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家族変動研究と家族類型

~森岡清美の所説を手がかりにして

安藤由美

１課題と方法

本稿の目的は、家族変動を研究する場合に使用される家族類型につい

て、森岡清美の所説を手がかりに考察することである。前半では、家族社

会学の分野で曰本の家族変動研究を先導してきた森岡の方法論を要約・検

討し、後半ではいくつかの問題についての私なりの考察を行いたい。

「家」の変動も含めてみた場合、曰本の家族の変動は、必ずしも専門の

研究対象としての「家族」を冠する家族社会学の固有の研究テーマではな

く、むしろ、「家」と「現代家族」の両者の関連を、変動の側面から実証

研究をとおして追求していった研究は少ないという[森岡1993:第２章,p、

１９]。そうしたなかにあって、森岡清美は戦後の日本の家族変動を、直系

家族制から夫婦家族制へという世界的な家族変動の流れのなかに位置づけ

ながら研究してきた一人である。とくに、かれの場合、実証研究で用いる

測定概念や尺度の開発において、多大な貢献を成しているといえる。最近

かれの20余年にわたる家族変動研究の成果が著書にまとめられて、その全

体像もとらえやすくなった（『現代家族変動論』1993年ミネルヴァ書房

刊）(1)。そこで、本稿では、主としてこれを手がかりに、関連する論考

も含めながら、森岡の家族変動論において１つの特徴をなしているともい

える家族類型論について検討しようと思う。

筆者の個人的な関心からいうと、ライフコース論の視点からの社会現象

の研究、およびそのための理論と方法の開発に主たる研究関心をおく筆者

にとって、家族および家族変動はいわば接近する社会現象の１つの領域と

いうことになるが、しかしこれまでこの領域に重点的に取り組んだことは

なかった。現在筆者自身がライフコースを歩んでいる沖縄社会をフィール

ドとする研究に着手したばかりであるが、社会の組織化において親族志向
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性が曰本本土よりも強く残っているといわれる沖縄社会を理解するために

は、家族・親族はこれにアプローチする有力な側面であると考えられる。

加えて、近代化・産業化と家族・親族の変動の関係についての社会学的研

究はほとんど未着手であるといってもよい。この方面での研究を行うため

の方法論を探る上で、家族社会学の分野から変動研究の成果からなにを学

べるかを私なりに整理しておく必要があると思われたのである。本稿はそ

うした準備作業の一つとして位置づけられる。

２森岡清美の家族変動論と家族類型

家族変動の研究といっても、さまざまなアプローチの仕方があるし、そ

れとともに、どのような変化を家族変動の重要な要件とするかという理解

の仕方もさまざまである。一般に、家族の歴史的変化をとらえるときに

は、その制度的側面すなわち規範からアプローチすることになる。森岡の

場合、家族規範のうちでも、家族形成規範の変化すなわち家族類型の変化

がもっとも重要であると述べている[森岡1993:第11章,pp206-7]・

森岡は、かれが家族類型概念を用いて解明しようとする家族変動の時代

的射程と変動の方向をどのように設定しているだろうか。かれがあつかお

うとする家族変動の一方の極は「現代家族」である。この「現代家族」と

は、「日本の現代を特徴づける家族」の意で、「夫婦制家族（夫婦家族制

にたつ家族）の日本的変種」のことである。もう一方の極はというと、そ

れは端的にいって「家」である。この「家」とは、森岡によれば、1945年

の曰本の敗戦以前の、すなわち日本の近代という時代を特徴づける、「直

系制家族の日本的変種」のことである。以上からわかるように、森岡にあ

っては、近代から現代にかけてという限定された歴史時間を射程とし、直

系制家族の曰本的変種から夫婦制家族の日本的変種へという変動の方向が

想定されているのである[1993:第２章,pp､22-23]。

そして、日本における家から現代家族への変化という歴史的な問題は、

直系制家族から夫婦制家族への変化という社会学における社会変動の問題

としてとらえられることになる。また、家族変動が、直系制家族と夫婦制
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家族という二極概念間の変動としてとらえられることも特徴である。しか

