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支援の実践に向けたステップファミリー研究へ 

―スーザン.D.ステュワート／G.リム『多文化のステップファミリーたち』― 
 

渡部 晃大 
 

Susan Stewart & Gordon Limb 
Multicultural Stepfamilies 

(San Diego: Cognella Academic Publishing, 2020) 
 

Kodai WATABE 
 
 

1. ははじじめめにに 
 
 本書は、ステップファミリーの「多文化性」に焦点を当てた本である。様々な人種や民族に

おける「家族」を、同一のものとして扱うのは難しい。それぞれの文化や歴史などにより、家

族の形態や伝統は異なっている。 
 それは、ステップファミリーでも同様である。本書では、これまでほとんど扱われてこなか

った「様々な文化の中でのステップファミリー」についての研究が掲載されている。具体的に

は、アメリカ国内の様々な民族や人種のステップファミリー、そしてアジアのステップファミ

リーについて取り上げられている。また、ステップファミリーの成立に大きく関連する「宗教」

の問題も扱いつつ、ステップファミリーをめぐる現状について述べている。 
本書の編者は Susan D. Stewart や Gordon Limb である。彼らを紹介しているウェブサイト

も参考にすると Stewart はアイオワ州立大学で社会学の教授であり、性別や家族の多様性など

を中心に扱っている家族人口学者である。彼女の代表的な著作として、“Brave New 
Stepfamilies”（2007）があり、本書の中でも、ステップファミリーの多様性について本書以前

に扱った数少ない本として紹介されている。そして Limb は、ブリカムヤング大学の教授でア

メリカインディアンの家族や子供たちを主な研究対象としている。2 人を中心として、アフリ

カ系アメリカ人について述べた Chalandra M. Bryant や東アジアのステップファミリーにつ

いて述べた Shinji Nozawa など、所属する大学の異なる 11 人の著者がそれぞれが専門として

いる人種や民族、地域でのステップファミリーについての研究のレビューを行う。それと同時

に、家族支援の実践に関わっている実践家に向けて着目するべきポイントを指摘する役割や、

初学者がステップファミリーについての理解を広げる教科書としての役割を果たしている。 
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2. 本本書書のの概概要要 
 
2.1. スステテッッププフファァミミリリーーのの定定義義 
 第 1章の内容を述べるのに先立って、第 2章の内容について述べた方が良いだろう。第 2章
で述べられている内容は、本書全体を通しての前提である「本書で Stepfamilyとして扱われて
いるのはどのような存在か」を定めている章であり、この章の内容こそが本書の根幹となるも

のであるからだ。 
ステップファミリーの定義は、一見明らかなもののように思える。男女が結婚し、その夫婦

が両者いずれか、もしくは両方が結婚前から育てていた子どもを養育している家族というのが

一般的なステップファミリーのイメージをして考えられる。しかし、第 2章の「ステップファ
ミリーについて私たちが本当に知っていること―ステップファミリー研究での白人、中産階級

への偏り―」という章では、このようなステップファミリーの理解は誤りではないが、かなり

狭い定義であることが明らかにされる。この章では、これまでのステップファミリー研究にお

ける研究対象の偏りについて述べられている。ステップファミリーを扱った研究はこれまで多

くの成果を挙げてきており、そのことはこの章の著者である Stykesも認めている。しかし、そ
こで「ステップファミリー」として研究されてきた存在の多くは、「クリスチャン、白人、中産

階級であり、結婚した男女が幼い子どもを育てている」など、かなり限定的なものであるとさ

れる。このような観点での研究結果から得られた私たちのステップファミリーへの理解も、こ

の偏りに大きな影響を受ける。これらはすなわち、これまでのステップファミリー研究のメイ

ンストリームからは多くの存在が取りこぼされていることを意味している。例えば本書で言及

されているような「様々な人種のステップファミリー」や「LGBTQ＋カップルのステップファ
ミリー」などを挙げることができる。また、その家族に婚姻関係があるかどうかと、その家族

