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子育て家庭をフィールドワークする
―方法論的課題と可能性―

（金南咲季、敷田佳子、伊佐夏実、志田未来）

１．はじめに

　子どもにとって一般的に家庭は、多くの時間を過ごし、家族の成員と特別な

関係を築きながら生を育む拠点である。ゆえに、家庭という環境を物理的・人

的・社会的な側面からフィールド調査によって描き出すことは、子ども社会の

理解を深める上でも、家庭背景とは切り離せない教育格差の問題に切り込むた

めにも、今日きわめて重要な学術的・実践的問いである。しかしながら家庭は、

調査という形で容易に踏み込むべきではない私的空間として、これまで国内外

のフィールド調査の対象に据えられることはほとんどなく、方法論に関する体

系的な議論も限定的なものにとどまってきた（Lareau & Rao 2020）。

　筆者らは、以上を踏まえて 2015 年 5 月から 2019 年 3 月までの約 4年間にわ

たり、「学力格差生成プロセスにおける家庭教育の影響を明らかにすること」

を目的に一連の調査を実施した。本稿では、筆者らの調査経験をもとに「子育

て家庭をフィールドワークする」方法論に関する経験知を共有し、その課題と

可能性について論じることを目的とする。調査概要は後述するが、詳細な手続

きや成果は伊佐編（2019）を参照されたい。
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２．先行研究と本調査の位置づけ

　学力格差生成プロセスにおける家庭教育の影響は、主に学歴や世帯年収と

いった階層の観点から、また計量的手法によって探究されてきた。そこで

は、学力格差の背景には家庭の社会経済的差異が存在することや（苅谷・志水 

2004）、子育ての階層差として、子どもの教育を中心に日常生活が組織され、

親子間のコミュニケーションが豊富で進学期待も高く、学校にも積極的に参画

する高階層家庭の姿が、自然発達主義的な子育てを行う低階層・マイノリティ

家庭との対比から描かれてきた（神原 2000, 片岡 2018）。しかし、子育てのあ

り様がいかに子どもの達成に結びつくのか、そのプロセスやメカニズムは十分

には明らかにされておらず、それを探る研究が求められている。本節では、子

育てに関する先行研究の課題を、家庭を対象とする質的調査の方法論的課題

(2.1)と、育つ主体としての子どもへの注目 (2.2)という2つの観点から整理する。

2.1. 家庭を対象とする質的調査の方法論的課題

　格差や不平等の観点から家庭の子育てを扱う質的研究は多くない。あったと

してもその多くがインタビュー調査であり（本田 2008, 石川ほか 2011）、単発

の実験的な観察研究はあるものの（内田・浜野 2012）、一定期間継続して家族

の生活に入り込む調査はほとんど行われていない。そうしたなかで、家庭への

訪問調査という手法の先駆的研究として挙げられるのがアネット・ラローの研

究（Lareau 2011）であり、これと同様の調査方法を採用したのが本調査をま

とめた『学力を支える家族と子育て戦略』（伊佐編 2019) である。

　家族に対する質的調査の実施には、魅力的な点がいくつかある。まずは、計

量研究では見過ごされてしまうリアリティを、深く多面的に捉えることができ

る。また、マイノリティを対象にした優れた研究が示すように（上間 2017, 知

念 2018）、「他者」とまなざされる人々の声を拾い、かれらへの理解可能性を

押し広げてくれる。そして中でもフィールドワークは、インタビューで聞き取

ることのできない、日常生活のなかで無意識のうちに処理されてしまう側面に

光をあてることができ、豊富なデータ収集を可能にする。なお、「フィールドワー

ク」は人類学をはじめ多分野で用いられる手法であるが、本稿では「調べよう
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とする出来事が起きているその『現場』に身を置いて」（佐藤 1992, p.82）、「人

の日常行動の背後にある文化」を「その人の生きている文脈ごと抽出しようと

試みる」営み（箕浦 1999, p.2）と捉えた上で、社会学に限定して用いる(1)。

　このように、家庭を対象としたフィールド調査には、調査研究上得るものが

非常に大きい一方で、いくつかの課題から、学校や地域の教育施設といった他

の「子どもの育つ場」に比べると、ほとんど実施されていないのが現状であ

る。なぜ少ないのか、そこにはまずアクセスに関わる問題がある。家庭という

場は他者から観察されることを想定しておらず、休息や安心を得る場であり

（必ずしもそうでない場合も多いが）、まさに私的な空間であるため、調査依頼

を受諾してくれるハードルが高くなるという点である。また、研究者自身も、

そうした前提のもと調査にしり込みしてしまうケースが多い（Lareau & Rao 

2020）。

　また、一般的なフィールドワークに伴う問題もこの種の調査を困難にする要

因である。多くの場合フィールドワークは、計量研究に比べてより一層大きな

エネルギーと時間を要する調査方法であり、肉体的コストだけでなく精神的な

負荷も大きく伴う。特に調査者の精神面に大きな影響を与えるのが、対象者と

の人間関係にまつわる事柄である。

　フィールドワークを行う上で、対象者との間に築かれる信頼関係＝「ラポー

ル」は、研究の成否を左右する要素とされ、調査者には対象との関係をマネジ

メントするスキルが必要とされる。繊細で「打算的」な配慮が随所で求めら

れ（佐藤 2002）、研究者としての力量が問われる領域でもある。ただし、実際

に対象者と信頼関係を築き上げられるかどうかは、ある種運のような側面もあ

り、また調査者が対象者との人間関係の中で抱く感情は、必ずしも共感的なも

のだけではない（Kleinman & Copp 訳書 2006）。他方で「オーバーラポール」

も、調査の遂行とエスノグラフィーの執筆を困難にする一要因とされる（佐

藤 2002）。そもそもラポールに関する議論は、調査がもつ暴力性を覆い隠すこ

とにつながりうるとの指摘もある（岸・石岡・丸山 2016）が、いずれにせよ、

現地での人間関係にまつわる問題は、家族調査のような非常に限定され固定化

されたメンバーを対象にした場合には、より先鋭化する事柄でもある。

　また、ラポールの問題以前に、どのような立場や役割で対象に関わるのかと
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いう問題も立ち上がってくる。特に子どもを対象とした調査では、大人として

