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家族定義問題の終焉
―日常的な家族概念の含意の再検討―

松　木　洋　人
要　　約

1980年代後半以降，主観的家族論と構築主義的家族研究は人々が使用する日常的な家族概念に注

目することの重要性を論じてきた．しかし，これらの研究に対しては，専門的な家族定義の意義や可

能性を否定するものであるとの批判もなされている．本稿では，主観的家族論と構築主義的家族研究

およびその批判のいずれにおいても看過されてきた日常的な家族概念の家族社会学研究にとっての含

意を明らかにする．まず，主観的家族論と構築主義的家族研究およびその批判において論点となって

いたのが，専門的な家族概念と日常的な家族概念との関係であることが確認される．そのうえで，こ

の論点を社会科学における記述の適切性についての議論と関連づけることによって，日常的な家族概

念は，家族定義の間の齟齬をめぐる問題を脱問題化するものとして，そして，個別の経験的研究にお

いては専門的な家族定義の適切性の条件となるものとして理解できることを主張する．
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Abstract

Since the late 1980s, both subjectivistic family studies and constructionist family studies have been arguing for 
the analytic importance of the everyday concept of family that people use in their daily lives. However, these 
studies have been criticized on the assumption that they denied the utility and the possibility of the professional 
concept of family. �is paper identi�es the implications of the everyday concept for the sociological study of 
family that both subjectivistic and constructionist family studies as well as their critics have failed to recognize. 
First, it reviews the debate between subjectivistic and constructionist family studies and their critics over the re-
lationship between the professional and everyday concepts of family. �en, by combining this issue with studies 
of relevant descriptions in social sciences, it suggests that （1） focusing on the everyday concept of family can 
lead to resolving the sociological controversy over the de�nitions of family and （2） the everyday concept is nec-
essary condition for the relevance of professional de�nitions of family in empirical studies.
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I.　本論文の目的

家族社会学において，家族定義はいまだに合意
の得られない問題と捉えられている（Cheal 2002; 
片岡 2009）．現在に至るまで，さまざまな研究者
が家族定義を試みてきた．そこでは往々にして，
Murdock（1949＝1986）による古典的な定義のよ
うに，家族が果たす機能やそれが含む成員が条件
として取り出される．しかし，よく知られている
とおり，こうした専門的な定義においては，定義
に含まれる機能を果たしていない家族や，定義に
含まれる成員がいない家族などの存在がしばしば
問題となる．このように，「しいて定義をすると，
それから逸脱したあまりに多くの例外に遭遇」
（山根 1972: 103）することが，家族定義に合意が
得られない要因となっている．
以上のような家族定義の古典的な問題は，特に

1980年代以降，家族の多様化が盛んに論じられ
るようになると，さらに複雑化する（Cheal 1991; 
木戸 2010）．すなわち，性別役割分業型の核家族
以外の家族が増加するなかで，研究者が標準的な
家族のありかたを設定することへの批判的な問題
意識が高まっていく．そして，標準的な家族を定
義することへの批判は，社会学者による家族定義
は人々の多様な家族経験に対してイデオロギー的
な抑圧性を持つから行うべきではないという専門
的定義の放棄の主張や（Bernardes 1999），標準的
な家族を前提とする従来の家族定義に替えて，多
様な対象の包摂が可能な「より広義かつ流動的な
家族の定義」（石井クンツ 2011: 190–1）への拡張
の試みを生むことになる．
これらの議論に加えて，そして，ときにはその
前提ともなって，1980年代後半から家族定義問
題の複雑化を促したように思われるのが，人々が
使用する日常的な家族概念への注目である．いわ
ゆる「主観的家族論」（田渕 1996）においては，
家族社会学で用いられてきた専門的な家族定義
の，その対象となる人々自身による家族定義との
乖離を問題化することによって，専門的な家族定

義の有効性に疑問が投げかけられた（上野 1991; 
山田 1992）．また，言説と相互行為を通じた家族
をめぐるリアリティ構築のプロセスに焦点を当て
る構築主義的家族研究も（Gubrium and Holstein  
1990＝1997），「何が家族であるかは人々の定義づ
けに従うべきである」（鮎川 2001: 351）ことを主
張する立場として理解されてきた．
しかし，日常的な家族概念の分析上の重要性を

