
｢子ども社会」の社会学的考察

一子ども社会研究の方法論的課題一

元森絵里子

特集号にあたり、「子ども社会研究の方法論｣の立場からというお題をいただいたが、正直

なところ荷が重い。学会ニュースの創刊号には、「本学会の目的は、『日本の子どもの社会と

文化』について学際的に研究し、それを守り育てることにある」(片岡徳雄）とある。しかし、

そもそも「子ども社会｣や｢子ども文化」とは何なのか。社会史の発見以降､「子ども」が歴史

的な構築物であるということは、もはや定説となりつつある。しかし、たとえそれが虚構で

あったとしても、「子ども」は目の前にいる。目の前にいるけれど、それを｢子ども」と見なす

のは、大人や当の子ども自身のまなざしである。このような虚構性と実体性が絡み合ったと

ころにあるのが､「子ども」であり、「子ども社会｣｢子ども文化｣であろう(1)。

本稿では、「子ども社会」とはいかなるもので、そこにアプローチしたいという願望が何で

あるのかについて、筆者が社会学的な立場から「子ども」について探求してきたことを元に

考えてみたい。それ自体を｢子ども社会」をめぐる社会学的考察の一例とすると同時に、そ

こから、「子ども社会」と称して探られようとした事象にどうアプローチしたらよいのかに関

する方法論的視角を述べ、今後の議論と具体的な探求のたたき台としたい。

1．「子ども社会｣という問題系

「子ども社会」という語にこめられたニュアンスを学会の設立目的に探れば121、それは、一

方で､「子ども」を大人の視線の客体としてではなく自らの文化の主体と見なそうという視角

を表した語であり、他方で、質問紙などの従来の方法では容易には捉えがたく、学際的に新

たなアプローチを模索して探求すべき対象を示す語であることがわかる。「子ども」を大人の

視線から独立なものと見なそうという志向と、「子ども」の実態を(大人が)捉えようとする志

向とは、つきつめれば相容れないようにも見える。

「児童文化から子ども文化へ」とか｢子どもの立場に立って」とでも言い直せる前者の提案

は、既存の教育論や児童文化論への反省から発している。そこには、大人が何かを与えたり、

大人の視点で子どもの活動の良否を判断したりすることへの批判意識がある。これは、既存

の視角に対する哲学的、方法論的な反省である。しかし、「子ども」の能動性や｢子ども」の視

点を強調する議論は、目新しいものではない。大正期の童心主義や児童中心主義の提案を想

起すれば明らかなように、むしろ、批判されている当の教育的、児童文化的視線の中に強く

あった視角であるとすら言える。では、「子ども社会」として提案されているものは、その繰

(もともり.えりこ明治学院大学）
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り返しなのであろうか。それとも一段進んだ反省が進められようとしたのであろうか。