し、直系制家族が単純に夫婦制家族に置き換えられることを想定している

のではない。「細かくいえば、個別の現象では両者の併存的状況、あるい

は混合・合成形態を過渡期として、大量現象としては、直系制家族が圧倒

的な状況から夫婦制家族が優勢な状況への推移を想定し、その動きのなか

から、家の伝統を背負った夫婦家族制の日本的典型が出現することを仮定

するものである」ということになる[1993:第11章,pp206-7]。このように

考えることによって、これら二極の同時的存在、およびそれらの中間的形

態が過渡期に存在することを認めているのである。では、ここにいう、直

系制家族や夫婦制家族、あるいはそれぞれの「日本的変種」とはどのよう

なものであろうか。以下、これらの概念を検討していきたい。

家族類型の定義をみるに先立ち、類型設定の前提をみておこう。まず、

概念規定において重要な位置を占めるのは、類型・典型・分類の３つのレ

ベルの区別である。これについては多くの研究者によって言及されること

が多いので、ここで逐一説明することを避けるが、要するに、純粋な社会

学的概念としての類型、歴史的（あるいは文化的）概念としての典型、そ

して現実の家族を肺分けするための分類を使い分けることによって、理念

型としての家族（類型と典型）と現実態としての家族とを混乱なくとら

え、また、典型のレベルでの日本的特殊性をもった家族現象を類型と関連

させることによって通文化的な観点から考察できるようになったのであ

る。このうち、家族変動の理論仮説を検討する本稿に関連するのは、いう

までもなく理念型としての類型と典型の２つである。

家族類型をどのような基準から設定しているか。すでに確認したよう

に、森岡は、家族形成規範の変化を家族変動の決定的要件と考えている。

ところで、ここでの家族形成とは何か。それは、親子２つの核家族の接続

の仕方に関するものである。つまり、親の生殖家族が子のそれと接続しな

いのが夫婦制、特定の子の生殖家族と接続するのが直系制、複数の子の家

族と接続するのが複合制である。このような森岡の類型設定は、かれ自身

が整理しているように、マードックの核家族説以来の、核家族を単位とす
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ろ類型論を受け継いでいる[1972b:p､23]。この種の類型論では、核家族が

それを超える親族集団に先立って存在することが前提とされる。その場

合、結婚・離婚あるいは嫡系・傍系の区別といった出自関係の設定といっ

た、核家族そのものを形成する、あるいは維持する行動についての規範は

問題とされていない。このことについてはあとで検討することにしたい。

では、次に、接続する世代間の核家族は、どのような関係にあるか。森

岡は以下のように整理する。少しばかり煩頃になるかもしれないが、後の

議論のなかでも言及するので、すべて掲げておこう[森岡・望月1993:pp

ll-12；森岡1972b:p､20]。

１．接触

（１）訪問・通信関係

（２）居住関係（同居・別居）

（３）財貨・サービスの授受・交換

２．優勢

（４）夫方定位家族と妻方定位家族のどちらが優先されるか、それと

も同等か

（５）上下２つの世代の生殖家族の、どちらが優勢かそれとも両者対

等か

３．継承

（６）社会的職業的な帰属的地位の継承（相続succession）

（７）父系・母系などの親族組織への社会的帰属の継承

（出自descent）

（８）財産の継承（遺産相続heritage）

（９）先祖祭祀の継承

（10）一般的な文化遺産および特殊的な家族文化の継承（社会化）

このようにまとめた上で、(2)の居住関係が「外部からとらえやすいば

かりでなく、ほかのどの項目とも多かれ少なかれ密接にかかわっている」

ので、「居住関係(livingarrangement)に関する規則（居住規則ruleof

residence）に焦点をおいて核家族間の世代関係を類別」することIこよっ
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Ｉて導かれるのが３つの家族類型である。

その家族類型の定義を、直系制家族の日本的典型と夫婦制家族の日本的

典型の内容の規定とともにみよう。まず、類型としての直系制家族からみ

ると、これは、「親が－人の継嗣の生殖家族と同居することを原則とする

家族であって、こうした同居を世代的にくり返すことにより、家族に属す

る財産・職業・社会的地位などを超世代的に保持し、直系的に維持・再生

産されてゆく家族」である。そして、典型としての日本の直系家族制は、

「先祖の祭りと世代を超えての家族の存続繁栄が重視され、したがってそ

の構成員は現実の家族員のほかに代々の先祖とまだ来ぬ子孫をも含むと考

えられ」る、とある。ここに示されているように、「日本的変種」として

の「家」は、類型としての直系制家族に加えて、先祖祭祀・超世代的な存

続繁栄の重視・現実の集団を超えた家観念の存在といった諸特徴が備った

ものということになる[1993:第２章,p､24](2)。

一方、夫婦制家族とは、「結婚によって成立し、夫婦の一方ないし双方

の死亡で消滅する夫婦一代限りの家族であって、少なくとも夫婦健在の間

は、どの子の生殖家族とも同居して単一世帯をなさないのを原則とする家

族」だとされる。また、現代曰本の夫婦制家族は、「直系制家族の残効に

より、両親が健在でも子夫婦との便宜的（規範的ではない）同居を認める

傾向がある」という特徴をもつ[1993:第２章,pp､24-25]。

ちなみに、複合制家族は、親の生殖家族が「２人以上の子の生殖家族と

同居するのを原則とする家族。ただし、同居の子は男子に限ることが多

い。多人数の家族となりやすいが、父が死亡すれば子の生殖家族を単位と

して分裂する傾向がある」という類型である。そして、特徴としては、

「財産に対する徹底した共有の観念のために、遺産は共同相続され、家族

分裂のさい諸子の間で均分して相続される」［1972a:ｐ22]･中国やインド

にみられるこの類型は日本には存在しないので、森岡の日本の家族変動の

図式ではあつかわれていないが、後段で家族類型の設定基準について考察

したいので、ここに掲げておく。

ここまでは主として森岡による家族社会学のテキストに収録されている
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論考を中心に、かれの家族類型論を紹介してきたのであるが、実は、森岡

