
特集号責任編集者

根ヶ山　光一 川野　健治   柏木　惠子
（早稲田大学） （国立精神・神経医療研究センター （東京女子大学名誉教授）
 　精神保健研究所）

貧困とは一般に，経済的に困窮している状態を表す言
葉であると考えられている。それは個人の所得水準につ
いて語られる場合もあるが，より大きな枠組として地域
や国家レベルで論じられることもある。
貧困が発達上もっとも問題になるのは，それが生活環
境の質を劣化させ，人の発達可能性を制限してしまう場
合であろう。貧困による情報や他者との接触機会の不足，
栄養の欠乏や衛生状態の低下などは，そこに生活する人
の健全な発達を損なう一因となりうる。また家庭の貧困
は，家族の不在や住宅の狭隘など居住環境の物理社会的
な劣悪さとつながりうるし，逆に，稼ぎ手である親の不
在や心理社会的問題から十分な収入が得られないなど，
家族を巡る何らかの要因の従属変数としてたち現れる場
合もある。
さらに貧困はしばしば社会的差別によって生み出され

るものであるため，地域環境の構造的な劣悪さとも関係
するであろう。より大きな枠組としては，不況や戦争な
どの社会的現象の結果として生み出されることもある。
また貧困は，生活や生命を全うすることに支障を来す
ようなレベルのものもあれば，一定水準をクリアしてい
ても人々は他者との比較において自らの状況を貧困であ
ると苦しむこともある。さらにいえば，貧困には物質的
側面以外に精神的側面もあり得る。つまり，貧困とは極
めて多義的概念である。
ところで，貧困が環境の貧弱さを生み，それが発達を
阻害するという図式は，実はあまりにも単純な発想であ
る。それとは反対に，環境におけるある種の貧弱さは，
皮肉なことに豊かさの鬼っ子であることもある。「飽食」
という言葉があるように，豊かであることは人を安逸に
陥れ，個としての増長へと向かわせうるし，拝金主義的
価値観は人格的尊厳を損なわしめうる。人は貧しさゆえ
に謙虚に刻苦勉励し，また互いに手を差し伸べ合うもの
である。物質的貧困と精神的貧困が逆相関するというよ
うな可能性である。逆説めくが，今日の経済的発展と物
質的富裕の時代にあって，健やかな発達や円満な人格形
成における貧困の意味を考えることの意義は大きい。
このように貧困は，発達心理学にとって社会的視野を
必要とする問題であるとともに，重層的かつ二元的な顔

を持つ問題でもある。“The Oxford Handbook of Poverty 
and Child Development”が 2012年に刊行されたことに
明らかなように，貧困の問題は現代心理学の重要テーマ
の一つとして注目されつつある。しかしながら日本の発
達心理学界はこれまで，この貧困という難題に対して，
その重要性にふさわしい関心を払ってきたとはいえな
い。今回本誌上で特集を企画したのは，それに対する議
論を賦活することを意図してのことである。
本特集では，そのような観点から貧困・豊かさと発達の
問題を，それぞれの分野のエキスパートにご執筆してい
ただいた。各論文のテーマと執筆者は以下の通りである。
　1．｢豊かさ｣ と ｢貧しさ｣：相対的貧困と子ども（阿部  

彩）
　2．｢平等｣ のなかの貧困：ベトナム・フエの水上生活

の家族たち（伊藤哲司）
　3．食発達からみた貧しさと豊かさ：飢餓と肥満を超え

て（長谷川智子）
　4．貧困と社会病理：暴力，自殺（川野健治）
　5．貧困と排除の発達心理学序説（宮内　洋）
　6．日韓中越における子ども達のお金・お小遣い・金銭

感覚：豊かさと人間関係の構造（呉　宣児・竹尾和
子・片　成男・高橋　登・山本登志哉・サトウタツ
ヤ）

　7．子どもの発達と地域環境：発達生態学的アプローチ
（上田礼子）

　8．現代の貧困と子どもの発達・教育（藤田英典）
　9．成人期および老年期の貧困者支援：国内文献レビュー
（的場由木）

10．制度化されたアロケアとしての児童養護施設：貧困
の観点から（平田修三・根ヶ山光一）

いずれも，貧困あるいは貧しさ・豊かさの複雑な関係
の重要な側面についての優れた論考となっている。必ず
しもスタンダードな発達心理学の論文ばかりではない
が，それはまさに，新たな領域への挑戦という本特集の
特徴の反映である。この特集が今後の発達心理学におい
て，貧困の問題に対する活発な研究展開への導火線とな
れば幸いである。
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阿部　彩
（国立社会保障・人口問題研究所）

日本の子どもの相対的貧困率は 16％であり，約 6人に 1人が相対的貧困状態にあると推計される。し
かしながら，この相対的貧困の概念については，研究者らも含め殆ど知られておらず，この数値の意味
するところが理解されていないのが現状である。本稿では，子どもの相対的貧困率の現状と動向を把握
した上で，「豊かさ」と「貧しさ」という観点から，相対的貧困と絶対的貧困の概念の違いを明らかにする。
また，一般市民の貧困の概念が，絶対的貧困や物質社会に反抗する精神論に強く影響されており，それ
が現代における貧困（相対的貧困）の議論の本質を見えにくくしている点を指摘した。最後に，相対的
貧困が，どのようにして子どもの健全な育成を妨げているかについて，一つは相対的貧困にあることが
子ども自身の社会的排除を引き起こすリスクが高いこと，二つが，子どもが相対的貧困の状態であると
いうことは，親も相対的貧困状況にあるということであり，貧困が親のストレスを高め，親が子どもと
過ごす時間を少なくし，孤立させることにより，厳しい子育て環境に置かれていることを指摘した。「豊
かさ」や「貧しさ」は相対的な概念であり，たとえ豊かな社会であっても相対的貧困にあることは大き
な悪影響を子どもに及ぼす。
【キーワード】　子どもの貧困，社会的排除

1．「子どもの貧困」の発見

1）子どもの貧困率の発表
日本において，子どもの貧困が大きな社会問題で
あることはもう疑いの余地がない。政権交代直後の，
2009年 10月，厚生労働省が日本の子どもの相対的貧困
率 1）を公表した。これによると，2006年の所得データ
に基づく日本の子ども（18歳未満）の相対的貧困率は
14.2％であった（厚生労働省，2009a）。6人に 1人とい
う貧困率の高さは，マスメディアにおいても，大きな驚
きをもって受け取られた。
もっとも，「6人に 1人」という数値は新しいもので
はない。これに近い数値は，過去 2回の OECDの報告
書（Förster & Mira d’Ercole, 2005; OECD, 2008）に掲載
されているし，2006年の OECD対日経済審査報告にお
いても日本の貧困率の高さが指摘されている。多くの社
会・経済学者も，異なるデータで日本の貧困率を計算し
ており，これに近い数値を報告している（阿部，2008a

等）。この発表が衝撃的であったのは，政府が公式な統
計として相対的貧困率を発表したというその事実であ
る。日本政府は，1960年代までは貧困にかかわる統計
を整備していたが 2），その後はホームレスの人々の概数
調査（1999年～）やネットカフェ難民の調査（2007年）3）

など特殊な生活をおくる人々の調査以外に「貧困調査」
に属するものは行っていなかった。これは，一般社会に

おいては，戦後の経済成長によって貧困は撲滅されたと
いう暗黙の了解が社会に浸透したからである。確かに，
戦後に比べ人々の生活水準は飛躍的に向上し，身体能力
を保てないほどの栄養失調であったり，凍え死ぬほど衣
類や住居を事欠いている状況は，現代日本においてはほ
ぼ解消された。このようなイメージで語られる貧困概念
は，一般的には「絶対的貧困」と呼ばれる。
しかし，OECD，EUなどの国際機関や，多くの先進
諸国が用いている概念は「相対的貧困」と呼ばれるもの
である。後に詳しく説明するが，上記の数値は，OECD

や EUなどの国際機関や，先進諸国などで使われている
最も一般的な相対的貧困の定義による。ヨーロッパ諸国
などは，これにごく近い定義を公式の貧困基準と設定し
ている。しかし，日本においては，この相対的貧困の定
義は，一部の研究者を除いて，殆どといってよいほど浸
透しておらず，現在においても，政府は上記の発表に用
いられた OECD定義の基準を公式に採用しているわけ
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1）貧困には，大きく分けて「絶対的貧困」と「相対的貧困」と言う
考え方がある。のちに詳しく説明するが，相対的貧困とは，その
社会における慣習や通念「当たり前」とされる生活が保てない状
況を指す。

2）1953年から 1965年にかけて，厚生省は生活保護世帯並みの現金
支出しかない世帯の率として「低消費世帯率」を公表している。

3）厚生労働省（2007）「日雇い派遣労働者の実態に関する調査及び
住居喪失不安定就労者の実態に関する調査の概要」2007年 8月
28日発表。
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ではない。
この二つの定義の違いは，現代社会における「豊かさ」
と「貧しさ」を語る上で非常に重要である。これについ
ては後節にて論じることとする。ここでは 2009年になっ
て，ようやく相対的貧困が政策課題として取り上げられ
たという事実を認識した上で，近年の相対的貧困率の動
態を確認しておくこととする。
2）子どもの相対的貧困率の動向

2011年 7月，厚生労働省は，「国民生活基礎調査」4）の
2009年のデータに基づく最新の相対的貧困率と，1985

年から 2009年までの過去に遡る相対的貧困率を発表し
た（厚生労働省，2011）（Figure 1）。この公表値をもとに，
日本の子どもの貧困率の動向をみてみよう。
まず，指摘しておきたいのは，1985年の時点におい

て，日本の子どもの貧困率は既に 10.9％であったことで
ある。この時期は，バブル経済に突入する頃であり，巷
においては，貧困はおろか格差論争さえもまだ始まって
いない頃である。しかし，この時でさえ，既に 10人に
1人の子どもは貧困状況にあった。すなわち，「子ども
の貧困」は決して，リーマン・ショック以降の「新しい」
社会問題ではないのである。
第二に，1985年から 2009年にかけて，多少の増減は

あるものの，子どもの貧困率は右肩上がりに上昇してい
ることである。すなわち，景気の変動による貧困率の増
減はあるものの，より大きなトレンドとして，子どもの貧
困率も，社会全体の貧困率も上昇している。これは，貧
困率の上昇が，単なる景気動向に影響されているもので
はないことを表している。より構造的な社会問題が，貧
困問題と関係しているのである。逆に言うと，貧困率を
削減したいのであれば，景気対策のみでは有効ではない。

第三に，子どもの貧困率の上昇のペースは，社会全
体の貧困率の上昇のペースに比べて早い。2009年には，
両者はほぼ同値となっている。かつて，日本においては，
貧困問題は高齢者問題と同等視されてきた。今でも，高
齢者の貧困率は高いが，年齢層別に貧困率を見ると，す
でに男性においては，子どもの貧困率と高齢者の貧困率
は同じレベルとなってきている（ページ数の関係でグラ
フは割愛）。つまり，最も貧困リスクが高い時期が子ど
も期である，という現象が起こってきているのである。
これは忌々しき問題である。なぜなら，子ども期の貧困
は，その後の人生に深い爪痕を残すからである。高齢者
の貧困ももちろん問題ではあるが，子どもの貧困はその
社会的インパクトという点でより大きな問題である。
国際的に見ても，日本の子どもの貧困率は決して低く
ない。UNICEF（2012）の推計によると，2000年代半
ばにおいて，日本の 18歳以下の子どもの貧困率は，先
進諸国 35カ国の中で上から 9番目の高さにある。日本
の子どもの貧困率は，20％を超えるアメリカ，ルーマニ
アに比べると低いものの，5％に満たないアイスランド，
フィンランドや，5～10％に収まっているドイツ，フラ
ンスなどと比べると，はるかに高い 15％である。特に，
日本のひとり親世帯に育つ子どもの貧困率は 58.7％と
突出しており，OECD諸国の中で最悪である（OECD，
2008； 厚生労働省，2009b）（Figure 2）。

2．豊かな社会における貧困とは何か：
貧困の定義

前節では，日本の子どもの相対的貧困率が約 16％と
決して低くないレベルにあることを示した。しかし，こ
の「6人に 1人」という数値が，多くの一般市民に懐疑
的に受け止められていることも事実である。「そんなは
ずはない」「私の周りには，貧困の子どもなぞいない」
という否定の声である。国際的にも常識であり，他の先

4）毎年行われる厚生労働省の基幹統計。所得や社会保障給付費の拠
出額・受給額などを調査。3年に一回大規模年としてサンプル数
が大きい調査を行う。

Figure 1　相対的貧困率の推移（厚生労働省，2011）
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進諸国も公式な定義として認められている貧困の定義を
使って計算した数値が，なぜ，これほどまでに，人々の
実感と合わないのであろうか？
この実感と数値との乖離のもとは，日本人の多くがも
つ「貧困」のイメージの問題があると筆者は考えている。
多くの日本人は，「貧困の子ども」というと，アフリカ
の難民や，戦後の配給時代の子どもを思い浮かべ，「貧
困」という言葉を日本の現代社会にあてはめることに対
して違和感を覚えるという（青木・杉村，2007）。実際
に，小学校の頃から携帯電話やゲーム機をもつ現代の子
どもを目の当たりにしていると，「貧困」という言葉を
日本の子どもに用いることはピンとこないかもしれな
い。確かに，日本の路上にストリートチルドレンは通常
見かけない 5），ネグレクトの結果として飢え死にする子
もまったくいないわけではないが，殆どの子どもは飢え
死にすることはない。一見，モノがあふれているように
思えるこの日本の現代社会において，いったいどのよう
な「貧困」の概念に基づいて 16％という数値を導き出
しているのであろう？　まずは，そこから始めたい。
1）絶対的貧困と相対的貧困
食べることもままならないといったような生活水準

は，しばしば，「絶対的貧困」と呼ばれる。この言葉の
語源は，1世紀以上も前にイギリスのシーボーム・ラウ
ントリーが行った労働者階級の貧困調査で使われた定義
である。ラウントリーは，重労働に従事する労働者の必
須カロリーを 3,500カロリーとし，それを得られる食材
を当時のイギリスの労働者の食生活から選び（じゃがい
も，ベーコンなど），その食費に最低限の衣服費などを
若干プラスしたものを「貧困基準」として貧困率を計算

した。その結果，ラウントリーは，イギリスの労働者の
3割が貧困であったという衝撃的な事実を発見したので
ある。当時，イギリスは世界的にもいち早く資本主義が
確立し，人々は労働者として雇用されるようになり，貧
困は撲滅されたと考えられていた。しかし，ラウントリー
が発見したのは，雇用されている労働者であっても，低
賃金，雇用の不安定などによって貧困の危機にさらされ
ているということである。このことは，イギリスがその
後，福祉国家として発展していく大きなきっかけとなっ
た。
この「絶対的貧困」と相反する概念が，「相対的貧困」
である。「相対的貧困」は，現在，経済協力開発機構
（OECD），欧州連合（EU）などの国際機関のほか，先
進諸国の大多数の政府が用いている概念である。実は，
日本政府も，既に半世紀以上前の，1960年の池田内閣
の時代に，絶対的貧困から相対的貧困への概念の転換を
行っている 6）。この考えは，ラウントリーの「貧困の発
見」の半世紀後，やはりイギリスのピーター・タウンゼ
ンドが提唱したものである。「相対的貧困」とは，人が
ある社会のなかで生活する際に，その社会の殆どの人々
が享受している「普通」の習慣や行為を行うことができ
ないことを指す。人は生物的な存在であると同時に，社

5）しかし，皆無というわけではない。ただし，路上で過ごす子ども
の大半は年齢は 20歳未満で日雇いなどの厳しい労働条件のもと
で働いている労働者である。

6）この絶対的貧困概念から相対的貧困概念への転換によって，それ
まで絶対的概念で決定されていた生活保護制度における最低生活
費を，一般の市民の生活費に対して想定的に決定するように定め
られた。

Figure 2　ひとり親世帯の貧困率の国際比較（厚生労働省，2009，報道資料 2009年 11月 13日）
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会の一員として機能する社会的な存在である。人が社会
の一員として生きていくためには，働いたり，結婚した
り，友人や親せきと交流したりすることが可能でなけれ
ばならず，そのためには，ただ単に寒さをしのぐだけの
衣服ではなく，人前にでて恥ずかしくない程度の衣服が
必要であろうし，電話などの通信手段や，職場にいくた
めの交通費なども必要であろう。これらの費用は，社会
の「通常」の生活レベルで決定されるのである。
タウンゼンドは，「お茶」を例として「相対的貧困」

を説明している。彼は，当時（1960‒70年代）のイギリ
ス社会において，友人と「お茶」をするという行為は，
人間関係や社会ネットワークを保つために不可欠な行為
であると説いた。「お茶」は，カロリーはゼロであり，
栄養的には無意味なものである。お茶を飲めなくても，
人は死ぬわけではない。しかし，それができないという
ということは，社会の一員として機能することできず，
貧困と言えるのである。
子どもの生活に置き換えれば，「相対的貧困」は，日

本の現代社会に生きる普通の子どもの生活，例えば，学
校に行き，クラブ活動をし，友だちと遊び，そして，希
望すればせめて高校程度の高等教育を受ける，そのよう
な生活さえもができない状況を指す。これを実現するに
は，例えば，殆どの子どもが持っているような最低限の
おもちゃやスポーツ用品，誕生日やクリスマスのささや
かなお祝い，といった，生活の質をあげるものも必要で
あろうし，勉強そのものではなくても学校生活の切り離
せない一部であるクラブ活動や修学旅行に必要なお金，
そして，みんなと同じ給食を食べられるような給食費も
必要である。

2）相対的貧困率の計算方法
この相対的貧困概念を貧困の測定に運用化したもの

が，OECDによる相対所得による貧困率の測定法である。
具体的には，上記の 16％という数値が計算される手法
は以下である。

Figure 3に示される曲線は日本の等価可処分世帯所得
の分布を表している。等価可処分世帯所得とは，世帯の
中のすべての世帯員の合算の可処分所得（勤労収入，資
産収入などの収入および公的年金，生活保護，子ども手
当など社会保障給付金から，税金，社会保険料などを差
し引いた額）を世帯人数で調整した値（世帯所得）であ
る。この値で得られる生活水準が世帯内のすべての世帯
員に所与されているものと仮定する。子どもは，自分自
身の所得はゼロであるが，このように世帯の可処分所得
で計算するので，子どもの貧困率も計算可能である。そ
して，その値の中央値を求める（縦線）。平均値ではな
く，中央値であることが重要である。そのまた半分の値
を貧困ラインと定義し（薄い縦線），それ以下の所得し
かない人を貧困状況にあると定義する。貧困率とは，貧
困ライン以下の人の人口に対する割合，子どもの貧困率
は，貧困ライン以下の所得しかない子どもの，子ども人
口に対する割合である。
3）相対的貧困率の限界
前節の定義による相対的貧困率の測定方法は，国際社

会において広く普及しているものであるが，いくつかの
限界もある。まず，第一に，所得をベースとした指標に
よって生活水準を測ることによる限界である。ある人の
生活水準は，フローとしての所得・消費以外にも，貯蓄
や資産はもちろんのこと，健康や労働能力などの人的資

Figure 3　相対的貧困率の推計方法

等価可処分所得の分布

ここに分布する者の全体に対する割合＝「貧困率」（Poverty Rate）

（等価所得）

ある集団の等価可処
分所得の分布（※）

※特定の集団（例えば 17歳未満，高齢者 etc.）の貧困率は，その特定の集団の構成員のうち，貧困ライン（集
団にかかわらず一定）を下回る構成員の割合として求められる。（例えば，イメージ図の破線で示される所
得分布の集団の貧困率は，社会全体の貧困率よりも高いということになる。）

中央値貧困ライン
（中央値の 50％）
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本，他者からの支援などの人的ネットワークなど多くの
ものに左右される。例えば，ビル・ゲイツが 1年間仕事
をしないで無収入であっても，決して貧困であるわけで
はない。また，ある人が食料などを買いこんで数か月一
切消費をしないでいても，その人は貧困状態にあるわけ
ではない。貧困という「生活水準の低さ」を正確に測る
には，より直接的にどのような生活をしているかを調査
する方法もある（例えば，「一日 3回食べることができ
るか」「最低 1足の靴があるか」などの）。しかし，この
ような全国サンプルのデータを作るには大規模な社会調
査が必要である 7）。社会調査がない中では，このように
して測った生活水準と相関が高く，かつ，比較的信頼度
が高い既存データが存在する所得データを用いることが
現実的な選択なのである。言い換えれば，所得は生活水
準を表す代替変数として用いられているのである。
第二の問題は，相対的貧困率が「人口のうち何％が貧
困線を下回っているか」という貧困者の頭数の割合に過
ぎず，非常に大雑把な貧困の指標であることである。例
えば，貧困率の計算においては，貧困線を 1円下回って
いても，100万円下回っていても，同じように「一人」
と数えられる。それぞれの貧困の「度合い」を考慮した，
より正確な指標としては，貧困ギャップ（poverty gap）
やセン指標（Sen indexes）などがある。
第三に，「50％」という線引きは，それ自体に確固た

る論証があるわけではないということである。この数値
は長年の貧困研究の中からはじきだされてきた数値であ
るが，50％が正しくて，40％や 60％が正しくないとい
う論拠はない。実際に，EUは 60％を貧困線として使っ
ているし，イギリスでは公式貧困線の定義を 50％から
60％に引き上げている。
これらの問題があるとはいえ，相対的貧困率を計算す
ることは無意味ではない。重要なのは，相対的貧困率を
ひとつの「指標」として，貧困の人が増加傾向にあるの
か，減少傾向にあるのか，また，どのような属性の人が
貧困である確率が高いのか，などを知ることなのである。

3．「豊かさ」と「貧困」

1）社会的必需品調査
「絶対的貧困」と「相対的貧困」の違いを理解するこ
とは，本特集のテーマである「貧しさと豊かさ」の議論
をする際にクリティカルである。それを提示するために，
ある一つの調査結果を紹介したい。

Table 1は，筆者が 2008年に行った「児童必需品調査」8）

の結果である。調査では，「現在の日本の社会において，
すべての子どもに与えられるべきものにはどのようなも
のがあると思いますか？　次の各項目について，以下の
4つの選択肢の中から，最も，あなたの考えに近いもの
を一つだけ選んでください。

　①　希望するすべての子どもには，絶対に与えられる
べきである

　②　与えられたほうが望ましいほうがよいが，家の事
情（金銭的など）で，与えられなくてもしかたがない

③　与えられなくてもよい
④　わからない」
という問いを，「医者に行く」「歯医者に行く」などの
医療サービスから，「クリスマス・プレゼント」「おこづ
かい」など子どもが一般的に享受している 26項目につ
いて訊いた。調査方法はインターネット調査，調査対象
者は 20歳以上の男女 1,800人である。
この調査は，イギリスで開発された「社会的必需品

（Socially Perceived Necessities）調査」を模倣して実施
されたものである。社会的必需品とは，「一般市民が考
える許容範囲の最低限の生活に必要なもの」と定義され
る。ここで試されるのは，社会の「通念」であり「常識」
である。
調査に用いられた 26項目について，回答者の 50％以

上が「必要である」とした項目は 7項目であり，最も高
い割合の一般市民が「絶対に必要」と答えたのは「朝ご
飯」（91.8％），次が，「医者に行く（健診も含む）」（86.8％）
「歯医者に行く（歯科検診も含む）」（86.1％），次が学校
関連の項目であり，「遠足や修学旅行などの学校行事へ
の参加」（81.1％）「学校での給食」（75.3％），「手作りの
夕食」（72.8％），「希望すれば，高校・専門学校までの
教育」（61.5％）「絵本や子ども用の本」（51.2％）は，か
ろうじて 5割を超えた。
しかしながら，まがりなりも「国民皆保険」を社会保
障制度の一つの重要な理念として掲げている中，1割以
上の市民が，すべての子どもが「医者に行く（健診を含
む）」に「望ましいが，家の事情（金銭的など）で与え
られなくてもしかたがない」と答えたことは，筆者にとっ
て驚きであった。さらには，「周囲のほとんどの子が持
つスポーツ用品（サッカーボール，グローブなど）や
おもちゃ（人形，ブロック，パズルなど）」については，
12.4％の人しか「絶対に必要である」と答えていない。「ク
リスマス・プレゼント」や「誕生日のお祝い（特別の夕
食，パーティ，プレゼントなど）」「1年に 1回くらい遊
園地や動物園に行く」「適当なおこづかい（小学生以上）」
など，実際には，殆どの親が自分の子どもには与えてい
るものについて，それが与えられない子どもがいても「し
かたがない」と答える人が大多数なのである。
7）このような社会調査の代表的なものが相対的剥奪（Relative 

Deprivation），物的剥奪（Material Deprivation）などの名で呼ば
れる指標作成のための調査である。日本における相対的剥奪の概
念を用いた社会調査の分析には，阿部（2006）がある。

8）本調査は，厚生労働科学研究費補助金（政策科学総合研究事業（政
策科学推進研究事業））低所得者の実態と社会保障のあり方に関
する研究（研究代表者：阿部彩）の一環として行われた。
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Table 1　子どもに最低不可欠なものは何か？　項目別，一般市民の評価

希望するすべて
の子どもに絶対
に与えられるべ
きである

与えられたほうが望ま
しいが，家の事情（金
銭的など）で与えられ
なくてもしかたがない

与えられなく
てもよい

わからない

（ア） （イ） （ウ） （エ）

朝ご飯 91.8％ 6.8％ 0.3％ 1.1％

医者に行く（健診も含む） 86.8％ 11.2％ 0.6％ 1.4％

歯医者に行く（歯科検診も含む） 86.1％ 11.9％ 0.6％ 1.4％

遠足や修学旅行などの学校行事への参加 81.1％ 16.8％ 0.7％ 1.3％

学校での給食 75.3％ 16.6％ 4.7％ 3.4％

手作りの夕食 72.8％ 25.3％ 0.8％ 1.2％

希望すれば，高校・専門学校までの教育 61.5％ 35.2％ 1.6％ 1.7％

絵本や子ども用の本 51.2％ 43.8％ 2.9％ 2.1％

子どもの学校行事や授業参加に親が参加 47.8％ 43.8％ 5.9％ 2.4％

（希望すれば）短大・大学までの教育 42.8％ 51.1％ 4.2％ 1.9％

お古でない文房具（鉛筆，下敷き，ノートなど） 42.0％ 48.7％ 7.1％ 2.2％

少なくとも一足のお古でない靴 40.2％ 51.2％ 6.4％ 2.2％

誕生日のお祝い（特別の夕食，パーティ，プレゼントなど） 35.8％ 52.4％ 9.7％ 2.1％

1年に 1回くらい遊園地や動物園に行く 35.6％ 53.6％ 8.3％ 2.6％

少なくとも一組の新しい洋服（お古でない） 33.7％ 55.8％ 8.7％ 1.9％

友だちを家に呼ぶこと（小学生以上） 30.6％ 56.3％ 9.9％ 3.1％

適当なお年玉 30.6％ 56.3％ 10.5％ 2.6％

クリスマスのプレゼント 26.5％ 52.7％ 18.5％ 2.3％

適当なおこづかい（小学生以上） 23.1％ 61.5％ 12.9％ 2.5％

子ども用の勉強机 21.4％ 57.0％ 19.3％ 2.2％

自転車（小学生以上） 20.9％ 60.4％ 15.7％ 3.0％

数年に 1回は一泊以上の家族旅行に行く（海・山など） 20.7％ 58.6％ 17.7％ 3.0％

子ども部屋（中学生以上，兄弟姉妹と同室も含む） 17.0％ 64.9％ 16.1％ 2.0％

親が必要と思った場合，塾に行く（中学生以上） 13.7％ 54.6％ 27.4％ 4.3％

少なくとも一つくらいの，お稽古ごとに通う 13.4％ 53.3％ 30.6％ 2.6％

周囲のほとんどの子が持つスポーツ用品（サッカーボール，
グローブなど）やおもちゃ（人形，ブロック，パズルなど） 12.4％ 65.9％ 18.7％ 2.9％

出所：阿部彩『2008年児童必需品調査』

同様に行われたイギリスなど他国の調査と比べてみ
ると，子どもの必需品の支持率は大幅に低い。例えば，
イギリスで 55％の支持を得た自転車は日本では 20.9％，
誕生日のお祝いは，イギリスで 93％，日本では 35.8％
である（Gordon et al., 2000）。高等教育などの教育関連
の項目でさえも日本では6割の支持しか得られてない 9）。
イギリスの人々が，「すべてのイギリスの子どもに与え
られるべき」と考えるものの多くについて，日本の人々
は「すべての日本の子どもに与えられなくてもしかたが
ない」と答えるのである。両国は，ともに先進諸国の仲
間であり，1人あたりGDPも大きく異なるわけではない。

確かに，クリスマス・プレゼントなどその文化的・宗教
的意味が日本とイギリスでは，大きく異なるものもある。
しかしながら，自転車やスポーツなど，子どもの生活の
一部であるものでさえもこのような差が出ることは，文
化の違いと言い切って納得してしまうには，あまりにも
大きすぎる違いである。
2）集団的豊かさと個人的な貧困
なぜ，イギリスと日本では，子どもの必需品に関する
意識がこれほど異なるのであろうか？　筆者は，その鍵

9）イギリスにおいては，高等教育も無償であるので，この項目は調
査の対象さえにもならなかった。
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は，イギリスと日本における「貧困観」の違いがあるの
ではないかと考える。単純に言うと，イギリスは相対的
貧困という概念が浸透しており，日本では絶対的貧困し
か貧困という時に思い浮かばない。それを表すために，
少々長くなるが，まず，日本人の中にある「清貧論」か
ら論じたい。
日本の多くの人の中には，モノにあふれた現代社会を
否定する精神論が存在する。質素で，シンプルな生活に
私たちの多くはある種の憧憬を感じている。特に子ども
の生活に関しては，この傾向を強く感じる。溢れかえる
おもちゃに違和感を覚え，子どもが物質主義に取り込ま
れていくのに危機感を覚える。子どもが無垢な存在と捉
えられているからこそ，また，次々と浴びせられる宣伝
に無防備だからこそ，「あれが欲しい」「これが欲しい」
という子どもの欲求に嫌悪を感じる。自然にあるどんぐ
りや落ち葉で遊び，野原でのびのびと育つことこそが子
どもの健全な成長であると考える。だからこそ，子ども
の必需品調査において，「サッカーボール，グローブな
どのおもちゃ」が必要かと問われれば，「必要ではない」
と答えるのである。
この精神論には，誰にも反論できない。私たちは物質
社会に住みながらも，物質社会に対する嫌悪感を少なか
らず持っている。もっと謙虚な，簡潔な生活こそが，「真
に豊かな生活」であり，過剰な「物質的豊かさ」は子ど
もの健全な育成を妨げるという論は，多くの人の共感を
呼ぶ。物質的ではない「豊かさ」が必要であるという論
はおそらく正論であり，逆に過剰な物質主義が子どもに
与える悪影響は，発達心理学会などで盛んに論じられて
いるところであろう。筆者は，この正論に対して，反対
を述べることもしないし，そのような知見も持ち合わせ
ていない。
しかしながら，問題は，社会として，どのような生活
が望ましいのか，という問いと，現実の物質社会を前提
とした上で，ある個人がどのような生活をおくることが
望ましいのか，という問いは，異なる問いである点にあ
る。これが，「絶対的貧困」と「相対的貧困」の違いで
もある。「絶対的貧困」は，モノの欠如を問題としてい
るが，「相対的貧困」は，現実の不完全な社会を前提と
した上で，ほかの人に比べた「モノの欠如」を問題とし
ているのである。
一つの例として，ゲーム機をあげてみよう。先に紹介
した調査によると，一般市民の大多数の人々は「周囲の
ほとんどの子が持つスポーツ用品（サッカーボール，グ
ローブなど）やおもちゃ（人形，ブロック，パズルなど）」
は，すべての子どもに与えられるべき必需品ではない，
と答えている。おそらく，おもちゃの中でも「ゲーム機」
は，最も人々の支持を得られないものの一つであろう。
しかしながら，実際には，大多数の親が子どもにゲーム

機を買い与えている。何故か。
筆者は，東京近郊のM市の 18歳未満の子どもを持つ
親（父親，母親含む）を 8～12名集めたグループ・イン
タビューを計 3回実施した。そこで，M市に住む 5歳，
小学 5年生，中学 2年生の子どもにとって，必要最低限
の生活を送るために何が必要かをすべてピックアップし
てもらうという作業を行った 10）。なるべく具体的にイ
メージしてもらうため，「M市の公立小学校に通う 5年
生のたかしくん」といったような架空の人物を設定した。
すると，3つのグループすべてにおいて，小学 5年生の
子どもにはゲーム機が必要だという結論が出されたので
ある。インタビュー参加者からは，既にM市においては，
子どもの遊びにゲーム機が深く普及しており，もし，こ
れを持っていないと，その子は友だちから仲間はずれに
なってしまう，という意見が出され，参加者全員がこれ
に同意した。
すなわち，ゲーム機が子どもの健全な育成に必要では

ないとしても（あるいは，悪影響があるとしても），ほ
とんどの子どもがゲーム機を持っているという社会にお
いて，ある「一人の子ども」がそれを持たないことは，
それを上回る悪影響がある，と判断されたのである。こ
の悪影響こそが，「相対的貧困」を問題とする概念の中
心の議論である。
残念ながら，このような例は現代社会において無数に
存在する。社会学者は，このような，個人個人が必要と
思わなくても，物質社会にて社会的に必要不可欠となる
消費を「強制的消費」という。先の調査の結果から引用
すると，たとえば，「クリスマス・プレゼント」や「誕
生日のお祝い」，「自転車」，「遊園地や動物園」など，絶
対的貧困の概念からは子どもの必需品と考えられないも
のであっても，相対的貧困の概念では必需品である。そ
れは，これらが「物品」として必要であるわけではな
くて，子どもの社会生活において，子どもが排除され
ず，疎外感を味合わないという社会的な影響の観点から
必要なのである。実際には，ほとんどの親が自分の子ど
もにはそれらを与えているという事実からも，いかにこ
れらが大切であるかが明らかである。好むと好まざると
にかかわらず，子どもの生活においても，このような「強
制的消費」に「何が必要であるか」「何が貧困であるか」
が規定されてしまうのである。
日本人の多くが，ほぼすべての親が自分の子どもには
与えている物品や項目を，子どもの「必需品」として認
識しないことの背景には，「シンプル・ライフ」へのノ
スタルジックな憧れと，実際に送っている物質的生活の

10）本手法は，イギリスのラフバラ大学を中心に開発されたMinimum 

Income Standard法というものであり，許容範囲の最低限の生活
費を算出するために用いられる。詳細については，阿部（2011）
を参照のこと。
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現実との大きなギャップが関係しているのではないだろ
うか。
もちろん，ゲーム機が子どもの必需品となってしまう，
この社会の在り方自体を疑問視し，それを変えていこう
とする問題提起は必要である。しかし，それは，ある子
どもがクラスで一人だけほかの子どもたちがみな持って
いるようなおもちゃを経済的な理由で持つことができな
いということを問題とすることと相反するものではない。
社会として，ゲーム機が必要でないからと言って，この
ような相対的貧困を放置する理由にはならないはずであ
る。

4．相対的貧困の影響

相対的貧困の恐ろしいことは，これが単に学費，塾代
などの教育費や，食費，衣服費，おもちゃ費などの生活
費など，物質的な欠如をもたらすだけでないことである。
これらの欠如のみが問題なのであれば，それは先のゲー
ム機の議論にあるように，それらが本当に必要なものか，
という絶対的貧困の議論に集約されることとなる。しか
し，相対的貧困の議論は，それらの欠如がもたらす社会
的な影響を問題視しているのである。
子どもの貧困に関して言えば，相対的貧困の社会的影
響は主に二つ挙げることができる。一つは，相対的貧困
が子どもの社会的排除を引き起こすリスクを高めること
に起因する。二つ目は，相対的貧困が，親への影響を介
して子どもの発育に影響を及ぼすことである。一つずつ
議論しよう。
1）相対的貧困と社会的排除 11）

子どもの社会的排除（Social exclusion）という概念を
いち早く実証研究に結びつけたのはイギリスの社会学者
のテス・リッジ（Tess Ridge）であろう。Ridgeはその
著書『子どもの貧困と社会的排除』（2002 /2010）にて，
相対的貧困の状況にある子どもたち自身に自分たちの生
活について語らせるという先駆的な手法を用いて，子ど
もの生活において貧困と社会的排除がどのように表層
し，影響しているかを分析した（Ridge, 2002 /2010）。こ
れは，それまでは子どもの社会的排除が，その世帯全体
の社会的排除（例えば，社会保険からの脱落や親の失業
など），すなわち大人の世界からの貧困世帯の排除，と
して捉えられてきたのに対して，子どもの世界におい
て，貧困の子どもたちがどのように排除されているか，
を捉えた初めての試みであった。Ridge（2002 /2010）に
よると，子どもの社会的排除は，子どもの属する世帯が
大人の社会から排除されることと異なる。子どもの社会
的排除を表す際に，しばしば用いられる子どもの属する
世帯の（大人の）就労状況や，社会保険のカバレッジ，

無就労率などは，子どもが「大人の世界」に包摂されて
いるか否かの指標である。子どもが「大人の世界」の一
部であり，「大人の世界」への包摂の度合いが，子ども
のウェル・ビーイング（例えば，医療サービスを受けら
れるか否かなど）に大きく影響することは自明である
が，それとは別に，子どもには「子どもの世界」が存在
する。「子ども期は，それ独自の規範や慣習が存在する
ひとつの社会経験であり，そこでは，排除されることに
よってもたらされるコストと同様に，包摂されるために
必要なコストも大きいであろう。仲間と友情を育んだり，
社会的な交流を重ねたりすることは，子どもたちが社会
的アイデンティティを発達させ，自分たちの社会関係資
本を高めるうえできわめて重要な役割を果たす」（Ridge，
2002 /2010，p.119）

Ridge （2002 /2010）は，10歳から 17歳までの 40人の
貧困世帯（イギリスの所得補助の受給世帯）に育つ子ど
もを対象としたインタビューからなる質的調査と，大規
模パネル調査（イギリス世帯パネル若者調査）の量的分
析を行っている。質的調査では，子どもたちの語りの中
で繰り返し強調されるのが「いじめ」と「仲間はずれ」
にされることに対する恐怖であることが報告される。子
どもにとって，友だちがいることは，いじめや仲間はず
れ（排除）に対抗する「防御力」であるとされる。しか
し，Ridgeがインタビューした子どもの一部は明らかに
子ども世界から孤立しており，さらに，それを自分で自
覚していた。
また，インタビューからは，経済的な相対的貧困が，
いかに社会的孤立を引き起こすのかが明かになってい
る。子どもたちの子ども社会への参加を阻止するものと
しては，ユース・クラブ，放課後クラブ，スポーツクラ
ブといった組織的活動に参加するための金銭的な問題，
交通の手段の欠如（特に地方においては），自分が自由
に使えるお金（お小遣い）の欠如が挙げられ，彼ら自身
が「参加の機会がない」と感じている。結果として，貧
困層の子どもの多くは，「自分たちの身近な世界に閉じ
込められて」いる（p.178）。
金銭的な制約は，子どもが ｢子どもの社会｣ から排除
されてしまう要因となる。子どもの世界において，例え
ば，「正しい」服を着ることは，自分たちが望む社会集
団に溶け込むのに非常に重要である（p.145）。そのため，
「清潔な制服」を持つことは不可欠であり，自分の服を
準備しなければならない「私服の日」（制服を着なくて
もよい日）は多くの貧困層の子どもにとって精神的苦痛
である（p.146）。
また，金銭的な制約が大きく影響するのが，遠足や

修学旅行などの学校行事である。これらは費用を伴う
が，貧困層の子どもの多くは，おもちゃや洋服などのほ
かのものと同じく，最初から親にそれをねだることを11）本稿 4. 1）は，阿部（印刷中）を引用したものである。
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しない。無駄であるとわかっているからである。Ridge

（2002 /2010）は，こうした子どもたちは，「自らを排除
している」（p.154）と述べている。
イギリス世帯パネル若者調査（BHPYS）を用いた量

的調査では，Ridge（2002 /2010）は，子どもの学校生活
についての体験と認識を分析している。BHPYSは，大
規模なアンケート調査であるが，対象は 11歳から 15歳
の子ども自身であり，その点，子どもの視点からの分析
という点は上記の質的調査から一貫している。この分析
によると，貧困層と非貧困層の子どもの学校生活の差異
は明らかである。それは，例えば，退学（停学と除籍）
といった客観的に観察可能な指標についても明瞭であ
り（13～15歳では，貧困層が 14％なのに対し非貧困層
は 4％），「先生が自分のことをどう考えているのか気に
しない」などの意識面での指標でも明らかである（貧困
層 48％に対し，非貧困層 28％）。貧困層の子どもはそう
でない子どもに比べて，停学・退学の経験が多く，無断
欠席が多く，いじめを恐れており，教師との関係も良好
ではない。また，彼らは，学校における勉強が将来の自
分に大きな意味があるとは思っておらず，早い段階から
16歳後の学業継続を想定していない。

Ridge（2002 /2010）は，貧困層の子どもとそうでない
子どもは質的に異なる学校経験をしているとして，「学
校における子どもたちの間の生活体験は平等であるとい
う前提に対して，重大な疑問を投げかけている」（p.250）。
学校は子どもにとって，ただ単に将来の労働力としての
学力を身につける場であるだけではなく，社会的スキル
を身につける場であり，同時に社交の場としての中心的
な存在である。そして，それまで教育政策・社会政策の
中で問題として扱われてきた学校からの排除（Exclusion 

from school），それは例えば中退など学校制度自体か
ら脱落することを表す，のみではなく，貧困層の子ど
もの多くが経験する「学校内の排除（Exclusion within 

school）」を「学校からの排除」と同等に問題視しなけ
ればならないと諭す。Ridge（2002 /2010）が描写する子
どもたちの声は，相対的貧困を媒介とした「子どもたち
を同年代の仲間から排除するように仕向ける学校環境，
そして学校内部の制度的プロセス」（p.272）が存在する
ことを示している。

Ridge（2002 /2010）が示した子どもの社会的排除の状
況が，日本においても確認されるのかの検証を試みたの
が阿部（印刷中）である。阿部は，厚生労働省が実施し
ている「第 7回 21世紀出生児縦断調査」 を用いて，社
会経済階層が子どもの社会生活に与える影響を分析して
いる。本調査は，2001年の 1月と 7月のそれぞれ 1週
間に生まれた子ども全数を対象としており，初回の標本
数は 4.7万人であるが，阿部が用いた第 7回の標本数は
約 3.7万人である。第 7回調査は，調査対象の児童が 7

歳の誕生月に調査されており，小学 1年生の 1月と 7月
の時点となる。
まず，放課後を一緒に過ごす相手を見ると，ほぼ 7割
の 7歳児は放課後を友だちと過ごしているが，その割合
は所得が高い層の子どもほど高い（Table 2）。第 5五分
位（富裕層）では約 78.6％，第 1五分位（貧困層）では
約 70.3％の 7歳児が友達と過ごしている。特に第 1五分
位に属する子どもは他の子どもたちに比べ大きく友だち
と過ごすとした割合が落ち込んでいる。同様の関係は，
「別居家族」と「家族以外の大人」でも見ることができ
る。全体では約 10.5％の子どもが「別居家族」と放課後
を過ごしているが，所得が高い層であるほど，その割合

Table 2　7歳児が放課後を一緒に過ごす相手（複数回答），SES別

所得階級五分位 ひとり 友だち 同居家族 別居家族 家族以外の大人

第 1分位 5.2％ 70.3％ 74.1％ 8.4％ 3.9％

第 2分位 4.4％ 74.7％ 77.8％ 10.5％ 4.3％

第 3分位 5.3％ 76.7％ 77.0％ 10.4％ 4.6％

第 4分位 5.3％ 76.9％ 75.5％ 10.7％ 5.9％

第 5分位 5.4％ 78.6％ 66.4％ 12.4％ 6.5％

χ2 9.615 154.792 303.733 59.967 69.073

p 0.047 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001

世帯タイプ

ふた親世帯 5.1％ 75.3％ 75.5％ 10.3％ 5.1％

ひとり親世帯 5.5％ 76.6％ 49.4％ 13.3％ 3.5％

χ2 0.639 2.164 730.314 20.268 11.968

p 0.424 0.141 <.0001 <.0001 0.001

出所：阿部（2011）の「21世紀出生児縦断調査」から筆者計算。
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は多い。中間所得層においては，その差は殆どないもの
の，第 1五分位は中間所得層よりもさらに約 2％少ない。
「家族以外の大人」については，全体では約 5.0％の子ど
もが放課後を一緒に過ごすことがあるが，ここでも所得
が高い層であるほど，その割合は多い。すなわち，所得
が高い層であるほど，放課後を一緒に過ごす相手のバラ
エティーが多いことがわかる。結果として，友だちや親
以外の大人など，貧困層の子どもは社会生活を送る「相
手」が少なく，逆に富裕層の子どもは，さまざまな人々
との交流があると言えよう。社会的排除，そして，安全
という観点から最も気になる「ひとり」という選択肢は，
約 5％の子どもが回答しており，20人に 1人の 7歳児が
放課後を 1人で過ごすことがある。しかしながら，所得
階級や貧困ステータス，そして世帯タイプによる回答の
傾倒に統計的な違いは見られなかった。
次に，子どもの交友関係に見てみよう。Table 3は，7

歳児が友だちと遊ぶ時の友だちの人数（放課後）である。
これ を見ると，貧困層が一番高い割合で「友だちと遊
ばない」として回答しているものの（8.7％），富裕層で
も 2番目に高くなっており，中間層は低くなっている。
すなわち，貧困層と富裕層の両端で「友だちと遊ばない」
とする子どもが多い。これは推測の域を出ないものの，
富裕層では放課後に塾や習い事に従事することが多いた
め，友だちと遊ぶ時間がなく，貧困層では，逆に，孤立
の状況を示しているのではないであろうか。一方で，「3

人以上」と遊ぶとした子どもの率は，富裕層で一番高く
なっている。富裕層は，学童保育に行っている割合も高
いので，学童保育の友だち大勢と遊ぶからとも考えられ
る。
まとめると，富裕層の子どもは「まったく友だちと遊
ばない」とする率も中間層よりも高いが，3人以上の大

勢と遊ぶ率も高く，全体としては，一番たくさんの友だ
ちと接している。一方で，貧困層の子どもは「まったく
友だちと遊ばない」率も一番高く，また，遊ぶ時も中間
層や富裕層に比べて少人数の率が多いため，接する友だ
ちの人数が他の層よりも少ない。
この状況は，休日では，異なる傾向を見せている。休

日では，ほぼ半数の子どもは「友だちと遊ばない」と回
答しているが，所得が高い層であるほど，その率が高く
なっている。これは，休日は所得の高い層は親と過ごす
時間が長くなり，友だちと過ごす時間が少なくなること
の表れとも言える。
これらからわかることは，相対的貧困（第 1五分位）

にある子どもたちは，7歳時点において，既に，交友関
係において不利な状況に置かれているということであ
る。また，親以外の大人などバラエティに富む人々との
交流が相対的に少ない。これらは，決定的ではないにし
ても，相対的貧困に置かれた子どもたち社会資本を育む
上での「不利」として蓄積されていくであろう。
2）親への影響を介する子への影響
相対的貧困が，子どもの発育に影響を与えるもう一つ

の経路が親を介するものである。相対的貧困が，物質的
な欠乏のみならず，さまざまな影響を成人に及ぼすこと
は多くの研究が明らかにしている。その中には，子ども
に大きな影響を与えるものもある。例えば，成人の健康
状態，精神状態は，相対的貧困状況に置かれることによ
り悪化する（近藤，2010）。親の心身的健康状況の悪化
は，子どもの発育にも影響を及ぼすと考えられる。例え
ば，うつ病を始めとする精神疾患の発症は，貧困層に多
く，うつ状態の親に育てられることによる子どもへの影
響が懸念される。その極端な例が児童虐待であるが，児
童虐待は貧困世帯に偏って発生することも指摘されてい

Table 3　7歳児が友だちと遊ぶ時の友だちの人数，SES別，世帯タイプ別（放課後，休日）

所得階級五分位

放課後 休日

友だちと遊ばない 1人 2人 3人以上 友だちと遊ばない 1人 2人 3人以上

第 1分位 8.7％ 18.0％ 22.0％ 43.8％ 46.7％ 13.8％ 13.9％ 20.6％

第 2分位 7.4％ 19.5％ 22.5％ 44.3％ 50.3％ 13.5％ 12.7％ 19.2％

第 3分位 6.4％ 19.2％ 23.1％ 45.4％ 52.8％ 12.7％ 13.1％ 17.4％

第 4分位 6.9％ 19.0％ 22.6％ 45.9％ 54.2％ 12.3％ 12.6％ 17.3％

第 5分位 8.0％ 17.1％ 19.6％ 49.1％ 55.2％ 12.6％ 11.3％ 17.3％

χ2 127.8684（p=<.0001） 149.5653（p=<.0001）

世帯タイプ

ふた親世帯 7.6％ 18.8％ 22.1％ 45.2％ 52.4％ 12.8％ 12.6％ 18.1％

ひとり親世帯 6.6％ 12.6％ 18.0％ 52.8％ 41.2％ 16.1％ 15.0％ 22.1％

χ 146.5653（p=<.0001） 104.9789（p=<.0001）
出所：阿部（2011）の「21世紀出生児縦断調査」から筆者計算。
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る（阿部，2008b）。
また，相対的貧困は，親の社会的排除を促す。言い換
えると，相対的貧困の状況にある親は，孤立している
リスクが高くなる。かつては，貧しい地域であっても，
人々が助け合ってたくましく生きていくといったような
イメージが強かったが，現在の社会においては，貧困層
の家庭ほど社会的ネットワークが乏しく孤立しているこ
とが明らかになっている。Table 4は，親の経済状況と
子育て環境の関係である。年収が 300万円以下の世帯に
おいては，「子どものことでの相談相手が家族の中（外）
にいない」「病気や事故などの際，子どもの面倒を見て
くれる人がいない」とした割合が高いことがわかる（阿
部，2008b）。
これに加えて，多時間労働といった労働状況の悪さが
加わり，貧困層の子育て環境はそうでない層に比べて厳
しい条件にある。貧困率が 6割にもなる母子世帯におい
ては，母親の 5人に一人が複数の仕事を掛け持ちして
いる（しんぐるまざあずふぉーらむ，2007）。上記の厚
生労働省「21世紀出生児縦断調査」を用いた分析では，
母親や父親と過ごす時間が極端に少ない子どもの割合
（平日，母親と過ごす時間は 1時間未満，休日 2時間未満。
父親平日 1時間未満，休日 2時間未満）が，社会経済階
層と密接な関係があることがわかっている（阿部，印刷
中）（Table 5）。平日に，母親と過ごす時間が 1時間未満
という子どもは，第 1五分位（最貧層）で 5.0％，第 5

五分位（最富裕層）は 3.0％であり，社会経済階層によ
る統計的に有意な差がある。また，母子世帯に限ると，
この率は 6.4％となる。母子世帯は，父親と過ごす時間
もゼロであるが，母親と過ごす時間もふた親世帯の子ど
もと比べて少ない子が多い。また，休日に母親と過ごす
時間が 2時間未満の子どもも，社会経済階層や世帯タイ
プによって異なる。唯一，異なる傾向を見せるのが，平
日に父親と過ごす時間が 1時間未満の子どもの割合で，

これは所得階層が高い層ほど多い。しかしながら，休日
に父親と過ごす時間が 2時間未満の子の割合は，所得階
層によって大きな隔たりがある。
最新の海外の研究によると，相対的貧困の子どもに対
する一番大きな悪行は，親や家庭内のストレスがもたら
す身体的・心理的影響だという。家庭の中にストレスが
満ち溢れ，心のゆとりのない生活が続くことは，最悪の
場合には児童虐待などにも繋がってしまう可能性もある
が，そこまではいかない場合においても，子ども自身の
健やかな成長を妨げる。親のストレスがおよぼす子ども
への悪影響は，胎児の段階から，蓄積されるという。7,500

人の 3歳児を調査した研究によると，妊娠時の母親のス
トレスは，生まれてきた子どもの出生体重に関係してい
るだけではなく，3歳時点での子どもの問題行動や心理
的問題にも関係している（Wilkinson，2005）。そして，
現代社会におけるストレスの最大要因は，他者に比べら
れることによる劣等感や絶望感，継続的な金銭的困窮に
よる不安定感など，相対的貧困に深く関係しているので
ある。

5．ま　と　め

本稿では，子どもの相対的貧困率の現状と動向を把握
した上で，「豊かさ」と「貧しさ」という観点から，相
対的貧困と絶対的貧困の概念の違いを明らかにした。ま
た，一般市民の貧困の概念が，絶対的貧困や物質社会に
反抗する精神論に大きく影響されており，それが現代に
おける貧困（相対的貧困）の議論の本質を見えにくくし
ている点を指摘した。最後に，相対的貧困が，どのよう
にして子どもの健全な育成を妨げているかについて，一
つは相対的貧困にあることが子どもを子どもの社会から
排除されるリスクが高いこと，二つが，親が相対的貧困
状況にあることにより，親のストレスが高くなり，精神
状態が悪化し，親が子どもと過ごす時間が少なくなった

