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子どもが路上生活を続ける／止める理由

－インドニューデリー駅周辺の事例から－

針塚瑞樹

はじめに

ストリートチルドレンについては、その過酷な生活のネガティブな表象と、明るさとたく

ましさというポジティブな表象の矛盾から、その子ども期を問題とみなすのか、肯定的にみ

るべきか、戸惑いを感じることがある。ストリートチルドレンに対して様々な取り組みがな

されているが、子ども達を取りまく日常の生活世界において、その存在はどのように捉えら

れ、また、子ども達自身自らの路上生活をどのように考えているのか、現在までのところ十

分に明らかにされているとはいえない。ストリートチルドレンの研究の焦点は、子ども達の

路上での不健康な生活から、危機に対処する子ども達自身の力を強調する方向へと移って

きた。しかし、彼.彼女らの主体性と参加を促すような支援が、実際にどのくらい実行さ

れ、子ども達のためになっているのかはあまり明らかになっていない。そのため、なぜ、ど

のようにして子ども達が路上を離れたのか、また、子ども達がどのような仕事なら継続する

ことができるのか、その理由や背景について子どもの視点に立った研究が必要とされている

(Panter-Brick:2002)。

そこで、本研究では、子ども達自身による路上生活についての語りから、なぜ路上生活を

続ける、もしくは止めるのかを、子ども達の日常生活と路上から離れる機会や就労の機会を

提供するNGOとの関わりを見ることで明らかにし、とりわけその中でも子どもの自己決定

の問題を中心として考察を行う。

近年、ストリートチルドレンに関する研究において、ストリートチルドレンという言葉が、

子ども達に対する否定的なレッテルづけとなり、彼．彼女らの多様な経験や戦略を見落とし

てきたという反省の下、子ども一人ひとり異なる生き方に着目することの重要性が提示され

てきている(Mcfadyen:2004)。また、生活と生存に深刻な問題を抱えている子ども達が、自

らの状況をどのように考えているのかはほとんど知られておらず、ストリートチルドレンに

ついての支配的な言説は、「他者について」の語りであって、子ども達の生活、問題や状況は、

経験されることも、共有されることもなく、対象として語られることで、客観的に観察され

るにすぎない(Glauser:1997)。文化人類学における子ども研究においても、子ども達は、「姿

を見せず、声を聞かれることもない、善良な小さな勝者のようにふるまう、とみなされてい

るかのどと〈不在(Scheper-Hughes&Sargent:1998)」であり、「子ども達の声」は、耳を傾け

(はりづか・みずき九州大学大学院）
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る必要性が認められながらも、欠如していることが指摘されている。

