
特集論文子ども社会研究17号Jo""Io/C"/dSr"dy,I/b./7,J"jy,2011:37-46

子どもの「自己決定」と葛藤の不可能性

一インド都市社会における路上生活経験のある子どもの事例から－

針塚瑞樹

1．はじめに

近年、近代的個人という概念は、世界中の多くの国・地域において、強力なスタンダー

ドとして市民社会の基盤となってきた。並行して、18歳未満の「子ども」には、子どもの権

利という言説が、文化的なグローバリゼーションの様相を呈している。1924年の子どもの権

利憲章では、子どもは不完全で、弱く、依存的な存在として理解されていたために、子ども

に対するおとなの義務の側面が強調されていた。ところが、1989年の子どもの権利条約に

おいては、こうした子どもイメージからの転換がなされた。この条約では、子どもの保護

(protection)や子どもへの提供(provision)に加えて、子どもの社会的参加(participation)が

最終目的として掲げられた。さらに子どもの権利条約は、批准した各国政府に対して、法的

な拘束力をもつようになった。子どもの参加が国際的なスローガンとなったのである。

近代における社会生活を維持する制度の不安定さにより生じている変化は、人々のアイデ

ンティティや意味の基盤を変えてしまうとされてきた。こうした社会生活における変化の影

響を受けて、世界的に、子ども期も不安定なものとなってきていること、特に、近代の確固

とした特徴であると考えられてきた、おとなと子どもの区別が暖昧になってきていることが

指摘されている。今日、私たちが子どもについて話したり、書いたり、イメージしたりする

方法は、子どもたちに対する新たなまなざしの出現によって、20世紀前半から一般的なも

のとなってきた、無垢で依存的な創造物というイメージとは異なっている。子どもについて

の新たな表象は、古い言説がそうであった以上に、子どもをより活発で、物知りで、社会参

与する存在として構築するようになっている(Prout2005:7)。

子ども観の変化の中心となってきた子どもの権利条約が意味する子どもの社会的参加とは、

子どもが自分自身のことを自分で決める「自己決定｣、もしくはその決定への「参加」と理解

されている。本稿では、子どもの「自己決定」という理念が、子どもの現実の生活世界にお

いてどのように実践されているのか、そして、子どもの「自己決定」を目指す実践によって、

子どもの権利が実現されると同時に、子どもが抱く葛藤について、インド都市社会に生きる

ストリートチルドレンを事例に、考察を行ってみたい。

(はりづか・みずき九州大学大学院人間環境学研究院・学術協力研究員）
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2．ストリートチルドレンと子どもの権利の理念

