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子どものマス・メディア受容過程に関する

理論的モデル化の試み

東野充成

1．問題と目的

マス・メディアが遍在する現在、子どもによるその受容過程を明らかにすることは、社会

化や文化の形成との関連で、大きな課題である。さて、マス・メディアの受容過程研究には、

佐藤(1990)が指摘するように、2つの主要な流れが存在する。経験主義的研究と批判主義的

研究の2つである。前者では、メディアとオーデイエンスは社会的空間から切り離されて因

果論的に対置され、メディアはオーデイエンスたる個人の心理的素因の影響源や充足源と捉

えられる。ここでは、メディアの効果が問題とされ、解読の様相は焦点化されない。換言す

れば、オーディエンスはメディアを親和的に解読することが前提とされている。

一方、批判主義的研究では、Hall(1980)の「エンコーディング・デイコーディング」モデ

ルのように、「オーディエンスの能動性」が強調される(1)。ホールのモデルでは、解読の様

相=デイコーディングは、メッセージの意味を親和的に解読する「支配的コード｣、一部では

受け入れながらも、一部では対抗的に解読する「折衷的コード｣、全面的に対抗的に解読す

る「対抗的コード」の3つに分類されている(2)。また、フイスク(1996,22頁）も「テクストは

その読み手の生産物」と、メディアの意味はその解読によって決定されることを主張してい

る。このように、経験主義的研究と批判主義的研究とでは、第一に解読に関する視点で大き

な差異を有する。

但し、批判主義的研究では、解読は彼が属する下位文化的構造や権力関係によって規定を

受ける。そして、このような構造や関係の中で解読されるメディアはそれらの変動や再生産

に与すると措定される。すなわち、批判主義的研究では、オーデイエンスを取り巻く文化的

枠組や文化変動、文化的再生産におけるメディアの機能なと．、文化の問題がより焦点化され

る。つまり、経験主義的研究と批判主義的研究とでは、第二に解読の規定要因、焦点化され

る問題でも、大きな差異を有する。

もちろん、このような流れは、子どものマス・メディア受容過程研究でも応用されてきた。

性表現や暴力表現が子どもの,し､理的素因に与える影響を明らかにしようとする研究は経験主

義的研究の代表である。佐々木(1996)はメディア上の暴力表現が子どもの心理的素因に与

える影響を、矢島(1996)や野田(2000)は青少年の性的メディアへの接触と性的欲求や未熟
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性との関わりを実証的に明らかにしている。このような経験主義的分析の中には異なったタ