論じるこれらの立場については，「客観的家族定
義」の無効性を示すものではないという指摘や
（田渕 1996），「家族を定義することの不可避性と
政治性」（久保田 2010: 16）を隠蔽しているなど
の批判もなされてきた．そして，これらの批判に
対して，主観的家族論や構築主義的家族研究の立
場から有効な反論はいまだに行われていない．結
果として，家族定義の問題に対して，専門的な家
族定義を放棄して日常的な家族概念を採用すると
いう方法によって解決を与えることにも合意を得
られていないのが現状である．
本稿では，主観的家族論や構築主義的家族研究
によって焦点化されたこの日常的な家族概念の家
族社会学研究にとっての含意の再検討を行う．こ
こで論点を先取しておけば，日常的な家族概念に
注目することの意義は，専門的な家族定義の不可
能性や放棄の主張に求められるべきものではな
い．また，専門的な定義を留保して人々による家
族定義を研究対象にすることで「家族研究の対象
を拡大する可能性」（池岡ほか 1999: 76）を持つ
という意味で，専門的な家族定義を前提にした研
究にとってのオルタナティヴであるにとどまるも
のでもない．むしろ，日常的な家族概念は，専門
的な家族定義の問題が疑似問題であることを示す
ものとして，そして，個別の経験的研究において
は専門的な家族定義の適切性の条件となるものと
して理解することができる（1）．
以下では，まず，主観的家族論および構築主義
的家族研究とそれらを批判的に検討する議論にお
いて，家族定義をめぐって何が論点となっていた
のかを概観することで，それを専門的な家族概念
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と日常的な家族概念との関係の問題として把握す
る（II節）．次に，この問題をエスノメソドロ
ジー研究およびその知的源泉の 1つである Ryle
（1954＝1997）による専門的な概念による記述と
日常的な概念による記述との関係をめぐる議論と
関連づける（III節）．そのうえで，そこから専門
的な家族概念と日常的な家族概念をめぐる問題に
ついてどのような示唆が得られるかを検討する
（IV節，V節）．その結果として，これまで主観
的家族論と構築主義的家族研究とそれらへの批判
のいずれにおいても看過されてきた日常的な家族
概念の含意が明らかになる．

II.　専門的な家族概念と日常的な家族概念

1.　主観的家族論と構築主義家族研究の問題提起
そもそも，専門的な家族定義が行われるのは，
日常的な家族概念があいまいで，それを採用する
ことによっては自らの研究対象を特定できないと
考えられるからである（Murdock 1949＝1986; In-
goldsby 1995）．日常的な概念としての家族が，研
究者が用いる場合であれ，日常生活で用いられる
場合であれ，統一した意味内容を持たないことを
理由に，明確に定義された専門的な家族概念が必
要とされる．
他方で，家族を普遍的に

4 4 4 4

定義することの難しさ
は，日常的な家族概念の分析的意義に否定的な論
者も含めて（望月 1993），専門的な家族定義が批
判的に問題化される以前からよく認識されていた
事柄である（山根 1972）．だからこそ，「家族と
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であ
る」（森岡 1967: 1）という戦後日本の家族社会学
を代表する定義が行われる際に，「家族をみる角
度によって，さまざまな定義がありうる」（森岡  
1967: 1）と述べられたり，その定義が現実よりも
期待に基礎づけられているという山根（1979）に
よる批判に対して，「『福祉追求の集団』という筆
者の定義と実態との距離は確かにあるが，現実と

の距離は理念型である概念のもつ本来的性格では
ないだろうか」（森岡 1986: 4）と反論がなされた
りする（2）．このように，少なくとも戦後日本の家
族社会学における主要な家族定義は普遍性を狙い
とするものではない．したがって，日常的な家族
概念に着目する議論も，普遍的な家族定義につい
て，その不可能性などを議論することを狙いとす
るものではない．これらの議論およびその批判で
論点となっていたのは，日常的な家族概念の存在
を，個別の研究関心に照らして行われる専門的な
家族定義の営みにとって（cf. 久保田 2010），ど
のような意味を持つものと位置づけるかというこ
とである．
まず，山田（1986: 53）は，基本的機能を持つ
集団として家族を定義する「家族の集団的定義」
が，「家族という意識がない所に家族を見い出し
たり，家族という意識がある関係を家族分析から
排除せねばならなくなる」欠点を持つと指摘す
る．山田（1986: 57）によれば，従来の家族定義
論の失敗は，「家族現象は複数のレベルにまた
がった現象である」のに，「特定の視点から見た
家族現象の特性を家族の定義として用いた」点に
ある．そして，家族現象の 3つのレベルとして，
親族カテゴリーの形成および親族システムを成員
基準とする活動とともに彼が設定するのが，「主
観的家族像」である（山田 1986）．ここで提起さ
れているのは，研究者による専門的な家族定義と
研究対象となる人々の「主観的家族像」との乖離
であり，後者を家族分析の対象に組み込む必要性
である．
また後年になると，専門的な家族定義と日常的
な家族概念との乖離を問題化するにあたって，
「『家族は定義できる，しなければならない』とい
う思いこみの存在」が指摘される（山田 1992: 
152）．さらに，「日常生活で使用される家族とい
う言葉が持つリアリティを把握しようとすれば，
厳密な意味での比較ができなくなる．一方，操作
的に定義してしまうと，リアリティの側面を犠牲に
せざるを得なくなる」と論じられる（山田 1994: 
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28）．つまり，専門的な家族定義の可能性や必要
性が疑問視されるとともに，「家族を定義する試
みは，日常用語と操作的定義（学術用語）の間で
ジレンマに立たされる」（山田 1994: 28）とも言
われるように，日常的な家族概念の用法の多様性
が専門的な家族定義の成立にとっての障害と位置
づけられるようになる．
山田が日常的な家族概念を専門的な家族定義の
成立にとっての障害と捉えるのに対して，「人び
とによる家族の定義過程」（木戸 2010: 30）を経
験的な研究のトピックとするのが構築主義的家族
研究である．このとき，専門的な家族定義は留保
したうえで，アルツハイマー病患者の介護者支援
グループの会合など，「家族とは何か」「家族であ
るとは何を意味するのか」が問題になる場面にお
いて，家族の意味が相互行為的に組み立てられる
プロセスの記述が研究の目的となる（Gubrium 
and Holstein 1990＝1997）．したがって，「概念の
置き換え」（Cheal 1991: 130）と表現されるよう
に，「日常用語のあり方に概念規定をゆだねるこ
とで，学術的な定義の適切性の問題があらかじめ
回避され」るとともに（木戸 2010: 29），専門的
な家族定義にもとづいて行われる研究とは「補完
的な関係」にあり，「家族研究の対象を拡大する
可能性」を持つと主張されることになる（池岡ほ
か 1999: 76）.
以上のように，主観的家族論と構築主義的家族
研究は，主に家族の機能や構成の多様性に由来す
る古典的な家族定義の問題に対して，専門的な家
族概念と日常的な家族概念の関係という観点から
異なる位相の論点を提起する試みとして把握でき
る．すなわち，日常的な家族概念の分析上の重要
性が主張されることによって，日常的な家族概念
と乖離しうる専門的な家族定義の可能性や必要性
の問題化や，専門的な家族定義を留保して人々に
よる家族定義のプロセスに焦点化するオルタナ
ティヴなアプローチの提案がなされてきた．
2.　主観的家族論と構築主義家族研究への批判
しかし，主観的家族論と構築主義的家族研究に