どのように振舞うのかという葛藤が表面化することがあり（Lareau & Shultz 

1996）、子育て調査では、家族から子育てに関する意見を求められた時にいか

に振舞うのかという課題もある。「子育てへのアドバイス」は、家族の営みを

観察するというデータ収集プロセスにバイアスを生じさせうるだけでなく、研

究者が思い描く理想の子育て観（往々にして中産階級の理想的な子育て）を押

しつけることにもつながるため、二重の意味で注意が必要である（Lareau & 

Rao 2020）。

　さらに、こうして収集されたデータの分析、成果の公表という段階でも困難

な課題が待ち受けている。それは、質的調査の中身を対象者に確認してもらう

過程に存在する。質的調査データの扱いに関しては、当事者の了解やフィード

バックを得ないまま成果を公表することは倫理的に許されないという規範が、

現代の研究者コミュニティには存在するが、こうした事前の確認は時として、

研究成果が世にでることを阻むものにもなり得る（志水 2002）。

　ラローは、“Unequal Childhoods”の第二版（Lareau 2011）で、書籍の出

版後に対象家庭がその内容をどのように受け止めたのかを詳細に記録してい

る。そこには、対象家庭の約半数が書籍の内容に傷つき悩まされた様子が描か

れ、その多くは、研究者がみた家族の姿と当事者の主観的世界との間のずれを

表明している。ラロー自身は、あくまでも研究の内容を決定する上での研究者

の役割を重視する立場から、当事者による事前確認は任意としているが、こう

した問題に対して、執筆過程も含めて対象者との協働作業を求める立場もある。

　志水（1998）は、当事者から見て単なる暴露文に映るような鋭すぎる筆よりも、

研究者が当事者と良好な関係を保ち、適切なフィードバックを受けてまとめら

れた、時間をかけて鈍らせた筆の方が、教育の「真実」を捉える可能性が大き

いと主張する。また、研究者の臨床的役割を強調する清水（2004）は、オーディ

エンスとしての現場の存在を常に意識して研究を遂行し研究者としての異質性

を顕在化させることで、自身も学校文化変革のキーマンとしての役割を担って

いる。研究者コミュニティへの学術的貢献だけでなく、当事者や現場への貢献

も考慮しながら学問的業績を算出しなければならない（志水 2007, p.55）とい

う立場に立てば、何らかの形で現場が納得する成果が求められる。
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　先述のとおり質的調査とりわけフィールドワークは、日常生活の中で当たり

前として無意識に処理される側面に光を当て、マイノリティを対象とする上で

は優れた手法であるが、家族のような私的な領域を対象とした場合、どのよう

に研究成果を還元できるのだろうか。たとえば個人を対象とする場合は、上間

（2017）のように、自らが書き上げたものを対象者と共に読むことを通じて当

事者のエンパワメントを図るという方向性がある。ただし子育ての場合、社会

的望ましさに基づく特定の価値の押しつけにつながる側面もあり、注意が必要

である。そして何より清水（2004）や上間（2017）が体現するような、対象者

の生活に深く入り込み、研究者としての役割を超えてかれらの生活の重要な構

成員になることは、調査のハードルをさらに押し上げるものになる。

2.2. 育つ主体としての子どもへの注目

　続いて「子ども」の位置づけられ方に着目して先行研究を概観する。先述の

とおり、学力格差が生じる背景として取り上げられるのが、子どもが育つ家庭

の社会経済的要因や子育てのあり方である。すなわち、学校教育との親和性が

高い中産階級の子育て下では、子どもの学力も自然と高くなるという枠組みで

ある。しかし、それらの研究ではほとんどの場合、子どもはあくまでも「育て

られる」客体であり、「育つ」主体としては捉えられていない。

　近藤（2015）は、親の子育ては子どもの性格形成や将来にほとんど影響を与

えず、むしろ遺伝や、同年代の仲間集団で形成される社会的環境によってそ

の大部分が決定されるというハリスの研究（Harris 訳書 2000）を引きながら、

学力の階層差を考える上で、子ども自身が学校や学習に対する態度を主体的に

形成していく側面に目を向ける必要性を指摘している（近藤 2015, p.137）。

　そもそも育児をめぐる議論には、「育てる・育てられる」側面と「育つ」側

面という 2つの着目がある（舩橋 1999）。また、子どもの貧困研究の文脈でも、

家族の陰に隠れがちな子どもを「人生の主体としてとらえると同時に、発達の

主体として理解する」ことが重要とされる（松本 2008）。そうしたなかで、貧

困状況下にある子どもが何を考え、どう行動しているのか、かれら自身の主観

的世界を描く研究が積み重ねられつつある（小西 2003, 神原  2014）。

　しかし近年では「育てる」側面が強調される傾向にあり、家庭の教育力の低
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下が社会問題の背後にあるとする考え方をもとに、家庭への国家権力の介入を

強めようとする動きもあれば（中見里ほか 2018）、非認知能力などの「新しい

能力」への注目から、子育てにおける家族の責任が強調される事態が生じてい

る。こうしたなか、「育つ」側面への注目は、子育ての社会化を進める試みに

もつながり、子どもを保護や矯正の対象としてだけでなく、人格や権利の主体

として尊重する意味でも意義がある（舩橋 1999）。子どもの育つ場は様々だが、

我々は家族の影響（特に母親のそれ）を大きく見積もりすぎる傾向にある。志

田（2019）は、親からの働きかけはそれほど多くなくても自ら主体的に学習に

取り組み学力を維持する子どもの姿を描いており、子育てと学力をめぐる今後

の研究のなかでも、より深い追及が求められるテーマだと言える。

　また、子どもを対象とする場合の倫理的配慮についても、特に倫理審査基準

が厳しい医学系の領域で議論されることが多い。子どもを対象とする場合は常

に、研究を進めることの価値と「脆弱な」存在である子どもをリスクに曝すこ

とのジレンマ状態に置かれる（栗原 2007）。研究の説明や同意の取り方、研究

参加の取りやめなども含めて、社会科学の領域でも子どもを対象とした調査に

関わる倫理規定をどのように整備するのか、更なる議論が必要である。

３．調査概要

　以上の論点を踏まえて筆者らの具体的な調査経験を記述していくにあたり、

本節では調査概要を確認する(2)。ただしここでは紙幅の制限により議論に必要

となる最低限の記述にとどめる。

　まず調査対象者の選定については、訪問家庭調査に先立ち調査実施地域の X

市教育委員会の協力を得て、市内の幼稚園・保育所に通園する 2015 年度年長

児（5～ 6歳）の保護者を対象に、2015 年 5 ～ 7 月に 1～ 2時間程度のフォー

マルインタビューを行った。その結果を踏まえて、保護者の学歴（両親共に大

卒／共に非大卒）と対象児の性別がそれぞれ半数程度となること、大卒／非大

卒家庭の中にひとり親家庭を一つずつ含むことを基準に訪問調査の対象を選定

し、各家庭に協力を依頼した。その結果、最終的に 13 家庭から承諾を得た。

　訪問調査の期間・頻度と調査時間は、対象児が年長時であった 2015 年 10 月
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より月 1 回程度訪問し、各回 3 ～ 4 時間程度滞在した。当初は 2017 年 3 月ま

