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不登校経験者の母親にみられる

アンビヴァレンスの変容に関する一考察
一学校に行く／行かないをめく､る相克に着目して－

1．問題の所在

菊地千夏

子どもの不登校現象が社会問題化して以来、親たちが学校に行かない我が子への対応に苦

悩し、“不登校"がその家族にとっての"問題”として浸透していく様子が、これまでに多くの

研究から明らかにされてきた。その先駆けとなったのは、1950年代から開始された精神医学

領域からの諸研究である（松本他2001)。そこでは主に不登校の要因としての家族を検討す

ることから、数多くの議論が蓄積されてきた。一方、近年では不登校の要因としてではなく、

家族にとって不登校とはいかなる経験であるかという視座からの研究が増えつつある(')。こ

うした社会学領域を中心とした取り組みにおいては、不登校による家族の変化が明らかにさ

れてきた。親個人や家族がたどるプロセスへの注目が主流であり、その経験が通時的に分析

される傾向にある。

小野(2000)は、親たちが不安や混乱を抱えるところから、問題解決に至るまでに大まか

に8つの段階を経て、最終的に親自身が成長と自立のみられる存在になるという。こうした

プロセス研究ではその変化を促す親の会の意義が強調されているのも特徴的であり、専門家

として小野は、「親のグループ｣の必要性についても述べている(2)｡『親たちが語る登校拒否｣(3)

に収録された102の手記を分析した山田(2000)によれば、多くの家族が有する物語は7つの

共通パターンに類型化でき、このとき子どもの受容へとつながっていく価値観の変化が物語

の要となるという。このように、不登校による変化とは、概して｢子どもの受苦・家族の苦

悩→価値観の変化／子どもの受容→子どもや家族の回復という筋｣(山田2000:51)が共通し

て見出され、「成長｣「自立｣｢回復」という言葉に象徴されるように、解決に向かうものとして

のプロセスが示されてきたといえる。

しかし、こうして子どもを受容することが、親たちに新たな苦悩を生じさせる可能性も示

唆されている。不登校を認めること、すなわち価値観を転換させることは、「学校は行くべ

きところである」という既存の社会規範に背く行為であるため、その後の生活の中で親たち

が生き難さを感じることも少なくない。松本(2004)はその葛藤を緩和させるための親の会

の機能に注目しながら、「母親たちはいったん手に入れた新たな認識枠組みの中で『自立』を

模索している」(松本2004:3637）と述べている。

子どもの側に目を向けてみても、2000年に実施された不登校の「その後」に関する実態調

(きくち・ちなつ北海道大学大学院）
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査では、不登校経験者の｢不就労・不就学｣層は日本全体の同年齢の層よりも高い出現率で

あることが明らかにされた(森田2003)。｢社会に出ること」はあくまで不登校に連続してその

先に存在するものであり、〈当事者〉らは新たな葛藤や緊張に身をさらしているとの見解も示

されてきた(貴戸2004:206)｡

こうしてみると、親や家族の変化に注目したプロセス研究からは、不登校を乗り越えて

いくような道筋が提示されていながらも、「その後」という視点から母親や子どもをみた場合、

プロセスが導く結果として妥当な実態が示されているとはいいがたい。

ただし、従来のプロセス研究では、最終的な親たちの状態は唯一のものではなく、揺れ動

きやそこに通じる“矛盾した感情"の表出が示唆されてもいる。たとえば松本(2003)は、不

登校を認めるという価値観の転換に至った後にも「学校だけが大事ではないとわかっていて

も、やはり、学校に行っていないわが子を見ると…」という母親の語りを提示し、それを「ア

ンビバレンツな感情」としている。山田(2000)も家族が学校に抱く「アンビヴァレンス」を

指摘している。このアンビヴァレンスとは、不登校児の家族だけにみられる特殊なものでは

なく、現代日本に生きる多くの家族が学校に対して肯定と否定の入り混じった不安定な関係

を取り結んでいることを意味しているという。

こうしたアンビヴァレンスの存在を前提にすれば、不登校による変化のプロセスは｢行き

つ戻りつしながら展開していく」(山田2000:49)という側面が際立ってくる。従来のプロセ

ス研究では、その変化の結果としてアンビヴアレンスが提示される傾向が強く、そのことが

「問題解決｣や「自立」という知見の暖昧さを導いているようにも思われる。先述したように、

母親や子どもの「その後｣が明らかにされつつある現在、アンビヴァレンスの内実を探らな

ければ、不登校による家族への影響は把握しきれない段階にあるといえるだろう。

そこで本稿では、このアンビヴァレンスの実態に注目することから子どもの不登校による

母親の変化を検討したい。もちろん、不登校経験者である子ども本人の“アンビヴァレンス”