さらに、ストリートチルドレンの問題は子ども期を社会的・文化的構築物と見なし、それ

を生活世界の観察に基づき明らかにしてゆこうとする社会学・人類学における子ども研究の

課題と重なっている。Glauser(1997)は、ストリートチルドレンは苦しんでいたり、危険

だったり、生存に命をかけているからだけではなく、彼．彼女らが、社会の静寂、安定、正

常性を混乱させるために、関心を向けられている、という。ストリートチルドレンは、通常

という基準からの逸脱を示し、無視できないような方法で、社会の支配的な領域の考え方や

生活にぶつかり、接触し、その利益に介入する可能性を備えている。今日の子ども研究にお

いて、普遍的であると考えられている子どもにまつわる言説において自明視・問題視される

｢ストリートチルドレン」が、彼．彼女らの生活世界では、どのように認識されているのか

をみることは、「正しい」子ども期が文化的に構築されたものであることを確認することや

｢子ども観」の相対化にもつながる。

1．問題の所在・研究の目的

「ストリートチルドレン」といわれる子ども達の多くは、開発途上国といわれる国の都市

部に住んでいる。子ども達の路上での生活は、そうした環境において、当たり前の光景であ

るが、同じ国や地域に、学校に通い家族に保護される「子ども期」を過ごす子ども達がいる

ことも事実である。1989年に国連総会で採択された「子どもの権利条約」は、現在192の

国と地域で締結されており、子どもに対する生存、教育、保護、参加の権利を認めている。

この権利を実現すべく、国際機関、政府、NGOが様々な取り組みを行っているが、世界中

で多くの子ども達が、目指される状況とはほど遠い生活を送っていることは周知の事実であ

る。ユニセフは、子どもが暴力・虐待・搾取から自らを保護してくれる環境を失うおそれが

ある場合や、将来社会に全面的に参加するための能力が脅かされるような場合について、「子

どもが排除され、見えない存在となっている」との問題を指摘している。ストリートチルド

レンは、物理的には目につきやすい存在であるにも関わらず、排除されることが多い子ども

達(')であり、その結果、教育や保健ケアといった重要なサービスの対象に含むことや、保護

することがもっとも困難な集団のひとつとされる。さらに、子ども達に対するストリートチ

ルドレンという呼び方が、子ども達の多様な生き方やその理由を覆い隠してしまうこと、そ

れぞれの子どもが固有な存在であることへの注意を喚起している（ユニセフ:2006)。

本論文の目的は、インドの首都ニューデリーにおいて、ストリートチルドレンと言われる

子ども達を対象とし、子ども達自身が路上生活を選んだとみなされている状況で、子ども達

が自らの生活世界や生き方をどう評価し、路上生活をどう考えているのかについて、インタ

ビューを通じて明らかにし、その上で、子ども達が選んだ路上という言い方が、子ども達の

「自己決定」として構築され、対処されるプロセスを考察することである。

それぞれの事情や考えにより、労働や路上での生活を選択する子どもの決定をどう考える

べきか｡｢子どもの権利条約」では、参加の権利として、子どもによる自身の事柄に関する決

定が尊重されている。子どもの自己決定が認められているのであるが､｢子どもの権利」では、
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子どもの心身の未熟さを考慮し、子どもに対する保護も同時にうたわれているために、子ど

もがどの範囲で自己決定を行うことができるのか、子ども達の実態と声に即した議論が残さ

れている。

NGO職員に対するインタビューでは、ストリートチルドレンの存在が言説としては社会

問題として様々な取り組みの対象となりながらも、現地の人々からは、「汚い｣｢盗みを働く」

存在とみなされ、子ども達が路上生活をするに至った経緯を、家庭の貧困や失業などの社会

問題と結びつけて考える視点があまり見られず、路上生活をする少なくない子ども達の習慣

であるドラッグや、盗みやすりといったイメージから、彼．彼女ら自身の問題と捉えられて

いる状況とともに、NGO職員も子ども達が路上生活を続ける理由を、子ども自身の選択と

捉える語りがみられた（針塚:2004)。本研究は、子ども達が路上生活を続ける／止める理

由を、子ども達の路上生活に関する考え・評価についての語りから、明らかにする試みであ

る。

2．調査の概要

本論文は、2005年9月から11月の約70日間、ニューデリーのパハールガンジ地区に滞

在し、行ったインタビュー調査に基づく。インタビューの対象となったのは、主にニューデ

リー駅周辺でストリートチルドレンの支援活動を行うNGO"SBT''と接触をもち、路卜牛活

経験がある7歳から19歳までの少年達(2)と、彼らと日常的に接触をもつNGO職員である。

ニューデリーには、ストリートチルドレンや働く子ども達を対象として活動するNGOが

複数ある。その中でも"SBT''は家族と離れて保護者のいないストリートチルドレン（スト

リートチルドレンについては後述）を主な対象として活動を行っている。活動を通じて、子

ども達を家族の元へ、それができない場合には生活施設へと送ることを目指しているが、子

どもに路上から離れることを強制するのではなく、その意志を尊重し、路上生活を続ける子

ども達に対しても支援を行っている｡｢子どもの権利条約」などの国際的な基準を受けて、子

どもの労働を教育の妨げとみなして否定したり、逆に子どもの意見表明の権利を尊重して子

どもの労働を肯定したりという明確な目標を掲げるNGOもある中で、子どもの労働や路上

生活を肯定できないとしながらも、路上の子ども達の現状に即して柔軟な活動を行っている。

筆者が活動の参観や調査依頼をした際にも、調査者に対して自由で開かれた態度が示され、

子ども達や職員に対するインタビューについても、ほとんど制約がなく、NGOの活動現場

や施設内で、職員や子ども達から比較的自由に考えを聞くことができた。

"SBT"の活動は、3つのコンタクトポイントと4つの生活施設(3)(以下施設）から構成さ

れている。駅周辺のストリートチルドレンは、まず職員やNGOを利用する子ども達の案内

でコンタクトポイントに来て名簿に登録される。その後施設について説明を受け、子どもが

勉強したいといった場合に施設で生活することになる。施設に移らず、定期的にコンタクト

ポイントに来る子ども達は医療、食事、入浴などのサービスを利用する。施設に移る子ども

達は、路卜牛活を止め、ノンフォーマル教育(4)もしくはフォーマル教育(5)を受けながら生活

することになる。インタビューはニューデリー駅構内のコンタクトポイントと、駅から徒歩
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で15分ほどの施設において行った。インタビューの質問内容は、路上生活の経験、路上に

出てきた経緯、現在の生活、将来の展望についてである。

3．インド国内におけるストリートチルドレン

ここでは、ユニセフの分類を参考に、2000年にインドでストリートチルドレンの大規模

な調査において使用された分類を見ることで、多様な子ども達の生活形態を把握する。

表1ストリートチルドレンの分類

Childrenonthestreet

Childrenofthestreet

家族と一緒にストリートで多くの時間を過ごす

Roof-less

家族とのつながりや接触をもちながら、ストリートに住む

RooflessandRoot-less

家族とのつながりや接触がなく、ストリートに住む

(2000年ReserchReportonaSituationalAnalysisofEducationfbrStreetandWorkingChildreninlndiaより）