よる日常的な家族概念の分析的意義の主張に対し
ては，批判的な議論も行われている．まず，田渕
（1996: 31）は，主観的家族論が従来の家族研究に
疑義を提示しようとする点を評価しつつも，「当
事者の主観的定義によって『客観的定義』を疑問
に伏すという論理は困難である」と論じる．すな
わち，「我々の用いる概念が行為者の意識と一致
しないことは，概念構成という理論的営為におい
てはむしろ当然なのであり，一致しないことを理
由に概念（の使用）が意味がないと言うことはで
きない」というように，専門的な家族定義と日常
的な家族概念との乖離を根拠にして前者が無効で
あり，後者を採用すべきと主張する議論は正当化
できないと指摘している（田渕 1996: 29–30）．ま
た，人々による家族定義は「社会的なレベルでの
定義」に規定されているので，「当事者の『家族
の主観的定義』のみに準拠して論を進めること」
はできず，むしろ，「客観的と思われている家族
定義と主観的／個人的な家族像がどのようにズレ
ており，いかにしてそのズレを生じるのか」が考
察の対象となるべきだとされる（田渕 1996: 31）．
さらに，久保田（2010）は田渕（1996）が提起

した論点も踏襲しつつ，主観的家族論および構築
主義的家族研究に批判を加えている．久保田
（2010: 7–8）は，これらの議論を「家族定義を放
棄し，当事者の定義を積極的に採用することによ
り，研究者は相対的に政治性を免れうること，そ
の結果，研究の客観性や実証性が担保しうるこ
と」を期待するものと捉える．そのうえで，「家
族を定義することは家族研究の問題や限界ではな
く，家族を主題化するための基本条件」であり，
「唯一の正しい定義があるわけではない」にせよ，
研究者によるさまざまな家族定義は「少なくとも
定義可能性のレベルでは選ぶところがない」と主
張する（久保田 2010: 10）．この立場からすれば，
問われるべきは「定義の可能性」ではなく，「個
別の研究関心に照らしてどのような定義が相応し
いか」という「定義の妥当性」である（久保
田 2010: 10）．にもかかわらず，「主観的家族論や
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構築主義的家族研究の導入により，家族の再定義
ではなく家族定義の不可能性へと舵が切られた」
ことで（久保田 2010: 14），構築主義的家族研究
と従来の家族定義にもとづく家族研究との「棲み
分け」が成立し，積極的に引き受けられるべき
「家族を定義することの不可避性と政治性」（久保
田 2010: 16）が隠蔽されることになったという（3）．
このように，主観的家族論および構築主義的家
族研究に対しては，第 1に，日常的な家族概念に
分析的意義があることは専門的な家族定義の無効
性を意味するものではないことが指摘され，第 2
に，個別の研究関心に応じた専門的な家族定義は
可能であり不可避でもあると主張される．これら
の批判に対して，主観的家族論や構築主義的家族
研究の立場からの反論は行われておらず，結果と
して，家族定義の問題について，専門的な家族定
義に替えて日常的な家族概念を採用するという解
決に合意が得られるには至っていない．同時に，
日常的な家族概念を対象とする研究は，「主観的定
義」と「客観的定義」のズレについての研究や，
専門的な家族定義にもとづく研究との「棲み分け」
を行うものとして位置づけられていく．そして，
この位置づけは，特に構築主義的家族研究が専門
的な家族定義にもとづく家族研究のオルタナティ
ヴとして自己提示していることとも整合的ではあ
る（Holstein and Gubrium 1995; 池岡ほか 1999）．
しかし，日常的な家族概念への着目には，専門
的な家族定義にもとづく家族研究に対して，それ
を留保するオルタナティヴなアプローチであるに
とどまらない潜在的な含意がある．次節では，こ
の含意を明確化するための準備として，専門的な
家族概念と日常的な家族概念の関係の問題を社会
科学における記述の問題の一例として把握するこ
とを試みる．

