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1 はじめに――家族社会学と社会的養護
1990 年代以降、日本社会においては児童虐待が社会問題化してきた。図 1 は、
児童相談所における虐待相談対応件数の変遷である(1)。1990 年度には 1,101 件
であった相談対応件数は右肩上がりの増加を続け、2016 年度には 122,575 件と
100 倍以上になっている。このことをもって児童虐待の実数や「虐待をする親」
が増えていると考えることは早計であるものの（上野 1996; 内田 2009; 田中
2011）
、少なくとも社会から「虐待を受けている」とみなされた子どもの数が
増加しており、何らかの対応が求められているということはできるだろう。
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図 1 児童相談所における虐待相談対応件数の推移
出典）平成 28 年度福祉行政報告例より筆者作成。
注）横軸は年度。2010 年度は福島県を除いた数値。
（とうま・こうた

国立社会保障・人口問題研究所）
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児童虐待の社会問題化に伴い注目を集めているのが、社会的養護である。社
会的養護とは、「保護者のない児童や、保護者に監護させることが適当でない
児童(2)を公的責任で社会的に養育し、保護するとともに、養育に大きな困難を
抱える家庭への支援を行うこと」と定義される（厚生労働省 2011: 3）。社会的
養護にはさまざまな種別があるが、保護者との分離がなされる場合の対応とし
ては、児童養護施設や児童自立支援施設などの施設養護への措置と、里親やファ
ミリーホーム等の家庭養護への委託措置とに大別される。
本稿に与えられた課題は、家族社会学の立場から社会的養護を論じることで
ある。社会的養護は、家族と深い関連をもつトピックである。図 2 は、児童相
談所が対応した虐待相談のうち、主な虐待者が誰であったかの内訳を示すグラ
フであるが、ここから、実父と実母を合わせた数値は 80% を超えており、「実
父以外の父親」、「実父以外の母親」も含めると、「親」が主たる虐待者である
割合が大半を占めていることがわかる。虐待ケースのすべてが社会的養護措
置、委託に至るわけではないし、社会的養護が被虐待児のみを対象としている
わけでもないが、「里親に委託されている子どものうち約 3 割、乳児院に入所
している子どものうち約 4 割、児童養護施設に入所している子どものうち約 6
割は、虐待を受けている」ことから（厚生労働省 2017b）、少なくない子ども
が「親」からの虐待に関連して社会的養護措置、委託に至っているといえる。
また、近年では家族再統合も社会的養護に関する重要なイシューとなっている
（藤間 2014b）。これらのことに鑑みると、家族社会学の対象として、社会的養
護の重要性は小さくないと考えられる。
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図 2 主な虐待者
出典）平成 28 年度福祉行政報告例より筆者作成。
注）市町村が対応した虐待相談は除く。

実はこれまでの家族社会学において、字義通りの「社会的養護研究」はあ
まり蓄積されてこなかった。里親に関しては研究が蓄積されてきたが（和泉
2006; 三谷 2013; 安藤 2017）、それらの多くは、「血縁や法的基盤がないなかで、
里親子はどのように家族実践を行うのか」という「家族の多様化論」に近い関
心から出発するものであった。もちろん、家族をめぐる規範が当事者を抑圧す
る様子を描き出したことの意義は否定されるべきものではない。しかしながら、
安藤（2017）が指摘しているように、里親を多様化した家族の 1 つと無条件に
位置づけることは、「あらかじめ『標準的な』家族像を想定し、その距離を測
るという志向に結びつきやすく、最終的にも『家族』になりきることが唯一解
であるという結論に水路づけられる可能性がある」という問題も孕んでいる（安
藤 2017: 4）。議論の発展のためには、「家族の多様化」とは異なる視角からも
社会的養護を捉えていくことが必要である。
ここでは、久保田裕之（2011a）の「家族機能の分節化アプローチ」を援用して、
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社会的養護を家族社会学の対象に位置づけてみよう。久保田は、これまで「家
族のもの」とされてきた諸機能として、依存者に対するケア（C）、共同生活
（L）、親密な関係性（I）の 3 つを挙げ、それが担われる圏域を図 3 のように整
理している。久保田によると、「家族の多様化」論には、「家族機能の『家族構
造からの分化』を理論的射程に収めることが可能になる一方で、依然として機
能相互の結びつきを温存してしまい、『家族機能相互の分化』というより現代
における重要な変化を正しく捉えることができないという問題があった」（久
保田 2011a, p.90）
。そこで久保田は、これらの諸機能を分析的に分節化するこ
とを提案し、「家族の機能として束ねられてきた諸機能の束を出発点とするの
ではなく、それぞれを分析的に扱いながらもその重なりを視野に収めることで、
家族の境界を超えて連続する家族的諸機能の連関が、より徽密かつ多元的に理
解可能になる」と、その利点を指摘している（久保田 2011a, p.91）。
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この「家族機能の分節化アプローチ」にもとづけば、社会的養護はケア、生
活、親密性の諸機能が、「家族」ではないところ担われる場面の 1 つに位置づ
けられる。そのような「非家族」としての社会的養護を家族社会学の対象とす
ることの含意は、第 1 に、「家族」をめぐる規範やそれがもたらす問題をより
鮮明に照射できる点に、第 2 に、上に挙げた機能を遂行する上での困難が「家
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族」に特有のものなのか、あるいはより広範にみられるものなのかを問うこと
が可能になる点にある(3)。
以上の整理を踏まえ本稿では、筆者のこれまでの研究にもとづき、家族社会
学の立場から社会的養護を捉えたときに見えてくる、「家庭」を理想的なケア
環境とみなすことの問題と（第 2 節）、ケア機能が遂行される空間が一元化さ
れることの問題とを論じる（第 3 節）。その上で、子ども社会学が取り組んで
きた「子ども／大人」の相対化に「依存批判」と呼ばれる議論を接続すること
が、社会的養護に対してどのようなインプリケーションを持つのかについて考
察していくことにしたい（第 4 節）。