での 1年半を調査期間としていたが、調査の進行とともにより長期的に観察す

る必要性が出てきたことから、改めて調査の延長を依頼し、全対象家庭から同

意を得た。2017 年 4 月以降は、対象家庭の都合に合わせて 2、3 か月に 1 回程

度と頻度を減らし、対象児が小学 3年生を終える 2019 年 3 月まで継続した。

　調査者は主に 7 名で 1 ～ 3 家庭ずつ担当した。13 家庭中 12 家庭を女性の大

学院生（教員経験や子育て経験のある者も含む）が、1家庭を大学教員 2名（男

女各 1名）が担当した。基本的には担当者が調査開始から終了までの約 4年間

通い続けたが、留学や卒業・就職等の事情によるメンバーの入れ替わりもあっ

た。

　調査内容は、子どもの幼稚園／学校帰宅後の過ごし方や親子の関わりを主な

焦点とした。観察内容は調査後すぐにフィールドノートに書き起こし、対象児

の学校での様子が分かる学校教育に関わる資料収集や写真撮影も行った。また

子どもの学力状況や親子の関わりを把握するため、絵本の読み聞かせやお話作

り、ブロック課題、算数検定等の課題も実施した。本調査では、母親が専業主

婦で子育てや調査協力において中心的な役割を担っていたケースが多く、基本

的に平日の昼間が調査日時に指定されていたことから、父親に会ったり話を聞

いたりすることはほとんどできなかった。

　謝礼は、インタビュー調査の協力者には 2,000 円の図書カードを手渡しで、

訪問調査家庭には、1 回の訪問につき 3,000 円を調査者らの所属機関であった

大阪大学から振り込む手続きをとった。

４．調査経験：家庭に入り込む

　以下では、当初から調査に携わった 3 名（金南、志田、敷田）が分担して

執筆する。まず本節では、2.1 で確認した家庭におけるフィールドワークに

伴う諸課題、すなわち対象者との関係や調査者の立場性、得られるデータの

特性、現場への貢献に関わる論点について、各担当家庭での経験をもとに記

述する(3)。当時の調査者の属性や調査の状況が調査経験に影響を及ぼしている

と考えられるため、各項での記述は必ずしも全ての調査者の共通経験ではない
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ことに留意されたい。

4.1. 調査の説明と現場への貢献

　本調査を通じて筆者らが最も悩んだのは、調査目的を対象者にいかに伝える

かという点であった。当然、調査依頼時から必要に応じて数回にわたり文書や

口頭で、子育ての様子や子育て環境を調査するという趣旨を伝え了承を得てき

た。また上記の目的より、訪問中は極力調査者に気をつかわずに普段通り過ご

し、母親と対象児が一緒にいる際の自然な様子を見させてほしいと伝えていた。

　しかし、「学力格差の生成メカニズムを子育ての階層差に着目して描く」と

いう研究上の問題関心や、そのために対象家庭を、保護者の学歴やひとり親家

庭といったカテゴリーで分類し選定したこと、それゆえに観察や分析的視点も

階層を意識した側面を含むことを直接的に伝えることは憚られた。その理由に

は、明確な調査関心を伝えることで協力を得ることやラポールの構築が困難と

なったり、主な調査協力者である母親が、評価を意識して「良い育児」を見せ

なければならないという思いに駆り立てられたりする可能性があることなど、

調査の遂行やデータの質への影響に関する危惧もあった。しかしそれ以上に、

カテゴリー化に伴う暴力性という調査倫理に関する点が懸念された。

　佐藤（2015）は、社会調査の方法論として調査においては、「『あなたにこそ

お話を伺いたかった』というような点が、相手に対して確実に伝わるようにし

ておく必要がある」（p.182）と指摘する。これに準じれば本調査の場合、対象

者に階層カテゴリーを伝える必要があることになるが、そこには暴力性が伴う。

すなわち、特定のカテゴリーを当てはめて「あなた」の話を聞く「カテゴリー

化するわたし」の営みは、「『わたし』が相手をどのように理解しようとしてい

るかの表明」（好井 2004, p.14）となり、対象者自身の自己決定のあり方を考

慮しない暴力的な他者表象にもなる。

　さらに言えば、子育ての階層差を明らかにするだけでなく、そこに学力格差

を結びつけようとすればどうしても評価が伴わざるを得ない。すなわち、家庭

の資源や子育てのあり方と子どもの学力の高低を因果関係で説明しようとする

限り、極論すれば「どのような資源／子育ての家庭で、子どもの学力が高くな

る／低くなるのか」といった、資源の多寡による評価や子育ての序列に結びつ
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く議論に陥りかねない。そして本調査ではそれが、学校のように対象者が複数

