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１． 科研費基盤研究（B）「貧困に対する子どもの

コンピテンシーをはぐくむ福祉・教育プログラ

ム開発」（2011 ～ 2013年度）

　この度、3ヵ年の標記科研プロジェクトを終了し、

総勢17名の共同研究の成果を3冊の報告書にま

とめることができた（2014年3月）。

第1分冊「貧困と不利・困難を抱えた子どもの

生活と自立」（173頁＋調査票）

第2分冊「母子家庭の母親と子どもへの支援」

（121頁）

第3分冊「自立に困難を抱える若者への支援」

（147頁）

　現在、これを2巻構成の書籍の形にするべく、

執筆者一同、原稿を鋭意作成中である（刊行はお

そらく来年2015年の春～夏ごろになる見込み）。

２． 本誌で問題提起した論点への回答

　『Int’lecowk（国際経済労働研究）』2013年

11 ／ 12月号（通算1035号）では、科研研究を進

めるにあたっての問題提起を何点かにわたってま

とめた。以下では「科研費による研究のような、か

なりの期間を費やし、また、予算的裏付けがある場

合は『自前のデータ』を得ることが可能であるし、そ

れは必須であるといえる」との位置づけのもと実施

した調査の結果を踏まえて、こうした問題提起に答

えたいと思う。

　「子どもの貧困」の直接の原因は、「親の貧困」

といえる。基本的に、世帯を単位として生活が営ま

れることから「親の貧困」の影響が被扶養家族で

ある子どもの生活にもおよび、その影響の総体が

「子どもの貧困」となる。当然のことながら、因果関

係的にみて「子どもの貧困」の前に「親の貧困」が

ある。

　親の生活と子どもの生活はいくつかの点で異な

る。親は基本的には勤労に従事するが、子どもは

未成年の場合が多く、各種の学校に通うことが普

通である。その結果、消費パターンの違いが生まれ

る。また、子どもは身体的、人格的に成長途上にあ

るが、このことは「教育」による「陶冶の可能性」を

意味する。成人の場合にも「教育」は一定の影響

を与えるが、子どもの場合はより「可塑性」が高く

教育的働きの影響を受けやすい。こうして考えて

みると、同一の家計に属しつつも親と子どもの「生

活」はかなり異なったものと考えられ、同じ世帯内

の貧困も親と子どもに異なった影響を与えている

と考えたほうがよさそうである。つまり要約すれば、

「原因」と「及ぼす影響」の2点において親の貧困

と子どもの貧困は異なるのである。

　ところで、子どもの貧困を論じる際、次の引用文

子どもの貧困と「貧困／不利／困難に抗う力」

同志社大学社会学部　教授　埋　橋　孝　文

特集１

１）�「子どもの貧困」と「親の貧困」を区別する
ものは何か、両者の関係はどのように捉えら
れるべきか、両者を切り離して考え、対応す
ることはできるか。
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が示しているような、親の貧困とは別個のものとし