2 社会的養護における「家庭」の強調とその問題
社会的養護をめぐる政策的議論のなかで繰り返し強調されてきたのが、「社
会的養護の家庭化」である。ここでいう社会的養護の家庭化とは、里親などの
家庭養護を推進するとともに、施設養護を「家庭的に」小規模化していくこと
を指す。社会的養護の家庭化は、1950 年代～ 70 年代には施設で育った子ども
の発達上の課題を指摘したホスピタリズム論、1980 年代～ 90 年代には職員の
労働環境や施設定員割れの問題化、1990 年代以降には子ども虐待の問題化を
受け、戦後一貫して主張されてきた（和泉 2013）。特に 2010 年 6 月、日本の
社会的養護が施設養護に偏っていることに対して国連子どもの権利委員会から
3 度目の通告が行われてからは、脱施設化と家庭養護への転換が政策的な急務
と位置づけられている。
学術的議論においても、施設養護への偏りは問題視されている。たとえば、
「一
貫した養育を提供できる家庭生活の保障」の必要性を指摘するもの（林 2004、
pp.16-7）、家庭養護が伸びない背後にある「構造的な課題」の克服が必要だと
論じるもの（柏女 2012、p.27）、欧米では里親が主流であることなどに鑑み、
「日
本は国際的にみて、依然として里親最貧国である」と論じるものなどがある（開
原 2012, p.17）。これらが施設養護を全面的に否定しているとは必ずしもいえ
ないが、日本において家庭養護が十分に進展していないことを問題化している
ことはたしかであろう。
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政策的、学術的に社会的養護の家庭化が主張される背景には、要保護児童に
対するケアの個別性を保障することが必要だとの考えがある。ケアの個別性と
は、「子どもそれぞれの個性やニーズに配慮しながら、特定のケアラーとの応
答的かつ継続的な関係性のもとで支援が提供されること」を指す（cf. 厚生労
働省 2011）。2017 年 8 月に発表されて大きな注目を集めた「新しい社会的養育
ビジョン」においても、「代替養育は家庭での養育を原則とし、高度に専門的
な治療的ケアが一時的に必要な場合には、子どもへの個別対応を基盤とした『で
きる限り良好な家庭的な養育環境』を提供し、短期の入所を原則とする」と述
べられており（厚生労働省 2017a, pp.1-2） (4)、「個別対応」と「家庭的な養育環
境」が結びつけられていることがわかる。すなわち、ケアの個別性を保障する
には、複数の職員が（場所によっては交替制で）ケアを行う施設養護よりも、
決まった里親や職員が子どもと暮らす家庭（的）養護の方が優れているとの前
提のもとに、社会的養護の家庭化が主張されているのだ。
では、社会的養護に関する議論において、「家庭」とはどのようなものが理
念されているのか。
『社会的養護の課題と将来像』
（厚生労働省 2011）におい
ては、次のように書かれている。

