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子どもの貧困の経験という視点

大 澤 真 平

はじめに

日本においても子どもの貧困対策法が制定さ
れ、貧困にある子どもに対する政策的対応がなさ
れ始めている。しかし、その対策は所得再分配に
は踏み込まず、中心は学習支援と親の就労支援が
主となっており、貧困にあるままで子どもと親の
自助努力を求める傾向がみられる。一方、先進国
で先んじて子どもの貧困対策の政策的対応をとっ
てきたイギリスでは、政権交代にともなって
Child poverty act 2010 から Welfare reform and
Work act 2016 へと政策アジェンダが変更され
た。その結果、給付の削減と就労促進の強化が図
られ、またこれまでの貧困率や物質的剥奪といっ
た指標から、ライフチャンスアプローチによる新
しい指標として教育と就労の達成が子どもの貧困
を把握する目標となった。

これらの貧困対策は、いずれも大人の視点で子
どものニーズが想定されていたり、子どもの将来
の達成に焦点が当たっており、貧困にある子ども
の体験を反映していない貧困対策とも言える。ま
た、実際にはその前提となる家族の生活実態も政
策には十分に反映されていない。Child poverty
act はニューレイバーによる社会投資アプローチ
を背景にしていたが、例えば日本でも紹介されて
いる早期の質の高い幼児教育が将来的なパフォー
マンスの向上につながるという指摘も、それはど
ういう生活状況と結びついたときに効果を持つの
か、現実に子どもが幼児教育を利用するためには
どのような生活条件が揃わなければならないの
か、といった生活実態に即した検討は議論に上
がってこない。また、日本の子どもの貧困対策法
や Welfare reform and Work act にみられる教育

機会や就労機会といった社会的流動性に焦点化さ
れたライフチャンスの狭い理解は、ライフチャン
スを実質化させる子ども期の充足と生活実態の改
善という観点が欠如している。子どもの経験は現
実の生活のなかで形作られる。まずは子どもの育
つ生活実態を十分に踏まえ、そのうえで子どもの
声を政策に反映することが必要だろう。

このような状況は今日の子どもの貧困研究の現
状と課題ともかかわっている。子どもの貧困に関
する研究は、貧困研究のフレームワークの中で主
に欧米の量的調査の分野で全体像の把握がなされ
てきた。そこでは生活様式や物的剥奪の内容や水
準が把握されたり、パネル調査の進展により、い
つ、だれが、どのくらい、どの程度の貧困に置か
れているかといった動態が把握されてきた。そし
てそのなかで、子ども期の生活状態が大人期の達
成にどのように結びついているかや、その説明要
因変数として SES、世帯構成、年齢や障害の状態、
ジェンダー、人種、民族性などの影響が明らかに
されてきた。また、それらの背景となるマクロ的
な要因として福祉国家論を背景に社会保障制度や
社会福祉サービス・制度の在り方も問われてきた。

しかし、これらの知見に基づいて、具体的な生
活の様子、家族間の関係性や相互作用、あるいは
社会的排除に置かれた状況など貧困のなかに暮ら
すこと、そして子どもの社会生活へのインパクト
など、当事者がそのことをどのような経験として
受け止めているかを明らかにする研究は十分にな
されているとは言い難い。そのことは貧困の世代
的再生産を因果関係的に把握する視点をもたらす
と同時に、現実の生活を捨象した政策提案（とそ
れへの期待）に結びつく恐れがある。

このような状況のなか、いま必要とされている



16

のは、量的調査による客観的な知見にもとづく、
質的な生活実態と当事者のニーズや意識の把握と
いった点であるだろう。貧困とは人間の多様性を
前提に、必要を充足する資源の不足や欠如、ある
いはその資源をどのように調達し組み合わせ生活
を実現するかという生活実践の困難を意味してい
る。それを踏まえた上で心理的な、あるいは社会
関係における人々の生活への影響を当事者の視点
でとらえることが求められている。そのことを抜
きに、人々の実践レベルでの貧困の世代的再生産
の断ち切り（進学できた子どもに共通の要因は何
か……、自己肯定感を高めるために何が必要か、
貧困にあってもうまく対応できる子どものレジリ
エンスやコンピテンシーは何か……、）を議論し
ても、貧困にある生活への理解は深まりにくいし、
実際の人々のニーズに応える施策につながってい
かないのではないだろうか。

こういった課題にこたえる研究として、当事者
の貧困の経験を取り上げる一連の研究がある。こ
れらの研究は「専門家としての当事者」の視点と
経験を、貧困の理解と政策につなげることができ
ると期待されている。このような子どもへの質的
研究である「子どもの声を聴く研究」は、1990 年
代半ばから蓄積されてきたが、そのなかでも特に
リッジらは「貧困の経験」と「子どもの視点」を
結び付けた「子ども中心の視点」アプローチによ
る研究を先駆的にすすめてきた。本稿はこれらの
研究の検討から、貧困の世代的再生産の解消・緩
和という課題に対して、子ども・若者（以後、「子
ども」とする）の貧困の経験という視点がどのよ
うに位置づけられるのかを考えていきたい。まず
は、「子どもの声を聴く」研究の現在の到達点を確
認し、家族の位置づけと政策に対する影響、そし
て研究のスタンスを明らかにする。その後、あら
ためて子どもの経験をとらえる研究の意味を検討
し、子どもの貧困の経験から貧困の世代的再生産
の解消・緩和へのアプローチを考えていきたい。