は別の箇所で、核家族間の接合をとらえる基準としての居住関係を最重要

視することの見直しを行っている。これを行わせた理由は、家族の範囲と

世帯のそれがずれてくる場合があるからである。たとえば、隠居制のよう

に、親夫婦と子夫婦が別々の世帯を営みながら、しかし家族としてはそれ

らを－つの単位としてみなさなければならない場合がこれにあたる。ある

いは、労働力の移動が激しい今日、同一家族が地理的に遠く離れて生活し

ている場合も多い。そこで、概念規定上こうしたずれに対処しておく必要

が生じてくる。森岡の場合、それを、日常的生活単位である世帯~森岡

の場合これは「家族分類」でとらえられる－と家族との間を架橋する概

念を用意すること、そして、これに対応して理念型としての家族類型の規

定の見直しを行う、という２つの作業によって行っている[1993:第２章,p

p25-31]。

まず、家族が複世帯を営んでいる場合の記述法であるが、ここで森岡は

「同居家族familyasresidentialgmup」なる概念を提案する。これ

は、文字どおり、家族のうち同居する部分をさしていう。ところで、これ

まで家族の一般的定義についての森岡の規定にふれていなかったので、こ

こでそれをみておこう。よく知られた、「夫婦・親子・きょうだいなど少

数の近親者を主要な成員とし、成員相互の深い感情的係わりあいで結ばれ

た、第一次的な福祉志向の集団である」という定義では、居住関係は要件

となっていない。しかし、これは森岡に限らず、家族社会学全般に言える

ことだが、実際の運用にあたっては、同居する範囲を暗黙のうちに家族と

みなす場合が多かった。ここに、同居する家族集団をほんらいの「家族」

とは別概念で記述することによって、前述のようなずれに対処しようとい

うわけである。こうして、「家族」と「同居家族」の関係は、「家族類

型」と「家族分類」のそれと対応し、論理的な整合性が整ったのである。

次に、家族の一般的定義に対応するように、家族類型の諸規定も整理し

直す必要が生じてくる。すなわち「家族の本質的規定にふさわしく操作的

規定を立て直し、同居を決定的に重要な指標とすることを排除」しなけれ
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ばならなくなる。同居を決定的な指標とすることをやめるということは、

ほかの指標を重要視することにほかならない。こうして、あらたに社会的

地位、財産、先祖祭祀がクローズアップされてくる。ちなみに、家族の社

会的地位とは、家族が担う職業の社会的重要性にもとづいて、家族とそれ

を含む社会との接点で決定されるとする。さらに、この社会的地位には、

家名や家格のように、家族を包む生活共同体的な集団を前提にした公式的

地位と呼ぶべきものと、農村におけるユイや祝儀不祝儀の際の互助交際の

単位となる非公式的地位に区別される。‘

こうして、３つの家族類型はつぎのように再定義される。すなわち、

「－人の特定の子に社会的地位、財産、先祖祭祀を独占的もしくは優先的

に継承させる制度をもつ家族が、直系制家族である。夫婦制家族は、特定

の一人もしくは二人以上の子がこれらを継承する、という制度を欠く家族

である。…複合制家族はこれらを子供たちに共同で、ないし分割して継承

させる制度をもつ家族である」ということになる[1993:第２章,pp､29-

30]。

このあらたな規定を用いて日本の家族変動をとらえると、制度面でどの

ような変化が浮彫りにされるのだろうか。社会的地位の継承・財産相続。

､先祖祭祀の継承は、ほんらい別々のことがらであるが、曰本の直系制家族

では３つがセットになって継嗣に受け継がれてきた。ところが、現代で

は、産業化が進み業績主義が尊重されるため、公式的地位の世襲は減少す

れこそ増加はしない。地理的移動性も高くなり、互助交際も夫婦１代限り

になりやすいので、非公式的地位も継承されにくい。社会的地位の世代間

での継承の必然性がなくなることは、夫婦制家族の出現の一つの契機とな

るというわけである。

財産相続については、周知のように、明治民法下では家督相続に伴って

被相続人の財産は家督相続人に独占的ないし優先的に相続された。新民法

の規定では均分相続の理念を掲げているけれども、実際にはそれが貫徹さ

れていないとされる。すなわち、農家の場合、農地その他の財産が少な

く、均分相続に応じがたいことと、親の扶養を引き受けることを条件に－
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子が財産相続をすることが多いことである。森岡はこれらの２つを明示的

な理由として述べているけれども、もう１点、暗に示していることがあ

る。それは、社会的地位が家族と社会の接点であるのに対して、「財産は

むしろ家族内的」だとしているところから、財産相続が家族形成の契機に

なるかどうかは、社会的地位に比べて、外的社会環境の変化（たとえば産

業化）の影響を受けにくいと言っているようにも思われる。それはともか

くとして、財産相続は、直系制家族から夫婦制家族へという家族変動にお

いて、あまり変化していない側面だとされている。

三番目の先祖祭祀とは、家系を嗣いだ代々の家長夫婦を中心に先祖をと

らえる直系的先祖観と、先祖祭祀が子孫の義務であり、この義務を果たす

ことによって先祖は成仏し、子孫に冥助を垂れろとみる、祭祀－成仏一冥

助の連鎖においてとらえられる先祖との関係観にささえられた祭祀のこと

である。このような直系制家族における先祖祭祀の継承は、「伝えるべき

社会的地位や適すべき財産がなくても成立しうるが、それらがないと成立

の蓋然性は低まる」とみられる。実際、仏壇の保持率をみても社会的地位

の継承、財産の一子相続が行われやすい農家などの職業階層を別にすれ

ば、大都市ホワイトカラー層の家族においては低くなっている。要する

に、「先祖祭祀の廃絶の程度は家の変化の指標のひとつである」というこ

とになる[1993:第２章,pp32-37]。

以上、家族変動研究で用いられる家族類型概念を森岡清美の場合に限っ

て要約的にまとめたのであるが、そこで明らかになったことは、日本近代

を特徴づける「家」から現代を特徴づける「現代家族」への変動とは、か

れの類型論によって、直系制家族の日本的変種から夫婦制家族の日本的変

種への変動として把握された。そして、その内容は、社会的地位・財産・

先祖祭祀の特定の継嗣による継承および、継嗣の生殖家族の親のそれとの

同居といったことを制度化する家族から、これらを制度化しない家族への

変化であった。これによって、日本の近代から現代にかけての家族の構造

変動は、まことに明快に記述されているといえる。

では、これらの家族類型・典型の概念は、こんどは、それぞれの時代に
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なぜ固有の家族類型・典型が存在する（した）のかといった問題を解明す

