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近現代日本における「養子」の家族史研究に向けて
－「伝記的研究」、特に「自伝・伝記研究」と 

「ファミリー・ヒストリー」から見えてくる世界－

ジェンダー研究所
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要　　旨

　養子研究は、法制度史、家族社会学、家族史、社会福祉、心理学などの領域で学際的に行われてき
たが、本稿では、「養子」あるいは「養子家族」として実際に生きた人々の経験と心情を検討するこ
とによって、近現代日本における養子制度を当事者の視点から検討していくことを主な目的とする。
　最初に、明治以降の家族法と養子制度の変遷を先行研究に依拠してまとめる。日本では古来より養
子慣行が普及しており、その形態は、家督相続や事業継承のための養子あるいは養育者のいない子ど
もを保護するための養子など多種多様であった。近代に入ると戸籍制度や家族法が整備され、養子制
度は国家が管理する「家制度」に組み込まれ、子どもたちは、嫡出子、庶子、私生子と序列化されて
いった。第二次世界大戦後に家族法が改正されて夫婦単位の家族制度、すなわち「近代（核）家族」
が整っていったが、法的にも社会規範の上でも非嫡出子への差別は残った。現在では、様々な事情や
虐待などによって親の保護を受けられない子どもたちに、家庭に近い環境として里親による養育や養
子縁組を提供することが社会福祉政策の課題となっている。そうした政策立案のためにも、当事者の
視点に基づく「養子」の家族史研究が必要である。
　次に、養子の家族史を研究する方法として、個人の主観と社会科学的研究をつなぐ「伝記的研究」
の可能性を論じる。特に「自伝・伝記」を基にした研究と「ファミリー・ヒストリー」の有効性を
検討する。研究の事例としては、明治、大正、昭和の社会変動を生き抜いたある養子家族のファミ
リー・ヒストリーを取り上げる。また、養子であった文学者たちの「自伝」と「自伝文学」から、養
子であったことの心情を読み取る。最後にそれらの「伝記的研究」から、「養子」および「養子家族」
の個人的経験と近現代日本における社会変動との関わりを考察し、「養子」の家族史研究の可能性を
探りたい。
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英文要旨

The aim of this paper is to explore lived experiences of adopted children and their family members 
in modern Japan. Adoption has long been practiced in Japan for the succession of the family line and family 
businesses, or the protection of abandoned children. In the Meiji era, when the Modern Family Laws 
were established, children were lawfully ranked: firstly legitimate children, secondly illegitimate children 
recognized by their fathers and finally children without fathers’ recognition. After WWII, the family laws were 
democratized and the power of the head of a family was repealed, but the discrimination against illegitimate 
children remained. Now, there are still children who need protection by adoption or a foster-parent system 
rather than being raised in an institution for children. 
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察をまとめ、今後の研究への可能性を探りたい。

２．「日本型近代家族」と「養子」制度
の変遷

1898（明治31）年に施行された「民法」（以

下「明治民法」と表記する）によって規定された

「家制度」は、日本に特有の制度ではなく、近代

化に伴って新たに導入された「日本型近代家族」

であった。第二次世界大戦後の民法改正で導入さ

れた夫婦単位の「近代（核）家族」では、「家制

度」における「家父長権」が法律上廃止された

が、「家制度」と「近代（核）家族」との間には

連続性がみられるという（上野 2020: 150-184）。
それでは、「明治民法」第４章第２節によって規

定された養子制度は、明治、大正、昭和と家族の

あり様が変化していく過程で、どのような変化を

遂げたのだろうか。本章では「日本型近代家族」

と「養子制度」との関連を検討したい。

２．１　近世の養子慣行の残存

明治時代になり、戸籍法や民法の施行によっ

て「家制度」が整備されても、子育ての近世的慣

行は残存していた。民俗学の知見によれば、農村

社会（注１）では、子どもたちには取上げ親、乳付

け親、拾い親、へこ親などの仮
かりおや

親があり、複数の

大人が子どもたちの成長を見守った（大藤 1999: 
55-60）。また、恋愛や妊娠などは、若者宿での規
制によって、結婚という形に落ち着かせたという

（湯沢 2005: 32-33）。人々が共同体規制の中で助
け合った近世社会の慣習は一気に消滅したわけで

１．はじめに

「養子」とは、「人為的に作られた親子関係、つ

まり擬制的な親子関係」であるが、「多種多様な

形態と概念がある」（大竹他 1988: 7）。日本では、
古来より養子慣行が普及しており、養子制度は、

家督相続や事業継承、捨て子の保護などの多様な

実践があったが、大きくは、「家のための養子」

と「子のための養子」という二分法で考えられて

きた（大竹他 1988: 8-9）。
養子研究は、筆者の管見の範囲では、法制度

の研究（吉田 2009; 2013）、家族史研究（善積 
1976）、民俗学研究（宮本 1980; 大藤 1999）、社
会史研究（橋本 2014; 沢山 2008; 2017）、社会学
的研究（野辺 2018）、心理学的研究（森 2018）、
文学研究（セン 2014; 2015）、福祉政策研究（白
井 2019）など学際的に行われてきたが、「養子」
や「養子家族」の当事者の主観や経験を基にした

社会科学的研究は必ずしも多くない。本稿では、

「養子」当事者や「養子家族」の経験が個人と家

族にどのような影響をあたえたのか、またどのよ

うな社会変動の影響を受けてきたのか、「養子家

族」の世代間の影響も考慮しつつ、個人と家族、

そして社会との関係について考察していきたい。

以下、第２章で事例研究の背景となる家族制度

の確立と養子制度との関わりを先行研究に基づい

て検討する。第３章では、「養子」と「養子家族」

当事者の経験を検討する方法論について検討す

る。第４章では、養子家族の事例を紹介し、第５

章では、「養子」あるいは「養子家族」の自伝的

叙述を検討していく。最後に、本稿で得られた考

Adoption has been studied in various disciplines such as Law, Family Sociology, Family History, Social 
Policy, Psychology, and so on. This paper explores the history of adoption based on experiences and subjective 
views of the persons involved. For this purpose, firstly the relationships between the history of family system 
and the practices of adoption in modern Japan are explained. Secondly, biographical research methods, especially 
auto/biographical research and popular family history are discussed if such methods are appropriate for adoption 
history. Thirdly, a family history case is introduced. Fourthly, some auto/biographical writings are examined. 
Fifthly, the discoveries from the evidences, such as the impact of social changes on adoption, are discussed. 
Finally, the author claims the potential of further research on the history of adoption in modern Japan. 
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てることになり、私生子を戸籍に入れるには戸長