イプの理論が存在し相反する結論を導くものもあるし、メディアの効果を限定的に捉えるの

か、強力に捉えるのか、その重み付けにも違いはある(3)。しかし、メディアと子どもを因果

論的に対置し、解読の様相を焦点化することなく、子どもはメディアの心理的影響下に晒さ

れているという背後仮説を前提とする点では共通の土台を持つ(4)。

一方、批判主義的研究では、このような前提自体が疑問視される。須田(1995,1999)はグ

リム童話の受容における「読みの多様性」とともに、世代や文化による解読の規定を実証し

ている。また、木村(1999)は少女小説に構造化された女性性を析出し、それが少女の性意

識やジェンダー構造の再生産に果たす役割とともに、少女による多様な読みについても明ら

かにしている。これらの研究では、オーデイエンスの能動性が強調されるとともに、メディ

アの解読における文化的枠組や文化的再生産におけるメディアの役割などその文化的機能が

焦点化される。

さらに、批判主義的研究とは一線を画すものの、オーデイエンスの規定要因に関して、よ

り広い視野から捉えようとする提言も見受けられる。無藤（1999）は「因果論から生態学的

システム論へ」と、子どものメディアとの関わりやその影響を生態学的システムという視点

から捉えることの必要性を、また藤村(1998)は生活史の中で子どもや若者に対するメディ

アの影響を捕捉することの必要性を提起している。これらの提案では、メディアは子どもの

生活環境や生活史といった複合的な連関の中に位置づけられる。

このように、子どものマス・メディア受容過程研究は、解読、解読の規定要因、焦点化さ

れる問題といった点で、非常に錯綜した状態にある。しかし、このような状況を整理する新

しい理論モデルは未だ提示されていない。そこで、本稿では、後述する2つの視点を用いて、

子と欝ものマス・メディア受容過程に関する仮説的な理論モデルを提示することを目的とす

る。これによって、山村・北沢(1992)が指摘したような、子ども研究における包括的分析

枠組、理論構成の欠如を子どものマス・メディア受容過程という領域において補うことがで

きるものと考える。

2．分析の視点

理論モデルの提示に当っては、次の2つの視点を基に行う。第一に、子どもがメディアに

対して相対的に親和的な解読を行っているのか、対抗的な解読を行っているのか(5)、解読の

種類という視点である。子どものマス・メディア受容過程に関して、子どもはメディアに一

方的に影響され、メッセージを親和的に解読するという前提の下で構築されたモデルもある

し、解読における子どもの能動性を主張するモデルもある。したがって、子どものマス・メ

ディア受容過程をモデル化する上で、解読の種類を視野に入れることは必要不可欠である。

第二に、子どもと他のオーデイエンスとの関係の対称性、非対称性という視点を導入する。

批判主義的研究や生態学的システム論、生活史的観点から子どものマス・メディア受容過程

に関する視点を提示しているものは、メディアの影響源をオーデイエンスの属する文化的枠

41



子 ど も 社 会研究8号

組や他のオーデイエンスとの関係に求めている。したがって、子どものマス．メディア受容

過程をモデル化する上で、より一般化を目指す立場からすれば、他のオーディエンスとの関

係を視野に入れることは不可欠である。具体的には、子どもという概念は大人との非対称的

な関係の中で決定されるものであるから、子どもにとっての対称的関係とは子ども同士を、

非対称的関係とは大人を指す。

その上で、それぞれのモデル毎に、メディアの解読と他のオーデイエンスとの関係の連関

について検討する。メディアの解読は個人の意識や社会関係、下位文化的構造によって規定

される一方、メディアの解読がそれらを形づくる側面も持ち、解読の規定要因とメディアが

影響を及ぼす対象は相互連関的な関係にある。この点を検討することによって、メディアの

解読を通じた意識や集団、文化の展開過程、逆にメディアの解読におけるそれらの影響をモ

デルに組み込むことができる。

なお、オーディエンスには、先行研究の流れから、2つのタイプが存在する。第一に、経

験主義的研究で措定される、実体的な個人や集団と捉える場合であり、この場合他のオーデ

ィエンスとの関係は個人間、集団間でのものとなり、メディアをシンボルとした集団の展開

過程と結びつく。第二に、批判主義的研究で措定される、理論的なカテゴリー、例えば「子

ども」や「少年」「少女」（以下ではカテゴリーを表す場合に、鍵括弧つきで表記する）、そ

れらカテゴリーの一員と捉える場合であり、この場合他のオーディエンスとの関係とはカテ

ゴリー間関係となり、メディアをシンボルとした文化の展開過程と結びつく。また、カテゴ

リーと捉えることによって、たとえそこから個人や集団を取り出したとしても、社会的カテ

ゴリーによる規定が含意され、メディアもカテゴリーとの関連で機能する。この点で、オー

ディエンスを実体的な個人や集団と捉えることとカテゴ'ノーと捉えることは異なり、本稿で

も、この2つをひとまず分けて、検討を進めていく(6)。

3．子どものマス・メディア受容過程に関する理論的モデル

3.1.オーデイエンスを実体的な個人・集団と捉えた場合

3.1.1.他のオーディエンスとの関係を視野に入れない場合一【図3.1.1.】参照

これは、子どもが他のオーデイエンスと関係を持つことなく単独でマス・メディアを受容

する類型である。したがって、ここでは他のオーデイエンスとの解読の類似性や相違性は問

題とならず、あるメディアに対する親和的あるいは対抗的な解読という2つのタイプに分け

【図3.l.1】他のオーデイエンスとの関係を視野に入れない場合

⑭－，
解読は個人の意識によって規定される一方、メ

ディアの解読が子と+もの意識へと影響する。

注）図のMとはメディアを、cとは個人・集団としての子どもを示している。
また、両矢印は相互作用的関係にあることを示している。以下同様。
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られる。そして、この場合、解読は子ども個人の意識と函数関係にある。すなわち、このモ