⚑．子どもの貧困の経験と家族

(⚑) 子どもの育つ環境としての家族
子どもの声を聴く研究は、子どもを人生の主体

としてとらえ、子どもの側から貧困についての理
解を深める視点にたつ。とはいえ、子どもの育ち
は家族という環境に依存しており、子どもの貧困
の経験は家族のあり様に大きく左右される。まず
は「個人の環境としての家族」という視点から、
子どもの貧困の経験に関する家族の位置づけを検
討したい。

貧困とは必要を充足する資源の不足や欠如、あ
るいはその資源をどのように調達し組み合わせ生
活を実現するかという生活実践の困難を意味して
いる。それはまた人々の人生を実現するためのケ
イパビリティーの不平等を生み出す。ケイパビリ
ティーを提唱したセンは、貧困にある人々が異な
る条件のもと多様な立場と状況に置かれており、
個別の生活上の困難を抱えた生活者として存在し
ていることを重視してきた。このような観点から
考えると、家族を背景とした子どもの貧困の経験
は、人々の多様性と資源・資本の不平等の側面か
らとらえていく必要があるだろう。

貧困研究では家族が貧困にあるかどうかを把握
する際、所得を指標とする場合が多い。しかし、
実際には所得以外に家族の置かれた状況や条件は
多様であり、子どもの貧困の経験はこの多様性の
もとで個別の出来事として経験される。これまで
の量的調査では、貧困を経験するリスクとして家
族特性や家族構成が明らかにされてきた。また、
人種、民族性、ジェンダー、階層/階級、障がいと
いったカテゴリーと貧困の関連性についても示さ
れてきた。質的な貧困の経験を扱う研究は、この
ような集合的な特徴として示される状況やカテゴ
リーに置かれることが子どもや家族にとってどの
ような経験なのかを明らかにする1)。それと同時
に、貧困に置かれた期間やどの程度の深刻さだっ
たのか、あるいはどのような社会関係のなかにい
たのか、孤立や虐待や離婚や失業といった困難を
抱えたのか、親や兄弟のケアは誰がどう担ったの
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か、さまざまな事柄の組み合わせのパターンのな
かで形成される個別の生活上の貧困の経験を理解
する視点ともなる。

一方で、貧困・不平等の次世代への移転、貧困
の世代的再生産は家族の持つ資源・資本の不利・
不平等を背景に生じている（青木 2003）。物的環
境にしろ心理的環境にしろ、個人の環境としての
家族は当然それぞれ異なっている。子どもの生育
の不平等の背景には、社会構造の反映である制度
としての家族が存在している。また、それは家族
の持つ資源・資本の不平等を社会的にどの程度緩
和する意思があるかという、当該社会での家族政
策や教育政策のありかたに大きく左右される（大
澤・松本 2016）。子どもの貧困の経験はこういっ
たことを背景に形作られていく。そういう点で、
子どもの貧困の経験をとらえる研究は、人々の多
様性、そして家族の資源・資本の不平等を背景に
した生活という視点を持つ必要がある。

とはいえ、子どもの声を聴く研究は集合的なカ
テゴリーとして捨象されてしまう個々の営みをと
らえる観点を持つことを考えれば、その複雑性を
見落とさないようにしなくてはならない。例え
ば、ひとり親世帯であることは量的調査では一般
に貧困のリスク要因として示されるが、個別の子
どもや親の立場からみれば、離婚することによっ
て主観的ウェルビーイングが向上する可能性があ
る。同様に、子どもの幼少期における母親の長時
間労働は子どもの発達にネガティブに働くとの一
般的な結果も、貧困世帯における所得の向上や、
就労が母親の社会参加を促すことで精神的な健康
状態の維持につながることもあり、それが子ども
の生活にポジティブに働く場合もあるだろう。あ
る形態やカテゴリーが不利で困難な経験となるか
どうかは、家族を制度化する政治社会のあり方や、
支えとなる資源やサービスの有無やアクセスに
よっても異なるものとなる。

いずれにしろ、世代の再生産の主要な部分を家
族が担うことを前提に置くなら、子育ての脱家族
化を進めることが家族依存を緩和する方向性につ
ながることを押さえつつ、子どもの貧困の経験と

機会の不平等を個人の環境としての家族という点
から問わなければならない2)。
(⚒) 家族の生活と子どもの経験

では、具体的に環境としての家族を背景に、子
どもの貧困の経験はどのようにとらえられてきた
のであろうか。かつて子どもの貧困に関する研究
動向を検討した小西は、リッジの子ども中心の視
点研究について、学歴や職歴といった家族背景や
家族関係、あるいは子育て方法に対する検討がな
されていないとして、家族に対するアプローチの
弱さを指摘している（小西 2008）。ここからは子
どもの声を聴く研究における家族と子どもの関係
に着目して家族の位置づけを検討してみたい。

リッジによる経済的困窮下における家族の生活
実践についての質的研究のレビューからは、貧困
にある家族が失業、疾病、障害、家族構成の変化
など、家族内外の出来事によって容易に不安定化
することが見いだされている。子どもの生活に関
しては、祝賀やクリスマスといった標準的な文化
的行事の実施と参加、費用のかかるアクティビ
ティーやスポーツへの参加、あるいは将来のため
の貯蓄をすることなど、追加的な費用のかかる事
柄と日常的な需要を満たすコストとのバランスを
とることが困難であることが指摘されている。ま
た、親（特に母親）は子どもの必要が満たせるよ
うに自分自身は我慢することがあること3)、就労
のためにかかるコスト、保育、時間、交通手段な
どを確保することに大きな心配があるなど、貧困
に対処する親のエージェンシーが明らかにされて
いる（Ridge 2009）。