る際に、どのような有用性をもちうるのだろうか。このことは、記述され

た変動のメカニズムを理解する上で不可欠であると思われる。これに関し

て、森岡の説明は、前段の家族類型の変化として把握された家族変動の仮

説の理路整然としたわかりやすさとは裏腹に、解釈の可能性が一様ではな

く明確とは言えないものである。しかし、このように批判するのは、森岡

の研究意図を不当に拡大解釈することになるのかもしれない。というの

も、すでにみてきたように、一定の親族圏内の人びとが、一方は日本の近

代において「家」すなわち直系制家族の日本的典型に、他方現代において

夫婦制家族の日本的典型に、それぞれ組織化されている条件への言及は充

分に示されている。しかし、上位概念である類型のレベルでの仮説との位

置づけとなると、必ずしも当面はそこまで射程には含めていないようにも

読みとれる。類型のレベルで議論をするということは、抽象度を高めるこ

とになる。文化的・時代的特性を排した抽象度の高い議論はとかく現象の

記述・説明において生産性が低くなりがちであるが、おそらく森岡にも、

日本の近代および現代という、時代と場所を限定したところでの家族の典

型を充分に理解するまでは、抽象度の高い類型のレベルでの議論には禁欲

的であるべきだという姿勢があるのだと思われる。

とはいえ、たとえ典型のレベルで議論するにしても、類型のレベルでの

仮説的見通しをもっていることが必要になるし、そうでなければそもそも

典型レベルでの議論は成立しない。また、典型レベルでの議論の成果は類

型のレベルでのそれに有効に活かされなくてはならないこともいうまでも

ない。その逆もまた真であろう。それは、家族の組織化とその条件はなに

かという課題に対して、歴史的概念ではなくて社会学的理論概念としての

直系制家族・複合制家族・夫婦制家族といった類型がどのような有用性を

もつかという基本的な方法論の問題にかかわってくる。本稿で、このよう

な大きな問題をあつかうことはとてもできないが、それにむけていくつか

の問題を整理しておくことは可能である。そこで、本稿の後半では、森岡

が提示した、典型のレベルでの日本の家族変動を、上位概念である類型を
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用いてとらえなおすとどうなるかについて試論を行うという、ある意味で

無謀ともいえる作業を行ってみたい。

３家族類型概念の検討

前節の終わりで提示した問題は、類型のレベルと典型のレベルとの間を

どのように架橋するかということに関連する。上述したように、森岡が提

示した日本家族の変動仮説を、類型レベルでの直系制家族から夫婦制家族

への変動と対応させようとするとき、どうもすっきりこない。その原因

は、大きく２つあると思う。その１つは、類型のレベルから典型のレベル

に降りてくるときに付される前提条件、すなわち「日本的変種」の内容

が、必ずしも明確ではないからである。より正確に言うと、森岡自身が明

示的に述べている以外のことが前提に含まれているからではないかと思わ

れる。具体的には、核家族の世代間の接合の指標としてあげられている側

面のうち、家族形成にとってもっとも重要なのはなにかということであ

る。もう１つは、上位概念である類型に関してであるが、これの各カテゴ

リーの設定に際して、核家族を単位とすることの妥当性への疑問である。

まず最初の問題から考えてみよう。すでにわれわれは、核家族の世代的

接合の決定的に重要な指標として同居をあつかうことを排除するとし、こ

れに加えて、社会的地位・財産・先祖祭祀の継承を重要な指標とみなすと

いう、森岡の主張をみた。このことをわれわれは、オリジナルは1976年に

発表された論文とはいえ、1993年に刊行された著書に収められたというこ

とで、かれの最新の論考として確かめた。しかし、同じ1993年に最新版が

発表された家族社会学のテキストでは、依然として、家族類型の設定の基

準は居住規則であるという叙述がみられる。これらの一見矛盾する２つの

言明はどのように解釈すればよいのだろうか。これには少なくとも二通り

あるだろう。１つは、居住規則は決定的ではないけれども、ほかの規則に

比べればまだ重要であるというものである。もう１つは、前者の論文にお

ける森岡の主張どおり、核家族の接合の契機となる規則のうち、どれが決

定的に重要だという優劣はないというものである。筆者の考えでは、現実
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の家族のバリエーションをとらえる分類概念との論理的整合性や方法的利

