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家族の重要性

家族は人聞にとってきわめて大切な集団である。家族の重要性を示すデータを三つ示そう 。ま

ずーっは、家族外生活者とよばれる人々の割合である。家族外生活者とは、生活の主要部分が家

族ネットワークの外部にある人々の事である。操作的には、「親族と同居せず、したがって日常

的な生活共同を持たない人々、つまり親族世帯をなさない人々Jと規定される(森岡 1993・113-

114)。この規定に従えば、 2000年日本の家族外生活者は12.2%となる(表 1の①以外の数字)。

家族外生活者の割合は、 1920年12.0%、1960年7.4%、 1970年8.3%、1980年7.7%、1990年9.3%

であった(森岡 1993:118-119)。この数字を見る限り、 2000年の家族外生活者の比率は高い。ま

た、 1960年以降、家族外生活者の増大傾向があるものとも思われる。ただし、近年、家族の変動

とか、多様化という事が言われるが、ほとんどの人 (87.8%)が家族をもって生活していること

には変わりない。
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表 1 家族内・家族外生活者人口(1，000人)・割合 (2000年)

①住居と生計をともにしている人々の集まりで、親族世帯 ・・・・ 111，424(87.8%) 

②住居と生計をともにしている人々の集まりで、非親族世帯-・・・・ 389(0.3%) 

①一戸を構えて住んでいる単身者(=単独世帯) ・・・ ・・・・・・・ 11，641(9.2%) 

④間借り・下宿・会社の独身寮などの単身者(=一人の準世帯) ・・・ 1，270(1.0%) 

①施設等の世管(=寮の学生・病院入院者・社会施設入所者

自衛隊営宿内居住者・矯正施設入居者等) ・. . . . . . . . . . '1，973 (1.6%) 

資料:国勢調査

次に見るのは生活の充実感に関する意識調査のデータである(表 2)。調査では「日頃の生活

の中で充実感を感じるのは、主にどのような時ですか。いくつでもあげて下さいj と尋ねている

が、「充実感を感じる時」には、「家族団らんの時Jがもっとも多く選ばれている。ついで「ゆっ

たりと休養している時Jが選ばれたが、この答えも、「家族」に関わる部分がある。「ゆったりと

した休養Jは、家族とともに、あるいは、家族のいる所でとられる事も多いと思われるからであ

る。この質問文を用いた、ほほ閉じ調査は1975年以来繰り返し (29回)実施されているが、「家

族団らんの時jは常に40数%の回答を得てトップである(月刊世論調査、平成16年11月号、参照)。

家族が人々の生き甲斐や生の意味の中核にある事を示すものと考えられよう 。まさに「家族は、

自己充足と情緒的満足へのきわめて大きな期待がかけられている場所である (Bergerand 

Berger 1972=1979:95)J。

表 2 充実感を感じる時

家族団らんの時 ・

ゆったりと休養している時・

友人や知人と会合-雑談している時 -

趣味やスポーツに熱中している時・-

仕事に打ち込んでいる時・

勉強や教養などに身を入れている時・

社会奉仕や社会活動をしている時・白-

その他・ ・・ 0.7% 分からない

資料 :月刊世論調査 (平成16年11月号)
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・40.4%

. 39.9% 

. 37.9% 

. 30.3% 

・10.5%

7.3% 

2.0% 

注:2004年調査実施、母集団は全国20歳以上の者、標本人数10，000、有効回収7，005人。 日頃の

生活の中で充実感を、 「十分感じているJ9.2%、「まあ感じているJ57.9%、「あまり感じていな

いJ22.7%、「どちらともいえないJ2.3%と答えた者に質問をした。(1ほとんど(ま ったく)感

じていないJ7.0%、「わからないJ0.9%と答えた者には質問していない。)

さらにこの社会調査の知見と一致するのが、自殺と家族の関係である。ここでは最も自殺率の

高い、 50代以降の自殺率と婚姻上の地位の関係を表3に示しておく 。これによれば有配偶の自殺

率が常に最も低い。この関係は、デユルケームの f自殺論jで指摘されたが、現在でもなお、ほ
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ぼ通文化的な事実である。ここからも家族(有配偶)という存在が自殺を抑止しており、人々に