はステップファミリーであるかどうかは関係がない。同棲しているステップファミリー

（cohabiting stepfamily）も同じくステップファミリーとされる。第 2章では、読者はステッ
プファミリーへの理解を深めるためにもより広い定義を受け入れるように努めるべきだと述べ

られている。 
 第 1章で、本書の目的が 3つ設定されている。まず、アメリカや世界中のステップファミリ
ーの人種的、民族的、宗教的な多様性についての研究を活発にするために、増加している非白

人や非クリスチャンのステップファミリーへの認識を増やすことである。2 つ目は、ステップ
ファミリーについての新しいデータを提供することである。一例として、第 2章では統計調査
を引用し、小さい子どもがいる異性間結婚の形態をとっている伝統的なステップファミリーと、

子供の年齢や婚姻関係の有無、異性間カップルか同性間カップルかによる制限を全て無くした

最も広い定義であるステップファミリーとでは、子どもの人種や親の学歴、貧困の状態を表す

数値が変動することを示している。3 つ目は、それぞれの章の中で現場に即したステップファ
ミリーの生活を例に出して読者の理解を深めるためにそれぞれの筆者が作成した挿話

(vignette)を含めることである。それぞれの挿話には主人公や子供の年齢、結婚相手の情報、そ
の家族の中でどのような問題が起きているのかについて設定されている。読者はこの挿話を読
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むことで、それぞれの章で描かれている民族や人種のステップファミリーの生活を具体的にイ

メージできるように工夫されている。 
 
2.2. 民民族族的的多多様様性性をを示示すすスステテッッププフファァミミリリーー 

3章から 6章では、これまではあまり扱われてこなかった様々な民族についてのステップフ
ァミリーの研究について述べている。3 章の「アフリカ系アメリカ人のステップファミリー」
の著者である Bryant はアフリカ系アメリカ人のステップファミリーは他の人種や民族と比べ
て構造的に多様であると主張するために様々な研究結果やデータを用いている。そこで見られ

る特徴は、まず、離婚によって誕生したステップファミリーよりも未婚出産の結果として誕生

するステップファミリーが多いことである。そして、「シングルマザー家庭」の中で同棲してい

る無関係の男性がしばしばいることである。3 点目に、結婚率が低下していることも示す一方
で、この低下は彼らが結婚に対してネガティブな印象を持っているからではないことを示して

いる。また、他の人種や民族と比較して、18歳未満の子どもが生物学的両親 2人と暮らしてい
る割合はかなり少ない。第 2章でも述べたように、婚姻関係の有無によってステップファミリ
ーか否かが決まるわけではなく、ステップファミリーは、未婚での出産・子育てをする中で同

棲することでも成立する形態であると本書ではされる。再婚は単身家庭の経済的なストレスを

幾分か緩和するものの、継子への経済的な支援は生物学上の子（実子）と比較して少なくなっ

てしまう。単身家庭での生活よりも継親がいる方が経済的な暮らし向きは良くなるのだが、生

物学的両親両方と生活している子どもに比べると、彼らの生活水準は低い。 
アフリカ系アメリカ人家族の特徴として、家族の境界の浸透性、すなわち外部の人間を家族

システムや育児の中に組み込むことが容易にできることが挙げられている点は、特に興味深い

指摘である。彼らの中には「fictive kin」という存在がある。これは、結婚や血縁という関係が
あるわけではないにもかかわらず家族や親族として見ることである。Fictive kinは家族のメン
バーと似たような地位を与えられる、アフリカ系アメリカ人の中で重要な構成員である。また、

アフリカ系アメリカ人は「pedi-focal」な家族システムであると表現される。これは、子どもを
中心としたシステムで世帯間での子どもたちの移動がなされていて、1 つの家族単体ではなく
共同体での子育てを行うという意識が強いシステムのことを指している。このために、他の人