て扱うことへの危険性を指摘する意見がある。

「そもそも子どもの貧困を家族の貧困と分離して把

えることは方法論的な誤りといってよい」「・・・子ど

もの貧困論は親の貧困にまで及ばなければならな

いという青木報告の主張と重なるものといえよう」

（横井2011、31−32頁）

　こうした主張をどのように捉えるべきであろうか。

先にふれたように子どもの貧困の「直接の原因」

は親の貧困にあるわけだから両者を「分離して把

えることは」できない。しかし、このことは親の貧困と

子どもの貧困を一応区別して両者の違いを明らか

にすること自体を否定することにはならない。私た

ちが懸念しているのは「子どもの貧困は親の貧困

にまで及ばなければならない」という、ある意味で

は正論ともいえる主張が、かえって子どもの貧困に

肉薄しその固有の特徴を浮き彫りにしようとする

方向に水を差すことになるのではないかという点

である。

　上の「懸念」に関わって２つのことを述べておき

たい。１つ目は、海外の研究と比べて日本の研究は

「子どもの貧困」そのものをあまり深く、的確にとら

えていないのではないかという疑問であり、２つ目

は、そのことが、教育や福祉の現場において子ども

の貧困に対してどのように対応すべきかについて

適切な指針を打ち出しえていない理由の一端に

なっているのではないか、ということである。

　私たちの当初からの問題意識は、ミクロの福祉・

教育実践に役立つような「子どもの貧困観」を打

ち立てることであったが、実はこうした問題意識に

基づく国内での研究は思いのほか少なく、子ども

の貧困を問題にしながらも多くはマクロ的な貧困

率や世帯の経済状況、現金給付を問題とするも

２）�「子どもの貧困の中身はどのようなものか、
言い換えれば、貧困は子どもにどのような影
響を与えているのか」

のであった。そのため海外での研究に目を向けざる

を得なかった。その中で、次の2つの文献は他にな

い新鮮な方法と視点をもつ研究であり、大いに参

考になる。

　１）Tess Ridge, Childhood Poverty and 

Social Exclusion (The Policy Press, 2002

＝テス・リッジ著、渡辺雅夫監訳『子どもの貧困と

社会的排除』桜井書店、2010年) 

　２）Annette Lareau, Unequal Childhoods, 

Class, Race, and Family Life (University 

of California Press, 2003)

　紙数の関係からテス・リッジの本しか言及できな

いが、この本は「子ども本人の将来にとって貧困が

どのような影響を与えるか」ではなく、今の生活に

貧困がどう影響しているか、に焦点を当てている。

つまり、①経済的・物質的な側面、②学校生活の

社会的・関係的側面、③家庭環境や学校外での

生活についての「主観的な説明」そのものに注目

し、分析したのである。①経済的・物質的な側面で

は、貧しい家庭の子どもほど小遣いをもらっていな

いとされているが、その小遣いをどう確保している

か、②学校生活の社会的・関係的側面では、仲

間に溶け込むことの重要性とそのための服装が

重要であると捉えられていること、などが明らかにさ

れる。まさに、「子どもの視点から」しか見えないもの

を具体的に描き出し、かつ、監訳者が適切にも指

摘しているように「貧困状態にある子どもたちは、そ

の困難に単に受動的に応じているわけではない。

子どもなりに主体的に対処している様子もまた、子

どもを中心に据える視点から明らかになっている」

（訳書301頁）。

　さらに、学校の教育活動における様々な私費負

担からもたらされる「学校の内側での排除」、流行

の服装に典型的にみられる「消費社会からの排

除」、労働に従事しお金を稼ぎながらの生活に由

来する「子ども期からの排除」など、子どもに及ぼ

す貧困の影響を「社会的排除」の観点からまとめ

ている。周知のように、社会的排除論は、人々の
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３）�「子どもの貧困」とは、親の貧困が子どもに
及ぼしている影響（世帯の貧困）であるが、
子どもを中心に考えると、子どもの貧困体験
は子どもをとりまく諸環境、諸資源からの排
除、剥奪状態といえるのではないか。