一方で、貧困にある家庭の子どもの経験につい
ての別のレビューでは、家族に対する子どもの意
識や理解が示されている。貧困にある子どもは親
のストレスや過労について心を痛め、親の悲しみ
や怒りや失望を目の当たりにし、親が貧困の中で
恥の意識を感じることに敏感になり、また家庭内
でのコンフリクトから親との間で緊張を経験して
いることもあった。そのなかで子どもは自分の欲
求と家族の必要に葛藤しながら生活を送ってい
た。しかし、子どもはそのような生活にうまく対
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処し、状況をコントロールしていることも明らか
にされている（Ridge 2011）。

このように子どもと家族の質的調査は、量的調
査の知見をもとに家族の持つ資源・資本の不足や
欠如、そしてその調達の困難をとらえ、その中で
の子どもの意識や対処を明らかにしようと試みて
いる。一方で、小西の指摘のうち家族背景や家族
関係は一部分捉えているが、家族の子育て方法に
ついては子どもの貧困の経験の背景としてそれら
を分析的に扱っているわけではない。だがそれ
は、そもそも子どもの声を聴く研究が貧困の世代
的再生産のプロセスの解明を目的としているので
はないことに要因があると考えられる。では、
リッジは子ども中心の視点から家族をどのように
位置づけようとしていたのだろうか。

リッジは 2000 年代初めの子どもの声を聴く「子
ども中心の視点」研究のあと、子どものエージェ
ンシーと家族の生活の相互作用を明らかにした

「家族―仕事プロジェクト」研究を行っている
（Ridge & Millar 2011, Millar & Ridge 2013）。この
「家族―仕事プロジェクト」研究は、雇用ベースの
福祉政策がひとり親世帯の母親と子どもにどのよ
うな影響を与えるのかを評価するために行われた
一連の研究である。リッジはこの研究を母親の就
労問題だけにとどめず、全体で家族の生活に関わ
るプロジェクトとして仕事を概念化している。

このプロジェクト研究は、親と子どものパワー
の差を考慮すると、子どもの声を聴く研究は子ど
も期のエージェンシーを過大評価するきらいがあ
るとの批判（Seymour &McNamee 2012）に対し
て、子どものエージェンシーを家族との関係の中
で捉えようとしている。そのなかで、雇用の継続
によって生じる変化を、母親と子どもがどのよう
に対処し、やがて変化した生活を日常化していく
かに注目している。

結果として、収入の増加が子どもの生活の質や
社会参加を向上させたこと、貧困にある恥辱や社
会的不名誉からの意識の回復がもたらされたこ
と、祖父母のサポートや雇用形態、保育の質など
資源のあり方が雇用継続に関連することが示され

た。そしてなにより、生活の変化を管理し母親を
助け雇用が継続できるよう、子ども自身がエー
ジェンシーを発揮して家族役割を担ったり気遣い
を行う様子が明らかにされた（Ridge & Millar
2008, 2011; Millar & Ridge 2013）。「家族―仕事プ
ロジェクト」研究で明らかにされたのは、子ども
と親の相互作用の中で生活が成立する様子であっ
た。子どもは家族全体が貧困の悪影響から守られ
るように対処しようとエージェンシーを発揮し、
家族の生活状況を維持する主要なアクターとして
存在していた。

しかし、この「家族―仕事プロジェクト」研究
は、子どものエージェンシーと家族の生活の相互
作用を示すだけではなく、大人に対する政策が子
どもの生活や福祉にいかに大きな影響を持つかを
同時に示している。リッジは「子ども中心の視点」
研究と「家族―子どもプロジェクト」研究の知見
を合わせて、2010 年からの保守党連立政権下での

「福祉サービスと社会保障制度の前例のない削
減」4) が子どもの生活にどのような影響を与える
かについて検討している（Ridge, 2013）。そこで
は子どもの貧困の経験や剥奪状態が、大人や家族
に対する政策変更によって左右されることがはっ
きりと示されている（もちろん、子ども向け福祉
サービスの削減が子どもの生活に与える影響は言
うまでもない）。大人や家族に対する政策的対応
は子どもの福祉改善につながるか（悪化につなが
らないか）を十分に検討して行われる必要があり、
そのためにも子どもの声や経験を明らかにする研
究が必要とされていることが理解できる。

そういう点で、リッジはあくまでも子どもの
ウェルビーイングの向上や子どもの権利の保障と
いう観点から家族を位置づけているように思われ
る。貧困の影響を緩和し子どもの育ちを保障しよ
うとするなら、家族に対する総合的な支援が必要
となるのは言うまでもない5)。教育機会や就労機
会といった社会的流動性に焦点化された狭いライ
フチャンス概念に対して、タッカーは貧困にある
子どものライフチャンスを改善するためには、家
族支援、家庭収入の適正化、若者の移行支援、住
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宅と住環境の改善、質の高い幼児教育とすべての
子どもに対する保育、家族の支払うコストの低減、
子どもの健康とウェルビーイングへの効果的な
サービス、すべての子どもに働きかける教育シス
テムといった多様な要素が必要だと指摘する