種の家族よりも継子の定義は広く、アフリカアメリカ人家族の歴史や伝統は、家族の境界線を

強固なものにはしない。そして、この pedi-focalな家族システムのために、生物学上の親と継
親の間でスムーズに子どもの交換をするのを妨げる政策が実施されると、他の人種よりも問題

が起きやすいとされている。 
第 4章は「ヒスパニック系のステップファミリー」がテーマである。そもそも、ヒスパニッ
ク系の人口は現在増加傾向にあり、ヒスパニック系の内部で多様性が大きく、その多様さに対

応して多様な文化的価値や概念が存在している。そして、アメリカ内でのヒスパニック家族で

のステップファミリーの割合は、白人や黒人家族よりも少なく、2 人の生物学的両親と生活を
している割合が高いことが示される。 
この章の著者であるHoffmanらは、ヒスパニックについて、高齢化、家族主義、ジェンダー
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役割、宗教の観点からその特徴を検討しつつ、ヒスパニックのステップファミリーについての

研究を用いている。まずヒスパニックが高齢化している点に着目する。人生が長くなれば人生

を通して再婚を経験できる年数も増え、そして「継子がすでに大人である場合」という状況が

想定されやすい。ヒスパニックのステップファミリーは、誰が老いた両親の面倒を見るのかと

いう点で混乱を経験することが述べられている。家族主義の観点からは、ヒスパニック系の人

が持っているステップファミリーとは相性の悪い価値観について述べられている。筆者らは家

族主義を、個人が自分の欲求よりも家族の結合の必要性に集中できるよう家族役割が高い価値

を持っており、家族に協力的にする集合的な態度であると定義づけている。このような、ヒス

パニックに根付いている自分個人よりも家族を大事とする家族主義の考え方は、個人主義や個

人の欲望を反映する「離婚」などの行為には反しており、周囲の人間はよしとしない。また、

家族主義はステップファミリーに 2つの点で混乱をもたらすものになる。１点目は、結婚生活
をやめたり再婚や同棲をしたりすることは、もともと良い関係を築いてきた家族成員のことを

無視する行為となってしまい、不満を抱かせることになってしまいかねないことである。2 点
目は、新しい家族の行動などに順応して参加しなければならないことへの義務感を抱かせてし

まうことである。そして、この家族主義の影響は継子の呼び方にも及ぶ。継親は継子のことを

自分の子どもと同様の呼び方で呼ぶ。これは、家族が安定した完全なものに見えるように核家

族として見せたいのではないかと推測されている。ジェンダー役割の観点も、ヒスパニック文

化にとっては重要な観点であるという。昨今ではほとんど一般的ではなくなりつつあるような、

男性は勇敢で男らしく女性は高潔で素直であるとする伝統的なジェンダー役割が、ヒスパニッ

クの行動には未だに大きな影響をもたらし続けている。これはもちろんステップファミリーに

おいても例外ではなく、この伝統的なジェンダー役割観が、ステップファミリーの複雑な関係

性をさらに悪化させてしまっている。 
そして、宗教の観点を軽視することはできない。ヒスパニックには主にカトリックが広く信

仰されている。宗教と文化は重なっていき、信仰は家族の大きさや結婚、離婚に影響を与えて

いく。ヒスパニックのステップファミリーにとっては、この宗教と文化の密接な関わりは、大

きな困難をもたらすことになる。つまり、結婚は高度に神聖なものとされており、その婚姻関

係を破壊する離婚行為はタブーとされているのである。同じ宗教を信仰している者どうしの結

婚は、そこで生まれるステップファミリーの絆を強め、困難を乗り越える要因となる。その一

方で、宗教的かつ文化的な考え方に則らない行為は、同じコミュニティに所属している人から

は受け入れられず、孤立を招くことになる。 
第 5章は「アメリカインディアンのステップファミリー」の置かれている状況を Turnerら
が次のように描いている。多くのアメリカインディアンは、貧困、スティグマ、失業や心の健