生きる意味を与えている事が推測される。

以上、家族の重要性について、 三つのデータから触れた。この議論の続きは、後掲(4節)の

「家族の基底機能」の所で再度、取り上げる。

表 3 自殺率(人口 10万対)と婚姻上の地位 (2000年)

男 .50代 男 .60以上 女 .50代 女 .60以上

tt: 数 65.5 50.4 17.3 24.0 

有配偶 47.5 39.6 13.6 17.9 

未 婚 123.2 130.4 37.1 '30.9 

死 日リ 155.2 93.5 25.6 31.1 

離 Bリ 260.0 183.7 40.0 37.0 

資料.厚生労働省 f自殺死亡統計の概況j

2 家族の多様性

家族が重要であるのは人類共通だが、家族の形態はまさに多様で、ある。たとえば、マード ック

は「通文化的サーベイ」という方法で世界各地の家族データを分析した。それによれば、家族構

成には三つのタイプがある。すなわち、核家族、複婚家族、拡大家族という有名な三類型がそれ

である(但し、複婚家族と拡大家族を合わせて、複合家族と総称する場合もある)。

核家族は典型的には、「一組の夫婦とその子どもたちからなっている」。複婚家族は「一人の共

通した配偶者を通して結ばれた、いくつかの核家族からなっているJ。つまり、一夫多妻、ー妻

多夫の家族形態である。 拡大家族は「親と子、あるいは二人のきょうだいのように、血縁的な親

族関係で結ぼれた、二つまたはそれ以上の核家族を含んでいる」。

なお、マードックの家族データで結婚制度を見ると、一夫多妻制を認める社会が193(81%)、

ー妻多夫制を認める社会が 2 (1 %)、単婚(一夫一婦帝1])が43(18%)となる (Murdock1949= 

1986: 23-51)。われわれ現代人の多くは一夫一婦制の社会に住み、核家族に暮らす事が多いだろ

う。しかし、マード ックのファイルは、われわれの家族が世界の標準というわけでは決してない

事を示している。

このように家族の多様性を見ょうとすれば、家族を何らかの視点や基準で類型化する事が求め

られる。その類型化の視点や基準は、下記のように様々ある (Davis1966・414-416)。

l、 夫婦関係(MaritalRelation) 

A 配偶者の数・・・ 一夫一婦、一夫多妻、ー妻多夫

B 配偶者の種類・・結婚、内縁

C 権威の程度・・ ・平等、父権的、母権的

D 粋の強さ・ ・・・ 一時的、ゆるい(離婚簡単)、壊れない (離婚禁止)

E 再婚可能性 ・・ 配偶者の死や離婚の後の再婚禁止、再婚は自由放任、再婚は義務、

F 結婚・ ・・・・ 早婚(幼児結婚)、晩婚
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G 配偶者選択

G-1誰が配偶者選択を決めるか・・若者による自由選択 (courtship)、両親によってコン

トロールされた選択

G-2選択の基礎(内婚制、外婚制) ・・ 親族、カース ト、階級、地域、宗教

H 結婚時の交換 ・・ 花嫁側への結納金 (brideprice)、花婿側への持参金 (groomprice)、

対等の交換

I 結婚後の居住 ・・・母方居住、父方居住、独立居住

2、 親子関係(Parent-Child) 

A 子ども数・・ ・多産、少産

B 親の権威の強さ

C 親が権威をもっ期間 ・・・ 親の死まで、親の引退まで、いくつかの決められた時期

(例えば、思春期まで、子どもの結婚)まで

D 子どもの処置はどのようか・・親の死亡の時、両親離婚の時、非嫡出な誕生の後

E 非嫡出をどうあっかうか・・・認知されている非嫡出の類型、責任の配分はいかに、

正統化の可能性はあるか

F 系譜のタイプ・・・母系、父系

G 相続のタイプ ・・・遺言による、遺言によらない

3、 兄弟姉妹関係(Siblings) 