子どもの養育の特質にかんがみれば、社会的養護は、できる限り家庭的
な養育環境の中で、特定の大人との継続的で安定した愛着関係の下で、行
われる必要がある…このため、社会的養護においては、原則として、家庭
的養護（里親、ファミリーホーム）を優先するとともに、施設養護（児童
養護施設、乳児院等）も、できる限り家庭的な養育環境（小規模グルー
プケア、グループホーム）の形態に変えていく必要がある（厚生労働省
2011: 5）。

この文書においては、里親およびファミリーホーム、グループホーム、本体施
設（児童養護施設は全て小規模ケア）のそれぞれが社会的養護に占める割合を、
3 分の 1 ずつに変えていくこともうたわれている。ファミリーホームやグルー
「家屋のなかで、
プホームの定義に鑑みると(5)、ここで理念されている家庭とは、
6 人未満の子どもを 2 名前後の職員がケアする」というものといえるだろう。
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すなわち、近代、特に高度成長期以降に日本社会に定着したような「一般家庭」
（≒近代家族）を想定し、社会的養護のケア環境をそれに近づけることを目指
すのが、社会的養護の家庭化の根幹であると考えられる（藤間 2017a）。
たしかに、特定のケアラーと個別的で一貫的な関係性が継続することは、子
どもの養育上メリットを持つことは事実かもしれない。また、社会的養護に措
置委託される子どものニーズがさまざまである以上、その受け手に関しても、
施設に限らず多様なあり方が整備されていることは重要であると考えられる。
その意味で、日本における社会的養護が施設のみに偏っている現状を批判する
ことには、一定の妥当性があるようにも思える。
しかしながら、家族社会学の視角からみると、家庭をモデルとすることは 3
つの点で問題含みである。第 1 に、バーンアウトといった、ケアラーが直面す
る困難が看過されてしまうことである。関連して第 2 に、いわゆる一般家庭に
おける子育てに対する支援が拡充するなか、現行の家庭をモデルとすることは、
施設でのケアを「周回遅れ」で改善することに過ぎず、子どもの格差是正の観
点からも問題含みである。第 3 に、家庭をケアの理想的な環境とモデル化する
ことで、多様なケアのあり方を検討する視野が制限されることである。ケアの
個別性が重要であるとしても、家庭を理想化してそのあり方を考えることによ
り、
「少ない大人が少ない子どもをケアする」という方法以外が見えづらくなっ
てしまう。それによりこぼれ落ちるニーズが存在する可能性も、見逃すべきで
はない。こうした問題を回避するには、家庭を理想化する規範を相対化した上
で社会的養護をめぐる状況を捉える必要がある（藤間 2016）。
また、社会的養護の家庭化をめぐる言説が、現実を正しく反映しているとい
えない場合もしばしばある。ここでは 2 つの例を挙げてみよう。1 つ目は、里
親のなり手不足という言説である。里親委託が伸び悩んでいることが問題化さ
れるとき、しばしば挙げられるのが里親のなり手がいないという理由である。
だが、本当にそうなのだろうか。表 1 は、社会的養護の種別別に、施設（世帯）数、
定員（登録世帯）数、児童現員数、職員数をまとめたものである。これをみる
と、登録里親世帯は 11,405 世帯存在するのに対し、実際に里子の委託を受け
ている世帯は 3,943 世帯にとどまっている。つまり、里親として登録されてい
る世帯のうち、実に 65％以上が実際には委託を受けていないということであ
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る。三輪清子（2016）は、このように登録里親世帯への委託が限定されている
背景について、（1）施設要因、（2）里親の資質要因（養子縁組との混同、里親
が養育上直面する課題、里親への支援不足）、（3）児童相談所要因（児童相談
所職員の専門性の低さ、児童相談所職員の役割加重、不調リスクの回避と慎重
なマッチング、実親の同意拒否）、（4）政策的要因という、4 つの下位仮説を
検討した上で、登録されている里親を十分に活用できていない制度の未整備状
況こそが問題であると結論づけている。
表1