III.　専門的な概念による記述と日常的な 
概念による記述

1.　中傷効果とその解消法
エスノメソドロジー研究は，社会科学における

適切な記述とはいかなるものであるかについての
議論を蓄積しており，そのなかでは専門的な概念
による記述と日常的な概念による記述との関係が
しばしば問題になる（Scheglo� 1988; 浦野 2008; 
小宮 2011）．主観的家族論と構築主義的家族研究
は，いずれもエスノメソドロジー研究をその理論
的背景の 1つとしているものの（山田 1992; Gu-
brium and Holstein 1993），エスノメソドロジー研
究のこのような側面と接続して議論することはな
されてこなかった．しかし，日常的な家族概念へ
の着目によって提起された専門的な家族概念と日
常的な家族概念との関係の問題は，より一般的に
言えば，この専門的な概念による記述と日常的な
概念による記述との関係をめぐる問題の 1つの系
をなすものと理解することができる．
たとえば，ある人物は「女性」であり，「母親」
であり，「看護師」であり…といったように，同
じ対象に対して可能な正しい記述は無数にある．
このことは，研究者が行う専門的な概念による記
述と研究対象である人々自身が行う日常的な概念
による記述との間に齟齬がありうることを意味す
る．このとき，専門家による自らの研究対象に対
する記述は「成員による記述の実践に制約される
べきか？　もしそうだとすれば，どのように制約
されるべきなのか？」という記述の適切性につい
ての問いが生じることになる（Scheglo� 1988: 3）．
日常的な家族概念をめぐる議論で論点となって
いたのも，この問いにどのように答えるかという
ことである．主観的家族論は専門家による記述に
成員による記述を取り込むことの必要性や両者の
乖離が専門家による記述の成立を難しくすること
を提起するものであり，構築主義的家族研究は専
門家による記述の対象を成員自身による記述へと
置き換えるものである．そして，これらの議論に
対する批判は，「個別の研究関心にかなった家族
定義を採用し，たとえ人々の主観的・情緒的な家
族観を逆撫でしてでも，新しい現実を描いてみせ
ること」が必要であると述べられるように（久保
田 2010: 16），専門家による記述は成員による記
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述に制約される必要はない
4 4

と主張するものであっ
た．
しかし，このような応酬は，エスノメソドロ
ジー研究の重要な知的源泉である Ryle（1954＝
1997: 118）が「中傷効果」と呼んだ混乱の経験の
一例となってしまっている．中傷効果とは，「風
景画家は自分の描いている山の地質学的特徴を知
らなければ，絵のよしあしについて語る権利がな
い」（小宮 2011: 248）というように，科学的概念
と日常的概念の間で記述が競合するように見える
とき，日常的概念による記述は誤ったもので，科
学的概念による記述こそ正しいものであるように
思われてくるという経験を指している．主観的家
族論や構築主義的家族研究は，日常的な家族概念
の分析的意義を強調することによって，家族概念
についてこの中傷効果を解消しようとする試みで
あると捉えることができる．
ただし，ここで注意すべきは，Ryle（1954＝

1997）が中傷効果を解消しようとする方法と，主
観的家族論や構築主義的家族研究によるその方法
との違いである．主観的家族論と構築主義家族研
究においては，専門的な家族概念に日常的な家族
概念を取り込む必要性が主張されたり，人々に
よって家族定義が行われるプロセスを研究のト
ピックにしたりと，従来は看過されがちであった
日常的な家族概念の重要性をより強調することに
よって，専門的な家族概念と日常的な家族概念と
の競合の解消が図られている．さらに，これらの
議論に対して，日常的な家族概念に制約されない
専門的な家族定義が必要であると批判がなされる
ときには，やはり専門的な家族概念は日常的な家
族概念に対して潜在的な競合関係にあるものとと
らえられていると言えよう．
しかし，Ryle（1954＝1997）が専門的な概念に
よる記述と日常的な概念による記述について繰り
返し指摘するのは，そもそも両者が同じカテゴ
リーに属するものではないということである．た
とえば，Ryle（1954＝1997: 144）は，「パンの味よ
りもその値段の方により重大ないし深遠な実在性

を帰属させようとする人は誰もいない．ところ
が，ある種の知的な雰囲気の中では，パンについ
てのパン屋や消費者の情報よりも，パンの化学組
成式の方により重大ないし深遠な真理を帰属させ
ようとする傾向を私たちの誰もが強く感じてしま
うのである」と述べている．パンの味についての
記述とパンの値段についての記述はかなり様相の
異なるものになるが，だからといって，どちらの
記述のほうが正しいなどという主張はむろん意味
をなさない．けれども，このような主張が空疎で
あるのが明らかなのに対して，日常的な概念によ
る記述が専門的な概念による記述と比較される場
合には，それが空疎であることはあまりはっきり
しなくなってしまう．しかし，これらの記述のい
ずれもが，「構成上，ある種の事柄に関して沈黙
しているが，その理由は，それらは職務上