点からいって、類型あるいは典型概念から同居を外すと、両者の接点はつ

けにくくなるだろう。それは、現実の家族の記述や解釈における森岡の家

族類型論の有効性を低めてしまう恐れがある。しかし、もう一方で、家族

を同居集団や世帯集団とはわけて定義するべきだという指摘は、ベンダー

など人類学者たちによってつとになされている[森岡1972a:p､２;正岡1988：

p､44]。この指摘を受け入れるならば、同居を家族類型を定義する要件か

ら外すべきだということになる。筆者自身も、後者の立場で家族を理論化

する方向を探りたいと考える。そこで、ここでは、同居そのものが前提で

はなく説明されるべき対象であるという観点に立ちつつ、しかしながら、

森岡の家族類型論の可能性をどこまで拡張できるかという方向から、この

課題に取り組みたい。

ひとつはっきりしていることは、家族の類型設定の基準から居住をはず

すと、関係のレベルであれ集団のレベルであれ、家族と親族の区別があい

まいになることである。もっとも、論理的には、居住規則が重視されてい

た従来の基準においても、この区別は明確とはいえないのであるが、それ

でも、居住を前面に押し出すことで家族集団とそれを超えた親族関係・集

団の区別を操作的につけようという立場の表明がなされていたといえる。

ところが、居住がほかの側面と同列にいわば格下げになったとすれば、親

族関係で結ばれた人びとが家族集団として組織化されるもっとも重要な契

機は何かということがわかりにくくなったことは否めない。このことは、

親族圏における家族集団の構造境界はなにかという、もっとも基本的で、

かつ論争の的となってきた問題に立ち返らざるをえないことを意味するも

のである。

問題をこのように拡張するならば、なにが家族類型の設定において重要

な基準として選ばれるかは、さきに掲げておいた、核家族の存在が各類型

に先立って存在することの前提の妥当性とも関連してくる。そこで、以下

では、核家族単位の前提の問題から検討を始め、つぎに、同居の問題を考

察することにしたい。
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核家族を単位とすることは、かってさかんに論議された核家族普遍説と

関係してくるが、本稿ではそれをここで繰り返すつもりはない。というの

も、当時の核家族普遍説は周知のように、核家族の構造（形態）の普遍性

を論証するために、それに備った機能の普遍性を強調したのであるが、森

岡の場合はとくに１組の固有の機能の普遍性を前提とはしていないからで

ある。

この点について森岡は次のように述べている。「このようにいうこと

（核家族を家族分析の意味ある基礎的単位とみなす：筆者補足）は、機能

的単位である核家族に何がしかの機能目録をしばりつけて、Murdockの４

つの機能に批判があるなら、何かほかのもの、例えばParsonsの２つの機

能をあげることを意味するのかというと、そうではない。核家族がどんな

機能を荷うかは、核家族の存在形態によって一様ではないから、特定の機

能を核家族にしばりつけない。社会化のような家族の存在意義の根本にか

かわる機能さえも、核家族に結びつけない…。つまり機能的に空白にして

おくわけである…」［1972b:pPl5-16]。ここからもわかるように、森岡の

立場は、操作的規定であり、またかれが重んじるのは構造的普遍性とでも

呼ぶべきものである。

もし森岡がいうように、構造としての核家族は普遍的に存在するが、し

かしそれに与えられた機能は多様でありうるという立場を受け入れるなら

ば、次のことが問われなければならないだろう。すなわち、ある社会にお

ける核家族集団が与えられている機能は何であって、その構造はどのよう

な条件で成立しているかという問題である。そしてさらに、この核家族の

構造的普遍性は、森岡の家族類型の設定や家族変動の仮説化とどのような

かかわりをもっているのだろうか。

まず、最初の問題に答えるためには、核家族という構造がどのように成

立するかについて考える必要があるだろう。その際に、マードックやパー

ソンズがおこなったような、核家族を構成する各ダイアドに固有の機能を

重ね合わせていって核家族集団に到達するという手法では、核家族の機能

的普遍性を強調する従来の立場となんらかわりがなくなる[Murdockl949；
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ParsonsetaL1956]・

そうではなく、性質を異にする核家族内の構成要素が、ひとつの集団の

なかにどのようにして共存しているか、そしてこれらはどのような関係に

あるかという観点から考えてみるのがよいと思われる。この問題の考察に

とって手がかりとなるのは、Ｂ・ファーパーの、個々人は親族単位の資産

であって、その社会の組織化にあたって、かれらの生物学的紐帯が利用さ

れるとみなす立場である。ここでいう生物学的紐帯とは、夫婦間の性的結

合＝結婚と出産＝出自という２つである。ファーバーはこれら２種類の要

素が１つの集団内で緊張的に調和しているのが核家族であるとみなす。こ

こにおいて、結婚と出自は親族集団の財（資産）の運用という観点から解

釈がなされている。すなわち、結婚はほかの親族集団との交換、出自はそ

の蓄積に、それぞれ用いられるものだとする。また、インセスト・タブー

によって結婚による交換が行いえないような集団が形成される。そして、

親族集団は、社会構造内での位座を獲得・維持するために、資源としての

成員を蓄積したり交換したりする。いうまでもなく、これはレヴィースト

ロースの理論を拡張したものである。このように考えれば、確かに結婚

（交換）と出自（蓄積）は、財の運用という点からみて二律背反的であ

る。これは家族・親族の変動を研究する上でたいへん示唆に富む指摘だと

思われるが、ファーバーの理論の詳細な検討は別の機会にまわして、ここ

では、核家族を結婚と出自という２種類の形成規則の点からみることがで

きるという観点を採用したい［Farberl973,Chapl］。

さて、森岡が前提としている核家族間の接続にもとづく家族類型論にお

いて、上述の核家族内の結婚と出自という２つの要素がどのような位置を

占めるかをみてみると、次のことがはっきりする。それは、この類型論で

は、類型設定の基準となっている、親・子の核家族間の関係とは、出自す

なわち親子関係の設定および子どもの序列についてのものであり、これの

規定の仕方によって直系制・複合制・夫婦制の違いが出てくるのである。

これに対して、もう一方の要素である結婚は所与（定数）とされている

か、あるいは類型設定の基準とはなっていない。
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このことを、伝統的「家」と現代家族の場合について示してみよう。家