Table 4　親からみる子育て環境と年収の関係（％）

年収（円） 休日に子どもと十分
に遊んでいる

子どものことでの相
談相手が家族の中に
いない

子どものことでの相
談相手が家族の外に
いない

病気や事故などの際，
子どもの面倒を見て
くれる人がいない

～200万 26.8 19.7 19.7 16.7 

～300万 31.7 14.8 15.3 22.6 

～400万 37.0 　8.6 11.0 10.3 

～500万 30.3 　6.9 　8.6 17.5 

～700万 31.3 　4.7 　6.0 14.6 

～1000万 27.6 　4.7 16.8 13.0 

1001万～ 38.7 　0.0 　6.3 　9.4 

出所：阿部（2008b）の中の松本のデータによる。



373　「豊かさ」と「貧しさ」

Table 5　親との時間：7歳児が母親・父親と過ごす時間，所得階層別，世帯タイプ別

所得階級 5分位 母親との時間（平日）
1時間未満

母親との時間（休日）
2時間未満

父親との時間（平日）
1時間未満

父親との時間（休日）
2時間未満

右 4カテゴリー
すべて

第 1分位 5.0％ 3.5％ 46.2％ 29.6％ 1.5％

第 2分位 3.2％ 2.2％ 39.2％ 10.8％ 0.7％

第 3分位 3.0％ 2.0％ 42.9％ 8.4％ 0.7％

第 4分位 3.1％ 1.8％ 49.2％ 7.5％ 0.6％

第 5分位 3.0％ 1.8％ 51.6％ 7.7％ 0.5％

χ2 59.9 70.3 266.1 2201.7 49.5 

p <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001

世帯タイプ

ふた親世帯 2.8％ 1.7％ 42.7％ 7.9％ 0.7％

母子世帯 6.4％ 2.9％ 100.0％ 100.0％ 1.8％

父子世帯 100.0％ 100.0％ 38.7％ 12.9％ 10.7％

χ2 5469.6 8422.4 2505.1 14146.2 251.1 

p <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001

注．父親，母親がいない場合は，一緒に過ごす時間は 0とみなす。
出所：阿部（2011）の「21世紀出生児縦断調査」から筆者計算。

り，孤立することにより，子どもが影響されることを指
摘した。この二つは世帯の貧困という同じ要因に起因す
るものの，異なる影響であり，区別されるべきである。
例えば，貧困状態にあっても，気高く子育てをしている
世帯であっても，その子どもが学校でいじめに遭ってい
る，というようなことは，よくあることである。
豊かな社会における相対的貧困は，やもすれば，「贅
沢すぎる議論」として一笑に付されることがあるが，そ
の悪影響は，「食べ物がない」「衣服がない」といった絶
対的貧困の悪影響を上回るものである。物質社会の改変
を心がける一方で，相対的貧困に置かれている子どもた
ちのことを忘れてはならない。
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伊藤　哲司
（茨城大学人文学部）

本稿は，ベトナム中部の古都フエで水上生活を営んでいる家族たちに焦点を当てたものである。社会
主義を堅持するベトナムではみなが「平等」であるはずだが，しかし現実にそうとは言い難い。水上生
活者たちの一家族あたりの子どもたちの数は多く，その多く学校に通うことができないでいる。学校に
通えない理由は「貧困」であって，それ以外の大きな要因は見いだしにくい。本稿では，2006年に行っ
たフエの水上生活者についてのフィールド調査を通して，そこで暮らす家族の生活世界の一端を描写し，
そのことを通してベトナムにおける「『平等』のなかの貧困」の問題とは何かを考察した。そして，「貧困」
のもつ必ずしもネガティブとは限らない側面についての試論を試みた。フィールド調査を通して，戸籍
がない，十分な医療が受けられない，子どもを保育所などに預けたり学校へ行かせたりすることが難し
いといった問題が浮き彫りになったが，同時に経済的な豊かさとは別の「豊かさ」が子どもたちの表情
などから窺え，また人々の精神的な支えが何なのかについての検討が，今後の研究課題として残された。
【キーワード】　ベトナム，フエ，水上生活者，「平等」のなかの貧困，精神的な支え

はじめに： 
ベトナムとの関わりと本稿の目的

筆者は，1998年 5月から 1999年 2月にかけて，文部
科学省の在外研究員としてベトナムの首都ハノイに滞在
した。そして，家族とともに家を借りて住み始めたハノ
イの路地の生活世界を，そこに「動きながら識る，関わ
りながら考える」（伊藤・能智・田中，2005）という実
践を通して，ハノイの路地の生活世界を描いていった（伊
藤，2001）。その成果は日本ではあまり反響がなかった
ものの，後にベトナム語に翻訳され出版した『ハノイの
路地』（Ito，2003）は，ハノイの新聞や雑誌等でも取り
上げられるなど，外の目で描かれた当たり前の生活世界
の描写がハノイの人々に好意的に受け入れられた。
そのハノイでの在外研究をきっかけとして筆者はベト
ナムに何度も足を運ぶようになり，研究面だけでなく，
学生交流などの教育面でもベトナムと深く関わるように
なった。日本の心理学者によるベトナムでの研究上の意
義づけを，どうにか幾通りにかすることは可能である。
日本と文化的共通性が高いこと，いわゆる「ベトナム戦
争」が行われ独特の精神風土が育まれたであろう場所で
あること等々である。
しかし実際，筆者とベトナムとの出会いは，多分にな
りゆきでそうなったということに過ぎなかった。バック
パッカーとしていわゆる第三世界を一人で旅をしていた
大学院生時代（1990年前後）に，たまたま少し興味を
抱いて足を運ぶことになったのがベトナムだった。その

詳細は，拙著（伊藤，2004）に記したが，ベトナムで
ドイモイ（「刷新」＝ベトナム版市場経済化）が始まって
数年後の 1992年，その年の初めてのベトナムへの旅は，
筆者に大きなインパクトをもたらすものとなり，結果と
してその後も足繁く通うようになっていった。
本稿は，筆者がそのようにベトナムとの関わりを続け

てきたなかで出会った，とくにベトナム中部の古都フエ
で水上生活を営んでいる家族たちに焦点を当てたもので
ある。ベトナムでは学校教育に力が入れられ，いわゆる
発展途上国の中では識字率が比較的高いと言われる。経
済発展の最中でも社会主義を堅持するベトナムではみな
が「平等」であるはずだが，しかし現実にそうとは言い
難い。フエの地方政府にあたる人民委員会の建物は権威
が感じられまことに立派であり，街中には外国人観光客
が泊まる高級ホテルがいくつもある。フエを流れるフオ
ン川は風光明媚な風景を醸し出しているのであるが，よ
く見渡してみると，小舟がいくつも集まって浮かんでい
るところがある。そこは水上生活を営んでいる人々の居
住場所なのである。一家族あたりの子どもたちの数は多
く，その多く学校に通うことができないでいるという。
学校に通えない理由は「貧困」であって，それ以外の大
きな要因は見いだしにくい。
本稿では，フエの水上生活者のフィールド調査を通し
て，そこで暮らす家族の生活世界の一端を描写し，その
ことを通してベトナムにおける「『平等』のなかの貧困」
の問題とは何かを考察する。そしてそのことを通して，
「貧困」のもつ必ずしもネガティブとは限らない側面に
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ついての論考を試みることがここでの目的である。
フィールド調査の記録について詳述する前に，ベトナ
ムという国の成り立ちについて簡潔に押さえておきた
い。

ベトナムという国の成り立ち

ベトナムは，冷戦後に多くの社会主義国がその姿を消
していった中で，現在でも共産党が一党で支配する社
会主義国のひとつである。長いベトナム戦争ののちに
1975年 4月 30日のサイゴン解放（陥落）を経て，1976

年に正式に南北が統一された。そして，その末に誕生し
たベトナム社会主義共和国は，1977年に国際連盟への
加盟も果たし，社会主義国として世界の多くの人々の期
待を背負って船出をしたはずであった。
しかしベトナムは，ポルポト派の圧政を見かねた末
のカンボジアへの侵攻と，それに対して怒った中国と
の間で再び戦火を交えることになり（中越戦争，1979

年），国際的にも孤立を深めることになった。その後も
社会主義下における計画経済が必ずしも上手くいかず，
1980年代前半は「貧しさを分かちあう社会主義」（古田，
2009）と呼ばれる国家的な貧困の時代を過ごすことに
なった。その間，多くのベトナム人が社会主義政権を嫌っ
て，あるいは経済的困窮さから，決死の思いでボートピー
プルとなり，たくさんのいわゆるベトナム難民が生まれ
た。
一方で，1986年から始まったドイモイ（刷新）とい

う社会主義下での市場経済化がそれなりに功を奏し，
1990年代のベトナムはめざましい経済発展を遂げるこ
とになった。とくに首都ハノイなどの風景は一変した。
その陰で貧富の差も拡大し，都市部と農村部の格差も広
まって，たとえば都市に来た大学生が卒業後も故郷に帰
りたがらないなどの問題が生じているという。
都市部と農村部の格差は，1990年代前半にはすでに
大きなものとなっていたようである。1995年に作成さ
れた映画「ニャム」（ベトナム語の原題は「Thuong nho 

dong que（故郷の懐かしい農村を思い出す）」）は，1990

年代前半のベトナム北部の農村で生きる 17歳の少年
「ニャム」を通して，農村に漂う「悲しみ」が繊細に描
かれた映画である。その背景には，農村を搾取している
都市という構図があることが強く示唆されている。映画
の作者は，村で教鞭を執るちょっと変わり者の教師に，
農村が置かれた現状を嘆きつつ「都会は無責任だ」と怒
りを込めて語らせている。
本稿で主に取り上げるフエ自体は農村というわけでは
ない。むしろ古くは都として栄えたところであえる。し
かし首都ハノイや大都市ホーチミン市から見れば地方都
市であり，実際には「都市」というより，ちょっと大き
な田舎町という風情である。そして，そのフエの中でも

貧富の格差という問題は生じているようだ。

ベトナムの古都・フエの街

ベトナムの中部に位置するフエは，19世紀当初から
阮
グエン

朝が置かれた古い都であり，現在はトゥア・ティエ
ン・フエ省の省都である（Figure 1）。街の中心をフオン
川が流れ，閑静な雰囲気を醸し出しており，外国人観光
客にも人気が高い。世界遺産にも指定されているフエの
王宮は，北京の紫禁城をモデルに造られたと言われる。
旅行者としてこの街を訪れれば，ゆったりとした時間の
流れを感じながら滞在を楽しめる場所である。
ベトナム戦争時のフエは，南ベトナム（ベトナム共和
国）の北の端に位置しており，学生や仏教徒による激し
い反戦運動が展開された場所でもあった。ベトナム人の
心に響く歌を作り続けた音楽家チン・コン・ソン（2001

年死去，享年 62歳）は，1970年前後にこの地で活躍し，
自ら作った歌を学生たちに教え，反戦運動にも深く関
わっていた。フエは芸術の街とも言われるが，当時のフ
エでは，音楽や絵画などの芸術が，反戦運動の大きな力
にもなっていた。
現在その当時の激しい闘争の影は，表だってはほとん
ど感じられない。むしろ目につくのは，たとえば，フオ
ン川に面した大きなドンバー市場近辺に浮かぶ小舟の
数々である（Figure 2）。市場のあたりで勧められるまま
ボートに乗れば，これらの小舟の合間を巡ることができ
る。ただしそこが，人々の生活の場そのものでもあるこ
とには，一旅行者としてはなかなか気づくことがないだ
ろう。
グエン（2012）によれば，北部からの移民の一部がフ

Figure 1　フエの市街図
@2012 Google
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エで水上生活を営むようになったのは 14世紀ごろであ
る。そして 18世紀のフエ王朝は，水上生活者たちをヴァ
ンと呼ばれる単位に編成し管理したという。人々は独特
の生活世界を築き，たとえばベトナム語の発音も陸の住
民とは異なる点があり，差別を受けやすい立場でもあっ
たようである。そしてベトナム戦争が終結した 1975年
以降，政府は水上生活者たちの陸上への定住化を進める
政策を行ったというが，本稿の調査を行った 2006年時
点でも，数多くの人々が水上での生活を続けていた。
フオン川は，台風などの大雨で容易に氾濫する河川の
ひとつである。1999年 11月に 100年に一度とも言われ
る大規模な洪水が発生し，死者・行方不明者が 400人を
越す大惨事となった。因果関係は定かではないが，ベト
ナム戦争時の枯葉剤は，この中部の山林にもまかれてお
り，現在もなお木々の背丈が極端に低い山々があり，そ
れも大規模な洪水の一因となっている可能性がある。
それでいてフエでは，フオン川沿いに堤防が築かれて

いたりはしない。それゆえに，古い街と川が調和した美
しい風景が生み出されているのであるが，そのような
ハード面で水害にしっかり備えているというようには見
えない。そのような地域で生活を営んでいる人たちの中
に入っていくには，ベトナム人の協力者が欠かせない。
それもベトナム人なら誰でもよいというわけではなく，
公の機関に通じている人物が必要である。というのも，
社会主義国家としては，外国人がどこもかしこも歩きま
わるという状況は好ましいことではないからである。
幸い筆者は，それまでのフエでの幾度もの滞在経験か
ら，フエ外務部に務め日本語も堪能なフアンさんという
若い男性と友人になっていた。またフエ外務部長のニエ
ンさんという年長の男性とも知りあい，彼からの信頼も
得ることができていた。以下は，2006年に行った調査
にもとづく記述であるが，基本的にすべてフアンさんが
同行してくれている。実際にそのフィールドに出向いた

のは，2006年 3月と 9月である。
以下に，フィールド調査の記録を記す。基本的に，小
舟で水上生活者たちの居住地へ乗りつけ，その場で協力
を依頼し，了解を得られた家族の住居（小舟）に乗り移っ
て，そこでインタビューを行ったものである。家族の写
真撮影にあたっては，基本的に研究上で使用することの
了解を得た上で行った。なおここでの記述は，筆者自身
の HPにも掲載した記録を元に，それに加筆修正を施し
て再構成したものである。

フィールド調査の記録その 1
（2006年 3月 8日）

フエは快晴ではないものの日差しがある。気温は
27度で湿度も高め。しかしちょうど半袖で過ごしや
すいぐらいの気候だ。フエ外務部で友人のフアンさ
んと会い，少し打ち合わせをしたのち，滞在してい
るホテル近くから小舟に乗って，水上生活者たちの
ところへ向かった。小舟はあらかじめ用意してもらっ
ていたわけではなく，タニシを採る仕事をしている
人たちにその場で頼んで出してもらったものだ。水
上生活者たちがフエのフオン川にいることは以前か
ら知っていたが，彼らの舟――つまり彼らの家――
に入らせてもらうのは今回が初めてだ。
小舟で水上生活者たちの居住地に近づいていくと，

やはりどうしてもカメラを持った外国人である私の
存在は目立ってしまう。そして，他人の家に土足で
上がり込んでいくような申し訳なさを感じないわけ
ではない。しかし拒否されているという感じは受け
ない。フアンさんが小舟の住民に声をかけると，事
前のアポがあったわけでもないのに，すぐに中に招
き入れてもらうことができた。
幸運なことに今日は，そのようにして 3組の家族に
話を聞くことができた。ある家族（Figure 3）は，両

Figure 2　水上生活者たちの居住地域となっているフオ
ン川の遠景

Figure 3　フエの水上生活の家族（1） 
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親とも 31歳という年齢で子どもが 5人いる。彼ら
の家は，筏のような作りになっており，航行するた
めのものではない。そこで一家 7人が寝泊まりして
いるのだという。一番上が 12歳の娘さんで，今は
まだ小学校 2年生として学校に通っているのだそう
だ。こんなふうに学校に行くのが遅れたりすること
は，ベトナムの地方では，さほど珍しいことではない。
遅れても学校に行けるのはまだよいほうで，ここの
水上生活者たちの中には学校に行けていない子ども
たちもけっこうたくさんいるという。
他の家族の子どもにも話を聞いたが，学校に行っ

ておらず，ある子どもははっきりと「学校に行きたい」
と話してくれた 9歳の男の子もいた。学校に行けな
いのは，主に経済的な理由による。義務教育である
小学校は授業料不要でも，鉛筆やノートなどいろい
ろなものを自前でそろえなければならない。1人 2

人の子どもならば何とかできても，子どもの数が多
ければ，学校に行かせる余裕を生み出せないのだろ
う。ベトナムでは，政府関係の建物などは立派で権
威が感じられ，まわりの雰囲気からすると場違いな
感じを受けるときがあるのだが，そんな建物を建て
る余裕があるのだったら，こういう子どもたちが学
校に行けるようにできないものかと思う。
いずれの家族も両親は，タニシを捕っては，それ
を売ることを生業にしている。1日の売り上げは 2

万ドン（約 140円）から 3万 5千ドン（約 240円）
とのこと。いくらベトナムでは物価が安いとはいえ，
それで家族が食べていくのは大変なことだろう。そ
れでも生活はかつてよりは改善されてきているよう
で，川沿いに建っている家から電線を引いて電気を
もらいうけ，舟の中に置かれたテレビが見られるよ
うになっていた。また，結婚式を挙げたときのきれ
いな花婿・花嫁姿の写真が家のなかに飾られており，
こういうところは何とかしてやっているのだなとい
うことが窺われた。ただ，子どもを学校に行かせら
れず，しかしテレビがあるというのは，どうしても
ちょっとちぐはぐな印象をぬぐいきれない。
先に紹介した家族が教えてくれたのだが，1999年

11月の大洪水のときはやはり大変で，両親（子ども
たちの祖父母）のエンジン付きのボートに牽引され
て，安全な場所に避難したのだという。1年に何度か
は水かさが増すときがあるようなのだが，そんなと
きは上の子どもに下の子どもの面倒を見るようにと，
親は指示するという。それでも水上生活はやはり危
険が伴う。6～7年前に当時 3歳だった娘が水に落ち
て亡くなった。その小さな祭壇が，小さな家の壁の
角に，悲しげにしつらえてあった（Figure 3 左上）。

その両親に子どもたちの将来についての希望を聞
くと，「水上生活は大変なので，陸にあがって仕事を
したほうがいい」と語った。とくにどんな仕事をと
いうことはないようで，少なくとも親の代から続い
ているこの水上生活を，子どもたちに引き継がせた
くないということらしい。
しかし，フアンさんにあとから聞いたのだが，陸
に家を建ててそれをあてがわれても，水上生活者の
中にはそれを売ってしまい，また水上生活に戻って
しまうことがあるのだそうだ。現金収入を優先せざ
るをえないということなのか。「彼らは水上生活が好
きだから」という声を別のところで聞いたことがあ
るが，どうなのであろうか。

フィールド調査の記録その 2
（2006年 9月 6日）

フエの日差しは強い。日本にいるときよりも太陽
が 2倍の強さで照りつけてくるかのようだ。その中
で少し歩いたり何かをしたりするだけで汗が噴き出
してくる。この日差しの下で長時間いるだけで体力
も消耗するが，ああフエにいるんだなぁと思う。
フアンさんによると，最近になって水上生活者た

ちが当局によって移動させられて，このあたりでは
やや少なくなったのだそうだ。観光の街としての「美
化」のためらしい。フアンさんはそれでとくにトラ
ブルはなかったと言っていたのだが，政治権力の力
が強いこの国では，当局の指示に従わないという選
択肢はなかなかとれないのだろう。確かに見た目に
少し，水上生活者たちの小舟が減って，以前より整
然としているように見える。以前はもう少しゴチャ
ゴチャした感じがあった。これならば見た目にも悪
くはないということになるのかもしれないが，ちょっ
と釈然としない。
午前と午後と 2回，小舟を出してもらって，いく
つかの舟に上げさせてもらい，それぞれ話を聞くこ
とができた。43歳のご主人と 41歳の奥さんの夫婦
は，7人生まれた子どものうち，2人が亡くなってい
て，1人は病死，もう 1人は，1999年 11月の大洪水
の際に亡くなったのだそうだ。住居としている小舟
の中には小さな祭壇があり，当時 5～6歳だったとい
う末の娘さんの遺影が飾られていた（Figure 4）。そ
の洪水の時はより安全な場所に舟を移動させたのだ
が，夜中の 12時ごろ強い風が吹いて急に水かさがま
して，舟が壊れて沈み，荷物もすべて失ったのだそ
うだ。子どもたちを抱いて陸に上がったのだが，そ
のときどうしてもその子だけ助けられなかったのだ
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という。本当に痛ましい話だ。
現在は 6歳から 20歳までの子ども 5人がいる。み
な元気なようだが，全員が学校には行けていないの
だという。本当は子どもたちを学校に行かせたいし，
できれば陸に上がっての生活をしたいと親たちは口
をそろえて言う。子どもたちに「学校へ本当は行き
たい？」と尋ねると，ちょっとうつむき加減に，ど
う返事をしたいいのか戸惑った表情を見せたりする。
せめてこういう子どもたちが，経済的な問題を心配
することなく，学校に行ける状況を整えられないも
のなのだろうか。

34歳のご主人と 30歳の奥さんの夫妻には子ども
が 2人いて，奥さんは間もなく臨月を迎えるという
ことで，大きなお腹を抱えていた（Figure 5）。「3人
目は作るつもりはなかったのだけど」と言って，彼
女は少し笑ってくれた。1999年 11月の大洪水の時
に舟が壊れてしまい，現在住居にしている舟は 800

万ドン（約 5万 6千円）を借金して買った舟なのだ
という。貝を捕って得る仕事をしている 2人は，1

日の収入が 2～3万ドン（約 140～210円）。それでい
て，戸籍がないので普通の保育所に子どもを預けら
れず，個人で預かってくれる人に月に 15万ドン（約
1050円）を出して保育をお願いしているのだそうだ。
出産は小さな診療所で行う予定で，通常は 30～40万
ドン（約 2100～2800円）かかるところ，奥さんは高
血圧なので 100万ドン（約 7000円）ぐらいかかるだ
ろうと言っていた。そのためにまたお金を借りると
いう。それも高利貸しのところでしか借りられない
らしい。こういうことも，もう少し何とかならない
ものなのだろうか。
その他にも，ご主人が 10年ぐらい間に亡くなり，
精神的な障害があるという青年期の息子を抱えてい
るという女性にも会った。青年は半ば寝たきりの状

態で，お金がないから病院にかかるというわけにも
いかない。外のどこからも大した援助は得られず，
この状態をなんとかしのいで維持していくしかない
という様子だった。亡くなったご主人のお兄さんの
奥さんだという女性が，私がインタビューをしてい
る間ずっと横にいて，むしろ彼女の代わりにその人
が喋り続けていた。本当の姉妹のように支えあって
いる様子が少し窺われたのが，まだ救いだった。

フィールド調査の記録その 3
（2006年 9月 7日）

今日は，水上生活者の近隣の洪水の頻発地域へ出
向いての調査を行うことにした。今朝ハノイからやっ
てきたばかりの同僚らも一部合流して，フアンさん
とともに，タクシーで旧市街側に入っていき，3件
の家を訪ねた。
ベトナムの農村のどこにでもありそうな集落だが，

ここには上水道は来ているものの排水設備がなく，
水はけがとても悪い地域のようだ。トイレがある家
は少ないとのことで，人目を避けて河などで用を足
していると聞いた。トイレぐらいは何とかならない
ものかと思う。フアンさんは，「だから昼間はみんな
トイレを我慢して夜にします」と言っていたが，そ
の真実のほどまでは，よくわからなかった。
話を聞いた 1人である 66歳の男性は，5人の子ど

もがいるが，最近になって奥さんを亡くしたのだと
いう。今は仕事もせず，子どもたちに経済的にも支
えてもらっているとのことだ。1999年 11月の大洪
水の時にはこの家にいて，当時竹を使って造られて
いた家を守るために，奥さんや子どもたちを地域の
人民委員会が用意した舟で避難させ，自分はこの家
の 2階に残った。支給されたインスタントラーメン

Figure 4　水上生活者の小舟で亡くなった子どもの祭壇 Figure 5　フエの水上生活の家族（2）
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などでしのいだとのことだ。かなりの高さまで水に
浸かり，家が壊れてしまったので，その後支給され
た材料を使って，床も1.5メートルほど底上げをして，
自力で家を再建した。生活は，まずは経済的に大変
だとのことだった。
「高い場所に移転したいということはあるのです
か？」と尋ねると，県や市が決めてくれれば行きた
い気持ちはあるとのこと。ただしそれは自分では決
められないということのようで，積極的にどうした
いといったことは感じられなかった。住む地域が変
わってしまうことには抵抗があるようで，また現在
ここに戸籍がないため，戸籍をまず作ってほしいと
彼は語った。「洪水はないほうがいいですよね？」と
も聞いたのだが，「そう言われても，それは天が決め
ることだから」と，自分ではどうしようもない運命
に身を任せる他ないといった様子だった。いつもは
フエの街中でシクロのドライバーをしているという
68歳の男性は 8人家族。30年以上ここに住んでいる
といい，「政府がどこか高いところに家を造ってくれ
たら行くけども，ここでも大丈夫」だと言う。「イン
フラを整備して排水をよくしてほしい。そうすれば
皆が喜ぶ」とのことだった。若いころは，南の軍隊
に入れられつつも，仏教徒の反戦運動などにも参加
したことがあり，何度も刑務所行きを経験したとい
う彼に，「この地域は若者の失業者が多い。サポート
できることがあればしてほしい。仕事を作ってあげ
てほしい」と訴えられた。私に直接できることが見
当たらないのだが，それが現在の切実な問題なのだ
ろう。
私たちがそうして各家で話を聞いている間，近所

の人たちや子どもたちが集まってきて，家のなかを
覗いたりしていた。フアンさんによると「うちにも
来て話を聞いてくれ」と言っている人もいたという。
もっとも話をしたいということよりも，協力すれば
何かもらえるのではという思いのほうが強かったよ
うだ。一方で子どもたちは屈託がなく，そこら中で
元気に遊び回っていた。経済的な貧困さとは裏腹に，
この明るさは何とも素敵で素晴らしい。そんな中，
私がインタビューをしている様子を，そっと窓越し
に覗いていた女の子の姿も印象的だった。近所づき
あいもしっかりとあり，「みな団結しあっている。子
ども同士がケンカをすると親同士もケンカしたりす
るが，すぐに元に戻る」と話してくれた人もいた。
深刻な問題はあれども，「豊かさ」とは何かというこ
とを，あらためて考えさせられた。

フィールド調査の記録その 4
（2006年 9月 8日）

お昼休みを少し長めにとり，そのあと同行してい
る大学院生らと一緒に，再び水上生活者の調査に出
かけた。今日は聞き取り調査というよりも，彼らの
生活圏の観察をさせていただきたいと思った。どこ
で水を手に入れているのか，どこでトイレをすませ
ているのか等々，そういうことをもう少しきちんと
見ておきたいと思った。通訳のフアンさんの助けを
借りながら再び小舟を雇い，人々の生活の場に入っ
ていくと，たまたま，お婆ちゃんと 2人の孫らしい
3人が乗った小舟が，ガソリンと水を買いにいくと
ころだった。子どもたちが持った大きなペットボト
ルに，反対側の陸地にあるガソリンスタンドでガソ
リンを入れてもらう様子や，川岸の家で水道水を大
きなバケツに入れている様子を垣間見ることができ
た。なおトイレは，水上生活者たちの小舟が並んで
いるのとは対岸の木の茂みあたりですませているよ
うであった。トイレに行くのに，毎度舟で対岸へ行
かねばならないとは，川幅はほんの数十メートルと
はいえ，大変なことだとやはり思う。
水上生活者たちの舟が目の前に並ぶ陸地に上がり，

そのあたりの集落の様子を少し見てまわることにし
た。水上の生活と陸上の生活がちょうど接している
ところで，少し住民たちに話を聞いたのだが，水上
生活者のたちとも普通に近所づきあいをしていると
のことだった。たとえば陸地の家から電線を引っ張っ
て水上のボートに供給したりしているのだが，それ
は商売としてやっているのではなく，原価でわけて
あげているとのことだ。しかし，水上生活の子ども
たちの多くが学校に行けなかったりしているのに対
して，陸地の子どもたちは，ほぼ学校に行けている
と聞いた。この小さな地域の中でも“同じ”とは言
えない格差があるようだ。
その集落を離れようとしたころに，子どもたちが

水辺の小さな広場に集まって遊んでいるところに遭
遇した。写真を撮ってデジカメの画面を見せてやる
と，子どもたちから一斉に歓声があがって，ものす
ごい盛り上がりようになった。こうなるとなかなか
収集がつかない。こっちも撮れ，あっちも撮れと賑
やかなことこの上ない。
それにしても，経済的には豊かとはいえないこの

集落の，この子どもたちの元気さと明るさと素直さ
は，何なのだろうと思う。子どもたちというのは，
状況さえ整えば，こういう表情を素朴に見せられる
存在なのだと，あらためて思わないではいられない。
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ここでもまた，「豊かさ」とは何かを，考えさせられ
ることになった。私たちが小舟で離れるときも，ずっ
と手を振って見送ってくれた（Figure 6）。

考　　　察

以上のフィールド調査の記録から，必ずしも十分では
ないものの，フエの水上生活者の家族の生活世界および
その周辺の様子について，少なくともその一端をうかが
い知ることはできるだろう。水上生活者の親たちは概し
て子だくさんで，しかし経済的な貧困さから子どもを学
校に行かせることもままならず，経済的な理由のために
陸に上がって生活するという方向にはなかなか転換でき
ないでいる。狭い小舟に大家族が炊事もし寝泊まりし生
活するということは，やはり暮らしやすいとは言えない
不便な部分をたくさん含んでいるに違いない。トイレの
便ひとつ考えても対岸まで毎度行かねばならないのであ
る。子どもたちには，いずれ陸での生活をしてほしいと
願う親たちが多いようであった。筆者は，狭く不安定な
小舟の中にしばらく滞在しているだけで普段にはない疲
労を覚え，少々背中が痛くなってしまった。
加えて，戸籍がない，十分な医療が受けられない，子
どもを保育所などに預けたり学校へ行かせたりすること
が難しいといった問題が浮き彫りになった。このような
環境の中では，子どもたちに十分な学力をつけさせるこ
とができず，発達上でも様々な問題が生じうるのだろう。
障害をもった青年の例からうかがわれるように，そうし
た子どもや青年が必要なサポートを受けるのも難しいに
違いない。これらは，水上生活者たち自身が自力で解決
できる問題ではなく，こうしたところにも配慮された政
治の動きが求められよう。しかし現実のベトナムの政治
は，必ずしもそこに十分な注意が向けられていないよう
に見える。
先述の通り，1975年以降，政府は水上生活者たちの

陸上への定住化を進める政策を進めてはいるという。グ
エン（1972）によれば，1972年当時のフエにおける水
上生活者は 18,921人であり，フエ市の人口の 1割弱を
占めていたが，1995年には 6,278人に減少している。
2008年から，すべての水上生活者を陸に定住されるプ
ロジェクトも展開されたという。ちなみに 2012年 3月
に筆者がフエを再訪した際には，水上生活者たちの小舟
は目立たなくなり，見た目にも激減していることが窺わ
れた。
そのような政策が動いているとしても，この地域の
人々が，フエの地方政府やベトナム政府に対してどのよ
うに考えているのかが気になるところである。先述の通
り，フエの街中にある人民委員会の建物は，この人々の
住居である小舟と比べるまでもなく立派である。しかし
このことについて人々に意見を求めることはなかなか困
難である。なぜなら，社会主義のベトナムでは，政治批
判をするということ自体がタブーであり，そういうこと
は語らないというのが暗黙の了解になっているからであ
る。本当は大いに不満があるのか，それとも最初から政
府に期待をすること自体が抑制されているのか，今後さ
らに調査ができるならば，その点にも注目したい。
しかしながら，水上生活の不便さばかりで良い点が
まったくないと言うこともできないように思われる。子
どもの時代から小舟を乗りこなし，自然を直に感じなが
ら生活するという独特の生活世界が広がっているようで
もあった（Figure 7）。暑さの厳しいフエでは，水辺の風
が直に感じられる環境というのは，暑さをしのぎやすい
という点で良い面があるのかもしれない。また川が仕事
の場でもあることを考えればなおさら，土地を与えられ
ても水上生活に戻ってしまうということがあるのは，単
に経済的な理由でもないように思われるのである。
そして近隣では，子どもたちの笑顔で遊び回る姿が
あった。これは主に，水上生活者たちが居住している小
舟近くの集落で出会った子どもたちであって，そこに水

Figure 6　水上生活者たちの多い付近の集落の子どもたち Figure 7　フオン川で小舟を乗りこなす子どもたち
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上生活の子どもたちがどこまで含まれていたかはわから
ないが，電気の融通があるところから推察するに，陸地
の人々と水上生活者たちは，交流があると思われる。両
者の間にも多少の格差がありそうではあるが，子どもた
ちはそのあたりでは入り交じって遊びに興じているのだ
ろう。再びグエン（2012）によれば，陸上の生活者から
見ると，水上生活者たちは貧しく，教育の程度が低く，
やっかいで，軽蔑すべき人たちであると見なしていると
いうが，本調査では，そこまでのことは窺われなかった。
むしろ，このあたりの子どもたちの表情から窺えるの
は，「豊かさ」である。この貧困のなかの「豊かさ」を
どう捉えたらよいのか。少なくとも，振り返って日本の
子どもたちが置かれている現状と表情を思い浮かべてみ
るに，経済的豊かさが子どもたちの元気さと必ずしも比
例するわけではないことは明らかである。
経済状況が上向きであるときには，かつての日本でも
そうであっただろうが，「がんばる」ことが明日の豊か
さに繋がると信じることができるのかもしれない。たし
かに，経済成長が著しいベトナム全体では，そのような
点を指摘することができるだろう。2010年のベトナム
人の平均収入は 286万 7100ドン（2012年 1月現在のレー
トで換算すると，1万円強）であり，2005年の 129万
7100ドンから倍以上となっている（Statistical Yearbook 

of Vietnam, 2010）。しかし，このフエの水上生活者たち
の収入は月 100万ドンにも満たないと推測され，その
ような明日の豊かさを信じられる状況にあるのかと言わ
れると，少々首をかしげざるをえない。この状況を抜け
出して経済的な豊かさを勝ち取ることができるという
思いが水上生活者たちに共有されているということは，
フィールド調査からは窺うことができなかった。
となると，この水上生活者たちを精神的な支えは何な
のかということが気にかかる。陸上のほうでは互いの「団
結」という声が聞かれたが，同じようなことが水上生活
者たちにもほぼそのまま当てはまるのか。水上生活者た
ちには独特の水母信仰があり，水上の各集落には水母や
水神を祭るための廟などがあり，誰かの子どもが水に落
ちて溺死しそうになっても，河伯（日本の「河童」に近
い存在）の復讐を恐れ，救助しないという禁忌もあると
いう（グエン，2012）。手持ちの調査記録でそれについ
て言及することはできないが，今後に残された検討課題
のひとつとしておきたい。
ところで，ベトナム語で「水」を「ヌオック（nuoc）」

と言うのだが，実はこの言葉は「国」をも意味する。ハ

ノイで観光客向けに毎日上演されている水上人形劇は，
もともとは村祭りなどで上演されてきたもので，水の上
で農民や水牛などの人形が跳ね動く様は，水の豊かなベ
トナムの原風景でもあろう。長年その水とともに暮らし
てきた人々がベトナム人だとすれば，人々が水辺に留ま
り「貧困」を引き受けながらも生活をどうにか営み続け
ているということの理由が，おぼろげながら見えてくる
ように思われる。
本稿に記載したフィールド調査は 2006年に行ったも
のであり，筆者はその後もベトナム・フエには何度も足
を運んでいるものの，水上生活者のところには，それ以
来すっかりご無沙汰してしまっている。また機会を捉え
て，彼らの生活世界に足を踏み入れ，多くのことを人々
から学ばせてもらえればと考えている。
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長谷川　智子
（大正大学人間学部）

本研究の目的は，食発達における貧しさと豊かさを論じるために，生態学的な視点からマクロ水準と
ミクロ水準における食の現状を検討することであった。マクロ水準では，世界における貧困と飢餓，飽
食と肥満の現状をとらえた上で，世界的な規模のフードシステムが生みだしている貧困と肥満を論じた。
ミクロ水準では，日本での個人の食卓において，主に食における相互作用の貧しさを検討した。これら
のことを踏まえて，マクロ水準とミクロ水準での食の豊かさとは何であるかが議論された。すなわち，
マクロ水準での食の豊かさとは，生産と消費がより民主化されること，消費者がフードシステムの現状
を理解した上で主体的に食品選択ができること，食文化が新たに創出されることであった。ミクロ水準
での食の豊かさとは，子どもが家族や仲間から人間として受容されながら共食をすることだけでなく，
動植物の命をいただく感謝の気持ちをもち，家族や仲間と一緒に料理をして自分たちの食べ物を作り出
すことである。このような豊かな食であれば，発展途上国の貧困な食においても家族や大切な人とのつ
ながりのなか実現できることが示唆された。 

【キーワード】　食発達，貧困，豊かさ，飢餓，肥満

問題と目的

人間の食には大きく 3つの側面がある。第 1はもっと
も基本的な側面としての生きるための食である。これは
動物として生命を維持するために必要なものである。第
2は社会文化的な食である。食の場面での人の相互作用
や，料理，調理法や食事作法などの食文化に関すること
などが含まれる。第 3は健康を維持するための食である。
これは医学や栄養学の発展とともに生みだされた側面で
あり，健康維持のため栄養のバランスを保つための科学
的な知識に基づいた食である。 

現代社会では，貧困な発展途上国における飢餓人口
よりも裕福な先進国における肥満人口の方が多い。 世
界人口 70億人の現在において，1日 1.25米ドル未満
で暮らす貧困者，すなわち国際貧困ライン未満の人口
は 14億 4,000万人（Food and Agriculture Organization of 

the United Nations: FAO, 2012）である。貧困者の多くは
慢性的飢餓状態にある。現在の飢餓人口は 9億 2,500万
人（2010−2011年）であり，世界人口の 13.4％にあた
る（FAO, 2012）。一方，20歳以上の成人における Body 

Mass Index（BMI：［体重（Kg）／身長2
（m）］）が 25を超える

過体重者は，2008年において 14億人を上回った（World 

Health Organization: WHO, 2011）。このように発展途上
国で飢餓が生みだされる中，世界で生産された食料のう
ちの 3分の 1に当たる 13億トンもの食料が喪失または
廃棄されている（Gustavsson, Cederberg, Sonesson, van 

Otterdijk, & Meybeck, 2011 /2011）。全世界で生産されて
いる食料が世界中の人々に供給されれば飢餓は生じない
が，先進国への食料の過剰供給によって食料供給に偏り
が生じるため，発展途上国で飢餓が生みだされている 

（FAO, 2012）。このようにみてみると，生命を維持する
ために必要な食べ物すら確保することすら危ぶまれる国
もある一方，先進国では，飽食の中，太らないように警
鐘を鳴らされ「食＝栄養」の側面が強く意識されること
が多く，地域によって全く異なった状況であることが明
らかである。  

国家の貧富について古典的な経済学的視点からみれ
ば，経済的な生産性が低く，食料が不足している国は貧
困である一方，経済的に満たされ，社会が繁栄している
国は富裕とされる（Bernstein, 2004 /2006）。しかしなが
ら，筆者は，食においては，貧困で食料不足の国の食が
おしなべて貧しく，飽食の国の食が豊かであるとはいえ
ず，物質的な貧富を超えた次元での「貧しさ」と「豊か
さ」があると考えている。本研究の主な目的は，子ども
の発達という観点から，食における「貧しさ」と「豊
かさ」とは何であるか論じることである。本研究では，
Bronfenbrenner （1979 /1996）の生態学的な発達理論を
援用し，個人の発達に影響を与える入れ子構造状の 4水
準のシステムのうち，国や文化における食というマクロ
な水準と日常生活を営む個人のミクロな水準から主に食
の「貧しさ」を検討することによって，子どもの食発達
における「豊かさ」について議論することとする。その
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ために，本研究では以下の 3点について論じていく。第
1は，世界における貧困と飢餓，飽食と肥満の現状を概
観する。人類の歴史において肥満は永らく豊かさや飽食
の象徴であったが，現代では貧困者に肥満が生じてい
る。これらの点について，主に統計的な観点から現状を
みていくこととする。第 2は，世界において，飢餓と
肥満を生みだしている主たる要因であるフードシステム
について論じる。フードシステムとは，食関連企業（食
べ物の生産，加工・製造，流通，販売，サービスに関わ
る企業群）の経済活動によって生みだされる生産から消
費までの流れのことをいう（今田，印刷中）。このよう
なフードシステムの利点は，歴史的にみれば 1950年頃
まで頻繁におきていた飢饉による餓死といった現象を抑
制することができたことなど数多くあるが，それと同時
に飢餓と肥満に象徴されるようなシステム上の問題も数
多く抱えている。特に，現代のフードシステムには，膨
大な数の生産者と消費者が存在するものの，生産から消
費までをコントロールする多国籍化・巨大化した少数の
食関連企業が，企業が生産者から安価で大量の生産物を
購入することによって莫大な利益を生みだしており，そ
こに生産者の貧困を生みだす根源が認められる（Patel, 

2007 /2010）。ここでは，飢餓と肥満を生みだす要因に
ついて，フードシステムに組み込まれた労働者，生産さ
れる農作物・畜産物，消費者という 3つの観点から，「貧
しさ」に焦点化して論じる。第 3は，日本における貧困
と食に関するマクロ水準の現状と，ミクロ水準における
個人の食卓からみた食の「貧しさ」について論じる 1）。 

貧困と飢餓・飽食と肥満の現状

貧困と飢餓
慢性的飢餓（栄養不足ともいう）の定義は多様である
が，FAOでは，食料摂取量が恒常的に最低エネルギー
必要量以下である人の状態としている。正確な最低エ
ネルギー必要量は，年齢，活動水準，病気，妊娠，授
乳などの生理的条件によって異なるが，1人あたりの平
均的な最低エネルギー必要量は 1日約 1,800 kcalである
とされている。2010−2011年の飢餓人口 9億 2,500万
人（世界人口の 13.4％）の内訳は，アジア・太平洋地
域 5億 7,800万人，サハラ以南のアフリカ 2億 3,900万
人，中南米 5,300万人，中東・北アフリカ 3,700万人で
ある（FAO, 2012）。世界食糧計画（United Nations World 

Food Program: WFP, 2000）は，2000年 9月の国連ミレ
ニアムサミットにおいて，貧困と飢餓の撲滅，病気の蔓
延防止，識字率の向上などについて，ミレニアム開発
目標 （Millennium Development Goals: MDGs） と呼ばれ
る期限を定めた目標を設定している。その中の第一項
目（MDG1）として，極度な貧困と飢餓の撲滅が掲げら
れ，各国は 2015年までに世界飢餓人口の割合を半分に

まで減らすことを目標としたが，現状では 2015年まで
にMDG1を達成するのは極めて厳しい状況である。 

慢性的飢餓の原因は多様である。その主要なものとし
て，自然災害，紛争，慢性的貧困，農業基盤の不整備，
HIV/AIDS，乱開発による環境破壊などが挙げられる。
慢性的飢餓に苦しむ人のおよそ 75％は発展途上国の農
村部に住む農民であり，残りの 25％は発展途上国の大
都市周辺の貧しい地域に住む人たちである。慢性的貧困
に陥っている農民は，農業をおこなうための土地や水，
種を確保する資金がないために自給自足ができず，貧困
や飢餓から抜け出すことができない状態にある。さらに
は，親が貧困であるために子どもに教育を受けさせるこ
とができないため貧困の連鎖が生じている。 

Table 1は，世界の地域別の貧困と飢餓に関連する指
標である。指標を全体的にみてみると，サハラ以南アフ
リカと南アジアにおいて Gross National Income（GNI）
が低く，貧困者が多く，合計特殊出生率が高いこと，食
料供給エネルギーが低いことから国家状況の悪さが理解
できる。特にサハラ以南アフリカでの児童労働の割合は
32％であり，3人に 1人が労働しているという状況であ
る。また，5歳未満の死亡者数は世界で 760万人であり
（World Health Organization, Department of Economic and 

Social Affairs, 2011），その約 3分の 1以上の死因は飢餓
である（United Nations Children’s Fund: UNICEF, 2012）。
子どもにおける飢餓は，精神発達の遅れや感染性疾患の
リスクの増加，成人になってからの慢性疾患への弱さが
生じるリスクを高めるものであり，生涯にわたって悪影
響がある。慢性的飢餓に起因する 5歳未満の子どもの身
体的な問題は，特に南アジアでの問題が深刻であること
がわかる（Table 1）。5歳未満の飢餓の指標のうち特に
発育阻害は，食物摂取の不足，エネルギー，タンパク質
の不足が長期的に続いたことを示すものであり，飢餓の
中でももっとも重篤な症状を示すものといえる。インド
の都市部では 80％の子どもたちに発育阻害がみられて

1） 本稿では，foodについて，食料，食品，食べ物という用語を主に
使用する。豊川（1985）は，集団類型（国，地域，都市，町村，
集落，小集団，個人，臓器，酵素）を横軸とし，各集団類型に対
応する食べ物を，食料（主に国 ･都市），食品（町村，集落），料
理（小集団，個人），栄養素（臓器，酵素）の 4種類として互い
に重なり合いながら，布置することを示している。本稿では，豊
川の分類を一部参考にし，食料（国 ･都市水準と農産物・畜産物
などの生産物の段階），食品（加工の段階から消費に至るまで，
特に町村，集落の小売店で販売される段階），食べ物（個人水準
において特に社会・文化的な意味合いを含むもの）とする。また，
貧困と富裕については，主に国家あるいは経済的な側面を論じる
ときに用い，貧しさと豊かさについては社会・文化的な意味合い
を含んだときに用いる。なお，本稿で貧しさと豊かさについて論
じるためには，科学的なデータのみを根拠にするだけでは論証す
ることが難しい側面があるため，一部当該人物の主観的心情につ
いて推測，記述しながら検討する。 
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おり，その劣悪な状況を伺い知ることができる。 

飽食と肥満
先進国における肥満者の増加は著しい。2008年にお

ける 14億人を上回る過体重者の人口は 1980年の 2倍
である。また，5歳未満の子どもでは，2010年において
過体重は 4,000万人存在する（World Health Organization, 

Department of Economic and Social Affairs, 2011）。肥満は，
糖尿病や心疾患などの生活習慣病の原因にもなり，健康
を大きく損なうリスクを内包している。 

世界における 1日 1人あたりの食料供給は，1961年
に 2,234 kcalから 2007年には 2,880 kcalに上昇してお
り，24年間で約 600 kcal多くなっている （FAO, 2011）。
各国の食料供給エネルギーの高さと肥満者の割合は世
界全体でのおおよその傾向をつかむには有効であるが，
Organization for Economic Co-operation and Development

（OECD：経済協力開発機構）加盟国において両者の関
係をみてみると，米国以外は明確な関係性があるわけで
はない。米国の BMI 30以上の肥満者の割合は OECD加
盟国において第 1位の 35.7％であり（OECD, 2011），1

日 1人あたりの食料供給は 3,748kcal（世界第 2位）と
肥満者の割合も食料供給エネルギーも高かった。しかし
ながら，メキシコでは肥満の割合が 30.0％（OECD第
2位）であるが，食料供給は 3,266 kcal（世界第 30位），
また，食料供給が 3,819 kcalで世界第 1位のオーストリ
アでは，肥満者の割合は 12.4％（OECD第 25位），食
料供給 3,646 kcalで世界第 6位のイタリアでの肥満者の
割合は 10.3％（OECD第 29位）である。このような関
係をみてみると，英国を除くヨーロッパ大陸は食料供給
エネルギーのわりに肥満者が少なく，各国での肥満の割

合は，食料供給エネルギーから単純に推測することがで
きないといえる。このようなことから，各国の食文化や
消費者が手にする食品の種類などによる検討の必要性が
示唆される。 

次に世界でもっとも肥満者の多い米国の 1960年代か
ら 2000年後半までの食料供給と肥満の割合を検討する。
1日 1人あたりの食料供給は 1961年では 2,881 kcalで
あったのに対して 2007年には 3,748 kcaになっており，
24年間で約 900 kcal増加している（FAO, 2011）。肥満
者の割合については，重度肥満者の増加という深刻な問
題を抱えていることがわかる。すなわち，米国全国栄
養調査の調査結果のうち 1960‒1962年（National Health 

Examination Servey: NHES I）と 2007‒2008年（National 

Health and Nutrition Examination Servey: NHANES）の割
合を比較すると，BMI 25以上 30未満の過体重者の割合
はそれぞれ 31.5％，33.6％とさほど変化はないが，BMI 

30以上の肥満者はそれぞれ 13.5％，34.3％と大きく増加
しており，さらに BMI 40以上の重度肥満者はそれぞれ
0.9％，6.0％になっている。子どもについても成人同様
肥満の割合が高い。2009‒2010年の NHANESにおける
6～19歳の子どもの過体重（2000年の成長曲線の 85パー
センタイル以上）は 32.6‒33.6％，肥満は 18.0‒18.4％（同
95パーセンタイル以上）であり，成人肥満に移行する
リスクが高いことが示されている（Ogden, Caroll, Kit, & 

Flegal, 2012）。 

一方，日本については，成人 BMI 30以上の肥満は 3.9％
（OECD, 2011）であり，米国などで問題になるほどの肥
満者の割合は低い。また，日本人 1日 1人あたりの食
料供給の推移は 1961年時点での 2,506 kcalから 1989年

Table 1　地域別の貧困・栄養不足に関連する指標（FAO, 2012; UNICEF, 2012より作成）a） 

1人あたりの
GNI

（米ドル）b）

合計特殊
出生率
（％）

国際貧困
ライン未満
（％）

1日1人あたり
の食料供給
（kcal）

5歳未満の子ども 

児童労働
（％）c）

低体重
（％）d）

消耗症
（％）e）

発育阻害
（％）f）

死亡率
（対千人）

サハラ以南アフリカ 　1,192 4.9 49 2,351 32 20 　9 39 121

中東と北アフリカ 　2,752 2.8 　3 3,175 10 11 　9 28 　41

南アジア 　1,241 2.7 40 2,374 13 42 19 47 　67

東アジアと太平洋諸国 　4,286 1.8 16 2,872 10 10 　6 19 　24

ラテンアメリカ・カリブ 　7,859 2.2 　6 2,915 　8 　4 　2 15 　23

先進国 40,845 1.7 – 3,426 – – – – 　　6

世界 　8,796 2.5 25 2,805 17 16 10 27 　57

ａ）1人あたりの食料供給量は FAO（2012），その他の指標は UNICEF（2012）より引用した。 
ｂ）国内に居住するすべての生産者の生産活動によって生みだされる付加価値総額に，算出価値に含まれない生産品にかかる税額を加え，

さらに海外からの所得の純受取額を加えた額。 
ｃ）調査の時点に児童労働活動に従事した 5–14歳の子どもの比率。 
ｄ）WHO Child Growth Standardsの基準による年齢相応の体重の中央値から –2 SD 未満である生後 0–59カ月児の割合。 
ｅ）WHO Child Growth Standardsの基準による身長相応の体重をもつ基準集団の中央値から –2 SD 未満である生後 0–59カ月児の割合。 
ｆ）WHO Child Growth Standardsの基準による年齢相応の身長をもつ基準集団の中央値から –2 SD 未満である生後 0–59カ月児の割合。 
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時点で 2,947 kcalにまで上昇したが，その後下降傾向に
あり 2007年時点では 2,812 kcal（世界第 83位）となっ
ており（FAO, 2011），世界でみられる食料供給の上昇の
パターンとは異なっている。肥満者の割合が低いといっ
ても，過体重者（BMI 25以上）の割合でみると男性
30.4％，女性 21.1％である（厚生労働省衛生局，2012）。
過体重者の年代別年次推移をみてみると，1976年では
男性は 15.2％，女性は 21.％であり，その後，男性につ
いては特に 30‒50歳での過体重者の割合の増加が顕著
である一方，女性はどの年代もほぼ横ばいである。女
性の過体重者の割合が高いのは 60歳以上であり，若い
年代には少ない。特に 20歳代の女性の過体重者の割合
はおよそ 6‒8％で推移しているのに対して，BMI 18.5

未満の女性のやせは 1976年では 13.2％，2010年では
29.0％とやせの割合が増加している。このような女性の
やせの増加の背景には，メディアなどの影響による痩身
願望があると考えられ（Ogden, 2010），人工的な飢餓状
態を自ら生みだすことにより，「美しさ」を獲得しよう
としているともとらえることができる。子どもについて
も成人同様世界的な基準での問題はみられない。肥満（肥
満度 120％以上であり，成人の過体重に相当する）につ
いて，学校保健統計の 1977年からの推移をみることが
できる 6–14歳について検討してみると 2011年でもっ
とも肥満の割合が高い年齢は男女とも 12歳であり，そ
の割合はそれぞれ 10.25％，8.51％であり，2002年頃ま
で増加していた肥満の割合はその後減少傾向にある（文
部科学省，2012）。  

貧困と肥満，隠れ飢餓
1990年代後半から貧困者の肥満の問題が大きくなっ

てきた。米国の研究では，特に女性において低所得，低
学歴の者に肥満の割合が高いことが示されている（レ
ビューとして Drewnowski & Specter, 2004）。この原因と
して，糖分と脂肪分が高い，高エネルギー密度の食品
が安価であることが挙げられる。Darmon, Ferguson, & 

Briend （2002）によれば，食事の価格が高くなるほど，
食事に占める炭水化物と脂肪分の割合が低くなり，野菜・
果物の占める割合が多くなる。これらのことから，貧困
者が高エネルギー密度の食品，すなわちファストフード
やスナック菓子，清涼飲料水などの摂取が多くなる。 

子どもの頃の貧困が肥満に及ぼす影響については，
様々な結果が得られている。中でも，30歳代の肥満に
対する子どもの頃の貧困の影響を検討した研究（Ziol-

Guest, Duncan, & Kalil, 2009） では，対象者が胎児であっ
た周産期や出生の頃の貧困が影響を与えており，1–5歳，
6–15歳の貧困は影響がなかったことが示さている。胎
児期などの極めて早期の貧困によって貧弱な食事をして
いたことが 30年後の体格に影響を与える可能性が指摘
された。 