社会的養護種別別施設（世帯）数・定員（登録世帯）数・児童現員数・職員数

138 か所
3,895 人

児童養
護施設
615 か所
32,605 人

情緒障害児
短期治療施設
46 か所
2,049 人

児童自立
支援施設
58 か所
3,686 人

児童現員 2,801 人

26,449 人

1,399 人

1,395 人

17,137 人

1,165 人

1,743 人

乳児院
施設数
定員

職員数

4,793 人

母子生活
支援施設
232 か所
4,779 世帯
3,330 世帯
児童 5,479 人
2,080 人

自立援助
ホーム
143 か所
943 人

登録世帯 11,405
―

516 人

委託児童 5,190 人

604 人

委託世帯 3,943

里親

出典）厚生労働省（2017b）。
注）里親数、ＦＨホーム数、委託児童数、乳児院・児童養護施設の施設数・定員・現員は福祉行政
報告例（平成 29 年 3 月末現在）、乳児院・児童養護施設以外の施設数、ホーム数（ＦＨ除く）、乳児院・
児童養護施設以外の定員および現員、小規模グループケア、地域小規模児童養護施設のか所数は家
庭福祉課調べ（平成 28 年 10 月 1 日現在、施設数、定員、現員は乳児院・児童養護施設を除く）、職
員数（自立援助ホームを除く）は、社会福祉施設等調査報告（平成 28 年 10 月 1 日現在）、自立援助ホー
ムの職員数は家庭福祉課調べ（平成 28 年 3 月 1 日現在）、児童自立支援施設は、国立 2 施設を含む。
なお、小規模グループケアは 1,341 か所、地域小規模児童養護施設は 354 か所である。

2 つ目は、国際的に見た時の日本の社会的養護に関する言説である。日本に
おける施設養護偏重に対する批判には、欧米における社会的養護では里親が多
数派であることを根拠としているものもある（開原 2012 など）。だが、実は欧
米と比べた時、日本においては、里親家庭のみならず、施設で生活している子
どもも相対的に少ないことに留意する必要がある。図 4 は、上村泰裕（2015）
が作成した、対 20 歳未満人口比でみた里親家庭で暮らす子どもの割合を縦軸、
同じく施設で暮らす子どもの割合を横軸におき、国ごとにプロットした図であ
る。これを見ると、日本（そして隣国の韓国、台湾）においては、里親家庭で
暮らす子どものみならず、施設で暮らす子どもの数も非常に少ないことがわか
る。このことをどのように解釈すべきか。「日本では保護が必要な子どもがあ
まりいない」と捉えるのは、楽観的であろう。むしろ、欧米であれば「公的保
220

（藤間公太）
家族社会学の立場から捉える社会的養護
「子ども／大人」の相対化と「依存批判」との接合可能性

護に値する」と判断されるような状況にあっても、家族主義（Esping-Andersen
1999=2000）が強い日本では子どもと家族との分離が行われていない可能性が
ここに示されているのではないだろうか（藤間 2017b）。上村が指摘している
ように、「日本の問題は施設と里親を含む社会的養護全体が貧困なことであり、
こうしたデータに基づいて児童養護施設の定員削減が云々されるに至っては全
く荒唐無稽と言わざるを得ない」（上村 2015, p.60）。

図4

対 20 歳未満総人口比での社会的養護措置・委託児童割合
出典）上村（2015）

3 ケア空間一元化の問題
前節では、社会的養護をめぐる議論が「家庭」をモデルにすることが、どの
ような問題を帰結するのかについて論じてきた。社会的養護の家庭化は、「子
どもの権利」や「子どもの最善の利益」という理念にもとづき、子どものニー
ズを個別的に保障するための施策として進められようとしているものである。
だが、十分な検討を経ることなく「家庭」を理想的なケア環境と位置づけるこ
とは、逆に子どもそれぞれのニーズが満たされない結果を招く可能性がある。
ところで、子どものニーズは、1 つの場所で 1 人のケア主体によって充たさ
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れなければならないわけでは必ずしもない。複数のアクターが連携し、子育て
のさまざまな機能を分担する方法もあり得る。たとえば、近年いわれている施
設による里親へのレスパイトケアの提供や、子育て世帯への現物給付の拡充を
含む「子育ての社会化」なども、子どものケアを家族のみに集約するあり方を
見直し、複数のアクターが関わることでその負担を社会で公平に分担していく
あり方を模索するものといえる。
だが、現状の社会的養護の現場において、ケアの分担が十分に行われてい
るとはいえない。藤間（2017a）においては、施設においても家族においても
ケア機能の集約がみられることが明らかにされている。図 5 は、施設入所以
前、入所中、退所後に、子どものケアがどのように担われているのかを図示し
たものである。家族主義が強い日本においては、子どもや家族に対する公的な
支援が十分ではないことに加え、「福祉申請主義」の影響で、困難を抱えてい
る人ほど支援につながりにくい状況にある（庄司 1988、渡辺秀樹 2010、藤間
2018）
。それゆえ、入所前の生活で困難や過剰負担状態が生じていても、外か
らは見えづらい。何らかのきっかけで児童相談所が子どもの一時保護を行い、
施設措置が適当との判断を行った際、子どもは施設に措置されるが、そこでは、
従来「家族のもの」と考えられてきたケアの機能が全面的に「代替」される。
その後、施設を退所し家庭復帰すれば、それらの機能は再び全面的に家族に所
在することとなり、施設と子どもとの関わりも限定的なものとなる。家族であっ
ても施設であっても、子どものケアをめぐる外部との連携を機能させることが
現状では難しいことが、ここに示されている。
子育て支援