も当然想定でき、家族の変化を探る上で、子どもへの視点は必要となってくるであろう。本

稿はその取り組みへの第一歩として、まず母親個人のアンビヴァレンスがどのように生じ変

化するかというところから、そのプロセスを描き出すことを課題とする。

2．視点と方法

母親のアンビヴァレンスの変容をみる際に、以下の三つの視点を設定する。

一つ目に、アンビヴァレンスの定義については先の松本や山田の知見を参考にし、学校に

行く／行かないをめぐっての感情上の対立を“アンビヴァレンス”として用いる'4)。ざらに便

宜的に、“学校に行くこと”を当然とみなす考え方を“既存の価値観"、その対極にある“学校

に行かないこと”を認めるように変化した場合を“新しい価値観”と表す。したがって以下に

続く分析では、この相反する価値観が対立する状況に注目することで、アンビヴァレンスの

有無を把握することとなる。

二つ目の視点として、母親の社会関係に注目する。先行研究では、変容過程における親の

会の意義が強調されていた。ここから、親の会以外の社会関係も影響力をもつものとして捉
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えることは可能だろう。したがって本稿では、親の会に加えてその他の社会関係を視野に入

れた検討を行う。

そして三つ目に、母親による“経験としての不登校”の語りをデータとして用いる。この

"経験としての不登校”とは、そのとき不登校の渦中にあるのではなく、義務教育段階での

不登校を終えている状態という意味である(5)。

こうした三つの視点をふまえ、本稿では小・中学校での不登校経験に関する母親たちの語

りを検討していく。

3．調査概要

使用するデータは、筆者が2004年より関わりをもつ親の会に所属する母親たち7名の語り

である。会に所属する中から、過去の不登校経験を語れる段階にある母親たちを選定した(6)。

調査はあらかじめ用意した質問紙を用いて、半構造化インタヴュー方式で実施した(7)。

各々の母親とは計2回ずつの個別的な聞き取り調査を行った。1回目の調査(2004年8～

9月）では、不登校経験を軸にその前後の実態を時系列的に把握するよう心がけた。その際、

母親と子ども個人および母子関係の変化を中心に、夫婦関係、母親の出生家族や親戚との関

係、教師や学校との関係、親の会を含むサポート機関等との関係についてできるだけ網羅的

に聞き取るための質問項目を設けた。その後に実施した2回目の調査(2006年4～7月）では、

不登校以降の生活に焦点を当て、補足的な聞き取りを行った。調査に際して、母親たちには

インタヴューを録音することと、結果としてデータを公表することに承諾いただいた。録音

の内容はすべてテープ起こしを行い文字データ化した。

対象となった7つの家族の総子ども数は16名であり、4人きょうだい家庭が2つ含まれる

ことから子ども数は比較的多い。その16名のうちの12名(男'|生6名・女性6名）が不登校経

験者であり、きょうだいで不登校を経験した家庭が3つある。不登校経験者の平均年齢は

2006年の時点で23.7才である（最年少19才・最年長30才)。

4．分析と考察

以下では、不登校のはじまりから順に可能な限り時間の経過に沿って分析・考察を行う。

その際、不登校当初の状況(1．2)、アンビヴアレンスの実態(3．4)、家族関係の変容(5．6)、

家族外の社会関係の変容(7．8．9）という構成で検討を行うこととする。

(1)既存の価値観による対応一不登校当初の状況(1)

従来の研究でも言及されてきたように、子どもの不登校がはじまった当初、大抵の母親た

ちは学校に行かせようとする。学校に行くことは当然であるという既存の価値観にしたがっ

て子どもに対応している．
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▼「当初は学校行きなさいってことを言いました」「…本当に路頭に迷ったっていう感じですよね。私自身が世間の