一方，毎日の活動を支える十分なエネルギーを摂取し，
栄養が十分であるようにみえる子どもでも，果物，野菜，
魚，肉からのビタミン A，鉄，または亜鉛といった必須
の栄養素が不足することによる微量栄養素の不足とい
う「隠れ飢餓」が生じる可能性がある。微量栄養素の不
足は，子どもたちの死亡，失明，発育阻害，および知能
指数の低下のリスクを高める（UNICEF, 2012）。Nestle

（2002 /2005）によれば，米国ではもっとも貧困な層に
おいてのみビタミン，ミネラル，タンパク質，カロリー
不足による疾病がみられるものの，他の層ではほとんど
みられない。しかしながら，所得がかろうじて貧困レベ
ルを超える世帯の 2歳児では，鉄欠乏性貧血が高所得者
世帯の 2倍いるという。 

フードシステムが生みだす貧困と肥満

Pollan（2006 /2009）は，動物の一員である人間がお
こなう生物学的に理にかなった農業を，昔ながらの自然
循環型の混合農業であるとしている。混合農業とは，複
数の農産物を生産しつつ，牧草地をもちながら牛や豚，
鶏などの家畜を育てる農業である。具体的な自然循環の
様子は次の通りである。まず牛などの草食動物が牧草を
食べ，糞をする。その糞は肥沃な土地となるだけでなく，
鶏が牛を追って糞の中の地虫やウジ虫を食べ，寄生虫を
糞から取り除くことができる。このことから寄生虫の駆
除薬は不要となる。このような糞は堆肥となり，その上
を鶏が歩き回ることによって堆肥を牧草地に広める。ま
た，牛が食んで短くなった草の残りを鶏がついばむこと
によって土壌に窒素を投入し，栄養たっぷりの卵を産む。
このような循環によって，土壌の肥沃度は高まり，生物
多様性が維持された自然の中で「豊かな食」が生まれる。 

一方，フードシステムに組み込まれた農業は，自然循
環型の混合農業とは大きく異なっている。科学技術を駆
使して，農産物が腐らず，長距離輸送をしても痛まず，
虫に喰われない，形の整ったものを大量生産できるよう
にしている。具体的には，農薬を大量に投与し，交配種
や遺伝子組み換え種子を用いることによって面積あたり
の生産高を高める効率性を重視する。Pollan（2006 /2009）
はこのような農業を，自然に「対峙した」形でおこなわ
れる科学的・工業的農業としている。 

以下に，工業的農業が組み込まれたフードシステムが
貧困と肥満を生みだす要因に直接関与することについて
論じていく。 

フードシステムに組み込まれた労働者にみられる貧困
フードシステムに組み込まれた労働者，すなわち，生
産者，加工工場での労働者，販売に携わる者はいずれも
安価で過酷な労働を強いられており，貧困にあえいでい
る。 

まず，生産者である農民の状況を検討する。農業人口
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は 1961年に 17億 9,000万人であり，2004年には 26億
人に増加したが，世界人口における農業人口の割合は，
58％から 41％に低下した。この原因は農業機器の発達
や灌漑施設の整備，窒素肥料の品種の改良などによる生
産性の向上，農民 1人あたりの耕せる面積が飛躍的に
増大したことである（川島，2008）。これらの要因と農
産物の品種改良等により農家 1人あたりの生産性が大
幅に増大しており，本来であれば農家の収入が高まって
よいはずだが，現実には農民は貧困化している（Patel, 

2007 /2010）。その主たる原因として，食料市場が世界市
場に直結したことにより，農民が生産物の価格を決める
ことができず，生産された農産物が法外に安価な価格で
食関連会社に買いたたかれてしまうことが挙げられる。
また，南アジアの国々では，穀自給率が 100％以上であっ
ても子どもが飢餓状態に陥っているのにもかかわらず，
外貨を稼ぐために穀物を輸出している（FAO, 2012）。さ
らに，そのほとんどが先進国で消費されるコーヒー豆や
カカオを生産する農園では，何の教育も受けていない子
どもたちをさらってきて労働させる児童労働が後をたた
ない。一方米国の大型農業では，政府の補助金を得なが
らも，大型の農業機器への投資や遺伝子組み換えの種子
などの購入への支出が大きいこと，食関連企業による
農産物の買いたたきによって利益が得られないために，
常に借金を抱えている状態から脱出できず，農業を辞
めることができないまま悪循環に陥ってしまう（Patel, 

2007 /2010）。 

食肉処理場などの加工工場では，大量の畜産物を大型
機械により切断し，ベルトコンベアーを用いた流れ作業
によって短時間に解体していく。これらの作業に従事す
る労働者は，命を落とすほどの大けがをするリスクを抱
えながら不衛生な環境の下で働くが，米国ではこのよう
な仕事にはメキシコからの不法労働者などが雇用される
ケースが少なくない。 

以上のように，フードシステムに組み込まれた農民，
加工工場の労働者に加えて販売に従事する者も，システ
ム化，マニュアル化された極めて単純な労働を低賃金で
不安定な雇用条件の中でおこなっており，尊厳ある人間
として働くことができない。特に工業的農業に従事して
いる農民の仕事はトラクターを運転し，農薬を噴霧する
だけであり，永い歴史の中で農民として自然と向き合っ
てきて得られた知恵と経験が生かすことができないのが
現状である。 

生産される食料，加工食品の現状
フードシステムにおける農産物の中心は，トウモロコ
シと大豆である。特にトウモロコシは，極めて幅広く使
用され，加工されている。まず，食品として使用，加工
されたものとしては牛や豚，鶏などの家畜の飼料，清
涼飲料水などに用いられる高果糖コーンシロップ，膨

大な種類の冷凍食品，加工食品，食品添加物などがあ
る。食品以外では，歯磨き粉，化粧品，紙おむつ，バ
イオ燃料のエタノールなどに用いられており（Pollan, 

2006 /2009），日常のありとあらゆるものにトウモロコ
シが入っているといっても過言ではない。このような日
用品すべての素となるトウモロコシの生産には，化学肥
料や殺虫剤にはじまり，農作業で使用するトラクター，
収穫，乾燥，遠距離輸送に使われるガソリンに至るま
で，莫大な量の化石燃料や石油が投入されることになる。
Pollan（2006 /2009）はこのようなフードシステムにお
けるトウモロコシを中心とした工業的食物連鎖を「化石
燃料を食べ物に変換するプロセス」とし，自然循環型混
合農業による食物連鎖を「太陽エネルギーをタンパク質
という食べ物に変換するプロセス」として対比して表現
している。 

牛や豚，鶏などの家畜は，「肥育場」という工場のよ
うな室内において，牧草ではなく経済的にもっとも安価
なトウモロコシを摂取して成長する。家畜が排出する糞
は大地に吸収されることなく肥育場内にたまり，家畜は
いつも糞まみれの中で動けない状態でじっとしている
（Pollan, 2006 /2009）。そのような状態の肥育場では，感
染症が発生しないように室内には常に薬品が散布され，
家畜には抗生物質が投与される。家畜は牧草を食べるよ
りもトウモロコシを食べた方が，より短期間に効率よく
脂肪たっぷりの大きな体になるため，通常の飼育による
ものより大量の「食肉」が効率的に「製造」される。 

現代の加工食品の「製造」過程は，「トウモロコシを
解体して再び組み立てる作業」（Pollan, 2006 /2009）で
ある。加工食品の炭水化物にはトウモロコシが使用さ
れ，タンパク質には大豆が使用され，脂肪にはトウモロ
コシか大豆のいずれかが変換されたものが用いられてい
る。それらにトウモロコシ由来の多くの食品添加物を加
えて，腐食せず本物らしい風味をもったスナック菓子や
ファストフードとして販売されることとなる。  

食品を選択する消費者における制約と肥満
米国や中南米などにおいて，大型スーパーマーケット
の出店がめざましい。特に，中南米におけるスーパーの
食料市場は 1990年には 10％であったものが 2000年に
は 50–60％に達している（Patel, 2007 /2010）。地域への
大型スーパーの出店は，同時に近郊で生産される生鮮野
菜や生鮮果実の販路であった地元の食料品店を閉鎖に追
い込んでしまうこととなる。従って，貧困地域で入手で
きる食品のほとんどが安価な加工食品に限られてしま
う。さらに，消費者が少ない農村地域ではスーパーが出
店しないにもかかわらず，既存の食料品店も減少してお
り，食料を生産している農村においての食料不足が生じ
てしまう。  

我々は日常的に，スーパーマーケットにおいて膨大な
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品数の食品の中から自分の好みにあった食品を選択する
ことができると考えている。しかし，この膨大な品数の
食品のほとんどは，これまで論じてきたとおりトウモロ
コシ由来の食品であり，スーパーマーケットにおいてそ
のような食品以外のものを求めることは極めて難しい状
態となる。すなわち，車の中で食べるときや，テレビを
見ながら食べるときなど，片手で食べることができる糖
分，塩分，脂肪分がたっぷりの調理不要の簡便な食品を
家族それぞれが個別に選択をするという状況に限って選
択肢が豊富であるということとなる。今田（印刷中）は
動物の食行動を採餌行動，調理行動，摂取行動，体内過
程という 4要素の連鎖とみなしており，フードシステム
がもたらす食品は採餌行動，調理行動を代行するのみな
らず，咀嚼を必要としない食品のやわらかさは摂取行動，
体内過程をも代行するものとしてとらえている。  

子どもについては，幼い頃から様々な状況下において
メディアの影響を受けることによって，ファストフード
やスナック菓子，インスタント食品，清涼飲料水などの
フードシステムが生みだした簡便な食品に慣れ親しん
でいる。これまでの数多くの研究から，メディアによ
る広告が子どもの購買行動に与える影響が大きいこと
（Young, 2010），特にテレビ広告による子どもの食べ物
の好み，選択へ影響を及ぼすことはよく知られている。
前述のような簡便な食品を生産する食品会社は，莫大な
広告費を使って子どもに自社製品になじんでもらうよう
にする。Nestle（2002 /2005）によると，米国では，食
品会社がテレビ・インターネット広告だけでなく様々な
ところで自社食品の購入につなげるために宣伝する機会
を多くもっている。たとえば，教育の教材に自社食品の
写真などを入れる，食品とは関係のないおもちゃや，衣
類などにおいて自社のロゴ入りの商品を販売するだけで
なく，学校に資金援助をしつつ，給食に参入したり，学
校内に清涼飲料水の自動販売機を設置したりする。食品
会社はこのような様々な広告により，幼い頃から自社食
品の未来の消費者を育て上げる。  

日本での個人の食卓における「貧しさ」

社会経済的貧困と食の貧困との関係
日本では国際貧困ライン未満に該当する絶対的貧困に
相当する人口については算出されていないが，2009年
における相対的貧困率（等価可処分所得の中央値の半分
に満たない世帯の割合）は 16.0％であり，17歳以下の
子どもでは 15.7％であった（厚生労働省，2012）。日本
の相対的貧困は 1985年において 12.0％，17歳以下の子
どもにおいては 10.9％であり，その後 2009年に至るま
で，いずれの貧困率もほぼ一貫して上昇し続けている。 

このような状況の中，日本でも米国同様，貧困と食
物摂取の関連性が示されている。まず，2010年の国民

健康・栄養調査（厚生労働省健康局，2012）では，20

歳以上の成人における所得（世帯所得を 200万円未満，
200–600万円未満，600万円以上の 3群に分類）の違い
による習慣的な朝食欠食，野菜摂取量，BMIが 25以上
の過体重者の割合の差異が検討された。男性では，200

万未満群，200–600万円未満群は 600万円以上群に比べ
て習慣的な朝食欠食者の割合が高く，野菜摂取量が少な
かった。女性では， 200万未満群，200–600万円未満群
は 600万円以上群より過体重者の割合が多く，野菜摂取
量が少ないこと，朝食欠食者の割合は 200万未満群が他
の 2群に比べて有意に多いことが示された。 

長谷川・今田・田崎・山中（2012）は，幼児をもつ母
親を対象とした食態度，母子関係などに関する調査の中
で，母親の日常の食物摂取と世帯所得，母親の学歴，母
親のパートナーの学歴について分析している。母親の日
常の食物摂取については，1週間のうちの非連続の 3日
間に飲食したものの写真に基づいて食事バランス分析
（厚生労働省・農林水産省，2005）をおこなった。食事
バランス分析では，食事を主食，副菜，主菜，牛乳・乳
製品，果物，ひも（菓子・嗜好飲料）の 6つに分類して
いる。その結果，世帯所得が高いほど主菜の摂取量が少
なく，牛乳・乳製品の摂取が多いこと，母親とパートナー
の学歴が高いほど副菜摂取が多いこと，パートナーの学
歴が高いほど主菜摂取と果物摂取の多いことが認められ
た。さらに，長谷川・今田ほか（2012），今田・長谷川・
田崎（2012）の一連の研究（未公刊）では，世帯所得が
低く，母親の学歴が低くいほど母親の偏食傾向が強く，
BMIが高いことが示されている。このような偏食傾向
が強い母親は，料理を作ることを楽しめず，面倒と感じ
ていること，料理の見かけやおいしさにこだわらず，食
べ過ぎることへの意識も低いこと，お菓子やスナックが
食事代わりになり，昼食はコンビニエンスストアやファ
ストフードですませているという日常の姿が明らかと
なっている（今田ほか，2012）。以上のような特徴から，
日本における世帯所得や学歴などの社会的地位の低い家
庭では，健康的ではない食事を摂取していること，肥満
の傾向が強いことが示されており，米国における特徴と
類似していることが示唆された。 

共食状況からみられる「貧しさ」
日本において，子どものいる家庭での孤食がみられる

ようになって久しい。日本における孤食の増加が最初
にメディアに取り上げられたのは 1982年であった。当
時，小学生は塾やおけいこごとに忙しくなり始め，共働
きの家庭も増え，両親が帰宅していない状況下での孤食
であった。取材された子どもたちは，ひとりで食べる
状況を「悲しい，寂しい」と表現していた。その放映
の 17年後の 1999年での同様の放映では，子どもは孤
食を「気楽で楽しい」と表現しており，孤食に対する子
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どもの感情の違いが示された。さらに家族が自宅にいて
も別々に食べるという状況が取材されていた。取材され
た母親は孤食を「個人の尊重」として位置づけていた。
また，この番組によって，1999年に実施された 5年生
を対象とした質問紙調査では，子どもだけ（自分やきょ
うだいだけ）で夕食を買って食べることがあるかという
問いに対して，「毎日ある」，「よくある」，「ときどきあ
る」の回答は 30.3％あり，約 3人に 1人の親は夕食に食
べるものの選択を子どもにゆだねていることが明らかと
なった（足立・NHK「子どもたちの食卓」プロジェクト，
2000）。   

栄養面でみてみると，孤食の方が共食より食事バラ
ンスが偏っているとの報告は多い。長谷川・今田ほか
（2012）の一連の研究では，母親の食事について，少な
くとも家族誰かひとりと一緒に食べた食事を「共食」，
ひとりだけで食べた食事を「孤食」として，食事バラン
スに差異があるか検討した（長谷川・今田・田崎・山中，
2011）。その結果，孤食の方が共食より副菜，主菜の摂
取量が少なく，ひもの摂取量が多い傾向にあった。同様
の手法で実施した中学生と大学生を対象として実施した
食事調査でも，孤食の方が共食より，副菜と主菜の摂取
が少なく，牛乳・乳製品，ひもの摂取が多いことが認め
られており，孤食時の食事の質の悪さが示唆された。さ
らに，料理が並べられる食卓状況を検討したところ，特
に中学生において，一つの食事としての料理のとりあわ
せが不適切あることが多く，買ってきた総菜がパックご
と食卓にのぼるなど，食器使用の簡略化が顕著であるこ
と，食事中にお茶ではなくジュース等の清涼飲料水を摂
取することが多いことが示された。このような特徴は，
中食をはじめとした食関連産業との関連の強さが推測さ
れる。また，実際の中学生女子の事例では，朝食として，
パックの中に入った焼き鳥 2本と加糖レンモンティーの
みであったり，共食である夕食においても少量の牛丼と
麦茶のみであり，食卓状況の写真からは，極めて簡便な
食事ということのみならず，家族との食事の楽しさの経
験が不足しているような雰囲気があらわれていた。  

食における相互作用からみた「貧しさ」
授乳は人間における食の原点である。人間の授乳時に
は母子の間で様々なやりとりがあり（i.e., Kaye & Wells, 

1980），食にコミュニケーションが組み込まれているこ
とが示唆されている。近年，保育現場で授乳時に保育士
と目が合わないという話がよく聞かれる。この点に関す
る実証的な研究はみられないが，長谷川（2012）は母親
が携帯電話を操作しながらの授乳との関連を推測してお
り，食のスタート時点からの母子間のコミュニケーショ
ンの欠如が考えられている。長谷川・川端・今田・田
崎（2012）では，母親の授乳スタイルとして，子ども
がほしがる時間にほしがる量だけ与える授乳を「要求授

乳」，母親が決めた時間に決めた量を与える授乳を「ス
ケジュール型授乳」として，授乳スタイルと母親の体型
や痩身意識，母子関係に関する説明影響モデルを検討し
た。その結果，母親の授乳スタイルは，母親の体型や痩
身意識の強さ，子どもへの痩身期待による影響があると
ともに，母子関係に影響を与えていることが示された。
すなわち，要求授乳の母親は自身と子どもへの痩身期待
が低く，育児充実感があるのに対して，スケジュール型
授乳の場合は，自身と子どもへの痩身期待が高く，育児
充実感が低かった。母親の自身と子どもの体型への関心
の強さの根源として，メディアにあふれる痩身の女性の
などによる過度な痩身の意識がある（Ogden, 2010）と
も考えられ，この意識の強さが子どもの食のコントロー
ル意識，ひいてはその後の母子関係にも影響を与えてい
るものと考えられる。このような子どもの食をコント
ロールする母親にとっての食は，記号化された栄養とし
ての食でしかないのかもしれない。 

最後に，肥満の子どもの社会的要因，母子関係や食と
の結びつきについて検討する。長谷川（2000）は，幼児
肥満と母子関係や社会的要因との関連を検討した。肥満
については，5歳時点での肥満の程度と，3–5歳までの
肥満の経過の違いにより「安定型（3歳から肥満でその
程度が安定しているタイプ）」，「進行型（3歳時点では
肥満ではなかったのにもかかわらず，その後急激に肥満
が進行したタイプ）」として，2種類の分析をおこなっ
た。まず，社会的要因との関連でみてみると，世帯所得
を反映する保育料と肥満の程度との間には関連がみられ
なかったが，自宅の住居の広さについては，女児におい
ては肥満の程度が高いほど住居が広く，男児においては
住居が狭い傾向が示された。また，母親の子どもへのか
かわりについては，保育士による評価では，肥満の程度
が高い母親ほど，子どもへの対応が乱暴であること，子
どもに無関心であること，甘やかしがあることが示され
た。母親自身の評価では，肥満の経過による分析におい
て，進行型の母親の方が安定型の母親より子どもの情動
が不安定なときにお菓子を与えてなだめたり，何もしな
いということが示された。さらに，進行型の幼児が急に
太り始めた時期に，母親の仕事が多忙になった，弟妹が
生まれた，両親が別居・離婚をしたなど，家庭において
対象児へのかかわりが希薄になるような出来事が生じて
いた。このような状況では，対象児が不安・緊張を抱え
ており，食べることによって気持ちを紛らわせている可
能性が考えられる。以上の結果から，肥満の幼児の日常
的な親子関係では母親が子どもの欲求に対して適切なか
かわりをしておらず，子どもをコントロールする道具と
して食べ物を用いていること，子どもは本来親との関わ
りの中でなだめられるべき情動的混乱を食べ物を食べる
ことによって抑制しており，食べ物が焦点化しない親子
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関係の代理物と位置づけられていることが示唆される。 

食の豊かさとは？

マクロな水準での食の豊かさについて
これまで論じてきたように，現代におけるフードシス
テムは，経済的発展，科学技術の発展，効率重視の中で
生みだされたシステムである。このフードシステムは，
生産から消費までをコントロールしている巨大な食関連
企業には莫大な利益をもたらすが，労働者は悪条件で低
賃金の状況におかれており，貧困が再生産されている。
すなわち，発展途上国では飢餓状態にあるか，貧困の中
で栄養価の低い食品摂取により肥満が生みだされること
となる。一方，先進国では飽食の中で栄養価の低い食品
を食べることを強いられ肥満化するか，痩身あるいは「健
康」のために食品を栄養素として身体に取り入れ，食を
コントロールした人工的な飢餓状態を自ら起こしている
のが現状である。人類の歴史を振り返れば，ほんのわず
かな金持ちや身分の高い人たちだけが飽食にあり贅沢な
暮らしをしていたが，大多数の人たちは貧困の中で労働
をおこなってきた。そのような文脈で考えれば，現代に
みられる貧富の差は，その程度の差こそあれ，人類がこ
れまで歩んできた道のりの延長線上にあるのかもしれな
い。しかしながら，科学的技術をはじめとして，永い間
の人類の叡智がこれだけたくさん蓄積されており，先進
国では成熟した社会が営まれているはずの現代におい
て，様々なシステム上の問題を認識しつつ現状を容認す
るという選択肢は避けなければならない。特に貧困によ
る児童労働が余儀なくされたり，内紛や戦争が頻発して
飢餓状態にある国々では多くの人が最低限の人権すら保
障されていない劣悪な状況下で生きているといえる｡ 世
界の人々が豊かに生活できるためには，人権が保障され，
民主主義が根づくように支援することが何よりもまず必
要であろう。 

マクロな水準における食の豊かさとして，以下の 3点
を指摘する。第 1は，生産と消費がより民主化されるこ
と（Patel, 2007 /2010）である。筆者は，民主化のため
には，食に関わる労働者が尊厳をもって働ける環境を整
えることであると考える。20世紀初頭のアメリカの経
済学者 Thorstein Veblenは，『産業が機械化されたから
といって，必ずしも労働者の知能が低くならないという
わけではないが，視野の狭い機械的な思考方法が要求さ
れ，それ以外のことが不要とされる』ことを問題視して
いる（Galbraith, 1998 /2006）。労働者が尊厳をもてる状
況とは，労働者自らが生活している社会において自らの
労働が人々に還元できていると肌で感できるということ
ではないだろうか。具体的には，農民においては，これ
まで論じてきた工業的農業ではなく，科学的な知見を取
り入れながらも伝統的な農業の知恵を融合させることに

よって，自然の食物連鎖を維持できるような農業を営む
ことであるし，食品加工や販売に関わる者は単なる機械
的な労働ではなく，個人の知恵や工夫をいかすことがで
きることであると考える。そのためには，先進国の国家
単位による支援のみならず，生産から消費までを司る巨
大食関連企業がこれまでおこなってきた資本主義経済の
論理のみでの利益追求だけでなく，貧困な発展途上国が
自国の食料をまかない，国家として独立したシステムが
もてるように支援することが必要であろう。一方，フー
ドシステムを飛び越え生産者と消費者が直接つながるこ
とも大変重要なことである（Patel, 2007 /2010）。近年，
フードシステムに関する様々な問題が浮き彫りになり，
先進国ではオルタナティブな流通や運動がおこなわれて
いる。その代表的なものとしてファーマーズマーケッ
ト（直売市場）や地産地消，イタリアから始まったス
ローフード運動などである。このような流通や運動が再
びフードシステム下に取り込まれず，地域単位の小シス
テムとして独立した立場を維持していかなければならな
い。第 2は，日頃，自らが食べている食品の生産から消
費までの来歴すら意識することがない消費者がフードシ
ステムの現状を理解し，フードシステム下の食品とそう
でない食品を自らが選択できる機会を提供することであ
る。特に子どもにおいては，学校教育の中でフードシス
テムについて学ぶこと，メディアリテラシーを学ぶこと
が重要である。また，米国など栄養価の低い給食を提供
している国では，地産地消の栄養価が高い給食に切り替
えていく必要がある。第 3は食文化の新たな創出である
（今田，印刷中）。今田は，人類の歴史において文化の対
立・衝突から多くの悲劇を生みだしてきているが，食文
化については，一方が他方を取り込む文化化や文化同士
が融合して新たな文化を創出する文化融合が生じやすい
ものととらえている。伝統的な食を伝承するだけではな
く，豊かに変容していく食の可能性が模索されるべきで
あろう。  

ミクロ水準からみた子どもの食発達における豊かさ
これまで論じてきたように，フードシステム下で提供
されている食品は，甘味・塩味が強く，脂肪分が高く，
咀嚼を必要としないやわらかなものが多い。ヒトはこの
ような食品のもつ特性を幼い頃から受容しやすい（レ
ビューとして長谷川，2008）。一方，野菜などの微量栄
養素を多く備えた食べ物は，フードシステム下で提供さ
れる食べ物の特性と大きく異なり，苦味があったり，よ
く嚙まないと消化できないものが多い。長谷川・今田
（2001），長谷川・今田・坂井（2001）による幼児と大
学生を対象とした食物嗜好の発達の研究では，幼児期に
は体によい健康的な食べ物は嫌われるが，青年期になる
までに好むようになることが示されている。健康的であ
るが嫌いな食べ物が好きになる契機となるのは，家族や
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友人との想い出に残るような楽しい相互作用の中でこの
ような食べ物を食べる場合が多いことが示されている。
すなわち，健康的であるが，味や食感が受け入れにくい
食べ物を受け入れていく過程には，人と人との相互作用
が影響していることとなる。現代社会の中で，幼い頃か
ら容易に受け入れることができる簡便な食品ばかり食べ
たり，不足している栄養素をサプリメントで補ったりす
ることは，人と人の関わり合いの中で食べるということ
を拒否しているようにとらえることも可能であると考え
る。「日本での個人の食卓における『貧しさ』」で論じた
ミクロ水準での食の「貧しさ」は簡便化された食べ物を
希薄な人間関係の中で食べるということになる。 

これらのことを踏まえて，筆者は，子どもの食発達に
おけるミクロ水準での豊かさとして，人と人とのつなが
りの中で食べ物を食べることであると考える。文化人類
学者の石毛は文化をもつ人間の特徴，食の原点として，
「共食すること，料理すること」を指摘しており，食べ
ることは快楽の一種であると述べている（石毛，1982）。
食発達において食べることの楽しさとは，子どもが家族
や仲間などから 1人の人間として受け入れられている実
感を根底にもちつつ，互いに語り合いながら同じ食べ物
をともに食べることにとどまらず，動植物の命をいただ
いくことによって自分たちが生かされていると感じるこ
と，家族や仲間と一緒に料理をして自分たちが食べる「食
べ物」を作り出していくことでもあるのではないだろう
か。食べ物が栄養素に還元され，それが健康につながる
という現代の科学的視点から生みだされた食べ物の記号
的な意味にとどまらない，人と人をつなげる役割をもつ
社会文化的に豊かな食は，発展途上国の極貧家庭での生
きるための食であるわずかな主食のみの粗食であって
も，家族や大切な人とのつながりさえあれば実現できる
ものであろう。 
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川野　健治
（国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所）

本稿の目的は，暴力と自殺を通して貧困について考えることである。ただし，社会的排除を強めるこ
とになりかねないので，暴力と自殺の共通性を仮定することには慎重でありたい。貧困は，アノミー論
や内的衝動論が示すように，個体の暴力発生の確率を高める側面をもっている。しかし，そればかりで
はなく，児童虐待，配偶者間暴力，犯罪の側面からみると，暴力の方向性に影響を与えている可能性がある。
一方，自殺については，景気変動との関係は指摘されており，理論的な説明も試みられている。しかし，
社会経済状況やそれに基づく社会資源の不足を指標とした貧困と自殺関連行動との関係性についての実
証的研究では，一貫した結果は得られていない。暴力と自殺を通して見出される貧困の特徴とは，解消
すべき内的な心理状態を生み出すものであり，その発露に対する防御因子，たとえば家族との適切な交
流とか，支援・サービスの利用とか，安定した住環境とか，教育の機会を剥奪するものであった。しかし，
逆にいえば，貧困に注目することで，暴力や自殺の発生を規則的に把握することができる。ニッチとし
ての貧困という視点からの研究を進めることで，これらの社会病理を管理する手がかりを得られるので
はないだろうか。
【キーワード】　暴力，自殺，貧困，社会資源，対人ネットワーク

は　じ　め　に

本稿では，貧困について暴力，自殺との関係から検討
する。ただし，暴力と自殺の間に何らかの共通性を前提
とすることには，ひとまず慎重でありたい。感情や攻撃
性のような個人内の特性が，一方では外部に向かって暴
力となり，これが内に向かえば自殺になるといった言説
がないわけではない（例えば，芹沢，2009）。しかし，
そのような直感的な枠組みに，さらに背景に貧困を無条
件に据えてしまうと，行動や行動主体をいたずらに社会

的排除の対象としかねないことを危惧する。それ以前に，
暴力も自殺も，それほど単純な現象ではない。
まずは，攻撃性についてのパースペクティブを提示し
た，大渕（1994）の議論を参照しておくことが有益だ
ろう（Figure 1）。たとえばフロイト（Freud, S.）のいう
死の本能タナトスは，生命を縮小し，破壊しようとする
本能であり，それは生の本能エロスと矛盾・対立するた
め，両者の妥協の結果として破壊衝動が外部化されたも
のが，攻撃性であるとされる。この考えからすれば，衝
動が内部に向かうことで，精神病理への罹患や最悪の結
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特別論文（原著論文）

Figure 1　攻撃の理論に関する 3つのパースペクティブ（大渕，1994より引用）
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果としての自殺が想定されることになる。他方，ローレ
ンツ（Lorenz, K.Z.）は動物行動学の観点から，ライバ
ル闘争，テリトリー，子孫の防衛，順位制といった生物
にとって攻撃が適応的である側面にふれ，人間も当然，
進化の過程で攻撃性を有するようになったという攻撃本
能論の立場にある。この二人に代表される議論を，大渕
は内的衝動説として整理し，内発的・自発的な攻撃動機
が仮定されている点を特徴とした。
しかしこのモデルは，人間の攻撃行動・暴力に関して
は，今日ではほぼ支持されていない。たとえば，代理的
な行動によって攻撃衝動を発散させる「攻撃カタルシ
ス」について，これまでの実証研究はその効果を否定し
ている。つまりこれは，攻撃カタルシスの前提となる攻
撃本能や死の本能といった内的衝動モデルへの疑義で
もある。そこで大渕は，残る b.の情動発散説（不快感
情を介して攻撃動機が生まれるといった立場）と c.の
社会的機能説（社会的学習や認知プロセスを含むモデ
ル）を統合し，強い不快情動が導く情動発散的なプロセ
スと，プロスポーツ選手や兵士のように，あまり感情に
影響されず攻撃反応を示すプロセスの 2系統によって攻
撃反応が起こるとする「攻撃の二過程モデル」を提案し
た（Figure 2）。このモデルでは，外部要因としての挑発
事象をおき，また，認知過程の果たす役割を想定してい
る。このように，社会状況に埋め込まれた主体の，内的
過程が関与しているというモデルのほうが，実際の攻撃
性の発露＝暴力に適合しているのである。もちろんこれ
は，個人の攻撃反応を説明するモデルなので，疫学調査
などで一定の条件下の集団について検討すれば，個人差
変数が相殺され，不快情動だけが必要条件として抽出さ
れる場合があるだろう。逆に，例えば格闘技の選手のデー
タだけをとれば，不快情動を全く介しない攻撃反応だけ
が確認されるかもしれない。つまり，冒頭のような「感
情や攻撃性のような個人内の特性が，一方では外部に向
かって暴力となり，これが内に向かえば自殺になる」と
いった認識は，限定されたマスデータに関する生態学的
誤謬が支えている可能性がある。
本稿では，あくまで，暴力と自殺という二つの現象を
通して，貧困を検討することを目的としている。そこで，
ここでは複数の可能性を残しながら，まずは貧困と暴力
との関係性から検討していきたい。

貧困が暴力の発生に与える影響：
児童虐待・配偶者間暴力

身近な人間関係における暴力として，児童虐待の問
題は貧困との関係が指摘されてきた。たとえば，米国
の National Incidence Study of Child Abuse and Neglect の
1993年から 95年に実施された第三回調査によると，貧
困家庭の児童は，平均所得以上の家庭の 25倍の高さ
で虐待を受ける危険がある。一方，Begle, Dumas, & 

Hanson（2010）は，虐待と先行要因との関係を明らか
にするために，二つの理論的モデルを比較検討した。児
童虐待の発達生態学的モデル（Belsky, 1993）は，ブロ
ンフェンブレンナー（Bronfenbrenner, U.）の理論を拡
張したもので，3つの要因，すなわち親の虐待経験やス
トレス，子どもの年齢や身体的健康からなる「心理発達
的文脈」，親の収入などの家庭環境や親子間のインタラ
クションからなる「直接的文脈」，そして近隣の特徴や
利用できる社会資源，ネットワークといった「広域的文
脈」が，それぞれ独立に児童虐待の可能性を高めるとす
るものである。他方，リスク加算モデルでは，多様なリ
スク要因について，単純に要因数が児童虐待の発生を予
測することになる。610名の養育者への調査からは，リ
スク加算モデルが支持された。つまり，親の収入にも虐
待につながる特殊な意味はなく，他の要因と同様，リス
クを高めるものであると考えられる。
日本でも虐待と貧困の関係を示すデータが報告されて

いる。東京都福祉局（2005）が虐待を行った家庭の状
況を調べたところ，ひとり親家庭が 31.8％，経済的困難
が 30.8％を占めていた。このようなデータについて山野
（2009）は，相関関係と因果関係の判別は慎重であるべ
きとしながら，児童虐待と家庭の社会経済的状況の関係
性について，二つの経路が想定できるとしている。一つ
は，親たちが受ける心理的ストレスを媒介因として親業
のあり方や親子関係などに影響する道筋である。あと一
つは，より直接的に経済状況が影響する場合であり，た
とえば子どもが障害児であることは虐待のハイリスク要
因の一つであるが，社会経済的地位が低い家庭では各種
のサービスを受ける時間的金銭的余裕がなく，虐待が予
防されにくいといった点を指摘している。加えて，より
労働単価の高い夜間就労のために，親子の関わりそのも
のが時間的に制約を受ける可能性もあるとする。さらに，
個別家庭の状況を越えて，不況のために税収が減収する
と公的責任のもとのサービスが減退するという指摘もあ
る（松本，2008）。なお，同じく身近な関係の暴力とし
て配偶者間の暴力については，加害者との決別が現在の
生活基盤を失うことを意味するため，解決が困難になる
ことが報告されている（笹田，2009）。いずれも，実証
的な研究が待たれる。

Figure 2　攻撃の二過程モデル（大渕，1994より引用）
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貧困が暴力の発生に与える影響：
事例化した暴力

しかし実証研究といっても，暴力の発生をリアルタイ
ムで観察することは倫理的に難しい。また，回顧的な自
己報告では回答者にバイアスもかかりやすいという欠点
もある。そこで，もう一つの選択肢として，既存のデー
タから「事例化」した暴力について検討していくことが
考えられる。

Kronemn, Loeber, & Hipwell（2004）は，複数のモデ
ルを参照し，とくに若年層への影響について，その流れ
を以下の 3つに分類することを提案している。すなわち，
制度的資源，交流，そして規範的・集団的効果である。
制度的資源に注目するモデルでは，子どものケアや学校，
医療に関連する機関，さらに就業の機会，学習やコミュ
ニティでの活動機会などに関する利用可能性の点から，
近隣の環境が貧困であることが与える影響について，説
明するものである。また，交流についてのモデルでは，
親の性格や行動，親が利用できるサポートネットワーク，
家庭環境の質と構造，友人との親密な関係が，考慮され
る。最後に規範や集団的効果としては，住民の行動に方
向性を与え観察する機能をもつ，地域の公的・私的制度
の存在や，住民にとって物理的な意味でのリスクの存在
を，近隣が与える影響のルートとして考えられることに
なる。また，Stoddard, Henly, Sieving, & Bolland（2010）は，
貧困と暴力という特徴をもつ地域に子どもが暮らすこと
で，希望を失うこと hopelessnessが成長後の暴力に結
びつくこと，暴力の予防には，この hopelessnessへの
対応が重要であると述べている。
一方，Wilkinson（2005 /2009）は，外部からの経済的
影響が社会における所得格差・相対的貧困の拡大を生
み，それは社会関係を権威主義的・不平等なものにする
と指摘している。それと並行して，家族関係，コミュニ
ティにも影響を与えることで，ストレス等による心身の
不健康状態に至ることを経て，暴力行為に至るモデルを
提示した。そして「少なくとも 50本の論文が，所得格
差の大きな社会ほど暴力的になっていくことを示してい
る」としている。
そのうえで，暴力が主として富裕層と貧困層の間の争
いの形をとるのではなく，貧困層にいるもの同士で起こ
ることに注目している。つまり，富裕層から貧困層への
制度的暴力を背景にして，貧困層における身体的暴力が
あるという構造を想定しているのである。ウィルキンソ
ンは，ジェームズ・ギリガン（Gilligan, J.）の説に言及
しつつ，「人は，地位を欠くこと，他人より劣っている
ことを，まるで不名誉のバッジをつけているかのように
感じたりする。その結果，たとえ自分より少しだけ優位
にある者の目線であっても，それを否定的なものと受け

止め」「認められたいと思うのではなく，否定的に見ら
れる苦痛から逃れる手段として見られないことを切望」
し，「明らかに対等な者同士の間の平等という前提を破
るものに対して用心深く」，「最も屈辱を受けた人たちこ
そが，わずかに残された自尊心を取り戻し，維持する必
要を強く感じている」からこそ，対立が社会の底辺，す
なわち貧困層に集中するのだとしている。つまり，暴力
は尊厳を守るために，尊厳を守るべき関係性の中で起こ
るのである。暴力が誰に向けられるのかについて，貧困
に基づく格差社会＝不平等が制約を与えているという指
摘は興味深い。
ところで，日本では若者の暴力の質的・量的増加が注
目されている。土井（2012）は，「犯罪は，その量にお
いて増加しつつあるばかりでなく，その質においても凶
悪化し，特に，青少年犯罪にその傾向が著しいといわれ
ている」という一文を読んだとき，近年の若者のイメー
ジをもつ人が多いのではないかと指摘する。だが，実際
にはこの文は，1960年に発行された「犯罪白書」から
抜きだした一文なのである。そして，少年犯罪について
検討する上で，少年刑法犯全体をとりあげると戦後より
増加しているようにみえるが，警察等の統制活動の影響
が及びにくい重大な犯罪，具体的には殺人犯と強盗犯を
とりあげてみると様子は異なるという。1960年頃から
1990年頃までは一貫して減り続け，90年代に入って再
び増加し，2003年を境に再び減少傾向に入ったとみる
ことができる。
そして，貧困がもたらすフラストレーションが犯罪の
原因であるという仮定をおき，そのフラストレーション
＝剝奪感は失業率に良く反映されるとして，失業率の変
動と殺人犯と強盗犯との相関を検討した。すると，「た
しかに正の相関がみられるが，長期的な変動を追ってい
くと，とくに 1980年代に入ってからは，その相関度が
やや低下して」おり，さらに 2007年以降は両者に全く
関係が見られなくなったと指摘している。そして，かつ
ては立身出世主義に煽られつつ貧困状況にあることで，
アノミー状態であった貧困家庭の子どもたちは，社会の
成長拡大を経て価値が多様化した社会においては，むし
ろ宿命主義とでもいうべき諦めの状況の中で，そもそも
希望をもつというモチベーション自体を持ち得ない，と
分析している。この考察は，先に日本において貧困と暴
力の関係を示唆した疫学データと矛盾しているように思
えるかもしれない。

暴力の対人的側面の再評価

しかし，上記のような，貧困に対する価値観の変遷は
アノミー状態以外の面でも，暴力に影響を与えている可
能性がある。たとえば，貧困を反発のばねにする立身出
世主義から，社会が成長し貧富の差を意識しない仕組み
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の宿命主義へとシフトした現在の日本では，大切なのは
競争に勝つことではなく対人関係を良好に保つことであ
り，若者の価値の指標は生産性から「関係性」へと移っ
たと指摘される。この関係性に沿って，攻撃や暴力の存
在は仮定されるのではないだろうか。実は，少年の一般
刑法犯検挙人員の推移（Figure 3）をみてみると，確か
に殺人や強盗は減少してきているのだが，詐欺罪は増加
していると土井（2012）も指摘している。
単にアノミー状態＝内的衝動が起こりにくくなったと

いうことなら，あらゆる暴力が抑制されるだろう。児童
虐待については，子どもの虹情報研修センターが児童相
談所への相談数を，また配偶者間暴力については内閣
府男女共同参画局（2012）が警察における暴力相談等
の対応件数を報告しているが，実はいずれも増加傾向
にある（Figure 4）。つまり，殺人や強盗といった「他
者」への暴力ではなく，格差社会と関係性を重視する価

Figure 3　少年の一般刑法犯検挙人員の推移（法務総合
研究所，2011）

人

Figure 4　児童虐待相談の対応件数（上）及び警察に寄せれらた配偶者間暴力
の相談対応件数（下）の年次変化（子どもの虹情報研修センター，
2012；内閣府男女共同参画局，2012より作成）

人

人
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値を背景に，暴力が「内向き」になった可能性がある。
Wilkinson（2005 /2009）が示したことでもあるが，貧困
は暴力の方向性（対象）に制約を与えているといえるの
ではないだろうか。
ここまで，暴力との関連のなかで貧困について検討して

きた。貧困は，アノミー論や内的衝動論が示すように，個
体の暴力発生の確率を高める側面をもっている。しかし，
そればかりでなく，生活者との相互作用の中で，長い時間
をかけて物理的，心理社会的，文化的に制約し，特に暴
力の抑止力を削ぎ，あるいは特定の方向（対象）に促進
させる可能性があると考えられる。逆にいえば，仮に今日
本の経済が好転して「豊かに」なったとしても，暴力の
現れ方は変わるかもしれないが，減じる保証はない。

景気変動と自殺

次に，貧困と自殺の関係について検討していく。直接
的な貧困の指標とはいえないかも知れないが，景気変動
と自殺率の関係は，いくつかの理論的な予測がなされて
いる（Marris, Berman, & Silverman, 2000）。デュルケム
（Durkheim, É）に代表される立場では，人間の欲求と実
際の景気状況との差がアノミー状態を生むと説明してい
るが，それは，不景気で欲しいものが手に入らない場合
にも，好景気で人間の欲求が現実を越えて膨らみすぎた
場合にもあてはまる。つまり，景気の向上に対して自殺
率は U字を描くと予想する。これに対して，人々の野
心は実際の景気変動より早くうごくので，不満を生むの
はむしろ景気の良いときと予測する立場（右上がりの直
線），そして不景気なときに自殺が多くなるという（私
たちの直感的な理解に合致する）右下がりの直線で予測
する立場がある。
そして，多くの研究では，やはり不景気なときに自殺
が増えるという予測を支持する結果を報告しているとい
う（Marris et al. 2000）。Figure 5に戦後の日本の自殺率
の変化を示した。3つの山と 2つの谷を見出すことがで
きるが，それぞれ，景気状況に対応していることが見

て取れる。また，日本の失業率との統計上の有意な相
関を報告する研究もあり（Aihara & Iki, 2003; Motohashi,  

1991），やはり上記の 3番目の立場に合致する。ただし，
北欧やヨーロッパの一部の国では，景気変動と自殺率が
対応しないことが知られている。先に暴力について考察
したように，貧困が社会資源の利用などに影響を与える
ことで間接的に自殺の増減に影響を与えるとしたら，北
欧などの安定した社会保障制度等のあり方がこのような
結果の違いの背景にあるのかもしれない。また，日本
では 2003年以降はとくに自殺率と失業率の対応が悪く
なっているが，たとえば改正労働者派遣法によって，統
計上の失業率の示す内容が変わってしまった可能性も考
えられる。

自殺の対人関係理論

先に暴力について検討したことと同様に，自殺につ
いても個人内プロセスを検討しておきたいが，（暴力の
ような）実験社会心理学の知見を含め，十分なエビデ
ンスはない。ここでは，Joiner, Van Orden, Witte, & Rudd

（2009 /2011）の臨床経験に基づく自殺の対人関係理論を
参照しておきたい（Figure 6）。この理論では，自殺企図

Figure 5　日本の自殺率の変動と景気（厚生労働省，2012より作成）

Figure 6　自殺の対人関係理論（Joiner et al., 2009 / 2011

より作成）
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の発生に関わる要因は 3つある。「負担感の知覚」とは，
生き続ける場合のつらさ＝負担感が，死ぬことのつらさ
を越えて強くなることが危険とされる。たとえば，自分
が生きていると家族のストレスが非常に強くなってしま
う，自分のことはどうでもいい，といった感覚をもつこ
となどが含まれる。「所属感の減弱」とは，家族・仲間・
職場・地域などコミュニティへの所属感が薄れ，孤独感，
孤立無援感をもつ状況である。そして，「身についた自
殺の潜在能力」とは，いわば，自殺の方法を身につけた
程度のことである。児童の自傷行為などでは，当人が死
にたいと思った行動でも，致死性の低いもの（たとえば
風邪薬を 10錠飲む）である場合があるが，これはこの
能力が低いということになる。逆に，目前で自殺既遂を
目撃してしまった場合などは，高い能力をもつというこ
とになる。致死的な手段の入手しやすさといった，物理
的環境の特徴も含まれよう。この 3つの要因が揃うこと
で，重篤な自殺企図がなされ，死にいたると仮定されて
いる。
先に議論した内的衝動は，このモデルでは負担感に相
当するだろう。つまり，このモデルにおいても内的衝動
だけでは，自殺の発生を予測しない。むしろ，どのよう
な要因であろうと，（他の側面の影響を考えると）自殺
との単相関の関係は想定しづらい。なお，所属感の減弱
は，「関係のなさ」を示すものであり，暴力の発生に「関
係性」が重要であったこととは本質的な相違点のように
みえる。
ところで，自殺の潜在能力が指し示すものは，社会・
文化，また物理的な環境での学習の結果と考えることが
できる。そして，自殺の潜在能力についての学習が「情
報」によるものならば，その環境を整える「豊かさ」こ
そが危険という指摘もあり得るだろう。日本において，
日常用品を用いてガスを発生させる自殺の方法が，イン
ターネットを介して広まった問題は記憶に新しい。また，
所属感が強いのは裕福な地域なのか，貧しい地域なのか
という予測も単純ではない。デュルケムも，貧しい環境
での生活は「ない事を学ぶ環境」であり，相対的に不十
分な状況でも満足できるので，むしろ自殺は少なくなる
と予測していた（Marris et al., 2000）。さらにWilkinson

（2005 /2009）も，格差のある不平等な社会において暴
力が増えることが確認されている一方で，自殺はむしろ
経済的な格差のない，平等な社会において発生しやすい
と述べている。

貧困が自殺関連行動に与える影響

では実証的な研究成果から確認してみよう。貧困の指
標のうち，失業が自殺に与える影響をさまざまな文脈で
語られてきた（Mäkinen & Wasserman, 2009）。Stuckler, 

Basu, Suhrcke, Coutts, & McKee（2009）は，ヨーロッパ

26ヶ国について経済的な変化が死亡率にあたえる影響
を検討し，無職者が 3％増加すれば自殺は約 4.5％増加
すると試算している。また，一人当たり 10＄の投資で
再雇用のためのプログラムを実施すれば，失業者の自殺
を 0.038％抑止するとも述べている。
しかし，貧困と自殺関連行動の関係は必ずしも安定的

ではない。収入が多い，職があるなど社会経済的地位が
高いほうが自殺は少ない，つまり逆相関であるという知
見は確かに多い。ただし，統計的に有意な逆相関が見ら
れる自治体数は，その規模によって異なり，近隣なら
95％，町や地区なら 80％，州などで 65％の自治体で逆
相関を示すのに対し，国なら 52％にとどまる（Rehkopf 

& Buka, 2006）。あるいは集団より個人のリスク要因と
しての経済問題のほうが，自殺との関係は明確であると
する指摘がある（Marris et al., 2000）。より小さな集団
において，貧困と自殺率の逆相関が明確になる理由とし
ては，社会経済的指標の分散が小さくなる可能性（つま
り独立変数の分散が小さくなり，自治体の特徴が明確に
なる）や，住民が貧困な地域に居住すること自体には影
響力がなく，単に個人レベルでの影響の集積として逆相
関が現れている場合（つまり，人数が少ないほうが従属
変数は安定する），また，貧困地域に居ることが影響を
もつには適切な集団規模があるためかもしれないと指摘
されている（Rehkopf & Buka, 2006）。
また，集団の効果と個人のもつリスクとを同時に検討
した研究では，貧しい地域に暮らすと希死念慮は 2倍，
自殺未遂は 4倍になり，個人の脆弱性の要素（たとえば，
うつやアルコール依存など）を制御しても，近隣の貧し
さの影響は残るという研究（Dupere, Lupere, & Lupere, 

2009）がある。その一方で，統計的な操作をすると，社
会的剥奪の程度によって個人の不利が自殺に結びつく程
度は変わらないことから，効果的な自殺予防を行うため
には地域への介入ではなく，個人の離職者や教育・収入
の低い人への対応に集中すべきだと主張する研究もある
（Burrows, Auger, Gamache, St-Laurent, & Hamel, 2011）。
この点で，知見は一貫していない。
また，貧困の影響を住居や職業といった点から評価
するタウンゼント（Townsend, P.）らの社会経済的剝奪
（socio-economic deprivation）の指標と，経済活動におわ
れて家族や友人と適切な交流時間をもてないという点か
ら，社会の断片化を評価するソーシャルフラグメンテー
ション（social fragmentation）の指標を比較した研究で
は，性別，また従属変数を自殺とするか意図的な自傷
行為にするかによって結果が異なることも報告されて
いる（Gunnell, Shepherd, & Evans, 2000; Hawton, Harris, 

Hodder, Simkim, & Gunnell, 2001）。日本では，実証研究
は多くないが，小田切・内田・市川・近藤（2010）が山
梨県の市町村における自殺率と生活保護率との相関関係
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（r＝0.58）を報告している。ただし，この研究では，生
活保護率は老年人口割合や単身高齢者割合とも 0.41か
ら 0.57程度の相関係数を示しており，経済指標だけの
説明力とは言いきれないようである。

自殺の対人関係の側面と貧困

では，貧困と自殺の関係はどのように検討するべきな
のだろうか。一つのポイントは，やはり適切なエリアを
設定し，そして自殺に影響するプロセスを仮定して，文
脈効果（ある特徴をもつ集団に属する影響）を検討して
いくことだろう。先に示した自殺の対人関係理論（Figure 

6）では，自殺企図の成立の条件として，所属感の減弱
と自殺の潜在能力といった，具体的な対人関係によって
影響されるとみられる側面が含まれている。自殺という
従属変数を予測するためには，この二つの独立変数が機
能する程度のエリアの広さで，観察可能な水準で研究す
る必要があると考えられる。極端にいえば，日本国家へ
の所属感の減弱が，個人の自殺行為の発生に影響する可
能性は高くない。

Bernburg, Thorlindsson, & Sigfusdottir（2009）は，青
年を対象として地域の貧困の影響をみるために，アイス
ランドの青年がほとんど所属するパブリックスクールの
校区を研究単位として設定した。そして，以下の項目に
より自殺問題があることの示唆（suicide suggestion）を
測定している。具体的には，「誰かから，自殺したいと
思っていると聞かされたことはありますか」「あなたの
知っている人の中で，自殺未遂をした方はいますか」「あ
なたの知っている人の中で自殺企図をした人はいます
か」などを含む 5項目からなる。地域の貧困の客観的指
標（平均収入や住民の移動など）と個人の指標（個人の
収入や家族との同居など）を独立変数として，青年の自
殺企図や自殺念慮の経験を説明する重回帰分析を行った
ところ，（その個人が貧しい家庭に育っているかどうか
とは別に）貧困地域に住むことで自殺関連行動が増加す
るという，文脈効果が示された。しかし，統計的にみる
と，その効果の大部分は自殺問題があることの示唆によ
るものであり，自殺未遂に対しては強く，自殺念慮には
中程度の説明力をもつことがわかった。つまり，貧困地
域の自殺への影響の一つは，対人ネットワークを介して
の自殺情報の提供であり，自殺の潜在能力を高める環境
といえるのである。

ニッチとしての貧困：暴力と自殺の行方

暴力も自殺も，社会の適切な存続に反するものとして，
あるいは社会病理として位置づけられる現象である。こ
れらとの関係でみる貧困とは，やはり人の生活や成長に
とってマイナスの要因である。この二つの現象からみる
と，貧困の共通する特徴とは，解消すべき内的な心理状

態を生み出すものであり，その発露に対する防御因子，
たとえば家族との適切な交流とか，支援・サービスの利
用とか，安定した住環境とか，教育の機会等を剝奪する
ものであった。
これらに加えて，暴力の場合は，貧困と共存する不平
等な社会構造やそれに対応するための価値観が機能し
て，暴力の発生する対人関係に制約がみられた。具体的
にいえば，現在の日本では，「外」への暴力よりも，子
どもや配偶者など身近な関係性を前提とした「内」への
暴力へのシフトが推測された。ここから，絶対的貧困で
あれ，相対的貧困であれ，あるいは剝奪といった視点
に置き換えようとも，貧困そのものの解決は困難な社
会状況が続くのだとすると，暴力はなんらかの形で発
露しつづけると理解できるのかもしれない。たとえば
Wilkinson（2005 /2009）が指摘するように，暴力が個人
の尊厳に関わるものだとしたら，それを完全に抑制する
ことは現実的ではない。ただし，暴力が社会においてで
たらめに発生するばかりでなく，貧困と人々の価値観と
の関わりのなかで規則性が見出せるものであるならば，
より適合的な暴力，あるいは表現を工夫すべきであり，
そのような攻撃性の発露の仕方を導く，教育やサービス
をデザインすることを考えていくことを課題とすべきで
あろう。いわば，暴力・攻撃性にとってのニッチとして
の貧困という視点である。
他方，自殺の場合は，社会における適合的なあり方を
考えることは，さらに困難，というよりタブーに思える
かも知れない。しかし，Bernburg et al.（2009）が指摘した，
自殺問題が地域に存在することを示唆する情報は，貧困
環境における実際の対人関係を介して伝わる，という点
に着目したい。つまり，自殺の潜在能力が環境から学習
されるのならば，環境を整えることで自殺の抑止力とな
る情報の流れを作れるのではないだろうか。
川野（印刷中）は，世界価値調査（World Value Survey:

以後WVS）のデータを用い 1995年および 2005年の，各

Figure 7　各国の自殺率と自殺の非許容率（川野，印刷中）
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国の自殺率と自殺への態度を相関図に示した（Figure 7）。
自殺への態度は，10件法の 1，すなわち「全く間違って
いる（認められない）」と回答した比率（非許容率）を
用いている。また，自殺率は OECDのデータを用いた。
この図をみてわかるように，多くの国では自殺の非許
容率は下がる傾向にある。そして，自殺の非許容率が
30％を切っているスェーデンの自殺死亡率は，非許容率
が 50％程度の日本よりもはるかに低い。つまりスウェー
デンでは，過半数の人が「自殺を全く間違っているとは
考えていない」なかで，自殺率を低く保つことに成功し
ているのである。このデータが示すことは，仮に情報提
供を行うとしても，単に自殺を認めないという認識が国
単位で広まるだけでは，自殺行為への傾性を抑制するこ
とは困難だということである。あるいは積極的に解釈す
るならば，社会が自殺について端から目を瞑るのではな
く，存在する現象として適切に「扱う」ことに価値があ
るのかも知れない。
誰に，どのような情報を，何を介して，どのような方
法で伝えることが自殺関連行動に影響を与えるのか，残
念ながら今の時点では十分な手がかりは得られていな
い。明確に指摘できるのは，制御されない情報環境の危
険性であり，それは単に貧困であるがゆえに（あるいは
豊かであるがゆえに）決定されるものではないが，その
影響は注目に値する。貧困環境の対人ネットワークで，
自殺の情報はいかに生まれ，流れているのかについて研
究をすすめることは，自殺予防にとって，あるいは生と
死を視野にいれた生涯発達の視点からも，重要な手がか
りを与えるものと思われる。
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The purpose of this paper was to consider poverty with regard to violence and suicide. Considering anomie theory or 

inner impulse theory, poverty raises the probability of generating violence. However, it is possible to affect the direction of 

violence, according to some reports about child abuse, domestic violence, and crime. On the other hand, concerning suicide, 

its relation to economic fluctuation is explained theoretically. However, empirical research about the relation between suicidal 

behavior and shortage of social resources based on a socioeconomic situation is not consistent. Consequently, the following 

two features of poverty become clear: (1) it induces an inner state of mind which should be resolved to enable recovery, and 

(2) it deprives people of the opportunity to use the protective factors such as suitable exchanges in a family, use of support 

services, a stable living environment, and educational opportunities. Conversely, generating violence or suicide can be 

readily grasped by observing poverty. By advancing research from the viewpoint of the poverty as a niche, it is possible to 

understand factors which manage these social pathological phenomena.
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宮内　洋
（高崎健康福祉大学短期大学部）

本稿では，かつて北海道大学教育学部における学際的研究グループによって進められていた「貧困と
子ども」に関する研究の一部を紹介しながら，歴史学やルポルタージュの知見も用いて，発達心理学の
基礎的知見と貧困との関係についての考察をおこない，今後の課題を挙げた。具体的には，人間の発達
における各ステージのうち，誕生から児童期まで（胎児期，新生児・乳児期，幼児期，児童期）に限定し，
この各ステージにおいて，貧困が各々の子どもの発達にどのようにかかわっている可能性があるのかに
ついて，生活環境を中心にして考察をおこなった。このプロセスを通して，これまで日本国内における
発達心理学研究の多くが「絶対的貧困（absolute poverty）」の状態にある子どもや養育者を除外してきた
可能性を指摘した。しかし，貧困世帯が広がる現代日本社会においては，研究者側が気づかぬままに実
験や観察等の場で「相対的貧困（relative poverty）」状態の子どもや養育者にすでに出会っている可能性
があることも指摘し，研究者側が貧困と社会的排除に対して自覚的になる必要性を述べた。最後に，本
稿での考察から，社会科学的な概念である「絶対的貧困」と「相対的貧困」について，発達心理学の観
点からの定義の提唱も試みた。
【キーワード】　絶対的貧困，相対的貧困，発達段階，排除

は　じ　め　に

本稿では，個人の生涯発達における胎児期から児童期
までの一部の期間のみに限定し，貧困が各々の発達段階
においてどのようにかかわっている可能性があるのかに
ついて述べ，それらに基づく社会的排除についても合わ
せて考察する。
まずは，ある一人の発達心理学者の素朴な述懐から始
めたい。日本国内の発達心理学と貧困との関係の一端が，
以下の記述に端的表れている。

「私が人間を社会的存在として捉えるとともに，歴史
的存在として捉えることの必要性を具体的に実感するの
は，1953年に北海道大学へ赴任し城戸先生に出会って
からである。子どもを理解するためには現実の生活の中
で捉えることとともに，時間の流れの中で捉えるという
ことの必要性を北大幼児園（中略）の幼児たちとその家
庭との接触を通して学ぶことができたのであった。私は
東京の山の手の小市民の家庭に生まれ育ち，エリート校
といわれた学校で 12歳から 18歳までを送り，その後
東大の心理学科で実験心理学の落第生として鬱々とした
日々を過ごしたのであるが，その間に接した友人・教
師・卒論の被験者（東大付近の小学校 5年生たち）とい
う人たちに比べると，北大に来てから接触した近所の家
庭からやってくる幼児たちとその母親たち，貧困家庭の

幼児のための保育園の幼児たち，農村部の小学校の貧困
児童たち，僻地の小学校と併設の季節保育所の子どもた
ちや母親たちはまったく異なった人たちであることに驚
いたのである。東京で接した中流家庭の子どもたちの姿
（それもほとんどは実験室などの統制された人工的な状
況での観察によって捉えた姿）が子ども，人間の姿であ
ると知らず知らずに思い込んでいた私にとっては本当に
大きな衝撃であった。しかも，そうした人間一般の行動
をもとにして一般向けの心理学書が書かれ，研究がなさ
れているということが私にとってはひどくむなしいこと
に思えてきたのであった。」（三宅，2004b，pp.167–168，
ただし，下線部は筆者）

この文章は，発達心理学者，三宅和夫による述懐であ
る。一人の若き研究者における自文化主義的世界観の崩
壊の様が，数十年後の視点からあまりにも素直に述べら
れている。一人の若き発達心理学者は，東京を離れ，北
海道という地で「貧困」という社会的現実に出会ったの
である。
この背景には，北海道大学教育学部の籠山京をはじめ

とする北海道大学教育学部のグループが学際的に「子ど
もと貧困」について実証的に取り組んできた歴史があり，
今なおその伝統は綿々と続いている（松本，2008）。三
宅もまた，そのメンバーの一人であった。このような北
海道大学教育学部での地道な取り組みは，最近まで大々
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的に取り上げられることはほとんどなかったと言える。
本稿では，三宅の初期のフィールド研究から，貧困と社
会的排除についても考察する。

胎児期と貧困

まず，近年の「赤ちゃん学」の成果により，「赤ちゃん」
は守るべき存在ではあるが，まったくの受動的な存在で
はなく，種々の能力に満ちた能動的な存在であることが
明らかとなっている（開，2011など）。とはいえ，胎児
は自由に移動することはかなわず，母親の胎内にいるこ
とによって守られているとともに，一方でその行動が拘
束されてもいる。この点は，胎児においては栄養を母親
から随時吸収できるというメリットがある反面，母親の
種々の行動の影響を直接的に受けるというデメリットも
また有しているとも言える。例えば，母親の胎内にいる
間，母親が喫煙すると，身体の器官がまだ十分に発達し
ていない胎児は大量の有害物質であるニコチンを無理矢
理に体内に注入されるということになり，血管は収縮し，
一酸化炭素によって胎児は低酸素状態に陥る。母親が喫
煙した際に，胎内でもがき苦しみ，母体から逃れようと
する胎児の姿も超音波映像として記録がなされている。
このような母親の行為は，わが子に対する紛れもない「虐
待」である。ましてや，身体にダメージを与えるシンナー
や覚醒剤等の麻薬はなおさらであろう。
それでは，子どもが胎内にいる際に，母親が貧困な状
況にあった場合はどのような可能性があるだろうか。ま
ずは，その前に，貧困な状態とはどのような状態なのか
について定義しておく必要がある。貧困に関する議論に
おいて，念頭に置かれる貧困という状態がそもそも論者
によって異なることがあり，この点は，一人ひとりの自
らがこれまで歩んできた体験と経験と，それに基づく想
像力によって導き出されている「貧困」に大きな相違が
生じていると思われるからである。
ここではいったん，「人々が生活するために必要なも
のは，食料や医療など，その社会全体のレベルに関係な
く決められるものであり，それらが欠けている状態」と
しておきたい（阿部，2008，p.42）。これらは，社会科
学領域において「絶対的貧困（absolute poverty）」と呼
ばれる状態である。
このような中，まず胎児を体内に宿す母親が満足な食
料を得られない場合には，母子ともに生命の危険さえあ
ることが指摘できる。仮に食事が得られたとしても，母
親における栄養不足，もしくは栄養の偏りが考えられる。
そうすると，母親の栄養不足は，胎児の栄養不足にも直
結することだろう。さらに，このような状態が続けば，
胎児は低体重児として出生する可能性も高くなるだろう
し，さらには，流産や死産の危険性もあるだろう。
母親が妊娠している状態ではフルタイムで働くことは

困難であり，また働くこと自体が胎児を危険に晒すこと
にもなるだろう（働き口があればの話であるが）。しかし，
生活のために，陣痛が始まる直前まで仕事をする / せざ
るを得ない場合も生じるだろうが，胎児にとっては危険
な要素が多い。かつては，炭鉱内で働いていた妊婦がそ
のまま炭鉱で出産した記録もある（小松，2009）。働く
ことが困難になれば，収入を得ることが難しく，ますま
す貧困状態が悪化していくことにもなるだろう。本人も
しくは家族あるいは連帯保証人等の借金の返済がないと
仮定し，この際に家族に収入がある者がいるとすれば，
もしくは妊婦を支援する者が周囲にいるならば，この周
産期をどうにか乗り切ることができるだろうが，いない
場合には貧困はますます悪化していくであろう。この時
期に十分な食料が欠けている状態では，胎内の子どもと
ともに安全な場が確保されているとは考えがたい。こ
のようなストレスフルな環境において ,種々のストレッ
サーの胎児への影響における直接的な因果関係を実験的
に解明することはきわめて困難であると推測できるが，
この点もまた発達心理学においては一つの課題として将
来的に考えていく必要があるのではないだろうか。
陣痛が起こり，痛みに堪え切れずに救急車で初めて産
婦人科を訪れることになる妊婦も少なからず存在するこ
とも指摘しておかなければならない。日本国内の貧困世
帯の集住地区には，母子健康手帳（親子健康手帳）を持
つことなく，産婦人科に初めて足を踏み入れる時がまさ
に分娩となる妊婦は珍しくないという産婦人科病院もあ
る。他者とのかかわりが途絶えた貧困世帯においては，
母親になるための教育やその知識や情報（妊娠期の喫
煙・飲酒の危険性等）も欠落したまま，子どもを出産す
ることになる場合もある。

新生児・乳児期と貧困

柏木は，子どものことを「自らの発達の能動的プロ
デューサー」と端的に表現している。つまり，「子ども
は幼い時から多様な人への強い関心をもち，他と交流す
ることを楽しむ存在であり，自ら学ぶ力をもった発達の
主体」であるという（柏木，2008，p.179）。新生児，そ
して乳児においては，「機能の喜び」と表現されている
通り，自らの機能をまさに探求するのであり，それらは
他者とのコミュニケーションのためになされていると言
えよう。
しかし，そのような能動的な存在も，たとえこの世に
産まれたとしても，前述のように，貧困による栄養不足
によって亡くなってしまうこともある。あるいは，種々
の病気の感染，それらの悪化によって亡くなることもあ
るだろう。
以下の Figure 1は，日本国内の 1歳児未満の乳児死亡
率をグラフに示したものである。1000人の乳児当たり
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の死亡数の割合ということになる。
Figure 1のように，国内の乳児死亡率は 1918年をピー
クに著しく減少し続けている。医療技術の進歩や食料不
足の激減などの具体的な要因がその理由として挙げられ
るだろうが，近年ではおよそ 430人に一人の割合で乳児
が亡くなっている。しかし，戦後間もない時期は，およ
そ 13人に一人は乳児が亡くなっていた。これは日本全
体の平均であるので，当然ながら，地域によっては偏り
が生じている。例えば，戦前においては，東北地方のあ
る村では 4人に一人の乳児が亡くなっているという記述
も残されている（宮本・山本・楫西・山代，1995a）。改
めて強調しておくと，貧困は，新生児・乳児の死と直結
しているのである。
「絶対的貧困」の状況下にある新生児・乳児は，たと
え無事に生まれたとしても，その家族が育てることがで
きないために，実の母親やその夫（実の父親ではないか
もしれない）の手によって遺棄されることもある。いわ
ゆる，「捨て子」である。捨て子とは，自らでは現実的
に子どもを育てることができないという推測のもとに，
他の誰かに自らの大切な子どもの人生を委ね，子どもの
存命を願う親による最後の戦略である場合もある（沢山，
2006）。また，子どもの被差別的な出生を変えるために，
あえて「捨て子」にされたケースも見られる。
一方で，「間引き」などと呼ばれているように，子ど
もを育てていくことができないために，生まれたばかり
の子どもを殺すこともあった。実際に，近代以降に限定
しても，日本社会ではこのような記述に事欠かない。
例えば，3.15事件における弁護活動で知られる弁護士

の布施辰治は，1880年に現在の宮城県石巻市に生まれ
たが，「当時の農村では“間引き”の慣習が残っており」，
布施辰治自身も胎児期にすでに間引きされることが決
まっていたと記されている（布施，1963）1）。
それ以前ではすでに宣教師たちによって，貧困による
子どもの間引きと堕胎がショッキングに伝えられてい
る。江戸時代では，西日本では堕胎が，東日本では間引
きが多く，町人には堕胎，農民には間引きが多かったと
され，『日本残酷物語』においてはそれらにまつわる残
酷な描写（生まれた子どもの殺し方など）が数多く紹介
されている（宮本ほか，1995a）。なぜ，農民に間引きが
多かったのか。それは，農民の多くが，堕胎のために必
要な薬や医療者の世話に対する支払いができない経済状
況のために，産まれたばかりの子どもを殺める間引きが
多かったと説明されている。最近の歴史研究においては，
それらは野放し状態であったわけでは決してなく，近世
においても，堕胎や間引きに対する厳しい取り締まりが
実施されていたことがうかがわれる（沢山，2006）。さ
らに，近代に入ると，間引きは殺人罪とされて取り締ま
られるようになり，親もしくは「産婆」が子どもを直接
に自らの手で殺めることは少なくなったとされる。だか
らといって，間引きという殺人行為が消失したわけでは

1）布施は予定よりも出産が早かったために産婆による殺害から結果
的に逃れたという。ちなみに，この布施辰治の孫が，北海道大学
教育学部教授であった故・布施鉄治である。布施は，「いま，私
はかつて篭山教授が築きあげられてきた生活教育講座（現・教育
社会学講座）のあとを受けついでいる。」と述べているように ,

制度上の後継者であった（布施，1984）。

Figure 1　日本国における乳児死亡率（生後 4週以上 1年未満）
注．上図は，厚生労働省大臣官房統計情報部「人口動態統計」から筆者が作成した。ただし，1944，45，46年の 3年間についてはデー

タがないために空白となっている。

200

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0
1
9
0
0

1
9
0
5

1
9
1
0

1
9
1
5

1
9
2
0

1
9
2
5

1
9
3
0

1
9
3
5

1
9
4
0

1
9
4
5

1
9
5
0

1
9
5
5

1
9
6
0

1
9
6
5

1
9
7
0

1
9
7
5

1
9
8
0

1
9
8
5

1
9
9
0

1
9
9
5

2
0
0
0

2
0
0
5

2
0
1
0
年



407　貧困と排除の発達心理学序説

ない。病名不明の乳幼児の死亡に注意する必要があるだ
ろう。東北地方に間引きが多かったことについては，地
域における貧困の問題かと筆者は推測する。つまり，捨
て子は「子どもの存命を願う親による最後の戦略」であ
ると先に記したが，これは周囲に自らの子どもの一生を
委ねられるほどの経済力のある世帯が必要となる。地域
全体が絶対的貧困状態にあるならば，委ねる先が存在し
ないことになる。そうすると，捨て子という行為は結果
的に殺人行為に等しいことになるだろう。間引きとは，
堕胎の費用を工面できないから，自らが経験している /

したようなひもじい，辛い思いをさせないために，自ら
の子どもを産まれてすぐに自らの手で殺めるという，親
にとってはわが子に対する最後の愛情ある行為だったと
も考えられる 2）。
それでは，以降は生き残った子どもたち（サバイバー）

について述べていく。乳児期は，他者とのかかわりにお
いて，非常に重要な時期であることは発達心理学の領域
では自明のことである。この時期における姿勢制御能力
の低さから，乳児は養育者に身体を操作され続け，この
プロセスで他者との共在のあり様を身体的に学んでい
く。その中で，養育者との共同注視の経験を経て，共同
注意というコミュニケーション様式を獲得する（常田，
2009）。
しかし，第 81回アカデミー賞においては 8部門も制
した映画『スラムドッグ＄ミリオネア』（ダニー・ボイ
ル監督，2008年）でも一つのエピソードとして挿まれ
ていたが，そもそもスラムで生活する絶対的貧困状態に
ある子どもたちは，このコミュニケーションの基盤とな
る共同注視において重要となる目を無理矢理に見えなく
させられることがある。つまり，物乞いをするためには，
五体満足の身体であっては，施しを与える側から同情を
ひくことができないので，マフィアが子どもたちの目を
潰したり，身体の一部を切り落とすことがある。このよ
うなことがあっても，被害者である子どもたちはマフィ
アへの恐怖や恨みを表出せずに，「自分が悪かったから
目を潰された」と語るという（石井，2009）。
これらは，石井（2009）によって報告されているイ
ンドの沿岸都市部の出来事であるが，かつての日本にお
いては，このように子どもの「目を潰す」といった記述
は見当たらない。散見されるのは，物乞いをする際には
大人の側がわざわざ盲目の子どもを借りに来るといった
エピソードである（宮本・山本・楫西・山代，1995b，
p.66）。同情をより一層ひくことができる盲目の子ども
が「上」で，「中」はよく泣く子どもか，よくお辞儀を

する子ども，「ふつうの子ども」は「下」だとされ，今
でいうところの子どもの「レンタル料」にも差があった
とされる。例えば，盲目の子どもの一日の賃貸料は 80

銭であり，「ふつうの子ども」は 20銭とされていた。現
代の日本国内では，盲目の子どもの物乞いを見ることは
皆無であろう。そもそも，「物乞い」という行為もほと
んど見られることはない。筆者が子どもの頃の 1960–70

年代前半においては，大阪府の中心街にあったデパート
の地下には階段のほぼ一段一段にホームレスの人たち
（ほぼすべて男性だったように記憶している）が寝てお
り，屋外には自らの不条理な悲話を語ったり，それらを
紙に書いて掲示した「物乞い」が歩行者から「施し」を
もらっていた。しかし，現在，このような貧困の様相は
公的な空間からは排除され，隠蔽されているためにほと
んど見られなくなった（西澤，1995）。
アメリカの貧困研究による知見から，「０歳から二歳
時点での貧困が，子どもの健康や IQなどのその時点で
の成長に対する影響が一番大きく，また，子どもが成人
してからの学歴達成度などをみても，この時期の貧困が
ほかの子ども期の貧困よりも大きく影響している」と阿
部は言う（阿部，2008，p.71）。ならば，この時期への
対策がもっとも重要であるという阿部の主張は当然であ
るとともに，一方で，日本国内の発達心理学においても，
この時期における貧困とのかかわりを念頭に置いたミク
ロな研究を進めていく必然性があるだろう。例えば，こ
の時期における他者との関係の形成については，乳児の
視点からすれば，快情動の共有と不快情動の低減に向か
う二つの行動システムに大まかに分けられるが（坂上，
2012），貧困は養育者との快情動の共有の機会を奪い，
恐れや不安等の不快情動を逆に増加させる事態を引き起
こすという仮説も立てられ，さらに具体的な生活に即し
た調査・分析が望まれる。

幼児期と貧困

これまでは，簡単に述べると食べることができない状
態，すなわち「絶対的貧困」の状況を念頭に置いて述べ
てきた。この「絶対的貧困」は，多くの人たちが了解す
る貧困の状態であろう。それらについて，現在の国外の
スラムの状況や，国内のかつての状況の記述をもとにし
て述べてきた。
ここからは，主に「相対的貧困」について述べていき

たい。「相対的貧困」は，上記の「絶対的貧困」と比較
すると，多くの人たちには了解されづらい「貧困」状態
である。特に，日本国内では，相対的貧困に対しては，
貧困状態とは認められないと見なす人たちが多いという
（阿部，2008）。実際に，ホームレスの人たちにさえも，
貧困な状態であると見なさない人たちが，ある調査では
1 /3もいた（岩田，2007）。このように，日本社会は他

2）だが，それは許される行為ではないことは自明である。この論理
は，横塚晃一をはじめとする青い芝の会が徹底的に糾弾した重度
障碍児殺人事件の犯人である実の母親の心情と，この母親に対す
る減刑運動に賛同した人々の思いと同質であろう（横塚，2007）。
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者の貧困をなかなか認めない意識が浸透しており，さら
には，西澤（2010）が指摘するように，「貧困を個人的
欠陥の帰結とみなす多数派の意識」は，日本社会におけ
る貧困という社会的事実を隠蔽し続けたとも言える。
先の「絶対的貧困」に比して，「人として社会に認め
られる最低限の生活水準は，その社会における『通常』
から，それほど離れていないことが必要であり，それ以
下の生活を『貧困』と定義」し，これらが「相対的貧困
（relative poverty）」と呼ばれている（阿部，2008，p.42）。
OECDでは，この相対的貧困について具体的に，「その
社会で一番標準的（中央値）の『手取り』の『世帯所得』
の約半分以下の生活を『貧困』と定義している」（阿部，
2008，p.45）。厚生労働省によると（平成 22年国民生活
基礎調査結果），2009年度の時点での日本社会において
は中央値が 224万円であり，この貧困のラインは世帯年
収が 112万円（実質値）ということになるので，この所
得に満たない生活している世帯は「貧困層」ということ
になる（Figure 2参照）。こうなると，先の絶対的貧困
とは異なり，ごく少数の世帯とはもはや呼べない，現代
の日本社会全体の 16.0％が含まれることになり，日本国
は先進国の中でも貧困率が高い国であるとの指摘もされ
るようになる。
上記のようなデータの推計結果等より，阿部は，「日
本の子どもの貧困率が決して国際的に低いレベルでな
く，そして中でも，母子世帯の子ども，0歳から二歳の
乳幼児，若い父親をもつ子ども，多子世帯の子どもの貧
困率が非常に高い」とし，さらには「これらの世帯にお

ける貧困率が，日本の中でもっとも早いペースで上昇し
ている」ことを指摘している（阿部，2008，p.70）。ち
なみに，一人親世帯に限定すると，貧困率は 60％に近く，
OECD 30ヶ国の中では，群を抜いてもっとも高い。
それでは，幼児期において貧困状態である場合につい
て考えみたい。このような状況においては，養育者は働
きに行く可能性は高く，国内では子どもは乳児期から保
育所に預けられる可能性が高い。「3歳児神話」は 21世
紀においてはすでにまさに神話となって風化しているの
で，3歳以前の子どもの母親が働くことに対する周囲か
らの風当たりは以前よりは幾分弱まっていると思われ，
母親自身も保育所に預けることに対する，かつてのよう
な，ある種の抵抗感や後ろめたさもなくなっているだろ
う。ただ，貧困層においては，保育所への保育料が支払
うことができず，滞納の問題も深刻化してきている（実
方，2008）。
この時期における子どもにとって，周囲の大人の役割

は大きい。一緒に生活する大人を社会的参照とし，幼児
は自らの行動を積み重ねていく。貧困のために，家族か
ら分離され，児童養護施設，あるいは乳児院で生活する
ことになる子どもいるだろう3）。湯澤（2008）は，5歳
の女児のある訴えから家族について再考しているが，そ
の女児の両親の説明を引用しよう。

Figure 2　等価可処分所得金額別にみた世帯員数の累積度数分布（厚生労働省「平
成 22年度国民生活基礎調査の概況」より）

注．等価可処分所得は，昭和 60年（1985年）を基準とした消費者物価指数（持家の帰属家賃を除く
総合指数）で調整したもの（実質値）である。

3）児童養護施設で生活した /する子どもの出身家族については，貧
困と深く結びつく，家族構成の不安定・不定形，さらには暴力や
虐待に表出される家族関係の困難などが繰り返し指摘されている
（西田，2011）。
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「子どものために土木作業員や工員など，できる仕事
をなんでも懸命に担ってきた C子の父親であるが，建
設現場での事故をきっかけに一気に人生の歯車がかみ合
わなくなっていった。健康というもの自体が，実は階
層性を帯びているものであることは，かつてから指摘
されてきたことである。C子の父親は，中学卒業後，危
険の多い仕事を担い続け，おのずと事故に遭う確率も高
かったのである。事故による失職により立ちゆかない生
活のなかで，子どもを育てるために借金。ふくらむ利子
の返済のため，C子の父親は職を求めて単身で都会へ出
た。1年過ぎてももどらず音信不通となった父親を待つ
なか，C子の母親はさらに経済的にゆきづまり，精神疾
患を患い，家事や子育てが困難になっていた。」（湯澤，
2008，p.221）

これは，子どもを抱えた貧困家庭の一つのケースとし
て読める。福祉や臨床に携わった者にとっては，このよ
うなケースは稀有ではなく，なぜこのような悪い事態に
物事が進んでいくのかについては，ある程度は推測でき
るのではないだろうか。C子の父親（以下，本稿では「X

さん」とする）は中学卒業後に働いたとあるが，なぜ高
校に進学しなかったのだろうか。親の学歴と子どもの学
歴は無関係ではなく（阿部，2008），Xさんに養育者が
いたならば，不安定な職業に従事していた可能性は高く，
高校進学への経済的な余裕がなかったと考えられよう。
Xさんに実質上の養育者がいなければ，中学卒業という
学歴は現在においては社会的なハンディキャップになる
ということを理解していても，働かざるを得ないだろ
う。中学卒業後に働き始めた Xさんはいくら身体を酷
使して働いても，「ピンハネ」されてしまい，手元には
わずかの額しか残らなかったのではないだろうか。その
ような職場においては，事故に遭った場合などは，医療
費はすべて本人が支払わなければならず，さらには職場
での仕事も続けることができないので，日給制ならば給
与も支払われずに，収入を完全に絶たれてしまう。Xさ
んに養育者がいれば，一時的に頼るかもしれないが，失
踪もしくは死亡の場合もある。また，養育者自身が借金
等で経済的に非常に苦しい場合は頼ることなどはできな
い（逆に頼るどころか，頼られることになるかもしれな
い）。さらに，Xさんが虐待を受けていたりした場合には，
仮に養育者側に経済的余裕があったとしても，その養育
者に頼ろうとはしないだろう。誰にも頼ることができな
いがゆえに，結果的に違法な高金利で金を貸す業者から
借金を重ねることになり，ますます厳しい状態に追い込
まれることもある。
このような負のスパイラルに陥った家族の中で育つ子
どももいる。幼児期において重要なことの一つは，他者
との関係性の発達，しかも他者との関係の調整の学びで

あろう。意図的に学習をしていなくとも，養育者やきょ
うだい，そしてほぼ同年齢の「お友達」とのやりとりを
通して，子どもたちは自己主張と自己抑制の調整，つま
り自己制御を学んでいくと言える。柏木の研究が示す通
り，3，4歳時期に自己制御が可能になる子どもたちが
多い（柏木，1988）。これまで述べてきたような，種々
の意味での不安定な関係性に基盤を置くストレスフルな
環境においては，自己制御のかたちはいかなるものとな
るのだろうか。養育者は条件の悪い厳しい仕事に毎日追
われ，疲労が蓄積し，在宅の際には精神的な余裕がない
ままに子どもに対してつい怒鳴ったり，手を出してしま
うなど，養育者自らのストレスを子どもにぶつける危険
性が高まるかもしれない。もしくは，逆に，子どもの自
己主張に対して「壁」とはならず /なれず，子どもとゆっ
くりと触れ合う時間が持てないことが引け目となり，子
どもの言うがままになるかもしれない。その場合には，
子ども自身は「騒ぐ」と自らの思い通りなると学習して
しまい，保育所等においても，自分の思い通りになるま
で騒ぐことになるだろう。さらに，前者においては，養
育者の怒鳴る姿や叩く行為を学習し，保育所等では周囲
の子どもたちに対して，養育者に似たような振る舞いを
することもある。どちらにせよ，保育所等においては，
同年齢のクラスの「お友達」からは「困った存在」や「こ
わい存在」と見られ，危険な遊びでリードしていく場合
もあるので魅力的な存在に映ることもあるが，周囲の子
どもたちとは双方向的な関係にはならず，子ども同士の
やりとりによって自己制御を学習する機会も，保育者を
はじめとした周囲の大人による入念に準備された配慮が
なければ，なかなか難しいように思われる。
最後に一つ付け加えておきたい。子どもは能動的であ

ると言えども，大人に比べると圧倒的に弱い存在である。
この幼児期，そして後述する児童期に子どもは売られ，
「性玩具」として扱われることがある。このような時期
に，性的な虐待の被害を受けるという事例が国内外問わ
ず多い。石井の報告からは，男女問わず，幼児は年長の
男性に毎日のようにレイプされている姿が浮かび上がっ
てくる（石井，2009）。現在の日本社会ではそのような
状態は報告されてはいないかもしれないが，いくつかの
ライフストーリーには，家庭内における性的虐待も含み，
それらがうかがわれる記述も見られる（例えば，永沢，
1996，1999）。

児童期と貧困

子どもがたとえ捨てられも，売られても生き延び，周
囲の大人に殺されずにいたならば，日本国内においては

4）外国籍もしくは無国籍の子どもについては，国際人権規約等によ
り，就学を希望する場合においては，日本国籍の子どもと同様に
入学を受け入れる機会が与えられている。
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義務教育機関である小学校に入学することになる 4）。義
務教育期間は，公立学校に通学するのであるならば，入
学金も授業料も不要となり，小中学校の 9年間は無償で
あると見なしている人は少なくない。しかし，実際には，
給食費，学級費，教材費等を子どもの養育者が個人で負
担しなければならず，文字通りの無償ではない。最近マ
スメディアでも騒がれていたように，給食費の未払い問
題も生じている。そうすると，貧困世帯においては，義
務教育期間も子どもを通学させることは困難になってこ
よう。さらに，制服がない場合には，子どもの服装や所
持品についても深刻な問題となってくるだろう。
義務教育の教育機関に通学することができたならば，
この児童期においては，貧困と学力をはじめとする教育
の問題は無視できない。冒頭でも記したように，北海道
大学教育学部の学際的研究グループは 1950年代に，貧
困と教育の問題について精力的な実証研究を積み上げて
きた。例えば，籠山（1954）は子どもの家庭の経済状況
によって知的能力と学業成績に差異があること（さらに
は教員との関係）を明らかにし，三宅（1957）は親の職
業と子どもの友人嗜好性との関係性，さらには親の職業
と教員との親密度のイメージの関係性等について明らか
にした。しかし，苅谷（1995）が丁寧に説明したように，
日本社会における貧困と教育の問題はその後，最近に至
るまでほぼ蚊帳の外に置かれることになる。
しかし，再び苅谷の手によって，この貧困と教育の問
題について光が当てられる。あまりにも有名な研究であ
るので紹介するまでもないが，苅谷（2001）によって明
らかとされた，親の社会階層とその子どもの「努力」の
関係性についてである。この研究は対象が高校生である
が，親の社会階層が下位である子どもは学習意欲が相対
的に低く，「努力」もしなくなるということを，調査結
果から示した。つまり，学力以前に，「努力」までもが
社会階層の上下に影響を受けているというわけである。
これに対して阿部は，この結果に対して，「貧困文化

（＝意欲がなく，努力しなく，希望をもたない文化）」に
その原因を帰さず，あくまでも経済的な要因を主張する
（阿部，2008，p.160）。そして，貧困家庭の前に立ちは
だかる二つの「経済的ハードル」を指摘した。つまり，
まず一つ目のハードルは，他国に比べると最低レベルに
抑えられている公的教育制度自体が，養育者の私的な負
担に依っているという点だ。次に，義務教育後に，経済
的負担が軽い上位の公立学校に進学したり，奨学金を取
得しようとするならば，学習塾や予備校などのさらなる
投資という家族の経済戦略が必要となるという二つ目の
ハードルだ。その上で，「貧困の子どもにとって二つの
経済的ハードルは，もはや乗り越えられない高さになっ
ており，意識の変容までもを促している」と指摘してい
る（阿部，2008，p.160）。この阿部による指摘は，子ど

もを進学させたくてもできない養育者の心情と，その養
育者の心情を思いやる子どもの心情までも包み込むほど
射程は広い。推測に過ぎないが，この阿部の指摘に従う
ならば，貧困世帯の子どもの多くが勉強をする意欲をな
くし，努力をしなくなり，希望ももたなくなるのは，子
どもを進学させたくても経済的な理由でできない養育者
の心情を思いやって，養育者を結果的に責めないよう
に，自らで自らの希望を絶ったからという見方もでき
る。もしくは，幼い頃からの家庭の経済状況から，その
ことを察知して，種々のチャレンジする以前に学歴競争
のトラックから降りたからではないだろうか。そのよう
な解釈もまた可能であろう。社会科学の領域においては
子どもたちに具体的に間近で接する機会を持たない研究
者もいるだろうが，発達心理学の領域においては，個々
の子どもの好奇心や学習意欲を間近でよく見知っている
ので，このような解釈は理解されやすいのではないだろ
うか。とにかく，「努力」という意識を，上位の社会階
層の中で優しく包まれて支援され続けた者の視点からの
み見ていくことは，下位の社会階層におけるそれを見誤
る危険性があるかもしれない。
そこで，教室の内部に分け入った実証研究に立ち戻っ
てみたい。本稿の冒頭で触れた三宅和夫が北海道大学に
移籍して 3年ほど経った時の論考を取り上げる（三宅，
1957）。上記の苅谷もこの研究に対しては紙面を多く割
いているが（苅谷，1995），本稿でも丁寧に見ていきたい。
三宅による，現在で言うフィールド研究は，「子ども
の家庭の社会階層の上下関係が，学級におけるそれら各
階層の子どもの地位における上下関係と一致する」（三
宅，1957，p.16）ことを仮説とし，その仮説の検証のた
めに，以下で述べる種々の方法論を用いている。
調査の対象は，北海道内道央部の二つの小学校の各 1

クラスである。一方は 4年生，もう一方は 6年生である。
ただし，後者は階層を俸給生活者世帯と農家の 2種類に
分けて分析しているが，筆者はその区分と階層の一致に
若干の疑問を感じるので，本稿においては前者のみにつ
いて触れる。前者の小学校 4年生のクラスにおいては，
俸給生活者世帯（公務員と事務職員），常雇工員と常雇
労務者の世帯，日雇い労働者の世帯と三つの社会階層に
三宅は区分している。本稿では便宜上，各階層をそれぞ
れ順番に A群，B群，C群と名付ける。子どもの人数は，
A群：19名，B群：16名，C群：14名であった。
まずは，「ソシオメトリック・テスト」において，学

習場面と遊び場面の双方で，誰を選択するのかを尋ねて
いる。結果は，双方ともに A群の子どもが圧倒的に選
択されていた。驚くべきことは，各群ともに C群の子
どもを選択することは少なかったが，学習場面において
も，遊び場面においても，C群の子どもはすべて C群
の子どもを誰一人も選択しなかったという事実である。
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この事実は，一体何を意味するのだろうか。
次に，「ゲス・フウ・テスト」（以下，ゲスフーテスト
と表記）を実施し，「教師と親密な関係にあると子ども
たちの目に映じている子ども」や，教員からの日常的な
賞罰的な行為の対象を尋ねている。結果は，教員と親密
な関係にあると生徒たちの目に映っている生徒は A群
の子どもが圧倒的に多く，先のソシオメトリック・テス
トにおいて学習場面で選択されている者は賞賛の対象と
して名前が挙がっていた。
三宅は上記の結果のみならず，「学級外の生活場面で
の交友関係の観察」が必要であるとフィールドワーカー
的志向をしていたが，実際には面接を実施した。そこで
は，A群の子どもは C群の子どもとは誰一人，学級外
で遊んでいないことが明らかとなった。居住地域が離れ
ているのが要因と三宅は解釈している。
それから，「作文法」も実施し，①先生にしてもらい
たいことと，②友達にしてもらいたいことを生徒たちに
書いてもらっている。①においては，「叱ってほしい」
と「叱らないでほしい」という相反する要求が表れ，前
者においては A群は 19名中 13名が要求し，C群は誰
一人も要求していない。一方で，後者の「叱らないでほ
しい」という要求は，A群は誰一人も書かず，C群は 4

名が要求している。他に，三宅が興味あるものと挙げて
いるものに，C群の子どもによる「手を上げたらあてて
ほしい」や「よく先生に注意されるが，どういうわけで
注意されるのかわからない」という教員に対する要求が
ある。同様に，②については，C群の子どもから A群
の子どもに対して，「ともだちにしてほしい」という，
あまりにも切ない要求も見られた。
三宅は，学習場面における行動観察もまたおこなって
いる。三宅たちという異質な他者について，当時の小学
生たちはどのような目で見ていたのかが非常に気になる
ところであるが（このことに関する記述は残念ながらな
い），小学 4年の社会科の学習場面を，質問紙による授
業内容の理解度調査（三宅・城戸，1959）とともに，「時
間見本法により一人一分ずつくりかえして記録」してい
る。具体的には，単純に，①「学習に対して熱心であり，
積極的であると思われる行動の項目」（例えば，授業へ
の注目，筆記，挙手など）と，②「不活発，消極的で興
味を示さないような行動の項目」（例えば，脇見，ぼん
やり，手遊びなど）に区分して記録を取っている。そう
すると，各群から 2名抽出された，わずか計 6名の結果
に過ぎないが，A群の子どもは①の項目が多く，B群の
子どもは①と②がおよそ半々，C群の子どもは一人を除
き，②の項目が多いという結果となった。ただし，C群
の一人の女子は，A群の女子とほぼ同じ割合で①の項目
が多かった。この点について，この女子は「学業成績も
かなり良く，両親が教育に熱心であり，先年までは定職

のある家庭であった」と三宅は記している。このことは，
幼少期の家庭的環境が，児童の学習場面での行動におい
ては重要であることを示唆しているとも考えられる。
以上が，三宅の「研究生活の出発点」（三宅，2004a）
でもあるフィールド研究の結果である。結論から言えば，
「子どもの家庭の社会階層の上下関係が，学級における
それら各階層の子どもの地位における上下関係と一致す
る」という三宅の仮説は概ね支持されたということにな
ろう。つまり，親の階層が高ければ，小学校のクラスに
おいて，クラスのメンバーから支持され，それだけでは
なく，教員とは親密な関係にあり，優遇されているよう
に見えていることが明らかとなったのである。
以上報告した結果は，現在から半世紀以上も前の出来

事である。現在の小学校の内部は，三宅のフィールド研
究時とは制度面も含めて異なっていよう。貧困世帯の子
どもは増えていると指摘されているが，上記の仮説は今
も支持されるのだろうか。このことを明らかにするため
に，小学校のクラスに分け入った地道なフィールド研究
が必要となろう。たとえ小学校での参与観察がますます
困難になろうとも，三宅がおこなった学習場面における
行動分析もまた，小型ビデオカメラを駆使しながらなさ
れるべきだろう。

貧困と排除される子どもたち

ここまでは，各発達段階における子どもの発達と貧困
とのかかわりについて考察してきた。特に，胎児期と新
生児期・乳児期においては，堕胎や間引きといった子殺
しに焦点を当てた。この子殺しは，私たちが生活するこ
の社会からの文字通りの排除である。胎児期から乳児期
における，自力で生きていく力がまだ備わっていない子
どもにとっては，養育者を中心にした周囲の大人たちの
貧困は，自らの死を意味する場合もあるのである。貧困
と社会的排除に関する論考は多いが，貧困による教育の
機会や労働市場からの排除だけではなく，それ以前に，
そのようなステージに至るまでに，貧困によるこの社会
からの排除，すなわち，実の親等による遺棄や殺害，餓
死や病死という生命の危険に，子どもたちは常に晒され
ているという事実を改めて指摘しておく。
幼児期になると，多くの子どもたちは自らによる姿勢
制御も可能となり，自らの身体を動かすことによって，
種々の目的を果たすことができるようになる。さらに，
周囲の他者とことばによる日常的なコミュニケーション
ができるようになる。とはいえ，この時期の子どもの行
動範囲は狭く，多くの子どもたちにとっては，その生活
時間の大半を過ごすことになる主な舞台は，養育者に
よって保育所に預けられることがなければ，養育者と一
緒に生活する家庭ということになるだろう。しかし，貧
困によって，その家庭の維持が困難となったり，不安定
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になったりして，その家庭から子どもが排除されてしま
う場合もある。家庭そのものが離散等によって崩壊する
以外にも，子どもに対する暴力や虐待等の行為もまた家
庭からの排除の一形態としてとらえられるかもしれな
い。このような結果から，児童養護施設に移り住むこと
になる子どもも少なくないが，地方自治体等のまなざし
からはもれてしまい，取り残されたままの子どもたちも
いる。つまり，社会から排除された幼児期を過ごす子ど
もたちもいる。
児童期になると義務教育機関に就学するので，戸籍が
ある限りは，社会からは少なくとも「包摂」の手が子ど
もたちに差し出されるはずである（その手からもれてい
る子どもが今後はより一層問題になってこよう）。この
時期の子どもたちにとっての主な舞台は，学校である。
この学校での子どもたちについて具体的に考察していく
ために，上記の三宅のフィールド研究に再び戻る。
先に紹介した，北海道内道央部の小学校 4年生の 1ク

ラス（49名）を対象としたフィールド研究についてで
ある。親の雇用形態のみからの観点では C群の子ども
たち 14名全員が貧困世帯の子どもであるとは言えない
だろうが，三宅が明らかにした点は，貧困世帯の子ども
と学力の関係性よりも，公立小学校のクラスのメンバー
内における階層間の溝の発見であると言える。子どもた
ち同士は，クラス外においては，A群の子どもは C群
の子どもとは遊んではおらず，C群の子どもから A群
の子どもに対して「ともだちにしてほしい」という作文
に書かれていた切ない願いが見られるように，A群の子
ども，つまり安定した定収入を得ていた上位の階層の子
どもたちは，C群の子ども，つまり貧困世帯の子どもと
の間にある種の距離を意図的に設けていることが推測で
きる。
さらに，注目すべき点は，ソシオメトリック・テスト
では，学習場面と遊び場面の双方において，すべての C

群の子どもが C群の子どもを一人も選んでいなかった
という事実である。つまり，貧困世帯の子どもたち自身
は，自らと同じ貧困世帯の子どもと，学習場面において
一緒に勉強したいとは思わず，遊び場面においても一緒
に遊ぼうとは思っていなかったことが考えられる。上位
の階層の子どもたちによる意図的な距離の取り方が，上
位の階層の子どもたちによる貧困世帯の子どもたちに対
するある種の偏見のまなざしによるものだとするなら
ば，貧困世帯の子どもたちが自らと同じ貧困世帯の子ど
もたちと勉強も遊びも一緒にしたいとは思わないという
態度は，上位の階層の子どもたちの偏見のまなざしが貧
困世帯の子どもたちのまなざしにも内面化されていると
も考えられ，そうであるならば，それはあまりにももの
悲しいことである。
また，三宅のフィールド研究からは，教員は上位の階

層の子どもと下位の階層の子どもに対して，意図的か非
意図的かは別にして，異なる対応をおこなっており，そ
れらを子どもたちも理解していることがうかがえる。キ
ング牧師暗殺の翌日に，アイオワ州の公立小学校で一人
の女性教員が差別に関する実験をおこなったことはあま
りにも有名なことである（Peters, 1987 /1988）。このよ
うな実験ではなく，貧困であるという理由によって教員
が，他の生徒は異なる行動をとるようなことが半世紀以
上も前には起きていた可能性がある。しかし，貧困であ
るという理由によって，教員が生徒に差別的行動をとる
などということは現在では考えられない。一方で，教室
において，子どもたちが貧困世帯の子どもを排除するこ
とは起こり得るだろう。子どもたちが自らとの相違に
よって相手を攻撃したり，いじめたりする場合には，他
の子どもと異なる服装や所持品であったり，他の子ども
たちが持っているモノを所持していなかったりすること
が要因となることもあり得る。先述の通り，貧困の状態
は，結果的にこのような可能性を高めていると言える。
確かに言えることは，大人の社会においては，その信
憑性が揺らぐ「割れ窓理論」等と絡み合いながら，貧困
は犯罪とされる見方が強まっている。つまり，「能力主
義と労働倫理が支配する近代においては，状態としての
貧困は，能力の欠如と怠惰によって説明づけられやすい。
社会的な要因にではなく個人に内在する要因が強調さ
れ，さらには悪の烙印が押され」，貧困そのものは犯罪
と見なされていくわけである（西澤，2011，pp.95-96）。
子どもたちの行動が，養育者を中心にした周囲の大人の
影響を強く受けるならば，子どもたち自身もこのような
ものの見方のもと，貧困世帯の子どもたちを学校から排
除しようと努めるかもしれない。貧困が犯罪視されるな
らば，貧困状態にある子どもへの敵視や蔑視に容易に繋
がることだろう。さらに，学校において能力主義と同時
に努力が重んじられている場合には，貧困世帯の子ども
の排除は良心も痛めずにスムースになされるかもしれな
い。何度も述べているように，貧困は能力の欠如ととも
に ,本人の努力不足と怠惰の結果であると見なされるか
らである。だが，上記の通り，貧困世帯においては，経
済的なハードルがあまりにも高く，もはや子ども自身の
独力の努力でカバーできるようなレベルではすでにない
のである。

おわりに

本稿では，発達心理学の基礎的な知見と貧困との関係
に触れてきたが，これまでの発達心理学の実験等による
知見の多くは，一部をのぞき，「絶対的貧困」の状態に
ある世帯は排除されてきたのではないかと素朴に感じ
る。つまり，その多くは，非「絶対的貧困」世帯を対象
とした発達心理学なのかもしれない。今後は，人間の精
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神発達を環境から切り離しては考えられないのだから
（陳，1998），守られた温かな環境だけではなく，その〈外
部）にも発達心理学は出て行くべきなのかもしれない。
しかし，「相対的貧困」の指標からすると，すでに発達
心理学の実験研究においても貧困は知らぬ間に取り込ま
れているだろう。冒頭の三宅和夫のような衝撃的な出会
いの体験はなくとも，知らぬ間に，私たちはいつもの実
験室やフィールドで貧困にすでに出会っているかもしれ
ないのである。今後は，研究者自身がこの点により一層
自覚的になる必要があるのではないだろうか。
最後に，本稿においては，「絶対的貧困」と「相対的貧困」
という区分けをしながら，胎児期から児童期までの発達
段階について述べてきた。「絶対的貧困」と「相対的貧困」
は，社会科学的な定義であるが，本稿を通して，発達心
理学からの定義もまた可能ではないかと思える。つまり，
「絶対的貧困」の状態では，養育者は“生物”としても
子どもを育てることができず，手放さざるを得ない。し
かし，「相対的貧困」の状態においては，“生物”として
は何とか子どもを育てることができるけれども，社会的
存在としての“人間”として育てることは困難であると
言える。要約すれば，養育者が“生物”としても子ども
を育てられない状態が「絶対的貧困」，“生物”としては
育てられても“人間”として十分に育てることが困難な
状態が「相対的貧困」という発達心理学からの定義もま
た提唱できるのではないだろうか。
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本稿では，日本・韓国・中国・ベトナムの子ども達のお金・お小遣いをめぐる生活世界を捉える。経
済的な豊かさの異なる状況のなかでの，子ども達の消費生活の広がり，お金使用における善悪の判断・
許容度の判断，お金をめぐる友だち関係や親子関係の認識などを明らかにし，子ども達の生活世界の豊
かさと貧しさという視点から考察を行うことが本研究の目的である。4か国で小学校 5年生，中学校 2年生，
高校 2年生を対象とする質問紙調査を行い，また家庭訪問による小・中・高校生にインタビュー調査も
行った。分析の結果，国の一人当たりの GDPの順である日韓中越の順に子どもの消費の領域が広がって
いること，友だち同士のおごり・貸し借りに関しては日本が最も否定的に捉える傾向があり，韓国やベ
トナムでは肯定的に捉える傾向があること，日本の子どもは自分が手にしたお小遣いは自分のお金であ
るという認識が強く，反対にベトナムは自分のお金も親のお金という認識が強いことが明らかになった。
これらの結果の特徴をもとに，それぞれの社会における「個立型」，「共立型」という視点から生活世界
の豊かさについて考察を行った。
【キーワード】　金銭感覚，消費世界，お金を媒介にする人間関係，豊かさ

は　じ　め　に

世界第 2位の経済大国といわれていた日本で，2000

年代から「格差社会」ということばが出現し（橘木，
2006；山田，2004），発展途上国の問題として認識さ
れてきた貧困が，今や日本の国会や政党間でも検討さ
れるようになり（浅井，2010），格差の広がりによる
貧困の問題はアメリカやイギリスなど先進諸国でも問
題になっている（小林，2006；堤，2008，2010; Ridge, 

2002 /2010）。
このような背景のなか，貧困がどのような経路を通し
て子どもに影響を与えているかについての関心も高まっ
ており，子どもが貧困状態に置かれている場合，学業成
就，社会・情緒および健康，非行問題などの面でどれく
らい影響を受けているかに関する研究がおこなわれてい
る（浅井，2010; Gregg, Harkness, & Machin, 1999; Ridge, 

2002 /2010; ソウル大学社会科学院ソウル児童パーネル
研究団，2011）。またその一方で，物質の豊かさのなか
で失われていくものに注目し，豊かさとは何か，その内
実が問われるようになった（大平，1990；暉峻，1989，
2003）。
従来のお金と子どもに関する研究は，市場交換の原

理に基づいた経済概念やお金の使用に対する子どもの
理解過程に焦点が向けられてきた（Berti & Bombi, 1988; 

Furnham（2001），また，Yamamoto ＆ Takahashi, 2007の
レビューも参照）。また親や子どもを対象にする本にも，
貯金や銀行，投資などを含む，社会のなかで経済の仕組
みを理解させる内容であったり，お金の節約術と関係す
る買い物の技術，お小遣い帳の記入などを教えるものが
中心である（例えば，Brown，2004；小泉，2009；子育
てグッズ & ライフ研究会，2004；たけや，2012）。
私たち著者らは，お金をめぐる生活世界に関する研究

プロジェクト（以下，お小遣い研究）のなかで，10年近
く日韓中越の子ども達のお金と関係する認識や行動につ
いて調査し，一つの文化的道具としてのお金に着目してき
た（呉，2011; Oh et al., 2005; Pian, Yamamoto, Takahashi, 

Oh, Takeo, & Sato, 2006; 竹尾ほか，2009; Yamamoto & 

Takahashi, 2007など参照）。子どもがお金の使い方を学
ぶことは，道具としてのお金の，その文化で望ましいと
される仕方での使用方法を学ぶことである。そうした意
味で，私たちはお金を文化的道具と呼んでいる。もちろ
ん，その中にはこれまでの研究が取り組んできた市場経
済社会における物差しとしてのお金の理解も含まれてい
ることは言うまでもない。お金は何か特有の意味を担っ
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た記号であるだけでなく，そのような意味を持った道具
として，外界に働きかけるために用いられる。私たちは
自分の欲望を実現するための道具としてお金を用い，そ
れを手放して代わりにものを手に入れる。その意味で，
お金は人ともの（商品）との間を媒介し，人と人との間
を媒介する文化的道具なのである。
本稿では，特集号テーマである「貧しさと豊かさ」を
考える糸口として，私たちがこれまで行ってきたお小遣
い研究を紹介する。貧しさあるいは豊かさの問題を，単
純な基準に基づいて直線上に並べてしまうような見方に
立つのではなく，子どもを取り巻くマクロな経済的環境
のなかで，子ども達の消費社会の広がりがどのように異
なるのか，それぞれ広がる消費社会のなかでお金を媒介
にする価値規範がどのように異なり，どのような人間関
係の構造の中に子ども達は生きているのかに焦点を当て
る。それにより，豊かさあるいは貧しさが持つ両義的な
内実の様相について再考したい。