社会関係に注目し、社会の主流から人々が切り離

され孤立するプロセスを明らかにする。親の貧困と

は第一義的には所得をはじめとする経済的手段

の欠乏であるが、とりわけ子どもにはそれがいくつ

かの社会的排除となって現れるのである。

　日本ではテス・リッジのような「子どもを中心に据

えた（child’s perspective）」アプローチによる実

証研究は少ない。「子どもの剥奪状態」について

論じている阿部（2008、192−208頁）も、子ども自

身ではなく、親が答えた調査に基づいている。山野

（2008）は、子ども視点から捉えているものではな

いが、親が低所得であることが子どもにどのような

影響を与えているかを述べている。そこでは、低所

得世帯の親は子どもと向き合う十分な時間が取れ

ない、居住スペースの狭さ、適切な教育環境の不

足などが挙げられている。これらは、親とのコミュニ

ケーションの「機会」、プライバシーを確保し、自分

の時間や空間を得る「機会」、家での教育・学習

「機会」というふうに、貧困家庭でなかったら普通

に享受できていた「さまざまな機会」から排除、もし

くは剥奪されていることを意味する。とりわけ子ども

は既に述べたように可塑性に富んだ存在である

が、こうした「機会」を得られないことは子どもの成

長過程にさまざまな負の影響を及ぼす可能性があ

る。たとえば、それは低い学力、悪い健康状況、低い

意欲＝「意欲格差」という結果をもたらす。

　したがって、「子どもの貧困体験は子どもをとりま

く諸環境、諸資源からの排除、剥奪状態」といって

よい。なお、テス・リッジは、「政策的提言」として、

給付水準の引き上げや制服・遠足などの教育関

係費の軽減と並んで、「低所得家庭出身の子ども

と若者を社会活動に積極的に参加させること」を

挙げている。その理由として次のように述べられて

いる。

　「学校環境の外での子どもと若者の経験を見

ていると、彼らには、友人たちと一緒活動に参加し

たり、より広い社会的ネットワークを維持発展させた

りする機会がひどく不足していることがわかる。こ

の問題に直接対処しようとすると、子どもたちを活

動に積極的に参加させることと、そうした参加を可

能にする能力を向上させることの両方を促進する

ことが必要となる」（訳書284頁）。

　上のような貧困ゆえに排除、剥奪されてきたさま

ざまな機会への参加を促そうとする実践は、香港

のNGO団体が積極的に試みているものである

（埋橋2013）。つまり、一例を挙げれば普通の香

港の子どもならば一度は行ったことがあるビクトリ

ア・ピークに貧困家庭の子どもは行ったことがな

い。NGOは貧困家庭の子どもの手が届かない遠く

へ出かけての「野外活動」に力を入れていたので

ある。

　ただし、以上はイギリスや香港の子どもの場合の

「機会」の剥奪の一例である。日本の貧困家庭の

子どもが希望しても享受できていない「機会」には

どのようなものがあるかをより深く掘り下げていくこ

とが、日本に有効な「政策提言」を打ち出すために

は必要不可欠である。

　この問題については、貧困そのものの世代間継

承つまり「貧困の連鎖」に関係していくつかの研

究がある。まず、現在の生活保護受給者は子ども

のときに生活保護受給家庭で育った割合が高い

ことが指摘されている（道中2009）。また、子どもが

成人して再び貧困に陥る可能性の高い「経路」

についての研究もある。たとえば阿部（2014、第2

４）�「どうすれば親の貧困が子どもたちに及ぼ
す影響・連鎖を断ち切ることができるか、そ
もそもそれは可能か」
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章）は、7つの連鎖の経路を挙げ（１金銭的経路、