A 粋の強さ

B 遺産・・ ・平等な相続、長男子単独相続、末男子単独相続、相続の性別の制限

C 兄弟姉妹が同じ住居に住む期間

D 兄弟姉妹相互の義務の種類はどのようなものか

これらの視点や基準ですら、家族の多様性をすべて網羅するものとはいえないが、このリスト

を一瞥するだけで、家族の多様性は容易に想像する事ができるだろう [佳2)。

しかし、これらの多様な家族バリエーションを貫く基底的要因を指摘する事も、一応であるが、

可能である。すなわち、 定位家族(夫と妻が生まれ、育った家族)が生殖家族 (夫と妻が結婚に

よって作った家族)を完全に支配するタイプの社会と、そのような支配が完全に欠けているタイ

プの社会の違いがそれである。両者の違いは程度の問題でもあるが、前者を「家族主義的社会

(familistic society) J、後者を 「非家族的 (個人主義的)社会(nonfamilistic (or individualis-

tic) society))という 。

家族主義的社会では、家族は総じて大きく、複数の妻を持つ事もあり、親族システムの中の権

威は不平等になりやすく、結婚年齢は大変若く、配偶者選択は親によって決められる傾向が強い。

これに対して、個人主義的社会では、親族は社会組織の基礎として重要性を失い、結婚は両親に

コントロールされることなく、私的な問題になり、小家族が自由に移動していく (Davis 1966: 

417)。
この社会類型と家族の違いを具体的にイメージするために、ベネデイクトの『菊と万jをのぞ

いて見ょう 。「われわれアメリカ人は、 「恋愛しているJという事が、われわれの最も立派な結婚

の理由になるんこれに対して、「日本人はわれわれアメリカ人のように恋愛と結婚を同一視する
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理想、を掲げない。 ・・・配偶者の選択に際して青年は親の選択に従い、盲目的に結婚する。

結婚の真の目的は、この国では子どもを生み、それによって家の生命を存続させる事にある。こ

れ以外の目的はいずれも結婚の真の目的を歪曲することに役立つのみであるJ(Benedict 1949= 

1972:212-213)。ここで伝統的日本の結婚が家族主義社会のそれ、アメリカの結婚が個人主義的

社会のそれとじて充分、理解可能だろう 。この問題は、後に、近代化・産業化と家族の形態の問

題として再論する。

ただし、ベネデイクトのような日本の結婚(のみならず、文化)の理解は奇妙である(I局部

的な事実において直ちに全体の性格を見ている(和辻:後掲)J)という批判もある。たとえば和

辻哲郎(1951:79-98)は、 Ir菊と万jについてJという論考で次のようにいう 。ベネデイクトが

「熱心に取り扱っている日本の仁家」の問題にしましでも、親とか年寄りとかが絶対権を以て子

供に一々の事を命令したなどということは、わたしどもの経験の中にはありません。わたくしの

見聞きした限りでは、当時の青年たちの大部分は自分の意志で職業を選び、妻を選びました。そ

の際親の意志に反することも決して稀ではありませんでした。それは時には激しい親子喧嘩を引

き起こしましたが、大抵は殺の譲歩で大したこともなく済んだのであります。勿論、わたくしは、

自分の接触しない範囲に著者(ベネデイクト、山本補足)のいうような古風な家庭が沢山あった

ことを知っています。しかしそれらは明治時代にさえもすでに「古風な」という熔印を押されて

いたのでありますんこのような批判の妥当性を検討するのは、家族研究の興味深い研究領域に

なるであろう 。

3 家按の普遍性

家族の多様性は重要な論点だが、家族の普遍性も極めて重要な問題を提起する。かつて家族と

いう社会制度や集団の存在しない民族や社会があるのではないか?という事が熱心に議論された。

たとえば、イスラエルのキブツ(=家族のように緊密な共同体のキブツに家族は存在するか?) 