康の不調など、様々な課題に直面している。他の民族や人種に比べると、これらの問題は（少

なくとも部分的には）親、継親、そして継子の関係性の質を低くしたり暮らし向きを悪くさせ

たりする要因となっている。そして、アメリカインディアンではない人と結婚した場合は、家

の中で両者の信仰にどのように折り合いをつけていくかという点も大きな課題となる。 
一方で、アメリカインディアンは非伝統的な家族を受け入れ、手助けを頼るために家族や友
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だちのより大きなネットワークを広げている。そして、アメリカインディアンの伝統や生活を

語るうえで、「順応性（resiliency）」という性格についても議論されており、アメリカインディ
アンが直面している家族の分断やステップファミリーの構築において重要な要素であることが

語られている。 
Jensenは第 7章で「ステップファミリーの宗教的多様性」について述べている。ここまで本
書で述べられてきたように、ステップファミリーの葛藤には、その人種や民族の文化が大きく

影響しているが、その中の大きな一部を占めているのが「宗教」や「信心深さ」である。宗教

や信心深さは個人同士の関係性の形成や消滅がいつ、どのようにして起きるかについて大きな

意味を持っているとされる。宗教は、家族の結合を強くする方向に働くこともある。しかし、

家族によっては、宗教や信仰は家族の生活をもつれさせてしまう方向に働くこともある。 
そして、第 8章では、第 7章までのまとめや各章の間の類似点や相違点と、多様なステップ
ファミリーの研究についての展望が描かれている。 

 
2.3.  アアジジアアののスステテッッププフファァミミリリーー 
前節では、ステップファミリーの民族的な多様性について述べられた。この節では、本書で

はやや異質とも言える「東アジアのステップファミリー」について語られている第 6章の内容
をまとめる。 
この章は「アメリカ人」という枠からは離れているが、これは、筆者のNozawaが述べるよ
うに、アジア系アメリカ人のステップファミリーの特殊性や、他の人種や民族との類似点や相

違点がほとんどわかっていないためである。そこでこの章では、主に、東アジア社会で起きて

いるステップファミリーの動きについて述べられることになる。もちろんアジア系アメリカ人

と東アジア社会におけるステップファミリーは同じ性格を持っていると考えるべきではないが、

将来的にアジア系アメリカ人を対象とした研究をデザインする際には、有効な役割を果たしう

るというのが、本章の立ち位置である。東アジアという地域は広すぎて多くの多様性を含んで

しまう。そこで本章では主に日本、香港、韓国、シンガポールを中心として描写されている。 
Nozawaが述べるように、ステップファミリーの研究は日本を含む東アジア全体において進
んでいない。東アジアでは、結婚せずに出産することや離婚、再婚に対して未だに強い社会的

なスティグマが残っている。そのため、ステップファミリーの存在は社会的に隠されたままと

なり、ステップファミリーとしての経験が広く語られることもない。ステップファミリーが隠

されてしまう例として、日本では「ステップファミリー」を表す独自の言葉がなく、中国語や

韓国語においても日常会話の中でステップファミリーを表す言葉が欠如している。ステップフ

ァミリーは、核家族として生きて、必要最低限の時しか自らの家族の状況を語らない。 
東アジアの中でも政治システムや人種的な多様性はあるが、共通している点もある。例えば、

核家族モデルが現れ、見合い結婚ではなく配偶者間でのロマンティック・ラブに基づいた結婚

が広がった点である。これらのモデルは若年層の間で新しい標準モデルとなった。また、現在

では、低い結婚率と出生率、そして高い離婚率という状況ではあるが、同棲、そして未婚での

出産は西洋諸国に比べるとかなり少ない。出産や子育てはいまだに結婚制度の中に閉じ込めら
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れており、この点で、結婚制度は社会的に価値を持ち続けている。一方で、東アジア諸国での

ステップファミリー家庭の数も増えてきている様子ではあるという点が挙げられている。 
 Nozawaは、離婚や再婚に対する態度の歴史的な動きなどについて、特に日本を取り上げて
解説する。20世紀の日本よりも 18世紀から 19世紀後半に向けての日本では、離婚は頻繁に
起きており否定的な見方も無かったことが過去の研究からは明らかにされている。しかし、近

