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ステップファミリーにおける親子関係に関する研究
－子どもの視点からの検討－

勝見

吉彰

県立広島大学保健福祉学部

抄

録

ステップファミリーでの生活経験のある青年期女性２名との面接結果を提示し，ステップファミリーにおける
親子関係のあり方について，子どもの視点からの検討を行った。提示された２事例では，再婚により新しい関係
が始まった時点から，継親との関係は対照的に展開していった。１例目は継父との関係を築くことには消極的で，
継父を “ 単なる同居人 ” としか見ていないこと，２例目では継父との関係は初めから肯定的であり，自分の親と
して認知していることが明らかとなった。いずれの事例においても別れた実親への思いが整理されないままであ
り，子どもの心の成長という点から，別れた実親をめぐる体験についても家族間で整理される必要性が検討され
た。親の再婚後に生ずる同居する親との関係の変化に注目することの重要性が指摘された。

キーワード：ステップファミリー，対象喪失，親子関係
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婚ということになる。これらのことから，ステップファ
ミリーの増加が推測され，今後もその傾向が続くとい

緒言

１．
１ ステップファミリーについて
アメリカ合衆国においては初婚のうち約６割が離婚
に終わると見積もられており 1)，結婚全体の 43% が
夫婦の少なくともどちらかにとって再婚であり，65％

うことは想像に難くない。このように見てみると，こ
うした家族の形態はもはや特別な養育環境とは言えな
いのかもしれない。

の再婚夫婦には連れ子がいると言う 2)。このように夫
婦の一方または双方が再婚のため，血のつながらない

１．２

親子関係が含まれている家庭のことをステップファミ
リーと呼ぶ。上記のような状況にあるアメリカ合衆国
においては，膨大な数のステップファミリーに関する
心理学的研究が行なわれてきている。ステップファミ
リーで育つことの心理的影響について検討した研究も
多く見られるが，その結果は一様ではない。ステップ
ファミリーの子どもはそうでない子どもに比べて全般
的により多くの行動上の問題を抱えると結論づけてい
る研究 3) やステップファミリーの子どもはそうではな
い子どもに比べて適応状態が劣るとする研究 4) がある
一方で，適応状態や幸福感においてステップファミ
リーの子どもと他の家族形態における子どもとの間に
差は認められないとする研究 5) もある。また，継娘の
いるステップファミリーの方が継息子のいるステップ
ファミリーよりもより多くの適応上の問題を抱えてい
るとの結果を得ている Vuchinich,et al.6) のように，継
親と継子の性別の組み合わせ，子どもの発達年代，新
しい夫婦の関係，元の親との関係等，様々な要因の検
討を通じてステップファミリーの特徴を抽出しようと
している研究も多い。こうしたアメリカの状況とは対
照的に , 日本においてはステップファミリーに関する
心理学的研究はほとんど見当たらない。日本における
ステップファミリー研究はこれまで社会学，社会福祉
学，法学などの領域で行われてきた。その中には家族
関係のあり方に焦点を当てた研究も見られる。野沢・
菊地 7) は 6 組のステップファミリーの夫婦に面接調査
を行ない，継親子関係，親子関係，夫婦関係の変化に
ついて検討している。そこでは，子どもが思春期にあ
る時期に困難な状況が顕在化し，思春期を抜け出し成
人期に移行すると継親子関係が「大人の関係」になっ
ていく場合が多いことを見出している。また，菊地 8)
は 4 名の継母を対象に面接調査を実施して，継母子関
係のあり方を継母の役割アイデンティティの変容の視
点から検討している。
価値観が多様化している今日の日本においても多様
な家族形態がみられるようになってきている。厚生労
働省の人口動態統計 9) によると，親が離婚した未成年
の子の割合は 1980 年の 4.67（20 歳未満人口千人あた
り）から 2009 年には 10.93（20 歳未満人口千人あたり）
と倍増している。また，婚姻全体に占める再婚（夫婦
のいずれか，またはいずれもが再婚）の割合は 2009
年には 25.9％となり，新たに結婚する４組に１組は再