制度においては、出自規則は財産相続・職業や地位の継承・同族関係の設

定（分家取り立て）といった側面の行動規則として顕著に表現されてい

る。また、結婚は親族組織の結束の強化や、ほかの親族集団との結婚同盟

などにおいて重要である。一方、現代家族（夫婦制家族）においては、森

岡が考察するように、出自や結婚におけるこうした意味はほとんど失われ

ているとみることができる。

ところで、親と子の生殖家族の同居が重要なのは、財産相続や社会的地

位の継承といった世代間の連続性が、家の跡取りになって同居することに

よって、親族集団の内外から認知されるからである。ただし、財産相続と

社会的地位の継承は、それらが世代間で行われるための条件は同じではな

い。財産相続は蓄積された財を親族組織内で分配することであるから、基

本的にその親族組織あるいは家族内のことである。これに対して、社会的

地位の継承は同族集団内の地位といった親族組織内のことがらであるばか

りでなく、地域社会（村落）の社会構造内の地位にも関連している。した

がって、地域社会がその経済資本や富の分配に関して権威や威信の序列を

構造化していないところにあっては、社会的地位の継承はもはや親族が関

知するところではなくなる。都市部にみられる夫婦制家族においては、社

会的地位の継承は世代間の連続性の要件ではなくなり、また同族集団の形

成も同じ村落内におおむねとどまると仮定するならこれもなくなり、結果

的に、財産相続が残った要件となる。そうなると、かつての家における、

世代間の連続性を内外に誇示するための同居はその意味を失う。財産相続

も、たとえば農地の場合に職業の継承が行われなければ不動産として保持

しておくことの意義は薄れ、動産化しての譲渡や売買がたやすく行われる

ことになる。こうした家の解体という家族変動をとらえるのに、親と子世

代の居住の規則を指標に類型を用いることの操作的意義は大きいと思われ

る。

一方、結婚は「家」においては、さきの社会的地位の獲得・維持とセッ

トになっていると考えることができる。たとえば、家格の高い家同士が嫁
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をやり取りして村落内の威信を強化し、資源の独占を維持するために同盟

関係を結ぶといったことが行われる。ところが、「家」がそうした地域社

会の構造的単位であることをやめるにつれて、そうした結婚の意義は薄れ

る。ただし、このような結婚の意味は、地域社会内の上層の家の場合を別

にすれば、さきの世代間の相続・継承を規定する出自に比べて二次的と考

えられる。いいかえれば、家制度においては、結婚の構造的安定性は出自

に比べてそれほど重要ではない。たとえば、極端な場合、跡取りに嫁の来

手がなかったり、離縁したとしても、孫さえ残ればよいとされる。研究上

もこのような家族は直系家族と分類されるだろう。

ところが、夫婦制家族となると事情は異なる。説明するまでもなく、夫

婦の構造的安定性はこの類型の家族形成にとって不可欠の前提である。し

たがって、家から現代家族へ、または直系制家族から夫婦制家族へという

変動においては、結婚は、古い意味の喪失でもあると同時に、新しい意味

の獲得である。出自の観点からみると、現代家族は「家」の残余カテゴリ

ーであるが、結婚の観点からは現代家族は必ずしもそうではないといえ

る。その意味では、直系制家族および夫婦制家族といった、家から現代家

族への変動をとらえる理念型においては、核家族の構造的安定性は論理的

な与件ではなく、むしろそれは説明されるべき変数であるといえる。

それはともかく、さきにあげたもう一つの問題、すなわち核家族の世代

間の接合の重要な指標はなにかについて、いまみた核家族形成の契機のう

ちの出自と、森岡が重視すると思われる同居との関係から、今少し検討を

続けたい。というのは、先にあげた出自にのっとって成立する世代間の連

続性の変化は、森岡がいうようにはたして単線的なものかという問題が残

るからである。

核家族間の世代間接続は次の２つの観点から分類することができる。１

つは、相続や継承や居住が世代間で連続するかという、世代間の連続の有

無である。直系制と複合制は連続がある場合であり、夫婦制とはこれがな

い場合である。もう１つは、嫡系・傍系の別である。これは、世代間連続

がある場合の、子どもの世代内の序列である。明らかなように、直系制は
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この序列があり、複合制はこれがない類型と考えることができる。さて、