世界中でこうしたストリートチルドレンの数は、数千万人とも1億人とも言われている。

インドのストリートチルドレンの人数は明確でないが、1993~1994年に行われたNational

SampleSurveyの結果から推計された働く子どもの人数は、86,644,700人であり、インドの

全児童数の35.78％であるという。働く子ども達の中で、ストリートチルドレンの割合は

州によって異なるが、ある調査の結果から、その数はデリー州で約79,086人と推測され(6)、

デリー州内の子どもの全人口の4.5％を構成する(1992:Panicker&Nangia,2000:Zutshi)。本

研究においては、ストリートチルドレンを「家族と離れて暮らし、路上を主な生活の場所と

する子ども達」と定義する。

インドでは、社会・経済的低階層者のために活動を行うNGOが数多くあり、その数は

10万を超えると言われている(2002:Nawani)。ストリートチルドレンに関しても、国際機

関、政府、NGOが協力関係を持ち、様々な活動を行っている。インド国内では、政府以上

にNGOが提供するプログラムがより実践的である(2004:Sondi-Garg)。1990年のジョムテ

ィエン会議で、すべての人々に基礎的な教育機会を保障することが国際的な責務であると

宣言されてから、インドでも初等教育の普及は早急に実現すべき課題であるとの認識の下、

NGOがノンフォーマル教育を担う役割を期待されている。ユニセフ(2006)の統計による

と、現在のインドの初等教育段階の就学率は、純就学率が男子で90％、女子で85％、小学

校の第1学年に入学した生徒が第5学年に在学する率は、男女合わせて、政府データによ

ると61%、調査データによると95%である(7)。インド政府は2010年までに、6歳から14

歳までの全ての子ども達に教育を供与することを、学校制度、ノンフォーマル教育、もしく

は代替的な制度を通じて実現すべく努力すると宣言している。児童労働やストリートチルド

レンの問題を解決せずして、これを実現することは難しい(UNESCO:2000)。

NGOはストリートチルドレンや児童労働の問題を解決するための活動と、教育普及の一
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環としてのノンフォーマル教育の提供という、社会の中で権利の保障されていない子ども達