デルでは、他のオーデイエンスと関係を持たないことが前提とされており、解読は子ども自

身の意識によって規定される。逆に、メディアが影響を与えている先は、子どもの意識に対

してである。しかし、個人の意識自体が他者との関係の中で形成されるものであるし、解読

によって形成された個人の意識は社会関係と連結する。つまり、このモデルは単因論的図式

であり、現実への適用性に関しては希薄である。しかし、このようなモデルに立脚してその

概念図式が組み立てられているのが、効果論研究や利用と満足の研究などの経験主義的研究

である。そこでは、個人としての子どもが分析の出発点と措定され、その上で、効果論研究

では、子どもはメディアを親和的に解読することを前提とし、メディアの心理的効果が追求

される。また、利用と満足の研究では、子どものメディア利用及び,L､理的充足の様態が追求

される。そして、それぞれの研究とも、個々の子と．ものメディア受容が積算され、子と、も全

体の傾向として、社会心理学的にその様相が構成される。

つまり、このモデルは、子どものマス・メディア受容過程に関する一つの分析視点と捉え

たとき、その有用性を持つ。すなわち、単因論的図式であるゆえ、様々なメディアや描写が

氾濫し、一人でもメディアと接触することの多い現代の子と．も環境において、マス・メディ

ア独自の影響や子と・もの生活におけるその位置づけを特定する時、発揮される。佐々木

(1996)が暴力表現を例に、矢島(1996)や野田(1999)が性表現を例に示した研究成果は、単

因論的図式であるゆえに、メディア独自の影響を捕捉するという、本モデルの有用性を端的

に物語っている。

3.1.2.他のオーデイエンスとの関係が対称的な場合一【図3.1.2.】参照

次に、他のオーデイエンスとの関係が対称的な場合、例えば仲間集団内や仲間集団間での

マス・メディアの受容という類型が挙げられる(7)。さらに、その中でも、解読の相違によっ

【図3.1.2.】他のオーデイエンスとの関係が対称的で同種の解読の場合

⑭
／、撫購呼総 辮 擬 献 鰈

、＝、集刷間の凝集性が高まる。
注）図の＝は関係が対称的であることを、同じ矢印は解読が同種であることを
示している。以下同様。

【図3.1.2'.】他のオーデイエンスとの関係が対称的で異種の解読の場合

⑭低‘‘凝集性や緬値多元"個人間喋団悶",ニ
ノ、瀧灘誌難懸環Wi目瀞蕊

、＝、化寸ろ。
注）異なる矢印は解読が異種であることを示している。以下同様。
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て、3種のタイプに分けられる。①ともに親和的に解読する場合②ともに対抗的に解読する