4 4 4

，別の
しかし関連する事柄について発言するから」であ
る（Ryle 1954＝1997: 126–7）．つまり，研究者が
行う専門的な概念による記述が日常的な概念によ
る記述と乖離するのは，その職務が異なるためで
あって，両者は競合関係にあるわけではない．
したがって，これらが競合しているように感じ
られるという経験自体が，「本来対立しないもの
を対立しているかのように考えてしまうこと」に
よる錯誤である（小宮 2011: 247）．この意味にお
いて，日常的な家族概念に着目する議論が，専門
的な家族概念との競合関係のなかで，日常的な家
族概念の分析上の意義を強調する議論として組み
立てられるならば，風景画家についての奇妙な主
張を行う者と同様に，ただし，「地質学者は自分
が調査している山の芸術的特徴を知らなければ，
自分の研究のよしあしについて語る権利がない」
と述べるかたちで，対立しないものを対立してい
ると考える錯誤を犯していることになる．
2.　専門的な概念の日常的な概念への依存
とはいえ，専門的な概念と日常的な概念が異な
るカテゴリーに属するということは，両者が無関
係だということではない．Ryle（1954＝1997）は，
専門的な概念と日常的な概念との関係を，われわ
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れの手足とペンチやペダルとの関係にたとえてい
る．たしかに，ペンチやペダルを使わなければ能
率よく行えないことがあるように，日常的な概念
のみによって専門的な事柄について思考すること
は不可能である．しかし，「だからといって，幼
児の指や足をペンチやペダルに置き換えるのは，
得策とならない」のであり，「ペンチやペダルの
使用そのものが指や足を使うことに依存してい
る」（Ryle 1954＝1997: 57）．
たとえば，小宮（2011）は法的推論と常識的知

識の関係を考察するなかで，専門的概念を個別の
事例に適用することが日常的な概念の用法に依存
していることを示している．準強姦罪を適用する
にあたっての 1つの条件である「抗拒不能」とい
う専門的概念を正しく用いるには，それがどのよ
うな状態を指すかについての法学上の知識が必要
である．しかし，ある女性が「抗拒不能」であっ
たかの法的な認定を行うには，いま自分がいる場
所を聞かれて適切に答えられたからには意識が
はっきりしていたのだろうというように，日常的
な概念を用いて彼女に判断能力やその欠如を帰属
することが行われねばならない（小宮 2011）．手
足がなければペンチを握ることもペダルをこぐこ
ともできないように，専門的な概念を有意味に用
いることは，日常的な概念の用法についてのわれ
われの常識的知識に決定的に依存している．
同様に，われわれが家族という概念を専門的な
概念として有意味に用いるためには，日常的な家
族概念についての知識を参照することが不可欠で
ある．にもかかわらず，専門的な家族定義が，家
族についての常識的知識と無関係に行われようと
するならば，そのとき，手足がなければペンチを
握ることもペダルをこぐこともできないことが忘
れられているのであり，とりわけ家族が「自然言
語のカテゴリー」（Sacks 1963: 8f）である以上，
それは少なくとも家族の定義としては意味をなさ
ないものになってしまうだろう．
要するに，主観的家族論や構築主義的家族研究
は，従来の家族定義論とは位相の異なる論点を提

起するものではあったが，専門的な概念による記
述と日常的な概念による記述は異なるカテゴリー
に属していることと，専門的な概念の使用は日常
的な概念の用法に依存していることを踏まえてい
たとは言えない．結果として，その家族定義論へ
の貢献は日常的な家族概念の重要性とその存在が
専門的な家族定義の成立を困難にすることの主張
か，人々による家族定義のプロセスを経験的研究
の対象とすることの提唱にとどまることになる．
そして，これらの議論には専門的な家族定義の意
義や必要性を重視する立場から批判が行われるこ
とになる．このような応酬のなかで，両者の属す
るカテゴリーの違いを踏まえたうえで，専門的な
家族概念と日常的な家族概念の関係はどのように
把握されるべきかが問われることはなかった．以
下では，この点に検討を加えることによって，日
常的な家族概念への着目が家族社会学研究にとっ
て有する含意を明確化していく．