いる公的な場所とは異なり、結果の全てが主に母親一人に跳ね返る私的な場所

での調査であったことも、倫理的な慎重さが一層求められる要因となっていた。

　以上の理由から研究の目的が十分に伝えられていなかったこともあり、対象

者の中には、一体自分たちの何が見られており、調査がいかなる成果に結実す

るのかと疑問を抱く者もいた。たとえば母親のナオさん(4)は、調査開始から 1

年が経った頃、調査概要を確認するなかで、「日々正解が分からないまま子育

てしているので、（最終的な成果物ができたら）フィードバックが欲しい」と

の要望を口にしていた。ただしここでいうフィードバックは、「今は、下の子

がブーブー（不満やわがままを）言うのをどうしたらいいかが知りたいですね、

ほんとに…」(5)といった、日々奮闘する子育てにおける実践的なアドバイスで、

こうした期待は、程度の差はあれ他の母親たちにも共通にみられていた。しか

し 2節でみたように「子育てのアドバイス」は、データ収集過程にバイアスを

生じさせ、研究者が思い描く理想の子育て観を押し付けることにもなるため避

けるべきであり、そもそも筆者らの調査から提示できる知見でもなかった。筆

者らは、こうした対象家庭側が期待する実践的な知見と、「学力格差の生成メ

カニズムを子育ての階層差に着目して描く」という、明確な言葉をもっては伝

えられていなかった研究関心との間に大きなギャップを感じながら、当事者へ

の貢献も考慮しつつ学問的知見を算出していく難しさに悩まされることとなっ

た。

　実際、共同研究メンバー間のメールやミーティングの議事録を振り返ると、

「調査対象者にはカテゴリー化されていることを伝えていない。どう感じるだ

ろう」、「調査の目的や内容を改めて説明するという意味でも、現段階での成果

を返した方がよい。ただ成果の返し方は難しく、どこまで正直に返していいの

か悩むところ」といった葛藤の形跡がみられる。またそうしたなかでは成果の

還元方法として、学術的な報告書や書籍だけでなく、各家庭に個別に返す記録

を別途作成する必要性などについても議論がなされていた。

　試行錯誤の末、筆者らは 2017 年 4 月に対象家庭に改めて調査の説明と協力

依頼を行った。階層というカテゴリーを直接伝えることはなかったが、本調査

が「子育てと学力」というテーマを扱い、どの家庭もそれぞれの形で子育てに
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懸命に取り組んでいるという前提に立った上で、家庭の資源や子育てと子ども

の育ちとの関係を分析するものであることを、分かりやすく文書と口頭で明示

した。こうした調査中期の再度の説明と依頼は調査への理解を深め、その後の

信頼関係の構築に役立った。その後もインタビュー結果の共有や、プロジェク

ト内のみで共有する報告書に記載した各家庭のエスノグラフィー、最終的な知

見として発刊した書籍の原稿確認と最終版の共有を通じて成果還元も行った。

　三浦（2004, p.240）は、「カテゴリー化」には暴力性が伴う一方で「カテゴ

リーを用いることなしには調査を遂行することはできない」というジレンマが

存在すると指摘する。筆者らは当初よりまさにこのジレンマに悩まされ、研究

上の問題関心と、実際に調査に入り肌で感じる子育てに奮闘する母親とたくま

しく育つ子どもたちの様子との間で揺れ動くこととなった。しかし、教育格差

の克服に向けた実態や生成メカニズムの解明が求められている現状を踏まえれ

ば（松岡 2019 など）、そのジレンマを引き受け、目の前の相手に対して常に誠

実に、そして個々の関係や状況に応じて可能な限りで説明や成果の還元を行い

ながら、できる形で調査を実施していくことが求められていると言える。

4.2. 母親たちの調査の捉え方

　上記のとおり、調査当初に調査趣旨を明確に伝えられなかったことは、調査

方法に大きな影響を及ぼした。家庭ごとに調査趣旨の捉え方が大きく異なった

ことで、家庭内で主に観察するはずの親子の関わりをどのように、どの程度観

察できるのかに差が生まれたのである。「親子の自然な関わりを見させてほし

い」ことは共通に伝えていたものの、家庭によって調査の焦点が親子双方にあ

るのか、または子どもにあるのかといった点に差異が生まれ、後者と判断され

れば調査中に親子の関わりがほとんど見られなくなってしまうこともあった。

　一方で、母親の調査への姿勢の違いを階層差と考えることも可能かもしれな

い。大卒家庭では「調査」という側面が強く認識され、フォーマルな関係だっ

た。たとえば志田が調査を終えて帰宅する際、子どもたちが、遊びたいからもっ

と来て欲しいと母親のユミさんに訴えると、ユミさんは「遊びに来てるんちゃ

うねんで。調査しに来てくれてんねんで」と伝える場面に度々遭遇した。一方、

非大卒家庭とはより気さくな関わりであった。母親のカズコさんは、ママ友た
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ちに調査のことを「めっちゃ助かんねん。普段とか全然見れへんやん？一緒に

遊んで見ててくれる」と説明し、筆者を「子どもを見ていてくれる人」と捉え

ていた。シングル家庭ではさらに砕けた関係で、母親のメグミさんは、子ども

たちに夕食までの間に宿題を終えるよう声かけはするものの、それ以外は自由

に任せる姿勢で、筆者と子どもたちとの会話に入ることも非常に少なかった。

　こうした違いには家庭の社会経済的状況を背景にした母親の時間的・心理的

余裕も関わっていたと考えられる。筆者の担当に限れば、大卒家庭では専業主

婦として家事育児に多くの時間を割くことができる一方で、非大卒家庭では家

事育児をこなしながら内職も行っていた。そのため母親のカズコさんは調査当

初より、「（内職のため）相手できないんですよね。かわいそうやなって思うこ

ともすごいあるんですけど」と、子どもに十分接することができないことに後

ろめたさを感じていた。カズコさんにとって調査員は子育てにおける資源の一

つと認識されていたのかもしれない。さらに、シングル家庭の場合には子ども

の小学校入学を機に歯科医院という特別な技術が必要な職場でパートを始め、

家事・育児と仕事の両立に迫られていた。複雑な仕事内容であるため、覚えな

ければならないことや難しい判断を迫られる場面も多いことを調査中に度々吐

露していた。パートを始めてからは、調査中もソファに横になり休む時間が増

え、子どもたちから「ママ寝てた！」と指摘される場面もみられた。

　もちろん、こうした調査への関わり方の違いは母親たちの人となりによる可

能性も大いにあり、簡単に階層差と結びつけることには留意が必要である。だ

が、限られた資源の中で子育てがなされている状況を考えれば、調査への関わ

り方に階層差が表れる可能性も十分にあると言えるだろう。

4.3. 調査者の属性と調査のあり方

　一方、上述の調査への関わり方の違いは、対象家庭側の調査の捉え方によっ

てだけでなく、調査者側の属性によってもたらされる側面もあった。

　たとえば、敷田は小学生の子どもを育てる母親であり、そのことが対象との

関係に少なからず影響を及ぼしたと考えている。対象家庭の母親から初対面の

時点で「子どもはいるか」と尋ねられたり、話の流れで自ら子育て中であると

明かすこともあった。家庭に入り込み生活全般を観察する本調査の場合、「調
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査者である私が何者か」を隠すのはフェアでないし、対象家庭に安心して受け