の教育において、重要な役割を担っている。

4．ニューデリー駅周辺のストリートチルドレンの生活

ニューデリー駅周辺で路上生活をする多くの子ども達の生活は、NGOの活動と切り離せ

ない。子ども達は、ほぼ定期的にNGOの運営するコンタクトポイントに通ってくる。来て

最初に子ども達は、職員やモチベーター(8)に促され歯磨きや入浴をする。その後、コンクリ

ートの床に3畳ほどの敷物を敷いて座り、好きに絵を描いたり、字を書いたりして過ごす。

ゲームをする子もいる。この合間に、体調の悪い子どもやけがをした子どもは診察を受け、

薬をもらう(9)。病院に行く場合は、モチベーターやアシスタントが連れて行く。

コンタクトポイントには、毎日のように新しい子どもがやってくるため、ひと月に約

45~60人程が新規に登録を受ける。新しく来た子どもは、スタッフかアシスタントによっ

て、名前、年齢、出身地、家族構成、教育歴、本人と特定できるような身体の傷を用紙に記

入される。このとき、子ども達は家族のいる家に帰りたいか、残って勉強したいかを聞かれ

る。子どもに勉強したいという意思が確認された場合、その子は施設へと移される。10歳

位までの子どもは、たいてい一度は施設に移される。路上生活の経験が浅い子どもほど、施

設に入ってから順応する傾向にある。長期にわたり路上生活を続けコンタクトポイントに通

う子どもには、施設になじめなかった10代後半の者が多い。彼らのほとんどが施設にいた

経験があるが、何らかの理由で施設を出てきている。

子ども達は、昼食の時間までをここで過ごし、各々の生活に戻っていく。仕事は、ごみ

拾い、荷物運び、洗車、駐車場の見張りなどである。中でも、駅構内でペットポトルを

集めて換金する子どもが多い。2本集めて3Rs(約9円）になる。一日の稼ぎは平均して、

50-80Rs(150～240円）であるが、子どもの年齢にもよる。新しくきた子どもは、食事

や寝場所を提供しているNGOOo)について、駅周辺の子ども達から情報を得る。子どもによ

っては、昼と夜、別々のNGOを利用している。夜は、NGOの提供する寝場所か駅の構内

で眠る。

その他に、子ども達が日常的に接触するのは警察である。子ども達は警官から殴られたり、

お金を要求されたりする。お金をもらって仕事を請け負うこともある｡｢警官は理由なくたた

いたりする。でもお金を渡せば何をしても許す｡」というように、警官を暴力的とみなす子

どもが多い。警察にとって、ストリートチルドレンは犯罪予防のための監視の対象であり、

脅してお金を取りあげることのできる存在でもあり、使い走りを頼める便利な存在でもある。

子ども達は警察との関係において戦略的であることが必要である。なぜなら、子ども達が警

官に殴られることを公衆が黙認している状況では、子ども達は警官とのトラブルにおいて全

くの無力であるからだ。

八へ
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5．路上生活を選ぶ理由

家族と一緒に暮らせない子ども達にとって、NGOの生活施設が果たす役割は大きい。し

かし、路上生活を長く経験した子どもは、施設の生活への適応が難しい。以下は8年の路

卜牛活を経験し、施設に適応した数少ない少年の語りである。

7)D17歳（路上生活8年現在、SBTの生活瀧殼で暮らす）

食事をもらえると知って、NGOのコンタクトポイントに来だした。4カ月位食事をもら

いに通っていたら、ここの人たちの対応がよくて、ここに来るのが好きになった。その後、

NGOのアシスタントとして働き始めた。ゴミ拾いの方が稼げたけど、この仕事の万力好き

だった。それから、勉強するために施設に移った。僕は色々なことをNGOから学ん鍾駅

で過ごした8年間は無駄な時間だった。今でも無駄にした時間を思うと、不安になる。

しかし、路上生活を一定期間経験した子どもの中には、NGOの施設から、路上に戻って

くる者も多い。その理由として、NGOの職員は、「規則正しい生活ができない｣｢放浪癖が

ある｣｢わんぱくである」「自由な暮らしが好き」といった子どもの性格や習慣について言及す

る。子ども達は、施設を出てきた理由について、インタビューの中で次のように語る。

2)S77歳（路t牛活約10年現在、駅構内やNGOのナイトシエルターを利用）

SBTの施殼には、年少者用の葹殼に3日、年長者用には7日いた。職員に言われて行っ

たけれど、もう行きたくない。ここ（駅のプラットフォーム）に長くいるから、ここが慣れ

ている。他のNGOの施設でも生活したけれど、どこも好きでなかった。大きな子がいじめ

るし、色々と命令してくる。召使でもないのに。職員に話しても、施設から出て行けばいい

としか言われなかった。

3)M79歳(路上生活2年以上サーカスなど職を転々とする現在SBTの虎殼で生活）

飲酒をして暴れてから、施設を追い出された。そういうのを5回繰り返した。そして、2

ヵ月後に戻ってきて、今はもう2ヵ月施設にいる。不良の友達が僕に会いにくるから、職

員が彼を来させないようにと言うけれど、どうしたって僕の居場所をつきとめて来るのにど

うしようがある？それで、ある職員は僕を出て行かせようとしたけれど、他の職員がそれを

止めに入ってくれた。

4)Z17歳（路上生活約7ヵ月工場に住み込み労働約2年現在NGOのナイトシェ

ルターを利用）

施設には3週間いた。鍵かかけられて外に出られなかったから怖かった。職員が許して

くれないと下に落ちたボールを拾いに行くこともできなかった。職員が叩いたり、目をえぐ

って取ったりすると他の子達が言うから、怖くなって逃げた。最初は施設に行けることがう
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れしかった。