これに照らすと、曰本の「家」は、世代間の連続性はあり、世代内の序列

もある家族類型ということになる。一方、森岡が夫婦制だという現代家族

は、定義をそのまま読めば、世代間の連続はなく、世代内の序列もない家

族ということになる。「家」についてはこれで異論がないと思われるが、

現代家族については、はたしてどうであろうか。

筆者の考えでは、これは同居という要素を外すと、必ずしもこの類型論

では曰本の家族が夫婦制になったとは言いきれない側面があるのではない

かということである。確かに同居の有無を重視するならば、親世代が子ど

も世代と一緒に住むかどうか、そして住むなら誰とかといったことについ

ての規定がないのが夫婦制であるという説には矛盾がない。しかし、森岡

がほかに注目している、財産相続や社会的地位の継承まで含めて考える

と、事態はこのように単純ではなくなる。

日本の「家」の場合､'世代間の連続の規則と世代内の序列の規則の崩れ

方は、社会環境的条件によって一様ではないと思われる。具体的には、農

村部では、産業構造がかわり、「家」の序列を表わす職業の構成が一様で

はなくなり、その意味でかつての社会構造は崩れてきてはいるが、それで

も、家族が地域社会の単位であることにはかわりない。社会的地位の継承

は、その意味を低下させてはいるが、都市部に比べればまだあるだろう。

また、財産相続は、森岡の指摘をすでにみたように、新民法の均分相続は

実態としてはあまり支持されていない。以上から、農村の家族は、直系制

を色濃く残しているといえる。ただ、これが、「家」あるいは直系制家族

の残存であっていずれは夫婦制へかわっていくのか、それとも、一子残留

について新たな規範が形成されているのか､1こついてはにわかに判断でき

ない問題である(3)。

他方、都市部の家族の場合はどうか。同居に関していえば、親世代と子

世代が同居しなければならないという規範が必ずしもないという点では、

夫婦制の理念を体現している。社会的地位の継承についても、その意義は

きわめて少ないといってよいだろう。残るは、財産相続である。親から相
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続する財産がまったくない場合は別として、ふつうは動産や借財も含めて

なんらかの相続財産があると考えられるが、その場合、それが相続人に譲

渡されないケースというのは、個人が死後その財産を国家が没収するとい

った制度のない今の日本では、特殊な場合をのぞいてはまずないだろう。

したがって、財産の世代間の連続は「家」ではなくなった現代家族におい

てもひとつの規範を構成するといえよう。ということは、論理的な意味で

の夫婦制ではないことになる。では、相続人たりうる子どものうち誰が相

続するか、すなわち嫡系・傍系の区別はどうか。これは新民法では、均分

相続であるから、もしこの通り行われるとしたら、それは直系制の理念で

はない。夫婦制でも直系制でもないとしたら、残るは複合制ということに

なる。もちろん、都市部でも、親の老後をみるかわりに、実質的に屋敷地

や家屋を一子が相続することは多く行われているだろうが、しかしそれは

すべてではなく、なかには不動産を売却してそれを子どもたちで分割相続

するということも行われるだろう。そうだとすると、森岡のいうように、

曰本の現代家族が一概に直系制の色合いを残した夫婦制だとは言いきれな

くなる。むしろ、複合制の理念に近い家族も出現しているのである。親の

扶養に関しても、現在では子どもと同居して面倒をみるのが望ましいとさ

れているが、老人施設に入居している親を子どもたちが共同で扶養すると

いった、欧米のようなやり方もすでに行われているし、近い将来これがも

っと一般的にならないとも言えない（もっとも、この場合の扶養とは、経

済的な意味でのそれであって、世帯の共同とは異なるが）。では、こうし

た家族はどのような類型にあてはまるのだろうか。

ここで、もう一度、森岡の家族類型の再規定をみてみよう。繰り返しに

なるが、直系制家族とは、社会的地位、財産、祭祀を一人の特定の子に独

占的もしくは優先的に継承させる制度をもつ家族である。この家族では世

代間の連続と世代内の序列を両方合わせもった規範のうえに成り立つ家族

である。一方、夫婦制家族とは、特定の一人もしくは二人以上の子がこれ

らを継承する、という制度を欠く家族である。これは世代間の連続も世代

内の序列も制度化されていない、すなわち、論理的には直系家族の対極に
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位置する類型である。ところが、もうひとつ、地位・財産・祭祀を子ども

たちに共同で、ないし分割して継承させる制度をもつ家族として、複合制

家族というのが設定されている。これは、世代間の連続は規定するが、世

代内の序列はそうでないというカテゴリーとなる。ここからわかるよう

に、これらの３つの類型は論理的には整合性をもっている。ところが、さ

きにみたように、曰本の家族をこれを用いてとらえようとすると、森岡が

述べるようにすんなりとはいかないのである。

その原因は、居住、地位、財産、祭祀といった世代間の接続の指標が、

一括して取り扱われており、それら相互の関連が必ずしも明確ではないこ

とにあると思われる。もっとも、森岡にあっては、すでに考察したよう

に、居住規則の重要性をこれまでよりも低くみると述べているが、それで

も、ほかの規則よりは依然重視する立場をとっているように思われる。そ

れに従えば、直系制家族と夫婦制家族の類型でもって日本の家族をとらえ

ることには、まったく異議はない。しかし、「同居を決定的に重要な指標

とすることを排除」したという森岡の言明を素直に受け入れた上で立論す

ると、現代家族を夫婦制家族であるとは断定できなくなることは上で示し

たとおりである。

問題はやはり、森岡自身が指摘するように、同居あるいは居住というこ

とに収数してくる[1993,第２章,p,25]。しかし、筆者の場合は、森岡が

「同居家族」の概念を導入することで解決しようとするのとは異なり、同

居の意味とその条件を考慮に入れたいと思う。同居の意味の変化は、これ

までも指摘されている。本稿でもすでに指摘したように、地位・財産・祭

祀の継承の前提としての同居の意味が前面に押し出されていた「家」か

ら、扶養－ここでは、個人の力では生活していけない者を親族が扶助す

るという意味で使用している－，あるいは、家族であるという共属感情

あるいは一体感の実現へという変化である。もちろん、これらは重要であ

る。ただし、これは親と子の世代間の、もっと正確には、直系制における

親と嫡子の間の関係に的を絞った議論であって、きょうだい間の居住の規

定ということは、考慮に入れられていない。私は、「家」から、それの特
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徴を残した現代家族へという変動を把握するなら、これでもある程度こと