入れてほしかったため、自身の家族構成は調査の初期段階で先方に伝えていた。

　また、筆者は年齢的に対象家庭の母親と同年代か年上で大学等で非常勤講師

として勤務していたこともあり、ある家庭の母親からは「先生」と呼ばれてい

た。対象者との間に上下関係を生じさせる呼称は望ましくないと考え、「“先生”

はやめてください」とやんわり伝えたが、母親は最後まで呼び方を変えなかっ

た。さらには子育てに関する専門家と見なされ、母親たちから質問を受けるこ

とも度々だった。こうした点で、筆者が 20 代の大学院生や男性の調査者が調

査に入るのとは異なる立ち位置に置かれていたのは明らかであり、それは調査

家庭、なかでも母親とのラポール形成、ひいてはアクセスできる情報の質や量

の点において、メリットとデメリットの両方をもたらしたと考える。

　ラポール形成を中心とする調査上のメリットは、初期段階からママ友に似た

関係を築き、出産時の苦労や夫婦関係、家事・子育ての悩みなどを幅広く聞き

取ることが可能だった点だろう。その反面、子育てに関する何らかの「正解」

を持っているとの期待を感じることもあり、自分の発言が子育てに影響を与え

ないよう慎重にならざるを得ない点は、デメリットだったと言えるだろう。

　質問に答えたり母親と会話したりする際には、教育の専門家としてではなく、

あくまでも一個人として簡潔に応答するよう注意を払った。たとえばある時、

スナック菓子を子どもたちのおやつとして机に出した母親のミカさんが、「お

やつって手作りされてます？」と尋ねてきた。ミカさんの気まずそうな表情や

声のトーンからは、言外に「おやつは手作りの方が良い」と考えていることが

伝わり、それが自分の母親としての評価につながるのではないかとの緊張も感

じられた。筆者は、価値判断を下しているわけではないことを伝えるために、

「めったに手作りしません、食事だけでも大変なのに」と慌てて答えた。ミカ

さんがほっとしたような表情になったのを見て、申し訳ないような気持ちに

なったのをよく覚えている。「自分自身を一種のスパイのような存在として」（佐

藤 1992, p.143）意識した瞬間でもあった。

　ラローら（Lareau & Rao 2020）は、各家庭は可能な範囲でベストを尽くし

ているため、調査者は家庭のありのままの姿を尊重する姿勢で調査に入るべき

だと言う。また、調査者が子育てに関して対象者を上回る情報を保持している
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わけではないため、「調査対象者に質問された時は詳細を避け簡潔に答えてい

た」、同時に状況が許すならば「可能な限り思いやりをもって耳を傾けていた」

（pp.36-37）とも述べており、筆者も同様の姿勢で調査を行っていたと言える。

　一方、自分の話を必要最低限にとどめるよう心がける姿勢が、母親との関係

を築く上で障壁になった一面があることも否めない。対象家庭の母親たちが、

「自分だけがプライベートを晒している」という不公平感にも似た感情を持っ

ていた可能性はゼロではなく、適切なバランスを保つのが難しかった。

4.4. 語りと行動のずれ

　以上の論点だけでも、家庭に入り込み子育ての階層差をフィールド調査に

よって明らかにするには様々な困難が伴うと言える。それでもなお筆者らは、

インタビュー調査では捉えきれない場面に直面する度に、フィールド調査の重

要性を確認した。母親へのインタビュー調査を行い家庭教育について論じた本

田（2008）は、研究の限界として、「家庭教育の実態を明らかにするには、子

どもに対するインタビューや家庭生活における母子間の相互作用を観察するな

どより詳細なデータ収集が必要とされる」と述べる（p.237）。本研究では、ま

ず親に対するインタビュー調査を行い、その後家庭でのフィールド調査を行っ

たわけだが、語りと実際の生活場面での行動との間に隔たりがある場合もあり、

インタビューデータのみで家庭の様子を把握することは難しいと感じる場面が

度々あった。

　たとえば、母親のユリさんはインタビュー時に「テーブルに乗ってはいけな

いとか最低限のルールだけは決めている」と話し、全体の語りからもしつけに

比較的厳しい印象であった。もっともこれは、ユリさんの立ち居振る舞いや話

し方、声のトーンといった非言語コミュニケーションから調査者が「几帳面で

真面目なお母さん」という印象を強く持ったことも影響していただろう。

　しかし実際に家庭訪問を重ねるなかでは、子どもたちがリビングの机に乗っ

て立ち上がったり寝転んだりする姿が度々見られたが、それに対してユリさん

が注意する様子はなかった。また別の場面では、昼食後すぐに子どもたちが「お

やつ！」と騒ぎ始め、なだめても言うことを聞かず結局早めに食べたり、子ど

もたちが母親の了解を得ずに勝手におやつを出して食べ始めたりしたことも
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あった。こうした訪問調査での経験を経て、インタビュー時に抱いた「しつけ

に厳しい家庭」という調査者のイメージは随時修正されていった。

　さらに言えば、インタビュー調査に限らず訪問調査を重ねてもなお、調査者

は家庭のごく一側面を見ているに過ぎない。調査者の存在により対象児や家族

の反応が普段とは異なっていた可能性や、子どもの生活は家庭内だけでなく学

校や友達等様々な場面に広がっていること（5.3）を忘れてはならない。また、

調査終了後に家庭状況が大きく変化した事例もあり、子育ては子どもの成長や

状況に伴い流動的に変化するという前提をもとにデータを分析する必要があ

る。

　岸（2016）は、「私たちが質的調査を通じてできるのは『ある特定の問題に

ついて、特定の状況で特定のデータを得ること』、そして『それを通じて、限

定された範囲内でそれを解釈する』ことだけ」だと言う（p.24）。同時に、こ

うして得た知見は、それはそれで非常に重要であるとも指摘している。

　本調査ではインタビュー調査の後に継続的なフィールド調査を実施したこと

で、前者では掬い取れなかった現実を目の当たりにした。これはもちろん、イ

ンタビューデータが信頼できないことを意味するものではない。しかし、私た

ちは常に現実のほんの一部分を垣間見ているだけであり、語られたストーリー

とリアルな生活の間にはしばしばずれが生じていることに留意すべきである。

この点に関してラローら（Lareau ＆ Rao 2020）は、対象者の語りは必ずしも

実際の行動と合致しているわけではなく、特に子育てのように「あるべき理想

像」が一定程度社会で共有されている問題では語りと行動の不一致が起きやす

いことや、フィールド調査ではそうした把握が困難な家族の相互作用が捉えや

すくなることを指摘している。

５．調査経験：子どもをみる

　続いて本節では、各担当家庭での経験をもとに、2.2 で確認した子どもの主

体性を捉える重要性に気づく契機となった事例を紹介しつつ、その把握にあ

たって今後必要となる視座や論点について提示する。
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5.1. 調査者の立ち位置と調査姿勢