の許可が必要だった。（吉田 2013: 16; 湯沢 2005: 
118-121）。
「家制度」が確立すると共に私生子はより差別

され、母が育てられない場合や養子としての引き

取り手がない場合は、共同体ではなく、施設で育

てる構想が進んだ（注４）。

棄児については、1871年以降棄児養育米給与方

が、15歳（後に13歳）まで養育者に支給された

が、報酬目当てのもらい子も多くなった（吉田  
2013: 23-32）。
明治後期から大正末期までが私生子の割合が最

も高い時代で、子どもの10人に一人が私生子（善

積 1976: 29; 湯沢 2010: 171）であり、私生子への
差別や虐待が減らなかった。また、妻の地位が

上がり、妻の反対により、庶子を家に入れるこ

とを阻止できるようになった（注５）。相続において

も、嫡出女子は、庶子男子に優先するようにな

り、ジェンダーよりも嫡出概念が重視されるよう

になった（吉田 2013: 20-23）。

２．３　敗戦と民法改正・児童福祉法

昭和になっても、年間数千人の私生子が誕生

し、養育費目当ての大量虐殺も起きていた（吉田 
2013: 53-57）。しかし、法律上の「私生子」とい
う呼称は、昭和17年の民法改正により、「私生子

を子と改む」あるいは「庶子及ヒ私生子」を「嫡

出に非ザル子」と表記するようになった（注６）。

占領軍は日本の民主化を求め、日本国憲法が

1947（昭和22）年５月３日に施行された後、12月

には改正民法が公布され、「家制度」が法的には廃

止された。しかし、法規範としての婚姻家族を中

心とする理念は、慣習上の家意識の残存によって

実現されなかったことが指摘されていた（青山他 
1989: 9-12）。上野によれば改正民法における「核
家族」理念は実態としては実現せず、「父権」が家

庭内における夫の優勢に代わっただけで、明治以

降の日本の家族は一貫して、「日本型近代家族」の

様相を呈していたという（上野 2020: 171-172）。

はなかった。

共同体でのもらい子は、男子は働き手になること

が、女子は身売りや奉公に出ることが期待されて

いた。実子がいないと嗣子になる場合があったが、

離縁の可能性もあり、実子が生まれると嗣子の地

位は奪われた。また無事家督を継承しても、農村

共同体に成員として認められるのは難しかった。養

子は農村共同体では蔑視の対象となり、肩身の狭

い思いをしていたからである（大藤 1999: 60-61）。
養子になるのは、近世においても私生子（注２）

や捨て子が多かった。私生子が生まれると、里子

に出されるか、あるいは母親の家庭で育てられ

た。５代将軍綱吉の「生類憐みの令」で禁止され

て以来、捨て子は逆に増加した。拾われた子は幕

府や藩の役人によって、町や村の有力者に委ねら

れ、養育者が選ばれた。捨て子の要因は貧困が主

で、親は子どもが無事に拾われることを期待して

捨てた（沢山 2008）。

２．２　「家制度＝日本型近代家族」の法整備と子

どもの序列化

近代世界に遅れて登場してきた日本が富国強兵

を実現するためには、まず徴兵の基礎となる国民

の把握が不可欠だった。1871（明治４）年に、「宗

門人別改帳」が廃止され（湯沢 2005: 19）、翌年、
通称「壬申戸籍」と呼ばれた近代日本最初の戸籍

が作られた（湯沢 2005: 41）。戸籍法の成立以前、
刑罰を規定した1870（明治３）年の「新律綱領」

で５等親（青山他 1989: 106）が定められ、子・
養子は１等親、妻と妾は２等親、庶子は３等親と

区分され、庶子への差別が明文化された（注３）。

1898年（明治31）年７月16日から施行された明

治民法により、家長権を持った戸主が家族を支配

する「家制度」が法律上定められた。戸主は長男

子が継承し、男子がいないときのみ女性が女戸

主となることができた。戸主の相続は、嫡出男

子、庶子男子、嫡出女子の順であった。妻は法的

無能力者で所有権、管理権、相続権、親権などが

なかった。父親の認知のない私生子は、母親が育
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の特別養子縁組では、実親の同意撤回の可能性が

最後まで残っていたが、法改正で養子縁組成立の

プロセスは二段階審査制度になり、第一段階の審

判で縁組に同意した実親は２週間を過ぎると同意

の撤回ができないことになったのである。こうし

た改正によって、特別養子縁組が増加することが

期待されている（厚生労働省 2020）。
「日本型近代家族」制度は「家制度」から「近

代（核）家族」へと変化したが、養子制度は、一

貫して規範から逸脱した存在を規範的制度に入れ

込むための調整弁的装置であったといえよう。家

督相続養子、婿養子、労働力のための養子などは

「家制度」を補完するものであり、「子どものため

の養子」は愛情に基づく「近代（核）家族」を成

り立たせる存在であった。なかでもとりわけ逸脱

性が高い扱いを受けたのが「婚外子」であった。

今日、社会的養護を必要とする子どもに、「家庭

に近い環境を」という政策の根底には、依然とし

て「近代（核）家族」規範が見え隠れする。だ

が、そうだろうか？その政策は親が育てられない

子の逸脱性を再び強化しないだろうか？「近代

（核）家族」は実態として、個人化・多様化して

いる（目黒 2004; 二宮 2010; 国立社会保障人口問
題研究所 2018）。私たちは「近代家族」の理想を
強化するのではなく、多様な「ポスト近代家族」、

たとえば再婚家族、一人親家族、同性カップル、

「おひとり様」、シェアハウスなど、の遍在を前提

に、保護を要する子どもの居場所を柔軟に模索し

ていくべきではないだろうか。そのためにも、規

範家族の周縁に生きた「養子」や「養子家族」の

人生経験を検討してみたい。

３．方法論としての「伝記的研究」

３章では、英語圏で1990年代後半に盛んに社

会科学に応用されるようになったBiographical 
Research （以下「伝記的研究」と記述する）につ
いて考えてみたい。

明治民法では子どもが序列化されていたが、戦

後の改正民法でも認知をうけていない子への相続

差別はなくならなかった。相続上の差別は2013年

の最高裁での違憲判決が出るまで続いたのである

（本山 2016: 33-37）。

２．４　特別養子の導入

戦後も未婚の母の子どもを親族の実子とする虚

偽の届け出が続出した。しかし、実子が誕生する

と親子関係が否定されたり、親の死後に相続争い

が生じたりした。また、普通養子として引き取ら

れた場合、実親との親子関係が残るので、親が最

大４人になり、養子の立場は不安定であった。そ

うした問題を解消するために、欧米のように実子

と同じ扱いをする「特別養子」制度の導入議論が

1950年代からあった（吉田 2013: 65-76）。
1973年の菊田昇医師の赤ちゃん斡旋が報道され

て以来特別養子縁組推進の議論が進んだ。菊田医

師は、妊娠後期の中絶よりも出産して子どもを養

親の実子として入籍することが望ましいと考え、

法律改正運動を始めた。菊田の提唱した「実子特

例法」は、実親の出産記録を消し、実母が人生を

やり直す機会を得やすくし、望まぬ妊娠で生じ

た生命の救済を意図するものだった（吉田 2013: 
95-103）。
議論を経て1987年に成立した特別養子制度で

は、母親の戸籍に出産と養子縁組の記載が残るこ

ととなり、縁組成立数は伸びず、縁組成立件数

は、1988年に758、1989年に1,223となったが、そ
の後減少した（吉田 2009）。

２．５　社会的養育の課題

令和２年に厚生労働省子ども家庭局の発行した

「社会的養育の推進に向けて」によれば、家庭環

境上養護を必要とする児童は、現在、約45,000人
であるが、その約85％が施設で養護されている。

しかし、子どもは家庭環境に近い形で養育される

ことが望ましいとして、2019（令和元）年には民

法が改正されて養親の負担が軽減された。改正前
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人生を描いた伝記であり、イギリスでは、労働者