や南インドのナヤール(=夫が妻子と居住や経済を共にしない。妻子は母方の叔父・兄弟と居住

や経済を共にする。夫は夜、食事の後に妻を訪ね、翌日は朝食の前に立ち去る 。)の事例が有名

である。しかし、これらの社会にも家族はやはり存在した (Spiro1954 = 1981; Gough 1959 = 19 

81 ;山根 1972 ;中根 1970)。ただ通常、われわれが家族という言葉から想起するものとはやや

異なる形であったため、それを家族と認識するのが難しかったまでの話である。かくて今日では、

「家族は・・・人類のあらゆる社会に見られる普遍的な制度である。 ・・・これについては疑問

をはさむ余地はない(中根 1970: 3)Jという主張が認められている。

では我々が通常想起する家族とはどのような家族か? この点で従来の家族研究に大きな影響

を与えていたのは、次のようなマードック (1986: 23)の家族定義である。「家族は、居住の共

同、経済的な協働、それから生殖によって特徴づけられる社会集団である。それは両性からなる

大人と、 一人またはそれ以上の子どもとを含んでいる。そして大人のうち少なくとも二人は、社

会的に承認された性関係を維持しており、また子どもは、 ・・・この大人の実子、もしくは養子

であるJ。
このマードックの定義のような家族は存在するが、このような家族のみが家族ではない。住居

や経済を共にしないナヤールの例もそれを示すが、このような人類学的知見によらずとも、我々

の周りの家族は、この定義をはみ出していることがある。たとえば、離婚後の家族は、住居(や

経済)を共有しないが、相互に家族と認識しあう関係が残るケースは現実にある。両親が子ども
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を誰かにあずけて、他地域に長期間の労働に出ることも十分ありえるが、これも家族の形だろう