場合③親和的な解読と対抗的な解読が両存する場合の3種である。但し、①②は、共通のメ

ディアに対して共通の解読を行うという点で、1つの類型と見倣すことができ、個人間、集

団間関係に果たすメディアの機能やメディアの解読に果たすそれらの機能は同一となる。①

②では、特定の集団への加入や特定の集団との調和的な関係により特定の解読が成立する一

方、共通のメディアに対する同種の解読により集団の凝集性の増大や集団間関係の形成がも

たらされる。一方③は、個人間、集団間で凝集度が低い場合や価値多元的な場合に成立する。

逆に、共通のメディアに対する解読の相違によって、個人間、集団間の凝集性が低くなった

り、価値が多元的になったりする。

このモデルの有用性は、例えば総務庁青少年対策本部(1997)やBuckingham(1996)に示され

ている。前者によると、テレビゲームで遊ぶ理由として、「共通の話題をつくるため」とい

う回答が25％程度の割合で挙げられているが、このことは同種の解読によって子と．もの個人

間や集団間の関係が形成されることを、また仲間集団という子ども同士の関係性の中で解読

の種類が規定されることを示している。一方、後者は、子どもが仲間集団内でテレビを視聴

すると、より大袈裟な反応が引き起こされることを明らかにしており、これも子ども同士の

関係の中で解読が規定されていくことを示している。と同時に、これらのことは、同種のメ

ディアに対して異種の解読をなす者は対人関係を構築しづらいこと、関係の構築を望まない

なら解読も異種になることも表しており、メディアの解読が子どもの対人関係と直接にリン

クする現代の子と・も環境を分析する際、本モデルの有用性は発揮される。

3.1.3他のオーディエンスとの関係が非対称的な場合一【図3.1.3.】参照

最後に、子どもと他のオーディエンスとの関係が非対称的な場合、例えば家庭や学校にお

ける親や教師との関係の中でのマス・メディアの受容という類型が挙げられる。もちろん、

【図3.1.3】他のオーデイエンスとの関係が非対称的で同種の解読の場合

⑭
／、

、〈④

調和的、抑圧的な個人間、集団間関係により同種

の解読となる一方、同種の解読により個人間や集
団間の調和性、抑圧性が高まる。

注）図のくは関係が非対称的であることを、aは個人・集団としての大人を示している。以下同様。

【図3.1.3.'】他のオーディエンスとの関係が非対称的で異種の解読の場合

⑭
／、

、〈④

対立的、価値多元的な状態により相手と相反的、
代替的な解読がなされる一方、解読の相違によ

り個人間、集団間関係が対立的、価値多元的状
態となる。
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このモデルでも、解読の相違によって、4種のタイプに分けられる。①ともに親和的に解読

する場合②ともに対抗的に解読する場合③子とﾐもが親和的に解読し、大人が対抗的に解読

する場合④子どもが対抗的に解読し、大人が親和的に解読する場合の4種である。但し、こ

のモデルでも、解読パターンから、①②と③④は同一の類型と見倣すことができる。①②で

想定されるのは、カツツとラザーズフェルド(1965)が「コミュニケーションの2段の流れ」

で示した、大人が「オピニオンリーダー」となって、メディアの意味が伝達される状況や大

人が子と§もの解読の在り方を受け入れる場合などである。逆に、共通のメディアに対して同

種の解読をするという点で、メディアをシンボルとして、個人間、集団間の凝集性や抑圧性

が高まったり(8)、関係が維持・更新されたりする。一方、③④では、大人と子どもが対立的

な関係にある場合や価値多元的あるいは価値不干渉的な場合に、それに対抗したり、代替的

な価値を形成したりすることによって、解読の相違が生まれる。逆に、解読の相違は個人間、

集団間での緊張や価値の多元性・相対性を高める。

このモデルの有用性は、例えば以下のような研究成果によって示されている。押谷(1985)

は母親のテレビ視聴の構造が子どもの社会化に及ぼす影響を、佐々木(1996)は親の導きに

よる暴力描写に対する子どもの解読の変化及びメディア・リテラシー教育の効果を明らかに

している。これらは、大人と子どもという関係の中で特定の解読が伝達され、同種の解読と

なる一方、同種の解読によって、大人と子どもの間に調和や抑圧が生まれる様を浮かび上が

らせている。一方、中坪(2000)は幼稚園におけるコンピュータの使用法を巡り園児と保育

者の間で交わされる葛藤を、Ang(1996)は家庭内でのテレビ解読の相違によって親と子の断

層が決定される様を描き出している。これらは、メディアに対する異種の解読が大人と子ど

もの間に緊張を生むことを、また大人と子どもの関係の緊張性ゆえに解読が異種となる様を

浮かび上がらせている。このように、本モデルは、子と・も同士の場合と同様に、メディアが

環境化した現代における大人一子ども間での解読の伝達や断絶、メディアをシンボルとした

大人一子と．も関係の決定の様相などを対象とするとき、その有用性を発揮する。

3.2.オーディエンスをカテゴリーと捉えた場合

3.2.1.他のカテゴリーと関係がない場合一【図3.2.1.参照】

オーディエンスを「子ども」と捉えた時に、他のカテゴリーと関連がないとは「子ども」

が他のカテゴリーと関係を持つことなくメディアの解読を進めることであり、論理的にはそ

こには「子ども」しか含意できない。したがって、他のカテゴリーの解読の種類は問題とな

【図3.2.1.】他のカテゴリーと関連を持つことなく受容される場合

⑭-，
「子ども」というカテゴリーにより解読の種類が

規定される一方、メディアは「子ども」カテゴリ

ーに対する世代的な影響を及ぼす。

注)図のcは、カテゴリーとしての「子と．も」を示している。以下同様。
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らず、「子ども」カテゴリー独自のそれが問題となる。そして、このモデルでは、カテゴリ