お小遣い研究プロジェクトの概要

お小遣い研究プロジェクトチームは，日韓中越 4か国
の異なる文化的背景をもつ研究者で構成されている。主
に，インタビュー調査や質問紙調査を行ってきたが，国・
民族によって異なる視点があることを確認し，調査や
データ解釈においても議論を重ねてきた。
インタビュー調査は 2002年から 2004年にわたり，韓
国の済州島とソウル，ベトナムのハノイ，中国の北京と
延吉，日本の東京で順に行われた。研究者・通訳者合
わせて 3・4人が家庭を訪れ，家の中でインタビューを
行った。インタビューの内容は，お金・お小遣いのもら
い方・使い方，管理の仕方，お金をめぐるトラブル，お
金の良い使い方，お小遣いは誰のものかなどである。分
析に用いたケースは，小中高校生合わせて，日韓中越の
順に，11名，17名，11名，16名である（インタビュー
調査の詳細は，Oh et al., 2005; Pian et al., 2006; 呉，2011

などを参照）。
質問紙調査は 2002年から 2006年にかけて小学校 5年
生，中学校 2年生，高校 2年生を対象に行われた（Table 

1参照）。質問紙調査の主な内容は，①お小遣いのもら
い方（入手経路別の頻度と目的別の頻度），②お小遣い

の使い方（支出経験），③お小遣いをめぐる価値観（使
用の善悪判断，使用の許容度判断，お小遣いをめぐる親
子関係，お小遣いをめぐる友だち関係）に分けられる（質
問紙構成の詳細に関しては，竹尾ほか，2009を参照）。
本稿ではインタビュー調査と質問紙調査結果から，子
ども達の消費生活の広がりを示す「支出経験」の項目，
お金使用に関する価値規範を示す「お金使用の善悪判
断・許容度判断」項目，お金を媒介に形成される人間
関係の構造を示す「友だち関係」「親子関係」項目を用
い，これらのデータの解釈の参考として関連するインタ
ビュー記録を用いる。なお，紙幅の関係から本稿では分
析結果のみを示すが，具体的なデータに関しては高橋・
山本（印刷中）から参照することができる。また，以下
では簡便のため，都市名ではなく国名で結果を記載して
いるが，限られた場で得られたデータが国，あるいはそ
の文化を代表するものでないことは言うまでもない。そ
れぞれの都市の結果を対比的に分析する中でその特徴を
立ち上がらせて行くのが私たちの方法論的な立場であ
る。

消費世界の広がりとお金使用における
価値判断

お金を支払う項目や支払主体の移行
実際に子ども達はどのようなもの・ことに，どうやっ

てお金を払っているのだろうか。「文房具を買う」「友だ
ちにおやつをおごる」など計 25項目に対して「1．そう
いうものにお金を払ったことがない」「2．親がはらって
くれる」「3．親から特別にお金をもらう」「4．自分のお
小遣いやお年玉で払う」のうち当てはまるものを選んで
もらった（複数選択可）。それぞれの 4つの選択肢の選
択割合の，学年による変化パターンの項目間での共通性
を取りだすだめ，国別にクラスター分析（グループ間平
均連結法）を行った。各国で，4つのクラスターに分類
し，内容に合わせて再整理してまとめた。各クラスター
の項目は，学校段階による支払い方の変化が共通の項目
群を構成していると考えることができる。クラスターの
名称は小学校 5年生と高校 2年生の時の支払いの主体の
変化を見て命名した。Table 2は，小学校 5年生の支出
のパターンをベースにして，支出パターンの変化をまと

Table 1　質問紙調査の対象者

大阪 ソウル 北京 ハノイ・ハイフォン 

男 女 合計 男 女 合計 男 女 合計 男 女 合計 

小学 5年生 149 143 292 119 107 226 126 124 250 　88 109 197

中学 2年生 122 125 247 131 123 254 101 138 239 100 　99 199

高校 2年生 　66 108 174 136 126 262 　63 139 202 190 198 388
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めたものである。
親支出ベースの項目を見ると，学校納付金や家の食材
などは親支出継続だが，そのほかは，「親支出から子支
出へ」「親支出から親特別へ（特別に親にもらってから
自分で支出）」の項目になっている。4つの国による程
度の差はあるにせよ，小学校 5年生の段階から高校 2年
生になっていくにつれて，親が払う・親と一緒に支払う
という行動パターンから，子どもが親から離れた状態で
自分が支払うパターンになっている。
子支出ベースをみると，具体的な支出項目は日本が
もっとも多く，アクセサリーやゲームセンター，カラオ
ケなど遊びに関係する項目が多く入っている。相対的に
中国とベトナムの項目数が少なく，アクセサリー，ゲー

ムセンター，カラオケなどが入ってないことから，日本
や韓国の方が相対的に，小学校の段階から勉強関連だけ
ではなく，遊びと関連する消費世界への参加が広がって
いることが読みとれる。また，非支出ベースの部分を見
ると，中国やベトナムにおいては非支出から子支出へ
なっている項目が多く，中国やベトナムでは小学校 5年
の段階では消費活動があまりないが , 高校 2年生の段階
では子どもが参加する消費の領域が広がり，親主体の消
費から子ども主体の消費へ移行していく様子が伺われ
る。
お金使用における善悪判断と許容度判断
小学校 5年の段階から高校 2年の段階まで実質子ども
主体の消費が増え，子どもの消費領域が広がったとして

Table 2　各項目への支出者の変化に基づく国別クラスター分析のまとめ

食
材

学
校
納
付
金

参
考
書
・
問
題
集

交
通
費

日
用
品

自
分
の
服

遊
園
地
外
食
映
画

文
房
具

お
菓
子
や
飲
み
物

ゲ
ー
ム
セ
ン
タ
ー

貯
金
・
寄
付

友
だ
ち
に
プ
レ
ゼ
ン
ト

家
族
に
プ
レ
ゼ
ン
ト

お
や
つ
を
友
だ
ち
に
お
ご
る
Ｃ
Ｄ

ア
ク
セ
サ
リ
ー

カ
ラ
オ
ケ

友
だ
ち
に
金
を
貸
す

お
も
ち
ゃ
漫
画

友
だ
ち
と
賭
け
事

友
だ
ち
に
ご
飯
を
お
ご
る

日本

親支出
ベース

親支出継続

親支出から子支出へ

子支出
ベース 子支出優勢増加

非支出
ベース 非支出から子支出へ

韓国

親支出
ベース

親支出継続

親支出減少と親特別増加

子支出
ベース 子支出優勢増加

非支出
ベース 非支出から子支出へ

中国

親支出
ベース

親支出減少と
子支出増加

子支出
ベース 子支出優勢増加

非支出
ベース

非支出から子支出へ

非支出継続

ベトナム

親支出
ベース 親支出から親特別へ

子支出
ベース

子支出優勢増加

親支出減少と非支出継続

非支出
ベース 非支出減少と子支出増加

注．「親支出ベース」とは，小 5段階で親の支出が優勢であった項目，「子支出ベース」とは小 5段階で子どもが自分で支払っていた項目，「非
支出ベース」は小 5段階ではお金の支払ったことのない項目。また，「変化のパターン」は学年の上昇に伴って生じた変化の特徴を表す。
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も，子どもが自分が持っているお金で何でも自由に買っ
てもよいわけではない。子どもなりに，善い使い方，・
悪い使い方の認識をしている。
お金使用に関する善悪判断に関しては，上記と同様の

25項目について「1．よくない使い方だと思う」「2．ど
ちらとも言えないと思う」「3．よい使い方だと思う」の
3段階で評定してもらった。また許容度判断に関しても，
同じ 25項目について「1．そういう使い方はゆるされな
いと思う」「2．自分のお金でも保護者の許可が必要だと
思う」「3．自分のお金で自由に使えると思う」の 3段階
に評定してもらった。4か国・3学年の結果の全体につ
いて，25項目の各項目得点を対象に善悪判断・許容度
判断それぞれについて因子分析を実施したところ（主因
子法，バリマックス回転），いずれも 3因子が抽出された。
各因子で負荷量が高い項目はすべて，善悪判断・許容度
判断の両因子分析において共通であった。そこで，抽出
された各因子名を善悪判断・許容度判断で共通とし，第
1因子を「遊び」，第 2因子を「生活・学習」，第 3因子
を「友だち」と命名した（Table 3, 4参照）。因子ごとに，

因子負荷量が高い項目の得点の平均値を各因子の尺度得
点とし，国別および学年別に Table 5にまとめた。
尺度得点すべてで学年段階の上昇に伴い，善悪の判断

も許容度の判断も値が上がっており，この点は 4か国す
べてで共通であった。前述の結果も踏まえるならば，学
年の段階が上がるにつれて子ども達の消費世界への参与
も広がり，それが善悪・許容度判断に影響したものと考
えられる。また，「生活・学習」の一部を除き，善悪判
断よりも，その使い方は許されるだろうと判断する許容
度判断の方の値が高い場合が多いことから，それほど良
いとは思わない場合でも実際にはお金を使えることとし
て考えられている。
国別の値を比較してみると，「遊び」の善悪・許容度
は日本が最も高く，続いて韓国，中国，ベトナムの順で
ある。つまり，日本は遊びにお金を使うことは普通であ
り特に悪いと認識することはない。反対に中国・ベトナ
ムでは，遊びの善悪判断の平均は 1点台であり，遊びに
お金を使うのは良くないこととして認識されていると考
えられる。

Table 3　善悪の認識　探索的因子分析結果（主因子法，バリマックス回転）

遊び 生活・ 学習 友だち 共通性

16　カラオケに行く 0.65 –0.11 0.28 0.51 

11　流行歌などの CDを買う 0.64 –0.03 0.13 0.43 

14　アクセサリーを買う 0.62 –0.04 0.13 0.40 

10　ゲームセンターに行く　 0.59 –0.19 0.01 0.38 

　9　おもちゃを買う　 0.57 –0.05 –0.05 0.33 

15　映画をみる 0.56 0.16 0.24 0.40 

13　まんがを買う 0.51 –0.03 –0.18 0.30 

　1　おかしや飲み物を買う 0.51 0.00 0.18 0.29 

12　遊園地に行く 0.50 0.24 0.16 0.34 

　2　外食をする 0.49 0.01 0.28 0.32 

　4　自分の服を買う 0.42 0.33 0.10 0.29 

22　家で使う日用品を買う –0.02 0.66 0.05 0.44 

　5　参考書・問題集を買う –0.07 0.63 0.07 0.40 

23　家のおかずの食材などを買う –0.11 0.62 0.06 0.40 

　7　給食費や学費など学校納付金を払う –0.28 0.52 0.14 0.37 

25　困っている人のために学校や教会や街などで寄付する –0.03 0.52 0.03 0.27 

　3　文房具を買う 0.09 0.50 –0.05 0.26 

　6　通学の交通費を払う –0.04 0.46 0.28 0.29 

21　家族にプレゼントを買ってあげる 0.24 0.44 0.01 0.25 

17　おやつを友だちにおごる 0.22 –0.06 0.70 0.55 

18　友だちにご飯をおごる 0.22 0.10 0.64 0.47 

19　友だちにお金を貸す 0.07 0.11 0.55 0.31 

固有値 3.77 2.94 1.72 
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また，「友だち」の善悪・許容度は韓国が最も高く，
次に中国，ベトナム，日本の順であった。韓国では友だ
ち関係に貸し借りやおごりなどお金を使うのは普通のこ
ととして認識しているが，日本では良くないこととして
認識されているのである。消費世界の広がりにおいては
最も近い日韓であるが，友だちと関わるお金の使い方の
善悪・許容度判断には隔たりが大きい。
「生活・学習」の値は「遊び」や「友だち」に比べて，

4か国のすべてで値が高い。子ども達にはそれにお金を
使うこと自体が必要で望ましい領域として認識されてい
る。「生活・学習」の善悪は，ベトナムより日本が低いが，
許容度は日本の方が高い傾向が見られること，善悪の値
より許容度が低いのは，日本，韓国，中国においては小
学校段階でしか見られないが，ベトナムではすべての学
年において善悪より許容度が低いことから，ベトナムの
子どもたちは消費の世界への参与そのものに警戒的であ
ることが推察される。以下のベトナムのインタビューか
らその状況が読み取れる。
インタビュー例 1（Zさん　中 3　女，ベトナム）

インタビュアー：普通，お金をどれくらいもっていま
すか。

Z：普通はですね，あまり持ってない。ほとんどない。
必要であれば，ちょっとお父さんとかお母さんに頼んで
その時もらいますので。
インタビュアー：それはいくらもらいますか。
Z：時々，一日分（食事代）だけもらいますね。時々

お父さんが 1週間分のときもあるけど，一日平均 1,000
（約 5円）か 2,000ドン。
インタビュアー：Zさんはお金の環境には満足します
か。

Z：満足できますね。
インタビュアー：どういうものは買ってよくて，どう
いうものは買ってわるいかってこと，ちょっと教えてく
ださい。

Zさん：まだ，学生ですから，勉強に必要なもの，勉
強になる雑誌とか参考書，それは買っても良いです。あ
とは自分の飾り物などは，まだですね。必要ないと思う
ので。

Table 4　許容度の認識　探索的因子分析結果（主因子法，バリマックス回転）

遊び 生活・学習 友だち 共通性

10　ゲームセンターに行く　 0.76 –0.04 0.17 0.61 

16　カラオケに行く 0.75 0.09 0.33 0.68 

11　流行歌などの CDを買う 0.74 0.15 0.22 0.62 

14　アクセサリーを買う 0.73 0.16 0.18 0.60 

15　映画をみる 0.68 0.23 0.28 0.60 

13　まんがを買う 0.68 0.07 0.01 0.47 

　9　おもちゃを買う　 0.67 0.14 0.07 0.47 

12　遊園地に行く 0.61 0.31 0.20 0.51 

　2　外食をする 0.52 0.25 0.33 0.44 

　1　おかしや飲み物を買う 0.50 0.23 0.26 0.37 

　4　自分の服を買う 0.49 0.37 0.10 0.39 

22　家で使う日用品を買う 0.13 0.62 0.05 0.40 

　5　参考書・問題集を買う 0.11 0.60 0.12 0.39 

　6　通学の交通費を払う 0.03 0.57 0.34 0.44 

23　家のおかずの食材などを買う 0.07 0.56 0.07 0.33 

　3　文房具を買う 0.22 0.50 0.09 0.30 

　7　給食費や学費など学校納付金を払う –0.14 0.49 0.10 0.27 

25　困っている人のために学校や教会や街などで寄付する 0.13 0.48 0.11 0.26 

21　家族にプレゼントを買ってあげる 0.30 0.42 0.11 0.28 

19　友だちにお金を貸す 0.20 0.21 0.71 0.60 

18　友だちにご飯をおごる 0.33 0.28 0.70 0.68 

17　おやつを友だちにおごる 0.41 0.21 0.65 0.64 

固有値 5.58 3.20 2.38 
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インタビュアー：将来やっぱり 1か月のお小遣いがほ
しいとかそういうことありますか

Zさん：1か月にいっぺんにもらうのは，あまり好き
じゃない。なぜかというと，たくさんもらったらちょっ
と心配です。なくなる場合もあります。管理するのも難
しいですから。
以上のインタビュー事例は中学生の例であるが，勉強
や食事以外には使ってないこと，自分でもっと使いたい
という欲求も少ない分，自分で管理したいという感覚も
なく，むしろお金を持つ機会そのものを少なくしようと

することが読み取れる。

お金と関わる人間関係の構造

お金と関連する友だち関係
子ども達は友だちとの関わりにおいて，どのようにお

金を使うべきだと考えているのだろうか。お金を媒介と
した友だち関連の項目 13項目に関して，「まったく反対」
1点～「どちらとも言えない」3点～「とても賛成」5点
の 5件法で評定してもらい，それを得点化した。これら
の項目の得点を用いた探索的因子分析結果（主因子法，

Table 5　善悪の認識／許容度の認識についての各因子尺度得点の平均と標準偏差

国
遊び 生活・学習 友だち

善悪 許容度 善悪 許容度 善悪 許容度

日本

小 5 1.81 （0.41） 1.88 （0.39） 2.27 （0.45） 2.13 （0.41） 1.31 （0.47） 1.39 （0.57）

中 2 2.26 （0.46） 2.56 （0.37） 2.26 （0.44） 2.44 （0.36） 1.31 （0.47） 1.63 （0.76）

高 2 2.42 （0.41） 2.88 （0.30） 2.31 （0.46） 2.59 （0.45） 1.49 （0.50） 2.12 （0.84）

全体 2.09 （0.50） 2.31 （0.57） 2.27 （0.45） 2.33 （0.46） 1.36 （0.48） 1.64 （0.75）

韓国

小 5 1.70 （0.39） 1.78 （0.47） 2.46 （0.40） 2.40 （0.38） 1.52 （0.48） 1.67 （0.60）

中 2 1.98 （0.39） 2.29 （0.50） 2.36 （0.47） 2.47 （0.40） 1.89 （0.55） 2.37 （0.69）

高 2 2.03 （0.35） 2.59 （0.43） 2.38 （0.44） 2.58 （0.37） 1.99 （0.55） 2.70 （0.55）

全体 1.91 （0.40） 2.25 （0.57） 2.40 （0.44） 2.49 （0.39） 1.81 （0.56） 2.28 （0.75）

中国

小 5 1.50 （0.40） 1.53 （0.40） 2.42 （0.45） 2.36 （0.41） 1.45 （0.50） 1.49 （0.51）

中 2 1.63 （0.45） 1.83 （0.51） 2.30 （0.52） 2.48 （0.43） 1.67 （0.53） 2.08 （0.65）

高 2 1.82 （0.42） 2.21 （0.49） 2.48 （0.46） 2.71 （0.33） 1.87 （0.50） 2.46 （0.60）

全体 1.65 （0.44） 1.86 （0.55） 2.40 （0.48） 2.51 （0.42） 1.66 （0.54） 2.01 （0.71）

ベトナム

小 5 1.66 （0.31） 1.70 （0.32） 2.64 （0.32） 2.34 （0.35） 1.44 （0.44） 1.38 （0.46）

中 2 1.80 （0.38） 1.83 （0.47） 2.61 （0.33） 2.35 （0.38） 1.67 （0.54） 1.79 （0.65）

高 2 1.68 （0.34） 1.74 （0.39） 2.67 （0.35） 2.50 （0.35） 1.71 （0.41） 1.96 （0.59）

全体 1.71 （0.35） 1.76 （0.40） 2.64 （0.34） 2.42 （0.36） 1.63 （0.47） 1.76 （0.62）
注．（　）内の数字は標準偏差。因子負荷量 .40以上の項目の平均値を尺度得点として使用。

Table 6　友だち関係尺度　探索的因子分析結果（主因子法，バリマックス回転）

自己限定 相互交換 共通性

　8.　私は友だちからおごってもらうと負担に思う。 0.62 0.11 0.40 

　6.　友だちの間でおごったりおごられたりするのはよくない。 0.62 –0.35 0.50 

　7.　友だちの間でお金の貸し借りをするのはよくない。 0.58 –0.31 0.43 

12.　友だちからお金を借りることは，たとえ，小額でも相手に迷惑をかけることになる。 0.45 –0.11 0.21 

　4.　私が友だちにおごると，その友だちは負担に思うだろう。 0.41 0.09 0.18 

　5.　友だちがお金で困っているなら，私は迷わず貸してあげることができる。 –0.13 0.59 0.36 

10.　友だちにお菓子などを買ってあげるのは，一人で食べるより楽しい。 –0.07 0.55 0.31 

　3.　友だちからおごってもらったら，次に私がおごるのがあたりまえである。 0.07 0.52 0.27 

固有値 1.50 1.17 
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バリマックス回転）を Table 6に示す。因子分析の結果，
2因子が妥当であると判断し，第一因子は「自己限定」，
第二因子は「相互交換」因子と命名した。各因子の因子
負荷量が .4以上の項目の平均を尺度得点とし , 日韓中越
4か国の各学年段階（小・中・高）における尺度得点の
平均を Table 7にまとめた。
「自己限定」の得点は，4か国では日本が最も高く，
韓国が最も低い。日本は自己限定に関しては小中高校す
べてにおいて，得点平均は 3以上であり，自己限定的な
やり方を最も好んでいる。一方，韓国・中国・ベトナム
は自己限定に関する得点平均は 3以下がほとんどで，ど
ちらかというと自己限定的やり方は好まれてないことが
分かる。
また，「相互交換」の得点は，4か国すべての学年に
おいて，5件法尺度の中間の値である 3を越えているが，
4か国のなかでは，日本が最も低く，ベトナムと韓国が
相対的に高い。相互交換に関しては，日本・韓国・中国
は小学生の時より高校になるにつれて得点が高くなる傾
向があり，ベトナムは最初から得点が高い。
以上の結果から，日本の子ども達はおごりや貸し借り
よりは，自分のことを自分で解決することをより好み，
反対に，韓国やベトナムの子ども達は，自分の分は自分
で解決することに限定するよりも，互いにおごり合い，
貸し借りをするやり方を相対的に好んでいると考えられ

る。中国は日本と韓国・ベトナムの間の値であるが，自
己限定の得点も 3以上，相互交換の得点も 3以上で，両
方が入り混じっており，いずれか一方が好まれていると
は言えないようである。
消費世界の広がりに関しては最も近い日本と韓国であ
るが，友だち関係構造に関しては差が際立つ点はどのよ
うに理解できるのであろうか。百マス計算を主張して有
名になった陰山（2003）の「学歴は家庭で伸びる」とい
う本に，「友人関係にお金がからむとトラブルになりや
すい」「金銭が介在すると，どうしても主従関係のよう
なものができあがってしまう」という文が書かれており
良い友だち関係のために，なるべく〈お金〉の媒介を排
除することを勧めている。本研究の結果でも，「相互交換」
の値は日本が一番低く逆に「自己限定」の値は最も高かっ
たことは，陰山のこのことばが日本における常識的な規
範を反映していると考えられるだろう。
この日本の視点を基準に見て行くならば，「自己限定」
の値が小さく，逆に「相互交換」の値が高い，韓国やベ
トナムの子ども達の行動・認識はトラブルが起こりやす
いネガティブな様子として捉えることもできるかも知れ
ない。しかし，日韓のインタビュー調査の結果から，日
本とは異なる常識の規範があることが示されている（呉，
2011）。次に友だち関係をめぐる韓国・ベトナムや日本
の規範を表すインタビューの典型例 1）を示す。
インタビュー例 2（Sさん，小 4　男，韓国）
インタビュアー：自分の分を自分で買う時と，友だち
に買ってあげたり買ってもらったりするとき，どちらが
多いですか。
Ｓ：一緒に食べるときが多い。

Table 7　友だち関係尺度についての各因子尺度得点の
平均と標準偏差

自己限定 相互交換

日本

小 5 3.71（0.92） 3.34（0.95）

中 2 3.45（0.95） 3.24（0.92）

高 2 3.23（0.77） 3.61（0.72）

全体 3.49（0.91） 3.38（0.89）

韓国

小 5 2.95（0.72） 3.56（0.91）

中 2 2.50（0.76） 3.88（0.79）

高 2 2.56（0.67） 4.06（0.61）

全体 2.66（0.74） 3.84（0.80）

中国

小 5 3.05（0.86） 3.44（1.05）

中 2 2.96（0.87） 3.85（0.84）

高 2 2.98（0.79） 3.98（0.64）

全体 3.00（0.84） 3.74（0.90）

ベトナム

小 5 2.86（0.83） 4.17（0.85）

中 2 2.68（0.75） 3.91（0.71）

高 2 2.75（0.75） 4.15（0.70）

全体 2.76（0.78） 4.10（0.75）
注．（　）内の数字は標準偏差。因子負荷量 .40以上の項目の平

均値を尺度得点として使用。

1）紙面関係上，インタビューの手続きやデータに関する詳細は載せ
られないが，全体的な雰囲気などを簡単に記しておく。4か国に
おけるインタビュー調査は，協力してくれる子どもと同じ国の研
究者，そして子どもにとっては外国人である研究者（通訳含めて
3-4人）が家庭を訪問し，通訳を介しながら行われた。「お家に外
国人がやってきて，質問される」という場面自体，子どもにとっ
ては新奇な場面であるので，4か国の子どもたちは少し緊張しつ
つも好奇心を持って一所懸命に答えてくれる雰囲気だった。おご
りと関連する質問において，特に小学校の低学年は，「したこと
があるかないか」という問いにはすぐ答えるが，それが「良いか
悪いか，どうしてそう思うか」という価値規範の質問には，必ず
しもスムースに答えるわけではなく，当たり前のようにとってき
た行動について，インタビューをきっかけに初めて考え出す様子
があった。しかし，学年が上がるにつれて，価値規範に関する質
問にもはっきり答える場合が多くなり，他の国での例を紹介する
と「自分とは違う」という感想を示すと同時に「自分たち」と「他
の国の人たち」を改めて意識するようになる場合もあった。また，
研究者から「ほかの（国の）子は，こう答える人もいるけど，そ
れに関してどう思う？」というふうに，自分たちとは異なる考え
方が出されると，質問そのものの理解がずれる場合もあり，著者
らは「そのズレ」こそ，意味あるものとして捉えている。詳しく
は，呉（2011）参照。



　422 発 達 心 理 学 研 究 第 23 巻 第 4 号

インタビュアー：自分だけ買って食べるときってある？
S：一人でいるとき
インタビュアー：おー，じゃ他の友だちと一緒にいる
ときにはだいたい分けて食べる？
Ｓ：はい。
インタビュアー：うーん，そうか。他の国の子に聞い
たら，お小遣いは自分のために使うものだから，人にお
ごるのはよくないという子もいたけど，どう思う？
Ｓ：利己的に思う。
インタビュアー：あー，そしたらね，他の国の子には
ね，相手の人が負担を感じるからあまりおごらない方が
いいという人がいたけど，どう思う？
Ｓ：自分で買ってあげると，また次は買ってくれるし，
私がお金がない時は，友だちが買ってくれたりするのは
いい。
小学校 4年生で，おごらないで自分の分だけ解決する

ことに関して「利己的」と意味づけられており，お金を
媒介に「互いに関わる関係」の中でそれぞれの分を獲得
しており，そのやり方に関しては悪いイメージはあまり
見られない。
インタビュー例 3（Yさん，小 3・女，Iさん，小 1・女，日本）
インタビュアー：お小遣いで友だちにおもちゃを買っ
てあげることはいいかな，悪いかな
Ｙ・I：悪い
インタビュアー：どうして悪いと思う？
I：それは，自分のお父さんが働いたお金だから，そ

れを友だちに渡しちゃだめ。
Y：自分の金で買った方がいい。自分のお金だとお誕
生日とか，ほんとうはもっと高い金で買いたいんだけど，
買いたかったなと思ったのが買えなくなる。
インタビュアー：そうなんだー。じゃ，友だちにおや
つ買ってあげることはどうかな。
Ｙ・I：悪い
インタビュアー：どうして？
Ｙ・I：さっきと同じ。
Iと Yは姉妹で，小学校低学年であるにもかかわらず，

自分なりの意見・論理をはっきりと言語化している。I

は，「お父さんが働いたお金だから」という理由づけで，
お金を用いる友だち関係は良くないとしており，Yは，
「買いたかったものが買えなくなる」と自分なりの「消
費欲求や管理の見通し」に関連して理由づけをしている。
インタビュー例 4（Ｈさん，高校 1年，ベトナム）
インタビュアー：普段はみんなで食べるときはどうい
うお金の払い方をしますか
Ｈ：一人だけ払います。たくさん持っている人が払い
ます。次は他の人が払います。例えば，割り勘でそのと
き食べたら，そのときお金持ってない人がいたらみんな
で食べられないじゃないですか。

インタビュアー：そうか。そういう人も食べられるよ
うに。
Ｈ：お金を持っている人が先に払って，今は持ってな
いけど，いつか持っているときに払います。
インタビュアー：他の国で話したんですけど，おごっ
たらおごられた人が申し訳ないと感じるからある意味相
手を困らせることにもなると思う人もいますが。
Ｈ：そういう考えに賛成できるかどうかはっきり言え
ないですね。…おごったりすることはお金の問題だけ
じゃなくて人間関係の問題…おごったりおごってくれ
たりしないと人間関係はいつまでも変わらないというか
良くならない。やっぱりおごったりおごってくれたりし
た方がいいから。
ベトナムの高校 1年生の Hは，「食べられない人が出

ないように」，また，「仲良くなるために」という理由づ
けでおごりの発生を正当化し，おごりは「お金の問題で
はなく，人間関係の問題」だと強調している。この答に「相
互扶助の論理」や「社交性向上の論理」をみることもで
きるだろう。
これまで見てきた質問紙の友だち関係尺度の結果やイ

ンタビュー調査場面で語られたことばの意味を総合する
と，お金をめぐる友だち関係においての「自己限定」を
好む日本の子どもたちは，「自分の分に関する自己責任」
の方へ生活規範が働き，「相互交換」を好む韓国やベト
ナムの子どもは「互いの状況を見ながら相互責任」の方
へ生活規範が働いていると考えられる。
お金と関わる親子関係（お金を媒介にする親子関係の認識）
親からお小遣いをもらう，自分が持っているお金を親

のほうに回すなど，子ども達は親とどのようなやり取り
をし，どのような考え方をしているのだろうか。親子の
間でのお金の関係に関する 7項目の質問項目に対して，
「まったく反対」1点～「どちらとも言えない」3点～「と
ても賛成」5点の 5件法で評定してもらい，それを得点
化した。これらの項目の得点を用いた探索的因子分析（主
因子法，バリマックス回転）をおこなった（Table 8参照）。
因子分析の結果，2因子構造を採択し，第 1因子には「“子
の金は親の金”意識」，第 2因子には，「親約束厳守」と
命名した。それぞれの因子において，負荷量が 0.40以
上の項目の平均値を尺度得点とし，国別，学年段階別の
平均を，Table 9に示す。
「“子の金は親の金”意識」については，日本が 2.6台
で最も低く，韓国，中国，ベトナムはすべて 3.0台を超
えており，その中でベトナムの値が最も高い。また，「親
約束厳守」は，日本，韓国，中国の全学年とベトナムの
小学生においては平均 3点を超えており，どちらかとい
うと親から自分のお金を確保しようとしていることが分
かる。ただし，4か国を比較してみると，日本とベトナ
ムのパターンが最も対照的で，日本の子は自分が持つお
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金は自分のものという意識が強く，またお小遣いへの約
束厳守などの要求も強い。一方，ベトナムの子どもは，
自分が持っているお金も本当は親のお金であるという意
識が強い分，自分の分を確実に確保しようとする要求も
相対的に弱い。韓国と中国は，日本とベトナムの中間の
値を示しており，「自分のもの」とか「親のもの」とい
う意識の差がそれほど大きくはなく，両方とも調節され
るなかでゆるやかに認識されていると考えられる。
以下に親子関係と関わるインタビューの例を示す。
インタビュー例 5（K　高校 3年，女，日本）
インタビュアー：普段身につけているお金は？
K：多い時 10,000円，少ないとき 1,000円。
インタビュアー：どうして（親が）お金をくれるよう
になったのですか。

K：やっぱり自分でお金の管理ができるようにとか。
インタビュアー：例えばお手伝いをしてもらうような
お金ってありますか。

K：お手伝い，定期的にではないですけど，もらった
りするので，その分手伝いとかする。（中略）
インタビュアー：自分で貯めたお金は，自分のものな
のかお母さんのものなのですか？

K：自分のものだと思っている。
インタビュー例 6（S，小 4　男，韓国）
インタビュアー：（人々に）もらってしまったお金っ
ていうのは，もう，本当だったら自分のものだから，う
～ん，自分の好きなように使ったって構わないと思うん
だけど，そういうふうな考えはどう思いますか？

S：もちろん，自分がもらったんだけど，その親戚か
らもらうこと自体が，お母さん・お父さんの関係で，そ
の親戚からもらっているし，結局，自分のお父さんお母
さんも，その親戚の子どもにあげているので，結局，お
互いさまで，本当は自分がもらったんだけど，お父さん
お母さんなしには考えられないお金ですね。だから，完
全にこれは自分のものというのは，逆に，悪い考え方だ
と思う。

インタビュー例 7（K，中学 2年，男，中国）
インタビュアー：それじゃ，お年玉に戻るんだけど，
貯金する 2,000元（約 25,000円）ていうのは，貯金通
帳とかは誰が管理しているんですか？

K：親のところに。はい。
インタビュアー：あなたは自分では使えないですか？
K：はい。
インタビュアー：そのお金はどういうふうになってい
くんでしょうか？

K：そのお金はおそらく親につかわれちゃう。
インタビュアー：でも，それは自分のなのにおかしいっ

Table 8　親子関係尺度　探索的因子分析結果（主因子法，バリマックス回転）

“子の金は親の金”
意識

親約束厳守 共通性

2.親は私から借りたお金を返さなくてもいい。 0.69 0.00 0.48 

3.もし私に臨時にたくさんのお金ができたら，その月のおこづかいを減らされてもいい。 0.65 -0.05 0.43 

6.おこづかいをくれたのは親なので，おこづかいは私のお金ではなく親のお金である。 0.48 0.01 0.23 

1.親の代わりに，私が自分のおこづかいで細かいお金などを払うのはいいことである。 0.42 0.04 0.18 

4.親が私におこづかいをくれることを約束したら，どんなことがあってもその約束
は守るべきである。

–0.34 0.64 0.52 

固有値 2.17 1.09 

Table 9　親子関係尺度についての各因子尺度得点の平
均と標準偏差

“子の金は親の金”意識 親約束厳守

日本

小 5 2.63（0.85） 3.86（1.33）

中 2 2.51（0.82） 4.07（1.16）

高 2 2.76（0.77） 3.78（1.08）

全体 2.63（0.82） 3.91（1.21）

韓国

小 5 3.49（0.94） 3.38（1.32）

中 2 3.11（0.86） 3.59（1.12）

高 2 3.11（0.87） 3.71（1.08）

全体 3.23（0.91） 3.57（1.18）

中国

小 5 3.52（1.02） 3.25（1.50）

中 2 3.21（1.04） 3.37（1.43）

高 2 3.74（0.85） 3.19（1.27）

全体 3.47（1.01） 3.27（1.41）

ベトナム

小 5 4.14（0.91） 3.08（1.69）

中 2 3.49（0.89） 2.92（1.29）

高 2 3.63（0.82） 2.96（1.33）

全体 3.72（0.90） 2.98（1.42）
注．（　）内の数字は標準偏差。因子負荷量 .40以上の項目の平
均値を尺度得点として使用。
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て思わない？
K：お年玉っていうのは，自分でもらえるんだけど，
親も人にあげるから，結局親のお金を使っているので，
親も使って当然っていうことですね。
インタビュアー：なるほどね。じゃあ，自分でもらっ
たと言っても，本当に全部自分がもらってしまうという
感じではないってことなのかな？

K：一部しか使えない。
インタビュアー：例えば，お手伝いとかをしてお金を
もらうっていうことはありますか？

K：そんなことない。当然のことなんで。家事とか。
インタビュー例 8（C　小学校 5年，男，ベトナム）
インタビュアー：どんなふうにお金もらっていますか。
子：週に 1回もらいます。それは朝食代とか，おやつ
を食べるお金とか，週に合わせて 10,000（約 50円）ド
ンくらいです。
インタビュアー：家に手伝いをしてお金をもらったこ
とがありますか

C：ないです。
インタビュアー：家の手伝いは何かしたことがありま
すか。

C：ありますね。掃除，茶碗洗いとか，掃除したりとか，
時々。
インタビュアー：そういうことをした時，代わりにお
小遣いがほしいなあと思ったことはない？

C：ないですね。
インタビュアー：あー，思わない，偉いね。
日本の高校生の Kは，お手伝いをしてその報酬とし
てお金をもらうことは普通の感覚であり，自分が持って
いるお金は自分のお金であることを示している。韓国の
Sと中国の Kは，自分が手にしたお金は，必ずしも自分
のお金ではないとし，その理由として「親の人間関係」
が絡んでいることをあげている。また，中国の Kとベ
トナムの Cは，家のお手伝いは当たり前なので，報酬
としてのお金をもらわないという感覚があることを示し
ている。
質問紙やインタビューの例を総合すると，日本では，
親からもらったお金でもいったん子どもに渡った後は子
どものお金，お手伝いをしたら親からお金がもらえると
いうのは，ある種の「子どもの権利」のように，子ども
の分を親の分から「分離」して考える感覚に近く，親と
子を「個」の義務と権利のように分化して捉えられてい
ると思われる。
一方でベトナムでは，子どもに「自分の金」という所
有意識があまり強くなく，お小遣いや家事などの手伝い
の報酬に関して「権利」のような感覚も少ないように思
われる。家族全体の生活のなかで，「使用の必要性があ
るところにお金が移動する」という感覚に近いかもしれ

ない。従って，自分で運用して自分がほしいものを購入
したいという消費欲求も相対的に少なく，お金と関わる
親子関係において，個に分化されてない形で捉えられて
いると思われる。

お　わ　り　に

以上，質問紙調査やインタビュー調査の結果を用いて，
日本・韓国・中国・ベトナムにおける子どもたちのお金
の支出経験や善悪・許容度意識から , 子どもたちの消費
生活への広がりと規範意識を捉え , また , お金を媒介に
する人間関係の構造（友だち関係・親子関係）について
検討してきた。国ごとの特徴を簡単にまとめると，次の
ようになる。
日本の子どもは，小学校の段階から自分で払う「子支
出」の項目が多い。自分の金で遊びに小遣いを使うのは
良いとされている。友だちとの間ではおごり貸し借りは
好まず，自分に限定されたお金の使い方を好む。親から
もらったお金は，いったん自分の手元に来たら自分のお
金と思う意識が高く，自分の分としてのお金を確保しよ
うとする意識が高い。
韓国の子どもも小学校の時からある程度のお金を支出
している。遊びにお金を使うことを良いとする感覚は日
本よりは低いが，中国やベトナムよりは高い。友だちと
の間では貸し借りやおごり合いをすることを良いことと
している。日本に比べると“自分の金は親の金”と思う
傾向が強いが，一方では自分のお金も確保しようとする。
自分が持っているお金は，親の人間関係の関連でもらう
こともあるので，自分の金だけれども親のお金でもある
と考える。
中国の子どもは，小学校の時は自分で支払をすること
は少ないが，高校になると増えていく。学校納付金，食
材なども子どもが払うこともある。遊びよりは生活・学
習にお金を使うことを良いとし，自分のお金は親のお金
だと認識する傾向が強い。
ベトナムの子どもは，小学校の時は，子支出は少なく
高校になって少し増えているが，消費世界の広がりは最
も少ない。遊び関連にお金を使うのは良くないと捉え，
生活や学習に関連して使うことを良いとする。自分のお
金は親のお金だと思う傾向が最も強く，その分，自分の
分を確保しようとする意識も相対的に低い。

4か国の結果を合わせて概観すると，子どもの消費生
活への参与度は，日本，韓国，中国，ベトナムの順で低
くなり，また同じ順で遊びにお金を使うのは良くないと
認識する傾向が強くなる。お金を媒介にする友だち関係
の形成に関しては，ベトナム，韓国，中国，日本の順に
互いに密着した形をしており，お金を媒介にする親子関
係の形成に関しては，ベトナム，中国，韓国，日本，の
順に密着した形をしている。消費領域が最も広がった世
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界に生きている日本の子どもは，友だち関係においても，
親子関係においても，所有の領域を分化した形で認識し，
行動する傾向が強かった。
本研究の結果から読み取れる，4か国における子ども

たちのお金・お小遣い・金銭感覚は，子どもたちの生活
の豊かさ・貧しさと関連して考えるとき，どう捉えるこ
とができるだろうか。

4か国の一人当たりの GDP（US＄基準）は，2010年
IMF発表基準で，日本 42,820，韓国が 20,591，中国が
4,382，ベトナムが 1,174US＄であり，GDPを手掛かり
にみると，日本の子どもが最も豊かな商品・ものの世界
に生きていると言えるし，調査結果からみる消費世界へ
の参与の順も GDP順であった。様々な商品が手に届き，
小遣いの所有や使用が認められた世界に生きることがで
きるということは，ある意味その国の発展，子どもたち
の生活の向上という視点から捉えることができる。
しかし，一方では，近代化・市場経済化された社会の

中では，消費するなかにおいてのみ自己決定権があり，
消費のなかでのみ個性を発揮し（暉峻，2003），大人の
世界からは切り離された「子ども専用の世界」で，生活
の仕組みから離されて，子どもは勉強をし，消費するだ
けの存在となりつつあるとし（例えば，小嶋，2001；小
嶋・森下，2004；高橋，1992；浜田・伊藤，2010），物
質の豊かさは必ずしも生活世界の豊かさには繋がらない
とも指摘されている。また，高橋（1992）は，子ども
達の手伝いの作業などは近代化が進む社会のなかで前近
代的で時代遅れとして捉えられてきた面があるが，今や
必要不可欠なものとして捉えなければならないとしてい
る。これらの視点からすると，お小遣いの制度がはっき
りしていることを単に子どもの権利が守られて生活世界
が豊かであると捉えることも難しく，他の生活の領域と
関連して検討する課題が浮かび上がってくる。
消費世界への参与が多い日本の子ども達が，お小遣い

は自分のお金という認識も強く，ある意味小遣いは子ど
もの権利のように捉えられている現象と，一方の消費世
界への参与が少ないベトナムでは，お小遣いは親のお金
という認識し，自分の金を確保しようとする意識も相対
的に弱い現象に対して，どう解釈すべきであろうか。日
本の子どもは権利があって，ベトナムの子は相対的に権
利がないというふうに捉えるべきであろうか。または，
日本の子どもは親から離れて自分で使える自由の範囲が
多いので，日本の子どもは自立的で，ベトナムの子ども
は依存的と捉えるべきであろうか。どう解釈するにせよ，
お金を媒介にする親子関係の様子は，日本は「親子が分
離した形」での認識が多く，ベトナムは日本に比べると
相対的に「親子が密着した形」であると言うことはでき
るだろう。
また，お金を媒介にする友だち関係を見ると，日本の

子どもは自分のお金は自分に限定して使うことが多く，
韓国やベトナムは友だちとおごりや貸し借りの形で使っ
ている。この現象はどう解釈すべきだろうか。日本の子
どもは独立的で，韓国やベトナムの子は依存的と見るべ
きなのか，あるいは，日本の子は利己的で韓国やベトナ
ムの子は他己的と捉えるべきだろうか。どう解釈するに
せよ，お金を媒介にする友だち関係は，日本では「友だ
ちが分離した形」の認識が多く，韓国・ベトナムは「友
だちがより密着した形」であると言えるだろう。
浜田（2009）は，ある文化の果てに，人が自然から与

えられた他者との関係性を離れて，人の世で「個」とし
て屹立してしまうことは問題であり，現代という時代は，
個立を迫る文化が人々をおおい，その結果として子ども
を早くからそのなかに取り込み始めると述べている。ま
た，その中で個別性―共同性の両義性は，具体的な他者
と関係の歴史をとおして，私たちの「共同」性へと展開
する方向と，「一人」性の側に傾いて，これを浮き立た
せてしまう方向の二つに分かれると指摘している。浜田
が指摘しているのは，本研究で取り上げた，友だち関係
や親子関係において，日本が「より分離した形」韓国と
ベトナムが「より密着した形」を示したのと一脈通じて
いるのかもしれない。言い換えれば，「個立」への方向
と「共立」への方向へ分化されているとも言えるかもし
れない。
また，マーカスと北山は，自己観（construal of the 

self）に注目して，個人主義的自己観とも言える独立的
自己観と集団主義的自己観とも言える相互依存的自己観
という概念を提起し，従来の欧米（主として米国）にお
ける実験社会心理学的研究の成果を相対化した（田島，
2008）。主に，独立的自己観は欧米人（とりわけ，西洋
民族的背景をもつ白人男性）に顕著であり，相互依存的
自己観はアジア諸国，アフリカ，ラテンアメリカ，南米
に顕著であると述べられている。マーカスと北山の主張
は，欧米対アジアが個人主義対集団主義に二分化し固定
的に捉えられた部分があるが，本研究で取り上げてきた，
お金をめぐる子ども達の認識を 4か国で見た場合，日本
は比較的個人主義的自己観に近く，ベトナム，中国，韓
国は集団主義の自己観により近いとも言える。
浜田（2009）の視点やマーカスと北山（田島，2008）
の視点を踏まえた上で，「一人性」「個立」「独立的自己観」
への方向づけられた世界に生きる子ども達と，「共同性」
「共立」「相互依存的自己観」へ方向づけられた世界に生
きる子ども達の生活世界はどちらかが豊かであると捉え
るべきなのか，あるいは，それぞれの世界において，異
なる豊かさがあると捉えるべきなのかに関連して，今後
の議論・検討が必要である。
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人間の子どもは生活能力の面で未熟な状態で産まれ，家族・地域社会のなかで育てられなければ生存
することさえできない存在である。しかし，自発的学習能力は優れているので，育ててくれる人の行動
を模倣し・同一視することによって家族・地域社会の一員として成長・発達する。貧困な地域環境は子
どもの発達に負の影響を及ぼすことが知られている。しかし，子どもの貧困を大人と同じ次元で取り扱
うことはできない。子どもは現在と未来に生きる存在であり，子ども時代の家族・地域での経験が青年
期以後の生き方にも関係すること，また，子どもには発達に適合するタイミングのよい，適切な量・質
の環境刺激が必要であることを重視しなければならない。たとえ幼少時に経済的に貧困であっても家族
や地域社会に受け入れられ，必要な支援が得られれば強靱性を活かし逞しく発達する。つまり，経済的
貧困と剝奪された物的・人的環境で孤独に生きることとは同じではない。本稿では子どもの健全な発達
を目指して，①真に豊かな地域環境の構成に有用な理論，②地域環境のとらえ方，③地域に住む子ども
の発達の実証的研究，④子どもの健康・行動上の問題と地域の特徴などの順に考察した。そして，結論
として，地球環境すなわち地域共同体に根ざした子どもの健全な発達（略称 CCD）を促す新たな環境刺
激の構築を提案した。
【キーワード】　Community-based Child Development （CCD），発達生態学的アプローチ，
　　　　　　　長期縦断的研究，リスク児の早期発見・支援，貧困と地域特性

は　じ　め　に

地域環境と子どもの発達の関係は古くて新しい問題で
ある。古くは「孟母三遷」の伝説があり，子どもの養育
によい環境を求めて転居が必要であったことを述べてい
る。今回の東日本大震災においては地域環境の崩壊に伴
う子どもの健康・発達への影響が懸念されており，子ど
もの健全な発達に適した地域環境はどうあるべきかを真
摯に考えるきっかけを与えてくれたといえよう。
従来，我が国は子どもと貧困については，主として福
祉の観点からのみとらえ，地域環境の枠組みでとらえる
こと，あるいは子どもの発達と関連してとらえることが
少なかった。しかし，社会的格差・地域格差が問題となっ
ている現在，地域環境と貧困の関係をより広く深く，新
しい枠組みで検討する必要がある。
以下，①適切な環境刺激と子どもの健全な発達に有
用な理論，②地域環境のとらえ方，③子どもの生活圏
としての地域環境と発達の実証的研究，④貧困な地域
環境と健康・行動上の問題，⑤今後の課題の順に述べ，
Community-based Child Development（地域共同体に根ざ
した子どもの健全な発達：以下 CCDと称す）と新たな
環境刺激の構築を提案したい。

1．適切な環境刺激と子どもの発達に
有用な理論

1）発達生態学的モデル
これは個体（子ども）としての人間発達のプロセスを，

絶えず変化する家庭－社会－文化－歴史的文脈の中にお
けるシステムとしてとらえ，子どもを取り巻く環境が変
化する 4つの要素から構成されるシステムであるとする
理論である（Bronfenbrenner, 1979）。
第 1の要素であるミクロシステムとは，子どもをじか
に取り巻く身近な家庭の物的・社会的環境と子どもとの
相互作用の全体的状況である。第 2のメゾシステムとは，
生涯の特定の時期にある子どもを含む，主要な環境間の
相互関係のシステムである。たとえば，家庭と保育園の
間，あるいは病児であれば家庭と病院との間の相互関係
のごとく，ミクロシステム間のシステムである。第 3の
エクソシステムは，それらの外側にあり，特定の社会機
構を包含し，それ自体には人間を含まないが，人間のい
る環境に影響を与え，それと相互に影響しあう制度・慣
習などである。さらに，第 4のマクロシステムは，特定
の社会集団が外界をよりよく理解するためにもっている
解釈の枠組みであり，観念，理想，信念，価値などが含
まれる。後に第 5の「時間システム」が追加された。こ
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れらの構成要素の全体がシステムとして個体（子ども）
と相互作用しながら，その状況の中で子どもは発達する
とする力動的視点に基づいている。
これに関連深いものとして発達的ニッチの概念（Super 

& Harkness, 1986）は地域環境とそこに居住する人々と
の関係を理解するのに役立つ生態学的理論である。これ
は地域環境と貧困の問題を，子どもの健全な発達のた
めの諸要因の解明と地域支援（community intervention）
の方策の探索のために有力な手がかりとなるものであ
る。
2）都市化の進展・文化的差異と家族スタイルの変化：

3つのモデル
Garbarino & Sherman （1980） は貧困な地域の社会的環
境が子ども虐待の発生に関与するとして警告している。
そして，Ashley（1997）はこれが家族スタイルの変遷に
関係するとしている。すなわち，特定の国の特定の時代，
あるいは世界の異なる文化を有する特定の地域社会を俯
瞰すると，共通する家庭像として次の 3つのモデルがあ
るという。そして，モデル 1は単純で閉鎖的で変化のな
い安定した社会，モデル 2は変化が始まっているものの
安定した社会，モデル 3は進化した複雑な社会である。
すなわち，モデル 1は親が育った伝統的家族形態である
大家族の安定した社会である。しかし，次の世代の家族
はモデル 2に変化する。モデル 2では核家族が始まって
いるが，社会全体としてみればまだ安定している。さら
に進化した複雑な社会での家族はモデル 3である。それ
ぞれの核家族（モデル 2）で育った親によって形成され
る家庭での孤立した子育ての様相を示す。
西欧先進国は長い時間をかけてモデル 1からモデル 3

に移行したが，日本の社会は戦後の高度経済成長期以降
に急速にモデル 3に移行したため，人々は家庭・学校を
含む地域社会のいたるところで価値の変化と多様化に直
面し，急速な情報化と相まって，子育てや子ども虐待へ
の対応に混乱がみられる。しかし，問題をこのような視
点からとらえることによって対応策の手がかりを得るこ
とができよう。
3）地域環境全体を視野にいれた縦断的研究による発達
の「強靱性」

Werner & Smith（2001）によるハワイ州・カウアイ
島における地域社会全体を視野にいれた field studyは個
体と地域環境との力動的相互関係を理解するのに役立
ち，また，リスク児の支援方策の示唆を与えてくれる実
証的研究である。母親の妊娠中から 40年以上の長期縦
断的研究により，生物学的因子を含めてリスクがあって
も，個人のリスク因子と環境にある人的・物的資源を含
めた保護的・支援的因子とのバランスこそが豊かな発達
を支援できる鍵であること，そして，たとえ 10代でハ
イリスク児であっても，20歳代から 30歳前半で回復可

能であったことを報告している。これは発達の強靱性
（resilience）の証明であり，今後の「地域支援」のあり
方を考えるにあたっての重要な視点である。

2．地域環境の重要性への気づきと用語の定義

筆者は 1970年代に日本の乳幼児のために発達スク
リーニング検査の標準化を実施した際に，米国では調査
対象児のサンプリングに人種と父親の学歴（経済的指標）
を重視したが，その結果を翻訳して使用すると我が国で
は偽陽性の出現率が高いことに気づいた。理由は明白で，
人種・生活環境の異なる米国（デンバー市）で標準化さ
れた発達基準を我が国でそのまま使用することに無理が
あった。そこで，我が国では日本列島の地理的条件を考
慮したサンプリングをする必要性を痛感し，国内の気候・
社会的環境の異なる 3地域から調査対象児を抽出するこ
ととした。これは Super（1976）や Brazelton, Robwy, & 

Collier（1969）などの実証的研究から当時注目されるよ
うになった発達の生態学的観点によるものであった。 

1）地域環境の定義
日本語の「地域」は英語の communityと一見似てい

るが，かなり違ったものである。日本語の「地域」は「あ
る観点から見た一帯の，かなり広い土地（の範囲）」（岩
波国語辞典第 6版）という物的なものであるのに対し，
英語の communityは，「何らかの共通性のある人の集団
（共同体）」を指し，「政治的・行政的・社会的な統一体
に組織された人々を一体的にとらえたもの」（OED, 2nd 

ed.）が基本である。「同じ場所に生活する人々の集団」（地
域共同体）だけではなく，「宗教・民族・思想などを同
じくする人々の集団」（宗教・民族などの共同体）の意
味にもよく使われる。後者の用法としては「外国の都市
に住む英国人のコミュニティ」などの例が挙げられてい
る。
すなわち「コミュニティ」とは「人の集団」で，それ
も必ずしも一緒に暮らしているわけではない人たちのこ
とであり，「地域」という物的なものではない。「地域社会」
あるいは「地域共同体」の意味で使われる時にだけ「地域」
と概念が一部重なるにすぎない。従って，以下ここでい
う地域環境とは物理的環境のみでなく，人的環境をも含
む地域社会と類似するものとしてとらえることにする。
2）地域共同体に根ざした子どもの健全な発達（Community-
　　based Child Development：CCD）