1）インド社会における子どもの権利条約

インドは、1992年に子どもの権利条約を批准し、同年、子どもの権利協定(ConventiOn

ontheRightsoftheChild)を制定、条約が定める18歳未満を子どもとする定義にインド国

内の法律も一致させる必要があるという認識のもと、法整備が進められている。法律的に

は、インド国内における子どもの年齢は統一される傾向にあるが、インドの現状では、子ど

も期を統一された年齢制限として設けることは現実的でも望ましくもないという見方もあり

(Bajpai2003:3-5)、インドの国勢調査は、子どもの年齢を14歳未満と定めている。

子どもに関わる法律の中でも、ストリートチルドレンについて言及しているのが少年法

である。1986年の少年法制定当時、少年とは男子16歳、女子18歳未満と定義されていたが、

2000年に改定された少年法では、子ども（少年）を、男女共に18歳未満とする定義に改めら

れた。さらに、2006年に、再び改定された少年法は、国内における少年法のシステムを統

一することや、子どもの生存の権利と、子どもの保護における家族の発達・参加を再確認す

る内容となっている。改定法では、特に子どもの社会復帰と社会への再統合の重要性が強調

されており、子どものケアと保護を制度的・非制度的な手段によって促進することが目指さ

れている。

近年における頻繁な少年法改定の背景には、インド国内でケアや保護を必要としている子

どもの増加と、その問題が社会的に認知されるようになってきていることがある。しかし、

子どもの窮状に政府が取り組みをはじめてからまだ日は浅く、従来、これらの役割はNGO

によって担われてきた。小規模なNGOの活動は統一されておらず、特定の地域・カテゴリ

ーの子どもしかカバーできていないという批判もある(Baipai2003:295)が、その手法や対

象に偏りがあったとしても、NGOが子どもの支援を継続し、成果をあげてきたことは、認

められている。2000年の少年法に、NGOの役割が明記されたように、政府はNGOとの連携

なくして子どもの福祉を実現することはできないという認識のもと、取り組みを行っている。

2）文化人類学におけるストリートチルドレン研究と子どもの権利

文化人類学におけるストリートチルドレン研究では、子どもの権利条約を契機に、ストリ

ートチルドレンに関する研究の主眼点が傷つきやすいストリートの子どものニーズを強調す

るものから、市民としての子どもの権利を守るというものへと変化したことが指摘されてい

る。その結果、ストリートチルドレンに関する研究における焦点は、子どもの弱さや依存性

から危険に対処する子どもたちの対抗戦略へと移ってきた(PanteleBrick2002、Bakerl998)。

インドのストリートチルドレン研究の多くも、親や教師などおとなの保護の下に生活する

｢子ども期」からは、完全に外れるような形で生活をする子どもを対象とすることで、西欧、

もしくはインドのミドルクラスの子どもの規範に逸脱するような子どもへの関心を共有して

いる(VanderVaart2002、Sondhi-Garg2004)。

カナダの人類学者McFadyen(2004)はインドのNGOでのフィールドワークにより、スト
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リートチルドレンが有する対抗戦略と、子ども自身が社会的なコンテキストにおいて自らを