代化のために明治政府が推し進める中で、儒教や家父長制的な価値観は民法の中で制度化され、

父親や夫に家族の権力や権威が与えられることになる。その結果として、19 世紀後半から 20
世紀初頭まで下がっていき、1960年代までは低いままとなった。教育制度が整備された影響も
受けて、こうして離婚や再婚に対して快く思わない態度は広まっていったとされる。 
 アジアでは、現在もステップファミリーに対する研究や理解、そしてステップファミリーの

生活の実態について、実践家や研究者、さらにはステップファミリー当事者にも知られていな

い。このような状況であることで、アジアのステップファミリーは、すでに制度化されている

結婚したカップルとその生物学的子どもや養子から成る「核家族」の形態をモデルとすること

になる。Nozawaは、日本での継親はまるで唯一の親であるかのように振る舞う必要があり、
一緒に住んでいない生物学上の親に取って代わる存在となるべきだと考えられていることが明

らかになっているとしている。このようなステップファミリーの図式を、Nozawaは「スクラ
ップ＆ビルド家族モデル（scrap and build household model）」と表現する。このモデルの下
では、子どもにとって両親が別れることは、彼らが属していた核家族の解体を意味しており、

どちらか一方の親にのみついていくことを強いられることを意味する。そして親の再婚相手は

その子どもにとっての「新しいお父さん／お母さん」になる。 
 日本では、離婚後の共同親権は法的に認められておらず、離婚したカップルが共同で育児を

したり非同居親が頻繁に来訪したりすることは一般的ではない。ステップファミリーの独特な

特徴は日本の文化や法律からは見落とされており、非同居親と子供たちとの結びつきは失われ

てしまうのがほとんどである。継親が生物学的な親の役割を引き受けるべきであるとする規範、

そして継親が継子を養子にするのは簡単で非同居親の許可は必要ではないことで、親権を持た

ず同居していない親子関係は再婚の後には続かないことが多い。このような法律や社会システ

ムがステップファミリーを「スクラップ＆ビルド家族モデル」にさせていく。 
 その一方で、Nozawaは日本などでステップファミリーの新しいモデルが現れた点について
も言及する。そのモデルを Nozawa は「拡張連結ネットワークモデル（expanded and 
interconnected network model）」と名前を付けている。このモデルの下では、スクラップ＆ビ
ルド家族モデルとは対照的に、子どもは離別した親の両方や親戚とのつながりを持ち、離婚や

再婚の後も親子は連絡を取り続ける。この新しいモデルは、「子どもの最善の利益」の原則と「親

子関係の不変性」の認識に基づいたものである。西洋では、「結婚の不変性」は「親子関係の不

変性」に変わっていき、共同親権や別れた両親の双方による子育ては新しい標準になっている。

この変化は、西洋諸国で特に起きており、「拡張連結ネットワークモデル」の形をとるステップ

ファミリーの数は増加している。日本やアジアの他の地域では未だスクラップ＆ビルド家族モ

デルが根強く残る一方、この価値観と新しい家族形態は浸透しつつある。 
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 Nozawaは日本で行われたステップファミリーについての調査を取り上げる。継母は父親よ
りも子どもを育てることを期待されており、強いストレスを感じうる。この困難は少なくとも