本研究の目的

家族関係に関する心理学的研究は日本においても
様々な視点から行なわれてきた。しかしそれらはほと
んどの場合，血のつながりのある親子関係を無条件に
その前提として考えられてきている。現在はまだ社会
的少数派ではあるかもしれないが，増加しつつあるス
テップファミリーに特有の内的体験，関係のあり方を
明らかにすることで，ステップファミリーの抱える諸
問題への臨床心理学的援助に資する知見が得られるこ
とになると考えられる。このような視点に立った心理
学的研究はこれまでのところ日本ではごくわずかであ
り，早急な取り組みが必要と思われる。また，先に挙
げた野沢・菊地や菊地の研究のようにこれまでの日本
におけるステップファミリー研究は養育者を対象と
するものであり，養育される子どもの側を対象にした
研究は見られない。そこで本研究では，ステップファ
ミリーの一員として育つ者が，その家族関係，特に親
子関係をどのように認知しているか，ステップファミ
リーでの体験がその心理的発達にどのような影響を及
ぼすのかについて，子どもの視点から検討し明らかに
していくことを目的とする。

２

方法

２．１

調査対象

中国地方の４年制大学において離婚・再婚に関する
質問紙調査を実施した際に，ステップファミリーの家
族関係についての面接調査の依頼を行った。質問紙調
査の末尾に連絡先を記入する欄を設け，ステップファ
ミリーでの生活歴がある者で面接調査に協力する意思
のある者は連絡先を記入するよう指示した。協力する
旨の回答が得られた者に対して，連絡を取り面接調査
の場所，日時等を決定した。実際に面接調査を行え
たのは６名であった。面接調査は 2013 年７月下旬に，
学生が所属する大学内の心理面接室で行われた。
２．２ 調査実施における倫理的配慮
質問紙調査は無記名で行なうことと結果は統計的に
処理されることにより，回答者への不利益が生じない
旨を質問紙の表紙に記し，さらに調査実施時に口頭で
説明した。同時に回答を拒否しても良いことを対象者
に伝えた上で回答させた。
面接調査に関してはプライバシーの保護等のための
対応や調査協力上のリスクなどについて書面を提示し
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ながら口頭で説明し，書面による同意を得た。事例研
究であるため発言内容の詳細が公表されるものである
こと，資料を公表する際には個人を特定できないよう
論文の趣旨に影響が及ばない範囲で基本情報に関して
修正を加えるなどの配慮をすること，録音データは記
録作成後直ちに消去されること，その他の資料は厳重
に保管されることなども同時に確認した。論文作成時
記述内容の確認を求めたが 2 名とも筆者に一任するの
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された。A は中学 3 年時の 1 年間，不登校状態が続い
ていた。中学卒業前に突然「結婚しても良いか」と母
親から告げられ，A の中学卒業と同時に両親は結婚し
た。結婚の数年前から両親は同居していたらしいが，
A とは高校 1 年の夏休みから一緒に住むようになっ
た。
≪実母との関係≫母親には，再婚前から「一緒に住み
たい」とずっと訴えていた。 母親が A と同居しよう
としなかったのは，母親自身が病気がちで「私（A）
一人を育てるだけの経済力がなかったから」 であり，
結婚することで同居することが経済的に可能になった

でその必要はないとの返答であった。

３．事例の提示
面接調査は筆者が用意した短い質問に対して各被
調査者が自由に語ってもらうという半構造化された形
で行われた。具体的な質問項目は以下のようなもので
あった。
「生育歴ならびに現在の家族構成」
「再婚家庭となる
に至った経緯，時期」
「再婚家庭となる以前の思いと
その変化」「実の親との間での話し合いの有無」
「再婚
前に抱いていた家族のイメージ，再婚後の家族のイ
メージ」
「実の親と継親との関係をどう見ているか？
見方に変化があるか？」「継親をどのように見ていた
か？現在どのように見ているか？」「自分がいること
で，実の親と継親の関係にどのような影響があると思
うか？」「実の親との関係の変化」「継親が自分に対し
てどのような態度・思いを向けている（いた）と認知
しているか？変化はどのようなものか？」「その他継
親を持つことで生じた自分の中での変化」「継親の呼
び方」
「家族としての危機と感じることはあったか？
サポートのニーズを感じる機会はあったか？」
必要なところで筆者が質問を挟むことはあったが，
できる限り誘導的にならないように配慮した。面接に
要した時間は，各対象者概ね２時間～２時間 30 分で
あった。面接は調査対象者の許可を得てＩＣレコー
ダーにより録音された。これを元に逐語記録を作成し
て分析のための資料とした。ここでは，最も継親との
関係が良好に推移していると思われる事例と，対象者
がステップファミリーの一員となるまでの経緯が最も
特異と思われる事例とをできるだけ面接で語られた言
葉に忠実に提示し，ステップファミリーの多様なあり
方を具体的に示すこととする。
（対象者の発言をその
まま記載している部分を斜体字で示す。）
３．
１