ーを単位としているので、メディアの解読は「子ども」という世代的要因によって規定され

る。逆に、メディアが影響を及ぼす先は「子ども」に対する世代的な特徴に対してである(9)。

そして、このような「子と零も」による解読の特色やメディアによる「子ども」への世代的影

響は、「子ども文化」という概念で表される。すなわち、カテゴリーを単位としており、集

合的な意識や行動の存在形態としての文化概念が導入される('0)。「子と・も」世代独自の解読

の特徴はメディアを巡る「子ども」の文化的同一性と、メディアによる「子ども」世代への

影響は「子ども文化」の生産過程と換言できる。

したがって、本モデルは、アニメやマンガ、テレビゲームといった現代の高度消費・情報

社会を構成するメディア産業と「子ども文化」の形成過程に注意を喚起する。現代の「子ど

も文化」は殆どが大資本の提供するメディアによって編成されている。それは、「子と§も」

が全体としてそれらを親和的に解読するゆえであり、メディアの解読によって「子ども文化」

が形成され、「子ども」の文化的な同一性が形づくられている。このような、現代社会にお

ける高度に発展したメディア産業による「子ども文化」の形成という状況を鑑みるとき、本

モデルの有用性は発揮される。

3.2.2.他のカテゴリーとの関係が対称的な場合一【図3.2.2】参照

「子ども」というカテゴリー内で他のカテゴリーとの関係が対称的な場合とは、ジェンダー、

エスニシティ、階層、地域、他世代の「子ども」といった諸カテゴリーを「子ども」内に導

入した時である(11)。例えば、「少年」と「少女」というカテゴリー間の解読の類似性や相違

性が問題となる。そして、ここでも、解読の種類という点から、①ともに親和的に解読して

いる場合②ともに対抗的に解読している場合③親和的な解読と対抗的な解読が両存する場

合の3種に分けられる。もちろん、①と②は一つの類型と見なすことができる。そして、こ

【図3.2.2.】他のカテゴリーとの関係が対称的で同種の解読の場合

⑭
ハ

カテゴリー分化と解読に関連がない場合は同種

の解読となる一方、同種の解読によりカテゴリ

ーの横断化がなされる。

【図3.2.2‘.】他のカテゴリーとの関係が対称的で異種の解読の場合

カテゴリー分化が解読に影響を及ぼす場合は異

種の解読となる一方、異種の解読により「子ど

も文化」の分節化がなされる。
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の場合、メディアの解読は「子ども」という世代だけでなく、「子ども」世代が内部に持つ