作家や地域の出版物として書かれ、伝統的な伝

記の権威に挑戦するものであった（Stanley 1992: 
12）。もう一つの潮流はフェミニストによる伝記

である。キャロリン・スティードマンの作品は、

自らの自伝的叙述と母に関する伝記的叙述を組み

合わせ、自伝と伝記の伝統に挑戦し、沈黙しがち

である労働者階級の「人生」と、母と娘の関係、

教育による人生の違いなどを浮かび上がらせてい

る。彼女は、時間を遡って書くことによって伝統

的な年代を追った伝記の手法にも挑戦している。

（Stanley 13-14; Steedman 1986）。
こうしたフェミニストの自伝・伝記研究者の挑

戦は、自伝にも客観的に自分や社会を見つめる要

素があり、伝記にも著者の主観性が入り込むこと

を指摘し、自伝と伝記の二分性を曖昧にした。完

全に統一された「自己」を描く自伝も自己とは完

全に分離している「他者」を描く伝記も否定され

ていく中で、かつては弱点とされた自伝・伝記研

究の価値が再評価されてきた。（Marcus 1994: 4-5，
273-296）

 自伝・伝記研究を社会史研究に用いる試みが
飛躍的に拡大する一因となったのは、ポール・

トンプソンたちが提唱したライフストーリーを

基にしたオーラル・ヒストリーの推進であった

（Marcus 274）。オーラル・ヒストリー研究には、
参与観察の併用、資料収集重視と研究分析重視、

大規模プロジェクトと個人プロジェクトなど、

様々な手法やテーマがあり、多様性を示している

（Thompson 2020）。今日のオーラル・ヒストリー
の隆盛は「伝記的研究」の発展とも関連してお

り、方法的議論には「自伝・伝記研究」の論点と

も共通点がある。

３．３　「ファミリー・ヒストリー」

「自伝・伝記」が個人を対象とした叙述である

のに対して、「ファミリー・ヒストリー」は集団

的な「自伝・伝記」と考えられる。「自伝・伝記

的研究」が1960年代から70年代にかけて盛んに

３．１　「伝記的研究」

個人文書や個人的な語りに基づく「伝記的研

究」は、その信頼性、主観性、そして代表性が、

実証主義や客観主義に基づく伝統的学問研究から

は疑問視されてきた。しかし、歴史学では、ポー

ル・トンプソンがその主著�e Voice of the Pastにお
いて、歴史家は古来より口述資料を用いてきたこ

とを論証し、社会学においてはケン・プラマー

が個人的ナラティヴと社会科学に橋を架けるの

が「人間科学（human sciences）」であると主張し
た（Thompson 2020＝1978; Plummer 2002＝1983; 
Chamberlain.et al. 2000: 1～3; Roberts 2002）。本稿
では、家族内の「沈黙」あるいは「秘密」として

公には語られにくかった「養子」の研究に、「伝

記的研究」特に「自伝・伝記（Auto/biography）」
と「ファミリー・ヒストリー（Family History）」
からアプローチし、個人の主観的人生と社会変動

との関連を理解していきたい。

３．２　「自伝・伝記」

叙述としての自伝や伝記は、西洋古代では、

『アウグスチヌスの告白』が最初の自伝と考えら

れ、キリスト教文明の一側面として「自己」と

「アイデンティティ」について考えられて発展し

たとされている（Marcus 1994: 2）。しかし、近代
の商業的な自伝は、誠実性や動機に疑問があり、

また自伝というジャンルには「真実」と「事実」

の対立という問題があるとみなされた。しかし、

主観と客体、自己とアイデンティティ、「公」と

「私」、事実とフィクションといった二項対立ゆえ

の不安定さは、近年では自己と世界とを結びつけ

て理解する利点であると考えられるようになっ

た（Marcus 1994: 7-9）。19世紀には著名な人が選
ばれ、その人物の性格と社会とのつながりが「事

実」を基準に記述され（Stanley 1992: 8-11）、現
在も伝記の主流は、「良い例となる人生」が選ば

れ、時間軸に沿って、事実を積み重ね、成長して

いく個人主義者として描かれる。しかし、伝統と

は異なる伝記もある。一つは、「普通の人々」の
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４．１　志津〈1900（明治33）−1946（昭和21）〉

の場合

志津は北九州にある町の商家の第７子として誕

生した。父清三は1857（安政４）年生まれ、母つ

るは1866（慶応２）年生まれで、志津誕生時に母

は34歳だった。清三は、その町の『帝国名誉禄』

にみられる名士の家系の次男で分家をしていた。

清三とつるは健康状態が悪く、三女を近くの漁師

の親方に、四女の志津を結婚したばかりの若夫婦

の多平とたけに預けた。その後、志津は生後９か

月で正式に養育金を渡されて養女となった。

1906（明治39）年に、清三とつるの次女が亡く

なり、直後につるは協議離婚し、実家に帰った。

清三の家には長女が残り、一家の切り盛りをして

いたようである。長女は、1909（明治42）年、24

歳で同じ町内の商家に嫁いでいる。戸籍を見る限

りでは、清三とつるの家族は、世紀転換期に分解

してしまったかのようである。家督継承者だった

三男の家系のみが町に残った。

町の『帝国名誉禄』に名前を載せていた家の一

族だった清三は、なぜ子どもを農家に養子として

出したのだろうか。町の市史によれば、明治維新

によって町の運命が大きく変わった。その町は商

人が支配する町だった。しかし、明治維新で行政

区分が変更された後、多くの商家が町を出たり、

商売替えをしたりしていた。加えて、地方政治の

中心が他市に移り、町には鉄道も通らず、港湾都

市としての地位からも転落し、商人たちは力を

失っていった。志津の父は時代の変化を乗り切る

ことができなかったのだろうか。

志津を引き取った多平とたけの夫婦は、町のは

ずれに農地を持っていたが、副業として職人作業

をしていた。彼らは後に娘１人と息子１人をもうけ

ている。その結果、実子とは異なった扱いを受け

ることになり、志津の子ども時代は厳しいものと

なった。さらに不運なことに、養父母は志津が15歳

の時に離婚し、多平は他の女性と再婚した。たけ

は志津と実の娘を連れて実家に帰り、志津はたけ

の父親の養孫になったが、すぐに奉公に出された。

なり、普通の人々の人生に焦点を当てたオーラ

ル・ヒストリーやライフストーリー研究に注目

が集まるようになった頃、自分のルーツを探す

研究が人々の間で歴史運動として広まっていっ

た（注７）。こうしたポピュラー・ファミリー・ヒス

トリーは、家族史の専門研究だけでなく、学校

教育でのプロジェクトとしての成果もあげてい

る（Yow 1994: 192-219）。ベルトーは学校教育に
ファミリー・ヒストリーを用いていたが、個々の

家族の歴史を複数集めて研究する「家族史の事例

研究」という方法を提唱し、複数の家族に三世代

にわたって行なったインタヴューを世代間の階

層移動を見ていく研究の資料とした（Bertaux and 
Delcroix 2000）。
家族史研究者による分析も単一の家族を検討す

るだけでなく、親族関係、ライフコース、家族戦

略、社会変動との関連を考察し、個人史、家族史

と社会史とをつないで、家族史研究が成果を出し

ている（Hareven 1987: vii）。 
本稿では、近現代日本における「養子」の家族

史研究に、「伝記的研究」、特に「ファミリー・ヒ

ストリー」と「自伝・伝記」研究アプローチを適

用する可能性を探りたい。

４．事例検討１：ある「養子」家族の近
現代

ここで取り上げる家族の事例は、ポピュラー・

ファミリー・ヒストリーの手法により、2012年に

収集された資料である。家族の戸籍から父母、祖

父母、曽祖父の家族の軌跡をたどり、彼らが暮ら

していた地を訪ね、住んでいた場所の地形、町の

歴史を郷土史研究者に尋ねた。さらに親族を訪ね

て話を聞いた。家族に残された写真、手紙なども

当時の様子を知る手がかりとなった。なお、本稿

のファミリー・ヒストリー資料では地名や人物名

はすべて仮名である。
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強く、けんかっ早いが統率力があり、炭坑夫のリー