　本調査では、「親子の自然な関わり」に観察の焦点を置いたが、その遂行は

非常に難しかった。調査者らは当然「透明人間」にはなり得ず、多くの場合、

対象児にとって独自の意味をもつ存在となっていた。たとえば調査当時、大学

院生であった金南は、複数の対象家庭の子どもにとって重要な遊び相手と位置

づけられていた。シホは、筆者が母親のリナさんと次の訪問日時の調整をする

際、毎回必ず自分の予定帳を持って輪に加わり、次にやりたいことを事前に温

めていた。リナさんが子どもと一緒に遊ぶことは少なく、また父親は運送業の

仕事で休日出勤も多かったため、妹以外と遊ぶ機会が少なかったシホにとって、

筆者は貴重な遊び相手になっていた。一方で筆者は、リナさんから調査時間は

長引かせず 2時間程度で切り上げてほしいという意向を暗黙のうちに感じ取っ

ていたため、限られた調査時間でできる限りデータを得ようと腐心していた。

シホはそうした母親の意向や筆者の思惑等も敏感に汲みとり、いつも「あと何

分？」と時間を気にして筆者との遊び時間を最大限に確保しようとしていた。

　また、親子の自然な関わりを観察することの難しさは子どもとの関係だけで

なく、その他の家族の成員との関係によって生じる場合もあった。たとえば、

シングル家庭の母親のトモコさんは、子どもと一緒に父母と実家で暮らしてい

た。調査は毎回、トモコさんが仕事から帰宅する時間にあわせて平日 17 時半

頃から 21 時頃に行っていたが、帰宅が間に合わず先に祖母が迎え入れてくれ

ることも多く、そのまま世間話に花が咲いて対象児の様子に注意を向けにくい

こともあった。またトモコさんは、いつも帰宅後すぐに夕食づくりに取り掛か

るのだが、一人暮らしの筆者を気遣って、遠慮を退け毎回必ず夕食を出してく

れた。当然、家族の夕食の場に入れてもらいながら、親子の自然な関わりを見

たいからと気配を消し、一人で黙々と食べることは不可能だ。料理について質

問したり美味しいと感謝を伝え、食事になると現れるアオイの兄や祖父にも話

題を振ったりと、食事の場は社交と団欒の場と化す。トモコさんや祖父母も、

筆者に大学院生活や家族のことなど様々な質問を投げかけ、食後には果物や紅

茶を出してくれる。こうして食事中や食後は主に大人が話す時間となり、また

子どもたちも食べ終わると急いで隣の部屋でテレビ視聴を始めるために、普段

の夕食時の様子や親子の関わりを思うように観察できないことも度々あった。
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　ただし、子どもの遊び相手や祖父母とのおしゃべり、夕食時の団欒などの時

間を、調査目的から外れる行為と捉えることは適切ではない。場面によっては

本来見たい親子関係に注目しづらいこともあったが、実際には、遊びを通じて

関係を深めるなかで、対象児にとって調査者がある程度自然体でいられる存在

となり、その他の場面で自然な親子関係や過ごし方を観察できるようになった

側面もある。また、遊びを通じて調査者と対象児との間に築かれる関係が、調

査の継続に重要な意味をもつ事例もあった。たとえばリナさんは調査から 1年

半が経過した頃、パートの仕事で日々に余裕がなくなってきたことから夫と相

談の上、年度末で調査協力を終えたいと申し出てきた。筆者は意向を尊重し、

これまでの協力への感謝を伝えた。しかし最終回となるはずの翌月、リナさん

は「やっぱり継続します」と署名済みの同意書を差し出してきた。慌てて理由

を尋ねると、前回の調査後、シホが筆者が来なくなるのは寂しいと訴えたため、

夫婦で調査継続を了承することに決めたとの経緯を話してくれた。

　このように、調査の継続に子どもとの関係が大きな役割を果たした事例も含

めて、家庭でのフィールド調査を円滑に進めるためには、子どもや母親はもち

ろん他の家族とも良好な関係を結び、調査者の存在を認めてもらい協力を得る

ことは不可欠である。かれらは一人ひとり、子どもの育ちに独自の影響をもっ

ており、祖父母との何気ないおしゃべりの時間なども、ラポール形成だけでな

く、対象児や子育て環境に関する貴重な情報収集の時間に位置づけられる。

　調査初期の筆者には、限られた時間の中で親子の自然な様子や関わりが十分

に見れないこと＝「失敗」という意識や焦りが少なからずあったが、振り返っ

て重要だと思われるのは、必ずしも全ての場面で親子の自然な様子にこだわる

のではなく、場面に応じて今は家族の成員と関係を築くための時間、今は子ど

もとの一対一の遊びから見えてくる子どもの様子を見る時間、などと調査モー

ドや焦点を柔軟に切り替え、その場面で見えるものを最大限に大事にする姿勢

である。一方で、本調査では調査概要の説明は、調査者から母親のみに対して

行われ、後述するように子どもや（5.4）、父親や祖父母など他の成員に対しては、

母親から任意に伝達されていた。親子の自然な関わりをみるための調査環境の

整備や調査倫理の観点からも、今後議論を深めていく必要がある。
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5.2. 環境統制と結果解釈