(国境を越える場合もままある)。別居している(特に未婚の)息子・娘と親は、仮に経済的な協

働がなくとも家族だろう。逆に、マードックの定義のように同じ家に住み、経済を共にした家族

員(大人と子ども)がいても、 「成員相互のコミュニケーションないしは相互作用が欠如してお

り、特に相互的な情緒的支持がなされていない (Goode1964=1976:168)J空骸家族 (empty

shell family)は、家族とは言えないであろう 。

4 家族の定義と基底的機能

では家族とは何か? 家族とはどのように定義されるのか? また何故、家族は普遍的にあら

ゆる社会に存在するのだろうか? これらの問題は相互に関連する家族研究の大問題である。た

だ大問題であるが故に、決定的な答えは見つかっていないが、いくつかの有力な学説はある。

まずデーピスの学説を見る。彼によれば、 「社会というものは、 ・・・一定の社会的機能を果

たす時にのみ存続することが可能となるが、 ・・・・、家族は社会の成員をたえず交替・補充し

てゆくという社会的必要に応じて作られた制度の複合であるJo1社会成員の交替 ・補充 (re-

placement of the societal membership)Jとは、具体的には、新しい成員の物理的な再生産

(physical reproduction)、成員が幼児期 ・児童期にある間における育児 (nourishmentand 

main tenance)、子どもを社会的ポジションの中に位置づける事 (placement)、および、子ども

の社会化 (socialization)の4機能が含まれる。これら 4機能は端的には、子どもを生み、育て

る事 (thebearing and rearing of children)とほぼ同義である。

家族は勿論、これら 4機能以外の多様な活動をする。経済的な生産、高齢者の介護、政治的統

制、身体的な防衛、家族員の性的満足、精神的安定、愛情や指導などの欲求充足などがそれで、あ

る。しかし、それは「家族の主たる役割の副産物にすぎないJとデーピスは主張する。何故なら

ば、上記の 4機能、つまり、子どもを生んで、育てる事は、他の社会制度に移すことの出来ない

家族固有の機能である。これに対して、他の機能は、家族以外の制度の方が(あるいは、家族以

外の制度でも)、有効に作動する事も多い。かくて家族の中核には、上記の 4機能があると推論

できる。そして世界のどこでも、この 4機能遂行には、家族組織が必要とされているというので

ある (Davis1966:394-432)。

デーピスの説に対して、山根 (1993)の説もユニークで重要である。山根の説は、マリノフス

キーのアイデア (1社会学的父J)に、山根のオリジナルな発想(1育児J) を付け加えたユニーク

なものである。山根は動物の家族と人間の家族を較べて、人間の家族にのみ「父」という社会的

位座が存在する事を指摘する。言い換えれば、生物学的な意味での父親(生物学的父)は動物に

も、人間にもある。また、母が子の栓話(保護・養育等)をするという母子関係は動物にも認め

られ、勿論、人間にもある。しかし、社会的位座としての父(社会学的父)は人間の家族にしか

見られない。つまり 、人間の家族は父母子を基本単位とするが、そのこ左自体が自然を超えた文

化的・社会的な存在なのである。しかも、父母子のつながり (1自分は家族の一員であるj とい

う家族同一性)は、生涯にわたって保持されるが、これも人間家族の特色である。

このような家族の中で、動物の親は子どもに生存能力を伝授するにとどまるが、人間の親は、

文化の伝達という動物にない機能を担う 。これによ って生物学的なヒトが、社会・文化的な存在

の人間になっていくのは、ウルフ・チャイルドの事例からも明らかである (Gesell1941二 1967)。

ヒトは文化を伝達されて、真善・正悪・美醜などの価値観を身につけることができ 、創造力をも
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身につけるが、この伝達は「育児jという営みを通して行われる。つまり、「育児は文化的存在