ダーとして頭角を現していたという。良吉と志津

の生活は苦しかったようで、三女を良吉の妹夫婦

の養女に出している。その時のことを、次女は「私

は、自分が養女に行きたかった。養女に行けばも

う少しいい生活ができると思ったから」と語った。

しかし、次女は、その晩志津が布団を被って泣い

ていたことを覚えており、生活の豊かさよりも大

事だった母の愛情の哀しさも理解できていた。志

津は生涯に昌彦も含めて８人の子どもを産んでい

るが、そのうち２人を養子に出している。

志津と良吉が筑豊の小炭抗で働いていた間、志

津の母つるは1931（昭和６）年に65歳で亡くなっ

た。志津は生まれたばかりの子を背中におぶって、

養女になる前の三女の手を引き、つるの葬式に参

列した。三女はその時見たつるの再婚先の家が大

きかったこと、蔵があって、奉公人がたくさんい

たことを覚えていた。そして家に帰った後も「ま

た行きたい」とせがんでみた。しかし志津は、「あ

のうちに行ってはいけない」と戒めた。物欲しげ

に来たと思われるからと説明をしたのだ。葬儀後、

志津は、炭坑よりは町で子どもを育てたいと思い、

郷里の町外れに家を借りて料理屋を始めた。

次女は志津が親切な女性であったと覚えてい

る。店に困った人が来ると必ず食事を与えてやっ

ていたそうである。志津の子どもたちは、志津が

優しくて、人並外れて我慢強い人であったと語っ

ている。

昌彦が志津を訪ねてきたのは、昌彦が高校受験

のために戸籍を取り寄せたときであった。その

時、昌彦は初めて自分が養子だったことを知っ

た。志津の次女によると、昌彦はとてもうれしそ

うで、いつまでも志津の家に滞在したいと言った

が、志津は、昌彦の母は梅子なので泊まってはい

けないと厳しく接したそうである。

昌彦は高等工業に進学し、卒業後しばらくたっ

て、軍隊に召集され、出征前に志津を訪ねた。そ

の日、志津は養女に行った娘も呼び寄せて、自分

の子どもたち全員と良吉と一緒に写真を撮影し

多平とたけの離婚の１年後、志津は16歳で昌彦

を産んだ。父親は志津の幼馴染の良吉だと言われ

ている。家族内のストーリーでは、志津の出産時

に良吉は徴兵で出征していた。昌彦はたけの父親

の戸籍に養曽孫として入籍され、生後１週間で、

子どもを亡くしたばかりで母乳が出ていた梅子と

育三夫婦の養子となった。志津は昌彦を戸籍に登

録するとき、自分は清三の四女であり、子どもは

清三の孫であると明記している。志津は子どもが

由緒正しい清三の家系の血筋であることがわかる

ようにしたのである。

昌彦が連れてこられた時のことを、梅子の姪

は、次のように語った。「昌彦ちゃんは、お産婆

さんが連れてきた。たけさんの父親は、そんな子

どもは孤児として捨ててしまえ、養育院に入れて

しまえと言ったそうだよ。だけどお産婆さんがこ

んな体格の良い立派な男の子を捨てるなんて可哀

そうだと言って、子どもを亡くしたばかりの梅子

のところに連れてきたんだよ」と話してくれた。

志津が悪戦苦闘している間、実の両親は志津を

助けてはくれなかったのだろうか。清三は昌彦が

２歳の時、1919（大正８）年に62歳で亡くなって

いる。既に清三と離婚していたつるは、清三が死

んだ年に、別の町の成功した銀行家の後妻として

再婚している。53歳であった。つるの実家は金貸

し業者であったが、つるの父親が死んだ後、家督

継承者は、他の商家もそうだったように、町を出

て日本橋に移り、さらに宇都宮に移っている。

昌彦の出産後、志津は結婚したが、あまりに辛

い生活なので良吉と共に逃げ出して炭坑に行っ

た。北九州では、江戸時代から農家の農閑期の仕

事として炭坑への出稼ぎがあったが、土地を持た

ない人々は炭抗での仕事を主たる職業としてい

た。しかし、農村と炭抗の人々の間には垣根が

あった（市原 1997: 15-17）。産業革命がおこり、
石炭の重要性が増すと、北九州だけでなく、中国

地方からも出稼ぎをする人々がやってきた。そう

した小さな炭抗で志津は良吉と暮らし始めた。

志津の夫良吉は、学歴はなかったが腕っぷしが
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切れるほどだったという。梅子は一家の家長で、