（Tucker 2016）。それは家族への働きかけを通し
て子ども期から充実した価値ある人生を送る基盤
を整え、子どもの権利を実質的に実現するなかで
ライフチャンスを増進させるべきだという考えに
基づいている。リッジの研究はこういった視点を
実証研究として位置づけようとしているのではな
いだろうか。つまり、貧困の世代的再生産のプロ
セスの解明ではなく、政策やウェルビーイングの
実質的なあり方を検証する研究の方向性と言える
のではないか。だからこそリッジを始め子どもの
声を聴く研究では、文化的再生産論の系譜に位置
づく子育て方法を環境としての家族として焦点化
しないのだろう。

このように子どもの声を聴く研究は、家族の資
源・資本の不平等という背景のもと、そこでの子
どもと家族の相互作用を明らかにし、当事者の視
点から政策のあり方を問う可能性を持つ視点とし
て研究が進められている。これは現在進む子ども
の貧困対策への反証や提言として大きな意義を
持っていると言えよう。子どもの視点を徹底して
いくことで、このように政策的なところへもやが
ては意味を持つようになっていくことが理解でき
る。

しかし、「子ども中心の視点」に家族を位置づけ
ることで、逆に当初の目的であった家族の中に隠
された子どもの世界を理解しようとする試みが、
再び家族の問題のなかに埋もれてしまっているよ
うにも思われる6)。特に貧困の世代的再生産の解
消・緩和という課題を子どもの側から問うために
は、リッジらとは別の観点から子どもの貧困の経
験の意義を検討する必要があるのではないだろう
か。この点について、次節から「子ども」を中心
に、子どもの貧困の経験の課題を検討していきた
い。

⚒．「貧困の経験」と「当事者の視点」
―貧困を子どもの側からみること―

(⚑) 子どもの貧困の経験と意識
量的調査の結果は、生活様式や物質的必要や物

的剥奪の内容や水準、貧困の動態の把握といった
面で客観的な現実の理解を貧困研究にもたらし
た。何を必要とするかは社会的に構築される側面
があるが、貧困にある人々は衣食住だけではなく、
医療、移動、教育といったサービスへのアクセス
も得られず、もっと広くとらえれば社会生活や社
会参加を十分に実現できない生活水準に置かれて
いる。そして、その必要を充足する所得、時間、
サービス、あるいは社会関係といった資源の不足
や欠如といった事柄が明らかにされてきた7)。ま
た、縦断調査はいつ、だれが、どのくらい、どの
程度の貧困に置かれており、そのことが心身の発
達や認知能力の形成、ひいては将来的な社会経済
的地位達成とどのように相関しているかを明らか
にしてきた8)。これらの調査は貧困の概念、定義、
測定の議論に始まり、貧困の物質的な側面の把握
と、貧困の持続性の特徴について客観的な事実9)

を示した点に大きな意義がある。これらの調査は
貧困にある人々の経験を間接的に示してきた。

しかし、世帯収入を指標とした調査は、家庭内
での収入の分配の偏りを把握できないため、家族
の中の子どもという視点になかなか届かなかっ
た。また、子どもにとって許容できる生活水準の
理解は、子どもと大人で異なっているという指摘
もある（Feeny and Boyden 2004）。リッジはこれ
らの量的調査の政策立案への大きな貢献を認めた
上で、量的調査は誰がどのような経験をするかの
一場面しか示しておらず、毎日の生活と社会経済
的関係に与える直接的な貧困の影響や、子ども自
身の生活困窮の経験と対処については理解が進ん
でいないことを指摘する。そして質的調査は「貧
困の効果とインパクトを理解するための決定的な
社会と関係の次元の理解を加え、福祉や社会経済
支援の社会政策への示唆を与える可能性を持つ」

（Ridge 2009: 13）と述べ、当事者に対する質的調
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査の必要性を訴えている。
このような観点から貧困の経験を当事者の声を

通して理解する研究では、貧困の経験は物質的側
面が象徴的・関係的側面に与える影響の大きさが
指摘されている。CPAG による当事者との集団
討議による研究（Poverty First Hand Study）から
は、貧困の経験は自尊心の低下や怒り・抑うつと
いった心理的影響、健康状態の悪化といった身体
的物理的影響、スティグマによる社会関係への影
響、そして人々の選択と子育ての困難さといった
実際的な影響を与えることが見出されている

（Beresford, P. et al. 1999）。しかし、子どもにとっ
て貧困の経験がどのような影響を与えるのかは、
長い間、きちんと受け止められて理解されてこな
かった。

リッジによれば、貧困にある子どもと若者に直
接アクセスする研究の厚みが増してきたのは
1990 年代半ばからであり、その端緒となったのは
ミドルトンらの family fortunes study（1994）だ
という（Ridge 2009）。リッジはこの研究の流れ
を明確に子ども中心の視点として捉えなおし、貧
困にある子どもの主観的な経験を明らかにした

（Ridge 2002, 2003）。リッジはこれまでの研究と
政策は子ども期の経験よりも成人期の貧困の潜在
的な結果に焦点化される傾向があり、子どもの貧
困体験を反映していない貧困対策であったと指摘
する。子どもと世帯の貧困は同じ現象ではなく、
だからこそ子どもに対する貧困の影響を緩和する
ためには、子ども自身の貧困の経験と意味を聞き
取る必要がある。リッジは「いかなる概念枠組み
であっても、子ども期それ自体の状況に応じて文
脈化されなければならない。それは子どものディ
スコース、主体性、アイデンティティを含んで行
われる必要があり、また他方では、大人／子ども
という社会関係に内在する権力の階層性と、子ど
もであるという経験を形作っている、社会的な境
界、構造、制度を認識しつつ行われる必要がある」
と述べる（Ridge 2002：訳書 24）。