としての人間家族の基本機能で、家族は人格形成の基盤であり、人間をして人間たらしめる、い

わば人間性の砦である(山根 1993:6)J。この山根の観点からすると、子どものいない(=した

がって「育児jをしない)夫婦は家族とはいえない。これに対して、単親世帯は育児の機能を担

う放に家族といえる。またこの家族機能の線源的重要性の故に、「全体社会の次元で父母子のつ

ながりを無視し、家族を制度的に否定する社会はどこにも存在しないのである。この意味で家族

は社会制度として普遍的存在であるといえる(山根 1993:9)J。

デーピスと山根は家族の対社会的な機能に注目した。つまり、子どもを生み育てる事で、人間

も社会・文化も再生産されるが、これが家族の固有機能と見たのである。これに対して、家族員

の幸福追求という、対個人的な機能に注目するのが、森岡清美の家族定義である。森岡によれば、

「家族とは、夫婦・親子・きょうだいなどの少数の近親者を主要な成員とし、成員相互の深い感

情的かかわりあいで結ぼれた、幸福追求 (well-being)の集団である」。

家族の機能は経済、教育、保健、愛情、娯楽など多様な個別機能を持つが、これらの個別機能

に家族機能としての特色を与えるのが、基底機能としての幸福追求である。たとえば、企業は経

済活動を行うがそれは利潤のためである。これに対して、家族が行う経済活動は家族員の幸福の

ために行われる。また、誰しも幸福を求めて生きており、それ故に、家族は生活共同の原初的単

位となる(森岡・望月 1997・4-5)。

さて、最後に触れるのは核家族の普遍性というマードックの主張である。彼によれば、どんな

形の家族であれ、その中には核家族を含み、核家族のために設定された、社会的、空間的領域が

あるとし寸 。たとえば、一夫多妻制の場合でも、一般にそれぞれの妻と子どものためには、思Ijの

部屋や住居が準備されている (Murdock1949=1986:25)。そして、核家族の中では、社会生活

に基本的な 4機能が営まれている。すなわち、性的機能、経済的機能、生殖機能および教育機能

がそれである。「第ーと第三の機能への用意がないと、社会は消滅するだろうし、第二がないと

生命そのものが止まってしまう 。また第四がないと、文化は終わりを告げる事になろう 。核家族

のもつ大きな社会的効用、この存在の普遍性、これらを説明するものが、こうして浮き彫りにさ

れてくる (Murdock1949=1986:32)J。

5 近代化・産業化・核家族化

産業化・近代化とともに家族は大きく変化した。この変化の中で重要なのは、核家族化といわ

れる家族変動である。核家族化とは家族分類の構成比率において、夫婦家族の比率が高まる事を

意味する。夫婦家族の比率は、我が国の国勢調査を利用して示そうとすれば、(核家族世帯総数

/親族世帯総数) x 100という計算式が適切で、あるω )。ちなみに国勢調査の「核家族世帯Jの中

には、夫婦と子どもの世帯、単親と子どもの世帯、夫婦のみの世帯が含まれる。また、これら以

外の「その他の親族世帯」は、多世代同居の直系家族世帯にほぼ一致する(森向・望月 1997:1 

58-159 )。これによって夫婦家族の比率を示せば、表4のようである。ここから日本の家族は時

系列的にみると、大きく核家族化したことが分かる。その結果、 2000年では 8割強が夫婦家族に

なっている。このような核家族化は産業化・近代化とともにあらゆる社会で見られる事態である。
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表 4 夫婦家族の比率(%)
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では、産業化・近代化した社会において、何故、夫婦家族が大勢を占めるのか。それには諸説

があるが、グードやパーソンズの説が有力である。まず、グー ドによれば夫婦家族とは、「他の

家族体系におけるよりも夫婦の結びつきや核家族の構造的形態の上により多くの社会的な意味が

強調されている」家族である。夫婦の結びつき(相互の愛情や情緒的結びつき)を強調するとい

うことは、系譜や出自の系列化による大きな親族集団の形成の可能性を減じる事である。言い換

えれば、この事は父系・母系のどちらにも優越を置かないという意味で「双系的」でもある。ま

た、結婚後の居住は、「独立居住性」であり、彼らの近親者の近くに住まなければならないとい

う圧力からも自由である (Goode1964=1976:96-98)。

ほほ同じアイデアをパーソンズは、孤立した夫婦家族 (isolatedconjugal family 、又は、

「孤立した核家族J) というタームでよぶ。すなわちアメリカの家族は、1.定位家族 (夫婦の両

親)と別の住居に住み、多くの場合、地理的にも相当、離れており、 2. 経済的にも独立して暮

す核家族であり、家族の経済的支えや社会的地位の基礎は、夫の職業的地位に依存する事が多く、

3. I夫婦いずれかの側の生家との関係がもう一方の生家との関係に比べ、目立って緊密にはな

るまいという考え方が強い」という意味で双系的である。パーソンズは以上の意味で、現代アメ

リカの家族を、「孤立した夫婦家族Jであると特色づけている (Parsons and Bales 

1956=1981:26-27; Parsons 1943=1954:183-185)。

これらの夫婦家族や孤立した核家族は、親族の連帯が極小化した状況といえる。そしてその状

態の特質は、親族の連帯が強い場合と比較すればよく理解できるだろう 。ここでは親族の連帯に

関するパーソンズの記述を引こう 。

「親族単位の連帯は、 一定の便益と報酬が一人の成員の手に入るのならば、その便主主と報酬は、

他の成員と「分有Jされなければならない性格のものなのである。 ・・ e ・・すなわち、連帯の

強い親族単位があるかぎり、職業体系の中で高い地位を占める人々の妻や子どもたちと低い地位

を占める人々の妻や子どもたちが、それぞれの親族成員の個人的な業績と関わりなく、平等に扱

われるのは不可能である (Parsons1951=1974・167)J。

ここから、親族の強い連帯は、近代化・産業化した社会の基本価値である個人の平等な扱い(=

普遍主義的および業績主義的な基準)と相矛盾する性格をもつことが示唆される。かくて、夫婦

家族(や孤立した核家族)は、親族の連帯が極小化された状態であるが故に、産業化・近代化の

原則に相対的には適合しやすい家族形態にあると推測できる。

すなわち、夫婦家族体系は、親族から自由に自分の職業を探索できる。雇い主も血縁関係にと

らわれず有能な人材を求めえる。業績に応じて個人は社会的移動をなし、親族の規制から自由な

ため地理的移動も比較的容易である。かくて夫婦家族体系は、産業化 ・近代化の要請によく適合

し、夫婦家族が現代産業社会の優勢な家族形態になる (Goode1964=1976; 155，196ー198)。
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6 核家族化論をこえて