いずれにせよ、このような反省が生じた背景は、おそらく、新たなアプローチの模索と

いう後者の試みにも関係している。藤田英典の整理に従えば、1980年代に、教育社会学が教

育問題を主題とする実証主義的傾向を強めつつあり、理想を声高に語らなくなってきたと

言う（藤田1992:20)。質問紙や参与観察等の実態調査が積み重ねられた背景には、思想や政

策論という形で理想を語ってきた教育社会学への反省のみならず､「子ども」とその世界(社

会、文化)が大人の予断では捉えられないという感覚があると考えられる。1960年代の｢現

代っ子｣論以降、戦後の経済成長の中で｢子ども」が質的に変化しつつあり、教育が想定する

ような｢子ども」ではなくなったという感覚は何度か表明されているが、1980年代ごろから、

学校批判とも結びつきつつ、大々的に子ども論(教育論ではなく）が展開されるようになる。

大人の視点からは即座には見えないけれどそこにある「子ども」やその｢社会｣なるものを発

見し、それを観察分析しようという試みがなされたのである。

すなわち、「子ども社会｣研究とは、「子ども」に関係する諸科学の内部から立ち現れ、ある

時期以降に強く自覚され共有されるようになった、大人の視線への反省と新たな｢子ども」

の世界への驚きとに寄って立っていると考えられる。それらが､「子ども」の創造性や主体性

を理念として立てつつ、方法論を模索しながら意識調査や実態調査でそれを把握していくと

いう2つの動きを、1つのものとして成立させている。

しかし、これらの動きは、最も素朴に表明され実行された場合、当初｢子ども（社会)」と

いう語でつかもうとされたものを、逆につかめなくしてしまいうる。以下、「子ども社会」と

いう発想の前提を考察しつつ、この点を指摘したい。

2.子どもの主体性・大人の権力性一子どもの主体性を強調する議論への違和

繰り返すように、「子ども」の主体性を認める、「子ども」の視点を重視するという提案は目

新しいものではない。では、繰り返される議論はどのようなもので、それを特にラディカル

に超えようとした議論が、それらをどう反省しようとしたのであろうか。

大人の想定を超えた｢子ども」の主体性を尊重することや｢子ども」の側に立つことを主張

する子ども（児童)中心主義の立場は、しばしば､「子ども」を国家や社会の道具や教育の手段

と見なす視点と対置されて把握されてきた。ただし、「子ども中心主義｣が大人の「思い込み」

や｢押しつけ」ではないかという指摘は、同時代より繰り返しなされている。むしろ、加野

芳正・矢野智司(1994)が18世紀以降の教育理論で繰り返し指摘される「教育的二律背反｣の

1つとして、放任・尊重と指導・介入・統制のアンビバレンスに言及しているように、従来

の議論に大人の視線の権力性を発見し、それに｢子ども」の視点を対置させるということを

繰り返し続けることで、教育学が成り立っているとすら言える。

この点に関して、元森(2008)では、戦前期の綴方教育論を題材に、教育制度の輸入の帰

結として、今は大人ではないが将来大人になるはずの「児童｣｢子供｣が認識され、やがて大

人に把握しきれないその「内面｣や｢生活｣が発見される様を見た。そして、1930年代ごろに

は、そのような捉えられないものとして発見された｢子ども」について考える議論(すなわち、
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教育論)が言説領域として自律化し、やがて教え込みか子ども尊重かという対立構図が意識