　学力格差を重要な焦点に据えていた筆者らは、対象児の学力水準についても

調査する必要性を感じていた。通知表は学校ごとに成績のつけ方が異なり十分

に参考にならなかったため、筆者らは対象児らに共通に、お話作りやブロック

課題、学力調査など複数の課題に取り組んでもらうことにした。しかし、ここ

にも家庭調査ならではの困難が生じることとなった。

　まず、課題実施時の環境統制の難しさである。一般的に、学校は場面に応じ

てテストモードに切り替えることが求められる場であり、家庭はそうした統制

からは解放された場である。対象児らに課題に取り組んでもらったのは家庭、

さらに放課後という勉強から解放された時間帯であり、課題の実施は容易では

なかった。中には課題を遊びの一つと捉えて取り組み、最後の課題を終えると

「えーっもう一個やりたい…」と残念がるなど、スムーズに実施できる場合も

あった。しかし全体的には気乗りしない対象児らの方が多く、課題があると知

るや否や「興味ない！」と不機嫌になり拒否される場合もあった。

　また、特に幼いきょうだいがいる場合、課題の実施は困難をきわめた。課題

中に弟妹が調査者と一緒に遊びたがったり、対象児と一緒に課題をやりたがっ

たりして課題が進まず中断されることも度々あった。母親たちは、弟妹に静か

にするよう言い聞かせたり、動画やおもちゃなどで気を引いたりすることで課

題が進められるよう配慮もしてくれたが、そうした場合でも、同じ部屋で幼い

きょうだいが動画を見たり他の遊びをしているのに気を取られて手が止まり、

課題達成までの正確な時間の測定が難しくなるケースも多々見られた。

　続いて、課題結果の解釈の難しさである。上述した課題実施時の環境統制の

難しさも影響して、結果が対象児の力を十分に反映しているとは思えないこと

もあった。たとえば、課題を嫌がる対象児に対し、母親が「終わったらゲーム

をしてもいい」「終わってからおやつの時間」といった「ご褒美」を使って課

題に向かうよう説得してくれたことで、課題を実施できない事態は避けられた。

ただしそうした目先の「ご褒美」に目が眩み、普段であればじっくり考えたり、

一度解き終わってから見直しをしたりする対象児らが、スピード重視で課題を

終わらせてケアレスミスを頻発するなど、普段の観察中に見られる力が課題場

面で十分に発揮されていないと感じることも少なくなかった。
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　一方で、正答数や時間といった数値の結果以上に、課題に取り組む姿勢やプ

ロセスが重要であるように思われた。たとえばシンヤは、他の対象児であれば

通常数分で解けるブロック課題に 15 分近く費やした。時間だけを見ればシン

ヤの結果は対象児の中では「悪い」結果と解釈される。しかし、一つの課題に

15 分も考え抜いたプロセスを見れば、その粘り強さは高い評価に値すると言

える。また、一つの課題に根気強く取り組むシンヤに対して、母親のカズコさ

んは急かすことなく見守り、やり遂げた際には「シンヤが諦めなかったことだ

けでもすごいと思うわ」と声掛けしていたことも、重要な親子のやりとりに関

するデータだと言える。また別の例として、学校のテストではいつも満点を取

るエミリが、本調査の国語のテストで躓いた場面が挙げられる。漢字で「でんわ」

と書く問題に目一杯時間を使って悩み、結局「電和」と書いて終了の時間を迎

えたエミリだったが、終了後もその問題のページを睨みながら考え続け、つい

には大泣きしてしまった。解けない問題が一問あったことに対して、お母さん

の胸の中で「悔しかった…分かりたかった…」と 1時間泣き続けた。数字にす

ればただの一問間違いだが、結果の裏には潤沢なストーリーがあった。

　このように、対象児の学力を把握するべく行った一連の共通課題は、数値上

の結果の解釈が難しいものであったが、むしろそのプロセスの中に、数字には

表れない豊穣なデータがあるのではないかと考えさせるものであった。

5.3. 子ども社会の多面性

　本調査は基本的に家で行われたが、家庭によっては母親の厚意のもと学校に

も同行する機会があった。たとえば調査に協力的な大野家では、授業参観や学

習発表会、お餅つきやスポーツ大会などの学校と地域の共同行事も観察するこ

とができた。家庭と学校という二つの場所を見ることを通じて明らかになった

のは、場所によって子どもたちの様子が大きく異なるということである。

　大野家の息子、シンヤは本の読み聞かせを好まず、調査の一環で読み聞かせ

の場面を見せて欲しいと依頼した際も「えーっ絵本興味ない！おもんない！」

と言っていた。しかし学校の授業参観で「図書」の時間を見させてもらった時、

集中できずに立ち歩く児童もいるなか、シンヤは読書に没頭していた。また、

高学年の子どもから絵本の読み聞かせをしてもらう場面でも一度も集中を切ら
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さず真剣な面持ちで絵本を見つめて聞いていた。その様子を見た母親のカズコ

さんは、「（家の様子と）全然違うよなぁ？家やったらこんなに真剣に聞かへん

し。こんなに集中できるんやって」と、とても驚いていた。

　もし家庭調査のみで読み聞かせの様子を描いていたら、シンヤは「絵本嫌い

な男の子」となっていただろう。しかし学校での様子から、シンヤは絵本にの

めり込むほどに興味をもつこともあると気付かされた。こうした子どもの様子

の違いは読み聞かせだけにとどまらない。家庭ではうまくいっていないように

見えても、学校でうまくいっている場合もあり、逆もまた然りである。子ども

は場所に合わせてモードを切り替える。家庭だけでも学校だけでも分からない、

よりリアルに近い子どもの多面的な姿と主体性を浮かび上がらせるためには、

可能な限り様々な場での様子を観察することが望まれる。

5.4. 子どもを対象とする社会調査の研究倫理

　最後に、子どもを対象とする調査における倫理にもふれておきたい。本調査

では、調査に参加したくない子どもに対し、親が親という立場を利用して参加

させようとする場面もみられた。たとえばアオイに、絵を見て自由に物語を作

るお話作りを依頼したある日のことである。アオイは「嫌」と取り組みたくな

い意志を表明した。困った金南は「これやってくれたら一緒に何かして遊ぼう」

と促すが、アオイは「やりたくない」と呟き、逃避するように手元のレゴをい

じり始めた。どうにもならないと判断した筆者は「じゃぁやめとこっか」と引

き下がり、重くなり始めていた空気を振り払おうと一緒にレゴを始めた。その

様子を台所から見ていた母親のトモコさんは、筆者に「無理やったなぁ」と苦

笑いし、「来月ここからやるとかって約束しとくとか？」と促すも、アオイは

それを聞くと再び「やらない」と即答した。するとトモコさんはモードを変えて、

「お姉ちゃん遊びに来てるのと違うから」と叱った。慌てて筆者は「ごめんな、

これお姉ちゃんの宿題でなぁ」とフォローを入れようとするも、耐えかねたア

オイは表情を変え、その場で「やりたくないったら、やりたくないねん！！次

もその次もその次も絶対絶対やりたくない！！」と叫んだ。

　上記のようなアオイの調査拒否は、他の課題の際にも生じ、調査中に大きく

取り乱して 2階に上がったきり降りて来なくなってしまったこともあった。そ
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の度に母は、習い事が多く疲労が蓄積していることも関係していると思うと話