北アメリカでみられるような葛藤と似ているものであるとされている。継親が「新しい父親／

母」になろうと深刻になろうとする態度は、継子がステップファミリーとしての生活に適応す

るのに困難をもたらしうるものになる。これは日本で見られた知見だが、西洋社会での研究結

果と併せて見ると、スクラップ＆ビルド家族モデルはアジアと西洋社会の両方において、子ど

もの適応を難しくさせてしまうことになることが指摘されている。そして、他のアジア諸国に

おいても日本と似た知見があるとされる。例えば香港では、夫や継子からの賞賛がほとんどな

いことによって、継母は離婚や再婚に対して否定的な態度をとってしまう。ステップファミリ

ーの成員たちは、ステップファミリー向けの支援を受けることができないというリスクを冒し

ながら初婚核家族であるかのように装っている。韓国でも研究の中で見られる継子の感情は、

日本やアメリカなどで行われた研究結果と矛盾はない。そして、シンガポールのムスリムであ

るマレー人にも同様の傾向が見られる。彼らは、「一般的な家族／核家族」という規範に固執し

て、親権を持つ実親は、継親のことを「本当の親」として扱う。彼らは「こうすることで適応

が早くなる」と信じており、スクラップ＆ビルド家族モデルがシンガポールのムスリムのコミ

ュニティでも支配的であるといえる。東洋も西洋も共通して、規範は失われステップファミリ

ーへの受容性は高まりつつあるのに、未だに核家族モデルが支配的となっている。 
 Nozawaは、最後に、アジアと西洋でのステップファミリーの動きに見られる違いについて
指摘している。1 つには、アジアでのステップファミリーの動きに、拡大した親族メンバーが
含まれていることであるとされる。例えば、子育てに介入してくる継子の祖父母に対処をする

ことがストレスになってしまうという例が挙げられている。一方で、離婚した人やひとり親が

自分の両親と同居することには良い効果があるという研究も存在している。東アジア社会では、

カップルの関係よりも世代間の関係性に重きを置く儒教文化の影響で、親子は祖父母や他の拡

大家族の成員と同居する伝統があることが指摘されている。このような祖父母の介入は、日本

よりも台湾や韓国などの方が強い。これらの国々では祖父母による養育はより浸透しており、

継子の祖父母はステップファミリーの動きの中に合体しているように見えると Nozawa は指
摘している。このように、世代間の相互依存性が大きいことがアジアのステップファミリーの

大きな特徴であるといえる。 
ここまで第 6章について詳述してきた。しかし、これだけの内容が述べられている第 6章に
は、他の章と比較すると述べられていない側面もいくつか存在している。例えば、LGBTQ＋に
ついてのステップファミリーについての記述である。これには、日本で同性カップルの結婚が

法的に認められていないことが関係しているように思われる。また、本書のほとんどの章に含

まれていた、統計資料を用いての記述はほとんどない。特にステップファミリーの数などを扱

った統計資料は第 6章には含まれていないといえる。これは、日本ではステップファミリーの
実態を集めた統計調査が不足していることを示唆している。 
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4. 研研究究かからら実実践践へへ 
 
 本書の各章の末尾には「実践への提言」が述べられている。各章からの知見を得たうえで、

実践へとどのように応用していくべきかを述べているのだが、複数の章で類似した提言がなさ

れている箇所もある。 
例えば、第 4章や第 7章では、宗教がステップファミリーに与える影響を過小評価するべき
ではないことが述べられている。第 4章では、ヒスパニックの人が宗教的な価値観を強く持っ
ていることで、その価値観が精神的な強さや回復力、もしくは宗教的な規範に則っていない罪

悪感や羞恥心を抱くことがあるとされている。また、第 7章では、実際に家族の支援に携わる
実践家はその家族の宗教についての情報を考慮に入れるべきであるとされる。そのうえで、両

方の章で、実践家は自分自身の宗教的な価値観がアドバイスの中に入り込んでいないかを気を

付ける必要があると注意している。 
また第 3章と第 6章では、共通して拡大家族のことについて触れられている。第 3章では家
族を支援して家族の動きに影響を与えている拡大家族の成員の重要性を、家族のセラピーの時

に考慮に入れる必要があるとされている。そして第 6章でも、実践家がアジアのステップファ
ミリーに対して働きかける際には、より幅広い範囲の親族のメンバーにより注目する必要があ