妹と妹の養女が一緒に住んでいた。育三は、昌彦

が高等小学校に通っている時に亡くなったが、梅

子は昌彦が卒業するまで通わせた。その後、昌彦

は中国地方の親戚である伊藤家の娘婿候補として

引き取られた。昌彦が教育を受けるよい機会と考

えて梅子は昌彦を送り出した。昌彦は養子として

入籍はされなかったが、伊藤家に嫡出男子が誕生

した後も変わらず大事にされた。

昌彦は、中学に16歳で入学しており、同級生よ

りも年上だった。勉強の機会を与えられたことに

感謝して勉学に励み、優秀な成績を修めていた。

剣道にも精進した。中学卒業後は、高等工業の機

械科に進学し、船舶技術を学んだ。瀬戸内海の造

船業で内燃機関を製造していた伊藤家の家業に貢

献する意思があったのだろう。

高等工業では下宿をした。友人たちとマントを

羽織って散歩し、語らい、囲碁をしている昌彦の

写真が残っている。九州の村にいたときに比べ、

昌彦には人生の希望があった。友人の写真にはす

べてその名前が記されており、昌彦のアイデン

ティティは、それらの友人と共に学び将来の製造

業を担う人間の誇りにあった。既に戦争色が濃く

なっていた時代に、その学校の学内雑誌には、製

造技術の向上で国力を上げようという気風が満ち

満ちていた。

1941（昭和16）年３月に高等工業を卒業した

後、昌彦は満州の自動車会社に就職した。その

頃、良吉が昌彦の父親として戸籍に記載された。

満州に就職して間もなく、12月には真珠湾攻撃に

より、太平洋戦争が始まった。昌彦は1942（昭和

17）年１月に召集され、戸籍上の養母の家に帰っ

た。昌彦は郷里の連隊に配属されたが、将校不足

だった当時の戦況にかんがみ、士官候補生とし

て連隊を離れて戦車学校で半年の訓練を受けて、

1943（昭和18）年５月に満州の国境警備の連隊に

兵器将校として配属された。それから終戦まで戦

闘はなかったという。だが、８月９日のソ連の侵

入とともに戦闘が始まり、８月29日にソ連軍に投

た。昌彦にとってはたった一枚の実母と弟や妹と

の写真となった。写真の中心は志津で、娘たちが

その周りを囲み、一番後ろに良吉や昌彦が立って

いる。志津の家族は女性中心の家族だった。

志津は、ひたすら働いていたようだ。志津の

末っ子は母と同じ布団で寝ていたが、ある夜母

が、体が折れ曲がるほどひどい咳をしていたこと

を覚えている。翌日彼女が学校に行った後に、志

津は魚をさばきながら突っ伏すようにして亡く

なったという。1947（昭和22）年１月、志津は46

歳であった。その時、昌彦はシベリアに抑留され

ていた。志津の子どもたちは優秀であったが、上

級学校に進学することはかなわなかった。志津の

長女が妹や弟の面倒をみたが、良吉は別の女性と

再婚した。

もし、明治維新でその町の商人たちの経済力が

失われなければ、志津は安定した人生を送れたか

もしれない。養女となった志津は、自分の養女イ

メージが子どもの将来に与える影響を考えて自ら

のルーツを戸籍に記し続けたのであろう。1898

（明治31）年に施行された明治民法と戸籍法に

よって子どもの序列は明示されたが、志津は、子

どもの序列化に抵抗し、自分の子どもたちの出自

が由緒正しいことを戸籍に記録し続け、苦しい生

活でも誇り高く生きることを自ら示したように思

える。

４．２　昌彦〈1917（大正６）−1994（平成６）〉

の場合

昌彦は、父の欄が空白のまま、志津の養祖父の

養曽孫として戸籍に登録された。昌彦を養子にし

た梅子は畑と山林を所有していたが、自らは同じ

村の製陶会社で絵付けをしていた。育三は婿養子

であったが、昌彦を愛しみ、畑に行くとき天秤棒

の両側に取り付けた籠の一つに昌彦を入れ、もう

一つに農作業の道具を入れて畑に行き、農作業を

しながら昌彦の面倒を見ていた。

昌彦は小学校に行くようになっても勉強好き

で、いつも机に向かっており、そのため畳が擦り
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た。しかも昌彦は家を借りなければならなかっ

た。それでも、昌彦は自分の工場を持った喜びで

働いていた。最初、小さな船のエンジンを作っ

た。エンジンができたとき、昌彦は完成式を行っ

た。だが、それは最初で最後のエンジン一式だっ

た。昌彦の仕事は、次第に機械加工の下請けに変

わっていった。昌彦は朝から晩まで働いていた。

かつて製造業の先端に立ちたいと思っていた昌彦

は次第に町工場の親父さんとして見られるように

なった。

それは、昭和38年、1963年のことであった。昌

彦は一大決心をして、百合子と子どもたちを連れ

て梅子の家に帰った。梅子の家は昔ながらの家で

あったが、隣に梅子の妹一家の家があった。昌彦

は、事業資金を得るために山を売りたいと伝えた

そうである。しかし、梅子の妹一家は、田舎の山

を売っても大した額ではないと反対した。昌彦は

工場を続けていくための資金を得るために養家を

頼ったのであろう。梅子は、昌彦を三大稲荷の一

つと言われている祐徳稲荷に連れて行き、商売繁

盛を祈願した。梅子にできるせい一杯の気持ち

だったのであろう。

その帰郷は、昌彦にとって最初で最後の家族連

れ帰郷だった。昌彦が裏山から撮ったらしい写真

が残っている。そこには山から志津の生まれた町

の方まで見える。昌彦のアイデンティティから故

郷が消えたときだったのかもしれない。既に実母

の志津は生きてはいなかった。昌彦は、子どもた

ちに実母の話を一切しなかっただけでなく、養母

の話もあまりしなかった。

同じ年の夏、百合子が子どもたちと実家に帰っ

ている間に、昌彦は一人でオートバイに乗り、山

陰まで高等工業時代の友人を訪ねて行った。友人

は、残された写真への記述からおそらく最も親し

かった人だったと思われる。しかし、昌彦は友人

が、終戦直前に朝鮮半島の任務地に戻る時、攻撃

を受けて船もろとも死んだことを知らされた。友

人の死から18年後のことだった。なぜ長年会わな

かった友人に会いに行ったのだろうか。今後の人

降してシベリアに送られた。

シベリアでは寒さと食糧不足で病人が出て、昌

彦も回帰熱にかかり、病院に送られた。毎日死ん

でいく兵が続出する中、昨夜家族の夢を見たとい

う兵は翌朝亡くなるなることが多かったと昌彦は

語った。昌彦は、出征する前に志津に会った時、

「あなたの母親は私ではなくて梅子だ」と言われ

てとても辛かったと息子に語っていた。シベリア

の病院で寝ている間、自分を持っている人は誰も

いないのだから、と思っていたそうだ。

昌彦は1948（昭和23）年７月に舞鶴港に上陸し

た。帰国後は梅子の家に滞在した。昌彦はこの時

期に３人の母、実母、養母、伊藤家の育ての母と

のつながりの間で揺らいでいたのであろう。結局、

昌彦はまた伊藤家に帰り、伊藤家の工場で設計技

師として働き始めた。伊藤家は、戦争中は軍事需

要で利益を上げていたので、昌彦の選択は最も合

理的にも見えた。そして伊藤家は昌彦に嫁を迎え、

住まいも与えた。しかし、戦争後、造船業の技術

革新が目覚ましく、政策的に造船業は大規模化し

ていったので、次第に伊藤家は新しい技術革新に

追いついていけなくなった。給料の遅配もおこり、

会社を辞める従業員も続出した。昌彦の妻百合子

は「労働争議が起きた」と話した。加えて分家が

独立し、本家の当主は病気で亡くなった。本家の

跡継ぎはまだ若く、昌彦は自分のことのように伊

藤家の行く末を案じて借金の保証人になった。し

かし、結局伊藤家は廃業し、昌彦は会社を離れる

ことになり、保証人になったがゆえに自宅も奪わ

れることになった。既に結婚し、子どももいた昌

彦は途方に暮れることになったのである。

昌彦と結婚した百合子にとって、家を失うこと

は青天の霹靂であった。伊藤家は資産家と思って

結婚させた百合子の父親にとっても想定外のこと

だったのだろう。百合子の実家は離婚を勧めた

が、百合子は離婚しないことを選択し、昌彦と共

に土地を買って小さな工場を建てて、昌彦を独立

させた。昌彦の小さい工場は、かつての伊藤家の

工場よりも、分家の工場よりも小さい町工場だっ
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の人生のラインを与えてくれた母たちに感謝して