どのように位置づけているかを明らかにしている。McFadyenは、子どもたちの生活が流動

的であること、子どもたちは生活の中で起こる出来事に基づいて自ら選択・決定を行ってい

ること、ストリートチルドレンの経験は多様であり、一般化できないことを指摘している。

これらの研究では、ストリートチルドレンの経験を近代社会における「子ども期」に照ら

して評価するのはなく、ストリートの子どもの生活世界の視点から理解している。しかし、

ストリートで暮らしている子どもが政府やNGOの働きかけを受けて、ストリートを離れ家

族と共に、もしくは施設で生活する可能性といった、ストリートチルドレンの環境の変化を

ふまえて、ストリートで生きるという子どもの体験を理解する視点には乏しい。

ストリートの子どもの言動や意識がインドの都市部や農村部のいかなる社会状況の中から

生じているのか、おとなを信頼していないストリートの子どもが、NGOの働きかけを受け

てどのように変化していくのか、路上を離れるという過程をどのようなものとして経験して

いるのかなど、ストリートの子どもを周りの人々との関係性も含めて動態的に理解する視点

は十分ではない。その結果、「社会のアウトサイダーとしての子ども」という研究者による無

意識の前提と、子どもたちの生活世界における子どもの路上生活への理解と子ども自身の路

卜牛活という経験の間に、ズレが生じている可能性がある。子どもの権利という言説レベル

のストリーチルドレンへのまなざしと、子どもの労働や路上生活が珍しくない日常的実践レ

ベルでのストリートの子どもに対するまなざしにズレがある場合、子どもにとって、そのズ

レはどのように経験されているのであろうか。

インドのストリートチルドレンが子どもの権利という理念と実践において、何を経験して

いるのかを明らかにするために、ここからは、インド都市社会で生きるストリートチルドレ

ンの「自己決定」に着目し、ストリートチルドレンが日常的に関わりをもつNGOと、NGO

という場を通して関わりをもつNGO職員との関係性に焦点を当て考察を行う。

3．調査の概要

本槁で用いるデータは、インドのデリーC区域(district)のP地区(tehsil)にあるNGO

6SBT'(I)にて、2003-2009年の間、断続的に行った合計20か月間の現地調査に基づいている。

調査の手法は、SBTの活動の参与観察とインタビュー調査、対象とした主なインフォーマ

ントは、SBTの職員とSBTの支援を受けた路上生活経験のある少年たちである。インドに

は、社会・経済的弱者に向けた活動を行うNGOが数多くあり、その数は10万を超えるとさ

れる(Nawani2002:122、Chandra2005:1)。ストリートチルドレンなど社会的・教育的に不

利な子どもに対する活動においては、政府よりもNGOの提供するプログラムの実践力が認

められている(Sondi-Garg2004:117)。ストリートチルドレンや働く子どもを対象に活動す

るNGOは、デリー内に24あり(Butternies2006)、その多くが政府と提携し、情報を交換し

ている。

インド国内のストリートチルドレンの人数に関する公式なデータは存在しないが、ILOや

UNDPによると、インドのストリートチルドレンや働く子どもの数は世界最多であり、路
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上で生活する・働く514歳の子どもは少なくても1800万人と見積もられている(Sondhi-Garg

2004:2526、Zutshi2000:1)。これまでの複数の調査から、デリーの614歳までの就学年

齢児童のうち、就学していない児童の約25％がストリートチルドレンであると推定される

(Panicker&Nangial992:53)。デリー政府が2003年に行った調査によると、学校に通って

いない610歳の子どもは6.4％(104,643人)、11-14歳では7%(80,971人)である(Governmentof

NCI､ofDelhi2006:24)'2'。この結果から、デリーにおいて2003年の614歳のストリートチル

ドレンの数は46,404人であり、デリー内の全児童数のおよそ1.6%と推定することができる(3)。

4.NGOの活動とストリートチルドレンの「自己決定」

ストリートチルドレンを支援するインドのNGOの多くは、路上で生活する子どもが通っ

てきやすい場所を選んで、ノンフォーマル教育（以下、NFE)(4)を提供している。SBTでは、

こうした場所を駅の構内などに設け、コンタクトポイントと呼んでいる。コンタクトポイン

トの活動目的は、子どもたちに路上生活の危険や問題について教え、子ども自身が家に帰る

か、施設で生活するという選択を自ら行うことができるように、つまり、「自己決定」できる

ように導くことである。コンタクトポイントでは、NGO職員により様々な形での子どもの

｢自己決定」への働きかけが行われている。これらの活動のうち、「カウンセリング」と「ライ

フスキルプログラム」と呼ばれる活動について、NGO職員がどのようにして子どもの「自己

決定」に働きかけているのか、具体的プロセスを紹介する。

1）カウンセリング

コンタクトポイントでは、カウンセリングと呼ばれる活動が行われている。これは、新し

くコンタクトポイントに来た子どもと、継続して通ってきているストリートの子どもに対し

て、子どもが自らストリートを離れると決心するように、主に職員によって行われる子ども

への働きかけである。SBTに新しく来た子どもに対しては、なぜ家を出たのかという質問か

ら始まり、職員が子どもと対話する中で子どもが抱える問題を共有し、子どもに路卜牛活の

問題を理解させるというプロセスがとられる。職員は最初子どもに対して、家に帰るか施設

に行くことを提案するが、子どもがすぐ、に結論を出すことができない場合は、子ども自身が

それを決めるのを待つ。その間、子どもは一時的にNGOの施設に滞在をするか、ストリー

トで暮らすことになる。ストリートで暮らしてしばらく経っている子どもや、施設に入った

がそこを自分で出てきた子どもには、職員は機会をみながら再びカウンセリングを行う。子

どもが家や施設を出てきた理由をなかなか話さない場合もあるため、職員は子どもに受け入

れる気持ちがあると判断したときにコミュニケーションを図っている。

職員はそれぞれの子どもに相性の良いソーシャルワーカーがいることや、話をするタイミ

ングがあると考えており、子どもが「シェアしてくれる」雰囲気のときを見計らって話かけ

ている。一度話をすることを試みても、うまくいかなかった場合には、他のソーシャルワー

カーに「私は話をしたから、今度はあなたがカウンセリングをしてみて」と職員同士でカウ

ンセリングを促しあうこともある。時には、職員がストリートで暮らしている年長の子ども
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に「良く子どもの面倒を見ているし、駅の生活を良く知っているから、自分が話すよりも効