CCDとは「地域共同体に根ざした子どもの健全な発
達」を称することとし，発達生態学的視点から子どもの
発達をとらえることを意味する。地域社会は子どもとそ
の家族，学校，親の職場などの地域共同体，行政，ボラ
ンティア団体などを含む物的・人的環境の総合されたも
のであり，子どもの発達を子どもと子どもを取り巻く直
接的・間接的環境との相互作用から理解する立場である。
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3）子どもの貧困の定義
「貧困 （poor） であることと無力になる （being impoverished）
こととは全く同じではない」と Garbarino（1982）は述べ，
経済的貧困であることと，地域環境から社会的に孤立し
て無力になることとは全く同じではないとしている。こ
れらは後に沖縄の事例で具体的に述べるが，豊かな地域
環境と貧しい地域環境の質的違い考える上で示唆に富む
見解である。また，前者は経済的な相対的貧困であり，
後者は人的にも孤立する真の貧困であるとも言える。日
本の貧困率は 15.3％であり，OECD諸国の中でも最低
ランクである（朝日新聞，2008）。生活保護世帯率も近
年上昇していると報告されている（朝日新聞，2011a）。
しかし，これらで用いられる基準は「相対的」基準であ
り，また，子どもの真の貧困を直接的に意味しているわ
けではない。岩田（2007）は貧困が「許容できないも
の」であるとし，また，Townsend （1993）は「相対的剝
奪 relative deprivation」（相対的剝奪とは人々が社会で通
常入手できる栄養，衣服，住宅，居住設備，就労，教育，
レクリエーション，家族での活動・社会活動などを入手，
あるいは参加・アクセスできないこと）の概念によって
定義している。
この概念を子どもに適用すれば，子どもが生きるため
に必要とする物的な衣類・食物・住居のみならず，属す
る地域社会に受け入れられる人間としての行動を身につ
ける と を欠くことはできない。従って，「身体
的・精神的存在としての人間の子どもの健全な成長・発
達に必要・不可欠な物的・人的環境剝奪」を子どもの
貧困と定義することもできる。1999年の英国の Poverty 

and Social Exclusion Surveyでは英国の子どもの 3分の 1

は必需品である「一日 3食，おもちゃ，学校外活動，適
切な衣服の 4項目のうち少なくとも一つを欠き，また，
18％は 2つ以上の必需品を欠いていたとしている。 ま
た，子どもの貧困の結果として，死亡率（社会階層と強
く関連），有病率，事故，精神疾患，自殺，性的虐待を
除く虐待，10代の妊娠，環境 /居住状態，ホームレス，
成績不振（学力）等に影響が表れるとしている（Gordon, 

2012）。

3．日本の 3地域環境（東京都群・沖縄群・
岩手群）と子どもの発達

我が国では地域環境と子どもの発達との関係に注目し
た系統的研究は少ない。1967年に Frankenburg, & Dodds

（1967） はリスク児の発達スクリーニングを目的に 1960

年の国勢調査資料による米国デンバー市住民の人種的お
よび職業的グループ特徴を反映すべく標準化サンプルを
抽出し，家庭・地域で生活する子どもの発達行動を観察・
調査して個人差の幅を報告した。
その後，小児科医，文化人類学者，発達心理学者など

が世界のいろいろな異なる国・地域に住む子どもの行動
発達を調査した結果，子どもに身体的病気・異常がない
にもかかわらず，行動発達の速度に違いがあり，それに
は従来信じられていた人種よりもむしろ環境による育
て方や生活様式の違いが関係していることを報告した
（Solomons & Solomons, 1975; Solomon, 1978）。例えば，
米国ニューイングランド地方とメキシコに住むズナカン
テコ・インデアンの子どもの行動発達には違いがあり，
両者の遅速の違いは，同じ地域に住む子どもにそのよう
な違いがあれば，病気を疑わせる程度のものであった
（Brazelton et al., 1969）。また，人種に関しては同じアフ
リカの黒人の間でも育て方（排泄させる時に子どもを抱
える姿勢の違いなど）によって運動発達の速度に違いが
あることも報告された（Super, 1976）。つまり，人種と
いう生物学的要因ではなく，生活様式が深く関与してい
るのである。さらに，興味深いことに地理的に居住地が
同じ米国デンバー市で標準化サンプルとなった白人（ア
ングロサクソン系とスペイン系）と黒人を，人種ではな
く経済的観点から中産階級（Ａ群）とそれ以下（Ｂ群）
の 2群に分類して比較すると，乳児初期の運動領域と
幼児期の言語領域に違いがあり，Ａ群の乳児初期の運動
はＢ群に比較して遅く，一方，幼児期の言語発達はＢ群
より早かった（Frankenburg & Dick, 1973）。これらの結
果は，環境要因としての経済的貧富・養育行動・生活ス
タイルと乳幼児発達の遅速の関係を実証するものであっ
た。
筆者は我が国で初めての乳幼児発達スクリーニング検
査の標準化を実施し，それと同時に，またそれに続けて
今日まで養育行動，生活スタイル，地域環境と関連して
日本各地で調査を続けてきている。以下は乳幼児期・学
童期・青少年期におけるそれぞれの発達と地域環境がど
のように関連するかを検討した結果である。
1）乳幼児期：日本版 Denver Developmental Screening 

Test（略称 JDDST）の標準化サンプルとそれぞれ
の地域環境における乳幼児発達

乳幼児発達スクリーニング検査の標準化サンプルは地
域社会・家庭で生活し，年月齢・性別による各グループ
構成には偏らない対象を抽出することから開始した（参
加協力の得やすい施設入所児，あるいは中産階級以上の
子ども，疾病を有する子ども等ではない）。そして，東
京都全体あるいは他の 2地域はそれぞれの乳幼児を代表
するとみなされるものであった。

　まず，物理的環境
として地理的に日本列島のほぼ中央に位置し，日本の
人口の約 10％占める東京都全域の住民から，以下の 3

つの条件を勘案してサンプリングした。具体的には①
DDSTと同様に明白な障害のある子どもの除外，②性別・
年月齢に偏りのない総数 1,171人（男性 588人，女性
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583人），③子どもの居住地域は，伊豆七島の島部も含
めて東京都全域にわたり，社会・経済的環境に偏りがな
かった。すなわち，サンプルの父親の職業分類と 1970

年の国勢調査資料による東京都住民の職業分類は類似
し，また，対象児の地域分布は，健康指標の一つである
乳児死亡率が 1971年の東京都平均乳児死亡率 11.0に照
らして，11.0未満地域の対象児 645人 55.1％と 11.0以
上地域の対象児 526人 44.9％とに分けることができ，サ
ンプルと東京都全体の比率に大きな違いがなかったこと
を確認している（上田，1980）。
次に，東京都群の乳幼児発達に社会・経済的指標であ
る親の職業・学歴がどのように関与するかを検討した結
果は興味深いものであった（上田，2000）。
粗大運動領域では，父親の職業が管理・専門職，父母
の学歴が大学・短大卒で社会・経済的背景が有利である
子どもの方が，1歳 6ヶ月～2歳以後において発達が早
い傾向にあった。逆に，これらの子どもは乳児期・幼児
初期には粗大運動が遅い傾向にあって，その後に逆転す
る。この傾向は言語領域についても同様である。しかし，
微細運動－適応領域と個人－社会領域ではいくらか違っ
た様相を示し，学歴の高い母親の子どもの方が乳児中期
から早い傾向を示した。
これらの結果は，Frankenburgらがデンバー市におい

てみた 1歳 6ヶ月以前では経済的に不利な子どもの発達
がより早く，その後に逆転するという報告と一致してい
た。一方，驚いたことに，東京都の子どもは，デンバー
市に比較して運動発達が乳児初期に遅く，また，幼児期
には言語発達の「表現」において遅く，デンバー市の評
価基準を変更する必要があった。言語理解や「色の区別」
などでは両者は類似し，90パーセンタイル値ではむし
ろ東京都の子どもの方が早かったにもかかわらずなので
ある。理由は養育行動を介した両国の文化的・社会的・
教育的態度の違いであると考えられた（Ueda, 1978b）。

　北は北海道から南は沖縄
に連なる日本列島の地理的条件（寒暖）と都市化の程度
に注目した地域環境を視野に 3地域を選んでサンプリン
グをした。これは子どもの生活様式に関して生態学的観
点から東京都と比べ最も違うと考えられる地域の選択で
あり，緯度の上で東京より北に位置する岩手県盛岡市近
郊（以下岩手群）と南に位置する沖縄県先島諸島（沖縄
群）は年間平均気温がそれぞれ盛岡 10℃，東京都 14℃，
先島諸島 22℃である。なお，岩手県よりも北にある北
海道を選択しなかった理由は，北海道は家屋内の冬の暖
房が整備され，冬期の乳幼児の家屋内での日常生活は東
京都とあまり変わりないとの予備的観察からであった。
それぞれの地域環境の違いは，気温や家屋の構造ばか
りでなく，近隣の人付き合いの仕方や子育ての仕方など

人的的環境にも違いがあった。また，沖縄群は亜熱帯に
属し，本土とは地理的，文化・社会的，歴史的にも違い，
これは生活様式や子育てにも影響していた（上田・山本，
1976）。 

以下，東京都群と同じ発達項目による子どもの発達検
査と親の面接調査の結果を中心に地域環境による乳幼
児発達の類似性と差異について述べよう（上田・古屋，
1978；Ueda, 1978a；上田・古屋・横澤，1979）。当然の
ことながら，調査対象児の岩手群 564人と沖縄群 775人
は東京都群と同様に子どもの年月齢・性別のグループに
偏りなく抽出されている（上田，1980）。
国内 3地域における乳幼児発達を比較すると，乳児期
の「首すわり」・「ねがえり」・「つかまって立っていられ
る」など一連の乳児期発達は暖かい地域環境の方が寒い
地域環境に比較してより早く，気候条件が，乳児期の粗
大運動発達に影響していた。一方，幼児期の言語領域の
発達には都市化の程度が関与し，「色の区別」や言葉の「反
対類推」などの発達で遅速があり，東京都群は他の 2地
域より早かった。これは後に家庭環境調査 JHSQで述べ
るように東京都群が子どもに「話しかける時間が多い」
ことや「母親の所有する本の数が多い」など家庭での言
語刺激がより多いためと考えられる。同時に，経済的指
標となる両親の職業の種類・学歴も関係していると考え
られる（上田，1980）。
2）学童期における 3地域の行動発達の比較
子どもの発達過程には大人から見ると問題行動ともい

える一過性の行動や微症状がある（Gesell & Amatruda,  

1947; 上田，1990）。学童期においては行動発達だけで
なく，むしろ発達の負の側面ともいえる一過性の問題行
動・微症状に焦点をあてた 3地域での調査結果は以下の
ようであった。
日本のみならず他の先進国でも学童期の「いじめ」・

「うつ」などが大きな社会的問題の一つであるが，発達
過程に出現する一過性の問題行動・微症状と地域環境と
の関係を検討した。ここでは母親の記載した調査用紙か
ら 3地域（東京都群・沖縄群・岩手群）における調査対
象児の微症状・問題行動の頻度を地域別に分析した結果
を示すことにする。調査方法は小学生 1,246名（東京都
群 368名，沖縄群 461名，岩手群 417名）を対象とし，
第一次スクリーニングは父親・母親用と，別に調査対象
児用に作成した質問紙法を用い，第二次スクリーニング
は調査対象児の観察・面接法，および教師から学校生活
での調査対象児に関する情報を得て相談・支援に応じる
方法であった。
分析では身体面と行動面に分けたが，身体面で頻度の
高い項目は，1位「小食」18.1％，2位「偏食」14.8％，
3位「食べすぎ」8.3％であり，いずれも食事に関係して
いた。そして，「小食」には有意差があって，沖縄群が
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多く，次いで東京都群，岩手群の順であり，沖縄群の母
親は子どもの小食を問題と感じている者が多かった。
一方，行動面では全体として頻度の高い項目は第 1位

「気が散りやすい」19. 5％，第 2位「初対面でうまく話
せない」17. 6％，第 3位「爪かみ」11. 6％などであっ
たが，地域差があったのは 4位の「不器用」11.1％，「初
対面でうまく話せない」17.6％，「発音不明瞭」2.5％，
「どもり」1.2％などであった。興味深いことに「不器用」
は東京都群が他の 2地域に比べて高いが，一方「初対面
でうまく話せない」などは他の 2地域で東京都群より頻
度が高かった。
ところで，これらの微症状・問題行動を操作的に個人
毎に得点化し個人得点を算出して 3地域を比較した結果
には地域差がなかった。それで全体として数量化Ⅰ類に
よる解析を行った結果，個人得点に関与する 7変数が得
られ，重相関係数は 0.52であった。学童の微症状・問
題行動にかかわる変数には地域差がなく，祖父母，きょ
うだい，親子などの「家庭の人間関係が良好であるか否
か」と学校の成績，友人関係，学校生活の楽しさの程度
など「学校のあり方」が関与するという興味深い知見で
あった（上田，1991）。
以上の結果は，①発達過程の子どもには大人の目から
みると大なり小なり問題行動ともみえる微症状・問題
行動があること，したがって，②予防的見地から，リ
スク児の早期把握と支援のためには特定の時期の状態
（stage-state）に注目し，定期的に教師・親による自発
的評価を行い，子どもの signをチェックしてみること，
③質問紙法はその限界をわきまえて使用すれば一次スク
リーニングとして有効に活用できること，などを示唆し
ていた。
3）乳幼児期から青少年期までの発達と地域環境：
　　横断的研究と縦断的研究
青年期の発達課題は「自我同一性の確立」であること
はよく知られている（Erikson, 1950）。しかし，価値の
多様化・情報化が急速に進む社会において，モラトリア
ム状態にある若者が多くなっていることも重要である
（Marcia, 1966）。ここでは，3地域（沖縄・東京都・岩手）
に住み乳幼児期・学童期からの筆者らの調査対象児とそ
の父母を対象とし，青少年に達した時点で追跡調査を実
施した結果を発達と地域環境との観点から述べよう。こ
れはかれらの自己概念の高低に地域環境，経済状況（父
母の学歴・職業など）がどの程度関係しているかを中心
に検討したものである。自己概念とは自尊心と自己像を
含み，自分自身に関する組織化され，一貫性のある統合
化された信念のパターンである。
調査方法は第 1次の質問紙法と，第 2次のリスク者を

対象とする訪問面接法であった。質問紙は①子ども用，
②母親用，③父親用の 3部で構成した。調査対象児用の

調査内容は属性，健康状態，生活習慣・生活態度，価値
観，将来への志向，性役割観，自己概念であった。両親
用質問紙の内容は調査対象児の既往疾患・現症，家族構
成，仕事の種類，学歴，生きがい，性役割観，自己概念
であった。なお，自己概念測定には筆者がリスク児スク
リーニングの目的で作成した簡易化日本版青少年自己概
念測度（略称 SJS-PSA1）（Ueda, 1993, 1996）を用いた。

　①調査対象児数と属性：人数は 410

人（沖縄群 109人，東京都群 153人，岩手群 148人で
あったが，以下この順にする），平均年齢は 16.9歳（17.2

歳，17.4歳，16.1歳）であった。家族形態は核家族
52.1％（68.1％，62.3％，32％），拡大家族 42.1％（27.7％，
29.2％，65.0％），ひとり親家族 5.7％（4.3％，8.5％，4.3％）
であった。
社会・経済的背景を示す父母の職業や学歴では，父親
の職業で農業・漁業・自営業に従事する者は東京都群
7.5％が岩手群 23.6％と沖縄群 25.4％に比較して有意に
少なく（p <0.001），また，母親の職業では東京都群の
専業主婦が岩手群に比較して有意に多かった（東京都群
62.4％，岩手群 33.3％，P <0.001）。学歴で父親・母親
の中卒者が東京都群は岩手群および沖縄群に比較すると
有意に少なかった（父親の中卒者：東京都群 29.3％，岩
手群 47.7％，沖縄群 58.0％；母親の中卒者：東京都群
34.6％，岩手群 57.7％，沖縄群 63.7％）。
②調査対象児の自己概念，すなわち SJS-PSAの 13領

域得点と総合得点を 3地域で分散分析を行った結果，「社
会性」領域にのみ有意差があった（p <0.05）。地域別の
検討では岩手群と東京都群の間に有意差があり，「自己
価値」，「社会性」，「相互信頼」の 3領域においていずれ
も東京都群が岩手群より高かった。
次に，自己概念総得点に有意に関連する，3地域，あ

るいは 2地域に共通する変数を抽出した結果，どの地域
においても，「生活の満足度」が高いほど，「家族からの
援助」の程度が高いほど，「勉強・課題の意欲」の高いほど，
調査対象児の自己概念が高かった（上田，1998）。従っ
て，これら 3変数は単に特定の地域に住む者の特徴では
なく，青少年の自己概念の高さに関与する変数として一
般化できると思われる（Ueda & Okamura, 2001）。

2地域に共通する本土型（東京都群と岩手群），ある
いは逆都会型（岩手群と沖縄群）の変数もあった。すな
わち，本州に住む東京都群と岩手群の青少年の場合に
は .「憂鬱」の程度が低いほど，「友人からの支援」が多
いほど，「あきらめない傾向」が少ないほど，「母親の学歴」
が高いほど，「希望する教育レベル」が高いほど，青少
年の自己概念は高い傾向にあった（本州型）。
一方，岩手群と沖縄群の自己概念総得点に有意に関連

する（逆都会型）のは「人生の目標」，「女性の社会参加」，
「父の職業」，「祖父母との関係」の 4変数であった。こ
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れらの 2地域では祖父母との関係がよいほど自己概念総
得点は高いことで共通していたが，他の 3変数では様相
が違っていた。すなわち，「人生の目標」において「の
んきにくらす」とする者は自己概念総得点が岩手群（29.7

点），沖縄群（28.0点）で両群とも低く共通するものの，
岩手群における高得点（38.3点）者は「有名になり権
力をもつ」ことを目指すのに対して，沖縄群は「住み良
い世の中にする」ことを目指すであり，両群には質的差
異があった。また，沖縄群で女性の社会参加に賛成する
者の自己概念総得点が高い傾向にあるのに対し，岩手群
では参加に全く反対である者の自己概念総得点が最も高
く，沖縄群とは逆傾向にあった。沖縄群と岩手群の地域
の歴史と文化の違いを反映していると考えられる。さら
に，父の職業に関して両群は「商業」の場合に比較的高
い得点で共通しているものの，岩手群の高得点者が管理・
専門職であるのに対し，低得点者は「その他」の職業で
あった。他方，沖縄群の最も高い得点者は「その他」の
職業であった。

　乳幼児期・学童期・青少年期の 3時
点において調査資料のある者の中から①相関係数と②多
変量解析による検討を実施して，すでに述べた事柄の妥
当性を確認した。
①相関係数による検討結果： 3地域に共通して一般的
に言えることは，a.青少年の「課題意識」の高いほど，
また，b.「生活の満足度」の高いほど自己概念総得点が
高いことである。しかし，その他の変数には地域差があっ
た。すなわち，東京都群と岩手群の青少年では「あきら
めない」，「満足した生活」をしている，「友人からの支援」
が多い，希望する「将来の教育レベル」などが高ければ
自己概念も高く，正の相関関係にあった（本土型）。し
かし，沖縄群にはこれらのことが必ずしもあてはまらな
かった。沖縄群では「学童期のきょうだい関係や父・母
との関係」が青少年時代の自己概念の高さに有意に関係
し，家族のこれらの対人関係が良好であるほど自己概念
は高かった。一方，岩手群では「性別と学童期の祖父母
との関係」が関与し，男子であることおよび祖父母と良
好な関係にある者の方が自己概念は高かった。これは岩
手群での性別意識の強さと複合家族が多いことと関係し
ていると考えられる。他方，驚いたことに東京都群では
「学童期に孤独でない」こと，「近所に話せる親しい人が
いる」こと，「乳幼児期の発達が健常であること」など
と青少年の自己概念の高さが関係していた。
これらのことは，青少年の自己概念の高さには，それ
まで生活してきた家庭・地域環境が関与し，かれらの住
む地域によって関与する変数にも違いが生じることを意
味していた。
②多変量解析による検討結果：分析方法は多変量解
析の対象となる変数すべてに回答している者を対象と

して変数選択をし，外的基準（自己概念総得点）との
偏相関係数の高い順から上位 14変数に地域変数を加
えて 15変数とし，最終的にサンプル 203名（男子 84

名，女子 119名）で数量化Ⅰ類の解析を行った。結果は
R 2=0.5122（R=0.7150）であり，説明変数間の相関はい
ずれも 0.22未満であった。偏相関係数の高い順に「人
生の目標」，「友人の援助」，「生活の満足」「母の学歴」，「勉
強・課題の意欲」その他 10変数があり，これらの 15変
数で自己概念総得点の 51％が説明できる結果であった
（上田，1998; Ueda & Okamura, 2001）。
興味深いことに，性別による検討で 8変数は共通する

ものの，7変数ではいくらか違いがあった。男子と女子
の間には 7項目：「父の職業」，「居住地域」，「保育園の
利用」，「友人の援助」「母の自己概念」「母学歴」，「抑鬱」
の変数が自己概念を高める方向性に違いがあった。例え
ば，父の職業が管理・専門職であることは男子の自己概
念にプラスに働く要因であるが，女子ではマイナスに働
いていた。また，「友人の援助」の「ない」ことは男子
ではプラスに働き，一方，女子ではマイナスの方向に働
いていた。また，母親の学歴が中卒・高卒・短大・専門
学校卒の男子は自己概念にプラスであるが，大卒はマイ
ナスに働き，一方女子は大卒以上の母親がプラスに働い
ていた。男子では「母の自己概念」が「やや高い」か，
あるいは「低い」傾向がプラスに働き，女子は「中程度
の高さ」がプラスに働き，それ以上に高い場合にはマイ
ナスの方向に働いていた。男子は「憂鬱」の程度が「非
常に・かなり」あることが自己概念にプラスの方向に働
くが，女子ではマイナスの方向に作用し，「憂鬱でない」
ことはプラスの方向に働いていた。
このような結果は，男子と女子の自己概念形成に関与

する要因に質的差異のあることを示唆している。親の学
歴・職業などの社会階層，性別，自己概念の高低など個
人的特徴の変数は，先行条件（要因）と行動間の関係を
変化させる「調節的変数」（Eisenburg & Mussen, 1989）
として作用するものであり，解釈は単純ではない。しか
し，青少年期における男女の自己概念形成において父親
と母親の果たす役割がそれぞれ異なることを示している
ことに注目すべきである。
とはいえ，子どもは現在と未来に生きる存在でもあり，
調査対象児の自己概念はミクロシステムとしての家庭ば
かりではなく，エクソシステムとしてのマスコミやメゾ
システムとしての学校生活，地域社会のあり方とも関係
する（Bronfenbrenner, 1979）ことを考える必要がある。

4．子どもの地域環境の評価：
3地域環境の養育行動との関連

貧困な地域環境での生活によって子どもがうける不
利には，子ども虐待・成績不振・10代の妊娠・若年出
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産などがある。また，米国では不利な環境で育つ乳児
の約 50％には学童期に学業不振・情緒的・行動上の問
題などの問題がある（Van Doorninck, Caldwell, Wright & 

Frankenburg （1976）），一方，学業成績は母親の言語的
反応や遊戯用具の適切な与え方に有意に関係する。これ
は経済的に不利な環境に育つ子どもの全てが問題を持つ
わけでもないことを物語っている。米国では I.Q.の低
い子どもを見つけるために家庭環境測定法（ホーム・イ
ンベントリー；Caldwell & Bradley, 1979）が用いられて
いる。幼少時の家庭環境評価の結果は，従来の発達検
査の結果よりも子ども発達の予測性が高いといわれる。
JFK Child Development Center（1981）では，子どもの
発達上に問題を発生しやすいリスクの高い乳幼児家庭養
育環境を見つけて，適切な早期支援に結びつけることで
問題を未然に解決する予防的観点から家庭養育環境評価
法Home Screening Questionnaire（通称HSQ）を考案した。
筆者らはこれを日本の乳幼児の実情にあうように項目
の評価基準を検討し，信頼性・妥当性の検証によって実
用化した（上田，1988）。実用化に際してこれまで述べ
てきた 3地域を含む日本の各地で調査したが，紙幅の制
限のためにここでは子どもの発達にとって豊かな環境刺
激と 貧困な環境刺激との相違の探索に焦点をおき，1）
3地域の横断的調査と，2）同一地域（沖縄群）におけ
る歴史的変化として時代差の調査概略を紹介したい。
1）横断的調査：日本版・乳幼児の家庭環境評価（JHSQ）
による 3地域（沖縄・東京都・岩手）の比較

研究の第 1段階として，JHSQは米国版の一部項目の
補正・削除によって東京都群に適応できることを確認し
た（上田・小澤，1985a；上田・古屋・横澤，1979）。第
2段階では岩手，沖縄を含む日本各地域における JHSQ

の実用性を検討した。3地域（沖縄・東京都・岩手）に
おける各項目得点率の類似性と差異を比較すると 5つの
カテゴリーに大別された。すなわち a．3地域に有意差
がなく類似する 11項目，b. 岩手群と沖縄群に差がなく，
東京都群が両群よりも得点率が高い（都市型）8項目，c. 

東京都群と岩手群に差がなく，沖縄群の得点率がこれら
両群に比較して差がある（本土型）7項目，d. 東京都群
と沖縄群に差がなく，これら両群が岩手群と差がある 2

項目，e. 3群の間でそれぞれ差がある 2項目などであっ
た。

a. の項目（3地域間で類似）は「子どもを買い物につ
れていく頻度」や「親と子どもが一緒に食事」をとる回
数などであり，この年月齢の子どもの親に共通する行動
である。一方，e. の項目（3群間に差がある）は地域に
よって特徴ある家庭刺激項目とみなすことができる（「子
どもの遊びに使わせているもの」「家族のなかで食料品
の買い物に行く人」）。また，c. の都市型には「「おもちゃ
をしまう場所」を持っている，「子どもに話しかける時

間」，「母の本の持ち数」，「新しい献立を採用」等があり，
親が家庭で子どものために居場所を構成し，多様な刺激
を提供する程度の違いを示している。

3地域の対象者の社会・経済的属性（父の職業と父親・
母親の学歴）を比較した結果は，JHSQの地域差の要因
にこれら社会・経済的要因がかなり関与していることが
明らかになった。これは研究の第一段階で同一地域の東
京都群の中で JHSQの高得点群と低得点群の比較で得ら
れた結果と一致していた（上田・小澤，1985b）。
次に，第 3段階として JHSQと子どもの発達との関係
を東京都の保健所管内にある 3保育所の 2～5歳児 137

名を対象として調査し検討した。これは家庭刺激の貧困
な生活状況が健康・発達・安寧にどの程度に影響して
いるかをみるためである。その結果，一次スクリーニ
ングとして JHSQと日本版プレ・発達スクリーニング質
問項目（略称 JPDQ）の検査結果から，40名を 2次スク
リーニングの対象とし，直接法の発達スクリーニング検
査 JDDSTと JHSQとの関係を検討した。環境面と子ど
もの発達面の両者の組み合わせからvery high risk 9.7％，
high risk 25.8％，moderate risk 32.3％，low risk 32.3％と
評価され，JDDSTが正常でない群には正常群に比較す
ると JHSQ低得点のものが有意に多かった（p <0.005）。
さらに，保育所訪問調査で詳細に調べると JHSQ低得点
群には，調査時点において子どもの発達上に明白な「遅
れ」はないものの，家庭での放任・無関心などネグレク
トと子どもの発達に理解の乏しい保護者が約 50％ある
ことが明らかになった。なお，子どもの身体的既往歴・
現症には JHSQおよび JDDSTの高得点群と低得点群の
間にそれぞれ有意差はなかった（上田・花岡・赤穂・小
澤，1987）。他の地域でも同様の結果であった（Ueda & 

Kubo, 1992）。
これらの結果は JHSQが貧困な家庭環境で発達上の潜
在的問題をもつ子どもを見つけ，支援に結びつける一つ
の技法として役立つことを示唆していた。
2）時代差の調査：同一地域における歴史的地域環境の
変化

 日本の戦後における環境の劇的変化は全国的に著し
いが，特に沖縄県は本土復帰後（1972年）の急速な都
市化現象が地域環境の豊かさ・貧困と子どもの生活・発
達・健康との関係を実証的に示すことのできる貴重な例
である。経済的指標の一つとして生活保護年度保護率
は 1975年～2009年まで 10年毎の推移をみると，沖縄
は全国よりも高く経過するが，1975年 26.5（全国 12.1）
から下降し，変動しながら 2009年は 19.2（全国 13.8）
となる。なお，生活保護受給の理由について，1997年
と 2009年を比較すると「遺棄世帯」が減少傾向（沖
縄 3.1>0.3）にあるものの，「未婚の母子世帯」（沖縄
11.8>11.5）や離婚率の高さにはあまり変化がない（沖
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縄県，2003）。
著者らは沖縄県の本土復帰前後に離島における養育行
動調査を子どもの生活・健康・発達との関連で実施した。
その後 1984年と約 20年後の 2006年に同一地域で，ま
た，2007年には異なる離島でも同様な調査を実施した。
以下は時代による地域環境の変化と親の養育行動との関
係を検討し，その結果を発達生態学的観点から貧困と深
く関係する子ども虐待行為類型と関連づけて考察する。
同一地域で今日と過去の親の養育行動を比較することか
ら，親の直面する子育て上の今日的問題を顕在化し，子
育て支援の方策を探索する試みでもある。なお，1970

年代初頭の調査結果は文献（上田・山本，1976；上田・
古屋，1978）を参照されたい。

　対象地域は沖
縄県離島 A市であり，乳幼児の親（養育者）を対象と
して 3つの調査（①②③）を実施した。①は A市の実
施する乳幼児健診を訪れた親子を対象とし，②③は子ど
も虐待リスクが一般に高いとされる若年出産の親子を調
査対象とした。
①の調査は 2006年に乳幼児の親（養育者）82人を対

象とし，それと 1984年の乳幼児の親（養育者）62人の
養育行動とを比較した結果，親（世話をする者）の養育
行動や家庭刺激には約 20年間に有意な変化があり，そ
の内容は，以下に要約されるものであった。

a. 子どもの知的・言語的刺激は量的，質的に高まって
いた．

b. 子どもへの罰や行動制限など幼児の行動を方向づけ
る基本的生活習慣形成に関する躾に変化は少ないもの
の，躾の開始時期が遅くなり，個人差の幅が広がり，む
しろ放任に向かっている傾向があった．
これらの結果は対象者の家庭環境の変化，すなわち親

（父母）の属性・背景の変化を無視できない。島内外の
人口移動によって親（父母）には A市出身者の割合の
減少と年齢の上昇，高学歴化があり，父親の職業も変化
（第 1次産業から第 2・3次産業へ）し，また，家族構成
としてひとり親家族の増加などがあった。そして，父母
の転入や転出を含む対象者の属性の変化には地方自治体
が若者の地域定住を図る施策としての地域開発・家屋の
高層化（平屋の一戸建築物の減少）が関係していた。高
層住宅に住む子どもの生活は遊び方や友達関係，近所の
人々との交流の仕方に変化をきたし，伝統的地域社会か
ら近代的地域社会に移行したことによる変化に巧く対
応できない側面が明らかになった（上田・安田・前田，
2008）。これは沖縄のこの地域のみならず日本全体の都
市化の動向と矛盾しないものと考えられる。

　沖縄県は若
年出産に関して，都道府県別の 20歳未満女子の出生率
が第 1位 12.04で，第 2位の茨城県 7.31に比較してか

なり高率である。10代の妊娠・出産は貧困や子ども虐
待とも関係する。本調査②の対象者は沖縄県離島 A市
に住み，第 1子妊娠時 20歳未満，調査時に 3−6歳児を
養育中の母親 40人（Ｂ群と称す）であった。調査方法
は 2006年に家庭訪問法による面接調査であるが，対照
群としてほとんど同じ時期に A市の実施する 3歳児健
診受診の養育者 53人（C群と称す）を調査し，両群の
母親の養育行動を比較すると以下の 3項目に若年母親の
特徴がみられた。

a.「大人がテレビ番組を決める行動」は B群 15％ 対 C

群 39.0％で，若年母親群の方が有意に少ない （p <0.02），
b.「子どもに期待して行っている行動」は B群 50.0％ 対 

C群 75.8％で，若年母親群が有意に少ない（p <0.034），
c.「しつけの方針に食い違いがある」は B群 45％ 対 C

群 24.4％で，若年母親群が有意に多い （p <0.05）。
すなわち，若年母親の養育行動を一般母親と比較する
と，若年母親の特徴として　a. 大人がテレビ番組を子ど
ものために選んで決めることが少なく，b．子どもへの
期待はあるものの，そのために具体的な行動をとること
が少なく，c．家庭では躾の方針に食い違いがある者が
多かった。そして，その他のデータから育児情報源とし
てマスコミよりも祖父母などの口コミを利用する傾向が
あり，子どもを「たくさんたたく」者が 1割程度あった。
一方，若年母親の属性を対照群と比較すると a．若年

母親のパートナーの年齢は低く，b．核家族が少なく，c．
母親の学歴は中卒者がより多く，d．パートナーの学歴
も高卒以上の者が少なく，これらにはいずれも有意差が
あった。

　沖縄本島の産
科医療施設 7箇所に受診中の若年母親（妊娠確定時 20

歳未満の者で，産後 1ヶ月時に自分の子どもを養育して
いる母親）を対象として養育行動と「新生児に対する知
覚」を調査した結果には，以下のような特徴があった。

a. 家族形態は核家族 46.7％，夫婦で実家に同居
40.0％，母子のみ実家に同居 13.3％であり，若年母親の
約 50％は実家に同居して支援を受けていた。b. 母親の
33％は自分の子どもを普通の赤ちゃんと比較して低く
見なしていた（否定的な知覚）。c. 母親は育児の大部分
を実施していたが，自分の赤ちゃんを否定的に知覚する
母親は赤ちゃんの「衣類の世話」の実施率が有意に低
かった。これはオムツの汚れによる不快さの表現に気づ
くのが遅いと解釈できる。言い換えれば，放任・ネグレ
クトなどの徴候である。
以上の 3つの最近の調査結果（①②③）は，親の養育

行動を子ども虐待予防との関連でみると，子ども虐待行
為類型のうちのネグレクトの増加が懸念されるという内
容であった。これは全国の他府県で身体的虐待相談が多
い（全国 50.1％対沖縄 40.3％）が，沖縄県ではネグレク
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トが多い（全国 35.6％対沖縄 44.1％）との報告に一致す
る（沖縄県，2003）。

 特に，離島 Aの地域環境を貧困と社会的資源の観点
からみると，福祉・健康と生活に関して，2005年の生
活保護世帯数は保護率 12.92％であり，全国 7.61％より
高く，また，母子世帯数の割合 3.8％は全国平均 2.7％よ
り高く，母子家庭の 6.1％は生活保護を受け，経済的に
恵まれている地域とはいえない。他方，この地方には子
育ての風俗習慣として「養い親」や乳幼児を近所の子ど
もに依頼する「子守」があって，古くから子育てに一定
の役割を果たしていたが，近年にこれらも廃れてきてい
る（仲宗根，1997）。これらのことは貧困と伝統的な社
会的資源の減少が子ども虐待行為類型の中のネグレクト
の頻度を高める要因となっていることを示唆している。

5．おわりに：子どもにとって豊かな
地域共同体の構築にむけて

1）子どもにとって豊かな環境とは
再び，「人間の子どもの特徴」に立ち返ると他の動物
と異なり，生活能力が未熟な状態で出生する子どもは，
大人の保護と教育なしには生存できないのが人間の特徴
である。子どもは家庭と地域に受け入れられる行動を学
習しながら成長・発達する存在であるが，グローバル
化・情報化社会が急速に進行する今日では大人自身が適
応に多忙のために，次世代を担う発達過程の子どもの世
話・教育に多くのエネルギーをさくことが困難な状況が
ある。
日本は相対的貧困率で世界の 2位（朝日新聞，2008），
また，沖縄県を事例とすれば幸福度の県別順位で 41位
である（朝日新聞，2011b）。沖縄県の生活保護率は戦後
から下降し続け，親の学歴・子どもの進学率・平均身長・
体重の向上などがあるものの，貧困な地域環境の特徴と
してのひとり親家族・失業者・低賃金などの率は全国に
比較して高い。それにもかかわらず，地域環境にはこれ
らの経済的貧困を補う豊かな地縁・血縁関係が伝統的に
あって物的貧困な人も地域からの孤立・孤独という「真
の貧困」が避けられてきた貴重な側面があった。方言の
「いちゃりばちょうで」（出会った人は皆友達）にもみる
ように，相互扶助の精神に富んでいたが，現在は人々の
激しい移動と価値観の多様化の波間に揺れ動いている。
今後は核家族化による血縁・地縁社会からの孤立・孤独
を見据えて，新たな社会的資源の創出と子育て支援の構
築が求められている（上田，2009）。
沖縄に限らず，地方自治体による施策の課題は子ども
を中心に，家族と地域との相互作用を念頭に，家族と仕
事および家庭と保育園・幼稚園・学校，の連携のあり方
を再検討し，子どもの安全・健康・健全な発達を促す物
的・人的地域環境を再構築していくことが求められてい

る。これはグローバル化・情報化の時代に日本全国にも
共通する課題である。
2）子どものリスク地域環境把握と予防的支援
貧困は個人・家族・地域の健康や安寧・子どもの発達

に影響するが，それは地域環境の一部にすぎない。貧困
は子どもの健康・発達上のリスク因子であるが，個人や
地域の強さ，資源，支援の有無や程度をも評価・把握し
て対応する必要がある。筆者らは地域全体で取り組む新
たな地域共同体の構築を目指して組織的な活動を開始し
ている（上田，1999，2010；上田・宮澤，2010；上田，
2011a；上田ほか，2011）。
この活動の中心は子どもにとってのリスク環境を親

（保護者）など直接世話する者に 18項目（子ども・親・
家族・地域環境を含む）の記入を依頼し，リスク得点と
適応得点から総合的に評価することによって，リスク親
子を支援することである。これまでの結果は発達簡易検
査法を併用する共通のアセスメント技法によって多職種
間のコミュニケーションと連携が促進されること，また，
リスク者には約 50％に子ども側にも支援を要する問題
のあることが認められた（上田，2011b）。たとえば，3

歳 4ヶ月で「言葉がおそい，外遊びをしない」子どもは
母親が外国人で日本語が巧くはなせない，友達もなく，
家族が地域から孤立した生活をしていた。しかし，保育
所への入所を専門家から助言されて入所し，間もなく言
葉が増え戸外遊びもできるようになっている。また，子
どもに「おもちゃ」の大切さがわからない親は「網戸を
なめて遊ぶ」ことを心配した相談であったが，子どもの
年月齢に相応しい「おもちゃと遊び方」を紹介すること
が必要であった。これらの事例は専門家が地域で子ども
の代弁者として親や子どものケア・教育をする「直接支
援者」を支援する役割があることを示唆している。親の
仕事・生活様式の変化などによって生じた貧困な地域共
同体を新たに再構築するために親の置かれた状況と子ど
もの目からみた親・家族・地域環境のあり方を広く視野
にいれ創意・工夫を要する時代（Britto, 2011）である。
子どもは現在と未来に生きる存在であり，早期の適切な
対応とそれを可能にする豊かな地域共同体は計り知れな
い未来をもたらしてくれるであろう。
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藤田　英典
（共栄大学）

1990年代半ば以降，貧困・経済的格差が新たな社会問題として浮上し，子どもの生活・福祉・教育機
会や発達にも深刻な影響を及ぼすようになった。本稿では，その現代的な貧困・格差の実態・特徴と子
どもへの影響について，学力形成・教育達成と児童虐待を中心に，以下の構成で検討・考察している。
①現代の貧困・格差や文化・社会のありようを踏まえ，その環境諸要因が子どもの発達の諸側面に及ぼ
す影響について仮説的な概念図を提示し，貧困が及ぼす影響の重大性を指摘する。②貧困・経済的格差
の実態と子どもの教育達成・学力形成に及ぼす影響について種々の統計データに基づき検討し，貧困・
格差の構造的複合性を指摘し，教育格差・学力格差の生成メカニズムについて経済的要因と文化的要因・
社会心理的要因・学校要因が重なり合って格差が生成されていることを論じる。③児童虐待の実態とリ
スク要因について検討し，貧困が，単親家庭や孤立・育児疲れ等と相まって，その主要なリスク要因に
なっていることを確認する。④貧困・格差の再生産の傾向が強まっていることを確認し，今後の政策的・
社会的課題について若干の私見を略述する。
【キーワード】　貧困，構造的複合性，学力格差，児童虐待，文化的再生産

人間の発達は，生物学的な生得要因だけでなく，胎児・
乳幼児期からの諸経験とそれに影響を及ぼす環境要因に
よっても左右されるが，貧困や貧富の差といった経済的
要因はその主要な社会的要因の一つである。本稿では，
こんにち改めて社会問題化するようになった貧困や経済
的格差が子ども（乳幼児・青少年）の発達にどのような
影響を及ぼすかについて，家族と教育を中心に，以下の
構成で検討する。
①　発達の諸側面と環境諸要因との関係：現代の貧
困・格差や文化・社会のありようを踏まえ，発達の諸側
面と環境諸要因との関係をどう捉えるかについて一つの
仮説的な概念図を提示し，その要点を略述する。
②　貧困・経済的格差と教育機会・学力形成：貧困・
経済的格差が子どもの教育達成機会や学力の格差の主要
な生成要因の一つになっていること，及び，その生成メ
カニズムについて，各種の調査データと先行研究に基づ
き検討する。
③　貧困と児童虐待：児童虐待のリスク要因について
検討し，貧困が，単親家庭や孤立・育児疲れ等と相まっ
て，その主要なリスク要因になっていることを確認する。
④　貧困・格差の再生産と政策的・社会的課題：貧困・
格差の再生産の傾向が強まっていることを確認し，今後
の政策的・社会的課題について若干の私見を略述する。

発達の諸側面と環境諸要因との関係

発達の諸側面と環境諸要因やその影響関係をどう捉え

るかはさまざまでありうる。Figure 1は，その点につい
て，管見するかぎりでの心理学や教育社会学の諸説・知
見を踏まえ，特に本稿のテーマとの関連で重要と考えら
れる諸要素を試論的に整理したものである。まず，この
概念図について，要点を略述する。
第 1に，心理的・精神的発達の諸側面と文化的・社会
的発達の諸側面は多分に重なり合い影響し合う（その意
味で共変傾向を有する）関係にあるのに対し，それらと
生理的・身体的・運動的発達は影響し合う関係にあるも
のの，概して重なりは少ないと考えられる。「生理的・
身体的・運動的」については，「身体的」で代表させる
考え方もありうるが，ここでは，主に身体の組織・機能
に関わる側面を「生理的」，他者の目にさらされ自己意
識にも影響する度合いが大きいと考えられる身体の主に
外形的な特徴を「身体的」，そして，運動能力をはじめ
とする身体の動きに関わる側面を「運動的」として区別
し連記している。なお，円で示した発達の 3側面の中央
に「人格・個性・アイデンティティ」を連記・配置した
のは，以下の理由による。人格については同概念の多面
性・包括性を考慮し，アイデンティティについては同概
念の統合性や実存的な意味合いを考慮して，発達の 3側
面全体を支持する概念として示した。個性については，
個々人の人格やアイデンティティの特徴と見ることもで
きるが，教育論や教育改革論において，例えば「個性の
尊重・育成」というように，その重要性が盛んに言われ，
そして，程度の差はあれ，「個性的であること」を意識
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せざるを得ない時代になっていることを考慮して連記す
ることにした。
第 2に，子どもの発達に影響を及ぼす主要な文化的・
社会的要因とその現代的な歪みの事例及び背景要因を，
図の下方に二つの□枠で示した。その説明は紙幅の都合
で割愛するが，それら諸要因のありよう・歪みは，マズ
ロー（Maslow, 1970 /1987）の指摘した五つの欲求すべ
ての充足基盤となる環境の劣化と機会の格差化に影響を
及ぼしているというのが，この概念図の基本的な仮説で
ある。例えば，家族における養育放棄・児童虐待は，安
全欲求や生理的欲求の充足を阻害し脅かすだけでなく，
帰属欲求や自尊・承認欲求の充足基盤を歪め破壊し，さ
らには自己実現欲求の追求・充足を妨げることになるで
あろう。同様のことは学校における「いじめ」等につい
ても言える。

貧困・経済的格差と教育機会・学力形成

1980年代半ば以降，例えば「○金○ビ」や「勝ち組・
負け組」という表現（渡辺・タラコプロダクション，
1984）の流行にも見られたように，不平等・格差の現
代的な諸相が出版界・マスコミで注目されるようになっ
たが，特に 2000年代以降，貧困・格差が新たな社会問
題として浮上し（藤田，2008），多数の図書が公刊され，

マスコミを賑わし，国会等でも取り上げられるように
なった（2006年 1月 25日参議院本会議など）。
以来，貧困・格差は，現代社会を読み解くキーワード
の一つになったが，その重大性は次の 3点にある。第 1

に，その影響は，子ども・若者から高齢者まで全世代に
及んでおり，また，領域的にも，福祉・生活保護，労働・
ワーキングプア，教育・学力形成や心身の健康，社会的
弱者・ホームレスや社会的包摂の問題など，社会生活の
さまざまな領域に及んでいる。第 2に，その全世代性と
多面性は，貧困・格差が複合的・構造的な問題現象とし
て現出・展開していることを示している。第 3に，そ
の全世代性・多面性・構造的複合性のゆえに，日本の社
会と教育をどのように構想し再編成していくのかが理論
的・政策的な重要課題となっている（Esping-Andersen, 

1990 /2001; Giddens, 1998 /1999; 藤田，2011）。本稿で扱
うのは，子どもの貧困と学力形成及び児童虐待を中心に，
そのごく一部でしかないが，その背後には，こうした問
題の構造的複合性と理論的・政策的な課題があることを
念頭に置いておくことが重要である。
貧困の実態　
現代の貧困や格差の実態が所得統計データに基づいて
分析的に論じられるようになったのは 2000年前後から
であるが，特にその傾向が顕著になったのは，管見によ

Figure 1　発達の諸側面と環境諸要因との関係の概念図（○□枠を結ぶ矢印は影響関係，曲線は部分的な重なり・
共変傾向を示す）
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れば，所得格差指数として従来から用いられてきたジニ
係数などに加えて，相対的貧困率（等価可処分所得中央
値の 50％以下の人口比率）という指数も用いて国際比
較を行った OECD（経済協力開発機構）のワーキングペー
パー（Föster & d’Ercole, 2005）とそれに基づく OECD『対
日経済審査報告書 2006 年版』（2006年7月）や橘木（2006）
などが公表・公刊されてからである。その国際比較によ
れば，2000年の日本の貧困率は 15.3％，子どものいる
世帯の貧困率は 12.9％で，1990年代半ばと比べて，そ
れぞれ 1.6ポイント，2.7ポイント増加し，OECD諸国
中で，前者がメキシコ，アメリカ，トルコ，アイルラン
ドに次いで 5番目，後者はメキシコ，アメリカ，イタリ
ア，イギリス，ニュージーランド，ポルトガルに次いで
7番目に高かった。

Table 1は，相対的貧困率と，等価可処分所得，就学
援助の推移を示したものである。等価可処分所得の値も
示したのは，相対的貧困が実際にどの程度の貧しさなの
かをイメージしやすいだろうと考えたからである。なお，
厚生労働省が相対的貧困率を初めて算出・公表したのは
2009年 10月であるが，Table 1は『平成 22年国民生活
基礎調査の概況』（厚生労働省 2011年 7月）その他に基
づくものである。
この Table 1より，以下の諸傾向を確認することがで
きるであろう。
（1）表示期間中の相対的貧困率は，相対的貧困率（全
世帯員），子どもの貧困率，子どもがいる現役世帯の貧
困率とも，趨勢としては上昇傾向にある。その上昇傾向

は特に 1990年代後半から目立つようになり，2009年時
点の貧困率は 15％前後になっており，子どものいる単
親世帯（大人が一人）では 50.8％にも達している。
（2）相対的貧困率計算の基になっている等価可処分所
得（世帯の可処分所得を世帯員数の平方根で割った値）
の中央値も貧困線の値（中央値の半分）も，1997年をピー
クに，それ以降は低下傾向にあり，2009年時点の中央
値は 250万円，貧困線の値は 125万円となっている。
（3）就学援助の受給率も貧困率以上に顕著な増加傾向
を示しており，2009年の受給率は 14.5％，受給者数は
149万人で，1997年の約 2倍となっている。
以上より，今や子どもの貧困は常態化した構造的問題
になっていると言えよう。
貧困と学力格差
子どもの教育達成や職業達成が家庭の経済力や出身階
層によって左右されるという傾向は，「社会階層と社会
移動に関する全国調査」（SSM調査）1）に基づく研究な
どが早くから実証的に明らかにしてきたところである

Table 1　貧困率・可処分所得・就学援助の年次推移

西暦年 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006 2009

相対的
貧困率
（％）

相対的貧困率（全世帯員） 12.0 13.2 13.5 13.7 14.6 15.3 14.9 15.7 16.0 

子どもの貧困率 10.9 12.9 12.8 12.1 13.4 14.5 13.7 14.2 15.7

子どもがいる現役世帯 10.3 11.9 11.7 11.2 12.2 13.1 12.5 12.2 14.6

　　　大人が一人 54.5 51.4 50.1 53.2 63.1 58.2 58.7 54.3 50.8

　　　大人が二人以上 9.6 11.1 10.8 10.2 10.8 11.5 10.5 10.2 12.7

等価可処分所得
（名目値）

中央値 （ a ） 216 227 270 289 297 274 260 254 250

貧困線 （ a/2 ） 108 114 135 144 149 137 130 127 125

就学援助
受給者数（万人） 78 98 126 141 149

受給率（％） 6.6 8.8 11.9 13.6 14.5

注．1） 1994年の数値は，兵庫県を除いたもの。 
　　2） 貧困率は OECDの作成基準による算出。 貧困線は等価可処分所得の中央値の半分，相対的貧困率は貧困線以下の％。
　　3） 大人とは 18歳以上の者，子どもとは 17歳以下の者，現役世帯とは世帯主が 18歳以上 65歳未満の世帯。 
　　4） 等価可処分所得金額不詳の世帯員は除く。 
　　5）就学援助受給者は要保護児童生徒（生活保護費の受給者を除く）と準要保護児童生徒の合計。
出所：厚生労働省『平成 22年国民生活基礎調査の概況』2011年，「表 16　貧困率の年次推移」より抜粋・作成。

就学援助の 1997– 2006については鳫咲子「子どもの貧困と就学援助制度」，参議院調査室『経済のプリズム』No.65（2009年 2月），
pp.28-49，及び小林庸平「就学援助制度の一般財源化」，参議院調査室『経済のプリズム』No.78（2010年 4月），pp.31-51より。2009年に
ついては参議院調査室「平成 21年度要保護及び準要保護児童生徒数について（学用品費等）」より計算。（2012年 9月 21日 13時 34分
再確認アクセス）http://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/keizai_prism/backnumber/h23pdf/20118704.pdf 

1）日本社会学会のメンバーが中心となって 1955年以来 10年ご
とに実施されてきた全国調査で，“Social Stratification and Social 

Mobility”の頭文字をとって SSM調査と略称されてきた。社会階
層・社会移動，教育，職業，社会意識，生活様式やそれらを左右
する関連諸項目について調査してきた（本稿筆者は 1975年，85年，
95年の調査に参加）。本文及び巻末の文献には教育を主に扱った
もののみ言及・記載しているが，1985年調査と 1995年調査の成
果は『現代日本の階層構造』（全 4巻：直井優ほか編，東京大学
出版会，1990），『日本の階層システム』（全 6巻：盛山和夫ほか編，
東京大学出版会，2000）として刊行されている。
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（安田 1971；富永，1979；菊池，1990，近藤，2000など）。
しかも，この傾向は，日本だけでなく，高学歴化（学校
教育の拡大）と近代化・産業化の進んだ社会では共通に
見られるものである（藤田，1983；石田，1999, 2000）。
教育達成が家庭の経済力によって左右されることは，
例えば高校や大学への進学には授業料や放棄所得など相
当の経費がかかることを考えれば当然のことであり，上
記 SSM調査研究その他も明らかにしてきたところであ
るが，家庭の経済力と学力との関係は，教育達成の場合
ほどには直接的なものでない。また，経験的事実として
は知られていても，データの取りにくさもあって，特に
日本では比較的最近まで実証的な研究は少なかった（藤
田，1982参照）。しかし，1990年代後半以降「学力低下」
論が盛んになる中で，とりわけ 2007年から文部科学省
「全国学力・学習状況調査」（以下，文科省・全国学力テ
ストとも表記）が実施されるようになって以降，種々の
調査研究が行われるようになった（苅谷・清水・志水・
諸田，2002；苅谷・志水， 2004；志水・高田，2012；苅
谷，2012など）。それらの研究成果は著者たちが関西圏
や関東圏で独自に行ったこ調査のデータに基づくものだ
が，文科省の委託研究として行われ，その成果をまとめ
た耳塚（2009）は，上記の文科省・全国学力テストのデー
タに基づいている。そこで，ここでは，耳塚（2009）の

分析結果に基づいて学力格差の実態を確認する。
Table 2に示されているように，家庭の経済力によっ

て学力に一貫した格差があることも，貧困が低い学力の
背景要因となっていることも歴然としている。国語のA・
B,算数の A・Bとも，世帯年収が多いほど正答率が高く
なっているが，例えば「200万円未満」と「1200万円以上」
とでは約 20ポイントの差，「200万円未満」と中位の「600

万円以上～800万円未満」とでも 10ポイント強の差と
いう，大きな差になっている。
紙幅の都合で表示はしないが，同様の格差は学校外
教育支出の多寡による平均正答率の違いにも表れてい
る（耳塚，2009，表 2）。例えば，学校外教育支出が
①「まったくない」（該当児童 431人，以下同様）では
国語 A：58.9％，国語 B：45.6％，算数 A：64.9％，算
数 B：44.4％，②「5千円未満」（732人）ではそれぞれ
63.4％，49.2％，68.9％，51.4％であるのに対して，③
「5万円以上」（366人）ではそれぞれ 83.9％，70.3％，
87.6％，71.2％，④「3万円以上～5万年未満」（585人）
でも 78.4％，64.8％，83.0％，64.7％となっている（例
えば①と③の差は，算数Ａが 23ポイント，それ以外は
約 25ポイントという大きな差になっている）。
なぜこのような大きな格差が生じるのだろうか。この
点について，耳塚（2009）は Table 2と同じデータを用