自身の子ども中心のアプローチ研究を含む、
1998 年から 2008 年の 10 年間の子どもと家族の

質的研究のレビュー（Ridge 2009）の結果からは、
子どもにとっても貧困の経験はいつも否定的なも
のであり、心理的、物理的、社会関係的な影響を
与えることが明らかにされている。リッジは子ど
も自身から見いだされた貧困が影響を与えるカギ
となる領域について①経済的窮乏、②物的剥奪、
③社会参加の剥奪、④学校生活の剥奪、⑤服装の
違いと仲間活動への不参加、⑥家族への心配と気
遣い、⑦親との緊張関係、⑧家事や養育の家庭役
割の引き受け、⑨質の低い住宅、⑩地域資源の乏
しさをあげている。レビューから明らかにされた
のは、貧困にある子どもたちは他の子どもたちと
同様に社会的・文化的な期待を持ち、同等の立場
で友人との関係の中に参加したいと望み、同じ社
会規範によって駆り立てられる姿であった。

リッジが特に指摘するのは、受動的な被害者で
はなく、お金のやりくりや家族の生活を心配し、
気遣い、その生活が何とか成立するように主体的
に状況をコントロールするといった、剥奪の経験
を制御しようとする能動的な生活者としての子ど
もである。しかし、子どもたちが能動的に貧困を
隠したり、自身の欲求や必要を押しとどめたり、
親を助けるために家事に従事したり、アルバイト
で自身の資源を確保したりすることは、結果的に
子どものウェルビーイングの質を低下させること
にもつながっていた。

子ども自身の声から明らかにされたことは、貧
困の物質的側面の問題が象徴的・関係的側面に与
える影響の大きさと、そのことが実際に子どもの
生活や社会参加を制約する働きを持つことであっ
た。子ども自身からすれば物的資源の欠如とス
ティグマの意識が社会生活そのものの機会を縮小
し、「みんなと同じ子ども」と自分自身を位置づけ
られない所に貧困にあることの苦痛が存在してい
るのかもしれない。貧困の経験をとらえること
は、経済的困窮にある生活の実態を当事者がどの
ように受けとめているか、どのように対処しよう
としているのかについて理解を深め、集合的なカ
テゴリーとして捨象されてしまう個々の営みをと
らえる視点となる。
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(⚒) 経験の主体としての子ども
―その到達点と課題―

このように子どもの貧困の経験についての研究
は、貧困に抑圧される受動的な当事者像ではなく、
その生活のなかで格闘する能動的な存在として子
どもをとらえる観点に立つ。ここからは、その理
論的アプローチを検討したのち、本研究において

「なにをとらえるか」という問題意識を明確化し
ていきたい。

子どもの声を聴く研究は、子どもの将来の達成
より「子どものいま」＝子ども期の充足に焦点が
当たっている。これは明らかに子どもの権利概念
の子ども研究への浸透を背景にしている。歴史的
にみた場合、「子ども期」の観念が子どもと大人の
あり方の枠組みとして機能してきた（カニンガム
2013）。カニンガムは「子どもとは一定の自立的
な権利を持つ人間であるとする公的言説」は、親
の庇護下にある子ども（親の恣意性に左右される）
から、ひとりの主体を持つ市民としての扱いを求
める方向性をもたらしてきたと指摘する。子ども
の権利という概念は、子ども研究に当事者である
子どもの声を聴くという方法論を持ち込み、子ど
もの声の重要性が増すとともに、決定過程に子ど
もの参加を促す力ともなってきた（Foley et al.
2003）。それは投資に値する子どもへの政策とい
う観点ではなく、個々の子どもにとっての権利の
実現としての政策という観点となりうる可能性を
持つ10)。

子どもの権利論は、その背景に「子どもとはな
にか」という問いを持っている11)。子どもを大人
の視点から本質化するのではなく、家庭や学校や
社会生活の場における子ども自身の議論、対処、
調整、決定過程を通してそれを理解しようとする
研究の傾向が、近年の社会学を中心とした「新し
い子どもの社会学」の流れに見受けられる。「新
しい子どもの社会学」は「社会化」や「発達」と
いった子どもから大人へ向かう単線的な子どもと
大人の関係をとらえなおす子ども研究の流れを指
す。プラウトによれば、「新しい子ども社会学」は
脱文脈化された「発達」概念や大人からの一方向

的な「社会化」概念への批判のなかから生じ、子
ども期（childhood）が社会的で文化的な制度であ
ること、つまり社会的構築物としての子どもであ
るとし、また子どもを「自立した社会的な行為者」
として扱うことを特徴としている（プラウト
2017＝2005)12)。こういった背景のもと、子ども
の経験をとらえる研究は、貧困にある生活の中で
当事者がどのように主体性を発揮してそれに対処
しているか、それを受け止めているかに焦点が当
たることになる。

貧困にある子どもの質的調査の知見からは、恥
や同調できないことへの恐れ、違う事への恐れ、
いじめや排除されることへの恐怖などが子どもの
行動に影響を与えていることが明らかにされてお
り、そういう点でアイデンティティは子どもの貧
困の経験の主要な問題として位置づけられてい
る。このことは新しい子どもの社会学とも呼応し
ており、主体的な行為者であることは、アイデン
ティティを持ち、その管理をする子どもという見
方をもたらす（McDonald. 2009）。子どもたちの
こういった行動には、当然ながら市場における消
費文化をつうじた自己アイデンティティの形成が
子どもの世界にとって大きな意味を持つという背
景があるだろう（Ridge 2011）。マクドナルドは
リッジをはじめとする質的研究を検討し、子ども
のアイデンティティは社会との対話や社会的な制
度を通じて双方向的に構成されること、子どもの
アイデンティティの具体化には生活場面での物質
的な影響があること、子どもは自分のアイデン
ティティの具体化を管理する戦略を演じることを
指摘している（McDonald. 2009）。