波に乗っていかなくちゃっていう親でしたからね。それはそれは途方にくれました。毎日、いつ行くのかと暦と

にらめっこしながらいたって感じ」(Eさん）

▼「…8歳、9歳の子どもを大人が寄ってたかって『学校に行かないなんてどうなるんだ』と、学校に行かないと悪

い子だとか、学校に行かないで大人になっても何もできないとかたぶん言ってたんです。みんなで」(Aさん）

しかしその後、ひとまずは学校に行かない状態を受け入れるしかないとの態度をとるよう

に変わっていく。Eさんは、行き渋る子どもを教室に入るところまで連れていくが、「一歩

入ったからもう帰るっていうんで、あ－この子は本当に行かないんだなって、よっぽどそれ

だけ学校が嫌だったんでしょうね」との実感を語る。Aさんの場合､「無理やり連れて行こう

として、8歳の子が走ってる車から飛び降りた｣。そして「無理やり学校に連れて行こうとし

たら危ない」と考え直すように変わったという。

Dさんの場合、再登校を促した結果、子どもに｢家庭内暴力もあった｣。また、Dさん自

身はその渦中に離婚も経験したことで｢年齢的に働かないとなかなか大変｣であり、「先が見

えないつらい時期｣だったと振り返る。不登校以外のプレッシャーまでもが降りかかってく

る時期を経験した。

Cさん･Fさんの場合は、当時の子どもの様子を考慮すると、不登校の予兆がなかったわ

けでもなかった。

▼「発音がはっきりしないってことがあって。だからみんなにいじめられてるよっていうから、何かなと思ったら、

ことばの指摘だったんだと思うよ。人前で話すのが苦手っていうだけなら良かったけど､そのダブリがね｣(Cさん）

▼「中学に入ってからも、教室の雰囲気が嫌だったって言ってました。（中略）字書けないっていうので、不登校と

はそういうふうには全然思わなかったんですよね。何だろこれって…。そういう面ではとても心配しました」(F

、坪ノ．、
ご~ノ

上記の2名の場合、子どもを心配して「行かなくてもいい」と伝えた段階で、「本当に行か

なくなっちゃった」という。こうした5名の語りから、子どもの危機に直面すること、ある

いはあきらめることによって、不登校を受け入れるしかないとの対応をとるように変化する

ことがわかる。

(2)新しい価値観による対応一不登校当初の状況(2)

一方、子どもが学校に行きたがらなければ最初から休むことを許容する母親たちの姿もあ

った。その対処についてBさんは、子どもの不登校以前に教員の学習会・研究集会等に参加

したことがあり「登校拒否というものに知識は多少あった」と語っている。また、自身が養

護教諭であるGさんも当初から不登校に寛容であった。

▼「最初はつらいとかは全く感じなくて、後になってくると、こういうことがあるんだ、ああいうことがあるんだっ

て。…で、私も高を括ってた時期がありましてね、せいぜい長くたって2～3ケ月もすれば、また行き出すだろう

って思ってた時期なんですよね。本当にこれで､子どもが学校に行かなくなるというふうには思ってなかったので」

(Bさん）

▼「…その前にも私が不登校の集まりに関わってたせいもある｡」「来たかなって感じかな、だから。ああ、これが不

登校かっていう感じ。だから行きたくないんだったら行かなくてもいいよって言ったし」(Gさん）

このように、本データでは必ずしもすべての母親たちが当初に再登校を促すわけではなく、
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ある程度の知識があった2名は比較的スムーズに我が子に対応した。両家の不登校経験者B

家長女(26才)、G家長女(30才)の現年齢から計算すると、彼女らの不登校期間は順に1992

～1995年、1989～1991年である。

1990年代といえば、不登校児童生徒数が13万人越えのピークを迎える2001年度に至るま

での右肩上がりの時期にあたり、社会問題としての不登校が認識されつつあった時代といえ

る(8)。こうした状況下、Bさん･Gさんのように学校教育により柔軟な見解をもつ母親がい

ても不思議はないだろう。

以上のことから、まず不登校の最初の段階で、既存の価値観によって子どもを学校に行か

せようとした5名のケースと、後者の2名のように、すでに内在していた新しい価値観によ

って対応するケースという違いがみられた．

(3)アンビヴァレンスの芽生え－アンビヴァレンスの実態(1)