一連の社会的な諸カテゴリーによっても規定される。カテゴリーによる分化が解読に影響を

及ぼきない場合は、「子ども」という同じ社会的カテゴリーに属するものとして、同種の解

読となる。逆に、カテゴリーによる分化が解読にも影響を及ぼす場合は、異種となる。一方、

メディアは「子と．も」内でのカテゴリーの横断化や分節化へと作用する。共通のメディアに

対して同種の解読がなされる場合は、カテゴリー間の差異の横断化へと作用する。逆に、同

じ「子と､も」内でも異種のカテゴリーによって異種の解読がなされる場合は、カテゴリーに

よる分節化へと作用する。カテゴリーの境界を文化的境界と捉えるなら、これらはメディア

による文化的再生産や文化変動と換言できる。

したがって、本モデルは、マンガやアニメ、テレビゲームのように、「少年」と「少女」

で選択されるメディアが異なり、異種の解読がなされる場合に、ジェンダーというカテコ・リ

ーを背負った「子ども」の解読様式や解読による「子ども」内でのジェンダー分化（文化的

再生産）といった事例に注意を喚起する。一方、ファッション誌のように、男性も女性も一

部のものを親和的に解読し、同種の解読がなされている領域もあり、この場合、「子どもj

を覆うジェンダー構造が変動した結果同種の解読となる一方、解読によって「子ども」内で

のジェンダーの横断化（文化変動）が生起している。このように、本モデルは、文化装置と

してのメディアという視点から「子ども文化」の編成過程を明らかにする上で、その有用性

を持つ。

3.2.3.他のカテゴリーとの関係が非対称的な場合一【図3.2.3.】参照

一方、「子ども」というカテゴリーと他のカテゴリーとの関係が非対称的な場合とは、他

のカテゴリーに「大人」というカテゴリーを置く場合であり、「大人」と「子ども」での解

読の類似性や相違性が問題となる。すなわち、①ともに親和的に解読する場合②ともに対抗

【図3.2.3.】他のカテゴリーとの関係が非対称的で同種の解釈の場合

⑭ｶﾃゴﾘー間が謹直的もし《は境累が畷…．
／、同種の解読となる一方､同種の解読によりｶﾃブ

、〈④Ⅷ~職の関係が重直化もし《'よ瞳鑑化苛為。
注)図のAは、カテゴリーとしての「大人」を示している｡以下同様。

【図3.23'.】他のカテゴリーとの関係が非対称的で異種の解読の場合

⑭ｶﾃゴ,,_間の悶係が対立的6L<醍認的不

乱遥騨鵜職鰄縦
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的に解読する場合③「子ども」が親和的に解読し、「大人」が対抗的に解読する場合④「子

ども」が対抗的に解読し、「大人」が親和的に解読する場合の4種に分けられる。そして、こ

こでも、①②と③④は一つの類型として纏められる。但し、解読の種類が同種でも、「大人」

と「子ども」の関係の差異によってその意味は変化する。「大人」と「子ども」の関係が垂

直的で特定の解読を「子ども」へ伝達する時には、解読は同種となる。しかし、「大人」が

｢子ども」を自立的な存在と見倣し、「子と・も」と同じようにそれを解読するときも、同種の

解読となる。逆に、異種の解読がなされる場合も、「大人」と「子ども」が対立的な立場に

あるときや「子ども」のメディア解読に対して是認、不干渉になるときの2種の状況が存在

する。したがって、メディアの解読が「大人」と「子と．も」の関係に及ぼす影響も2種存在

する。第一に、メディアの意味が伝達されるときや解読の相違が対立を喚起するときには、

垂直的な関係が再生産される。第二に、「大人」が「子とゞも」のメディア受容の在り方を認

め、それに同調する場合やそれを是認したり、不干渉となったりするときには、関係の非対

称性自体が希薄化される。「大人」と「子ども」のカテゴリー間の差異を文化的境界と捉え

るなら、これらもメディアによる文化的再生産、文化変動と言える(12)。

例えば、読書運動では、「大人」は「子ども」へ特定の解読を伝達しようとする。「子ども」

がそれを親和的に解読し、同種の解読をなす場合には、書籍がシンボルとなって、「大人」

と「子ども」の垂直性が再生産される。また、関係の垂直性ゆえに、「大人」は「子ども」

へ特定の解読を伝達しようとする。逆に、有害メディア規制運動では、「大人」は「子ども」

から特定のメディアを遠ざけようとする。「子ども」がそれに対抗し、異種の解読をなす場

合にも、「大人」と「子と≦も」の垂直性は再生産される。このときも、関係の垂直性ゆえに、

解読の相違は生まれる。東野（2000）では、「完全自殺マニュアル」という「有害メディア」

を巡って、「大人」－「子ども」関係の垂直性ゆえに異種の解読がもたらされ、それが対立

的な関係を再生産した様相が詳細に記述されている。一方、一部のマンガのように、現在で

は「大人」にも「子ども」にも親和的に解読され、同種の解読がなされているメディアでは、

その解読によって「大人」と「子ども」の非対称性自体が希薄化される（文化変動)。そし

て、それは、「大人」が「子と．も」のメディア解読の様式を是認したゆえである。このよう

に、本モデルも、メディアを文化装置とした、「大人文化」との関連の中での「子ども文化」

の編成過程や「大人」－「子ども」関係の展開の様相を明らかにする上で、その有用性を発

揮する。

3.3.子どものマス・メディア受容過程に関する理論的モデル

以上、子どものマス・メディア受容過程に関して、解読の種類と他のオーディエンスとの

関係という2つの視点から類型化を行い、その相互作用的な機能連関について検討してきた。

また、それぞれのモデル毎に具体的な子どものマス・メディア受容過程に関する実践・事例

を提示し、メディアが遍在し環境化した現代における本槁のモデルの必要性、有用性につい

ても検討してきた。その際、先行研究の流れに則り、オーディエンスとしての子どもを2つ

のタイプに分けて考察を進めてきた。しかし、実際の子と§もは実体的な個人であり、集団の

一員であると同時に、社会的カテゴリーの影響を背負った存在でもある。すなわち、個人、
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集団、カテゴリーとは連続的な概念であり、分析の戦略上、同じ対象をどのように見るかと