以上の語りにおいて子ども達は、路上の生活を自ら選んで施設を出てきているというより

も、施設を出るという選択の結果、路上に戻ってきている。施設を出た理由として、「他の

子どもとけんかした．いじめられた｣｢職員ともめた」といった対人関係の問題から、「特に

理由はない、大きな子がいばっているのが嫌だった｣｢自分が成長したから出てきた｣｢何をし

ても長続きしない」といったはっきりしないものも語られる。前者のような理由の場合、施

設を出る子どもの決断に際して大人が積極的に働きかけていれば、子どもは施設に留まった

かもしれない。しかし、後者のようなはっきりしない理由を述べる子どもが路上に戻る理由

を理解することは難しい。NGOのカウンセラーが「虐待を受けたことのある子どもは、過

去の経験を繰り返し思い出して、立ち直ることが難しい」というように、施設に住んだり、

一カ所に留まることができない理由が、子ども自身説明できない複雑な気持ちにあると考え

られる。

路上は自由というが、生活のための制約が多い。路上に出てすぐは、お腹を空かせ、どこ

で眠ったらいいか分からず、不安に過ごす。子ども達は路上での生活の仕方を、周りの子ど

も達から教わったり、見様見真似で覚える。子ども達は、最初からストリートチルドレンで

あったわけでなく、時間をかけて路上での生活に適応していく。子ども達が路上で経験する

のは、社会一般の規則や価値とは違った路上のルールである。路上生活を始めたばかりの少

年の語りからは、明らかに今までの生活とは異なる、路上の習慣や価値を受け入れることで、

路上生活を始める決心をする語りが見られた。

･R17歳（路上生活約2週間政府の運営する保護施設で4,5年暮らす現在はNGO

のナイトシェルターを利用）

今はもう学校に行きたくない。一日中こうして座っているだけでいい。ここの他の子ど

も達みたいになってもいい。時々他の子達とうろうろするけど、いい友達はいない。僕も勉

強もしないで、バラッグを始めるよ。

路上では歯磨きや入浴ではなく、ドラッグが習慣となる。将来の目標に向かって勉強をす

るのではなく、その日の暮らしのために稼ぐ生活を送る。子どもが路上に戻る理由を、「路

上の自由が好きだから」と理解し、子どもの決定を認めることは、問題から手を引く行為と

もなる。Bajpai(2003)が、インドの教育に関する議論について、子どもの権利から国家の

義務といった方向へシフトする必要性を指摘するように、インドでは教育が全ての子ども達

のためのものとはなっていない。生活に関して、子どもの希望を尊重することは必要である。

しかし、子どもに固有の心身の未熟さを認めるならば、子どもの自己決定の条件を検討しな

いことは、その決定の責任を子ども達に過剰に負わせることになりはしないか。

立岩（2000)によれば、どのように自己決定を位置づけるかという問題は、どのような社

会を選択するかという問題である。子どもの「路上生活」という選択を認めないのが、日本

の社会である。日本では、子どもに、自分のことについて決める権利が認められていないわ
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けではない。例えばピアノを習うか水泳を習うか、アニメを見るかドラマを見るかを、程度

の差はあっても、子どもは自分の希望で決めることができる。しかし、インドの例で見たよ

うに駅で眠るか家で眠るか、お金を稼ぐ、か勉強するかを、自分の希望で決められるとは考え

られていない。どの範囲で自己決定が許されるのかは、社会によって決まっており、子ども

が路上生活を選択するということは、社会がその決定を認めていることといえる。つまり、

インドは、全ての子ども達ではなく少なくとも一定の子ども達に対しては、路上生活を選択

することに関しても、自己決定を認める社会であるといえる。

さらに立岩は、自己決定において想定されていた自己に対する有利さが実現されない場合

について述べる。すなわちそれは、自己決定の結果が当人の決定ではあっても、結局のとこ

ろ、自分に不利な結果に終わった場合、その人自身の決定による以上、その人が負うしかな

いという考えに基づく。しかしこの点に関しては、決定の条件、決定の結果の引き受け方に

分けて考える必要がある。

まず、決定の条件であるが、選択のための有用な情報や知識が得られない場合は問題であ

る。この点に関していえば、デリーの路上で生活をする子ども達は、施設を勧められる場合、

路上を離れた後の生活について、常に十分な説明を受けているとは言い難い。十分な説明が

あれば、路上を去って施設に行くことを選択する、あるいは施設を出て路上に戻るという選

択をしないという可能性があり得たかもしれない。それにも関わらず、子ども達は情報が十

分でないところで、自己決定を余儀なくされているということが考えられる。

次に、決定の結果の引き受け方について、立岩は、自己決定が尊重されるべきことと、そ

の結果の全てをその当人が負うこととは、すぐにつながらないという。そして、その結果が

気に入らない場合には､｢選択や選び直しが可能」とする。また、選択肢についても、その不

十分さを主張できるとする。路上で生活する理由として､「自由が好きだから、路上を選んだ」

｢ひとつの所に留まることができないから、路上を選んだ」といわれるとき、子ども達が路

上を選んだことの結果は「好きで選んだ路上で、警官に殴られても仕方ない｣「どうせ出て行

くから、居場所を与えても仕方ない」として、正当化されることがある。また、施設に入っ

てからも、上述のSのように、「職員に話しても、施設から出て行けばいいとしか言われな

かった」という状況では、問題のある施設かそれとも路上かという、問題を抱えた子どもに

とってはあまりにも不十分な選択肢の中で、消極的に路上を選ぶといったことが起こりうる。

6．子どもが路上で生活するということ－路上生活の経験一

子ども達が語る施設を出る理由は、施設で感じる居心地の悪さであったが、路上生活や過

去の経験、将来の展望について、どのように考えているのだろうか。その語りに耳を傾ける

ことで、路上生活における問題が見えてくる可能性がある。その上で、子どもが路上で生活

することの是非についても、検討することができるのではないだろうか。

7)D77歳

駅に住んでいた時、警官の虐待が一番の問題だった。警官が殴り始めると、誰も助けてく
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れない。それが警官の仕事なのは分かるけど、警官は僕の気持ちを分かっていない。食事も