いたように思われる。

昌彦の人生を遡ると、母志津の実家が明治維新

による激変で没落したことが養子となった遠因で

あった。しかし、男子であったがゆえに婿候補と

して期待され、高等教育を受ける機会を得た。さ

らに、その教育ゆえに士官として重用され、軍国

主義ナショナリズムの担い手として国家に尽くす

自負を獲得した。かつては寒村の貧しい家庭の少

年だったが、豊かな家庭の子弟と肩を並べる青春

時代を過ごすことができた。

戦後は、高度成長という新しい荒波をうけて

も、社会上昇を経験した昌彦の美意識や道徳観

は、没落していく養い親を見捨てることを許さな

かった。帰属場所を求めた養子だったことが昌彦

を制御したのかもしれない。資産がなく、家族や

親族の援助を必ずしも受けられない養子であっ

たが、昌彦の理想は、かつての青春時代のよう

に、「ものづくり」の担い手として生きていくこ

とだったと思われる。

４．３　明治・大正・昭和を生きた「養子」家族

のファミリー・ヒストリーからの「発見」

第一に、ハレーヴンが指摘しているように、

「養子」という家族戦略は、個人の人生と社会変

動との関連を示している。明治維新で没落した商

家の娘という立場から農家の養女になり、さらに

奉公に出たことが人生に大きな影響を与えた。し

かし、志津は、「文雅の誉れ」高い家という家族

文化を子や孫に伝え、子どもたちに誇りを持って

生きることを示したのである。

センが与謝野晶子の表現を借りて示しているよ

うに、近代日本の養子制度は、男子には教育、家

督相続の可能性という点で大きな利点を残してお

り、ジェンダー差が垣間見られる（セン 2014）。
昌彦の人生を追ってみると、養子、婿養子候補と

移動していく過程で高等教育を受ける機会に恵ま

れ、豊かな生活を享受したり、社会的に尊敬され

る機会を得たりした。母志津の養子人生と比べる

生について相談したかったのだろうか。ただ、楽

しかった学生時代の思い出を求めて行ったのだろ

うか。昌彦は人生で最も幸せだった時の友人に会

えず、その死を知ったのだった。

1963（昭和38）年は高度成長の始まりの時期で

もある。昌彦には新しい時代の波に乗る資力はな

かった。伊藤家への忠誠心から、昌彦はより安全

な大企業に転職する機会を逃した。このころか

ら、下請けの仕事はさらに小さくなり、昌彦はそ

うした機械製品の加工に専念することになった。

育ての母と伊藤家の息子たちは町を離れて、遠

くの町に引っ越していった。百合子は伊藤家が昌

彦の忠誠心だけを利用して捨てて行ったことを非

難していたが、昌彦は伊藤家の母が亡くなる前に

見舞いに行った。自分に教育を受けさせてくれた

伊藤家と伊藤家の母に感謝をしていたのだ。

昌彦が実の妹たちについて話したのは、子ども

たちが成人した後だった。妹たちは昌彦をお兄さ

んと呼び慕ってくれていたそうである。昌彦が亡

くなる前にも妹たちはお見舞いに来てくれた。昌

彦は1994（平成６）年に77歳で亡くなった。死の

前に、「この息苦しさはシベリアにいたときのよ

うだ」と話していた。しかし、闘病中の昌彦は一

切のわがままを言わずに亡くなった。志津と同様

に、昌彦も限りなく「我慢強い人」であった。

今日、養子問題を考えるとき、「親のための養

子」「子のための養子」と区分されるが、昌彦の

場合、親のためでもあったし、子のための養子で

もあった。昌彦が生まれたときは、父親のいない

未婚の母の子であったが、養子に出されて嫡出子

の地位を得た。梅子が昌彦を養子にしたのは、将

来自分の面倒を見てもらうためだったかもしれな

いが、梅子の昌彦への態度は、昌彦のために教育

の機会を願うものであった。育三の死後も梅子は

昌彦を働かせてはいない。婿養子にすることを期

待して教育を与えてくれた伊藤家の父母も昌彦を

愛しく思っていたようである。昌彦の養子経験

は、昌彦に機会を与えてくれた。３人の母の間で

揺れ動いたこともあるが、それ以上に自分に複数
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（1948: 11-15）というのである。幼い頃から継母
に虐待された犀星は「私は可愛らしい子といふ言

葉を嘗て聞いたことがなかった（1948: 96）……
継母は実に夥しい辛辣な言葉と冷酷惨忍な鞭を

持って逃げ場もなく、また逃げ足の弱い私の前に

立ちはだかって罵って云った。『お前は……ろく

な人間にならないから』」（1948: 99）と言われて
育ったのである。人に嫌われる、醜い姿の自分と

いう思いが繰り返し書かれている。

犀星は、もし自分が作家にならなかったら「ろ

くな人間にならなかっただろう」（1948: 17）と書
いている。「この人にたたきのめされなかったら、

今日の平四郎（犀星がモデル）が出来上がらな

かったかもしれない、つまり何事もつきこんで教

えた不滅の教師みたいだ」と68歳の犀星は客観的

に見つめている（2012＝1958: 124）。
しかし、冷酷な実父や辛辣な継母と対照的な存

在として、自伝小説には、実母が純真無垢な女性

として描かれ、自分から奪われた息子に食べさせ

てと、毎日養母に卵を届けていたストーリーが書

かれている。犀星にとって、幼年期を過ごしたふ

るさとは過酷な生活の場所であったが、「故郷は遠

きにありて思ふもの」と詠い、現実の世界とファ

ンタジーの世界の対照を抒情的な詩にしている。

だが、小説の中では現実を鋭く見つめている。

たとえば、『杏子っ子』では、最愛の娘の婚約話

が持ち上がった時に戸籍謄本の交換をすることに

なり、父親平四郎の戸籍に「私生子」という書

き込みがあったことを記している（2012＝1958: 
351）。この小説を書いた時、犀星は既に68歳であ

り、戦後民法では「私生子」という用語は使われ

ていなかった。戸籍交換が原因かどうかは書いて

ないが、娘はその男と結婚しなかった。

日本型近代家族が構築した子どもの序列化の底

辺で苦しんだ犀星の自伝的叙述には、「虐待と差別

の現実」と「抒情詩を書く成功した作家」との対

比、「醜い自分」と「愛される自分」との対立が美

しい言葉の表現の中で緊張を生み出している。

と、男性であったがゆえの利点であった。

しかし、戦時中の昌彦の社会上昇は軍国主義体

制に支えられたものであった。戦後の高度成長、

技術革新の過程では、家族の支援が得られなかっ

た昌彦は技術者としての自負を生かすことができ

なかった。にもかかわらず、昌彦もまた志津と同

様、自分への信頼を持っており、自己規制の厳し

い凛とした生き方をしようとした。実母の家系の

誇りが彼にも家族文化として伝わったのであろう。

また、実母、養母、育ての母と三人の母を持っ

た人生では、現代の核家族の母のような愛情を得

られなかったが、複数の母を持ち、それぞれに愛

されたという幸せにも恵まれていた。それぞれの

家族から重層的な家族文化を継承することができ

たといえよう。

５．事例検討２：自伝的著作にみられる
「養子」家族

近現代日本文学では「養子」経験や「養子家

族」であったことの葛藤を自伝小説としてあるい
は自叙伝として書いている作家が意外にも多い。

５．１　室生犀星〈1889（明治22）−1962（昭和

37）〉の場合

室生犀星の『自叙伝全集』（1948）によれば、

犀星の実父小畠弥左衛門は旧加賀藩の足軽組頭

で「立派な士分」だった。父は廃藩時に妻を亡く

しており、母は父の女中だった。そのため、犀星

は、生まれてすぐに隣家の寺の住職の内縁の妻赤

井ハツの私生子として届け出られ、後にハツが住

職と結婚した時、住職室生真乗の養子となった。

８歳で実父が亡くなり、実母は他所に行き、所在

がわからなくなった（注８）。

室生犀星は繰り返し、自伝的叙述を書いてい

る。「私は私の自伝の記録を何度書いたかも、は

かりがたいが……いくらでも書くことがあふれて

いる……私の生きてきたことを愛するために父

や母の生きていることを記録したいのであった」
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りに働かされ、16歳で日本に返された。17歳で東