事例 A
≪背景≫ 21 歳女性。4 年制大学に通う学生。同居し
ている家族は母親と継父。A が 1 歳か 2 歳の頃に，両
親が離婚し，その後は母方の祖父母と生活を共にして
きた。母親は祖父母や A とは離れて一人暮らしをし
ていて，実家に帰ってくることは稀であった。
中学 2 年の冬に母親から継父のことを友達だと紹介

のだと言う。また，
「（母親と）急に一緒に暮らすよう
になって，戸惑った。どうして良いかよく分からなかっ
た」，「それまでは母親がどういう人間か，どういう性
格か，よく分からなかったが，一緒に住んでみてだん
だん分かるようになってきた」 などとも語る。
母親には小さい頃から何でも相談するところがあっ
たが，それに対して母親は過度に干渉してくる と A
は言う。
「一緒に住むようになり，より過保護になっ
たように思う」 とも語る。大学進学の時には，自分が
学びたい専攻のある遠隔地の大学を志望するが，母親
には拒否されて，現在通う大学を「なんとなく選んで」
入学した。
＜母親のことをどのように見ているか？＞と尋ねる
と，
「母は母親とは違うだろうと思う。母親というよ
り友達という感じ。親という感じがしない。そもそも
親というのがどういうものかわからない」 と答えた。
≪継父との関係≫性格的には大雑把で，気安く接する
ことができて，自分と性格的に合っていると思う。一
緒に住み始めた当初は話しにくかったし，話すことに
抵抗があった。だが，徐々に慣れてきて話しやすくなっ
た。嫌だと思うところは特にない。大学進学の時に志
望大学を母親に反対されたので，父親にも相談した。
父親は話を聞いていたようには思うが，どういう反応
をしたのかは憶えていない。
父親のことは，現在はあ だ名で呼んでいる。結婚
から３，４か月間は，母親や祖母から「お父さん」と
呼ぶように何度も強く言われていた。「お父さん」と
呼ぶのは恥ずかしいというのもあったし，とにかく嫌
だった。それは，なんとなく嫌だったとしか言えない。
＜継父のことを A さん自身はどのように見ている
か？＞と尋ねると，A は「自分が養ってもらっている
人ということ。お金のこととか世話になっている。そ
れぐらい。特に考えたことがない。特別な意味はない。」
と答えた。
＜継父が A のことをどう見ていると思うか？＞と
の問いには，
「わからない」 とだけ答え，それ以上は
考えられない感じであった。
≪離婚・再婚の影響≫実の父親は小学校の運動会に
２，３回来てくれた。運動会とかに来てくれた時は嬉
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しかった。中学以降は音信不通に。祖母が実父にもう
連絡を取るのはやめるように言ったらしい。両親が離
婚したことやずっと父親がいなかったことについては
考えないようにしていた。父親がいなかったことで自
分に影響があったかどうかは分からない。再婚につい
ても，普段は考えないようにしていた。だから再婚し
てからそれをどのように感じていたかなどはわからな
い。 中学 3 年時の不登校について，＜ちょうどお父様
を紹介された後だが，何か関係があると思うか？＞と
尋ねたが，A は「関係ない」 と言う。だが，＜ご両親
が再婚したことで生じた変化は？将来の自分のあり方
や目標，どういう家庭を持ちたいか，そういったこと
に何か影響は？＞と尋ねると，
「自分の将来について
は全然考えられない。自分がどんな結婚をして，どん
な家庭を持ちたいかといったことは全然思い浮かばな
い。ただ，離婚だけはしたくないというのはある。母
親と同じようにはなりたくない。母親と同じことはし
たくないというのはある」 と語る。
≪父親 ― 母親関係の中での位置づけ≫「父母のとこ
ろには居づらい。自分がいなくても変わらないのでは
ないか」 と語り，祖父母の家に戻ることを考えている
「（父母が）２人で黙って買い物に行ったり，
と言う。
外出したりすることが多い。自分が邪魔になっている
とは思わないが，自分がいても気にかけてくれる訳で
もないし」 と関心を払われないことによる満たされな
さを語る。祖父母宅に戻ろうかと母親に相談したこと
があり，その時には母親は「戻ってもいいよ」と普段
と変わらぬ態度で言っていた。 ところが，父親による
と，母親は「A には戻ってほしくない」と父親に言っ
ていたらしく，それを聞き A は「戸惑った」 と言う。
母親たちとこれ以上一緒にいても，より縛られそうな
感じがする。やりたいことができないようになってし
まうように思う。
最後に A は「両親とは家族という感じじゃない。
ただ一緒に住んでいるだけの人という感じ。食事も別
だし，何かを一緒にやるわけでもないし，特に気にか
けてもらえるわけでもない。新しい父親が来てもあま
り関心がなかった。期待することもなかった」 などと
あまり感情を交えずに語った。
３．
２ 事例Ｂ
≪背景≫ 21 歳女性。４年制大学に通う学生。同居し
ている家族は母親，継父，姉，妹，母方祖父，祖母で
ある。Ｂが１歳の頃，両親が離婚。母親と継父は職場
の同僚で，Ｂが３，４歳の頃から母親が職場にＢを連
れて行った時などに継父と接することは度々あった。
その後，継父が家を訪れるようになり，小学校入学前
に再婚となった。その２年後に妹が誕生している。
≪実母との関係≫