果がある」という理由で、カウンセリングを頼むこともある。このような場合、施設からス

トリートに戻ってきた子どもが、年少の子どもに対して路上生活の問題を説き、施設に行く

ことを勧めている。

ストリートを離れるという子どもの「自己決定」を促すためのカウンセリングは、職員で

あれば誰でも行うことができる。また、職員以外の施設で暮らす子どもがその役割を頼まれ

ることもあり、まれにはストリートで暮らす子どもやボランティアスタッフが行うこともあ

る。この意味のカウンセリングとは、子どもとの良好な関係に基づき子どもに話をすること

で、子どもの「自己決定」を促し方向づけていく過程を経るために、子どもによっては、数

年かかる場合もあり、長期的な取り組みとなることもある。

2）ライフスキルプログラム

カウンセリングの他に、ストリートチルドレンを対象とした教育プログラムにおいても、

子どもの「自己決定」を促す試みがなされている。NFEの時間に行われるライフスキルプロ

グラム(5)では、ストリートで生きる子どもたちに必要な「ライフスキル」を、コミュニケー

ション、HⅣ、ドラッグなど10の項目に分けて、参加型学習において学ばせている。プロ

グラムは、子どもがストリートという生活環境で直面する問題を想定し、困難な状況の中で、

子どもが自ら考えて「NOと言える力」を身につけること、自分の考えを人に伝えることが

できるようになること、批判的で創造的な考え方を身につけることを目的としてている。

セッションという形で行われるプログラムでは、子どもたちが自分で考えて行動すること

の重要性が強調されている。そのため、セッションを行うカウンセラーは、子どもたちに対

して、路上を離れて家に帰ることや学校に通うことなど、両親や周囲のおとなに頼ることが

できない状況においても、子どもが自分自身で考え、判断することの主体性を強調する。例

えば、ドラッグについて話をする中では、「自分でコントロールすることが大事。シンナー

を吸いたいときは、他の事をして忙しくするとか、1ルピー(6)でチューインガムを買って」

｢シンナーを止められない子は、自分でお姉さん、お兄さん（職員）のところに来て話をして

ね。薬をあげるから」などというように､他の子どもや周りの人に惑わされずに、自分で考え、

行動することを繰り返し強調して伝えている。

NGOの活動において、子どもは「自己決定」の主体と想定されているため、路上を離れる

ことや、勉強することなど、子どもの生活に関する事柄についての決定は、子ども自身に委

ねられている。ストリートの子どもたちは、NGOの活動への参加を通して、「自己決定」の

価値を学習すると同時に、路上生活をすることの長期的な問題や学校で教育を受けることの

重要性についても学習している。学習の過程において、子どもたちは、子ども時代をストリ

ートで過ごしたことに対するネガティブな社会のまなざしをも理解するようになっていく。

5。「自己決定』という価値がもたらす葛藤

コンタクトポイントの活動に参加する中で、カウンセリングやライフスキルプログラムを
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通じて、ストリートを離れることに決めた子どもは、家族のもとに帰るかNGOの施設で生

