ùby paying attention to how

laypeople define family.

However, although early constructionist family studies revealed a contextualized

diversity of definitions of the family, they were never able to suggest how

sociologists could define family or offer an answer to the question×what is family?Ù

That these early studies focused on the rhetoric laypeople use to define family has

led to the separation of research interests between constructionist family studies

and other kind of studies. As a result, empirical studies based on the constructionist

approach have not been accumulated in Japanese sociology of family. As a result,

this approach has become quite thin in substance.

To overcome this situation, it is important for constructionist family studies to

share research interests with other kinds of sociological family studies through

focusing on how people experience their family lives and addressing the key

question in the sociology of family, namely, ×how has family changed and how will

it change?Ù

Key words: constructionist approach, sociology of family, sharing research

interests
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