学校

限定的

学校
限定的

拒否
原家族
（親）

強制介入

Z
（職員）
ケース会議

児童相談所

子育て支援
限定的

児童相談所

月に1回の面会
限定的

原家族

措置時

図 5 ケア空間一元化社会
出典）藤間（2017a）
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そのようにケアが 1 つの空間に集約されることの問題が顕著にあらわれるの
が、退所後に子どもが生活上の困難を抱えた場合である。家族再統合には、
（1）
親が抱えている困難の解決が容易ではないこと、（2）それゆえ、入所以前に子
どもが抱えていた困難が、家庭復帰後に「揺り戻す」場合が少なくないこと、
（3）
その一方で、施設退所後すぐにひとり暮らしをすることにもさまざまな不安要
素があること、という 3 つの悩ましさがある（藤間 2014b）。また、施設職員
が実家のような機能を果たそうとしても、当の子どもが「自立すべき」という
規範を強く内面化し、「自分は退所したのだから迷惑をかけてはならない」と、
施設を頼ることを自制してしまうこともある（藤間 2017a）。これらの困難は、
宮台真司（2000）のいう「家族への阻害」がもたらす「家族からの阻害」の一
例といえるだろう。この言葉で宮台が指摘しているのは、家族を頼れない個人
の生活保障が問題となるのは、そもそも個人にとって家族以外に頼れる存在を
社会が用意していないからだ、ということである。児童福祉法上、子どもが施
設や里親家庭にいられるのは 18 歳（措置委託延長が認められれば最長 20 歳）
までである。それゆえ、施設退所後（あるいは里親委託終了後）に家族を頼れ
ない者は、誰にも頼らずに「自立」することを強いられ、また当人たちもそう
するべきと考える結果、生活上の困難に自分ひとりで対処せざるをえなくなる
場合があるのだ。
では、なぜケアの機能が 1 つの空間に集約されるのだろうか。その背後には、
（1）子どもの依存は愛情あふれる関係のなかで引き受けられるべきである、
（2）
そうした関係は（家庭、施設など）ただ 1 つの空間のなかにあるべきである、
（3）
その関係は「親」によって与えられるべきである、という 3 つの想定の結びつ
きがあると考えられる。このような規範的想定のもとで、外部にいるアクター
との分担が阻害され、家族、あるいはその代替的存在である施設にケアの負担
や責任が集約されていると考えられる（藤間 2016）。
以上を踏まえると、先述した退所後の子どもの孤立も含め、日本の社会的養
護をめぐる困難は、家族が直面してきたそれと同じ構造にある。おそらくこの
状況は、従来は「家族のもの」と措定されてきたケアの機能を、施設養護が一
元的に代替するものであったからこそ生起したのであろう。筆者は以前、広義
の子育ての社会化を図 6 のように整理したうえで（藤間 2013）
、これまでの子
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育ての社会化に関する議論が施設養護の存在を看過してきたことがどのような
限界をもたらしたのかについて指摘したが（藤間 2014a）
、この整理も、
「家族」
を総体的なものとして捉え、社会的養護をその代替と位置づけた点では問題含
みであったといわざるをえない。社会的養護を「家族」の代替と位置づけるこ
とは、家族主義（Esping-Andersen 1999=2000）の問題がそのまま施設にも降
りかかる可能性を看過しかねない（藤間 2017a）
。また、
「リスク」の概念のも
とで養育者がモニタリングの対象となってきた経緯を踏まえれば（上野 2017）
、
社会的養護の現場でケアを担う者に対する要求も水準が過剰に上昇し、職員の
バーンアウトやその結果としてのケアの一貫性の喪失につながることも考えら
れる(6)。
支援