し、協力できなかったことを何度も謝っていた。筆者は全く問題ないことを伝

え、それ以上アオイに無理に課題をさせることはしなかった。

　トモコさんから叱られるアオイに対して、筆者はアオイがテストを受けなけ

ればいけない理由を説明できず、こうした場面は、調査への子どもの主体的な

参加意志や拒否する権利、またそこには親をはじめ家族の力が大きく関わりう

ることを改めて自覚する契機となった。また普段の調査中でも子どもたちは、

フィールドノートを覗き込み、メモをとる筆者に「何を書いてるん？」と問う

たり、筆者が母親に最近の対象児の様子等を聞いていると「何で（兄の）レンじゃ

なくてアオイのことばっかり聞くん？」と疑問を口にすることもあった。それ

に対して筆者は「お姉ちゃんの宿題でね」と曖昧な回答をしていたが、子ども

たちは自分や家庭が見られていることを自分たちなりに感じ取り理解している

ようだった。

　現状として、特に低年齢の子どもを対象とする社会調査は、保護者や学校教

員などの代諾者からの同意を得て行われることが多く、本人の調査理解や協力

の意志は十分に尊重されているとは言い難い。倫理審査基準の厳しい医学系の

分野等では、親からのインフォームド・コンセントだけでなく、子どもにも、

自分になされる行為について発達段階に合わせた分かりやすい言葉で説明して

了解を得るインフォームド・アセントが必要とされているが、こうした子ども

を対象とする研究倫理に関する議論は、社会科学でもさらに深めていく必要が

ある。

６．おわりに

　本稿では、子ども社会の重要な位置を占める「家庭」に焦点を当てて筆者ら

のフィールド経験をもとに、方法論上の課題と可能性について論じてきた。

　これまでの格差や不平等の観点から家庭の子育てを扱う研究では、フィール

ド調査はほとんど実施されず、子どもを「育つ主体」と捉える視点も限定的で

あった。しかし、親の子育てが子どもの能力を規定するという単純な因果関係

では捨象される子どもの主体性を捉え、日常的且つ無意識的な親子の相互作用
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を継続的なフィールド調査を通じて把握することは、量的調査やインタビュー

調査では掬い取れない現実を捉える上できわめて重要である。今後、教育格差

の克服に向けたより踏み込んだ調査を産出していくためにも、方法論的知見の

蓄積が求められている。

　こうした問題意識に基づき本稿では、家庭におけるフィールドワークに伴う

論点として、カテゴリー化による暴力性を自覚した上での調査の説明の仕方

や、当事者への貢献も考慮した学問的知見の産出のあり方について検討を深め

る必要性（4.1）、対象者の調査の捉え方自体に階層差が見出される可能性（4.2）、

調査者の属性によって観察内容やラポール形成のあり方が異なりうるという相

互作用的視点も調査設計や分析に加える必要性（4.3）について論じた。続いて、

子どもの主体性を捉える重要性に気づく契機となった事例とその把握に向けた

論点として、調査者と子どもの関係が、「親子の相互作用」の観察程度を左右

したり、中断しかかった調査の継続に重要な役割を担ったりするなど、調査の

あり方に少なからぬ影響力をもっていることへの気づきや（5.1）、家庭におい

て課題を行う際の環境統制や結果解釈の難しさとプロセスに着目する重要性

（5.2）を確認した。加えて、子どもの多面的な姿を捉えるためには家庭だけで

なく、学校やその他の生活世界の観察も必須となること（5.3）や、子どもを

対象とする社会調査の研究倫理についてもさらに検討を進める必要性を論じた

（5.4）。

　家庭でのフィールド調査は、対象家庭にかかる負担に十分配慮した上で慎重

に取り組むべきである。しかし、調査上の労力や難しさから敬遠したままでは、

他の調査方法では掬い取れないミクロな日常的実践や、研究者のストーリーや

枠組みには必ずしも回収されない現場に則したリアリティは看過され続けるだ

ろう。本稿は筆者らの限定的な経験知ではあるが、今後こうした方法論的知見

の蓄積を重ね議論を深めることで「子育て家庭をフィールドワークする」こと

の敷居を下げ、その可能性を拓き、誠実で意義ある調査へと発展させていくこ

とが望まれる。
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〈注〉

(1) 当該分野にも多様な立場があるが、本研究で依拠したラロー (2011) は、自身のフィールドワー

クの方法論を「集中的な家族の観察（intensive family observations）」と呼び、コミュニティ

や人々の生活に身を浸し、数年間かけて深い信頼関係を築いた上で徐々に対象に迫っていく古

典的なフィールドワークと区別している。研究対象や目的によっては長期間現地に深く浸るプ

ロセスは必ずしも必要ではなく、家庭における子育ての差異を描く場合はむしろ明確に定めら

れた比較的短い期間で、謝金を設けたり調査者と家族構成員との関係をある程度形式化したり

しながら集中的に調査を実施する方が、調査者／被調査者双方にとってメリットが大きいと述

べる（Lareau & Rao 2020）。
(2) 本調査は日本教育社会学会の倫理宣言および倫理規定に則って実施された。

(3) 本稿では、2 節を伊佐が、4.2, 5.2, 5.3 を志田が、4.3, 4.4 を敷田が、それ以外を金南が担当し、

議論を重ねた上で 4 名で全体調整を行った。4・5 節の執筆者 3 名はいずれも女性、且つ調査

当時大阪大学の大学院生（金南 20 代半ば、志田 30 歳前後、敷田 40 代前半）であり、敷田と

志田は大学等での非常勤講師経験があり、なおかつ敷田が子育て中であった。

(4) 本文中の人名は、全て仮名である。

(5) 本文中の引用は、フィールドノート及びインタビューからの引用である。
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