活をすることになる。子どもは施設に移った後の生活でも、進路選択など重要な決断の場面

で、自分で選択・決定を行うことを求められる。NGOの教育プログラムや、施設での生活

を通して「自己決定」の重要性を学習した子どもの選択・決定は、「自己決定」そのものの価

値を意識しつつ行われる。ストリートに暮らした経験のある子ども・青年は、近代社会にお

ける「子ども期」の規範を生きる子どもたちとは異なる環境の中で、路上を離れて生活する

こと、ドラッグの習慣を絶つこと、学校に通って勉強することなど、「自己決定」を繰り返し

て生きてきたことに対して、自信をもち肯定的な気持ちを抱いている場合もある。

【アミル21歳ソーシャルワーカー】

8歳の頃にデリーに遊びに行ってみたいと思い、家族に言わずに友達と一緒に家を出た。

その後、友達とはく、れて家の場所が分からなくなり、帰ることができずに4年間の路上生活

をした。チャイ(6)屋で働きながら路上で生活しているときに､店の近くの小学校の校長に「学

校に通いたい」と自分で話をして、ストリートからその学校に通っていた。小学校を修了し、

その後、12歳からSBTの施設で生活｡2008年当時、SBTのソーシャルワーカーとして勤務。

筆者：ストリートで経験したことで、良いこと、悪いことについて教えて。

アミル：良かったのは、自分で自分のことを決められた(SelfdecisionMakerであった）

こと。そのせいで、僕の態度はとてもポジティブだし、多くのことをストリートで学ん

だよ。どうやってサバイブするかを知っている。悪いことといえば、家族と離れてさみ

しかったことや、4年間を無駄にしたことだよ。

筆者：そのとき（ストリートにいるとき）、家族が恋しかった？

アミル：うん。

筆者：それなら、なぜ家に帰らなかったの？

アミル：だって、家の住所がわからなかったから。

筆者：誰かに助けを求めなかった？

アミル；たくさんの人に尋ねたよ。でも、田舎で電話番号もなかったし。同じような場所

が同じ名前でたくさんあったし。

筆者：でも、がんばって探したんだ。

アミル：うん、がんばった。

筆者：それで、どうやってみつけたの？

アミル:SBTが見つけてくれたよ。

施設の子どもの多くが、保護者やその他のおとなによって保護される「子ども期」を過ご

す状況にない中で、NGOは子ども自身が自分に関する事柄を決定し、行動をしていくよう

に動機づけている。同時に、NGOは子どもが「自己決定」を行い、自らの選択・決定を実現

できるように、経済的・精神的に子どもたちを支えている。このとき、子どもの「自己決定」

は、家族の経済的な問題など、自ら選択・決定できない事情をふまえて行われるが、子ども
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は状況に応じた「自己決定」の価値を学習し、自分のことを自分で決定し、引き受けるとい

う志向を身につけているため、「自己決定」が制限されていることに対して葛藤を抱くという

よりも、そうした事情もふまえて行った「自己決定」の結果を引き受けている。

【イクバル22歳看護師】

路上生活当時12-13歳。子どもの頃、家に一人で居て勉強するのが嫌で家を出た。10年生

を修了するまで家族に連絡をしなかったが、修了と同時に連絡を取り合うようになった。家

に送金する必要があったため、17歳で就職して施設を出た。（2008年当時は、看護師として

勤務していた｡）

筆者:10年生まではレギュラースクール（学校）で勉強した？

イクバル：レギュラーでは、8年生まで勉強した。10年生はオープン（通信制）でした。

筆者：それはなぜ？

イクバル：急いで勉強したかったから。僕は今まで、何にしても、心からしたことない。

何でも、急いでやりたいから。

筆者：なんでだろう？

イクバル：ただそれだけ｡急いで終わると、他のことを勉強できるから。他のことに時間

を使えるから。

筆者：他に何かコンピューターとか、英語とか、アートとか何かコースをした？劇とか？

イクバル：全部知っているよ。

筆者：全部やってみた？

イクバル：コンピューターはできるよ。インターネットをしに行くし。

筆者：そうじゃなくて、ここ(SBT)でコースやっているでしよ。

イクバル：うん。

筆者：そういうコースした？

イクバル：したけど、途中でやめた。看護師になったから。

筆者：そうなんだ。

イクバル：だって、そのせいで他のことに時間がなかったから。今でも他のことに時間が

使えない。12年生をしよう、大学に行こうって思うときもあるけど、時間がないから。

（中略)。

筆者：なぜ、あなたはこういう職種の仕事を選んだの？

イクバル：その当時、パーマネントの仕事につけるよって（言われた)。トレーニングの

後に。僕には家族の事情があって、家にお金を送りたかった。そのためだよ。急いで仕

事に就いた。17歳で仕事を始めた。トレーニングを受けていたのが17歳。仕事を習っ

て18歳になった。この仕事は16歳からできる。それで、この仕事を始めた。1年半は興

味をもってやっていたよ。トレーニングに行っていたとき。朝10時に行って、3時に帰

ってきていた。その頃(最初）そんなに興味はなかったけど､仕事を見るのは好きだった。

そこで新しいことを覚えることができたから。看護の基礎、精神疾患、終末医療・・・。
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筆者：今でも好き？