家庭福祉員
（＝保育ママ）

保育所

家庭

施設
里親

社会的養護施設

代替
図 6 子育ての社会化の位相
出典）藤間（2013）を一部修正

今後は、久保田（2011a）のように機能を分節化してとらえた上で、複数の
空間が多元的に連携してそれを担うあり方を模索することが必要である（図
7）。そのためには、これまで蓄積されてきた社会的養護に関する議論をより有
機的に連関づけていく作業が必須であろう。すなわち、政策動向に関する研究
（柏女 2017）、現場での実践を踏まえた研究（宮島 2017）、各国の動向に関する
研究（小谷 2017; 田澤 2017; 細井 2017; 藪長 2017）などの知見を関連づけつつ、
なにがケア空間の多元化を阻んでいるのかについての議論を蓄積することが重
要である。
224

（藤間公太）
家族社会学の立場から捉える社会的養護
「子ども／大人」の相対化と「依存批判」との接合可能性
地域住民

学校
訪問・見守り

学校
進路会議
地域住民
交流

連携

原家族
相談・援助

児童相談所・児童福祉施設

地域住民

情報交換

連絡
児童福祉施設

連携

ケース会議
児童相談所

原家族
交流

相談・援助

措置前～児相の介入

原家族

アフターケア
相談・援助

相談・援助
児童相談所

措置時

図7

学校
訪問・見守り

連絡

児童福祉施設

退所後

ケア空間多元化モデル
出典）藤間（2017a）

4「子どもの相対化」と「依存批判」の接合可能性
多元的なケア空間を構想していくうえでは、これまで子ども社会学研究で蓄
積されてきた、「大人／子ども」という区分の相対化も重要な役割を果たしう
る。周知のとおり、子ども社会学の領域においては、子どもを大人とは異なる
存在として本質化することに対する疑義が積み重ねられてきた。元森絵里子に
よると、1990 年代以降の欧米では、「発達」や「社会化」といった概念に規定
された従来の議論は、「大人から子どもへの一方向的な働きかけによって子ど
もが大人へと単線的に成長するという図式を強く前提としてしまうと批判され
る。それに対して子ども社会学は、子どもの側にもエイジェンシーがあり、子
どもも相互作用や社会構造の構成員であるとして、『子ども』の定義を問い直
していった」
（元森 2015, p.124）。すなわち、
「ケアする大人／される子ども」、
「教
育する大人／される子ども」、「保護する大人／される子ども」といった区分の
相対化が図られてきたのである。
たとえば、先にあげた退所後に子どもが直面する生活上の困難は、18 歳（20
歳）という、児童福祉法上の「子ども」の定義が背景の 1 つにあり、その相対
化が問題の克服のために有効であると考えられる。いわゆる「一般家庭」で育
つ子どもが成人後もかなり長期にわたって両親から何らかの支援を受けること
が少なくないのとは異なり、社会的養護措置委託を受けていた子どもは自力で
生きることを強いられる場合が少なくないことは先述の通りである。すなわち、
18 歳（20 歳）を迎え「子ども」でなくなってもニーズは変わらずに存在する
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にもかかわらず、それまで受けてきた支援から切り離されざるをえない法制度
になっているのだ。年齢に限らず、社会から正当と認められるニーズを個人が
抱えている限りは支援が受けられる制度設計であれば、退所後の子どもの生活
も安定すると期待される。
社会的養護との関連でいえば、「子ども」を相対化した後にとりうる道は 2
つ考えられうる。第 1 に、いわゆるパターナリズムを批判し、子ども本人の自
立性や主体性を強調することである。換言すれば、児童相談所や施設の職員、
あるいは里親など、「専門家」としての大人が基準を決定することで子どもの
ニーズが満たされなくなることを問題化し、より子ども自身の意志に寄り添う
ことを主張するのが、この立場である。このような見方は、先に取り上げた
1990 年代以降の子ども社会学の潮流とも親和性のあるものといえよう。第 2 に、
個人は自立／自律的(7)であるとする自由主義的な前提を批判し、あらゆる人が
抱えうる「依存」とそれに対するケアをベースとした社会のあり方を構想する、
「依存批判」とよばれる議論（Fineman 1995=2003; Kittay 1999=2010）と接続