妹が生まれてからちょっと経った時に，継父と母親

2014

が気持ち悪かった時期はある。なぜかは全くわからな
かったが，違和感を持った。両親と妹が３人で撮った
写真をみて，「嫌だな」というのがあった。
母親の姉や自分に対する関わり方と妹との関わり
方に差はないと思う。ただ，母親も働いているので姉
と自分に妹の世話を手伝ってほしいというのはずっと
あった。
姉が不登校になり，母親も精神的に調子を崩し寝込
んでしまっていた時期があったが，そんな時は 必死
にならなければいけない雰囲気だった。継父からも「Ｂ
は倒れるなよ」ということを言われていた。
≪継父との関係≫
再婚そのものについては，どういうものかはよくわ
かっておらず，ただ「ああ，そうなんだ」という感じだっ

たように思う。小さい頃から継父は本当によく遊んで
くれていたので，
「やったあ！」みたいな感じ，嬉しかっ
たというのはあった。結婚前から週１回ぐらいの割合
で家に泊まりに来て，寝る時に継父が画用紙に絵を描
いてお話をしてくれるなどしてくれていた。そうした
ことは，とても良い思い出。結婚して関係が大きく変
わったということはなかった。結婚して変わったのは，
継父が家にいるのが増えたということぐらいで，それ
は自分にとってとても嬉しいことだった。身体を使っ
て遊ぶのが好きだったが，母や祖父母だとちょっと難
しいところがあった。継父とだとそうしたことを思い
切りやれるのでとても嬉しかった。本当に継父が大好
きで，ほぼ独占していたような感じで，姉には悪かっ
たなと思うところもある。
継父は結婚してからしばらくは必死だった気がす
る。ひどく心配されていた気がするし，自分と話すと
いうことに必死だった気がする。小学校高学年の頃か
らはそんな感じはなくなった。
自分が姉妹の中で一番男っぽい性格なので，継父と
しても自分に対しては話しやすいと感じてると思う。
姉とは距離が計りづらかったようだ。姉の方も控えめ
で引いてしまうところがあったが，この頃は程よい距
離感で２人は関係を築いているように思う。
大学進学の際の志望校を決める際には継父のアドバ
イスは本当に役立った。大学進学に関して自分は積極
性がなかったが，
「好きなところじゃなければ絶対やっ
ていけないよ」などと背中を押してくれて，選択肢を
絞るのに役に立った。あと，高校の時に人間関係のこ
となどをよく相談して，愚痴とかも結構聞いてもらっ
た。この時期は，母親が調子を崩していた時期で，さ
すがに母親には相談できなかったので，聞いてもらえ
てスッキリした。この時期には，ほとんど継父としか
話していなかった。最近でも継父は自分に対してたく
さん話してくるが，それは継父が自分自身のことを話
してくる。
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継父のことは小さい頃は「父ちゃん」と，現在は「父
さん」と呼んでいる。姉もそうだし，違和感を抱くこ
とはない。
≪離婚・再婚の影響≫