Table 2　世帯年収水準別の平均正答率（平成 20年度全国学力・学習状況調査・小学校 6年）

 世帯年収 人数
　平均正答率

 国語 A  国語 B  算数 A 算数 B 

 200万円未満  207   56.5   43.2   62.9   42.6 

 200万円以上～300万円未満  295   59.9   44.2   66.4   45.7 

 300万円以上～400万円未満  417   62.8   47.3   67.7   47.6 

 400万円以上～500万円未満  539   64.7   50.9   70.6   51.2 

 500万円以上～600万円未満  652   65.2   51.6   70.8   51.2 

 600万円以上～700万円未満  591   69.3   55.1   74.8   55.5 

 700万円以上～800万円未満  608   71.3   57.6   76.6   57.1 

 800万円以上～900万円未満  449   73.4   59.6   78.3   60.5 

 900万円以上～1000万円未満  399   72.8   58.4   79.1   59.7 

 1000万円以上～1200万円未満  571   75.6   62.5   81.2   62.8 

 1200万円以上～1500万円未満  314   78.7   64.9   82.8   65.9 

 1500万円以上  280   77.3   64.3   82.5   65.6 

 合計 5322  69.4   55.5   74.8   55.8  

注．1）データは，文部科学省「平成 20年度全国学力・学習状況調査」（小学校 6年生）のデータと，5政令指定都市の
児童数 21名以上の公立小学校 100校（各市 20校）を無作為抽出し，その該当児童の保護者と学級担任教師を
対象に行った補完調査のデータを結合したものである。保護者調査は，該当児童 8093名の保護者を対象に行わ
れ，調査に同意し回答した有効回答数は 5847，有効回収率は 72.2％だった。教員調査は該当する 256学級の担
任教師を対象に行われ，有効回答数は 244，有効回収率は 95.3％だった。

　　2）表中の「合計」セルの人数が有効回答数より少ないのは当該項目「非回答」による。
　　3）国語，算数とも，問題冊子は「知識」学力を問う A問題と「活用」学力を問う B問題からなる。
出所：耳塚寛明（2009）「お茶の水女子大学委託研究・補完調査について」の表 1の形式を調整。 
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いて重回帰分析を行っている。Table 3は，その結果の
うち決定係数のもっとも大きい国語 Aの分析結果を示
したものである。この結果より，以下の諸傾向を確認す
ることができよう（国語 B, 算数 A・Bも同様の傾向）。 

第 1に，β 値が 1％水準以上で有意な 9項目のうち 6

項目――①読み聞かせ，③ニュース会話，⑤スポーツ紙
など読む（負の効果），⑥パソコンでメール，⑦英語や
外国文化に触れさせる，⑧本が多い――は，いわゆる文
化資本（言語資本を含む）に関わる項目である。文化
資本の概念・視座はブルデュー（Bourdieu & Passeron, 

1970 /1991；Bourdieu, 1979 /1989・1990）やバースティ
ン（Bernstein, 1971 /1981, 1978 /1985）がその重要性を
指摘して以来，日本でも社会学や教育社会学の分野を中
心に，学力形成・教育達成の研究，社会階層と社会移動
の研究や社会化関連の研究で広く用いられるようになっ
たが，その重要性がここでも確認されたと言えよう。
第 2に，残りの 3項目のうち，⑪世帯年収は家庭の経
済力や貧困の指標ともなるものだが，その β 値は投入
された 11変数の中で最も大きい。この結果からも，家
庭の経済的環境が，家庭の文化的環境とは独立に，学力
形成に直接的な影響を及ぼしていることが確認される。
それは，例えば，勉強部屋の有無や集中しやすい空間に
なっているかどうかといった家庭の学習環境，塾通いと
いった学校外での学習機会，家事・家業の手伝い等によ
る学習時間確保の条件などに媒介されているからであろ
う。「②毎日子どもに朝食を食べさせている」は，生活
のリズム・規則性や親のケアの指標と見ることもできる
ものであり，そうした生活のリズムやケアの豊かさの度

合いが学習への構えや集中度に違いをもたらし，それが
学力に影響を及ぼすからであろう。それに対して，「④
親が言わなくても子どもは自分から勉強している」は，
学力が学習時間の多寡やその質（自発性・積極性や集中
度）に左右されることを踏まえるなら当然の結果と言え
るが，それに加えて，上記の文化資本の違いが学習への
興味関心・知的好奇心や学習方法にも違いをもたらし，
その結果として自発的に勉強するという，間接効果が介
在しているからでもあろう。
第 3に，Table 3の決定係数が 0.159でしかないこと

を踏まえるなら，以上の傾向を絶対視・過大視すべきで
はないということに留意する必要があると同時に，他に
どういう要因やメカニズムが介在しているかを検討する
ことも重要だと言えよう。
学力格差の生成メカニズム
では，他にどういう要因やメカニズムが考えられるで

あろうか。この点について，藤田（1982）は，以上に述
べたものも含めて，次の五つ――（1）知能遺伝説，（2）経
済的要因説，（3）社会心理的要因説（価値理論），（4）文
化的要因説，（5）プロセス・モデル――を挙げている（（4）
は原文では文化論的立場）。
（1）知能遺伝説は，Jensen（1969）や Herrnstein （1973 /  

1975）が双生児研究などに基づいて主張し，1970年代
のアメリカでアカデミズムの世界を越えて論議を呼んだ
が，過大視すべきではないものの，全否定するわけには
いかない側面であろう。（2）経済的要因説はすでに述べ
たところであり，それ以上の説明の必要はないであろう。
（3）社会心理的要因説（価値理論）は，学校教育や学

 Table 3　平均正答率（国語 A）の規定要因（重回帰分析） 

 標準化係数（β）  有意確率  

①子どもが小さいころ，絵本の読み聞かせをした   0.077   0.000   *** 

② 毎日子どもに朝食を食べさせている   0.039   0.003   ** 

③ニュースや新聞記事について子どもと話す   0.050   0.000   *** 

④ 親が言わなくても子どもは自分から勉強している   0.162   0.000   *** 

⑤スポーツ新聞や女性週刊誌を読む  –0.059  0.000   *** 

⑥パソコンでメールをする   0.045   0.001   ** 

⑦子どもが英語や外国の文化にふれるよう意識している   0.061   0.000   *** 

⑧家には本（マンガや雑誌を除く）がたくさんある   0.084   0.000   *** 

⑨美術館や美術の展覧会へ行く  –0.001   0.948  

⑩テレビゲームで遊ぶ時間は限定している   0.034   0.010   * 

⑪世帯年収   0.184   0.000   *** 

 R 2  0.159  

 調整済みR 2  0.157 

 *** p<.001，** p<.01，* p<.05 
出所： Table 2と同じ。耳塚（2009）の表 10より抜粋，表形式調整，○付き番号追加。
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業成績，教育達成（学歴）にどのような価値を付与し，
その価値の実現に向けて親・保護者その他の「意味ある
他者（significant others）」が子どもにどのような励まし
や支援をするか，その結果としてどのような教育アスピ
レーションが形成されるかという側面を重視するものだ
が，前述の SSM調査でも相対的に大きな効果を有する
ことが明らかにされている。
（4）文化的要因説は，前述のブルデューやバーンステ
インの文化資本論（言語資本論を含む）に代表される
もので，その効果については上述の通りである。但し，
Table 3のモデルに投入された変数群はいずれも序列変
数的なものであり，また，現実の生活場面では連続変量
的なものと想定されているようであるが，ブルデューや
バーンスティンの文化資本論は，階級文化の質的（構造
的・機能的）な違いや，階級文化と学校文化との連続性
/不連続性も問題にしている（新中産階級の文化は学校
文化との連続性が強い）。他方，（5）プロセス・モデルは，
学校における教育課程・学習集団の編成や教授・学習様
式の違いなどが，努力を含む学習経験，学習への構えや
教育アスピレーションを差異化し，その固定化・拡大を
もたらすというものである。Rosenbaum（1976）や藤田
（1979, 1980, 1990）はこうした学校教育のプロセスに埋
め込まれたメカニズムの存在をトラッキングという概念
を用いて分析し明らかにしたものであるが，その後，教
育社会学の分野を中心に，さまざまな領域で，この側面
に注目した研究が行われている（例えば，石川・杉原・
喜多・中西，2011）。
家庭環境要因の構造的複合性
以上のように，家庭環境要因はさまざまな側面と影響
の回路・メカニズムを有し，それらが複雑に絡み合って，
学力形成や教育達成に無視できない重要な影響を及ぼし
ている。しかも，その側面やメカニズムは，家族を取り
巻く社会の諸構造――経済・労働市場の構造，学校教育
の制度・組織・文化の構造，情報・知識や規範を含む文
化のありようと人びとの価値観や振る舞い方を規定して
いる文化的構造など――に埋め込まれ，枠づけられてい
る。その意味で，家庭環境要因の構造的複合性は，子ど
もの生活・教育・発達に影響するというレベルだけでな
く，家庭環境のありようを規定する要因構造それ自体の
レベルでも見られるものである。
この点は，例えば貧困率の学歴差によっても確認され
る。先に Table 1で，「子どもがいる現役世帯」のうち「大
人が一人」（単親世帯）の貧困率は 50.8％にも達してい
ることを確認したが，Table 1と同じデータを用いて分
析した阿部（2012，p.302）によれば，世帯内のもっと
も学歴の高い人（通常は父親ないし母親）が大卒以上の
子どもの貧困率は 8.3％であるのに対して，高卒の場合
21.9％，中卒の場合 44.9％となっている。これは，各種

統計によっても確認されている年収や賃金の学歴間格差
に対応するものではあるが，子どもの貧困率の格差を示
した点で貴重である。世帯の所得水準は家計維持者の職
業や学歴と高い相関があるから，Table 3で確認した学
力に影響を及ぼす文化資本の差は，家庭の経済力だけで
なく，家族構成員の学歴水準やそれに付随する生活スタ
イルなどによっても左右されていると言える。つまり，
家庭環境要因の構造的複合性は，家庭環境が子どもの学
力や発達・教育に影響するというレベルで確認されるだ
けでなく，家庭環境のありようを規定する要因構造のレ
ベルでも見られるということである。そして，この二重
性のゆえに，家庭環境要因による格差は重大なのであり，
しかも，その改変が容易なことではないのである。とは
いえ，たとえその改変が容易なことではないとしても，
相対的貧困率の上昇や貧困家庭の増加を容認すべきでは
ないし，所得再配分政策や福祉施策の充実など，貧困率
の低下や貧困家庭の減少を実現する方法があることも周
知の事実である。それと同時に，学校を含む日常的な生
活場面での実践や支援・ケアの改善・充実を図っていく
ことも重要である。

貧困と児童虐待

以上では，貧困・経済的格差と学力形成との関係につ
いて検討したが，以下，学力以外の側面として，貧困と
児童虐待（養育放棄を含む）との関係について検討する。
児童虐待の実態
周知のように，近年，児童虐待が急増し，大きな社会

問題の一つになっている。厚生労働省の報道発表（平
成 24年 7月 26日）によれば 2），児童相談所での児童虐
待対応件数は，同省が当該統計を初めて公表した 1990

年度は 1,101件であったが，95年度（2,722件）あたり
から急増し始め，2000年度 17,725件，05年度 34,472

件，10年度 56,384件（福島県を除く），直近の 11年度
は 59,862件（速報値）となっている。また，警察庁が
1999年度から公表し始めた児童虐待事件検挙件数も増
加の一途を辿っている。警察庁生活安全局『少年非行等
の概要』によれば 3），被害児童数と死亡児童数（括弧内）
は，1999年 124人（45人）であったが，翌 2000年は
190人（44人），05年は 229人（38人），10年は 360人

2） 厚生労働省雇用均等・児童家庭局「子ども虐待による死亡事例等
の検証結果（第 8次報告の概要）及び児童虐待相談対応件数等」
の（別添 2）「児童相談所での児童虐待対応件数」。http://www.

mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002fxos-att/2r9852000002fy23.pdf

（2012年 9月 20日 12時08分再確認アクセス）
3） 警察庁生活安全局少年課『少年非行等の概要（平成 23年 1～12

月）』 （平成 24年 4月（確定値版），1999年の数値は『平成 12

年版 警察白書』 （p.126）。http://www.npa.go.jp/safetylife/syonen/

syounennhikoutounogaiyou.pdf（2012年 9月 20日 12時05分再確
認アクセス）
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（33人），直近の 11年は 398人（33人）であった。
児童虐待の重大性とリスク要因
これら 2種類の統計は，表面化した相談件数や検挙件

数でしかない。暗数がどのくらいかは定かでないが，虐
待の程度や頻度・継続期間を問わなければ，表面化した
件数は氷山の一角でしかなく，かなり広範に起こってい
ると推量するのが妥当であろう。いずれにしても，少な
くとも次の 4点を確認しておくことが重要であろう。
第 1は，児童虐待は子どもの生活基盤・発達基盤を著
しく歪め，安全・安心を奪い，現時的にも将来的にも子
どもを危機にさらすという点である。Figure 1の説明の
末尾でも言及したように，家庭はマズローの提起した五
つの欲求すべての充足・実現の主要な基盤の一つである
が，児童虐待はその基盤を歪め破壊し，被害児童の心身
の健康と健全な成長を阻害する。被害児童の安全欲求や
生理的欲求の充足を阻害し，健康の維持・増進を妨げ，
さらには死に至らしめることにもなりかねない。それだ
けでなく，被害児童から安心できる居場所を奪い，帰属
欲求や自尊・承認欲求の充足をも妨げ，さらには自己実
現欲求の追求・充足を妨げることになる可能性も高い。
第 2は，貧困が児童虐待の主要なリスク要因の一つだ
ということである。東京都福祉保健局（2005）は，2001

年と 05年の 2回にわたり児童虐待事例の詳細な実態調
査を行い，その分析結果をまとめている。Table 4は，
その報告書からの引用である。

 

この Table 4より，以下の 3点を確認することができ
るであろう。
（1） Table 4に挙がっている「虐待が行われた家庭」（以
下，虐待発生家庭）の状況 6項目は，（A）「経済的困難」
（貧困）と「ひとり親家庭」・「就労の不安定」，（B）「孤立」
と「育児疲れ」，及び（C）「夫婦間不和」の三群に大別
してよいであろう。そして，この三群，あるいは，その
各群の構成項目が重なると，児童虐待のリスクが高まる
と言ってよいであろう。
（2）上記三群のうち，（A）群の「経済的困難」と「ひ
とり親家庭」は，「家庭の状況」欄の順位は入れ替わっ
ているものの，両年度とも 1位ないし 2位となっている
ことから，虐待発生の二つの主要な背景要因になってい
ると言ってよいであろう。加えて，経済的困難の一因と
も言える「就労の不安定」が，虐待の付随的要因（右側「あ
わせて見られる他の状況」欄）となる傾向が強まってい
る。これは，特に 2000年代になって日本社会の経済環
境の悪化と労働者派遣法に基づく派遣対象業務（業種・
職種）の拡大や企業の人件費削減優先の雇用戦略による
低賃金の非正規雇用の増大に起因すると言えるが，それ
だけに事態は深刻化する危険性があると見ることもでき
よう。
（3）上記の B群「（孤立」「育児疲れ」）と C群（「夫婦
間不和」）は，経済的困難とは独立に児童虐待発生のリ
スク要因となりうるが，特に前者は経済的困難や単親家

Table 4　虐待が行われた家庭の状況（複数回答）
〈2005年調査〉

家庭の状況 あわせて見られる他の状況 上位 3つ

 1  ひとり親家庭  460件 （31.8％）  ①経済的困難  ②孤立  ③就労の不安定  

 2  経済的困難  446件 （30.8％）  ①ひとり親家庭  ②孤立  ③就労の不安定  

 3  孤立  341件 （23.6％）  ①経済的困難  ②ひとり親家庭  ③就労の不安定  

 4  夫婦間不和  295件 （20.4％）  ①経済的困難  ②孤立  ③育児疲れ  

 5  育児疲れ  261件 （18.0％）  ①経済的困難  ②ひとり親家庭  ③孤立 

〈2001年調査〉

家庭の状況 あわせて見られる他の状況 上位 3つ

 1  経済的困難  286件 （27.5％）  ①ひとり親家庭  ②就労の不安定  ③孤立  

 2  ひとり親家庭  248件 （23.8％）  ①経済的困難  ②孤立  ③育児疲れ  

 3  夫婦間不和  209件 （20.1％）  ①経済的困難  ②孤立  ③育児疲れ  

 4  育児疲れ  177件 （17.0％）  ①経済的困難  ②ひとり親家庭  ③孤立  

 5  孤立  174件 （16.7％）  ①経済的困難  ②ひとり親家庭  ③育児疲れ 

注．本 Tableの 2005年調査の母数：03年度に東京都の全 11児童相談所で受理した全児童虐待相談事例 2,481件のう
ち「児童虐待ではなかったもの」・「電話相談のみで終了したもの」・「子どものきょうだいによる重複」を除いた
1,447件。2001年調査も同様。

出所：東京都保健福祉局（2005）『児童虐待の実態 Ⅱ：輝かせよう子どもの未来，育てよう地域のネットワーク』（平
　　　成 17年 12月），p.44より。
　　　表題と注は本稿筆者の追加。〈今回調査〉〈前回調査〉を調査年に変更。
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庭が重なるとき，そのリスクが高まると見てよいであろ
う。他方，後者も，経済的困難が背景要因となる可能性
があり，それに孤立や育児疲れが重なると，虐待発生の
リスクが高まるということであろう。
第 3は，東京都福祉保健局（2005）からも示唆される
ことだが，被虐待経験者が将来，虐待加害者になるとい
う虐待再生産の可能性があるという点である。同報告書
の「図表 2-12 虐待者の生育歴（複数回答）」（p.36；母
数 1,447件）によれば，「不明等」（879件・60.7％）と
「特になし」（212件・14.7％）以外では，虐待者の生育
歴要因で最も多いのは「被虐待経験」（138件・9.5％）で，
それに「ひとり親家庭」（134件・9.3％）と「両親不和」
（84件・5.8％）が続いている。同報告書はこれら三つの
重なりについては示していないが，それら三つは Table 

4で確認したように虐待発生の主要なリスク要因である
ことからも，被虐待経験が子どもの発達を歪め，将来，
加害者になるリスクを高めるという，虐待再生産の可能
性が示唆されよう。
第 4は，児童虐待だけでなく，障害者虐待，高齢者虐

待についても言えることだが，「社会的ネグレクト」と
も言える問題があるという点である。Table 4でも確認
したように，児童虐待発生のリスク要因 B群としてま
とめた「孤立」と「育児疲れ」は，家族・親族や近隣住
民その他の理解と支援があれば，多少なりとも緩和され
る事態であろう。そうした支援の基盤となる日常的な繋
がりや交流の基盤が都市化・私事化の進行に伴って崩れ
脆弱化してきたことはつとに指摘されてきたところであ
るが，そういう地域社会の在り方と近隣住民の無関心・
不干渉や，福祉事務所・警察など関連諸機関の人員不足・

非感応性などとその活動を制約している法制度などが虐
待発生の抑止や虐待の早期発見・対処を妨げていること
も確かでああろう。その意味で，「社会的ネグレクト」
が虐待発生の間接的なリスク要因になっていると言えよ
う（渡辺， 2010；藤田，2011など）。

貧困・格差の再生産と政策的・社会的課題

本稿の結びとして，以下では，〈貧困・格差〉再生産
の危険性について検討し，政策的・社会的課題について
若干の私見を略述する。
家庭の経済力格差と文化資本・教育資本の格差
前述の，家庭の経済力格差と文化資本・教育資本の格
差が連動する傾向は，家庭の費目別消費構成の違いに
よっても確認される。Table 5は，年間収入五分位階級
別の費目別消費構成を示したものである。これより，以
下の諸傾向を確認することができる。
第 1に，低所得層ほど，食料，住居，光熱・水道，及
び保健医療といった必需的な費目の支出割合が大きい。
言うまでもないことだが，割合が大きいとはいえ，最下
行に示したように実収入が大きく異なるから，これらの
必需的側面の生活環境は低収入層ほど劣悪で厳しいと言
える。
第 2に，家具・家事用品，被服及び履き物，交通・通
信といった費目の支出割合には収入階級による差はほと
んどないが，実収入が異なることを考えれば，それらの
費目面の生活環境も低所得層ほど相対的に劣ることを示
している。
第 3に，低所得層ほど，教育，教養娯楽といった費目

の支出割合が小さい。実収入の違いを考慮するなら，こ

Table 5　年間収入五分位階級別の費目別消費構成（2001– 05年の平均；二人以上の勤労者世帯）

項  目 全階級計 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ

消費支出計 100 100 100 100 100 100

食料 21.9 24.6 23.5 22.9 21.4 19.4

住居 6.6 11.2 8.5 6.5 5.2 4.5

光熱・水道 6.3 7.9 7.0 6.6 6.0 5.3

家具・家事用品 3.2 3.2 3.3 3.3 3.2 3.2

被服及び履き物 4.7 3.9 4.2 4.6 4.8 5.3

保健医療 3.4 4.0 3.7 3.6 3.2 3.0 

交通・通信 13.7 13.9 14.5 13.7 13.6 13.3

教育 5.5 3.3 4.4 5.6 6.5 6.4

教養娯楽 10.0 8.4 9.7 10.4 10.4 10.4

その他 24.6 19.6 21.2 22.8 25.6 29.3

2005年の年間収入（万円） 719 341 515 657 841 1242

出所：厚生労働省『平成 18年版 労働経済の分析』付 3-（1）-6表（p.281）より。2005年の年間収入は http://www.stat.go.jp/
data/sav/2005np/pdf/gk32.pdf より（2012年 9月 4日 15時55分アクセス）。藤田（2008, p.178）の表 6に 2005年の年
間収入を追加。
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の割合の違いは，絶対額ではかなり大きな格差になって
いると言える。
第 4に，表示はしていないが，費目別構成比の変化

（1996年～2000年平均に対する増減率；Table 5の出所
と同じ付表）を見ると，交通・通信費は全収入階層で大
きく上昇し（増減率：全階層計 8.9； 第Ⅰ五分位層 11.4，
以下同様），逆に，食料（計-7.7；第Ⅰ五分位層-7.6），
家具・家事用品（計-12.7; 第Ⅰ五分位層-11.3），被服・
履き物（-19.3; 第Ⅰ五分位層-18.7）はすべての収入階
層で大きく低下しているが，注目すべきは，保健医療，
教育，教養娯楽，住居の格差拡大的な変化である。保健
医療費の増減率は，計 7.1の上昇に対して，第Ⅰ五分位
層は 1.3でしかなく，収入階層が高くなるほど増加率が
大きく，第Ⅴ五分位層では 12.7にもなっている。同様に，
教育費の増減率は計-1.2であるが，減少率が最も大き
いのは第Ⅲ五分位層で-5.9. 次いで第Ⅰ五分位層-3.2, 第
Ⅱ五分位層-2.1, 第Ⅳ五分位層-0.7と続いているのに対
し , 第Ⅴ五分位層は 2.0の上昇となっている。 教養娯楽
費も基本的には同様で（全体計増減率-3.5），年収が少
ない階層ほど減少率が大きくなっているが（第Ⅰ五分位
層-5.9; 第Ⅱ五分位層-5.0; 第Ⅴ五分位層-3.7），例外的
に第Ⅳ五分位層が-0.1で最も小さくなっている（これ
は，高学歴の専門技術職や上級ホワイトカラーなど文化
資本の豊かな高学歴層が第Ⅳ五分位層に多いからだと
推測される）。住居費も基本的には同様で（全体計増減
率-5.7）， 第Ⅰ～第Ⅲ五分位層は-8台であるのに対して
（第Ⅳ五分位層は-5.7），第Ⅳ五分位層のみ 3.4の上昇と
なっている。
貧困・格差の再生産
以上より，「貧困・格差の再生産という点について，
以下の諸点を確認・指摘することができるであろう。
（1）上記の第 1～第 3で確認したように，実支出額は，
すべての費目で低所得層ほど少ないと言えるが，費目別
の支出割合でも，①低所得層ほど食料・住居・保健医療
といった必需性の高い費目の支出割合が大きく，他方，
②教育や教養娯楽といった，稼ぎ手自身の能力向上や子
どもの教育・能力形成に関わる費目の支出割合が小さい。
（2）上記の第 4で確認したように，特に保健医療，教
育，教養娯楽，住居の 4項目で，格差拡大的な変化が
見られる。すなわち，保健医療費は，どの収入階層でも
増加傾向にあるが，収入階層が高くなるほど増加率が大
きい。これは，医療費自体の上昇や自己負担率の上昇に
よる面が大きいからであろうが，低所得層ほど十分な医
療サービスを受けられない傾向が強まっていることを示
唆するものであるだけに重大である（医療格差の拡大傾
向）。他の三つも基本的には同様で，住居費については，
第Ⅰ～第Ⅲ五分位層で減少率が-8台と大きく，第Ⅳ五
分位層も-5.7であるのに対し，第Ⅴ五分位層では上昇

している（住居格差の拡大傾向）。教養娯楽費について
も同様で，第Ⅳ五分位層と第Ⅴ五分位層が逆転している
ものの，基本的には低収入層ほど減少率が大きい（文化
的生活水準格差の拡大傾向）。教育費についても同様で，
第Ⅲ五分位層の減少率が最も大きいものの，基本的には
低収入層ほど減少率が大きいと言える（教育投資格差の
拡大傾向）。第Ⅲ五分位層の減少率が例外的に最も大き
いのは，大学進学のユニバーサル化と学校外教育（学習
塾など）の拡大が続くなかで，この中位層がそうした教
育投資を重視し優先する下限の年収層となってきたこと
によるのであろう。
（3）先に確認したような相対的貧困率の上昇傾向や年
収格差の拡大傾向に加えて，以上のような，医療格差，
住居格差，文化的生活水準格差，教育投資格差の存在と
その拡大傾向も確認されることから，貧困・格差の世代
間再生産の傾向が強まっている（強まる可能性がある）
と見てよいであろう。教育投資格差は，直接的に大学進
学や高校進学に必要な諸経費（授業料・入学金）の支出
を減らすというかたちで，あるいは学力形成や受験準備
といった側面での格差を媒介にして，教育達成（高校・
大学への進学）の格差をもたらす可能性があるからであ
る。文化的生活水準格差と住居格差は，すでに述べた家
庭の文化資本や学習環境の格差として，学力形成や，教
育アスピレーションや学習の意欲・習慣の形成に格差的
な影響を及ぼす可能性があるからである。さらに，医療
格差は，食料（栄養）面での格差とも相まって，健康の
維持・増進という点での格差をもたらしかねないからで
ある。
政策的・社会的な課題と責任
現代の貧困と格差は，「格差社会」という流行語にも
象徴されるように，経済発展を遂げた世界トップクラス
の豊かな社会において新たに浮上してきた構造的な問題
であり，そして，子どもの発達・教育に影響を及ぼす環
境要因も，その現代的な貧困・格差もそこに胚胎する歪
みも，構造的複合性を特徴としている。それ故に，その
貧困・格差も歪みも，社会の在り方をどのように再編・
調整していくのかという政策的な課題を提起し，もう一
方で，人びとの日常的な生活・実践のありようをどのよ
うに調整・改善していくのかという社会的な課題を提起
している。こうした政策的・社会的課題もその背景にあ
る貧困の増大と社会的格差の拡大も，日本だけでなく，
アメリカや EU（欧州連合）諸国でも同様に生起してき
たものである。
この新たな事態への対応の方向について，エスピン・
アンデルセン（Esping-Andersen, 1990 /2001）が提起し
た福祉国家（福祉レジーム）の三類型論――市場の機
能を重視する自由主義レジーム，家族・地域コミュニ
ティといった共同体の機能を重視する保守主義レジー
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ム（以下，共同性レジーム），国家の役割を重視する社
会民主主義レジーム（以下，社民主義レジーム）――や，
イギリスのトニー・ブレア政権が掲げた「第三の道」論
（Giddens, 1998/1999）が注目され，90年代以降，「第三
の道」や社民主義レジームが西欧諸国では社民主義的政
党の政治路線として採用されてきた。日本においても，
2000年代前半の小泉純一郎政権が自由主義レジームに
近い路線を採用したのに対して，民主党政権は社民主義
レジームの路線を採用してきた（厚生労働省 2012『平
成 24年版厚生労働白書』）。
上記三つのレジームのどれを優先するにしても，問題
の解決・事態の改善は容易ではないが，各レジームが有
効性・適切性を確保しうる（適合的でありうる）分野・
レベルを見極め区別することが重要だと考えられる。概
括的に言えば，自由主義レジームは経済活動分野に適合
的であるのに対し，社民主義レジームは政策レベルでの
福祉・社会保障や教育の分野に適合的であり，他方，共
同性レジームは諸活動の組織レベルや日常的な生活・実
践レベルでの福祉や教育の分野に適合的である。こうし
た適合性の違いを無視して，いずれかのレジーム論に立
つ政治路線を採用し，分野やレベルを問わず種々の政策
や施策を講じ推し進めていくことは，無用・無益な混
乱と新たな歪みを招来することになる。その典型的な
事例は，1990年代以降の教育改革に見られるが（藤田，
1997，2005，2006；苅谷，2003；広田，2007；藤田・大桃，
2010など），子どもの福祉に関わる領域でも必ずしも有
効な手立てを講じることにならなかった一因は，上記の
ような適合性のレベルを考慮し損ねたことにあると言っ
てよいであろう。
この点とも関連して強調するに値するのは，教育分野
でも子どもの福祉に関わる領域でも，共同性レジームに
立脚する政策・施策と教職員や地域住民の日常的な実践
が極めて重要だということである。例えば，先に児童虐
待について検討した際に「社会的ネグレクト」も虐待発
生の間接的なリスク要因になっていると指摘したが，そ
うした要因の影響を軽減・排除し，交流・支援の輪を広
げ豊かにしていくことは，人びとが共通に引き受けるべ
き社会的責任であると言えるだろう。
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的場　由木
（NPO自立支援センターふるさとの会）

本稿では成人期および老年期における貧困者支援の全体状況と課題，提言されている解決の方向性等
について整理し，今後の貧困者支援にとって必要と思われる論点について検討するために文献レビュー
を実施した。データベースに CiNiiを用い，2002年～2011年の 10年間に発行された文献について検索し，
「若年」「高齢」「障害」「就労」「自立」「支援」と「貧困」「生活保護」「低所得」「ホームレス」「野宿」「路
上」「困窮」のキーワードを掛け合わせ，それぞれが重複する文献を抽出し，日本における成人期および
老年期の貧困者支援に関する 88編の内容を「ライフステージから見た貧困者の実態と支援」「自立支援
に向けた取り組み」「社会包摂のための支援」に分類してレビューした。また，文献レビューを通じて共
通の論点として見出された「支援に求められる家族的機能」「貧困者支援におけるメンタルヘルスの課題」
「生涯発達における貧困の意味」の 3点について考察した。
【キーワード】　貧困，支援，成人期，老年期，文献検討

問題と目的

近年，格差の拡大やワーキングプアなど日本の貧困問
題についての関心が高まり，貧困対策に関する話題も多
く取り上げられるようになった。2012年 1月に発表さ
れた福祉行政報告例（平成 23年 10月分概数）1）による
と生活保護の被保護世帯数は 1,502,320世帯，被保護世
帯人員は 2,071,924である（厚生労働省，2012）。また，
これまでの被保護世帯数（1か月平均）の推移を見ると，
1984年度（789,602世帯）から 1992年度（585,972世帯）
にかけて減少を続けた後，翌年の 1993年から現在に至
るまで約 20年間にわたって上昇を続けている。さらに，
生活保護の捕捉率（所得が生活保護基準以下の世帯の内，
生活保護を受けている世帯の比率）に関わる政府の推計
（厚生労働省，2010）では，2004年の全国消費実態調査（生
活扶助＋教育扶助）を基準とした推計で 87.4％，2007

年の国民生活基礎調査（生活扶助＋教育扶助＋高等学校
等就学費）を基準とした推計で 32.1％となっていること
に加えて 20％程度であると分析する先行研究もある（駒
村，2003，2009）。したがって年金収入のみで生活して
いる高齢者や障害者，働きながらも所得が低い状況にあ
るワーキングプアと呼ばれる状況の人たち，路上生活を
余儀なくされている人たちなど，貧困状態にある人たち
は，増加を続ける生活保護受給者の数よりもさらに多く
存在することになる。
筆者は東京の山谷地域を中心に生活困窮者の支援に携

わるようになって約 15年になるが，いわゆる寄せ場に
おける日雇い労働者の高齢化と路上生活者の増大が課題
となっていた時代から，一般の低所得かつ単身独居高齢
者（障害者）の地域福祉問題へと徐々に問題領域が移行
しながら拡大し，全国的かつ普遍的な課題としての貧困
問題が存在することを実感せざるを得なかった。これら
のことから現時点での日本の貧困問題の全体像を捉えな
おし，貧困者支援の中で取り組まれてきた実践の全体状
況や課題，提言されている解決の方向性等について整理
し，今後の貧困者支援にとって必要と思われる論点につ
いて検討することが本稿の目的である。なお，本稿では
対象を成人期および老年期に限定し，成人してから死を
迎えるまでのライフステージにおける生涯発達という観
点から貧困問題を捉えることに重点を置いた。

方　　　法

本稿では，データベースとして CiNiiを利用し，2002

年～2011年の 10年間の文献を検索した。成人期から老
年期の支援について検索するためのキーワードを「若年」
「高齢」「障害」「就労」「自立」「支援」とし，さらに生
活困窮について検索するためのキーワードを「貧困」「生
活保護」「低所得」「ホームレス」「野宿」「路上」「困窮」
として，それぞれのキーワードが重複する文献について
検索を行った。この中から①海外の貧困に関する文献，
②子どもの貧困に関する文献，③支援に関連しない文献
を除く 88件の文献を抽出し，レビュー対象文献とした。
文献内容を照合した結果，「ライフステージからみた貧
困者の実態と支援」，「自立支援に向けた取り組み」「社
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特別論文（原著論文）

1）東日本大震災の影響により未確定数として公表された数。
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会包摂のための支援」に分類されるため，各項目の文献
についてレビューを実施した。

結　　　果

1．ライフステージからみた貧困者の実態と支援
1）若年層の貧困と支援　若年層の貧困問題に関す

る文献を見るとマスコミ等で「ネットカフェ難民」につ
いての報道がされ始めた時期である 2007年以降に出版
されたものが多い。東京の日比谷公園に年越し派遣村が
登場したのは 2008年年末のことであり，若年層の貧困
問題は雇用状況の悪化とともに深刻化したという印象が
ある。しかしながら，貧困状態にある若年者支援の実践
報告からは，雇用状況の改善だけでは解決できない問題
も含まれていることがうかがえる。以下に若年貧困層の
実態と支援について対象文献及び国の調査報告から把握
できる事項を整理したい。
「日雇い労働者の実態に関する調査結果報告書」（厚生
労働省，2007）を見ると，短期派遣の労働者の内，約 8

割が 40歳未満の若年層（20歳未満： 7.0％を含む）で
あり，調査対象者の約 5割が“主に短期派遣のみで仕
事をしている者”である。また，「住居喪失不安定就労
者等の実態に関する調査報告書」（厚生労働省職業安定
局，2007）では，ネットカフェ等で常連的に（週半分以
上）寝泊りする「住居喪失不安定就労者」の数が全国で
約 5400人であると推計されており，住居喪失者の年齢
分布は東京では 20歳代と 50歳代，大阪では 30歳代が
多いと報告されている。この調査によると住居喪失の理
由の過半数が「離職」であるが，離職以外の理由として
「家族関係の悪化」や「借金」などがあり，北條（2009）
は若年層が中高年層と比較して住居確保を希望しない者
が多いことの理由として「借金」が影響している可能性
があると分析している。
若年ワーキングプアの生活者としての実態を把握する
ために実施された調査では，ワーキングプアの状況にあ
る若者に「家計」「余暇」「健康」の側面からインタビュー
を実施し，①低収入で不安定な家計状況や就労の過酷さ
による日常的・慢性的な「無理」が蓄積した結果として
の健康被害が生じていること，②生活状況の過酷さが食
事摂取などの日常生活，家庭の困難，社会関係の乏しさ
等に影響を及ぼしていること等が報告されている（横尾，
2010）。
「ニート状態にある若年者の実態及び支援策に関する
調査研究」の結果を分析した中澤 （2007）は，現代の若
年貧困層について「家族の衰退」について触れ，子ども
が家族の中で人間性を形成し，文化を内面化して社会に
適応する能力を身につけるための教育を行うという社会
化機能が低下し，社会に適応する能力を上手く身に付け
られないケースが増えていると指摘している。加えて，

宮本 （2009）は，いわゆるニートの問題と不安定就労の
若者には連続性があること，低収入ながら親との同居に
より生活を成り立たせている若者の存在に触れ，若年対
策が若者の問題を意欲のなさに求め，家族の扶養を前提
とした支援に限定されたものであることの問題を指摘し
ている。また，親からの援助を得られないもっともサポー
トを必要としている若者への支援を行うためには，若年
の貧困化対策が社会的包摂政策として位置付けられ，成
育歴によるハンディを理解する必要があると述べてい
る。
若年困窮者支援の実践報告（沖野，2009）では，若年

者ホームレスの実態として，不安定な仕事と寝場所を流
動する若者の存在，生育家族の死が住居喪失と直結する
事例，精神疾患や知的・発達障害が見受けられる事例が
あることについて言及し，支援の中で一人ひとりが複雑
に抱える問題をメンタル面・職業意識・成育歴からくる
要因・障害や病歴の有無や程度などから解きほどいて理
解し，支援の方策を立てていかなければならない難しさ
があると述べられている。さらに，同じく若年困窮者支
援に携っている松本 （2010）は若年者の支援の中で 20

歳代から 40歳代の多くが直面する問題のひとつに青年
期の発達課題があると指摘し，「青年期の安定した自我
確立を助ける環境が脆弱化し失われていくにつれ，青年
期は拡大しつつある。」と述べた上で，自殺の課題を抱
えたケースがあることを報告している。
以上のように若年の貧困者については，成育歴の影響
が多く指摘され，貧困状態から脱却するための支援には，
障害や疾病，生い立ちを理解した上で，安定就労のため
の支援のみならず，多様な生活上の困難への関わりや心
の発達の躓きなどへの支援が必要であることが述べられ
ていた。

2）ひとり親世帯の貧困（貧困の世代的再生産）と支援
　ライフステージの中で成人期は職業生活を営むととも
に，家庭をつくり子どもを育てることが可能となる時期
として位置付けることができるが，新たに家族をつくり
暮らしていくという過程の中で貧困はどのような影響を
及ぼしているのだろうか。
「貧困の世代的再生産」に関する研究の一環として実
施された聞き取り調査では，生活保護受給母子世帯を担
当しているケースワーカー 10名へのヒヤリングが行わ
れ，自立支援の課題として，①経済的困窮だけではなく
離婚等の人生上の困難を背負った母親の身体的・精神的
健康問題，住宅問題，日常的なケアや栄養状態の問題な
どが重複した状況でありながら，処遇方針が「就労指導」
に収斂されてしまっていることによる現状と支援の「ず
れ」，②生育環境の貧しさから近隣との人付き合いや就
職活動のマナーなどの「社会的スキル」が不足し，社会
的に孤立した状態になっていること，③実際には生活費，
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医療費，教育費を支払うだけの賃金が望めないという現
実の中で生活保護受給者が「福祉依存」と見做され，偏
見に晒されている状況があることが報告されている（杉
村，2003）。
湯澤（2009）は子ども期の貧困が低学歴や若年期の貧
困化に直結していること，子ども期の貧困がひとり親世
帯，とりわけ母子家族に集中的に現れていることを指摘
し，学歴階層が低いほど離別率が高い傾向などがあるこ
とから，貧困と虐待・暴力，貧困と家族解体，貧困と若
年妊娠・出産，貧困とジェンダーなどの社会的諸事象と
の連関を可視化することが必要であると述べている。ま
た，離婚や虐待，10代出産を自己責任としての個人的
問題に押し込めていくことは，貧困を再生産させること
につながると指摘している。
以上のようにひとり親世帯の貧困については，①有子
世帯ではひとり親世帯とりわけ母子世帯の貧困が多いこ
と，②不安定な就労形態によって慢性的な貧困状態から
脱却することが難しく，結果的に貧困の世代的再生産に
つながっている現状があること，③子ども期の貧困が家
庭の崩壊や孤立化に影響している可能性があることが報
告されていた。

3）高齢者の貧困と支援　高齢者の貧困に関わる文献
を見るとその多くが 2010年以降に集中して報告されて
いる。2010年以降に文献が多くなった理由としては，
2009年 3月に群馬県渋川町の「静養ホームたまゆら」
で都内の生活保護受給者が 10名死亡した事件，同年 10

月に厚生労働省が「相対的貧困率」を公表したことによ
り被保護高齢者の介護問題，日本の貧困や格差問題に関
心が高まったこと等が考えられる。「平成 21年被保護者
全国一斉調査」 （厚生労働省，2009）によると，被保護
人員 1,673,651人の内，65歳以上の高齢者は 687,662人
（41％）である。さらに被保護高齢者の 73％にあたる 

501,138人が単身者である。また，被保護高齢者の介護
扶助受給者数は在宅サービスが 141,320人，施設サービ
スが 34,988人である。
貧困高齢者の支援に関して課題として取り上げられて
いる論点は主に 2つであった。ひとつは在宅生活の継続
が困難な単身要介護高齢者の居住保障と生活支援の問題
である。もうひとつは一人暮らしの低所得高齢者の孤立
をどのように解消するのかということである。

　東
京都内の被保護者高齢者への支援の実態を明らかにする
ためのパイロット調査として実施された事例調査では，
法外施設等の利用が多い福祉事務所の共通点として，①
生活保護ケースワーカー 1人あたりの担当ケース数が多
く余裕がないこと，②高齢所管と連携や協力体制が築か
れていないこと，③地域に利用可能な資源が少ないか活
用されていないことの 3点が認められ，法外施設の状況

については都内の土地価格等の物理的制約などから有料
老人ホームの届出ができない実情があり，ハード面に多
くの問題を抱えていることが報告されている。また，認
知症などがある場合には意思判断や身元保証人の問題か
ら介護施設などへの入所が難しくなっていることや特別
養護老人ホームにもすぐには入れず待機となってしまう
ことから，結果的に住み慣れた地域の介護保険サービス
から排除されている現状があること，このような行き場
のない被保護高齢者の受け皿として貧困ビジネスが台頭
してきていることを指摘し，見守り機能のある住宅の量
的確保，ケースワーカーのスキルの向上，法外施設への
法的規制（法内施設化への支援）が検討される必要があ
ると提言されている（和気・副田・岡部，2011）。
さらに介護施設の量的な不足に加えて，2005年の介
護保険制度の見直しが行われた際，「ホテルコスト」（住
居費）が保険給付から外れ自己負担化されたことに伴っ
て介護扶助制度受給者のユニット型個室等の利用が制度
上認められなくなった問題点についての指摘もある（坂
本，2008）。
一方，低所得高齢者の生活問題の解決と生活の安定を
図る住宅施設として期待されていた軽費老人ホーム（A

型）については，制度化される過程で，健康な高齢者
の利用を想定したものとなったために，要介護状態と
なった場合の生活不安に十分応えられないものになっ
てしまったという問題点の指摘がなされている（船本，
2006）。
これらのことから，既存の介護保険制度等においては，

認知症などの判断能力が低下している高齢者，身元保証
人のいない単身高齢者，ホテルコスト（住宅費）を負担
できない低所得高齢者などが，住み慣れた地域の中で施
設サービス或いは居宅サービスを受けることができずに
遠方の法外施設等を利用している現状が浮かび上がって
いる。このような現状に対して瀧脇（2010a）は，日常
生活支援による家族的機能の再構築と地域居住の資源づ
くりが必要であると述べている。

　地域で在宅生活を
送っている高齢者の生活はどうであろうか。都市高齢
者の孤立の実態と課題を明らかにするために実施された
都内の 65歳以上の高齢者を対象とした訪問面接調査で
は，深刻な「孤立」状態にある人の特徴として，①低収
入，②低学歴，③持ち家以外の住宅，④健康状態の悪
さ，⑤年齢の高さ，⑥未婚があると報告している（黒岩，
2010）。また，河合（2010）は，大都市のひとり暮らし
高齢者の孤立について調査し，ひとり暮らし高齢者のう
ち，2つの調査対象地域において，それぞれ少なく見積
もったとしても 1割半，3割の高齢者が孤立状態にある
と分析し，孤立状態は明らかに低所得・貧困と関係が深
いと述べている。また，新井 （2010）は一人暮らし高齢
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者の孤独死の実態とその特徴を明らかにするため，1箇
所のニュータウンで過去 5年間に発生した孤独死事例を
分析し，孤独死が①生前の経済状況が深く関わっている
こと，②低所得層の高齢者および男性の前期高齢者に出
現しやすい現象であることを報告している。
以上のように貧困高齢者の状況については，主に単身
高齢者の問題が取り上げられ，要介護高齢者が住み慣れ
た地域から排除されてしまう制度的問題と地域居住の中
でも孤立しやすい現状があることが報告されるととも
に，家族に代わる見守り機能や日常的な生活支援の必要
性について論じられていた。
2．自立支援に向けた取り組み

1）ホームレスの自立支援　「ホームレス」というと
一般的に道路や駅，公園等で寝泊まりしている状態がイ
メージされることが多い。2002年に施行された「ホー
ムレスの自立の支援等に関する特別措置法（以下，ホー
ムレス自立支援法）」においては，「ホームレス」を「都
市公園，河川，道路，駅舎その他の施設を故なく起居の
場所とし，日常生活を営んでいる者」と定義している。
しかしながら，「ホームレス」という言葉は「安心・安
定した住まいがない状態」という意味で，「ネットカフェ
やカプセルホテル等で生活している状態」や「住まいで
はない施設等（病院，刑事施設，シェルター，通過施設
など）で暮らしており帰住先がない状態」，「住まいがあっ
ても DVや虐待等により避難が必要な状態」，「健康を保
持できないような劣悪な住環境で生活している状態」な
どを含めた広い概念として説明されることもあり，研
究・調査によって定義される範囲はまちまちである。こ
こでは，不安定な居住条件にある人たち全般を「ホーム
レス」に含め，自立支援に関する文献を検討することと
した。ホームレス支援に関する文献は多く，①ホームレ
ス状態にある人たちの健康状態と応急援護，②住居及び
帰住先の確保，③ホームレス自立支援法による就労支援，
④安定した生活継続のための支援の 4つの内容に分類し
た。

　ホームレス状態の中でもとりわけ路上生活の状
況にある人たちの生活は過酷である。路上生活者への応
急的な支援としては，炊き出しによる食事の提供，食糧・
衣料の提供，夜回り等の安否確認，アウトリーチによる
相談活動と情報提供，医療相談や入院支援，無料散髪，
入浴・シャワーの提供，シェルター等による保護などが
考えられるが対象文献によって報告されていたものは医
療相談や検診などの健康支援に関するものが中心であっ
た。

2000年の大阪市内で発生したホームレス（野宿者
及び簡易宿泊所投宿中の者）の変死の全数調査による
と，1年間に 294例の死亡があり，病死が 59％，自殺が 

16％，他殺が 2％，不慮の外因死（餓死・凍死含む）が 

15％であり，栄養失調による死亡と餓死及び凍死の事例
（野宿者の死亡の 16％）はすべて 40歳以上で死亡時所
持金がほとんどない人々であったと報告されている。ま
た，死亡時の平均年齢が 56.2歳と若く，多くの死亡が
予防可能な早すぎる死であること，総死亡の 1割が結核
に関連する死亡であることが報告されている（逢坂ほか，
2007）。結核については，ホームレス状態にある人たち
が結核感染のハイリスク者であることから確実に服薬継
続治療を行うための DOTS（Directly Observed Therapy 

Short-course）の実施が保健所を中心に行われている（多
田・大森・伊藤・藤生，2004 ;神楽岡ほか，2008）。そ
の他，ホームレスの健康状態については，高血圧，低栄
養，結核，歯科疾患，糖尿病，アルコールなどが主な疾
病として指摘されていた（黒川ほか，2004 ;大脇・金沢・
中久木・稲葉，2009）。

　路上生活の状態に
ある人たちを巡回して相談に応じる巡回相談事業の中
で，DVにより路上生活となった高齢女性が安定した居
宅生活へ移行するまでの経過をまとめた事例報告では，
住居の確保のための支援，生活保護申請から受給決定ま
での期間の生活及び医療継続のための支援，対象者の心
理的な状況を把握しながら関係性が途切れないように関
わる相談支援などが報告され，ソーシャルワークとして
の福祉的なアプローチが必要である一方で，一定の労力
と時間を要する支援であることが指摘されている（大岡
ほか，2005）。
その他，単身の精神障害者が住居確保のためにアパー
ト契約を希望した場合に保証人の不在や低収入，精神疾
患である事実などから賃貸契約の困難があること（新井
ほか，2007），帰住先のない刑事施設出所者への地域生
活支援の必要性と取り組み（松友，2010；多田，2010；
平川，2010）が報告されていた。

　
ホームレス自立支援法は 2002年に施行され，2003年に
ホームレスの自立の支援等に関する基本方針が策定され
た。このホームレス自立支援法及び基本方針に基づいて，
「ホームレスの実態に関する全国調査」が実施されてお
り，路上生活者数，性別，起居場所についての概数調査
の結果が報告されている。この調査による路上生活者
数の推移を見ると，2003年 25,296人から徐々に減少を
続け，2011年には 10,890人であり，2011年の調査では 

94％が男性となっている。また，ホームレス自立支援法
が施行されたことにより，主要な都市では宿泊機能と就
労支援等を兼ね合わせた自立支援センターが設置されて
いる。
ホームレス自立支援センターの利用者への調査では，
自立支援センター退所後の地域社会や職場，NPO関係
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者らとの付き合いの量が多い人ほど社会への信頼感や生
きる意欲が高い傾向があることが報告されている（益田，
2010）。また，入所者の状況について山田（2009）は，ホー
ムレス自立支援センター北九州に軽度の知的障害者や精
神障害者が多く入所していることから「就労支援」だけ
ではなく生活安定のための「生活支援」，「手帳取得のた
めの支援」が必要となっている現状があると報告してい
る。
一方，阿部 （2009）は自立支援センターを利用した後

に再び路上生活に戻ってしまった「再路上者」と自立支
援センターを利用する意思のない「回避者」について，
平成 19年度に実施された全国のホームレスの聞き取り
調査による分析を行っている。その結果，①「再路上者」
の 4分の 3は自立支援センターの利用によって住居を確
保できなかった人たちであり，4分の 1は住居を確保し
たが継続できなかった人たちであること，②「再路上者」
は他の路上生活者に比べて生活困窮（食べ物，寝場所，
雨・寒さ，入浴・洗濯，ホームレス同士のいざこざ）の
割合が多く，主観的な健康状態が悪いことが示されてい
ること，③路上生活者の約 4割が自立支援センターの存
在を知りながら利用する意志のない「回避者」であり，
自立支援センターの入所に伴うリスク（路上生活で揃え
てきたテント等の道具や生活場所，人間関係を失うこと
による損失など）と就労の見込みが少ないという予測な
どから利用に至らない現状があることが報告されてい
る。また，垣田 （2011）はホームレス自立支援センター
などの支援資源の整備について，大都市と地方都市で格
差があり，自立支援センターへの入所という選択肢すら
ない地域があると述べ，2003年以降の厚生労働省によ
る全国概数調査においても大都市等では概ね野宿生活者
数が減少傾向にある一方で，一部の地方都市では増大傾
向にあると指摘している。
このようにホームレス自立支援法に基づいた就労支援
では，過酷な路上生活の中で再び就労先や居住を確保す
ることが難しい人たちに対して，就労自立のための社会
資源がつくられたことの重要性が述べられる一方で，そ
の有効性を高めるための取り組みの必要性が指摘されて
いた。2002年 8月に施行されたホームレス自立支援法
は 2012年 8月で期限が終了となることから，10年間に
わたって各地で整備されてきた支援システムは今後に向
けた見直しの時期を迎えている。

　ホームレス
支援では，住居を確保し，生活を再建するまでの支援に
留まらず，その生活を安定したものにするための支援が
重要視され，路上生活から脱却した後のアフターケアや
長期にわたる継続した生活支援についての調査や実践報
告がなされている。全国のホームレス支援組織により一
般住居に移った脱路上生活者の聞き取り調査によると，