していく戦略である。すなわち、「子どもであるか大人であるかに関係なく、
すべての人は依存を抱えうる」という前提に立ち、依存を抱える人とそれをケ
アする人に対し適切な支援を提供していくような社会を構想することである。
一見するとこれら 2 つの戦略は真逆に見えるかもしれないが、どちらも「大人
／子ども」という区分を一旦脇におくことを試みている点では共通している。
違いは、前者が個人の自立や主体性を強調するのに対し、後者はその依存に着
目している点に認められよう。
だが、第 1 の戦略、すなわち子どもの主体性や自己決定を強調することは、
理論的にも実践的にも問題含みである。まず理論的な問題であるが、「子ども
の自立性や主体性を認めよ」という主張は、「一歩間違うと、子どもと大人の
差異を本質化し、子どもにも主体性があり価値があるという規範的前提をと
ることで、問い直したはずの図式と大同小異のものとなる危険性がある」（元
森 2015, pp.124-125）。 つまり、「大人／子ども」という区分への疑義から出発
しながらも、「子どもと大人には何らかの形で（たとえば身体的に）本質的な
違いがあるが、それでも子どもの主体性を認めるべき」という立論に陥る危険
があるということである。近年の子ども社会学でも、「身体上の差異をどうと
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らえるかも含めて、『子ども』の本質化を回避することを要請」し（元森 2015,
p.125）
、かつ相対主義に陥らない理論的枠組みを模索する動きがみられている
（Prout 2005=2017）。
次に、実践的な問題であるが、これは日本社会における「自立」に関する規
範と関係する。渡辺芳（2010）が指摘するように、本来ならば自立とは「社会
集団と帰属との関係のうえで成り立つ」ものであり、「基盤となる社会集団へ
の包摂・参加のされ方によってある程度決定される」（渡辺芳 2010: 15）。し
かしながら、日本において自立という概念は「他者を全く頼らずに生きるこ
と」という強い意味合いを付与されており、その意味での自立を達成すべきと
いう規範的要求は、基盤となる社会集団をもたない者にも降りかかる（藤間
2017a）。こうしたなかで「子どもの自立性や主体性を認めよ」と主張すること
は、ともすれば要保護児童や施設退所者のニーズを不可視化し、ただでさえ脆
弱な公的支援をさらに抑制することにつながりかねない（Lee 2001）。
では、「依存批判」との接続はどうだろうか。先述の通り、「依存批判」は、
依存が人間にとって不可避なものと捉え、依存者とそれをケアする者との関係
を中心に据えた社会のあり方を構想するものである。たとえばフェミニスト法
学者である M. A. Fineman（1995 ＝ 2003）は、依存者本人が抱える不可避の「一
次的（不可避的）依存」と、その依存者をケアすることでケアラーが抱える「二
次的依存」という概念を提唱し、この 2 つの依存を社会の基本的条件とするこ
とで、あらゆるケア関係に対して保護や支援を与えることを主張する。同様に
E. F. Kittay（1999=2010）も、J. Rawls（1999 ＝ 2010）の「人格の自律」概念
を批判しつつ(8)、「ドゥーリア」と名づけた社会関係のなかで依存者をケアす
る者のニーズを包摂し、ケア労働を社会正義の中心へ位置づけることを主張す
る。
以上のような「依存批判」と接続することで、「大人／子ども」という区分
にかかわらず、依存を抱える者とそれをケアする者とを社会的に支援する可能
性が導き出される。ここで重要なことは、こうした見方において、「子どもは
無能力者としてケア関係をめぐる議論から排除されるのではなく、ケア関係の
不可欠の一員として、どのようなケアを誰から受け止めるのかについての発言
力を持つ」ことである（原田 2006, p.234）。すなわち、「すべての人は依存者
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である」という前提に立つことで「大人／子ども」という区分の本質化を避け
ると同時に、「依存者の権利」という形でそれぞれの自立性や主体性への容認
も組み込みうるのである。「子ども」の相対化という子ども社会学的な問題関
心と「依存批判」とを接続することが、社会的養護を考える上で持つ理論的、
実践的含意は小さくないだろう(9)。