人の捨てた物を食べる事もある。駅に子どもはたくさんいるけど、8歳以上になると、その

子はもう良くならない．Fラッグを止めるのはすごく難しい。止めようと思っても、食べ物

や寝る場所のこと、毎日の生活の中で直面する緊張が多すぎる。一度決心しても、不安が出

てくると、決心した事を忘れてしまう。僕は駅に一人でも子ども力唯んでいるのは嫌だも路

上に住んでいる子は人生を無駄にしてしまうから。

2)S77歳

勉強はドラッグのせいでしてない。どこにも行か式ここで勉強したい。勉強すれば何か

仕事ができる。ボトル集めは警官に殴られるから、駅から遠ざかって何かをしたい。NGO

の職員に話すと施殼に行くように言われるけど、それは嫌だも食べ物を盗るには警官に殴ら

れるけど、それさえ覚悟すれば簡単だも時々は警官も僕を怖がる。友達はナイフで警官を切

りつけたこともある。前はスリをしたけれど今はしない。スリをしている時は、たくさん稼

いでも一日で全部使う。

3)M79歳

僕の家族には住む家がない。母親は高齢だけど、他の人の家で洗濯や掃除をしている。そ

のせいで怒りを感じて、どこかからお金が欲しい。何とかして、人殺しをしてでも。でも気

持ち力落ち着くと、そうすべきでないと思う。時々自分を社会の重荷だと思う。母親を助け

てもいないし。したいこともしていないし、人生に意味がないと思う。どうして生まれてき

たのか。生まれたからには意味があるは或何か母のため、社会のため、自分の人生のため

にできるだろうと思う。良い家族に生まれた人を見ると、僕の人生もそうあるべきで、人生

を楽しめるはずだと思う。すごく不安力檮まると、一人になりたくなる。友達が何か少し言

ってきただけで傷つく。いつもお金をたくさん稼ぐことを考える。電動機の修理工になる訓

練を受けたかったけれど、時間がかかるから、服の仕立ての訓練を受ける予定。

4)Z77歳

7ヵ月くらい前に工場から逃げてきた。1，2カ月はどんな仕事をしても、1000Rs稼ぐ。

それから家族のいる家に帰る。お金かなくて家に帰ると恥ずかしい。自分は他の子みたいに

悪いことはしていない。汚い身なりで家に帰りたくない。家に一度帰っても、両親は僕を学

校に行かせるお金かないから、少し経ってから、また親戚と一緒にデリーに来て働く。また

今までみたいに工場でスーツケースを作る仕事をする。他の仕事を知らないし、見つからな

いから。

子ども達の語りからは、子ども達が施設での生活を選択肢から外しながらも、路上生活に

満足し、自らの経験を肯定的に評価しているわけではないことが分かる。子ども達にとって

路上が居場所となるには時間を要する。その間、生活を変える機会を望みながらも、誰かに

相談するわけでもなく、行動をとれずにいる。そのための手段を見出せていないといった方

へ戸
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が的確であろう。一緒にいる友達との関係においても、悩みを相談し合うようなことは少な