中間施設（自立支援センター，無料低額宿泊所，救護施
設，NPOや個人が借り上げた住宅等）を経由して就労
自立をしたケースでは，アフターフォローのある場合に
就労継続期間が長くなること，自立支援センターよりも
無料低額宿泊所の方が就労継続期間が長くなっているこ
とが報告されている（鈴木，2009）。
また，長期にわたる生活安定のための取り組みとし
て「サポーティブハウス」の展開が報告されている（河
崎，2005）。サポーティブハウスは，路上生活者が高齢
化やアルコール問題，慢性疾患，金銭管理の不得意さな
どによって，生活保護を受けても再路上化してしまう現
状に対して，あいりん地域の簡易宿泊所を改修し，専従
スタッフを置く共同住宅（アパート）をつくり，①野宿
脱出後の生活づくりのための相談活動，②結核問題への
対応，②アルコール問題への対応，③高齢者の生きがい
づくり，④地域との交流の推進に取り組んでいる。入居
者に対し，役所での手続き，通院・入退院支援，服薬支
援，検診，弁当の配食，金銭管理，安否確認，福祉相談，
ボランティア活動，葬祭支援などが行われている。また，
行き場のない貧困高齢者を含む元路上生活者を受け入れ
ている中間的施設の入居者を対象とした生活力について
の調査では，食事や排泄などといった「ADL（Activities 

of Daily Living：日常生活動作）」よりも相対的に金銭管
理や服薬管理などを指す「IADL（Instrumental Activity 

of Daily Living：手段的日常生活動作）」が低い利用者が
多く，施設職員によって提供される制度外サービス（見
守り，相談助言，服薬管理，代筆・代読等）によって日
常生活が成り立っていることが報告されている（原田・
井上，2010）。
以上のように，ホームレスの自立支援においては応急
援護，就労支援，地域生活支援などについて行政機関及
び民間機関による多岐にわたる支援が報告されていた。
堤 （2010）は野宿者支援研究について，2000年以降，野
宿者の増加・拡散現象が全国的な拡がりを見せるととも
に野宿者支援活動も全国の地方都市に拡がりを見せてい
ること，2000年代半ばには居住福祉学の立場から就労，
健康回復および生活支援に先立ち住居の確保を行うべき
だとするハウジング・ファースト論が訴えられ，その後
生活保護による脱野宿が進むとともに，居宅に移行した
元野宿者の生活問題に焦点を当てて野宿者支援が進めら
れるようになっていること，野宿から居宅への移行をサ
ポートする「中間施設」の取り組みを官民協同のもとで
充実化させることが重視されていく中で，野宿者支援研
究が各地の実情に根差した支援活動の成果や課題，困難
を支援者や当事者へのインタビュー調査を通じて提示す
るとともにコミュニティレベルでの社会包摂のあり方を
問うものとなっていると述べている。また，水内 （2010）
は 2002年のホームレス自立支援法以降の 10年を振り
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返る中で，ホームレス支援の現場において，炊き出しや
アウトリーチといった「応急支援」のみから大都市にお
ける自立支援センターや無料低額宿泊所などの「中間施
設支援」，脱野宿後に地域で平穏に暮らしてゆくことを
支える「地域生活継続支援」と広義のホームレス状態か
らの脱出あるいは野宿に至る寸前の状況を回避する「野
宿回避支援」など，支援のステージが確実に多様化して
きていると述べている。路上生活者支援や野宿者支援
からホームレス支援，さらには生活困窮者支援（田中，
2011）へと対象者を表現する言葉が変化しているのも，
徐々に支援領域が拡大しているからであろう。

2）生活保護受給者の自立支援　生活保護受給世帯
数は前述の通り増加を続けており，文献レビューの対象
期間である 2002年～2011年までの傾向を見ると，世帯
類型として「その他の世帯」の割合が増加している。「そ
の他の世帯」とは「高齢者世帯」「母子世帯」「傷病者世帯」
「障害者世帯」に含まれない世帯（稼働世帯）を指して
いる。2004年には社会保障審議会福祉部会により「生
活保護制度の在り方に関する専門委員会報告書」が出さ
れ，①被保護世帯の多様化（入院治療の必要性がないに
も関わらず引き受け可能な帰住先がないために病院で生
活をしている状況にある社会的入院，DV，虐待，多重
債務，元ホームレス等）に的確に対処するための「多様
な支援」と②高齢，疾病障害世帯以外の世帯（稼働能力
のある世帯）の生活保護受給期間の長期化を防ぎ，自立
を容易にするための「早期の対応」，③生活保護実施機
関の担当職員個人の経験や努力に依存せずに組織として
対応できるようにするための「システム的な対応」の 3

点を可能とするための方策のひとつとして，「自立支援
プログラム」の導入が提案された。この報告書に基づい
て，2005年度より生活保護受給者を対象とした自立支
援プログラムの策定が進められ，このプログラムの効果
などについての調査・研究が実施されている。
戸田 （2006）は滋賀県大津市福祉事務所で策定された
自立支援プログラム（①就労支援プログラム，②長期入
院患者退院促進事業，③元ホームレス生活者に対する自
立支援プログラム，④ひきこもり者に対する自立支援プ
ログラム，⑤自己破産手続き支援事業）の実践報告を題
材に分析した。自立支援プログラムの策定を導入したこ
とで，ケースワーカーが日常業務の中でなかなか手をつ
けられなかった問題について組織的に対応策を論議でき
るようになったこと，これまで連携のなかった組織と協
力関係を結ぶことができたことが報告され，福祉事務所
職員の変化として NPO法人や住民グループ等との共同
活動により社会生活自立や日常生活自立といった自立概
念の変化を受け止め，当事者に対する見方が変化して
いる部分があると評価している。また，添田 （2010）は 

2009年に北海道釧路市の自立支援プログラムとして策

定された就業体験的ボランティア事業に参加した 50代
の単身男性の事例研究（1事例）を行った。この研究で
は生活保護受給に至るまでの生活歴と就労体験的ボラン
ティア事業の参加についてのヒヤリングが実施され，周
囲に相談をせずに困難に対処した結果生活困窮状態と
なった経緯を持つケースが，生活保護を受給後に自立支
援プログラムに参加したことで生活に「張り」ができ，
報酬を少しでも得られるような就労を行いたいという意
欲につながったと報告されている。また，プログラムの
担当職員が精神面の回復，自己決定，待つ姿勢，承認，
当事者同士の働きかけ等を意識した関わりに配慮して支
援していること，そのことが参加者の自己変容や現状認
識に影響しているのではないかと考察している。
その他，生活保護施設である救護施設や授産施設にお
いても既存の制度からこぼれ落ちてしまう人たちへの多
様なニーズに対応するものとして，その位置づけや機能
が見直されている（江口，2003；蟻塚，2002）。
生活保護制度は最後のセーフティネットであるが故

に，他の制度や社会システムの矛盾を引き受けざるを得
ない側面があるが，これまで行政機関だけでは対応し
きれなかった多様なニーズに対して NPO団体や住民グ
ループなどとの協働による支援が始まっている。生活
保護制度改革により準市場化整備が進んでいる （戸田，
2009）中で，今後は行政機関と民間機関がどのように機
能分担していくのかという視点からの論議がますます重
要になってくるのではないだろうか。
3．社会的包摂のための支援
貧困者支援の研究や実践報告の中で指摘が多い事項と
して，「孤立」や「関係性の喪失」，「社会的排除」など
がある。家族や友人との関係，地域との関係が途切れ，
困った状況に対して相談できる人がいないことにより，
貧困状態が深刻化したり，生活を再建しても再び生活破
綻の状況に戻ってしまうという問題に対し，社会関係を
回復させるための取り組みが実践され，報告されている。
「パーソナル・サポート・サービス事業」は複合的な
問題を抱えた生活困窮者の多様なニーズに合わせて制度
横断的に支援のコーディネートを行い，状況変化に応じ
た継続的な伴走型の支援によって自立生活の継続を図る
事業であり，2010年 10月から 2012年 3月まで全国各
地でモデル事業が実施されている。支援の内容は就労支
援に留まらず，日常生活のサポートや社会的居場所の確
保が含まれ，事業の対象者については就職困難者，生活
保護受給者，若年者やひきこもり，ニート，障害者，母
子世帯，DV被害者，ホームレス，刑務所等出所者，多
重債務者など多様である （垣田，2011）。「福岡絆プロジェ
クト」を事例とした調査 （垣田，2011）によれば，利用
者の約 6割がプロジェクトによって「今後の生活に希望
が持てるようになった」と回答し，支援者がケアプラン
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を作成し，利用者と共有することで「目標が明確化され
た」などの回答結果が報告されている。また，奥田 （2011）
は，戦後の社会保障制度における困窮概念の中心は「経
済的困窮」と「身体的困窮」であったが，無縁化が進み，
既存の施策や社会資源をコーディネートする「人」がい
ないためにそれを活用できないという「関係的困窮＝第 

3の困窮」があると述べている。さらに，この関係的困
窮を支援するための「絆支援の制度化」が必要であり，
家族が行っているような持続的で伴走的な支援の継続を
担う「パーソナル・サポート・パーソン」を社会的に確
保することが重要であると述べている。
一方で，滝脇 （2010b）は，メンタルヘルスを含めた
多様なニーズを持ちながら，家族と言う支援機能がない
困窮単身者の多くが地域生活の継続ができずに病院，福
祉施設等を転々としなければならない現状に対し，地域
の既存の住宅ストックを活用した居住支援と家族的機能
を担う日常生活支援を提供しながら，地域ケアネット
ワークにより在宅生活を支える「地域協働型支援付住宅」
の制度化を提案している。
孤立や関係性の喪失の問題は貧困状態にある人たちに
限った課題ではないが，貧困状態を深刻化させるものと
して，あるいは貧困の本質的な問題として取り上げられ
ている。孤立することなく関係性の中で暮らしていくた
めの方向性として，「人が人に寄り添い伴走する」とい
う視点や「地域コミュニティという“面”によって一人
ひとりが包摂される」という視点が提言されていた。

考　　　察

1．家族的機能と支援
本稿では貧困者支援について，①ライフステージから
見た支援，②自立支援，③社会包摂への支援の 3つの側
面から文献レビューを行った。貧困状態にある人たちが
多様で複合的な問題を抱えていることが可視化されるに
つれ，経済的支援や就労先の確保だけでは解決しない問
題であることが共通の認識となりつつあり，支援の範囲
も拡大している。また，10年という単位の中でも，生
活保護制度による自立支援プログラム，ホームレス自立
支援法の施行と期限の終了，パーソナル・サポート・
サービスのモデル事業の開始など貧困者に関わる制度の
あり方などが検討され，状況は刻々と変化している。こ
のような中で，支援の方向性として共通して検討され始
めていることは，脆弱化してしまった「家族的機能」を
社会がどのように担うのかという点である。支援課題の
重心が，経済的・物理的な困窮，身体的な困窮への対応
から，安心できる人間関係の中で生きること，住み慣れ
た地域の中に住まいを含めた居場所があることなどの
「関係性の困窮」への対応へと移行してきた理由には，
生活が成り立つための重要な要素として「住まい」と「家

族的機能」があることが認識され始めたからではないか
と思われる。この「家族的機能」には，失業や収入減な
どの生活リスクへの対応だけではなく，社会性の獲得や
自我の確立などを促す「育ち」のための関わりや「看取
り」を含めた生涯支援，関係性による安心感や自尊心の
回復などが含まれ，制度としてどのように位置づけられ
るのか，支援とその効果についてどのように評価してい
くのかなど，さらなる議論が必要な論点となっていると
思われる。
また，この「家族的機能」を本来は家族や親族が担う
べきものとして位置付けることが望ましいのかどうか，
現実的に家族だけで担える機能であるのかどうかについ
ても検討を重ねる必要がある。なぜなら，「関係性の困
窮」に至る原因として，家族関係の破綻というライフイ
ベントが大きく影響していると思われるからである。例
えば，高齢や障害により働くことのできない貧困者が生
活保護の申請を検討する場合に，家族への扶養照会（援
助の意志等についての問い合わせ）が心理的な負担とな
り，そのことが申請自体をためらう原因となったり，生
活保護受給後の家族との関わりをさらに難しくしてしま
うことなどが挙げられる。筆者がこれまで出会った単身
の高齢困窮者の多くは「散々迷惑をかけてきたので合わ
せる顔がない」「見捨てられてしまった」「自分は家族を
養えなかった」「二度と帰ってくるなと追い出された」
「せめて墓参りだけでもしたい」などといった様々な家
族に対する思いを抱えていた。ホームレス状態にまで
陥ってしまった貧困者の多くは身寄りがないが，なぜ，
家族との縁が切れてしまったり疎遠となってしまったの
かについての調査は少ない。貧困者がどのような生活歴
を経ているのか，その経験が心理的にどのような影響を
及ぼしているのか，どのような時期にどのようなサポー
トがあれば家族関係の破綻という状況に至らずに済んだ
可能性があるのかなど，今後も研究を積み重ねていく必
要があると思われる。さらに，「家族的機能」の必要性
は生活困窮者だけに言えるものであるかどうかについて
も議論が必要である。貧困状態であるなしにかかわらず，
子育てや介護，看取りなど，何らかのケアが日常的に必
要となった場合，時として家族全体に大きな生活の変化
やストレスをもたらす場合がある。このような生活の変
化を乗り越える経験は個人または家族としての成長につ
ながり得るものであるが，必ずしも家族だけで乗り越え
られるものではないと思われる。特に介護が必要な状況
においては，先が見えない状況による介護者の負担感や
介護者自身の健康への不安がある一方で，家族に過度な
迷惑をかけたくないという被介護者の思いがあるため
に，在宅での療養生活を継続できない場合がある。また，
障害を抱えながら生活している人やその生活を支えてい
る親や兄弟の将来への不安も同様に切実なものなのでは
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ないかと考えている。人生において困難のすべてを避け
ることは不可能であるが，困難を抱えていること自体よ
りも，困難に対して孤独であることの方が事態は深刻で
ある。家族関係の苦労はなかなか周囲から理解されにく
いものであり，家庭の事情を晒すことに抵抗を感じる人
も多いはずである。経済的に豊かであるが故にサポート
が得られずに孤独な状況となっている場合もあるかもし
れない。同居家族の有無や経済的な困窮の有無にかかわ
らず，普遍的なニーズとして「家族的機能」を捉え，地
域コミュニティの中で支え合える仕組みを模索していく
必要があるのではないだろうか。
2．メンタルヘルスと貧困問題
文献レビューの中でもう一つ共通して論じられていた
こととして，「多様なニーズに対応する支援の必要性」
がある。個別のニーズに応じた，多様なプログラムを用
意することや横断的に支援をコーディネートする必要性
が提言されているが，果たして支援の困難さはこのニー
ズの多様性によるものなのだろうかという疑問も同時に
生じてきた。多様なニーズが個々別々に存在していると
いうよりは，メンタルヘルスの課題が根底にあることに
よって，暴力やひきこもり，犯罪，依存症，多重債務，
家族崩壊などの多様な状態像を生み出していると理解で
きるのではないだろうか。
本稿の対象文献となった実践報告の中でも指摘されて
いたことであるが，筆者の経験においても支援には，居
住や就労先の確保などの状況的な改善が果たされる過程
の中で，対象者が抱えていた本当の苦悩や生きづらさが
立ち現れてくるという側面がある。本当の苦悩には，自
分の存在に対する否定的な気持ちや，心理的な土台の不
安定さが含まれており，「支援を受けて前に進もう」，「生
活を再建しよう」という前提に立つことすら難しい状況
の人たちも存在する。こうした人たちは，社会との関わ
りを拒否している者，自立の意思がない者，支援を受け
入れない処遇困難なケースとして表現されることもある
が，このような心理基盤の問題などについて，メンタル
ヘルスの観点から今後さらに研究される必要があるので
はないかと考える。
3．生涯発達における貧困の意味
本稿では生涯発達という観点から貧困問題を捉える

ことに重点を置いたが，ライフステージごとの文献レ
ビューを通じて見えてきたことは，貧困による困難は現
在という一時点だけにあるものではなく，「過去の積み
重ね」の結果として現在に現れ，さらに「未来への不安」
として現在の中に横たわっている状態であるということ
である。
筆者は生涯発達についての十分な知見を持ち合わせて
いないが，貧困者支援を考える上で「人生」という時間
軸から貧しさや豊かさの意味を問い直すことが重要なの

ではないかと考えている。人間は生まれてから死を迎え
るまで生涯にわたって自分自身の存在を起点としながら
他者と関わり，家族や社会の中での役割の変化や身体条
件の変化に対応しながら生きている。個人がよりよい状
態へと適応するという前向きな意味が発達の中に含まれ
ているとすれば，それぞれの人生で経験される貧困とい
う事態は，生活困窮という危機的な状況をきっかけとし
て，これまで抱えてきた家族関係や生活問題，生き方な
どを見つめなおし，自分に合った生活や社会関係を自分
自身の人生に再統合するというプロセスの一部であり，
生涯発達において重要な要素となり得るのではないかと
いうことである。行きつ戻りつを含めて人生を再統合す
るというプロセスを支援するためには，単に食糧や住
宅，就労先など個人にとって「不足した資源」を補えば
よいという視点だけではなく，貧困状態に至らざるを得
なかった人生の背景に目を向けながら，将来の生活を創
り出していくという視点が必要なのではないだろうか。
したがって「豊かさ」とは未来への希望や可能性の広が
りを現在に持つことだと表現できるかもしれない。貧困
による生活上の困難や未来への不安を「安心」や「希望」
に変えていくための現在をどのように創り出していくの
か。こうした創造的なプロセスが貧困者への支援には求
められているのだろう。
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親以外の個体による世話行動は「アロケア」と呼ばれる。本稿では，貧困など様々な理由から生まれ
た家庭で育つことのできない子どもを社会が養育する仕組みである社会的養護を「制度化されたアロケ
ア」と捉え，日本における社会的養護の主流である児童養護施設で暮らす子ども，および退所者の体験
に焦点を当て，その特徴を論じた。そこから見えてきたのは，制度化されたアロケアの機能不全であった。
しかし，そうした状況下にあっても，施設で暮らす子ども・退所者が当事者団体を立ち上げて互いを癒し，
社会に働きかけていくケースがあることについても確認された。こうした当事者団体の活動は，機能不
全状態にある社会的養護の現状および社会の認識を変えていく可能性をもっている。現代の日本社会に
は産むことと育てることの強力な結合の規範が存在するためその実現は容易ではないが，核家族の脆弱
性が顕在化しつつあるなかで，成育家族以外にも多様な養育の形態がありうると認めることはひとつの
時代的・社会的要請であると考えられた。
【キーワード】　アロケア，社会的養護，児童養護施設，貧困

はじめに：貧困におかれた子どもと社会的養護

何らかの理由で生まれた家庭で育つことができない子
どもに対しては，周囲の人々や社会がその家庭に代わっ
て養育する仕組みがあらゆる文化に備わっている。それ
は主として拡大家族による自然発生的な援助として行わ
れてきたし，今でも行われている（箕浦，2010）。社会
が用意した，その子が生まれた家庭に代わる養育の仕組
みのうち，制度化されたものは社会的養護と呼ばれ，施
設養護と里親養育に代表される家庭（的）養護の 2つ
に大別される。こうした社会的養護の営みは，たとえば
Bamba（2010）が，文化的要請にかなう児童福祉を実践
するためには文化的コンテクストに即して子どもと児童
福祉従事者の経験・見方を理解することが必要であると
指摘するように，その国の文化と極めて密接な関係を持
つ。また，その意味で社会的養護は文化発達心理学の対
象領域であると考えられるものの，そうした研究は日本
ではほとんど見られない（馬場，2011）。なお，一般に
親以外の個体による世話行動はアロケア（allocare）と
呼ばれる（根ヶ山・柏木，2010）。したがって，社会的
養護は制度化されたアロケアのひとつと捉えることがで
きよう。 

以上のような社会的養護について，ここではまず，そ
れがどのように実施されてきたのか概説する。社会的
養護の歴史を紐解くと，イギリスのエリザベス救貧法
（1601年）の時代までさかのぼる。社会福祉の発祥の地
である英米において，20世紀初頭までの課題は貧困家

庭や捨て子への対応であった。当時のイギリスでは，救
貧院に入所していた子どもが，家族と一緒に暮らすため
に家庭に帰されることもあったが，多くの子どもたちは，
非組合労働者として搾取されることが多かった（Sellick 

& Thoburn, 1997 /2008）。また，新救貧法（1834年）で
は，見せしめとして制度の対象者を施設に収容し，一般
住民で最も貧しい世帯よりももっと過酷な生活をさせて
いた（吉田，2011）。このような子どもへの対応は，当
時，貧困が自己責任とみなされる社会的風潮を反映した
ものである。ここからうかがえるのは，制度化されたア
ロケアは貧困家庭への対応から開始されたということ，
そして，そうした家庭は「自己責任論」を根拠に社会的
にネガティブな視線を向けられ，それは子どもとて例外
ではなかったということである。しかし，その後，貧困
の要因には社会的要素があるという認識の高まりや子ど
もの権利思想の発展を受けて，子どもの権利としての社
会的養護の仕組みが整えられてきた。現在では，家庭尊
重の原則のもとに欧米諸国では里親養育が社会的養護の
主流となっている。 

他方，日本では，江戸時代には飢饉などが起こると堕
胎・間引き・捨て子が多数発生し，幕府や藩によって対
策が行われていた。江戸時代の捨て子は子殺しである堕
胎・間引きとは異なり，親に子どもを養育する能力がな
い場合に他人へ養育を託す行為である（宮本・山本・楫
西・山代，1959）。ただし，子どもを捨てるのも貰い受
けるのも都市下民層に多く，さらに労働力の確保，家継
続の願いなど両者の利害が絡むため，実際には捨て子の
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その後の生活は必ずしも平穏ではなく死亡率も高かった
が，それでも地域の共同体による捨て子救済のシステム
は存在した（沢山，2008）。このシステムは明治以後の
養子縁組制度の源流となった（尾島，2011）。また，現
在日本で主流をなす施設養護の先駆としてよく言及され
るのは，明治期に個人の篤志家によって開始された慈善
事業である。岩永マキが 1875年に創設した浦上養育院，
1887年に石井十次が創設した岡山孤児院などが知られ
ている。その後，日本では本格的な近代産業の発展期を
迎え，大きな戦争を経験するなかで，養護事業の主目的
は救貧から戦災孤児保護に移り変わっていった。 

そして，現代の日本の社会的養護の仕組みが整うのは
児童福祉法が成立した 1947年である。同法では，すべ
ての子どもの健全育成と積極的福祉増進が目的とされ
た。戦前の「児童保護」から新しい「児童福祉」の理念
が謳われ，子どもも権利として社会的養護を受けること
になり，公的責任が定められた。そして戦前の育児施設
は乳児院，（児童）養護施設として法制化された 1）。さ
らに 1948年に「児童福祉施設最低基準」が定められ，
児童相談所を通じて子どもは施設に保護され，施設には
入所児童数に応じて国や自治体から措置費が支払われ
る現行の仕組みが確立した（尾島，2011）。その後約 50

年間にわたり日本における社会的養護体制に大きな変動
はなかったが，2002年に児童福祉法改正が行われ，そ
れまで厚生省（現・厚生労働省）がガイドラインや通知
を示すのみであった里親制度について国としての里親定
義や最低基準が示されるなど，この 10年ほどで社会的
養護全般についてさまざまな提言が行われ，法改正が行
われてきた。その背景には，子どもの権利条約の批准
（1994年），子どもと家族の変化，子ども虐待増加など
が挙げられるだろう。衣食住を提供し，ある程度の教育
を行うことが主であった時代から，虐待による心身の傷
を癒すことや，親のケアを行って，可能な場合には家族
再統合をめざす援助が必要となってきたのである（庄司，
2009）。そうした流れを受けて日本でも「家庭的養護の
推進」が目指されることになったが，里親が社会的養護
の主流である欧米に比べ，日本では 2011年現在，児童

養護施設入所児 29,114人に対し里親委託児 3,876人で
あり，依然として施設養護が中心である（厚生労働省，
2012）。日本で里親制度が発展しない理由については諸
説あるが，例えば以下のような指摘がある。庄司（2003）
は，わが国の風土として血縁でない子どもを養育するこ
とへの抵抗感があること，社会的養育についての関心が
乏しいこと，子どもを育てることへの負担感により子育
てそのものに意義を見いだせないこと，子どもの保護者
（実親）が里親養育を望まないこと，里親への支援体制・
里親委託費の不足といった制度自体の不十分さがあるこ
となどを指摘した。宮島（2002）は，措置機関である児
童相談所職員の立場からの説明づけとして，里親委託は
施設入所に比べて何倍も手間がかかり委託後も相当な支
援が必要であること，委託が不調となり里子も里親も傷
つく事例が多く経験されていることなどを指摘した。ま
た，津崎（1993）は，経営面で国や自治体からの措置費
に依存する施設の既得権益を擁護するために養護処遇選
択においては施設が優先されることなどを根拠に，里親
養育が普及しない理由として施設を存続させようとする
サービス提供者側の既得権益擁護の問題があることを指
摘した。 

さて，以上概観してきたように，日本においても世界
的にも，制度化されたアロケアである社会的養護は当初，
貧困家庭の救済という意味合いが強かった。そこで支援
されるべき子どもの生活は平穏とはいえなかったようで
あるが，次第に子どもの権利思想の発展とともに，子ど
もが健全に育成できる環境・制度が整備されてきたとい
える。とはいえ，依然として課題は多い。現在でも，社
会的養護は，子どもの貧困など社会的不利と困難が集中
的かつ複合的に現れる領域である（松本，2008）。さらに，
日本では社会的養護が貧困問題として議論されることが
少なかったという指摘がある（尾島，2011）。そうした
ことを踏まえて，以下ではまず「貧困」をキーワードに，
日本における社会的養護の主流である児童養護施設に焦
点を絞り，子どもが家庭から施設で生活するようになる
過程，施設における生活，退所後に直面する状況につい
て検討する。それにより，現代の制度化されたアロケア
の特徴の一端を明らかにすることができるだろう。 

子どもが施設に入所するまでの過程

厚生労働省は 1952年以降，児童養護施設入所児童の
実態調査をしており，入所理由を「養護問題発生理由」
として集計している（Table 1）。それによると，1952年
では，子どもの入所理由の 27.9％が「貧困」，23.0％が
「親の死亡」である。戦後に貧困に陥った家庭の子ども
や戦災孤児の割合が高かったことが推察できる。それが
2008年になると，入所理由の上位にあげられるのは「父
または母の放任・怠惰」（13.8％），「父または母の精神

1）乳児院とは，乳児（保健上，安定した生活環境の確保その他の理
由により特に必要のある場合には，幼児を含む）を入院させて，
これを養育し，あわせて退院した者について相談その他の援助を
行うことを目的とする施設である（児童福祉法第 37条）。2011

年現在，2,963人が入所している。児童養護施設は，保護者のな
い児童（乳児を除く。ただし，安定した生活環境の確保その他の
理由により特に必要のある場合には，乳児を含む），虐待されて
いる児童その他環境上養護を要する児童を入所させて，これを養
護し，あわせて退所した者に対する相談その他の自立のための援
助を行うことを目的とする施設である（児童福祉法第 41条）。な
お，1998年の児童福祉法改正の際に，「養護施設」から「児童養
護施設」へと名称変更された。
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疾患等」（10.7％），「父または母の虐待・酷使」（14.4％）
である。そして入所児童のうち，虐待を受けた経験のあ
る者は 53.4％にものぼる（厚生労働省，2012）。なお，
1952年の調査で入所理由の 3割近くを占めていた「貧困」
は 1961年調査以降削除されている。このように，厚生
労働省が実施した調査は調査時期によって入所理由のカ
テゴリーが少しずつ異なるうえに，児童虐待が社会問題
化してからはそれまでであれば違うカテゴリーに分類さ
れていたものが虐待に分類されたケースもあると考えら
れるため，実態の変化を正確に反映しているかどうか疑
わしい部分もあるが（妻木，2011a），全体としてみれば，
近年では，親によるネグレクト・虐待，親の病気が入所
理由の大きな要因になっていることが読み取れよう。 

他方，1961年の調査以降表面化することがなくなっ
た貧困の問題は，依然として入所理由の背景に伏流して
いるようである。やや古い資料ではあるが，1987年に
厚生省（当時）が行った実態調査（Figure 1）によれば，
児童養護施設入所児童の生育家族の 50.9％は年間所得
200万円未満であり，100万円未満の割合も 28.3％であ
る。一般世帯では 200万円未満は 7.7％，100万円未満
は 1.5％にすぎないことを勘案すると，施設入所児の多
くは貧困家庭から生み出されているといえよう（妻木，

Figure 1　児童養護施設入所児童の生育家族の年間所得
（1987年）

注．妻木（2011a）が堀場（2005）をもとに作成した図の引用。原典
は厚生省児童家庭局「養護児童等の実態」（1987年）。「一般世
帯」とは，「国民生活基礎調査」における「夫婦と未婚の子」「片
親と未婚の子」世帯を合算したものである。 

Table 1　児童養護施設在籍者の入所理由（養護問題発生理由） （単位：％）

1952 1961 1970 1977 1982 1987 1992 1998 2003 2008

親の死亡 23.0 21.5 13.1 10.9 9.6 7.5 4.7 3.5 3.0 2.4

親の行方不明 7.1 18.0 27.5 28.7 28.4 26.3 18.5 14.9 10.9 6.9

父母の離婚 4.0 17.4 14.8 19.6 21.0 20.1 13.0 8.5 6.5 4.1

棄　児 11.4 5.0 1.6 1.3 1.0 1.3 1.0 0.9 0.8 0.5

父母の不和 * * * 1.8 2.0 1.5 1.6 1.1 0.9 0.8

父または母の長期拘禁 3.4 4.3 3.0 3.7 3.8 4.7 4.1 4.3 4.8 5.1

父または母の長期入院 5.3 16.2 15.7 12.9 12.8 11.5 11.3 9.1 7.0 5.8

父または母の就労 * 3.3 1.8 1.0 0.7 1.5 11.1 14.2 11.6 9.7

貧　困 27.9 * * * * * * * * *

破産等の経済的理由 * * * * * * 3.5 4.8 8.1 7.6

父または母の精神疾患等 *
5.7

5.6 5.1 5.5 5.2 5.6 7.5 8.1 10.7

父または母の放任・怠惰 * 4.7 4.5 5.6 6.3 7.2 8.6 11.6 13.8

父または母の虐待・酷使 * 0.4 2.5 2.4 2.4 2.9 3.5 5.7 11.1 14.4

養育拒否 * * * * * * 4.2 4.0 3.8 4.4

児童の問題による監護困難 * * * * * * 6.2 5.4 3.7 3.3

その他 17.8 8.1 9.8 8.1 7.3 11.3 4.5 7.4 7.9 10.5

総数 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

注．妻木（2011a）より引用。なお，1952～92年は堀場（2005）の妻木（2011a）による転載であり原典は厚生省児童家庭局「養護施設等実
態調査」（各年），1998～2008年は厚生労働省雇用均等・児童家庭局「児童養護施設入所児童等調査結果の概要」（各年）が原典となっ
ている。*は該当項目なし。1961年の「精神疾患等」と「放任・怠惰」は 2つの合計値。1987年の「父または母の就労」は「季節的就労」
0.4％を含む。1998年以降の「その他」には「不詳」（1998年 0.8％，2003年 0.1％，2008年 2.0％）を含む。
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2011a）。近年でも，地方や自治体を対象に行われた調査
でやはり同様の結果が示されており（堀場，2005；高口・
生田，1991；山野，2006），子どもの施設入所と貧困が
結びつく傾向は継続していると考えられる。 

さらにいえば，近年入所理由の大きな要因として挙げ
られる「虐待」もまた，貧困の問題と切り離して考える
ことはできない（山野，2006，2010）。実際に，虐待あ
るいは不適切な養育の発生率は貧困家庭において著しく
高い（Gelles, 1989; McSherry, 2004; Wolock & Horowitz, 

1979）。そのメカニズムについて，たとえば Conger & 

Donnellan（2007）は低収入や借金の多さ，ネガティブ
な金銭上の出来事が経済的窮迫感を生み，それが親の情
動的・行動的問題を引き起こし，さらには養育・子育て
に影響を与えるという家族ストレスモデル（the family 

stress model）を提唱している。滝川（2011）が「現代
社会は社会全体が貧しかった時代にはまだ残っていた
隣保的な支え合いの慣習をすっかり失ってしまった結
果，経済的困窮は同時に社会的な孤立を招き，これが
いっそう育児の困難を助長して問題をエスカレートさせ
やすい」と述べるように，現代社会においては，貧困下
におかれた家族は相互扶助に向かうのではなく，社会的
に孤立し，家族内でストレスを抱え，虐待など養育上の
問題を引き起こすケースが多いと考えられる。東京都福
祉保健局（2005）による調査はこのことを傍証するもの
である。この調査は都の児童相談所が扱った虐待事例を
対象とし，児童虐待につながったと思われる家庭の状況
について，担当者から複数回答で訊いたものである。そ
れによると，「ひとり親家庭」（31.8％），「経済的困難」
（30.8％），「親族，近隣等からの孤立」（23.6％），「夫婦
間不和」（20.4％），「育児疲れ」（18.0％）の割合が高い。
また，これらの状況は「就労の不安定」（14.0％）とも
併せて複合的に現れてくることが明らかにされている。 

施設における生活

前述したような状況で施設に入所してきた子どもは発
達や対人関係上の問題を抱えていることが多い。2008

年現在，発達障害や知的障害など何らかの障害を抱えた
子どもの割合は 23.4％にのぼる（厚生労働省，2012）。
そうした状況を受けて，施設に求められる役割は生活支
援だけにとどまらず，毎日の生活のなかで，子どもを抱
え，癒し，育ち直る環境として機能することが求められ
るようになった。こうした生活の中で行われる治療的な
働きかけは「治療的養育（therapeutic parenting）」ある
いは「環境療法（milieu therapy）」と呼ばれる（楢原，
2011）。 

従来からの児童養護施設は，大規模集団養護を行う「大
舎制」（1つの施設のなかで 20名以上の子どもが集団生
活を行う）で運営されることが多く，グループダイナミ

クスを活用した集団養護体制を重視する養護が中心で
あった。また，異年齢児を一か所に集める縦割り制度に
ついては，伝統的家族環境や伝統的地域共同体に近似し
ているという意見もある（Goodman, 2000 /2006）。しか
し，近年では，先述したような子どもの状況を踏まえて
個別対応が重視され，さらに育ちの場を家庭的環境に近
づけるという意図から，「小舎制」（同じ敷地内に独立し
た建物が何棟かあり，その中で 8～12名ほどで生活する）
への施設の小規模化が推進されつつある（厚生労働省，
2012）。 

現在の児童養護施設の状況は，養育環境としてみたと
きに貧弱な部分があると言わざるをえない。たとえば，
施設で直接子どもと関わる保育士，児童相談員の数は従
来の最低基準では少年（小学校就学開始期から 18歳未
満の者）6名に対して職員 1名という低い水準である。
しかも，この水準は 1年 365日間，毎日 24時間住み込
みで働くことを前提としたものであり，実際には職員は
交代で働き，公休日などもあるため，職員 1名に対する
子どもの数はさらに増えることになる（岡本，2000）。
これでは個別対応は難しい。以上のような児童福祉施設
最低基準は 1976年以来最近までそのままにされてきた
が，2011年 9月に「児童福祉施設最低基準及び児童福
祉法施行規則の一部を改正する省令」が公布され，職員
配置基準，設備基準などの改正が行われた（厚生労働省
雇用均等・児童家庭局，2011）。今後の養育環境の改善
が期待される。 

以上のような環境のなかで，子どもは平均して 4.6年
間施設に在籍する（厚生労働省，2012）。長瀬（2011）
は，児童養護施設における子どもの生活世界について施
設養護経験者 12名を対象としたインタビュー調査から
詳細に描き出している。それによると施設の子どもたち
は次のような経験をしている。①大舎制という集団生活
のなかでは家庭の暮らしではあまりみられない施設なら
ではの日課やルールがあり，厳密に規定された食事時間
や施設運営の役割分担などに縛られたり，子どもがひし
めきあう居住空間で息苦しさを感じ，時にはひとりの子
どもの問題行動が他の子どもに波及し，振り回されるほ
どの事態が生じること，②施設で生活する子ども同士の
関係性として，接近し強く意識しあう関係性が築かれた
り，暴力をともなう威圧的な上下関係が生じたり，学校
の友達とは一線を画す，生活の場を共有する過程で築か
れる大勢の特別な友達ができること，③児童養護施設職
員は「自分だけの」存在として独占することができず，
迷惑をかけることを躊躇する一方で，話を聴いてくれ信
頼できる他者として認識されていること，④こうした施
設での生活を振りかえり，施設で生活したことを自身の
転機ととらえて人には恵まれているという肯定的な評価
を下すこともある一方で，自分が育った場所である施設
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を全否定したくないという複雑な心境を抱いたり，施設
をもっと変えてほしいという要望を語ったりする。長瀬
の調査は限られた人数を対象とするものであるため，こ
れらを一般化することには注意が必要であるが，同じく
施設養護経験者を対象とした調査（伊藤，2010；『子ど
もが語る施設の暮らし』編集委員会，1999，2003）で示
されたことと重なる点が多い。これらの調査から読み取
れるのは，児童養護施設で暮らす子どもの生活は養育環
境の貧弱さを直ちに反映して劣悪なものになるわけでは
ないものの，集団生活に起因する，一般家庭ではあまり
想定できない独特の困難な経験が含まれるということで
ある。 

また，子どもたちは児童養護施設の外部である学校や
地域との関係においても不遇な扱いを受けることがあ
る。もちろんすべてがそうであるわけではないが，学校
では「親がいない」「福祉に依存した」存在として「一
括り」にされ，「問題児扱い」されるケースがある（『子
どもが語る施設の暮らし』編集委員会，1999；西田，
2011）。そして，すべての地域が児童養護施設の存在を
歓迎しているわけではない（Goodman, 2000 /2006）。児
童養護施設の子どもが学校・地域から差別・排除される
側面があることは否定できないといえよう。 

退所後に直面する状況

施設で暮らす子どもは原則 18歳で退所し，自立して
いくことになる。退所後に家庭復帰（再統合）する場合
もあるが，施設への入所理由からも察しがつくとおり，
一般家庭で育った場合と比較して実家からの援助を頼れ
ない状況に置かれることが多い。そうしたことを踏まえ
て，2004年の児童福祉法改正でアフターケア（退所後
援助）が施設の目的のひとつとして加えられ児童自立生
活支援事業についても規定されたが，施設を出た後の自
立は依然として大きな課題である（堀場，2006；斎藤，
2008）。 

ここではまず，職業への移行の出発点となる学歴達成
の概要について述べる。2004年時点で，児童養護施設
の子どもの高校進学率は 87.0％であり，全国平均と比べ
て 10ポイント低い（坪井，2011）。なお，施設で生活
するには何らかの学籍を有していることが 1つの条件と
なるため，中卒で就職という選択をした場合，15歳で
あっても施設を退所しなければならない。また，高等学
校卒業後については，同年の児童養護施設の子どもの進
学率は 20.6％であり（全国児童養護施設長研究協議会，
2006），全国平均である 73.6％（文部科学省，2005）と
比べて大きな隔たりがある。こうした格差を生み出す要
因として，妻木（2011b）は「経済的制約」と「限定さ
れた地位達成モデルと冷却される進学アスピレーショ
ン」を挙げている。後者は，先に述べたように多数の子

どもたちが互いに接近し意識しあう関係性のなかで，施
設入所者の学歴達成が低いことから参照可能な達成モデ
ルが限られ，進学を支える制度的支援も乏しいことから
くる意欲低下を意味している。 

日本社会で近年急速に進む雇用の不安定化は，学校
から職業生活への移行に困難を抱える若者の増大をも
たらしたが，そうした困難をとくに抱え込まされるの
は，相対的に低い学歴しか持たない若者達である（小杉，
2003；妻木，2011b）。このことを踏まえると，学歴達
成の低い児童養護施設出身者は就業において不利な状況
に置かれやすいといえるだろう。2011年に東京都福祉
保健局が都所管の児童養護施設，自立援助ホーム，児童
自立支援施設，養育家庭退所後 1～10年経過した人のう
ち施設等が連絡先を把握している 1,778名（有効回答者
673名のうち児童養護施設退所者は約 8割にあたる 533

名）を対象とした調査では，在学中のケースを除くと就
労者の割合が 77.9％であり，そのうち，正規雇用（正社員）
は男性で 56.5％，女性は 33.9％である。同調査では労働
力調査による全国平均と比較して「本調査の回答者の正
規雇用の割合は相対的に低いと考えられる」と結論づけ
ている（東京都福祉保健局，2011）。これらのことから
見えてくるのは，施設退所者が貧困の世代的再生産から
逃れにくいという構造的問題である。 

また，こうした状況と併せて施設退所者はソーシャル・
ネットワーク（Lewis & Takahashi, 2005 /2007）も貧弱
になりがちである。松本（1987）は，札幌市の児童養護
施設を 1975～85年に卒園した子ども 427名のケース記
録，児童養護施設卒園者 23名の面接調査（1985年）の
結果を踏まえて，退所者のソーシャル・ネットワークの
特徴について次のように指摘する。まず家族や親族との
関係については「程度の差こそあれ，家族や親族の支え
を当てにできないし，むしろデメリットをこうむる関係
におかれている。そしてたとえ何らかの支えになり得て
も，それは極めて一時的な性格のものである。そのこと
は，彼らをして失職と同時に『住所不安者』たらしめる
ものであり，彼らの職業生活の不安定性を一面で規定し
ている」。続いて「職場との関係は，そこを中心に広い
社会的な交際の範囲を形成している極めて少数の例を除
けば，大方は職業そのものの不安定性に規定されて，そ
こでの人間関係も強いものではない。また，若年者にとっ
て精神的にも特に大きな位置を占めるであろう友人との
関係も，学校時代の友人とはその進路の違いから連絡の
無い者が多く，新しい友人には，腹を割って『施設に居
た』ことを話せるものが少ない」。松本は，このように
施設退所者の生活を特徴づける，低位な労働生活と希薄
なソーシャル・ネットワークの相互規定的な関係を「袋
小路」と表現した。松本の調査はやや古いものではある
が，妻木（2011b）は同調査に対して，現在でも「袋小
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路的」性格を基本的特徴とするという点において，施設
退所者が直面する状況は 20年以上前と大きく異なって
いないと結論づけている。 

以上見てきたように，日本の児童養護施設の子どもは
入所する過程で貧困を含む複合的困難を経験することが
多く，入所時に虐待などのダメージを負っていることも
多い。また，入所後も制度の貧困ともいうべき環境下で
養育される。それは必ずしも全てがネガティブな経験に
つながるわけではないものの，一般の家庭ではあまり
想定できない独特の困難を抱えたり，地域社会から差
別・排除される経験につながりうる。さらに，退所後も
学歴不達成から就労に困難を抱え，貧困の世代的再生産
から免れることが難しく，希薄なソーシャル・ネット
ワークのなかに置かれる場合が多い。これらは社会的養
護という制度化されたアロケアの機能不全を示している
といえよう。そして以上のような施設の子どもをめぐる
状況は，生まれた家族の状況が子どもの人生を左右す
るという意味で「『家族依存』の性格をもつ国家政策」
（青木，2003）における，社会的排除（social exclusion）
のひとつの典型を示しているといえよう（Goodman, 

2000 /2006）。ただし，こうした困難に直面しつつも，
児童養護施設退所者のなかには自らそれを乗り越え，社
会的成功を収めるケースも存在することを付記してお
く 2）。
さて，児童養護施設における子ども・退所者の抱える
不利の改善につながる方策・提言については，児童福祉
領域で研究者・実践者を問わず盛んに論じられている。
そうした取り組みの重要性については論を俟たないが，
ここでは，より心理学的なアプローチと思われる，子ど
も，退所者といった当事者の主体的営みに着目して，児
童養護施設の子どもや退所者が不利を克服し，社会的包
摂（social inclusion）につながる論点を提起したい。こ
こで当事者の主体的営みに着目するのは以下の理由から
である。従来の児童福祉においては，たとえばその理念
形である児童福祉法がすべて受動態で表記されているこ
とからもうかがえるように，子どもは権利を保障される
受け身の存在として捉えられがちであった。これには，
下西（2006）が指摘するように「『大人によって守られ
るべき存在』としての近代的子ども観が自明のこととし
て援助者に内面化されているから」ということも理由と
して考えられるかもしれない。もちろん，子どもが大人
と同等の力を持っているとはいえないが，子どもは権利
の行使主体でもある。しかしながら，社会的養護領域に
おいては，子ども・退所者のニーズを最も的確に表現し

うるのは当事者自身であるにもかかわらず，日本では当
事者の「声」に真正面から耳を傾けるという作業がなさ
れてこなかったという歴史的背景がある（津崎，1987）。
そうしたことを踏まえるならば，児童養護施設の子ども，
退所者といった当事者の主体的営みに注目することには
意義があるといえるだろう。 

児童養護施設の子ども・退所者の主体的営み

児童養護施設の子ども，退所者の主体的営みとして
最も注目されるのは，「NPO法人 社会的養護の当事者
参加推進団体 日向ぼっこ」などに代表される当事者活
動である。イギリスでは 30年以上前からこうした活動
が盛んで児童福祉政策にも影響を与えてきたが（津崎，
2010），日本では 2000年を過ぎた頃から各地で児童養
護施設退所者を中心とした当事者団体が立ち上げられ活
動を開始した。「日向ぼっこ」（東京：2006年発足）の
ほかにも，「CVV（Children’s Views & Voice）」（大阪：
2001年発足），「社会的養護の当事者参加民間グループ
こもれび」（千葉：2008年発足），「社会的養護の当事者
推進団体なごやかサポートみらい」（愛知：2008），「地
域生活支援事業ひだまり（現・レインボーズ）」（鳥取：
2008年発足），「だいじ家」（栃木：2010年発足）など
がある。これらの当事者団体はそれぞれ規模や団体とし
ての方針が少しずつ異なるが，たとえば「日向ぼっこ」
では，①社会的養護のもとで生活していた人たちが集え
る「居場所づくり」，②相談援助や進学・資格取得のた
めの学習サポート，施設や里親家庭を巣立つ直前直後の
サポートといった「サポート活動」，③勉強会の開催や
記録，児童福祉施設への訪問活動を通した「『児童福祉
施設や里親家庭で生活している・いた人の声』の集約活
動」，④行政や援助機関への報告，催しや講演などの開催，
通信・出版物などの発行などによる「『児童福祉施設や
里親家庭で生活している・いた人の声』の普及啓発活動」
といった活動を展開している（NPO法人社会的養護の
当事者参加推進団体日向ぼっこ，2009）。これらの活動
内容からもうかがえるように，児童養護施設の子ども・
退所者の当事者活動は，現状変革のための政策提言や社
会に向けた啓発活動のみならず，仲間同士が支えるとい
う意味合いにおいてセルフヘルプ・グループとしての機
能も有している（内田，2011）。 

こうした当事者活動を，児童養護施設の子ども・退所
者の主体的営みとしてさらに深く理解していくのに有
効と思われるいくつかの分析枠組みを提示する。第一
に「ソーシャル・ネットワーク」が挙げられる。施設の
子どもは退所後に希薄なソーシャル・ネットワークのな
かに置かれることが多いため，社会的養護当事者活動へ
の接触は，有効に作用するソーシャル・ネットワーク獲
得における選択肢のひとつとなりうる。次に「ナラティ

2）その代表的人物として，生後 3日で乳児院に預けられ高校まで児
童養護施設で育ち，その後社会の偏見や無知を乗り越えて茨城県
高萩市市長に就任し，現在も精力的な活動を続ける草間吉夫氏を
あげることができるだろう（草間，2006）。 
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ヴ・アプローチ」が挙げられる。野口（2009）はナラ
ティヴ・アプローチにおける対象水準をミクロ，メゾ，
マクロの 3つのレベルに整理した。それぞれ，個人をめ
ぐるナラティヴ，集団や組織のナラティヴ，社会全体を
覆うようなナラティヴに対応している。当事者活動の分
析においては，たとえば，当事者団体内部で紡がれるナ
ラティヴがどのようなものであるのか，それが参加者個
人のナラティヴとどのように相互作用するのか，また，
当事者団体が社会に発するナラティヴは社会的養護に関
する社会的ナラティヴおよび実際の制度，社会的養護経
験者が置かれる状況にどのような影響を与えるのか，と
いった問いを立てることができよう。これらは「貧困」
という本稿のキーワードにより即して考えるならば，当
事者活動のナラティヴが「貧困についての言説」（Lister, 

2004 /2011）にどのような影響を与えるのかという問い
としても提起できよう。他にも，貧困と関連させて児童
養護施設・退所者の主体的営みを分析する枠組みとして
は，「貧困状態にある人が行う主体的行為の形式」（Lister, 

2004 /2011），「排除状態からの『脱出』過程に着目する
アプローチ」（谷口，2011），「子どもを中心に据えたア
プローチ」（Ridge, 2002 /2010），あるいは「リジリエン
ス（resilience）」などがあげられよう。 

最後に，ここで論じた児童養護施設の子ども・退所者
の主体的営みを強調しすぎることの危険性についても若
干触れておく。現代社会において，そもそも貧困とは個
人が主体性を発揮することを妨げる大きな要因になりう
るものであり，また，主体性が発揮されずに貧困状態の
ままに置かれることは個人の自己責任とみなされやすい
（中村，2010）。さらに湯浅（2007）が指摘するように，
貧困の人たち自身でさえ，自らの置かれた状況を自己責
任として解釈する傾向がある。貧困状態にある人々の行
為における主体性（agency）を認めることと貧困を本人
の責任だとすることのあいだには紙一重の違いしかない
（Lister, 2004 /2011）。また，主体的営みによって貧困状
態を脱し社会的に成功を収めた者ばかりに注目が集まる
と，社会政策的に検討されるべき問題が覆い隠されるよ
うな事態も起こりかねない。こうしたことを踏まえると，
貧困の問題を考える際には，社会の問題と個人の主体的
営みを同時に視野に入れること，あるいは両者を統合的
に捉える視点が不可欠であると思われる。さらに，個人
と社会の視点に加えて，「地域」という次元の問題も忘
れるべきではない。それは地域が，構成員間の具体的な
相互交渉が目に見える形で展開されうる行動空間だから
である。前述したように児童養護施設の子ども・退所者
は地域の中で孤立する傾向があり，だからこそ「当事者」
の立ち上がりが必要とされた側面がある。これは地域コ
ミュニティのサポートにおける「貧しさ」を示している
といえるかもしれない。以上のように，児童養護施設の

子ども・退所者の主体的営みを強調しすぎることは，貧
困を含む社会的不利を自己責任とみなす視点につながり
やすく，また，個人要因以外に検討されるべき問題を棚
上げにする可能性もはらんでいるのである。 

お　わ　り　に

本稿では，貧困など様々な理由から生まれた家庭で育
つことのできない子どもを社会が養育する仕組みである
社会的養護を「制度化されたアロケア」と捉え，日本に
おける社会的養護の主流である児童養護施設で暮らす子
ども，および退所者の体験に焦点を当て，その特徴を論
じた。そこから見えてきたのは，社会的養護という制度
化されたアロケアの機能不全であった。しかし，そうし
た状況下であっても，施設で暮らす子ども・退所者が当
事者団体を立ち上げて互いを癒し，さらに社会的養護の
現状や社会の認識を変えるべく社会に働きかけるという
主体性を発揮する様子が，主体性を強調しすぎることの
危険性も含めて，確認された。 

他方，現代の日本社会には，子どもを生んだ母親は責
任を持って育てなければならないという，産むことと育
てることの強力な結合の規範がある（吉田，2009）。内
田（2011）はそうした状況を踏まえて，「里親養育も含む，
多様な生育のあり方が承認されることが，生育家族のも
とで養護されていないという意味での『普通ではない』
という感覚を相対化し，生きづらさを軽減させることに
なる」と述べ，それが「望ましい方向ではある」としつ
つも「子どもの育ちのための資源を家族に依存し，その
裏返しとして家族の責任を強く問う日本社会であるから
こそ，生育家族のもとで育たなくてもいいというオルタ
ナティブの『物語』が簡単に受け入れられる可能性は低
いだろう」と論じている。 

確かに現状をみるかぎり内田の主張には首肯せざるを
えない。しかし，歴史的に見れば，家事・育児に専念で
きる専業主婦というカテゴリーは，産業化が進み男性の
賃金だけで家計が賄えるようになった一時期の産物とい
えそうであるし（箕浦，2010），さらにいえば，親が自
ら産んだ子を愛し養育すべきであるという母子間の絆
の規範（母性イデオロギー）もまた近代的産物である
（Badinter, 1980 /1991）。こうした規範を内包する核家族
制度の成立にはもちろん歴史的・社会的必然性があるが，
一方で，核家族制度は家族内における人的資源の乏しさ
という脆弱性も持ち合わせており，共働きでの子育て，
失業，親の高齢化といった局面で困難に陥ることが多く，
現代社会ではこれらが次々に社会問題化している（天木，
2010）。そのため近年では改めてコミュニティのあり方
が問いなおされ，人々のつながりをいかに築きなおすか
という議論がおこっている（広井，2009）。さきほど ｢
地域｣ に言及したのも，この論点と関連することであっ
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た。こうした動向を踏まえるなら，産むことと育てるこ
との強力な結合の規範を批判的に問い直し，多様な養育
の形態がありうると認めることはひとつの時代的・社会
的要請であると考えることができよう。そのなかで社会
的養護は，課題も多いものの，子どもの福祉を目的に生
育家族以外の新たなつながりを生み出すシステムとして
再評価されてよいはずである。それこそが社会における
｢アロケア｣ の意味に他ならない。そして，こうした見
方が社会に浸透することは，経済的側面とは違った意味
で，「社会の豊かさ」を実現する際のひとつの試金石に
なるといえるのではないだろうか。 
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Hirata, Shuzo (Graduate School of Human Sciences, Waseda University) & Negayama, Koichi (Department of Human 

Environmental Sciences, Faculty of Human Sciences, Waseda University). Child Protection Institutions as Allocare Systems 

from the Viewpoint of Poverty. THE JAPANESE JOURNAL OF DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY 2012, Vol.23, No.4, 460−469.

Allocare occurs when a child is raised by individuals other than a parent. This article focuses on the experiences of children 

living in child protection institutions and graduates of the child protection system, from the viewpoint of poverty in Japan. 

Residential care of children is equivalent to the institutional allocare systems provided by our society. The system has notable 

dysfunctions. However, some people with current or past experience receiving institutional care are working to improve 

their poor situation. There are strong norms in Japanese society dictating that the biological parent should also be the social 

parent, and these expectations could impede the promotion of allocare systems. This situation may improve in the future 

as people gradually become aware of the diversity of family styles, which becomes more and more apparent in light of the 

collapse of the contemporary nuclear family.
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