親の離婚は自分の記憶のない時期のことだったの
で，その点は良かった。もともと父親がいる生活とい
うのを知らなかったので，母親と祖父母だけの生活に
違和感はなかった。さすがにもう一度離婚ということ
になったらきついと思う。経済的にもきついし，姉妹
が別れることになるのも多分きつい。
母親が再婚したことに関しては自分にとって良かっ
たと思う。身体を使って遊ぶことを思い切り継父とで
きたし，他にも色々やれたので良かった。
親の再婚でマイナスの影響と思えるのは，名字が
変わることぐらい。再婚後に友達から色々聞かれるの
が嫌だったというのはある。それと，高校生の時に実
父が姉と自分に会いたいと連絡をしてきて，どうする
かということを家族で話し合った時があった。自分は
実父の記憶は全くなかったが，姉は泣いていたので実
父のことを憶えているのだなと思った。その時に，初
めて離婚の経緯について聞かされて，自分と姉の存在
ということも関係しているのかなと思えて責任を感じ
た。自分に対して嫌な感じを，自己嫌悪を感じた。そ
ういうことを話題にしなければいけないということが
嫌だと思う。
自分が家庭を持つとかはまだイメージできないが，
離婚とか再婚の家庭に対しては優しく見守れると思
う。離婚とか再婚とか，父親が違うとかということに
関して，過度に引け目を感じる必要はないという意識
はある。離婚そのものではなくて，離婚後とか再婚後
の接し方，生活の仕方次第で子どもは変わるのではな
いかなと思う。
≪父親－母親関係の中での位置づけ≫

父親が子ども好きなので，自分たちがいることで両
親を結びつける意味合いはあるのだろうと思う。初め
の頃はすべての面で継父が一生懸命だったけれど，両
親は段々と友達関係のような雰囲気になってきた。母
親と継父は普段は子どものようにじゃれあっているこ
とが多い。２人の間の雰囲気が悪くなっても，２人と
も不機嫌になる理由が決まっていて，その処理の仕方
もお互いわかっているみたいなので，より険悪になる
ことはないと思う。今までも２人の関係が危機的なこ
とになったことはない。多分大丈夫だろうなと思う。
姉が不登校になった時には母親が主体になって姉に
関わっていた。継父が母親の相談を受けているという
感じだった。Ｂが高校で不登校気味になった時には，
継父の方が心配して「無理しないでいい」とよく言葉
をかけてくれて，それが程よい感じで良かった。
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Ｂは一回だけ両親に対して感情を爆発させたことが
あったと言い，以下のように続けた。小学５年か，６
年の時に，「姉ちゃんはできるのに」「姉ちゃんを見習

いなさい」ということを継父に言われて，「姉ちゃん
ばっかり！」と泣き叫んで，姉と比較されることのコ
ンプレックスを爆発させた。「姉ちゃんと違っても仕
方ないじゃないか」というのが自分の中にあって，そ
れが認められていない気がしていた。そこに「姉ちゃ
んを見習いなさい」みたいなことを言われて，「そう
言われても，できないものは仕方がないのに」という
ことをばーっと言った。その後で継父と母親が来て，
「ずっと，溜めていたんだね。比較とかそういうつも
りはないんだけどね」などとすごく慰められた。継父
が主にしゃべっていた。すごく泣いて，すごく言った
のでスッキリした。他には反抗したり，衝突したりは
ないと思う。