ただし後者に該当するBさんの場合､「本当にこれで子どもが学校に行かなくなるという

ふうには思ってなかった」ことによる対応であり、本格的に子どもが家に居続ける生活に直

面すると状況も変わってくる。Bさんは子どもに対し「家へこもりっきりにならないで、ど

こへでも出かけて行ってかまわないってふうにしたかった｣、「色んなところへ私が連れて歩

いた」と述べており、不登校状態を変化させようとする試みがうかがえる。このときの心情

について、不登校と学校へ通うことの意味を天秤に掛けながら、以下のように述べている。

▼「『たかが学校、されど学校』って言いますけど…たかが学校って思えなかったら、学校へ行かなくなった子ども

が家の中にいるのをね…。でもやっぱり学校というところで得るものも確かにあるから、学校へ行かないのが良

いってわけじゃないんですよ。でも、学校へどうしても行かなきゃいけないってわけでもないんですよ」(Bさん）

「学校へどうしても行かなきゃいけないわけでもない」と捉えることに関して、Bさんは

自分自身の学校経験が必ずしも楽しいことばかりではなかったことから、通いたくなくな

る気持ちも理解はできるとしている。とはいえ、「たかが学校、されど学校」という語りには、

既存の価値観と新しい価値観が共存している状態をみてとれる。

養護教諭として働くGさんの場合､「子どもの側に立って学校で働く」ことをモットーとし

ながらも、教員であることによるアンビヴァレンスが存在した。

▼「私なんか口うまくて、子どもの人権を守るとか子どもの側に立つって（中略）それがどういうことなのかって

いうのを娘のことを通して、-I一分やり切れてなかったなっていうのもわかった。口では言ってたけども断ち切れ

てなかったなっていう。その学校に行かない事実だとか、みんなと違うことやるのが本当に、それでいいんだよ

って本当に言い切れてたかなっていうのはあった」(Gさん）

新しい価値観によって対応していたつもりだが、当時を思い起こすと「口では言ってたけ

ども断ち切れていなかった」という既存の価値観の名残を実感する。このように、子どもへ

の対応において新しい価値観から出発した母親たちの中に、アンビヴァレンスの芽生えをみ

ることができる。
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(4)アンビヴァレンスによる苦悩一アンビヴァレンスの実態(2)

他方、当初に再登校を促したが途中でそれを断念していた母親たちの場合、それは文字通

り“ひとまず”不登校を認めざるをえなかった上での対応であり、その後に既存の価値観が

影をひそめるはずもない。

Aさんは｢教育委員会の指導センターとか児童家庭相談室とか、ありとあらゆるとこに、

学校に行かせたかったから行って話し合いをした」という。しかし状況は変化せず、不登

校は長引くばかりであった。結果、小学校の卒業証書はAさんがひとりで取りに行ってき

た。｢小学校でリタイアしたら中学校は行けないですよね。授業がわからないから論外ですね。

行きたいとか行きたくないとかいうよりも、もう縁がないというふうに…」と言葉を濁す(9)。

Cさんの場合、中学生で不登校をした子どもに｢高校の資格は取っといたほうがいいんじ

ゃないのってことはよく言ってた」という。

▼「自分の中に2つあるんだよね。社会の枠にはめ込んでる場合は､高校の卒業資格は必要だっていうのと、だけど、

家族4人で今日も何事もなく暮らしているのが幸せだなっていう、そういうのはあるよ。どうしても学校にとか、

どうしても仕事にっていうことにもこだわらないしっていうのはある」(Cさん）

Cさんはこれまでの子育てにおいて、子どもが高校以上の学歴を取得して当然だと考えて

いた。しかし上記に語るように、不登校によって学歴や仕事にはこだわらない生き方が子ど

もの人生の選択肢のひとつとして浮上してくる。「ただ、一般に合わせるとどうしても就職

するには学歴が必要で｣、「そういう枠の中で考えると、本当に精神的にまいつちやって．”」

というアンビヴァレンスを認めざるをえない。相反する価値観のせめぎ合いに苦悩する様子

がうかがえる。

Fさんは不登校の理由がわからないというもどかしさを抱えながら、自分自身が不眠症に

なってしまった。「身体がままならない」が、子どもからは「お母さんが寝てる間、午前中と

か1人で居間にいるのは寂しい」と言われる日々を過ごした。その中で、過去の家庭での教

育を「やりすぎちゃったのかな」と回顧したという。

▼「勉強も、塾とかそういうところを押し付けちゃったんですよね。おれえちゃんも大学行ってるし、親たちもそ

ういうしっていうんで。自分も勉強して学校行かないと、世の中に出られないんじゃないかって。だから自分を

殺して勉強もしたし、やろうとも思ってたみたいなんだけども、自分は大変なことやってきちゃったんだなって、

非常に後悔しました。可哀相になって･･･」(Fさん）

Fさん自身も夫も大卒であり、不登校経験者の姉も当時は大学在学中であった。「不登校

以前は少なくとも大学や專門学校くらいまではと思っていた」が、そのことが子どもへのプ

レッシャーになったのではないかと考えはじめたという。

このように、学校観をめぐるアンビヴァレンスは、不登校中の子どもとの現実の生活の中

で、あるいは過去の既存の価値観を問い直す形として顕在化してくるのである。

(5)夫婦間の葛藤一家族関係の変容(1)