されるようになったと指摘した。すなわち、「子ども」には大人から見えない部分があると発

見されることで、それを把握しようとする議論と、その独自性において尊重しようとする

｢子ども中心｣の立場表明とが、相補的に繰り返されるのである。その結果､「子ども」の定義

不可能性を発見し、「既存の議論｣を批判するということ自体が、繰り返されてきたのである。

もちろん、1980年代ごろより、「根本的な｣反省の動きが起きていることも考えねばならな

い。同語反復的な批判にさらされうる子ども中心主義に対して、それを一歩抜け出ようとす

るような議論は、管見の限りでは、1980年前後に児童文学や児童文化の立場から唱えられ始

める。例えば、本田和子の「異文化としての子ども」といった議論である。そこでは、「子ど

も」を秩序に位置づけようとする大人のまなざしに対して「子ども」の「異文化性｣が主張さ

れ、そこに大人社会を逆照射する可能性が見出されている（本田1982)。しかしながら、｢子

ども」を異文化として、それに大人社会の相対化の可能性を見出すタイプの議論は、一段手

が込んでいるのかもしれないが、それもまた、大人の｢思い込み｣や｢押しつけ」にすぎない

と批判することもできるだろう。そもそも、本田をはじめとして1980年代に興隆したこの

手の議論が、童心主義等の焼き直しではないとは断言できない。また、本田の研究に対して

は、「かれらは、かれら独自の文法なるものを自己完結的に作り上げるわけではない｣(小浜

1987:68）という批判がなされているように、「子ども」の世界を大人の世界と強く区別する思

考には、私たちは直感的に逵巡してしまうところがある。

このような異文化論をさらに超えてしまったのが､「子どもの視点による社会学は可能か」

という小玉亮子の論考である（小玉1996)。この論考は、まず､「子どもの視点に立つ｣｢子ど

もから」といったスローガンを、「子どもを観察し、分類し、探求し、その本質に定義を与え

る、大人が子どもを理解するためのまなざしである」(小玉1996:201）と退けた上で、本田の

議論を、「大人と子どもの非対称性の自覚、すなわち、大人が子どもと同じ目の高さに立つ

ことの不可能性｣(小玉1996:204)の指摘として肯定的に引き受け、ガヤトリ．スピヴァクに

言及して、「サバルタンは語れるのか」という問いにおいて｢子ども」を議論する可能性を提示

する。しかし、「子ども」は、「サバルタン」のアナロジーで語れるだろうか。「サバルタン」と

はマイノリテイ（他者）に関する議論である。それに対して、「子ども」は｢大人」と非対称な

関係性にあるかもしれないが､｢声｣を奪われたものではない｡｢子ども」の主体性の主張と「子

ども」の世界の探求が両立しえるように、「子ども」は語ることを奨励されているし、「声」を

聞きたいという視線にさらされている。

以上をまとめると、これらの諸議論は、次のような構図になっている。まず、大人から

捉えがたい部分も含んだ｢子ども」(の社会、文化、視点）を教育の手段と見る見方を仮想敵

に、子ども中心主義が提案される。しかし、それも大人の「思い込み｣｢押しつけ」であると

批判がされ、より「子ども」に寄り添うことが提案されるということが繰り返される（｢教育

学的二律背反｣)。そのような中、教育から距離を置いた児童文学や児童文化の領域の論者を

中心に、しばしば、その磁場から距離をとったかのような｢子ども」の異文化性が強調される。

しかし、それも「思い込み」であるという批判がされ、「二律背反｣の磁場に引きずり込まれる

可能性もあるし、そもそも異文化という議論自体どこか直感に反する部分もある。一歩進め
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て｢子ども」を他者と言い換える議論は、さらにあやしい。