２家庭環境を介した経路、３遺伝子を介した経路、

４職業を介した経路、５健康を介した経路、６意識

を介した経路、７その他の経路）、「子ども期の貧

困」が「現在（成人後）の生活困難（食料困窮）」

に至る主要な経路（「低学歴」、「非正規労働」

「現在の低所得」）を明らかにしている。

　容易に想像できるようにこうした「経路」につい

て検討する目的は「連鎖」を断ち切る効果的な方

法を見出すためである。それぞれの連鎖の経路を

断ち切るためにはどれだけの財政的措置が必要

かという問題（1の金銭的経路に関して）や、家庭

内のことに関してどれだけ公的介入が可能かどう

かという問題（２の家庭環境を介した経路に関し

て）は今後の検討課題である。つまり、費用対効

果の点で効率的で、かつ、実行可能性の高い方

策をめぐってはより深く議論する余地はある。そうし

た留保付きではあるが、こうした対策が十分に講じ

られれば「貧困の連鎖」はたとえ完全に断ち切れ

なくともその鎖の太さを細くするのは可能であろう。

しかし、こうした貧困の連鎖に関する研究の進展

により少なからぬ知見が積み重ねられても、それら

は、貧困家庭の子どもたちを教える教育現場ある

いは貧困家庭の子どもが直面する問題に対応す

る福祉現場に実践上の指針や示唆を与えること

はあまりない。次にこの問題を検討する。

　子どもの貧困を扱った先行研究では、直接貧

困家庭の子どもに働きかける教育的・福祉的試み

について論じたものが少ないことに気づく。それに

はいくつかの背景、理由が考えられる。第1に、既

にふれたようにわが国では子どもの視点に立った

調査、研究が少なく、そのため（貧困家庭の）子ど

ものニーズや希望などを十分解明してきたとはいえ

ない。第2に、親の所得、経済的状況を軸に子ども

の意識を分析した調査研究が少ない。教育分野

では親の所得を調査項目に加えることが最近まで

タブー視されてきたこともある。学校現場では親の

所得に関わりなく普遍主義的に子どもに接するこ

とが重視されている。第3に、子どもの貧困はすで

に見たように「親の貧困」の結果であり、子どもは

「子どもの貧困」に一切責任がない。したがって、

問題の解決は原因あるいは先にふれた経路に働

きかけるべきであって、貧困による不利／困難を引

き受けざるを得ない子どもに働きかけるのは「筋違

い」ではないか、と捉えられている。

　上に挙げたようなさまざまな背景、理由が重なっ

てのことであり、そのため止むを得ない点もあるが、

しかし私たちは、以下の理由から、これまでの研究

の枠を打ち破り、結論的にいえば子どもの「貧困

／不利／困難に抗う力」を真正面に据えつつ、そ

れをはぐくむ手立てを講じるべきであると考える。

　第1に、直接貧困家庭の子どもに働きかける教

育的・福祉的試みについて論じたものが少ないの

は、何に対して働きかけるのか、また、何を目標に働

きかけるという「対象」および「目標」が明確でな

かったためであると思われるからである。

　第２に、そうした状況の下で、一種のレジリエンス

概念である「貧困／不利／困難に抗う力」を「対

象」、「目標」に据えることが、こうした難点を克服

し、事態の打開に貢献するからである。

　貧困家庭の子どもはさまざまな機会から排除、

機会を剥奪されており、その結果として貧困に陥

り、個人的にもそこからの脱出口を見出せないこと

も多いが、場合によってはいくつかの「不利」や

「困難」を乗り越えているケースも観察される。つま

り、子どもが直面する危機にうまく適応することで

危機に押しつぶされない子どもの存在が注目され

ている。リスク要因が存在するにもかかわらず防御

促進要因が存在することで子どもが良好な状態を

５）�「子どもの貧困に抗う力」、つまり、苦境に
立ち向かえる能力をそもそも問題として立て
ることは妥当か、それは貧困家庭の子どもた
ちに過重な負担、課題を与えることにならな
いか。
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維持することがあるのである。そうした子どもをレジリ