京に出て、「苦学生」として人生を切り開こうと

し、新聞売りや露店商などをしたが、結局学費が

続かなかった。思想的には、キリスト教、社会主

義を経て朝鮮の民族運動に共感して、民族運動家

だった朴烈と事実婚をした。

親に見捨てられ、親族に虐待された文子だった

が、それでも朝鮮半島の祖母のところに行くとき

には、「私はついに朝鮮に来た。私の幸福を待っ

ていてくれる希望に満ちた朝鮮に来た」（鈴木編 
2006: 94）と肉親の愛情を求めて裏切られた感情
を表現している。警察調書で述べている未入籍

の「養嗣子」体験は、彼女の人生を当時の社会と

の関わりで客観的に見つめようとした「自伝・伝

記」といえよう。

調書での自分の人生の振り返りに比べて、彼女

が獄中で詠んだ短歌には主観的な父母への思いが

綴られている。「早口と情に激するわが性
さが

は父よ

り我への悲しき遺産」（鈴木編、2006: 246）「意外
にも母が来たりて郷里より監獄に在る我を訪ね

て」（258）「詫び入りつ母は泣きけり我もまた訳

も判らぬ涙に咽びき」（259）など、獄中で死を覚

悟して詠んだ歌には、父母に見捨てられた自己へ

の客観的・社会的認識からは漏れ落ちた父母を恋

しく思う感情が溢れている。当時の日本の客観的

状況を認識しえた優れた理性を生かせずに人生を

終えた文子だったが、私的な心を詠んだ短歌には

父母への情も豊かにあふれている。「私」の「自

己」は情に溢れているが、「公」の「自己」は信

念を通した強さを示している。

５．４　  松本清張〈1909（明治42）−1992（平成
４）〉の場合

松本清張の父、峰太郎（1871？－1960？）は長

男であったにもかかわらず、生後間もなく土地も

資産もない農家に養子に出された。清張自身は、

自分のことはあまり作品には書かなかったと述懐

しているが、その自伝的著作『半生の記』、そし

て自伝的小説『父系の指』には、父が養子だった

５．２　高見順〈1907（明治40）−1965（昭和40）〉

の場合

高見順は、福井県知事で後に貴族院議員となっ

たエリートを父として生まれた私生子だった。父

は上層家庭の婿養子であり、高見順もまた「養子

家族」の一人とも考えられる。自伝的小説『私生

児』（1930）によれば、母は息子と祖母を連れて、

東京の父の自宅近くに引っ越し、縫物をして生計

を立てた。高見順は生涯父親に会うことはなかっ

たが、異母兄と同様に一高、東大へと進学して立

身出世するようにと母に叱咤激励されて自らも父

と同じようにエリートとなっていった。しかし、

子ども時代を描いた『私生児』では、府立一中を

受験するとき、同級生から、「私生児は府立一中

にはいけない」と揶揄され、深く傷ついたことが

書かれている。泣いて母に「私生児でなくしてほ

しい」と訴えたので、母は父の代理人に庶子とし

て認めてほしいと再三頼んだ。しかし、最終的に

庶子として認められたのは高見順が東大を卒業し

た25歳のときであった（坂本 2011: 11）。母は息子
に良家の子どもと交流させるが、その描写には恵

まれた家庭の子どもと接する著者の葛藤が見え隠
れする。明治民法に示された子どもの序列体系の

もとで、なかなか父に認知されなかった男子とし

ての自己アイデンティティの危うさが読み取れる。

５．３　金子文子〈1903（明治36）−1926（大正

15）〉の場合

関東大震災後に大逆罪で死刑判決を受け、後に

恩赦で無期懲役に減刑されたが獄中死した金子文

子は、「幼児期から、『無籍者』として蔑まれ、肉親

にも虐待され……文子の『被差別』の体験が……

朝鮮人への共感や連帯の思いを培った」（鈴木編 
2006: 272）と鈴木裕子は評価している。文子が生
まれたのは明治民法施行の５年後であり、近世的

慣行が残るなかで戸籍に記載されず、無籍者と

なった。９歳で、朝鮮の植民者だった父方の祖母

と叔母の家に家督相続のための養子として引き取

られたが、実際には戸籍に入籍されず、女中代わ
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５．５　谷崎潤一郎〈1886（明治19）−1965（昭

和40）〉の場合

谷崎潤一郎もまた「養子家族」であった。父倉

五郎は婿養子で実直だったが、商才に乏しく家

業（印刷業）は徐々に傾いていった（新井 2009: 
214-215）。７人兄弟のうち、三男と三女、四女
は里子に出され。後に養子となった（谷崎精二 
1925: 29）。潤一郎は早くからその神童ぶりが認め
られ、援助を得て一高、東大に進学した。弟精二