「子ども」は大人ではないが、異文化でも他者でもない。大人社会とどこか連続的であり

ながら、現時点では断絶している。「子ども」は無視され声を奪われたものではなく、むし

ろ配慮され声を聞きとりたいと思われている（それを権力と見るか主体性の尊重と見るかは、

次に述べるようにコインの両面にすぎない)。「子ども」を大人からは見えないものと発見し

つつも、それを無視するのではなくむしろ把握し、ときに尊重し、ときに導きたいと考えて

しまうことから、私たちは抜けがたい。おそらく、大人ではないが大人になるという、時間

軸上の差異でつながれた子ども／大人の同質性と異質性の感覚こそが､「子ども」という主題

を駆動させてきたと考えられる。

この点で、「根本的な｣反省の試みは、「子ども」という主題の的を外している。そして、そ

の手前で「子ども」の主体性を強調する場合、それが一段進んだものであろうとも、「反

省」は繰り返されているものであり、出口がない。ミシェル・フーコーの「生権力」の議論

(Foucaultl976=1986)が示すように、権力であり統制であるものは、同時に私たちの生を

成り立たせるような肯定的な意味も持つものでもある。否定的な面にのみ注目してそれを廃

そうとするのは不可能な試みであり、試みた瞬間、答えのない問いに巻き込まれることにな

･ブ(3)
つo

3．大人でないことと子どもであること－子ども社会の探求を主張する議論への違和

従来の議論を一段進んで反省しようとするという動き自体は、繰り返すように｢子ども」

の見えがたさの感覚と関係している可能性がある。｢子ども文化｣や｢異文化としての子ども｣、

｢サバルタンとしての子ども」という提案や、実証主義化といった諸研究の動向は、1970,80

年代以降､「子ども」は(大人から）よりいっそう「見えない」もの、簡単に見えるはずのない

ものと見出されたことを示しているのではないだろうか。｢子ども」の｢大人」との同質性と異

質性について、何かが変わったと多くの人が感じ始めたのである。このことを考えた場合、

｢子ども社会｣への新たなアプローチが必要だという主張は、最も素朴になされた場合､「子

ども社会｣なるものを自明のものと前提しすぎてはいないだろうか。

補助線となるのが､「子ども期の消滅｣をめぐる議論である。見えない｢子ども」を見ようと

する探求とは別に、1980年代以降、社会の変化に伴って、「子どもらしさ」や｢子ども」の文化

が崩壊したという指摘も（そのことに否定的であれ肯定的であれ)繰り返されている。これ

らは、子ども／大人の同質性と異質性に生じた変化を、子ども／大人の区分の解体と読もう

としている。しかし、これに対しては、情報へのアクセスにおいて子どもと大人の差異が

なくなったというニール・ポストマンの『子どもはもういない』(Postmanl982=1985)を引

き合いに、広田照幸が、「子どもはもういないのか？」という疑問を投げかけている。広田は、

青少年向けの消費市場や学校文化によって、「青少年世界の自律化｣(広田2001:9)が進んでい

ると指摘する。すなわち、「子ども」と見なされてきた存在は、従来の意味で子どもらしくは

なくなったが、大人と同質になったわけではない(4)。

「子ども社会｣｢子ども文化」と呼称して探求すべき何かがあるという発想を支えるのは、
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そのような、従来とは異なった意味での｢大人でなさ」と「大人でない｣者たちの世界への気

づきであろう。しかし、それを｢子ども」の解体と見なす議論も成り立つことを考えれば､｢子

ども」｢子ども社会」と見なすことも自明ではない。もしそうであるならば、探求は、現象を

｢子ども」として了解しようとする視線自体を反省しながら進められる必要があるのではな

いだろうか。

4.『子ども(社会)」に関する社会学的視座の必要性

以上､「子ども社会」を問おうとすることがいかなることかを、その院路とともに考えてき

た。それを踏まえれば、現に目の前に存在してしまう「子ども」(非大人）に対して、実態調

査を積み重ねたり、彼らと向かい合うための実践知を探ったりするとき、また、「子ども（社

会)」のものと見える資料を収集・分析したり、大人の側の視線を反省したりするとき、そ

の作業自体が乗っている前提自体を問い直しながら進めていく必要があるのではないだろう

か。既存の枠組みの反省を唱えるのみならず、反省したいという試みそのものも反省しな

くてはならない。そのことが､「子ども社会｣に注目しようとした際に気にかけられた事象に

より妥当にアプローチすることにつながると考えられる。

その意味で、「子ども社会」として語りたくなるような事象と、それに関する議論とが現れ

る機制を、より具体的に検討していく作業が必要であろう。｢子ども」の主体性か大人の権力

性か、「子ども」がいるかいないかといった議論の磁場に巻き込まれず、その磁場自体を記述

する社会学的な探求が経由される必要がある。「子ども社会がある」ないし、「子どもが解体し

つつある」と見えるとはいかなることで、それを「尊重すべきである」とか｢守らなくてはい

けない」と考えてしまうとはいかなることか－。

例えば、フーコーが、ヴィクトリア朝のセクシュアリティ言説の分析において、性

の抑圧という語られている内容の水準ではなく、そのような抑圧的で検閲的な言説の

背後にある、言説への「調整された多形的な煽動」(Foucaultl976=1986:45)、「言説の
ェコノミー

『生産・配分の構造』｣(同書:90)の水準を記述したように、議論や実践の布置を記述するこ

とが課題ではないだろうか。その際、語られている水準の｢子ども」の｢視点｣や｢子ども社

会」を与件として自明とせず､「子ども」なる存在やその｢視点」自体の擬制性、構築性を視野

に入れた視角が必要となる(5)。

その上で、「児童｣から「子ども」へ、「子どもはもういない」のか｢子ども社会｣かといった直

感的な言明の背後で、大人と大人でない存在の同質性と異質性のあり様がどう変わり、それ

がどう捉えられているのかを検討していく必要がある。広田照幸(1998)が､「子どもの現在」

を捉えるには、子どもの現実と大人のまなざしの双方を視野に入れるべきであると述べてい

るが、それをさらに言い直せば､「子ども社会」という語で触れられようとした変化には、大

人でない存在の動向と、それを｢子ども」もしくは｢子どもではない」と同定してしまうよう

な(大人と非大人双方の)視線、さらには視線を可能にする学校や消費文化、情報等の布置

との関係性を視野に入れてアプローチしなければならないのではないだろうか。
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5．1つの試み－ルーマン教育システム論の更新