いようだ。上述のDは、筆者の調査に同行してくれたが、その際に路上生活を続ける子ど

も達を心配しながらも、路上生活を止めるように説得する論理と口調が、路上生活の弊害と

子ども達の怠慢を責めるようなものとなる傾向にあった。自身が路上で無駄な時間を過ごし

たという後悔の気持ちからであろうが、話を聞いている子ども達は、自分の至らなさを指摘

されたと感じるためか、口を閉ざしてしまう。自分の路上での生活に関して、子ども達の多

くは、それを何かのせいにして責めることは少ないが、施設から出てきた子ども達は、施設

の中での問題を出てきたことの理由と語る場合がある。施設がありながらも、それを有効に

利用できない怠慢を責められることで、かたくなな態度を取ってしまう様子が見られた。

岩田(2000)は、ホームレスを対象とした調査から、彼.彼女らの連帯の困難さをホーム

レス同士の仲間意識以上に強い「世間」への同調によると見る。その理由について、強い「世

間」への同調姿勢と、逆に「俺たち」の共感への制約として、次の二つの要因を挙げている。

第一には、「ホームレス」の大多数を構成する中高年男性の世代的価値とも言える「労働に

よる自立」や「職場」を最優先する意識の強さがある。労働を基準として、ホームレスの中

でも、仕事をしない人々を「怠けているあいつら」として区別することで、世間に同調する

意識を継続する。第二には、路上に来るに至った経緯について、主に「自分の失敗」や「家

庭環境の悪さ」といった「個人的な事件」として受け止める傾向の強さがある｡「自分が悪く

て落ちぶれた」という感覚である。

インタビューに応じてくれた子ども達の場合はどうだろうか。第一の要因であるアイデン

ティティとしての労働に関しては、今までの調査においては明らかではない。子ども達の語

りの中には、「あの子は盗みをしているから良くない｣｢あの子は強い薬をやっているから近

づきたくない」といった様々な基準で、路上生活をしている子ども達の中でも、自分の仲間

について限定する語りが聞かれたが、そのことが働いているか否かや、仕事の種類など労働

を基準にしているかは別の調査を要する。また、上述したように、路上生活を始める段階で、

子ども自らが路上生活での習慣に適応することを覚悟したり、不安に思ったりしている語り

があり、路上の子どもとその他の子どもという基準で、線引きをする意識がうかがえた。今

後、路上での子どものアイデンティティや居場所という観点から、路上生活の継続を考える

ことは重要である。第二の点に関して、子ども達から自分のせいで路上生活に至ったという

意識が語られることは少ないが、それを誰かのせいにしているという語り方も聞かれなかっ

た。しかし、路上生活を辞める機会であるNGOの生活施設を利用していない点については、

自分に落ち度があると感じているのか、あるいは取り合ってもらえないと考えているのか、

NGO職員に積極的に相談することが少ない。

NGOによる生活施設を拒否し、子ども達が自己決定により選んだとみなされる路上生活

は、家庭や施設に自らの居場所を見いだせなかった子ども達が、消去法を行うことによって

たどり着いた生活であるともいえる。子ども達の毎日は、仲間との助け合い(川や、日々の生

活のための自発的な行為に満ちてはいるが、子ども自身、生活を変える機会を望みながらも、

過去の経験の縛りや毎日の生活に追われ、自分だけの力では出口の見えない状況に留まって

いるといえる。そうしたプロセスを丁寧に見ていくことは、時間がかかるかもしれないが、

へ弓
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不可能ではなく、むしろ既存の社会のルールの問題点や、重要な気づきや示唆を得る契機と

なる可能性があるのではないだろうか。子ども達に関して、施設での勉強か路上での労働か

という選択を迫ることは、子ども達に、自分だけで整理することが難しい経験や事情がある

と容易に推測できる状況において、十分な対応とは言えないのではないだろうか。

Dのように路上生活のつらさを実感し、自ら施設での生活を選び取ることのできる子ど

もにとっては、NGOの活動は子どもの現在の生活と将来に大きな支援となっている。しか

し、路上生活をする子ども達の過去や性格は様々であるため、施設での生活に適応出来ずに

あきらめてしまった子どもや、再度施設に行く決心ができず路上に留まる子ども達に対して

は、それぞれに必要な交渉の過程があるように思われてならない。子ども達は、路上の生活

を通して、あるいは路上に至るまでに、保護される「子ども期」を過ごしてこなかった。社

会が目を背けているようなネガティブな経験や記憶を抱えながら、社会一般のルールに合わ

せて生活することの困難とはどのようなものであろうか。それは、たとえ自分が路上生活か

ら脱しても、自分の過去を社会がその暗部として否定していることや、他にも路上で生活す

る子ども達が今までの自分と同じように生活していることを知りながら、そうした事実を否

定する社会に適応することである。そのとき路上は、路上生活経験のある子ども達にとって

安心できる場所や、言葉にして悩みを語り合う場所ではなくても、共通する経験をもつ人々

が眠る、慣れ親しんだ場所として存在しているのではないだろうか。

おわりに

本論文では、ストリートチルドレンが路上生活を続けるあるいは止める理由を、彼．彼

女らに生活．教育支援を行うNGOとの関係や、子ども達の生活や経験に対する考えを中心

に、路上生活経験のある子ども達の語りから明らかにし、路上生活を続けるか止めるかをめ

ぐる自己決定のあり方を考察してきた。そこからは、路上で生活することを黙認されながら

も、自分の生活世界や経験が自他共に肯定的に評価できないものであると感じている子ども

達の様子がうかがわれた。しかし、こうした子ども達は、路上での労働やNGOとの関わり

を通じて社会とのつながりをもっており、自らの経験の全てを社会的な排除とは考えていな

い。ただし、社会には自分とは異なる子ども期を過ごす子ども達がいること、そうした子ど

も達と自分の現実とが、接点が無いほど隔たっていると知っていることも事実である。

また、多くの複雑な事情・経験をもつ子ども達にとって、路上生活を続ける、あるいは止

めるという自己決定は、それで終わりではなく、繰り返される選択過程のひとつの局面であ

ることが示された。なぜなら、路上を去ったり、戻ったりといった繰り返しが、「自分の居

場所が見いだせない」状態の一貫した継続のなかで生じているからである。表面的には「施

設の規則が嫌だから｣｢路上の自由が好きだから」という子ども自身による決定として正当化

されがちだが、子どもにとっては、路上は選択するという以上に、自らも整理のつかない理

由でやむを得ずたどり着いた場所ともいえる。

親の期待を一身に背負うミドルクラス以上の子ども達の激化する受験競争が社会問題とな

っているように、一般的に、インドが、子どもに選択の自由を認めている社会であるとはい
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えない。そこには、「子ども」というくくりで一様に適用される子ども観が存在せずに、ミ