IV.　家族定義問題の脱問題化

先述のように，専門的な家族定義が行われるの
は，日常的な概念としての家族があいまいで統一
した意味内容を持たないと捉えられるからである
（Murdock 1949＝1986; Ingoldsby 1995）．ここで問
題になっているのは，家族という概念の意味が
「文脈依存的」（Gar�nkel and Sacks 1970）である
こと，つまり，意味がその使用の文脈によって変
化することである．日常的な家族概念の文脈依存
性が，明確に行われた専門的な家族定義によっ
て，修復される必要があるとされる．そして，主
観的家族論においても，日常的な家族概念の用法
の多様性はこの文脈依存性を昂進させることに
よって，専門的な定義の試みが抱える古典的な困
難をより深刻化するものと考えられてきた（山田  
1992, 1994）．
しかし，具体的な場面における人々による家族
概念の用法に目を向けてみれば，そもそもこのよ
うな問題構制自体が，日常的な家族概念の性質お
よびその専門的な家族概念との関係についての錯
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誤をはらんでいることがわかる．
たとえば，Gubrium and Holstein（1990＝1997）
は，ある男を精神病院に措置入院させるかどうか
を審理する場面における家族の用法を記述してい
る（4）．彼の治療を担当する精神科医にとっては，
彼と同居しているガールフレンドと 2人の間にで
きた子ども，ガールフレンドのおばは彼の家族で
ある．これとは対照的に，裁判所の判事にとって
は，同じ状況が「ほとんど家族があるようには見
えません」ということになる（Gubrium and Hol-
stein 1990＝1997: 258）．医師は患者の生活環境を
治療的関心から見ており，彼のメンタルヘルスを
改善する助けとなる環境を提供する者が彼の家族
である．この立場からは，患者が入院して家族と
切り離されることで治療プログラムが頓挫するこ
とへの懸念が表明される．しかし，判事の関心
は，精神病者が起こすかもしれないトラブルの防
止に向けられており，彼を監督する責任を持つこ
とができる者がいないことから，彼には家族が見
当たらないとされ，措置入院の提案が行われる．
まずこの場面について確認すべきは，「家族の

用法は組織に埋め込まれている
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

」（Gubrium and 
Holstein 1990＝1997: 234）ということである．す
なわち，家族という概念の意味はどのように場面
が社会的に組織されるかを反映しているのと同時
に，家族の用法は場面の社会的組織に関わってい
る．医師も判事も家族という概念をそれぞれこの
場面に応じたしかたで用いることによって，男が
置かれた社会的関係はどのように理解されるべき
であり，どのような対応が望ましいのかを分節化
している．同時に，彼らが「医師であること」や
「判事であること」，さらには，この場面が両者に
よる措置入院についての審理であること，すなわ
ち，この場面の理解可能性は，文脈依存的な家族
概念を用いた記述実践を通じて成立している．つ
まり，この場面における家族という概念の理解可
能性とこの場面の理解可能性は相互に循環してい
るのである（5）．エスノメソドロジー研究が指摘し
てきたように，人々は文脈依存的な概念を適切に

使用することで社会秩序を成り立たせており，そ
こには独自の合理性がある（Lynch 1993＝2012）．
この場面においては，医師と判事がそれぞれの関
心から状況や自他の行為を理解可能なものにしよ
うとするにあたって，文脈依存的な家族という概
念は不可欠な資源になっている．
また，この医師と判事のやりとりのように，

「家族であるとは何を意味するのか」が人々に
とって問題になり，競合する定義が提示されたと
しても，家族という概念の意味がわからなくなる
わけではない．ところが，社会学者が専門的な家
族定義を行おうとすると，日常的な家族概念の用
法の多様性が定義の成立を困難にするかのような
錯覚が生じる．しかし，これは両者がそのもとに
置かれている関心の違いを無視して，「ある概念
を効果的に使用することとその使用を記述するこ
と」（Ryle 1954＝1997: 104）を混同することから
生じた疑似問題である．つまり，専門的な家族定
義においては，それぞれの研究者の関心に応じ
て，自らの研究対象を明確化するために，家族概
念の文脈依存性の「客観的表現」への修復が行わ
れる（cf. Gar�nkel and Sacks 1970）．これに対し
て，前述の医師や判事のように，家族研究者以外
の人々も文脈依存的な家族概念の修復に携わるこ
とがあるが，彼らはそれに「客観的表現」を与え
ようとしているわけではない．むしろそこで行わ
れているのは，概略的に言えば，自分の患者を守
ろうとすることやトラブルを防ごうとすること，
あるいは，「医師であること」や「判事であるこ
と」である．
このような意味で専門的な家族概念と日常的な
家族概念には異なる職務があり，同じカテゴリー
に属するものではない．したがって，パンの味の
記述とパンの化学組成式と同様に，両者は競合関
係にあるものではなく（Ryle 1954＝1997），一致
している必要もない．にもかかわらず，専門的な
家族概念と日常的な家族概念との乖離自体が解消
すべき問題として提起されるときに生じているの
は，「社会学者とその対象者とがともに社会生活
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を認識するという同一の活動に携わっているもの
とみなす」錯誤である（浦野 2008: 50）．
さらに，専門的な家族定義に合意が得られない
という古典的な問題も同様の観点から脱問題化す
ることができる．専門的な家族定義という「定式
化」による「客観的な表現」への修復も，自らの
研究対象を明確化するという関心のもとに行われ
る局所的な記述実践であることにかわりはない
（Gar�nkel and Sacks 1970）．そして，そのような
いわば特殊な関心どうしは，家族のどのような位
相に注目してどのような議論を行おうとするのか
をめぐって，いかようにでもすれ違いうる．たと
えば，野沢（2009）が指摘するように，家族を集
団ではなくネットワークとして定義することに
よって，集団として定義する場合とは異なる家族
についての仮説を設定することが可能になる．こ
れは患者のメンタルヘルスを改善するという医師
の関心と，トラブルの防止という判事の関心がす
れ違うのと基本的に同じ事態である．したがっ
て，医師と判事のやりとりにおいてそうであるの
と同様に，研究者の間で定義が一致しないからと
いって，その不一致が定義を不可能にするわけで
はない．にもかかわらず，特定の専門的な家族定
義に対して，それから逸脱する家族の事例や異な
る専門的な家族定義の存在によって，合意を得ら
れないことが問題化されるときには，人々による
定義であれ，専門的な定義であれ，家族を定義す
ることがそれぞれの関心のもとでなされる文脈依
存的な実践でしかありえないことが忘れられてし
まっている（木戸・松木 2003）．人々による日常
的な家族概念に注目することの家族定義論にとっ
ての意義は，このことを思い起こさせることで，
専門的な家族定義と日常的な家族概念との，また
専門的な家族定義の間での齟齬の問題を脱問題化
する点に求めることができる．