産業化・近伐化とともに核家族化が進行する理由は、一応、説明された。しかし、では現代の

家族が夫婦家族(ないし、孤立した核家族)の論理で貫徹されつくしているのかと言えば疑問で

ある。たとえば、夫婦家族の概念を提唱し、ーそれが産業化と適合的である事を示したグード自身、

次のように注意深く留保を付け加える。「上流階層の家族は他の上流家族と権力や特権や富を相

互に交換しえる範囲内で、血縁関係を維持する方が得策であることを心得ている (Goode1964= 

1976・155)J。

またパーソンズの孤立した核家族を批判して、リトワークは修正拡大家族 (modifiedex 

tended family)という概念を提起する。修正拡大家族とは、 nepotlsmや居住の地理的近接など

は求めない点で古典的な拡大家族と異なっている。また、核家族に援助を与え、平等主義的に結

びついた幾つかの核家族で構成される点で孤立的核家族とも異なっている。いわば親族との密な

付き合い(訪問や援助)をもっ核家族が修正拡大家族であるが、こちらの方が孤立した核家族よ

りも階層上の地位を高めたり、高い地位を保持したりするには有利であると主張される。具体的

には、高い階層的地位を保持した人や大きく上昇移動をした人々ほど、親族からの訪問を受ける

事が多い事などの調査データが示されており、修正拡大家族の方が現代産業社会には適合的であ

るというのである(Litwak1960)。

この修正拡大家族概念はパーソンズ批判としては的はずれである。何故ならば、パーソンズの

「孤立Jの意味は前節にみたとおり(住居や経済の独立と双系制)であり、親族との付き合い

(訪問や援助)の有無とは直接関係はないからである。パーソンズの「孤立した核家族j とて、

親族同士助け合う事も訪問しあう事も当然、ありうる事なのである。しかし、それにも関わらず、

修正拡大家族の概念は有効である。それによって核家族の理解がより明細に、より実態に則した

ものになるからである。少なくともパーソンスが重視しなかった核家族の一側面が鮮明に見えて

くる。

ところで、産業化・近代化によって現れた家族変動を家族形態的に見れば核家族化であるが、

家族機能や家族結合の原理などに着目する有力な学説もある。たとえば、家族機能に注目したオ

グパーンはかつての家族は経済機能中心の組織であり、家族は生活で消費されるいろいろなもの

を作る、いわば「工場Jであったと述べている。これに対して、現代の家族では経済機能は大き

く後退し、家族員のパーソナリティへのサーピスや配慮が中心的な機能となってきた。オク'パー

ンはこの機能をパーソナリティ機能とよぶ (Ogburn1933)。

つまり、家族は生産の単位から消費の単位に変化した。この家族変化は、先進国の共通の出生

率の低下(少子化)という現象に根底的に関与する。すなわち「出生率の減少には、明らかに経

済的な意味がある。家族が生産の単位から消費の単位に変貌するにつれて、子どもは、経済的資

産でなく、経済的債務となった。たとえば農家では、子どもは経済的にみて役に立つものであり

うるが、都会のアパートに住む公認会計士の家族では、 〈経済的にみて〉子どもにできることと

いえば費用を作り出すことだけである (Bergerand Berger 1972 = 1979: 102) J。少子化の原因

に関する、このパーガーの見解は非常に説得的である。

またパージェスらは有名な制度家族から友愛家族へという図式で家族の結合原理の変化を述べ

た。すなわち、「家族は歴史的に見れば、モーレス、世論、法律によって家族の行動がコントロー

ルされる制度 (institution) か ら 、 家 族 の行動が相互の愛情、平等に基づく友愛
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(companionship)へ変化してきた (Burgess，Lock & Thomes 1963:3)J。