5 おわりに
本稿では、家族社会学の対象として社会的養護を位置づけた上で（第 1 節）、
「家庭」を理想的なケア環境とみなすことの問題と（第 2 節）、ケア機能が遂行
される空間が一元化されることの問題とを論じた（第 3 節）。最後に、それら
の問題を乗りこえる上で、「子ども／大人」の相対化と「依存批判」を接続す
ることがもつ含意についてを考察した（第 4 節）。
「新しい社会的養育ビジョン」を契機に、改めて社会的養護に注目を集まっ
ているなか、社会的養護研究に求められる役割は小さくない。「家庭」の理想
化という形で社会的養護をめぐる議論に根づいている家族主義は、家族におけ
るケアが経験してきた困難を再生産する点で問題含みである。そして、家族主
義は社会的養護に限らず日本社会全体に通底しているものでもある。いかにエ
ビデンスにもとづいてそれを掘り崩していけるかは、筆者を含む家族社会学者
はもちろん、各領域の研究者に突きつけられた課題である。
本稿の議論からは、多様な学問領域を架橋しうる、社会的養護というフィー
ルドの豊かさも示されたのではないだろうか。第 4 節では、子ども社会学の議
論と「依存批判」とを試論的に接続したが(10)、今後は社会的養護を対象とした
学際的なさらに進めていくことも重要である。その際、単に同じ対象を研究す
る「同志」として集うのではなく、各領域の研究者がいかなる問題関心にもと
づき、社会養護（あるいは家族、子ども）に対してどのような操作的定義を与
えてきたのかについて、腑分けを行う作業も必要かもしれない。そのような学
術的連携の積み重ねは、多様なライフスタイルを認めながらも子どもの再生産
をめぐる責任を公平に分担するあり方を問うこと、言い換えれば、次世代に対
する責任という観点から日本社会の民主主義を問うことにも開かれていくだろ
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う。

付記
本稿は、文部科学省科学研究費補助金（若手研究 B）の助成を受けた「〈社
会的養護の家庭化〉に関する研究：日本とイタリアの比較から」（代表者： 藤
間公太、研究期間：2016 年 4 月 - 2019 年 3 月、課題番号：16K21684）による
研究成果の一部である。 なお、本稿での議論はあくまでも筆者個人によるも
のであり、厚生労働省の公式見解を示すものではない。

注
(1) 2000 年以降における要保護児童の措置、委託の動向と背景については三輪清子（2017）が、児
童虐待の地域間比較に関しては清水美紀（2017）が参考になる。
(2) 以下、本稿ではこうした児童を「要保護児童」と表記する。
(3) これらの問いの検討を通して、
「家族とは何か？」というより大きな問いに接近することも可能
になるだろう。
(4)「新しい社会的養育ビジョン」においては、「社会的養護には、保護者と分離している場合と分
離していない場合の両者を含むが、分離している場合を特に代替養育と呼ぶ」との区別がなさ
れている（厚生労働省 2017a, p.8）
。
(5) ファミリーホームとは、
「児童を養育者の家庭に迎え入れて養育を行う家庭養護であるという理
念を明確化するもので、「里親が大きくなったものであり、施設が小さくなったものではない
という位置づけ」をされている。自営型と法人型とがあるが、いずれも養育者の家庭のなかで、
養育者と補助者をあわせて 3 名以上の大人が 5 ～ 6 名の子どもをケアするという形をとる。グ
ループホームには、
（1）児童養護施設の敷地外に家屋を用意し、そこで 6 名以内の措置児童をホー
ム専任の施設職員が養育する「地域小規模型児童養護施設」と、（2）本体施設の分園でおおむ
ね 6 ～ 8 名の子どもを養育する「小規模グループホームの分園型」とがある（厚生労働省 2012,
pp.1-3）
。
(6) 筆者は第三者による評価がまったく不必要であるとは捉えていない。考えるべきは、「監視的で
パターナリスティックな介入を回避することと、ニーズを適切に把握した上で支援を公平に提
供していくこととを、どのように両立していくか」である（藤間 2017c, p.167）。
(7) 自立（self-reliance）と自律（autonomy）という 2 つの概念は厳密には区別されるべきもので
あると考えられるが、両概念の整理については別の機会に行うこととし、ここでは踏み込まない。
以下では、筆者自身による文章では自立に統一し、引用、参照文に関しては原文に従うことと
する。
(8)「自律した個人」を想定して社会を設計することに対する批判としては、C. Gilligan（1982=1986）
や M. Minow（1986=1994, 1990）も参照。それらを含めたフェミニズム正義論の展開については、
有賀美和子（2007）が参考になる。
(9) ただし、Fineman や Kittay が「依存者とケアする者」という言葉を使いながらも、狭い意味で
の「親子関係」を実質的に観念していることで、その理論の射程を狭めている可能性には留意
する必要がある（久保田 2011b; 小河 2013）。
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(10) 尾川満宏も、
「
『大人』を教育や保護から解放された過剰に『自立（自律）』的なカテゴリーと
定義せず、
『依存』や『不完全』などの概念で表象する可能性」を論じている（尾川 2017, p.81）。
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