続いて、家庭内の状況をみると、そのプロセスにはより一層の困難を伴っていることがわ
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かる･いくら既存の価値観を保持しているとはいえ、母親は不登校に批判的な周囲と一緒に

なって子どもを責め立てるわけにはいかない。彼女らと足並みを揃えて不登校の理解ができ

ない夫(父親)がいる場合には、子どもを護る立場をも担わなければならない。

▼「主人は子どもの原因はその子の性格や私の育て方にあると見てたので…。それでこれは駄目だって思って、主

人に『あなた、もうわかんなくてもいいから、一切何も手出ししてこないで』って言ったんですよ」(Fさん）

▼「子どもに身体症状が出てくるようになってから、私は夫に子ども責めることはやめてほしいって言うようにな

ったんですね。そしたら今度は矛先が私を向きまして、このままどうする気だって言われましたね。（中略）しょ

ちゅうそういうことで|喧嘩してましたね」(Bさん）

▼「夫婦喧嘩してる、親子喧嘩してる……（中略）ほんとうちの中は殺伐としてましたよ」(Aさん）

夫婦間の葛藤によって、「自分のことで喧嘩するということ」を「子どもが嫌がるように」

(Fさん）なることもある。そうした過程を経た後、夫との関係は一定の距離を置くほうへ

と推移していく。

▼「これがね､意見が一致しないっていうのは価値観がものすこ．<違うんだなっていうことがわかってきたんですよ。

だから意見を一致させるということをしようとすると軋礫が生じるんですね｡だからあなたはあなた､私は私って。

どうしても意見を一致させなきゃいけないときだけお互いに我慢して話し合いましよって」(Bさん）

▼「ちょっと前まではとりあえず話はするようにしてましたが、大体のことは話は一応してましたね。けど、意見

が合わないです。本当に。価値観が全然違う人なんだと思いますよ。今はわかりませんけど、前はちゃんと仕事

して家を出て行くもんだっていう考えがある人でしたよ。いい年してなに考えてるんだっていうふうに思うほう

だと思います」(Aさん）

A家では不登校後にも子どもが家にいる状態が継続しているが、Aさんは現在でも夫の考

え方を把握していない｡｢本当はどう思ってるのか聞いてみたい」とも思うが､今の状態を「あ

る意味ごたごたもなくて｣｢大変満足してます」と語る。このような母親たちは、既存の価値

観を表出する夫との対時によってアンビヴァレンスが顕在化するということを自覚し、意識

的に顕在化させないことを選んでいるようにも思える。

(6)家庭内不和の拡がり－家族関係の変容(2)

不登校経験者の祖父母が同居する家族には、彼らとの間に葛藤が生じる様子もうかがえる。

Aさんは、「両親はひどかった｣、「両親はお前の育て方が悪いんだとか罵ってましたから、私

もそうとう言い返しました」と語る。

また、Gさんは実母との関係を以下のように語っている。

▼「娘から見たらばあちゃんとの折り合いが悪くて、ばあちゃんから見たら昔子ども3人育てて、3人ともきちっと

大学出て勤めてると。小さいときからあんた私がちゃんと育ててきたのにそうなるのになぜ行けない？って。だ

からばあちゃんにはそんなこと言わないで、ゆっくりさせててねって言って仕事に出るんだけど、言わないつも

りでいてもなんか言ってしまうってことで、すごくばあさんとの折り合いがすごく悪くなって･･･」(Gさん）

G家の場合、例外的に夫婦関係は対立的にはならなかったものの001、実母と不登校経験者

およびGさんとのぶつかり合いが家族の雰囲気を一変させた。「その葛藤は2～3年続いたと

思う」と当時を振り返る。

1qQ
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以上のような家庭内の状況から考えると、母親自身に共存する既存の価値観と新しい価値

観は、徐々に後者に傾いていくと考えられる。子どもおよび自分自身への批判には、新しい

価値観を示して対応しなければならないからである。ここに、不登校の解釈をめぐる中で不

和になっていく家族の姿を読み取ることができるだろう。

(7)そぎ落とされていく関係性一家族外の社会関係の変容(1)