４

考察

４．１ 実親との関係の変化
再婚以前の実親と子どもだけの生活から，再婚して
継親が家族に加わるというのは，これまでの独占でき
ていた実親との関係に変化が求められることであり，
その意味である種の対象喪失 10) と言える。この喪失
の痛みをいかに処理していくかはその後の生活に大き
く影響を及ぼすかもしれない。そこではおそらく実親
がいかにして子どもの反応に気付き，継親とともに子
どもが痛みを消化していくことができる環境を提供で
きるかが重要になってくると思われる。事例Ａの場合，
もの心がついてから母親の再婚までは母親と同居の経
験がほとんどなく，再婚後に継父と母親との３人での
生活を始めることになった。長い間母親と一緒に暮ら
すことを望んでいたＡには母親，あるいは母親との
生活に大きな期待を寄せていた部分があったと思われ
る。祖父母との関係では得られなかった情緒的に満た
される体験を，母親との間で得られるという半ば非現
実的な期待があったのではないかと考えられるが，実
際にはそれは達成されることはなかった。理想的な母
親像を断念して，A が期待したほどには機能しない母
親という現実的な母親像を受け入れていくという小此
木が言うところの内的対象喪失 11)，すなわち脱錯覚（幻
滅）のプロセスをたどっていたというのが，同居して
からの母親との関係の推移であったと考えられる。
事例Ｂにおいては，再婚に伴う実母との関係の変化
が明確には認められなかった。妹の誕生後に母親をそ
れまでとは異質な存在として体験した時期はあったよ
うだが，それは一時的なものだったように思われる。
家庭内に現れた母親－継父－妹という関係を，嫉妬，
疎外感などの様々な感情を伴って体験したのかもしれ
ない。ステップファミリーの親子関係を考える時，継
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親との関係にばかり目が向くが，実親と子どもの関係
にも注目することが大切である。なぜなら，実親と子
どもとの関係には，実親－（継親）－子どもというよ
うに必ず継親の存在が影響するものと考えなければな
らないからである。しかしながら，B の語る内容から
は上記の受けとめ方の一時的な変化はあったが，その
後の実母との関係においては変化として自覚されてい
る部分は認められなかった。これは，継父の存在，妹
の存在が違和感なく受け入れられたことで，実母との
関係において侵入的と体験される部分が生じなかった
ものと理解できる。
４．
２ 継親との関係
事例Ａでは，継父を性格的に合っていると言い，話
しやすさも増してきたとしながらも，Ａは「自分が養っ
てもらっている人ということ … 特別な意味はない」
と，具体的に拒否するところはないが，あたかも情緒
的に共有する部分のないただの同居人としてしかとら
えられていない。Ganong,L.H. ら 12) は大学生世代の継
子を対象に面接調査を行い，継子と継親の関係発達の
あり方を６つのパターンに分類している。A の継父と
の関係はこの６パターンの中の “ 共存（coexisting）”
に分類される。Ganong らは「こうした関係は敵対的
なものではないが，そこでは継親は “ ちょっとした知
り合い（casual acquaintance）” と表現される」と述べ，
継子は彼らとの関係を築くことには興味を示さず，彼
らを自分の親の配偶者であるだけで，それ以上のもの
ではないと見ているとする。Ganong らによると，継
子が継親との関係をどれだけ築こうとするかは，継親
がどれだけ子どもとの関係構築に前向きに寄与してい
るかについての評価と関係していると言う。A の継父
が A との関係を築くことに実際にどのように取り組
んだのかは判断できないが，継父の態度を「自分が
いても気にかけてくれる訳でもない」と A は評価し
ており，継父に「期待することもなかった」と語る A
には関係を築いていこうという姿勢はないようであ
る。

2014

関係を考える上でなにより大きな意味を持つと考えら
れるエピソードとしては，小学校高学年の頃に姉と比
較されることに対して継父に怒りを爆発させたことが
挙げられる。B が陰性感情をぶつけたことに対して，
継父が叱責や無視などで報復することなく理解を示し
たことで，B の継親に対する信頼感はより強固なもの
になったかもしれない。主体的自己を発揮できるよう
な安全な環境が継父との間にできていたものと考える
こともできるだろう。
４．
３ 離婚・再婚の影響
事例Ａでは親の離婚や再婚に関しては，「考えない
ように」するという構えが一貫していた。そのため，
それらをどのように体験し受けとめていたかというこ
とを自覚することはなかったようであり，それらの自
分自身の発達に対する影響についても意識できない状
態にある。しかし，「離婚だけはしたくない。母親と
同じようにはなりたくない」と語っているように，親
の離婚に否定的意味づけをしており，母親が A の心
理的発達のためのモデルになりえていないことは強く
意識しているようである。また，A の場合，母親，継
父，実父のいずれとの間においても安定した関わりを
十分には経験することができず，具体的な親イメージ
を形成することができずにいる。祖父母による養育が
どのようなものであったかは不明であるが，A の発達
を考えるうえで親の不在の意味は大きいものと考えら
れる。
事例 B では，再婚は概ね肯定的に捉えられており，
継父の存在は B にとって支えとなってきた部分は大
きいと考えられる。発達年代の点からも幼児期に継
父との関係が築かれ始めており，継父を “ 親 ” として
受け入れていくことに困難が見られることはなかった
と思われる。母親との関係だけからは得ることのでき
ない体験を手に入れることができたという点で，B に
とっての再婚の意味は大きい。
離婚に関しては，どちらの事例においても実父との
関係はあたかも “ なかったこと ” として扱われ，家庭