足りると思う。しかし、もっと踏み込んで、日本の家族の本質的特徴を解

明しようとするならば、なぜ居住の意味での複合制が選択されなかったの

かについても考察しなければならないと考える。筆者はまだその解答をも

っていないけれども、少なくとも、有賀喜左衛門がその解明に多大な努力

を注いだ、「家」の経営・労働集団としての側面のほかに、扶養集団を形

成する条件となる、子どもの社会化や老人の世話・介護といった扶養の任

務分担、そして主に社会人類学が研究してきたインセスト・タブーといっ

たことを視野に含める必要があると思われる。

上のことは今後の筆者の課題としておくが、ここまでの議論を整理して

おくと、問題は、森岡が日本的変種として、すなわち「典型」のレベルで

あつかっている「家」と現代家族と、その上位概念である「類型」との架

橋についてであるということになる。もっとも、具体的には典型に何を盛

り込むかということである。これしだいで、日本の近代以降の家族変動を

どのように理解するかが違ってくるのである。森岡にしたがって、同居を

その意味付けや条件を問わずに重要な基準として採用するならば、「家」

から現代家族へという典型のレベルでの変動は、直系制家族から夫婦制家

族への類型の変化としてとらえられよう。一方、同居を最重要な基準から

外すならば、さきの類型のレベルでの変化には、留保条件をつけなければ

ならないと思われる。すなわち、生殖家族の世代間接続を把握する基準の

設定しだいでは、日本の現代家族は依然直系制で変化していないという理

解もできるし、あるいは複合制の理念をも含んでいるという見方も成り立

つ。したがって、森岡の家族類型論を使用するにあたっては、世代間の接

続の内容について別の規定が必要とされるのである。

４おわりに

以上、甚だ不充分ではあったが、森岡清美の家族変動論にそくしてかれ

の家族類型に対する私なりの理解とコメントを述べてきた。私自身にとっ

て残された問題は多々あるが、そのなかで、本文中で論じきれなかった問
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題を提示して、結びにかえたい。

さきに述べたように、日本の現代を特徴づけるとされた夫婦制家族で

は、結婚あるいは夫婦の紐帯の存在あるいは安定性が前提となる。ところ

が、森岡も含めて多くの論者が指摘しているように、その前提が揺らぐ事

態が出現している。すなわち、森岡自身が戦後の家族の変化の第二段とし

て整理した、昭和５０年代以降の「夫婦関係の問い直しの気運」である

[森岡1993:11章]。私も前段で、それを意識しながら、核家族の存在その

ものが論理的与件ではなく被説明変数ではないかといったのである。この

ような指摘は、別段目新しいことではない。しかしながら、これまでの家

族研究とくに、戦後の家族社会学の分野に限ってみても、家族というシス

テムの構造的安定性を自明視し、それ自体の水準変動、いいかえれば家族

システムがほかの社会システムに対してどのような優先順位をもつかとい

うことを正面から問題にしたことはあまりなかったのではないだろうか。

たとえ、問題にされたとしても、いわゆる家族の機能縮小論のように、か

つてフルにもっていたものの喪失といった、変動の観点から、しかも理想

郷からの追放といったイメージでとらえられることが多い。これには西欧

のキリスト教的な家族観が反映されていると考えられる。

それはともかく、家族システムの優先性は時代や文化によって異なり、

しかもそれはほかの社会環境条件との関連で問題にされなければならない

と思われる。その意味で、近代化の過程におけるアメリカ合衆国を事例

に、核家族モデルの衰退を家族法の変化から浮き彫りにしたＢ・ファーバ

ーの研究はわれわれに多くのヒントを与えてくれる。また、近年行われて

いるライフコース研究も一部にはこのような問題意識から芽生えたもの

で、実際その先導者であるＧ・エルダーは、家族の集団的統一性を前提と

していないという趣旨のことを言っている。こうした研究や指摘は、どん

なことがあっても家族が中核的な社会集団として存在するという前提を留

保しているのである。もちろん、家族が過去において社会にまったく存在

しなかったことはないし、将来もそういうことはないであろう。しかし、

家族の社会における優先性が変わりうるという蓋然性は、理論的枠組のな
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かに含めておく必要があるのではないだろうか。その問題意識をどのよう

に実際の研究に活かしていくかは、筆者にとっても大きな課題である。

注）

（１）以下、本文中ではとくに個々の論文名を一々指示しないので、本稿

に関連する章タイトルを掲げておく。

第１章家族・福祉・変動

第２章家と現代家族

第３章家族変動の研究法

第４章一九一○年代の家族変動論

第５章家の崩壊と家族・家庭・世帯

第６章現代日本の家族変動

第７章家族外生活者の動向

第８章家族形態の変化

第９章家族機能の変化

第10章日本家族の私化過程

第11章曰本家族の現代的変動

（２）ここで、森岡が「家」を家族だとみなしていることは明らかである

［森岡1972a:pp､5-9］。

（３）「家」ではない直系制家族を提案する見解もある［要田１９７８］。
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