次に、家族外に目を向けてみると、母親たちは家庭内での不和ばかりではなく、家族外の

社会関係も希薄に変化していくことがわかる。以下は、職場での対人関係、友人関係につい

ての語りである。

▼対職場「やっぱりお子さん何してるの？とは言われるわね。家にいるよとは答えるけど、それ以上は言わないわ

ね（笑)。いろいろ話すと、職場ではうちの子はどこどこ行っててとかそういう話になるんだけど、やっぱり隠し

ちゃうわね。まあ、いいわって。自分は自分だからってそういうふうに思わないといられないっていうか。仕方

がないわね」(Eさん）

▼対友人「･“まだ私は、多少踏み込んで話してないですから。ちらっちらっと言うことはしてますけど、理解でき

ないと思いますよ、自分のお子さんが学校行ってて。高校行く問題、大学行く問題とか、子どもは親の言うこと

間くもんだって思ってることとか、理解はできないと思います」(Dさん）

▼対友人「そういうことを経験してない周りの人とは、合わなくなっちゃいましたね。否定はしてないし、合わせ

ようともするんだけど（中略）やっぱり世問ってありますでしよ？こういう考え方って、すつどい少数派なんだ

なと。少数派の厳しさっていうのは、最近すごく感じてますね」(Fさん）

子どもの状況を「やっぱり隠しちゃう」、不登校を経験していない友人には｢理解できない

と思」うに至り､一定の距離を置いた結果、母親の孤立感は強まっていくことにもなるだろう。

さらに以下の3名の語りには、教師を含む学校関係と親戚との関係が確執を帯びるものへ

と変化した状況がうかがえる。

▼対学校「(学校に次女の状態を伝えることは）一切しなかったですね。だって、子どもの気持ちってわかんないと

思うから。絶対わかんないですよ。子どものこと一般常識で考えてるのに､言っても無駄だなあって感じ」(Eさん）

▼対教師「…本当に学校なんか行かなくてもいいと思いましたね。そこで私が教師に言いに行ってもよかったんで

すが、いっても何も変わりませんので。私は（教師と）本当によくやり合いましたから、ほんと嫌われちゃって」

(Aさん）

▼対親戚「もう、アドバイスなんていらないいらない…。余計なことばっかり言ってきて、相談すればするほど私

がつらいから、もう」「私が言っても、わからないって言うのね。うちの姉の子どもはとんとん拍子で育っていっ

たから、だから、言ってもわからない。あなたの言ってることがわからないって言うんですよ。だからもう、ス

トップするしかないですよね」(Eさん）

Eさんの「相談すればするほど私がつらい」という語りは、アンビヴァレンスは周りと相

互関係をもったときに顕在化することを明確に表している。親戚に波及した不登校の影響は、

その後のE家全体に大きな影を落とし続けることになるだろう。このように、家族外には希

薄になったり断絶に近いものになったりする関係性すらみることができる。

(8)親の会のサポート役割一家族外の社会関係の変容(2)

しかし、以上とは対照的に家族外には強くなっていく社会関係、すなわち親の会の存在が
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ある。いいかえれば、希薄になっていく関係性が親の会の必要性をより際立たせることにな

ると捉えることもできよう。

Dさんは親の会との出会いが｢カルチャーショック」だったと語っている。

▼「(初参加の時に）何時間も話して…。かなりカルチャーショックでした。結局子どもに対してのものの考え方が

変わったっていうのがありますよね。自分は自分、子どもは子どもというか。子どもはどんなに苦しい思いをして

いるか理解できるようになった」(Dさん）

親の会には不登校に対する理解の仕方を学び、自らの経験を話し、同じような経験をして

いる親たちと会話するための機会が用意されている。つまり、アンビヴァレンスによる苦悩

を共有し、新しい価値観を肯定することへとつながっていくといえる。

▼「やっぱり元気をもらってくるっていうかな。うちで諺積してるものをそこで吐き出すと、なんの解決もないけ

れども自分自身が元気になるっていうか」(Eさん）

▼「"･主人がそういう一般的な考え方の人だから、やっぱりうちにいると辛くなることがあるんですよね。考え方

もけつこう違うので、あまり話し合うこともなく、寂しくなった時には行って」(Fさん）

▼「同じようなことを声かけられたとしても、普通、一般のお母さんに言われたことと、親の会の人に言われたこ

とではこっち（頭を指して）の反応が違うんだよね。普通のお母さんでは、あなたに何がわかるのよ1って、ガ

クってきて落ち込むんだけど､親の会の人に言われたら､あ､それもあるのかなって思ったりしまして･･･｣(Cさん）

Cさんの語りから、周囲の母親たちより会に集う親たちのほうへ関係性が変化している様

子を把握できる。こうした親の会との関わりによって、母親たちに根づきつつある新しい価

値観は肥大化する可能性もあるだろう。

(9)新たな関係性の構築一家族外の社会関係の変容(3)