なお、筆者自身は、「子ども」をめく．る反省をも含んだ語りと、「子ども」(大人でない）とさ

れた側の資料の具体的な探求とから、「子ども」を語ること（その社会や文化を探求し（損な

っ）たり、大人の視線を反省し（損なっ）たりしてしまうこと）をめく・る社会学的記述を試み

ている。その際に、ニクラス・ルーマンの教育システム論がたたき台にならないかと考えて

きた。

ルーマンは、教育システムのコミュニケーションの焦点となる「シンボルとして一般化さ

れたメディア」として、「子ども」をあげている(Luhmannl991=1995)。大人ではないが他

者ではない｢子ども」の捉えがたさをめぐるコミュニケーションこそが教育言説を駆動させ

ていると見ているのである。このことは、「観察｣概念をつかった機能システムの分出の議論

では、別の形で言い直されている。ルーマンによれば、近代の諸システムは、観察に対する

観察の観察(二次観察)で成り立っている。教育の場合､「子ども」の観察を大人(教師・親）

が観察することがそれに当たり、社会史による「子ども」の特性とそれに対する視線の歴史

性の指摘を、「子ども」の｢観察｣の発見と、それに対する大人の｢観察の観察｣の誕生として

読み解いている(Luhmannl992=2004:8)。そもそもは大人と区別される必然性のなかった

存在に、歴史的・文化的に構築された｢子ども」という想定(＝子ども／大人の非対称な関係

性像)を適用することで、その｢子ども」の主体性や視点や社会などをめく、って、様々に議論

が生ずるということである。

この視点は、本稿でも見てきたような、「子ども」という問題系の特徴(大人ではないが大

人になるということ、大人が｢子ども」を把握しようとすることの避けがたさ、実態と視線

の交錯といった点)を、比較的うまく取り込める。特に、「子ども」の主体性や視点をめく、る

二項対立的な議論を説明するには、有意義な枠組みであると考えられる(6)。

ただ、特に現代的な事象を考えようとした場合、ルーマンの枠組みは概略的すぎるきらい

もある。｢子ども」の｢観察｣に当たる資料は、実際にそれが集められ目にされることで、大人

の言説(コミュニケーション）へのフィードバックとなる局面があるのではないか｡｢子ども」

とされた存在やその言葉を通して、大人の想定が追認されることもあれば､「現実の子ども」

や｢真の子ども」｢異文化としての子ども」が見出されることで、あたかもそれが既存の子ど

も観の外部であるかのように語られたりすることもあろう。「子ども」を観察者と見た上でそ

の観察をするというルーマンの枠組みが、当人の指摘を超えて重要になるのはこの点である。

繰り返すように、「子ども」は異文化でも他者でもない。｢子ども」は、その独自の｢声｣を表

出することをむしろ奨励され、「子ども社会｣の様子は探られている。そのことを大人の権力

として批判することも、大人の予断を排した「子ども」を探そうとすることも、あまり意味

がない。｢子ども」は大人の視線を意識しているかもしれないし、その想定を超えるかもしれ

ない。大人も、「子ども」が大人の言うなりになることを期待しているとも限らず、逆に大人

の想定を裏切る言葉を探していたりもする。重要なのは、そのような大人の側の願望を反映

している可能性も含めて、「子ども」とされる側自身も「子ども」に関する議論の磁場の内部に

いることで､「子ども」(大人でないこと）を論じてしまったり、「子ども」(大人でない存在）と
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してまなざされることを無視できなかったりと、その磁場を何らかの形で前提としている可