エントな子どもと呼び、そこに働く作用がレジリエン

スであるとされている。

　類似の概念にコンピテンシーがある。この概念

は、元来、ある職務や状況において期待される業

績を安定的・継続的に達成している人材に一貫

してみられる行動・態度・思考・判断・選択などに

おける傾向や特性のことを指す。ただし近年、ビジ

ネスの世界で好んで用いられてきた「知識、スキ

ル、態度のクラスター」という用法から、「組織という

よりも特定の文脈における課題に対応するための

能力」として捉えられるようになってきた。そのため

たとえば貧困というコンテキストのもとでの、子ども

が貧困に負けない、いわば底辺からの目線による

コンピテンシー、つまり、「貧困に抗するコンピテン

シー」を構想することもできる。

　しかし、たとえばOECD提唱のキー・コンピテン

シーをみても、それは①自律的に行動する能力、

②社会的な異質の集団における交流能力、③社

会・文化的・技術的ツールを相互作用的に活用

する能力、と定義されており、あくまで個人に内在

する「能力」である。

　これに対してレジリエンスの場合は、子どものリス

ク要因に環境要因と個人要因（近隣や学校を含

む広範な環境の諸条件、家族の諸条件、個人の

要因）があると同時に、防御要因にもその両方があ

り、より幅が広い概念である。つまり、リスク要因が

存在するにもかかわらず様々な環境的、個人的な

防御促進要因の働きによって「逆境にもかかわら

ず、うまく適応すること」がレジリエンスの状態とされ

るのである。

　私たちの科研研究プロジェクトはそのタイトル

（「貧困に対する子どものコンピテンシーをはぐくむ

福祉・教育プログラム開発」）に明らかなように、当

初はコンピテンシー概念を援用してどうすればそれ

をはぐくむことができるかを明らかにしようとしてい

た。しかし、能力概念だけに注目していては、「苦境

に立ち向かえる能力をそもそも問題として立てるこ

とは妥当か、それは貧困家庭の子どもたちに過重

な負担、課題を与えることにならないか」という批

判に応えることができない。

　私たちは一種のレジリエンス概念である「貧困

／不利／困難に抗う力」を構想しているが、その

場合の「力」とは子ども個人の能力だけを意味し

ているのではない。レジリエンス概念であることから

それは環境要因と個人要因の双方に関わる概念

である。あるいは「力」という言葉には個人に帰属

する能力をイメージさせるものがあれば、「貧困／

不利／困難に抗うレジリエンス」と言い換えてもい

い。

　教育的・福祉的試みの対象／目的にレジリエン

ス概念である「貧困／不利／困難に抗う力（レジリ

エンス）」を策定してはじめてそうした実践的働きを

有効に行なうことができる。ただ、これまでこうした

問題の立て方はあまり例がなく、そのため解決しな

ければならない課題が多い。上にある「リスク要因

を少しでも軽減することが先決ではないか」という

指摘もその一つである。ただし、繰り返し言っている

ように「貧困／不利／困難に抗う力（レジリエン

ス）」は個人の能力ではなく環境的要因からも構

成されていることを考慮すれば、リスク要因の軽減

はとりもなおさず「力」を増強させることになる。

　なお、子どもへの対応と、親の貧困の軽減や親

への働きかけのどちらを優先すべきかという問いは

あまり意味がない。私たちの問題意識は、これまで

の子どもの貧困に関する議論は教育的、福祉的

働きかけに示唆するものが少ない、働きかけのガイ

6）�貧困は多くの困難と不利（リスク要因）を
子どもに課す。「貧困／不利／困難に抗う
力」を構想するのはいいが、そうしたリスク
要因を少しでも軽減することが先決ではな
いのか。あるいは子どもへの対応よりも親
の貧困の軽減や親への働きかけを優先す
べきではないか。
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ドライン的なものすらないという研究上の「空白」を

埋めたいということにある。

３．自己肯定感（自尊感情）の重要性

　フレーザー（2009）では個人的な防御要因として

「自尊心、頑強性」や「自己効力感」が挙げられて

いる（55頁）。つまり、同じリスクや困難に直面して

も自尊心や自己効力感が高い場合にはそれを乗

り越えることができるということである。

　大阪市内の小・中学生に聞いた私たちのアン

ケート調査によると、貧困家庭の子どもたちの自己

肯定感は非貧困家庭の子どもたちに比べて有意

に低いことが明らかになっている（阿部・埋橋・矢

野2014、14−16頁）。また、児童養護施設の職員

へのインタビューでも、入所児童の間では、大切に

されなかった家庭環境や虐待、あるいは、十分な

説明なしの措置で入所してきたことなどから、①大

人への不信感、②将来に対する無気力、と並ん

で、③低い自己肯定感が目立つとのことであった。

施設職員の意見では、こうした自己肯定感が低い

子には同じ教育的働きかけをしてもその効果は低

いものにとどまる。

　上のようなことを視野に入れると、次のような暫

定的な結論を得ることができる。

　子どもの貧困はさまざまな機会からの排除、剥

奪を生む。本稿でみたものを挙げれば「学校の内

側での排除」、「消費社会」「子ども期」からの排

除、あるいは「親とのコミュニケーションの機会」「自

分の時間や空間を得る機会」「家での教育・学習

の機会」の剥奪などである。こうしたことは子どもに

負の影響＝ダメージを与える。リスクに遭遇すること

によって子どもの自己肯定感はいやがうえにも下

がってしまう。自己肯定感はリスクに対する防御要

因として働くが、それが下がってしまうのである。

「貧困／不利／困難に抗う力（レジリエンス）」を

構想することが可能であり、また必要である。環境

的、個人的な要因から構成される「貧困／不利／

困難に抗う力（レジリエンス）」を策定することに

よって−その「力」を構成する要素をさらに十分検

討する必要があるが−、教育的・福祉的働きかけ

の「対象」と「目標」を得ることができる。そうした「力

（レジリエンス）」があるとしても、貧困やその他の不

利、困難による負の影響＝ダメージからの回復や

自己肯定感の回復は、そうした「力」の基底にあっ

て、「力」を発揮、増進させる重要な前提条件であ

る。
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