いう便宜的な境界線とも言える。また集団の意識や集団で伝達、闘争される意味も、個人が

社会的カテゴリーを背負った存在でもある以上、文化という概念で表すことができる。した

がって、上で提示したモデルは、解読の種類、他のオーデイエンスとの関係という点から、

次の5種に統合される。

A他のオーディエンスとの関係を視野に入れない場合

B子どもと他のオーディエンスの関係が対称的で、解読が同種の場合

c子どもと他のオーディエンスの関係が対称的で、解読が異種の場合

D子どもと他のオーデイエンスの関係が非対称的で、解読が同種の場合

E子どもと他のオーディエンスの関係が非対称的で、解読が異種の場合

もちろん、これまで検討してきたように、同一のモデルでも、機能的連関という点から見

て相反的に作用しているものもあるし、子と§もを実体的な個人や集団と捉えるのか、理論的

なカテゴリーと捉えるのかによって、メディアの機能や解読の規定要因は異なる。しかし、

本稿が前提とした2つの視点に基づく仮説的な理論モデルという点からは、以上のように纏

められる。

4．おわりに

本稿で提示したモデルは、殆どの子どものマス・メディア受容過程研究に応用できる。そ

れは、理論的には、効果論研究や利用と満足の研究など経験主義的な分析枠組だけでなく、

他のオーディエンスとの関係という視点を導入することによって、「コミュニケーションの2

段の流れ」やメディアの解読における他者関係の問題も包摂する。また、解読を相対的な親

和と対抗に分け、オーデイエンスをカテゴリーとしても見倣すことによって、解読の多義性

や解読における文化的要因、メディアをシンボルとしてなされる文化の展開過程など、批判

主義的研究にとっての中心的問題も包含する。さらに、本稿のモデルは、実証的には受容の

様々なレベルに応用できる。まず、他のオーデイエンスとの関係を視野に入れないモデルを

立てることによって、心理的素因の各レベルや「子ども文化」の形成過程とメディア解読と

の関連を捕捉する。次に、他のオーデイエンスとの関係を視野に入れることによって、メデ

ィアの解読と社会関係や他のカテゴリーとの関連の中での文化の展開過程といった問題を捕

捉する。さらに、個々のモデルを子どもの生活環境や生活史、発達段階に応じて組み合わせ

たり、子どもと他のオーディエンスとの関係が変動した時には、別のモデルと節合したりす

ることによって、他者関係やカテゴリー間関係の変動の中での受容過程、長期の受容過程と

いったモデル相互の繋がりの中で用いることもできる。このように、本稿のモデルは、子とﾞ

ものマス・メディア受容過程に関する様々な位相へと適用可能であり、その知見の錯綜状況

を整理する包括的な分析枠組、理論構成と言えるだろう。
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注