ると述べられている。他の民族とは異なり、アジアのステップファミリーでは、継親が「アウ

トサイダー」として疎外感を感じてしまっている状況でも、継子の祖父母や他の親族たちが、

「インサイダー」としての自意識を持ちうることが示唆されている。 
本書では挿話を章に入れることで、ステップファミリーとしての生活を、概念としてだけで

はなく、一つの現実として読者に対して示す工夫がなされてきた。加えて、カウンセラーなど

実際にステップファミリーと関わりを持つ実践家の人たちに対して書かれる「実践への提言」

を章末に付することで、本書で述べられた研究における知見は、現実の問題として理解される。   
 
 

5. 多多様様ななスステテッッププフファァミミリリーー研研究究をを実実践践へへ生生かかすす 
 
 ステップファミリーは、「血のつながった両親 2 人と子どもがいる」という家族とは異なっ
ている家族の形態である。核家族を目指しているステップファミリー、そしてステップファミ

リーを核家族と同一視する考え方の存在は様々な研究で明らかにされた。こうした家族の実態

を解き明かすために、そして支援を行うために、ステップファミリーの研究がなされてきた。

しかし、このようにステップファミリーと核家族を対比するということは、ある意味でステッ

プファミリーを一つのまとまった存在として扱うことになってしまい、実体的なステップファ

ミリーを捉えるのではなく、逆にステップファミリーは、第 2章で述べられたような一般的な
形やステレオタイプとして捉えられてしまうことになってしまった。 
これまで、ステップファミリーについて、日本での辞典や研究では、「少なくともどちらかの

配偶者が先行する結婚における子どもを持っている家族」（嶋崎 1996:497）という定義や「親
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の再婚（あるいは親の新しいパートナーとの生活）を経験した子どものいる家族」（野沢 
2016:178）という定義がなされてきた。これらの定義も、決して誤りではない。しかし、「先行

する子ども」の存在のみによってまとめられた「ステップファミリー」という集合には、定義

の中でこれまで見過ごされてきた「家族」という部分にその複雑さが隠されてきた。つまり、

ここまで説明してきた、拡大家族の存在や家族の持つ宗教などの文化の多様性は見過ごされて

きた。   
本書では、「ステップファミリー」という語のもとにまとめられてしまった家族にも、異なっ

ている点が多くあることが指摘された。LGBTQ+や宗教など、ステップファミリー研究には研

究の余地が多く残されていることが明らかになったと言えるだろう。実践への提言も含まれて

おり、ステップファミリー研究は、多くの人種や文化をその中に含むものとなり、その結果は

実際のステップファミリー支援に生かされる知見となっていくであろう。アメリカ国内のアジ

ア系ステップファミリーについての記述など、本書の中で述べられていない点はいくつか残っ

ているものの、今後のステップファミリー研究を大きく発展させていく可能性がある。 
今後、本書で得られた知見を実際の支援に生かすにあたっては、支援の現場において第 2 章

で示された広い定義がどの程度受け入れられるか、そして、実践家はどのような点に着目する

必要があるかを丁寧に見ていく必要があるだろう。ステレオタイプによる定義には当てはまら

ないステップファミリーを支援していくためにはこれまでにはなかった工夫が必要となるかも

しれない。また、実践家が気を配らなければいけないポイントをいたずらに増大させてしまう

だけでは、実践家に大きな負担を強いることになってしまう。本書では、研究による知見がス

テップファミリー支援の実践に生かせるような工夫が多くなされていた。日本においても、当

事者らによる支援グループであるステップファミリー・アソシエーション・オブ・ジャパン、

M-STEP の動きやステップファミリーなどの家族を中心に扱う日本離婚・再婚家族と子ども研

究学会などの誕生により、ステップファミリーをめぐる状況は長い時間をかけて変わりつつあ

る。研究と現場支援の双方でステップファミリーについての理解はより深まることになるだろ

う。本書の効果を最大限に高めるために、次は、このような知見を実践に生かしていくために

必要となる実用的な工夫を、研究と実践が一体となって追求していくことが求められている。 
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