イクバル：うん。好きだし、しないといけないよね。どこかで仕事は。お金稼がないと、

家の人も困るし。

筆者：家への連絡は、いつもしていた？

イクバル：いつもはしなかった。10年生を修了したときに、(SBTに）連絡をしてもらった。

筆者：なぜ？

イクバル：僕は99年から2003年の終わりまで、家の人に連絡しなかった。家の人はすご

く泣いていたよ。「自分の子どもはどこに行ったんだ」って。僕は家の人を喜ばせたかっ

た。｢今は自分で仕事をしているよ」って。僕は・・・・

筆者：勉強も終えたよ、って？

イクバル：勉強も終えて、自分でやっているって。助けてもらったよって。だって家にい

たらこんなに色々できなかったから。僕の兄弟たちも今まで何もできていないから。家

のあたりの雰囲気も良くないし。僕の兄さんは、田舎で働いている。

6．おわりに

ファーロングとカートメル(2009)によると、現代世界の若者たちにとっては、家族、学校、

職場といった伝統的な場との関係は以前より弱まり、以前より多くの選択機会があるかのよ

うに見えているため、今ある不平等のどこまでが、以前とは異なるかたちで再生産されてい

るのか見えづらくなっている。若者たちはともすれば、自分の道は自分独自のもので、自分

が直面するリスクに対しても、何かしらの集団の一員としてではなく、自分個人で乗りこ

えなければならないというイメージを持つことが多い（ファーロング．カートメル2009:12-

25)。

子どもの「自己決定」という理念は、おとなによる保護のもと、子どもが社会参加すると

いう積極的な子ども像を前提としているが、すべての子どもが保護の対象として想定され

ていない状況における具体的な実践においては、子どもは「自己決定」の主体となることで、

おとなが子どもに対して担う責任をも自ら引き受けている。子ども時代から、自らのおかれ

た所与の状況を引き受けつつ「自己決定」を行うことを学習した若者は、所与の条件の範囲

内での「自己決定」を行うため、提供されるべき機会によって実現される自己像と、与えら

れた条件の中で「自己決定」を行っている自分との間で、葛藤することはない。このとき子

どもは「自己決定」の主体となることで、葛藤することの不可能性をも引き受けている。

言士
口圭

(1) SBTの概要

設立年：1988年

支援対象者：18才までのストリートチルドレン、家出をしてきた子どもたち、コミュニティの貧
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困層の女性・子どもたち

活動の目的：社会の周辺部にいる子どもたちに対して、安全で、健康的で、ケアされる環境を提

供すること

主なドナー：米|_'31のNGO、インドのNGO、インド政府、インドの企業、国内外のi1ll人

デリー内部では、教育格差が大きいことが指摘されている。デリーで貧困線より上の暮らしをする

人々の半数以上が、中等教育か高等教育を受けており、残りの27％も8年生まで修了している。対

照的に、貧困線以下の生活をする人々の内、3分の1が5年生を修了しておらず、さらに残りの3分

の1の人々 が5年生修了という状況に留まっている(GovernmentofNCTofDelhi2006:22-23)。こ

うした教育格差は、デリーの経済格差の状況と関連していると考えられる。1999-2000年に貧困線

以下で暮らす人々がインド全国では26%、デリーは8%であり、また、2001-02年度1人あたり1ヶ月

の平均支出額も1408ルピーと全国一高いが、デリー都市部の貧困率が9.42％であるのに対して、地

方の貧困率は0.4%である(GovernmentofNCTofDelhi2006:1618,34)｡

デリーのストリートチルドレンの数を10万人とも見積もる調査もあり(ChakrabarW2002:60)、統

計によって推定人数は大きく異なっている。

ノンフォーマル教育の役荊については、学校に通うことができない子どもを学校教育へと接続する

ための教育とみなすか、あるいは、学校とは異なる理念に基づき教育を行う機関と考えるのか、議

論がある(針塚2008)。

USAIDが開発したストリートチルドレンを対象とした教育プログラム。

2011年3月現在、lルピーおよそ2円。

紅茶の葉を牛乳で煮出したミルクティー。

(2）

(3)

(4）
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