V.　専門的な家族定義の条件

ただし，このことは，個別の経験的研究におい
て専門的な家族概念がいかように適用されてもよ

いということを意味するものではない．たしか
に，田渕（1996）や久保田（2010）が主張するよ
うに，専門的な家族概念は日常的な家族概念と一
致している必要はない．しかし，これらの議論
は，専門的な家族概念が日常的な概念としての家
族の用法に対して依存的な関係にあること，つま
り，それに条件づけられていることを把握し損ね
ている．言い換えれば，専門的な家族定義の適切
性は，人々による日常的な家族概念の用法と無関
係に，研究者の関心のみを基準にして判断しうる
ものではない（cf. 久保田 2010）．

Scheglo�（1988: 3）は，研究者による自らの研究
対象に対する記述は「成員による記述の実践に制
約されるべきか？　もしそうだとすれば，どのよ
うに制約されるべきなのか？」という先述の問い
の後に，「記述を参与者の指向にもとづかせる」
（Scheglo� 1988: 21）という方針を提示している．
対象に対する正しい記述が無限に拡張しうるとい
う問題は，研究者の価値観を持ちこむことによっ
てではなく，記述されるできごとへの参与者自身
によって示される理解を参照することによって解
決される（Scheglo� 1988）．しかし，研究者によ
る記述が適切であるためには，参与者の指向にも
とづいていなければならないというこの方針は，
研究者による記述と参与者による記述との一致の
要請ではない．一例を挙げれば，Scheglo�（1996: 
161）は，「ほのめかしの確認」という「かつて記
述されたことのない行為」を記述している．会話
のなかで相手が直前に言ったことを繰り返すこの
行為は，ただの「同意」や「確認」であるように
も見えるが，「うん」や「そうだよね」といった
表現で「同意」や「確認」を行うのとは異なり，
相手の直前の発話を繰り返すことによって，会話
の先立つ部分で自分が明示的には言わなかったこ
とを相手が理解して明示的に述べたことを確認す
るという固有の性質をもつ．そして，「ほのめか
しの確認」という専門的な概念による記述は，
「同意」や「確認」のような日常的な概念による
記述では失われてしまう参与者の指向の適切な表
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現となっている．
したがって，「ほのめかしの確認」をただの

「同意」や「確認」として記述するならば，それ
は日常的な概念による記述であっても，参与者の
指向に十分にもとづいていないという意味で不適
切な記述である．そして，同じ意味で，研究者が
「ほのめかしの確認」をただの「同意」や「確認」
と定義すると主張すれば，それは奇妙な主張であ
る．要するに，行為を含めた概念をどのように理
解しうるのかについては，「個々人を超えた公的
な基準がある」（小宮 2011: 126）．重要なのは日
常的な概念と専門的な概念のどちらを用いるかで
はなく，研究者による記述が，この公的な基準と
それへの参与者による指向を適切に表現している
かどうかである（cf. 小宮 2011）．
専門的な家族概念の適用にとっても，家族とい
う概念の公的な理解可能性の基準とそれへの参与
者の指向が重要な条件になる．たとえば，近年，
ケアの単位としての家族の限界を踏まえて，それ
を超えたところにある新しい「家族」を社会成員
にとっての生活保障の基盤として構想する議論が
行われている（牟田 2009; 岡野 2012）．具体的に
は，思考実験ではあるが，夫婦共働きで子ども 2
人の家族，シングルマザーと子ども 1人の家族，
親からの仕送りで 1人暮らしをする 2人の大学生
が，1つの居住の単位になってケアと家事をシェ
アするという生活単位が例示されている（牟
田 2009）（6）．またその一方で，子を持つ異性愛者
の女性どうしが同居して相互援助を行う事例な
ど，性的パートナーと同居しない人々の生活が，
「家族」を超えたところにある親密性とケアの文
化の存在を示すものとされることもある（Rose-
neil and Budgeon 2004）． 
しかし，牟田（2009）が挙げるような生活単位

における居住の共同やケアの分担が，参与者によ
る家族という概念への指向とともに実践されるこ
とは前提にできない．同時に，性的パートナーと
同居しない「非伝統的な」生活形態においても，
ケアや親密性が家族概念への指向を通じて提供さ