このような貧困にある人々のアイデンティティ
にもとづく行為を、構造のなかでの個人の主体的
行為としてとらえる概念がエージェンシーであ
る13)。リスターは貧困にある人々を理解する視点
として、階層化された社会や社会的権力関係のな
かに位置づけられた個人が物質的資源や力の欠如
によって抑制を受けつつ、いかに主体として自ら
の生活をコントロールしているかというエージェ
ンシーに注目する（Lister 2004）。エージェンシー
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概念を用いることで、子どもを無条件に「自立し
た社会的な行為者」とみなすことなく、貧困の中
での子どもの格闘を捉えることが可能となる。貧
困にある子どもの質的調査をエージェンシーの観
点から分析したレビューでは、子どもが能動的に
貧困にある生活に対処している様子が見られる一
方で、貧困が子どものエージェンシーを抑圧する
こと、そして子どものエージェンシーが子ども自
身や他の子どもの排除の主要な力となることが見
いだされている（Redmond 2009)14)。

このように子どもの「なにをとらえるか」とい
う問題について、貧困にある子どもの声を聴く研
究は、自らの生活をコントロールし状況に対処す
る子どものエージェンシーがどのように行使され
るのかに注目してきた。その背景には、貧困の経
験は継続的というより断続的であることが多いと
いうパネル調査による動態の把握があり、構造の
規定力を強調する貧困の世代的再生産への着目よ
り、むしろエージェントしての個人の格闘を捉え
ようとする研究の流れがある15)(リスター 2011）。
リッジらはこの観点の研究をすすめ、イギリスに
おける母子世帯への就労支援政策のなかで就労に
よる貧困からの脱出をはかる母親と、その支えに
なろうとする子どものエージェンシーを明らかに
しようとしている（Ridge 2007; Ridge & Millar
2008, 2011; Millar & Ridge 2013）。

子どもの経験をとらえようとするとき、視点を
（あくまでも相対的にではあるが）「いま」か「こ
れから」に置く軸と、「構造」か「エージェンシー」
に置く軸が考えられる。これまで検討してきた子
どもの声を聴く研究は、その理論的背景からも「い
ま」と「エージェンシー」の側に特に焦点が当たっ
ていると言えよう。しかし、子どもの貧困の経験
を視点として貧困の世代的再生産の解消・緩和へ
の知見を得ることを課題にするなら、子どもの声
を尊重しつつ、ライフチャンスを視野に入れた焦
点の当て方が必要になるだろう。

リッジは子どもに関するこれまでの研究は発達
論的パラダイムにもとづいており、将来の大人に
与える影響に注目が集まっても、子ども期それ自

体における貧困の影響は扱われてこなかったと指
摘している（Ridge 2002）。子どもの声を聴く研
究はこの批判に応えて、子ども期あるいは子ども
の「いま」に着目している。しかし、リッジ自身
も述べるように、子どもたちの人生に与える貧困
の影響は、「短期的な観点（子ども期それ自体）と
長期的な観点（大人になってからの結果）の両方
から理解する必要がある」（Ridge 2002）ことは間
違いない。だが、子どもの声を聴く研究は、実際
にはこの二つの観点を接続する枠組みでの分析は
明確にはなされてこなかった。

プラウトによれば、新しい子ども社会学は
「存在者＝であるもの

ビ ー イ ン グ ス

」としての子どもという発想
に重点を置きすぎている傾向があるという。プラウ
トは存在は時間性を欠いてはありえないというリー
の言葉を引きながら、「存在者＝であるもの

ビ ー イ ン グ ス

」とし
ての立場を尊重されつつ「生成者＝になるもの

ビ カ ミ ン グ ス

」と
見られるべきだと述べている（プラウト2017）。ま
た、リスターもエージェンシーの発揮を子どもの
先の見通しと合わせた長いスパンを持ってとらえ
る可能性について言及している（リスター 2011）。
子どもの貧困の経験から貧困の世代的再生産を問
う場合、やはりこの二つの観点を接続する枠組み
が必要となるのではないだろうか。

このことはライフチャンスのとらえかたとも関
係している。現在のイギリス保守党政権の社会流
動性と能力主義に焦点のあたる「ライフチャンス」
のとらえ方に対し、フェビアン協会は「大きな成
果を達成する子どもの可能性」としてライフコー
スを通したライフチャンスの重要性を強調してい
る（Lister, 2016）。それは子ども期の経験や機会
が将来の見通しの基本になるという考え方に基づ
いており、子ども期の生活上の機会の保障とその
延長線上に達成の不平等の解消を見込む視点とも
言える。この考えは子どもの権利論とも接続し、
それ自体は重要な指摘である。しかし、そうであ
るなら逆に「いま」の積み重ねの不利・不平等が
どのようにライフチャンスの不利につながるのか
という、それを接続する視点を貧困の影響を明ら
かにする実証研究としては持つ必要があるだろ
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う。
ただし、子どもの声を聴く研究として「いま」