(1)ここではカルチュラル・スタデイーズの理論を中心に取り上げたが、批判主義的研究にはテクストに

構造化された価値や意識を問題化する構造主義的研究やメディア生産における資本の権力や国際関係

の力学を問う政治経済学的研究などもある。しかし、これらはメディアの表現や生産を焦点としてお

り、本槁では扱わない。また、マクルーハン(1987)に代表される技術決定論の立場はメディア自体の

メッセージ性を主張しており、本槁とは立場を異にする。

(2)もちろん、Hali(1980)の仮説は直接子どもを対象として立てられたものではなく、ドラマやニュース

番組の研究へと応用されてきた(cf.Angl985Morieyl980)。しかし、このモデルが子どもに適用できな

いのではなく、この理論が生まれた文脈が大人社会の階級間対立という背景に依るものである。また、

近年では、ジェンダー論の視点から、カルチュラル・スタデイーズを背後仮説として、子ども向けメ

ディアに接近する研究も見受けられる(cf.木村1999)。

(3)経験主義的分析における効果理論としては、カタルシス論や観察学習論、脱感作論、Gerbneretal

(1980)の培養仮説などが挙げられる。また、限定効果モデルの理論としてはカツツとラザーズフェル

ド(1965)の「コミュニケーションの2段の流れ理論」などを、強力効果モデルの理論としては、

McCombs&Shaw(1972)の議題設定機能論やノエルーノイマン(1997)の沈黙の螺旋仮説などが挙げられる

(cf佐々 木1996、竹下1998)。

(4)他に岩男(2000)の研究もあるが、それはテレビドラマの暴力表現や性表現を扱っているが、直接子ど

もの受容過程を対象としたものではないこと、内容分析が主題であることから、本文では扱わない。

但し、この研究でも、オーデイエンスはテレビドラマを親和的に解読し、その暴力表現や性表現が心

理的影響を与えるという前提の下で内容分析が進められており、岩男もテレビと子どもの暴力の関係

に言及している。そのような前提がなければ、受容過程論という点からは、内容を分析したところで、

あまり意義は見出せない。

(5)親和と対抗というように、二元的分割自体に異議を唱える考え方もある。実際、Hall(1980)では、「折

衷的コード」という類型があるように、微妙な受容の様相を問題化するものもある。しかし、本稿は

より一般化されたモデルの提示を目的としており、親和と対抗というように二元化した。そのため、

「相対的に」という言葉を補足している。したがって、「対抗的な解読」には、そもそもあるメディア

に対して興味を示さないといった状況やメディアそのものへの接近や意味付けには親和的であっても、

特定の利用や充足の様式に依拠し、他の解読様式を想定できないといった場合も、他の解読様式との

関連で、含意される。前者は、Ang(1996)がメディアの選択そのものを受容過程と捉えた視点と共鳴す

るものである。また、解読という視点を導入する訳であるから、本稿での「子ども」とは、メディア

の解読が可能な幼児期以降の発達段階の者を指し、乳児期などに無意識に媒介されるメディアの影響

などは含意していない。

(6)カテゴリーと集団が異なることは、マートン(1969)やゴフマン(2001)も言及している。すなわち、カ

テゴリーは集団となりうるが、その全ての成員が集団を形成するわけではないと。これはカテゴリー

とは理論的な抽象概念であることを示していると同時に、それらが連続的な概念であることも示唆さ

れており、本稿でもオーデイエンスを個人や集団と捉えた場合とカテゴリーと捉えた場合は後に統合

される。

(7)対称的関係の例として仲間を、非対称的関係の例として親や教師を挙げたが、これは子どもという概

念は大人との非対称的関係の中で決定されるという前提による。よって、子と§も内での他世代も、本

槁では対称的関係と考える。

(8)ここで、抑圧的関係を特に出したのは、関係が非対称的な場合に、メディアの解読が同種となるのは、
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それが一つの仕方に押し込められている状況も想定できるからである。

(9)もちろん、「子ども」内でも世代分化は存在するが、このモデルでは他のカテゴリーと関係を有さな

いことを前提としており、特定の世代の「子ども」を取り出したものである。他世代の「子ども」同

士の関係は、次の対称的なカテゴリー間関係のモデルに包含される。

(10)これは文化という概念をあるカテゴリーが有する意識や行動の象徴体系と捉えたゆえであり、集団

で共有、伝達、闘争される意味も、個人が社会的カテゴリーを背負った存在でもある以上、文化と見

倣すことができる。したがって、文化という点からも、集団とカテゴリーは統合されうる。

(ll)一連の諸カテゴリーを対称的な関係と見倣すことには異議があるかもしれない。しかし、本稿では

「子ども」を「大人」との関係の中で決定される概念であることを前提としており、それらに関しては

「子と§も」内での水平的なカテゴリーと見倣した。したがって、例えばジェンダーを非対称的な関係と

見るならば、同性問、異性間でのメディア受容とジェンダー分化や横|析化といった問題へとこのモデ

ルは応用できる。

(12)これは、ポストマン(1985)が指摘したことと通じる。すなわち、電子メディアの発達が「子ども」を

消滅させるという議論である。だが、本槁では、「子ども」の消滅自体は含意していない。「子ども」

というカテゴリーが存在しないなら、本稿のテーマ自体が成立しないからである。但し、「子ども」と

いうカテゴリーが社会的構築物であり、それが消滅したときには、「子ども」と「大人」を非対称的な

カテゴリーと措定した本槁のモデル自体も変更を余儀なくされる。そのときには、32.3のモデルは、

3.2.2.のモデルへ､と節合される。
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