れている可能性はある．いずれの議論において
も，参与者が家族に関わる概念やそのさまざまな
活動との規範的かつ公的な連関への指向を示しな
がら生活を営んでいるか否かの検討を抜きにし
て，これらの生活単位を新しい「家族」や「家
族」でないものと記述するならば，それは不適切
な記述や奇妙な主張となる可能性を免れないだろ
う．とすれば，「伝統的な家族」を超えたところ
にあるケアや親密性から家族概念を問い直す試み
においても，家族概念の公的な理解可能性の基準
を適切に表現しないような方法で，そして，参与
者の指向とは切り離されたかたちで，家族概念の
拡張や放棄が行われるべきではない．このよう
に，人々による日常的な家族概念の用法への注目
は，専門的な家族概念の適用が対象の適切な記述
を構成するにあたっても不可欠である．言い換え
れば，家族が自然言語のカテゴリーである限り，
個別の経験的研究においては，日常的な家族概念
は専門的な家族定義にとってその適切性の条件に
なっているのである．

VI.　結　　　語

本稿では，日常的な家族概念の家族社会学研究
にとっての含意について再検討してきた．主観的
家族論と構築主義的家族研究は，日常的な家族概
念の重要性の強調によって家族概念をめぐる中傷
効果を解消しようとした点において誤っている．
むしろ，人々による家族概念の用法に目を向ける
ことで，専門的な家族定義と日常的な家族概念と
の，さらに，専門的な家族定義の間での齟齬をめ
ぐる問題は脱問題化することができる．そして，
このことは，家族を定義することがそれぞれの関
心のもとでなされる文脈依存的な実践でしかあり
えない以上，具体的な研究実践の文脈から離れた
かたちで，「家族とは何か？」に答えを与えよう
とする家族定義論はもはやありえないということ
でもある．つまり，日常的な家族概念に注目する
ことの家族定義論にとっての意義は，社会学者に
よって抽象的に設定された家族定義問題に終止符
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を打つことにある．さまざまな人々による日常的
および専門的な家族概念の文脈依存的な使用のな
かで，「家族とは何か？」という問題はそれらの
人々によって常にすでに解かれ続けている．今後
の家族定義論にとっては，この答えがどのような
手続きを通じて実践的に与えられているのかを記
述することが残された課題となる．
また，専門的な家族概念の適用をどのように行
いうるかは，どのような家族概念の用法が理解可
能な記述として参与者によって実践されているの
かと密接に関わっている．このことは，社会学者
が家族概念を用いて行う記述の適切性の問題を提
起した主観的家族論と構築主義的家族研究によっ
ても明確化されておらず，それらへの批判におい
ては看過されてきた．さらに言えば，専門的な家
族概念と日常的な家族概念の境界は必ずしも固定
的なものではなく，専門的な家族概念は，日常的
な家族概念の理解可能性をめぐる公的な基準に作
用することを通じて，人々がそのもとで「家族」
を経験し実践するありようを変化させうる．そし
て，その経験と実践の変化が専門的な家族概念へ
と作用を及ぼしていく可能性もある（cf. 浦野 
2008; 酒井ほか編 2009）．このような専門的な家
族概念と日常的な家族概念の連関のありようも，
家族社会学にとって重要な問題領域を構成するも
のでありうる．人々による家族概念の用法に焦点
を当てた研究を行うことの意義は，専門的な家族
定義にもとづく家族研究へのオルタナティヴであ
るにとどまるものではないのである．

【注】

 （1） すでに木戸・松木（2003: 17）が，構築主義の
立場から，家族定義の問題は「疑似問題であ
ると考えることもできる」ことに言及してい
る．本稿は，後述するように，家族定義をめ
ぐる議論を社会科学における記述の問題の一
例として位置づけることを通じて，この点を
敷衍するものである．

 （2） これは後述する田渕（1996）による指摘を先
取りする議論である．

 （3） ただし，これらの研究が専門的な家族定義の
不可能性や放棄を主張していたという評価に
は疑問が残る（cf. Gubrium and Holstein 1990＝
1997）．とりわけ，木戸・松木（2003: 17）は
「すべての可能な家族の定義は，常に，部分的
なものであり，それら個々の定義が意味して
いるのは，家族という現象に対する一定の構
えなのであるといえる．…それゆえに，家族
を定義づけるということそれ自体に批判的で
あろうとすることは，行き過ぎた懐疑主義と
いわざるをえない」と指摘している． 

 （4） これは医師と判事という「専門家」の間で家
族が論点になる場面ではあるが，家族を専門
的な研究の対象とする研究者が家族を定義し
ようとする状況との対比のために挙げられて
いる．

 （5） エスノメソドロジー研究では，このように記
述と場面の理解可能性がわかちがたく結びつ
いていることを「相互反映性」と呼ぶ（Lynch  
1993＝2012: 30–3）．

 （6） ただし，牟田（2009）は，この生活単位を「特
権的家族」として社会的な保護の対象にする
ことを提唱しながら，「家族」と呼ぶかどうか
については留保している．
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