と「これから」を接続する枠組みを考える際に、
量的調査で示される子ども期の状態とのちの大人
としての達成のプロセスを質的調査のデータから
因果関係的に示すことになるなら、それはリッジ
の批判に応えることにはならない。あくまで子ど
もの貧困の経験としての枠組みとして考えるな
ら、子ども期の経験や機会が将来の見通しの基本
になることを子どもの貧困の経験からとらえてい
くことがカギになる。つまり、子どもは貧困の経
験のなかで、いかに適応の前提となる生活の評価
や自己の評価を形成し現状を受け入れていくの
か、そのことが選択肢や制約にどのようにつな
がっていくのか、といったことをまずは明らかに
することが必要だろう。子どもの「いま」を理解
し、それを「これから」の連続線上の問題として
考えることは、大人の関心から子どもをないがし
ろにすることではなく、むしろ子どもの声を聴く
研究の時間軸を拡張する方向となろう。

⚓．おわりにかえて
―研究の位置づけと課題

本稿の検討で明らかになったことは、子どもの
声を聴く研究はいかに貧困が継承されるのかとい
うプロセス論ではなく、剥奪された子ども期の生
活の積み重ねそのものが貧困の世代的再生産に結
びつくという立場に立つということであった。貧
困の世代的再生産のプロセスは、子ども期からの
生活の積み重ねを包括的にとらえることの難しさ
と、合わせて、エスピン＝アンデルセンが述べる
ようにそのメカニズムは家庭の経済的資源、親の
時間投資、家族の学習文化等が複雑に関係してい
るとすれば（エスピン＝アンデルセン 2011）、実
際にはその解明は困難であろう16)。プロセスはつ
まるところ子ども期全体を通じて何が起こってい
るのかを理解しようとすることに他ならない。そ
れに対して子どもの声を聴く研究は、環境として
の家族を背景に置きつつ、子ども期から充実した
人生を送る基盤を整え、子どもの権利を実質的に

実現する中でライフチャンスをとらえる視点で
あった17)。

子どもの貧困の経験という視点は、後者の観点
から貧困の世代的生産の解消・緩和という課題に
応える研究と位置づけられる。しかし、本稿で検
討したように、ライフチャンスの不平等を子ども
の視点からとらえるには、明らかに課題が残され
ている。経験は個人が行為や選択を行う前提とな
る生活の評価や社会の認識、自分自身をどういう
存在として位置づけるか、あるいは選択肢の確か
らしさへの確信といったものを形成する。デュベ
は『経験の社会学』において、行為者の表象だけ
ではなく感情や行為者が自分自身に対して打ち立
てる関係を分析することが重要だと指摘し、「た
とえば重要なのは、学業上の失敗を生み出す包括
的メカニズムを明らかにすることではなく、挫折
の経験そのものに向き合うことである。その挫折
は特定の個人の経験でしかありえないが、個別的
な歴史の中で個人の世界や主体性を構築するもの
なのだ」（デュベ 2011：253）と述べる。貧困にあ
る子どもの経験を考える時、子ども自身が自分を
どのように社会との相互作用の中で認識するのか
を理解する必要があるし、そのことが子どもの行
為や選択にどのような影響を与えるのかを明らか
にすることが重要な視点になる。

子どもの貧困の経験という視点は、物的基盤に
基づく子どもの生活に対する認識をとらえる視点
であり、それが象徴的・関係的な側面に与える影
響を理解するだけでなく、子ども自身のアイデン
ティティを通した行為や選択に与える影響を理解
する視点ともなる。それはあくまでも子どもの側
から世界を理解する視点であり、子どもが主体的
に生きていく中での選択の幅や不利の積み重なり
を明らかにすることで、子ども・若者に対するソー
シャルワーク的支援のあり方についての知見も得
られるだろう。

これまでの日本における貧困の世代的再生産研
究は、親世代の貧困・不平等が次世代へ転移され
る状況、そしてその構造要因（特に家族主義的な
社会政策やイデオロギーのあり方）を示してきた。
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また、その中での貧困からの脱出を図る個人や家
族の格闘として見た場合の、自由・権利・機会・
資産・所得・自尊心といった「基本財」の不足や
欠如と、自立に必要な雇用や教育を手に入れるケ
イパビリティーの欠如を明らかにしてきた。子ど
もの貧困の経験の視点は、これらの研究の知見を
もとにしつつ、しかしこれまでの家族の側からは
見えてこなかった子どもの側から子どもが貧困の
なかに生活することの意味と影響を描くことがで
きる視点となりうるだろう。