もまた文学を志し、苦学したが英文学者として成

功した。しかし、没落の故に養子に出された弟や

妹たちは教育を受ける機会を逸し、経済的にも恵

まれなかった。そんな弟や妹を潤一郎と精二が気

にかけていたことを妹林伊勢は回想録で記してい

る（林 1978）。そこには家族戦略の故に兄妹間の
生きていく文化資源に格差ができたが、著名な作

家になった兄たちの名声を傷つけたくないという

妹の思いが溢れている。また末弟終平（谷崎終平 
1989）も回想録を書き、潤一郎や精二が養子に出

された弟や妹のために並々ならぬ援助をしていた

ことを記している。伊勢や終平の著作には、谷崎

家の兄妹たちの深い情愛と率直な交流がそれぞれ

の視点から描かれている。

５．６　文学者の自伝的作品から見えてくる世界

近代日本における養子制度の多様性を反映して

上記作家以外にも「養子」であった作家がいる。

佐多稲子〈1904（明治37）－1998（平成10）〉は

両親が若くして結婚する前に生まれたために、親

族の家の奉公人の私生子として届けられ、後に実

の両親の養子となっている。虚偽の戸籍記載の例

といえよう。

他方、裕福な家庭の間で、あるいは親族間で、

子どものやり取りをする場合もあった。土佐自由

党志士で衆議院議員となった竹内綱の５男として

生まれた吉田茂〈1878（明治11）－1967（昭和

42）〉は父の親友で子どものいなかった実業家吉

田健三の養嗣子になった（新井 192-204）。野坂
昭如（1930（昭和５）－2015（平成27）〉は母が

ことへの怨念のようなこだわりがみられる。『半

生の記』では、人物名、地名などほぼ実名で書か

れているようであるが、『父系の指』では仮名が

用いられている。

『半生の記』によれば、清張の父峰太郎は10代

で郷里を出奔し、野心はあったが、勉学の機会を

得ることもなく、地道に働くこともできず、家族

を十分に養うこともできなかった。他方、峰太郎

の弟は生家に残り、高等師範に進学し、恵まれた

生活を送ることができた。清張の父はいつか故郷

に錦を飾りたいと思っていたが、結局それはかな

わず、出奔後一度も郷里に帰らなかった。清張は

貧しい子ども時代を送り、青年期には手に職をつ

けて安定した生活を送りたいと願ってひたすら働

いた。しかし、貧しさは孤独を招き、日々侮蔑さ

れる思いにも耐えていた。そして、「いつも他人

に甘くみられながら貧乏で通してきた父親」のこ

とを共感と哀れみをもって見ていた。

二つの作品はどちらも自伝的著作であるが、

『半生の記』には父親の伝記的叙述が多く入って

いる。しかし、自己と父との境界が曖昧になり、

父の無念さが清張の苦しさと重なっている。事実

と小説という点から見ると、小説では「養子」で

あったことの無念さがよりデフォルメされてい

る。たとえば、『半生の記』では、東京に住んで

成功している叔父が手紙に返事をくれなかったと

書いてあるが、『父系の指』では、「これからお付

き合いを」という親族に「二度と会うもんか」と

いう内心の言葉で答えている。

清張の自伝的著作は、自伝であると同時に父の

伝記の要素が多分に入っている。「自伝」と「伝

記」とが入り混じった著作といえよう。また、清

張は「養子家族」として「養子」の文化を引き継

いでいるようだ。本来なら、日本型近代家族の長

男として家父長権、戸主権を得て、世間から尊敬

されて生きていくはずだったのに、という父の無

念さを清張も引き継いでいる。
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とは思えないが、異論を唱えていたわけではな

かった。松本清張も、『半生の記』（82）におい

て、「兵隊生活だと、仕事に精を出したり、勉強

したり、又は班長や古い兵隊の機嫌をとったりす

ることでともかく個人的顕示が可能」で、兵隊生

活には「職場にはない『人間存在』があった」と

記している。職場での差別を思うと、軍隊のほう

がまだ人間味があったと回想しているのである。

戦争中、室生犀星は戦争を美化する詩を書いて詩

集『美以久佐』を発表した。しかし、犀星はそれ

らの詩を死の直前に自ら編纂した『全詩集』から

削除した。その理由を、戦争詩は外からの強制で

書いたもので、「心のにごり」を見たくないから

と説明している（須田喜代次 2000: 147-148）。富
岡多恵子は、犀星の弁明を「滑稽」と評しなが

ら、どこか擁護的である。そして、犀星は「庶

民」であったからだろうと解釈している（富岡 
1982: 185-186）。養子だった詩人の戦争詩と戦争
責任問題とのかかわりを論じることは、筆者の力

量を超えているが、富岡の指摘した「庶民性」は

養子だったことと無縁ではないだろう。

唯一対照的なのは金子文子であろう。裁判の調

書では、ぶれることなく、日本の朝鮮半島支配は

間違っていると主張し続けた。「公」の自分に揺

らぎがなかった女性だった。

７．おわりに

本研究は、当事者の視点からみた「近現代日本

における「養子」および「養子家族」の家族史研

究」の可能性を検討した。第一に、先行研究の検

討から、明治民法において養子制度は家父長制を

支える役割を担い、子どもは嫡出か否かによって

序列化されていたことがわかった。戦後の民法改

正以降は、子どもの権利が重視され、子どもは愛

情ある「近代（核）家族」理念の重要な構成要素

となった。社会的養育を必要とする子どもたちに

「里子」あるいは「養子」としての人生を確保せ

んとする今日の施策は、多様化する家族の現実に

出産後亡くなったので、母の妹の嫁ぎ先だった張

満谷家の養子になった。養家は繰り返し養子を得

て家族を形成していた。野坂の反戦小説『火垂る

の墓』に描かれた幼い妹もまた養女だった。野坂

の『アドリブ自叙伝』には『火垂るの墓』で描か

れた妹思いの兄は創作だとし、養父母の死への悔

恨が繰り返し書かれている。

今回読んだ作家の養子体験を描いた作品の中

で、とりわけ痛々しく感じるのは室生犀星の「家

族幻想」ともいえる詩や小説である。「醜さ」や

「人に嫌われる」という自己否定を超えて、「美し

い感性」の自然や人物を描いている作品は「養

子」体験を昇華させた作品と思える。

６．養子の「伝記的研究」から見えてく
る世界

養子や養子家族として生きた人々は、日本の近

代化の過程で構築された家族制度、すなわち「日

本型近代家族」の周縁的な存在であった。だから

こそ、彼らの経験は、近現代日本の家族制度を逆

に浮き彫りにしている。上層家庭の子どものやり

取りや婿養子、家業の没落から養子に出された子

どもたち、養子に出された嫡出でない子どもたち

まで、養子家族は広範囲な階層に存在していた。

とりわけ、家族戦略で養子に出された子どもや婚

外子から養子になった子どもたちは「愛」を希求

しながら自己のアイデンティティを模索してい

た。彼らは子ども時代の困難、貧困や虐待に近い

経験、そして世間の眼差しを跳ね返すための努力

をした。

「養子」あるいは「養子家族」であったことは、

日本の近現代史において避けられない戦争責任問

題にも影を落としている。本稿で扱った資料で見

る限り、養子たちの「公」の自己は戦争に直接異

議申し立てをするものではなかった。貧しい寒村

で養子として子ども時代を過ごした昌彦は、戦時

中には将校になることができ、軍服姿の写真は

自信に満ちている。決して戦争を肯定していた
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17年に廃止されて法律用語としては使われなく
なった。本稿で参照した文献に「私生児」と表記
してあっても、直接引用でない限り、「私生子」
と表記することとする。

（注３）1870．「新律綱領５等親図」、『法令全書』第944．
（注４）1872年東京養育院、1874年浦上養育院、1879年福

田育児院、1887年石井十次が岡山孤児院を設立。
（注５）1925．「民法新続編中改正ノ要綱」．
（注６）1942．「民法中改正法律　法律第７号」．
（注７）2007年は奴隷貿易廃止200周年にあたり、カリブ

諸島からヨーロッパ、アフリカ、北米大陸と、大
陸をまたいだルーツ探しが盛んにおこなわれ、他
の移民家族も移民前のルーツを探す旅をした。イ
ギリスでは、100年前までの国勢調査をインター
ネットで閲覧できるようになり、インターネット
を利用した先祖探しも行われている。またファ
ミリー・ヒストリー同好団体として、Who Do You 
�ink You Are? やFind My Pastなどもある。

（注８）室生犀星の自叙伝は概ね事実と思われるが、養母
の名前を本文では青井とし、巻末の年譜では赤井と
している。寺山修司（1978）によれば、実母は捨て
子だったと思われ、後に再婚しているが、自叙伝で
は母の再婚には触れていない。自叙伝の中でも小さ
な齟齬や書かれなかった事実がある。
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