最後に、以下のDさん･Eさんの語りには、親の会を通じた友人関係の形成や別のサポー

ト機関を介したさらなる社会関係の拡がりをうかがえる。

▼「私は人を通してAさんを紹介してもらったんですけど、Aさんと一番最初に話をできたことが一番良かったで

すね。，．．本当に助けてくれて。なんかあれば電話したり、家が近いから自転車でちょっと行ってって感じでおじ

ゃましてます」(Dさん）

▼「今、そういうサポートしてくれる人がいるんですよね。メディカル・フレンドっていってね。その人にね、家

に来てもらったの。30歳くらいの女性で、元教師してた人なんだけど、積極的に言ってくれるのね。一緒に親の

会みたいのを立ち上げようとも言われてるんだけど（以下略)」「(ひきこもりに関する親の会に）先週も行ってき

たんだけど、そこにいる人（の子ども）は30(歳）くらいで…。不登校ばっかりじやなく、大学まで行ってて5

年くらい就職して、それからもう仕事しなくなったとか、そういうお母さんもいました」(Eさん）

このように、希薄になるものと引き換えにもたらされた関係性も、新しい価値観を強める

可能性があるだろう。なぜなら、これらは不登校を経験したからこそ得られたものであり、

既存の価値観に触れずに生活することは事実上困難な生活の中で、相反する価値観が共存し

続ける限り、そのアンビヴァレンスを緩和する役割を担うと考えられるからである。
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5．まとめと今後の課題

以上、子どもの不登校によって母親に生じる学校観をめぐるアンビヴァレンスがどのよう

に変化していくのかという視点から、7名の語りを検討してきた。

その結果、まず、アンビヴァレンスはすべての母親たちが抱えるに至っていた。ただし、

不登校の当初には既存の価値観だけでなく、新しい価値観で対応するケースもみられたこと

から、出発点の違いはあるが、やがてすべての母親たちが相反する価値観のはざまで揺れ動

く時期を経験するよう変化していることがわかる。

しかしさらにその後の経過をみると、母親たちのアンビヴァレンスは概して弱まっていく

ものとして捉えられた。ここに影響をもつと考えられるのが、母親たちの社会関係である。

それは第一に、母親たちが所属する親の会の存在である。松本(2003)は、会での学習に

よる不登校への認識枠組みへの変容が参加者たちにとっては拠り所であり、それゆえ、親の

会での学習が参加者にとって重要な意味づけをもたらすことを指摘している。本稿での母親

たちも「寂しくなった時には行って｣｢元気をもらってくる」というように、その存在に意義

を見出しているといえる。加えて、不登校をきっかけに得られた新たな社会関係も同様の効

果をもっていた。こうした親の会を含むサポート機関との関係は、アンビヴァレンスを弱め、

新しい価値観をより強固にする可能性をもつものといえるだろう。

第二に、上記とは逆に希薄になっていく関係性がみられた。不登校を認めない学校関係者

や夫との対立的な状況は、距離を置く方向へと変化していった。その際、母親自身がアンビ

ヴァレンスを顕在化させないように、意識的に社会関係を変化させるケースもみられた。つ

まり、アンビヴァレンスは結果として弱まっていく側面と、意識的に弱めていくことが可能

な側面を併せもっていると指摘できる。希薄になっていく関係性が、母親たちのアンビヴァ

レンスの弱まりを維持させているといってもよいだろう。

以上のように、本稿では新しい価値観が強まることでアンビヴァレンスが弱まっていくプ

ロセスを見出すことができた。しかしこのことが、不登校による“問題”の解決に結びつい

ていくとはいいきれない。なぜなら、母親たちの家族内外にみられる希薄な関係性の存在が

明らかとなったからである。その意味では、山田(2000)が示すような｢家族の回復｣が必ず

しも導かれるわけでもないことも指摘できる。

この点に関して付け加えれば、本稿ではアンビヴァレンスを学校観に限定したところに限

界がある。学校に行く／行かないという問題は、義務教育の修了によって形式的には終了す

るものであり、継続的な苦悩になりえないと捉えることもできる。しかしそうとはいえ、不

登校に継続する進路選択の問題を考慮すれば、その後の｢新しい生き方の模索」という課題

(春日井2004)が待ち受けていることも見過ごすわけにはいかないだろう。

たとえばBさんは、以下のようにも語っている。

▼正直に言えば、将来どうしたい？ってことは聞きたいんですね。ですけど聞いても本人たちもわからないでしょ

うし（中略）とりあえず私と夫が元気で、収入を得てる間は今の状況でやっていけますけど。とりあえず今こう

だからこれでやるしかないって。でももしどっちかになんかあったときは考えてちようだいねとか。やっぱり、
経済的なところは今後、気になっていきますよね」(Bさん）
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本稿での子どもたち12名中8名は現在｢不就労・不就学｣層に該当しておりⅡ')、不登校に接