パージェスらによって描かれた家族変動の図式は、楽観的で調和的な未来を展望した。又、戦

後(ないし、高度成長以後の)日本の家族変動(=核家族化)を肯定的に現状分析する際のキイ

ワードとしても広く利用された。しかし、このような展望や現状分析に異議を唱えるのが、近年

のフェミニズムに依拠する家族研究である。フェミニズムの発想では、産業化・近代化によって

現れた家族は、核家族や夫婦家族や友愛家族というタームでなく、「近代家族」とよばれる事が

多い。それはジェンダー的ハイアラキー構造が社会全体にも、家族内部にも存在する時代の過渡

的 ・歴史的家族類型を提示せんがための工夫である。したがって、フェミニズムではジェンダー

的ハイアラキー構造なき社会が未来に展望されており、その未来の家族が「近代家族」以後に展

望されている。

言い換えれば、産業革命によって出現した近代家族 (=核家族や夫婦家族や友愛家族)とは、

まだ歴史における発展途上の家族である。近代家族においては、デーピスが示したように結婚は

私的な問題になった。又、近代家族は親族組織からの統制から自由な小家族であるとは言える

(2、参照)。しかしそれは、 「親族組織や地域社会から独立した私的世界としての家族の中で、私

的存在として女性が位置づけられた、つまり「主婦の誕生」をみたという事であるん「このよう

な状態を指して、家父長支配からの個人の解放が近代社会の特徴だ、といわれるのが一般に見ら

れるが、フェミニズム理論では、性役割分業に基づく私的家族を家父長の本質を引き継いで、いる

ものとみなしている(目黒1993:214)J。従って、近代家族は、性役割革命(特に、経済資源への

女性のアクセス)を経て、性役割分業や性的不平等構造を大きく縮小・破棄して、個人の自立化

という方向に変容すべき家族として位置づけられる。

この家族変動の仮説を示したのが図 lである。この図 1を提唱した目黒 (1993)は 「性役割革

命は始まってまだ日も浅く、家族変動を説明しうる概念であるかどうかについて結論を出す時期

ではない」と、慎重な留保を付けている。「しかし、 ・・・私的領域としての家族システムの中

で社会的地位が認められていた女性が、家族システムの内外で個人としての地位を確立する方向

に時代は変化しつつある」とも主張した。これらの問題をどう捉えるか。それはもはやフェミニ

ズムという立場や性役割革命への賛否を超えぞ、家族変動に関心をもっ者の共通関心になってい

るものと思われる。

単位のタイプ

資料目黒(1993)より

図 1 家族変動のメカニズム

変動契機

産業革命経済資源への
個人のアクセス

性役割革命.経済資源への
女性のアクセス

社会システム

市民国家 1 家族単位の
非親族支援システム

市民国家II:個人単位の
オルターナティヴ支援

システム
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[注]

1 )本稿は学部での社会学講義を念頭において執筆されている。

2 )リストに出てきた、非嫡出や幼児婚については、グードの説明が分かりやすい。彼によれば、

嫡出の規則 (rulesof legitimacy) とは、「社会に完全に受け入れられるひとりの成員を生

み、育てる権利を誰が持つかを明確にする規則jの事である。嫡出(非嫡出)は他の動物に

は見られない人間家族の基本的特徴である。たとえば、われわれの社会では「不義Jによっ

て子ども作る事を禁じている。これは摘出の規則の一例である。またグードによれば、ヒン

ドゥでは幼児婚の規定があり、伝統的には少女達は思春期前に結婚すべきとされていた。彼

女らの平均結婚年齢は1891年で12.5歳、 1941年で14.7歳と報告されている(Goode1964=19 

76 ; 37-52)。なお、家族の多様性を学ぶには、 Hendry(2002 = 1999; 218-249) も有益である。

ここには、リストで紹介できなかった冥婚 (ghostmarriage)や上昇婚 (hypergamy)や交

差イトコ婚 (cross-cousinmarriage)など含めての明快な説明がある。

3 )この計算方式は森岡清美の提案による(森岡・望月 1997:158-159)。夫婦家族の比率は、

国勢調査報告においては、(核家族世帯総数/普通世帯数) X100という計算式(従来方式)

で示されてきた。
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