事例Ａとは対照的に，事例Ｂでは継父との関係は初
期から現在に至るまで非常に良好なものであった。こ
のような良好な関係を築けたことにはいくつかの背景
が考えられる。まずＢの身体的な活動性への反応を求

内で子どもが実父との関係について整理する機会を得
ることはできなかった。事例 A では，わずかではあ

める欲求に，継父の側が十分対応できたことが挙げら

りはなく，A の中でどのような対象として存在してい
るのかは不明である。継父との関係形成に影響があっ
たのかどうかも判断しがたい。事例 B においては，B
は中学まで実父は “ 死んだ ” ものと理解していた。実

れる。それから，継父が無理に型にはまった父親役割
を取ろうとせずに，B との間にほど良い距離を取って
いたことも関係を良好な状態で維持できたことにつな
がっていると思われる。Cartwright,C.13) は継親と継子
との不和が生じる背景のひとつに，早い時期に継親が
躾などの親役割を引き受けようとすることを挙げてい
る。B の継父が現実的で親しみのある態度を示し続け
ていたことが功を奏したのかもしれない。B と継父の

るが学童期に実父との接触があり，それは肯定的体験
と捉えられていたようである。しかし，その後の関わ

父のことは家庭内では一切語られない秘密として扱わ
れてきて，その後に実父が生きていると知った後も
「知ってはいけないこと」として家庭内で触れられる
ことはなかった。事例 A，B のような形で離婚後に別
れた実親と関係が持てず，その喪失体験の整理の機会
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2)

４．
４ 父親－母親関係の中での位置づけ
事例 A では，「父母のところには居づらい … 自分
が邪魔になっているとは思わないが，自分がいても気
にかけてくれる訳でもないし」と語っているように，

継父の関係を維持することに役立っていると感じてお
り，継父もまた継子との関係を維持することに貢献し
ようとしていると B が感じている。このような双方

4)

5)

本研究のような面接調査を行う際には常に直面する
ことではあるが，調査への協力者を確保することの困
難さと調査対象の偏りが考慮すべき問題として挙げら
れる。自発的に調査協力に応じるものとそうでない者
との間には，ステップファミリーでの生活体験の受け
止め方には差があることが予想され，得られる結果に
偏りをもたらす要因として考慮する必要があるかもし
れない。広く調査対象を確保するために，調査におい
て自分の体験を語ることへの抵抗をできるだけ減らす
ような手続き等の工夫が必要である。
また，本研究は 2 事例での検討ということで，得ら
れた知見をそのまま一般化することは難しい。実親と
の生活をほとんど経験しないまま継親との生活に入っ
た事例 A のように，ステップファミリーという言葉
で通常イメージされる家族とは異なる場合も多くある
だろうが，ステップファミリーが構造的にも成員間の
関係のあり方においても，その歴史においても一様な
ものではないことから考えると，そのように特異と思
われる事例を検討していくことも欠かせない。詳細な
事例検討の積み重ねによって，その多様性を超える普
遍性を見いだしていくことが重要だと考える。
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A study on parent-child relationships in stepfamilies
―Stepchildren’s views―

Yoshiaki KATSUMI
Department of Human Welfare, Faculty of Health and Welfare,
Prefectural University of Hiroshima

Abstract
Two stepdaughters were interviewed about their perception of relationships between their parents and them. The results
showed that there was a strong contrast in the way their relationships had developed. The one subject was negative about
building a relationship with her stepfather and thought of him only as her mother’s spouse and nothing more. The other
subject had a positive relationship with her stepfather from the start of their new life and accepted him as her father. In both
cases their feelings about their natural father had not been worked through. It implied that it was necessary that the emotional
experience with their natural father should be worked through among their family members. It was found to be important to
examine carefully the changes in the relationship with the resident natural parent.

Key words：stepfamily, object loss, parent-child relationship
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