ドルクラス以上の子ども達の子ども期と、それと異なるストリートチルドレンの子ども期を

容認する社会状況がある。今後は、これをカーストや階層イデオロギーとの関係において検

討したり、デリーで路上生活を続ける子ども達と施設に移った子ども達の生活が、インドの

急激な経済発展のなかでどのような変遷をたどるのかについて、ミドルクラス以上の子ども

達の教育状況とも比較しながら考察することが課題として残されている。

<付記〉本研究は、平成17年度日本学術振興会特別研究員奨励費を受けての研究成果の一部である。

注

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

ユニセフの白書では、社会的排除の定義の難しさを主張しつつ、相対性、作用因、流動的要因とい

った三つの共通要素をあげている。

①相対性：排除されているか否かの判断を、ある特定の場所・時点において一部の個人・集団・

コミュニティと比べてどのような状況にあるかを比較・検討することによって可能とする視点。

②作用因：人々は、いずれかの作用因が作用することによって排除の状態に置かれる。作用因

に焦点を当てることにより、排除の原因とその是正手段を特定することができるという視点。

③流動的要因：排除は、現在の状況のみならず、先々の展望が明るくないことを根拠として生

ずる場合もあるという視点。

今回の調査の対象が少年に限られているのは、ストリートチルドレンといわれる子ども達に少年が

多く、また調査地において少女との接触が難しかったためである。少女達は都会に出てきてすぐに、

売春宿に連行されたり、様々な目的で保護者となる大人がいるため、存在は見えにくく、直面する

問題も深刻であることが少年のインタビューの中の語りにおいても聞かれた。少女に関しては別に

調査・研究が必要である。

このNGOには、年少の少年用(5-12歳)、年長の少年用(l0-l8歳）の施設があり、各50人程が

生活し教育を受けている。他にも、職業訓練を受ける少年用の生活施設、少女用の生活施設もある。

常駐の教員やカウンセラーが子ども達の教育に関わっている。

1960年代半ばには、就学率の伸び悩みとウエステージといった問題に直面したインド政府は、全

ての子ども達を就学させるためには、フォーマル教育だけに頼ることはできないと考え、ノンフォ

ーマル教育の必要性を認識していた（弘中:1983)。都市部には1993年に、全国で120,544ある

ノンフォーマル教育センターの内、わずか6,602校（5.47％）があるに過ぎない。その内の6,038

校が政府の運営であり、残りがNGOなどボランティア機関による(Chakrabarty:2002)。

インドの学校制度は、初等学校が5年、後期初等学校3年、中等学校2年、後期中等学校2年とな

っており、lOプラス2と呼ばれる学制をとっている。

WorkingandStreetChildrenofDelhi(1992)によると、1988年に700人の働く子ども達を対象とし

た調査で、その内30％がストリートチルドレンだった。また、1987年に行われた調査では、働

く子ども達350人中55人がストリートチルドレンであった。平均すると、働く子どもの約25％

がストリートチルドレンとなる。そこで、1981年のデータに基づき、全児童数(6-14歳）が

1,295,741人一就学児童数(6-15歳）が992,375人＝働く子どもの数303,366人とみなし、その

内25％である75,842人がストリートチルドレンであると見積もられるという。

これを、ResearchReportonaSituationalAnalysisofEducationfbrStreetandWorkingChildreninlndia

(2000)により、1993-1994年に行われたnationalsamplesurveyの結果から見積もった2000年のデ
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－タで考えると、デリーで働く子どもの数は316,344人であり、その内25%がストリートチルド

レンであるとすると、79,086人と見積もられる。この場合、就学していない子どもを働いている

とみなしているが、実際は労働も就学もしていない子どもの割合も高いと考えられる。

(7)識字率は男子73％、女子48％・児童労働率が、男子14%、女子15%。

(8)PLモチベーターといって、以前ストリートチルドレンであった子どもの中でNGOの活動に参加

してから、生活態度の改善が見られた子どもをアシスタントとしてNGOが雇っている。他に、駅

構内や周辺の子ども達の情報を把握し、子ども達をNGOに連れてくるフィールドアシスタントも

同じようにして選ばれ、雇われている。

(9)駅構内のコンタクトポイントには、医師が10時半から1時まで常駐している。

00)駅から歩いて10分ほどのところにある教会が、敷地内の小学校の渡り廊下を、18歳未満の子ども

達に夜7時から朝6時まで寝る場所として提供している。一緒に寝泊りする常駐の職員が､食事､薬、

毛布なども、提供している。

(11)子ども達は路上生活において、ストリートチルドレンに対してどこのNGOが支援を行っているか

など、情報交換をおこなっている。また、ペツトポトルの回収作業では、回収したボトルを一人が

見張って、その間に別の少年が汽車の中に入りボトルを回収すると、一回で多くのボトルを回収す

ることができるため協力して仕事をすることがある。
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