注
⚑) とはいえ、カテゴリー間の相互作用がどのような

困難な状態を引き起こすかについて、質的調査はま

だ十分にそれらを明らかにはできていない（Ridge

2009）。

⚒)「子どもの貧困」は、「社会的に生み出され、家族

を単位として立ち現れる貧困を、そこに生きる子ど

もを主体として把握し、子どもの育ちと人生に即し

てより具体的に理解するため」の概念である（松本

2008）。貧困の世代的再生産の解消・緩和という課

題から考えれば、家族資源・資本の不平等を子ども

の貧困の経験の背景としてより分析的に把握する

必要があるが、子どもの貧困の経験研究もまた「子

育て家族の貧困」を扱うわけではない。そういう点

で、家族による社会化の影響（狭い意味では家族の

養育のあり方に還元されるような見方）を受ける受

動的な存在としてではなく、子どもを個人としてラ

イフコースを「選択」し主体性をもって生きる存在

としてとらえるために、子どもと家族の相互作用は

あくまでも「個人化された貧困経験の関係的な文脈

での理解」（Lister, 2004：訳書 96）をもとに考えて

いく必要があるだろう。

⚓) この点に関して、剥奪指標を子どもの観点から再

設定して子ども自身に対してその剥奪経験の数量

的な把握を行った調査では、家族の剥奪状態と子ど

もの剥奪状態が関係している場合もあれば、親が自

身のニーズを犠牲にして子どもへの影響を緩和し

ている場合もあることが明らかにされている

（Swords et al. 2011）。

⚔) この点については、伊藤・阿部（2016）「イギリ

ス：行き詰った子どもの貧困対策─自由主義レジー

ムにおける限界」なども参照になる。また、一般書

であるが、2010 年からの保守党連立政権下での子

ども福祉政策の大幅な切り下げが低所得世帯向け

の保育所の閉鎖につながり、そこでの子どものそだ

つ権利の侵害がどのように起こっているかについ

て描かれた書籍なども参考になる（ブレイディ

2017）。

⚕) ベバリッジ計画の構想を想起しても、より基本的

な対応として雇用、労働、住宅、社会福祉、社会保

障、教育、医療、保健、公衆衛生といった様々な政

策対応が背景に求められる。

⚖) リッジの最近の論文において、イギリスの子ども

の貧困対策が家族依存的傾向を強めていることを

背景に、ひとり親世帯の子どもが、家庭生活につい

て母親と交渉をしたり、別れた父親との交流を模索

したりする積極的なエージェントである様子を明

らかにし、政策が子どもの生活に与える影響を子ど

もの視点から考慮する必要性を訴えている（Ridge

2017）。そういう点で、ますます家族との相互作用

や（意図しているかどうかは別として）家族のあり

方に焦点が当たってきているようにも思われる。

⚗) 貧困の物質的必要の概念の整理についてはス

ピッカー（2008）を参照のこと。

⚘) この点に関するまとまった議論は小西（2008）を

参照のこと。

⚙) 貧困の状態に長期間置かれているより困窮度の

高い世帯の特徴を把握するとともに、むしろ貧困は

貧困層と低所得層の間を行き来しながら断続的、一

時的に経験される方が一般的であることが明らか

にされた（Brudbery, et al. 2001, Bradshaw 2003）。

10) イギリスでは「第三の道」を標榜する労働党政権

により子どもの貧困対策が進むことになるが、その

政策アジェンダである社会投資アプローチについ

て、ヘンドリックは子どもの権利の観点が福祉政策

にほとんど反映されていないことを指摘している

（Hendrick 2003）。ただ、実際にはヘンドリックも

一部認めているように、税制施策やシュアスタート

のような社会プログラムは、子どもの福祉の状態を
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改善したことも事実である。子どもの権利を理念

として法にうたっていなくとも、現実の変化が子ど

もの権利を促進する状態を作ることはありうる。

しかし、当事者の経験にもとづかない政策決定は、

その変化や改廃を定めるときに、実際の子どもの生

活や福祉の状態がどのように変化するかについて

注意を払わないことになりかねない。

11) 大江（2011）によれば、現在の子どもの権利論の

背景には子どもの自律・解放を指向する観点が強く

表れているという。大江はそれ自体は本質主義的

な性質になりやすいが、構造・関係論的な子ども論・

子ども学の観点からとらえることで、「開かれた構

想の権利論」になる可能性を指摘している。

12) プラウト自身は、「新しい子どもの社会学」を批

判的に継承する観点から、子どもを社会的な構築物

とみなすだけではなく、「自然で文化的、生物学的

で社会的、物質的で言説的なもの」であるとして構

築されていると述べている（プラウト 2017）。

13) アイデンティティとエージェンシーについては、

上野千鶴子が「アイデンティティとはなんであると

考えられてきたか」という学説史的な議論の中で関

連性を整理している（上野 2005）。

14) 同論文ではリスターによるエージェンシーの四

類型（「やりくり」「反抗」「脱出」「組織化」）に沿っ

て子どものエージェンシーが分析されている。貧

困にある子どもたちからは「組織化」は見いだされ

なかった。

15) リスターは構造とエージェンシーについて次の

ように述べている。「構造を中心に見ると社会的、

経済的、政治的システムとプロセスと、それらが貧

困状態にある人々の生活や機会にどんな影響を与

えるかに焦点が置かれます。一方エージェンシー

に焦点を当てると、そうしたシステムやプロセスの

なかで個々人がどのように動き、決断するかが明ら

かになります。構造とエージェンシーはそれぞれ

異なる角度から貧困を説明する核心部分です」（リ

スター 2011）。エージェンシーの方が重要というこ

とではなく、「貧困の概念化においてエージェン

シーが軽んじられていた」という背景がある。

16) エスピン＝アンデルセンは次のようにも述べて

いる。「親から子供への資源、特権、あるいはハン

ディキャップの伝達のメカニズムははっきりしな

いからである。この曖昧なものを指して、われわれ

は単純に『社会資本』と呼んでしまうが、これには、

親が育った文化的環境、子供の発達への親の関与、

社会的ネットワークへの参加のあり方が含まれて

いる。こうしたことが子供のライフチャンスに

とって決定的な重要性を持つとしても、それを測定

する手段は事実上存在しない。」（エスピン＝アンデ

ルセン 2001：126）

17) そういう点で、日本の子どもの貧困対策法が学習

支援を主たる柱としていることや、これまでの学校

教育（あるいは学力や学習）と進学機会という狭い

ライフチャンス概念の立場に立つ研究は、剥奪され

た子ども期の生活という視点を欠いた議論だった

のではないだろうか。
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