能性があるということである。大人は、そのような｢子ども」や｢子ども」の観察を見て、「子

ども社会｣を発見したり、大人の視線を反省したりする(観察の観察)。

したがって、「子ども」（とされる側)の観察とそれに対する大人の観察との関係性を具体的

に見ていく戦略がありうる。「子ども」と「大人｣が｢観察／観察の観察」という表現で示され
●●●●●

るような非対称で階層的な関係性にあるものと見なされる中で、「大人｣（とされた存在）と

｢子ども」（とされた存在)が､｢子ども」やそれにまつわる諸観念をどう語っているかを見てい

くこと－°そこから、「子ども」の子ども観と「大人｣の子ども観の関係や、そう語っている

｢子ども」と「大人」の関係などを見ていくこと－。言葉と言葉、データとデータをぶつか

り合わせていく中で、言説では意識されない矛盾や破綻や、語られていることを裏切るよう

な言葉と言葉、データとデータ、アクターとアクターの関係性を見つけていく。さらに、言

説上でそのことがどう処理されているか、言い換えれば、矛盾が矛盾として気づかれなかっ

たり、逆に「問題」として発見されたりする様子を、その機制とともに探っていくことも必

要であろう。これらの先に、大人でない者たちの動向と、それを「子ども」である／でない

と判断しようとする視線との関係性の記述の方途を探っている(7)。

注

(I)フイリップ・アリエス『<子供〉の誕生』(Ariesl960=1980)等の社会史によれば、可愛がりや教え込

みの対象としての｢子ども」なるものは、歴史的に誕生したものである。アリエスのテーゼは、子

どもに対する処遇を整備してきた教育や児童福祉の進歩の歴史や、子どもに対する国家や社会の介

入を強めてきた権力の拡大の歴史といった、それ以前の戦後教育史の通説と矛盾しないため、その

含意を弱めた形で受け取られてきた感がある。しかし、ここで指摘されているのは、おそらく、「子

ども」が普遍的に存在し、それに対する大人のまなざしが変わったということではない。「子ども」

なるカテゴリーについては、新生児が成長するという生物学的事実とも関連するので、実体的な裏

づけがないわけでもないところが問題を難しくしているが、そのような成長途上の存在を、大人と

は異なり、大人が配慮すべきものとしてくくり出す発想そのものが、歴史的、制度的な構築物であ

ることが指摘されたのである。とはいえ、いったんそのような存在がくくり出され、制度や実践が

整備されていけば､「子ども」は実在する。本論でも見るように、「子ども」や｢子ども社会｣なるもの

は、そのような虚構性と擬制的な実体性が交錯するフィクションなのである。

(2)「設立の目的｣(日本子ども社会学会ホームページ)http://wwwsoc.nii.ac.jp/jscs2/(2009年2月1日ア

クセス)。

(3)もちろん、大人の視線の権力性を発見し｢子ども」の視線を対置させるという構図を、「子ども」とさ

れる存在と向き合う現場に向けて唱え続けることの実践的な意義はあろうが、より重要なのは、大

人の配慮(権力）と子どもの主体性のあわいに生じた実践知を、級密に言語化していく作業であろ

う。

(4)なお、元森(2004)では、中学生の言葉から、中学生は、仲間内に閉じた世界に浮遊しているが、

自らを大人とは見なしていないことを明らかにした。そこではそれを「新しい子ども期」と仮称し

たが、現時点では、論者がそう名づけてしまうことは拙速だったと考えている。

(5)あるカテゴリーの歴史的・文化的に構築については、構築主義、言説分析などと呼ばれる分野にお

ける研究が取り組んでいる。そこでは、表象・まなざし(心性）・言説と実体・存在なるものが同時
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成立であることが指摘され、解釈の遂行性perfbrmativiwがそのカテゴリーを常に構築し配置して

いくと捉えられている。別の角度から言えば、あるカテゴリーやそれをめぐる議論の磁場の内部か

ら、その議論が立ち上がる様を記述する方法が摸索されている。例えば、女／男をめぐっては、「ジ

ェンダー｣｢セックス」などの概念の問い直しが進められており、物質＝肉体という実体的な根拠を

持っているように見えるものにおいてさえ、その構築性を問い直すジュデイス・バトラーのような

試みもある(Butlerl993)。「子ども」は、それとはかなり異なったカテゴリーであるが、どのように

異なっているかも含めて、同様の研究が必要ではないだろうか。

戦前期日本の文脈における実証の試みが元森(2008)である。

この点を進めていった場合、おそらく、ルーマンの枠組みそのものにも再考が必要になる。第一

に、後年の修正の中でルーマン自身も議論に組み込みつつあったように、「子ども」も大人を観察す

る一個のシステムであり、「メディア」であることにとどまらないのではないだろうか。第二に、ル

ーマン自身は、教育システムの「メディア」を「子ども」から「経歴Lebenslauf｣に変更しているが

(Luhmannl997)、この点にも留保が必要のように思われる。少なくとも現代日本の場合、大人で

ない何かを見出し、それが｢子ども」であるか否かを論じてしまう動向などを見れば､「子ども」とい

う観念は未だ重要なものであり続けている。また、生涯学習の機運など｢子ども」を踏み外してい

く動きは、教育という枠を超え出て行っているようにも見える。これらについて、具体的な考察を

続けて行く必要があろう。
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