続する問題が生じていることもいなめない。本稿で“経験としての不登校”という視点から

検討したことによって、形を変えて継続していく“アンビヴァレンス”の存在が浮き彫りと

なった。この点は、改めて探っていく必要があるだろう。

最後に、本稿で使用したデータの限定性も考慮する必要がある。既存の価値観を保持し続

け、むしろ強めていくことによってアンビヴァレンスが弱まる母親たちも存在するであろう。

こうしたことを課題として、さらに今後もアンビヴァレンスの内実を追究していきたい。

注
川 不登校と家族に関する文献を整理した川中(1996)によれば、1990年代以降、親の変化過程に関する

論文が多くみられるという。この流れと並行して、家族の否定的側面に着目した研究は急激に減少

していった。この理由に関して川中は、「"問題点”を探るといった考え方は、“学校に行かないこと

を一つの考え方として認めよう”等といった近年の登校拒否児の対処法の流れに反しているためだ」

と考察している。

小野は｢親のグループ」と表すが、本稿では広く用いられる親の会という用語で親たちの集いを示

す。社会学的な見地からの不登校家族研究は親の会の参加者を対象になされる場合が多く、近年で

は母親ばかりでなく父親へのアプローチも増えつつある（松本2005，加藤2007他)。こうした一連

の研究によって、親の会という組織自体の実態も明らかにされてきた。

石川憲彦・内田良子・山下英三郎編(1995)『親たちが語る登校拒否:108人のノンフィクション』世

織書房

そもそもアンビヴァレンス(ambivalence)とは、「同一の対象に対して、愛と憎しみ、友好的態度と

敵対的態度のような、相反する心的傾向、感情、態度が同時に存在する精神状態」をいい、両価性

と訳される（小此木1993：2627)。本稿では不登校事例を対象とすることから、学校観に限っての

両価性に注目する。

中学校後にも高校や大学の段階で｢不登校」をしている場合、本人や母親にとって不登校が終了し

ているとはならないであろう。先行研究の中で｢不登校の終了」に言及するものもほとんど見当た

らないが、本稿では不登校｢その後｣から“経験としての不登校"を対象とする上で、あえて「義務教

育段階の修了」を区切りと定めた。なお、本データでは、高校に進学した子どもは12名中5名おり、

そのうち3名は｢不登校」をせずに修了、1名は｢不登校｣を経験した上で修了、残りの1名は中退し

ている。

この親の会は道内にある10年以上の歴史をもった会であり、親主体ですべての運営が行われる。

会員数は現在40名前後である。なお、父親・母親問わず門戸が開かれているが、参加者は設立時

からほとんど母親で占められている。対象者は、親の会の例会の場や世話役からの紹介によって協

力を得られた。

インタヴューは母親たちの意向に沿い、喫茶店や対象者の自宅にて行われた。家族史を丁寧に聞き

取る都合上､平均2～3時間を要した。なお、インタヴュー時に記憶が暖昧であった母親たちからは、

のちに手紙やEメールにて補足・訂正されることもあり、本稿ではそれらも語りに含めて使用して

いる。

学校基本調査(文科省）によれば、不登校児童生徒数は1998年度には10万人を超え、2001年度には

最も多い138,722人を記録した。また、「長期欠席児童生徒｣は1990年度間までは通算50日以上欠席、

それ以降は30日以上と定義変更されている。さらに、1998年度にはそれまで用いた「学校ぎらい」

(2)

(3)

(4)

(5）

(6)

(7)

(8)
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を「不登校｣に名称変更している。このような動向からも、90年代における社会問題としての不登校

現象が浮き彫りになろう。

(9)A家では結果的に、子どもたち4人きょうだいすべてが不登校を経験している。最後に不登校とな

った次女に関しては、「行きたくなかったら行かなくていいよ」と伝えたことで「さっさとやめちゃ

いました」と語る。Aさんの場合、繰り返し子どもの不登校を経験したことで、徐々に新しい価値

観が支配的になっていったとの見方もできる。

00)Gさんは子どもの不登校の当初から、「(夫は)娘が嫌だと言うことを無理にさせるのはおかしいじ

ゃないかという考え」だという。したがって、価値観は「向こうはただ感情的にそう思ってるだけ

で、基本は違う」と感じながらも、それはそれとして、歩み寄る必要はないと考えている。

(1l)残りの4名のうち、1名は正規に就職を果たし、3名はアルバイト勤務中である。
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