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明治期における「児童虐待」の社会的構築

高橋靖幸

1．問題関心

子ども研究においていまや古典とされるアリエスの『<子供〉の誕生』(Aries訳書1980)は、

学校や家族といった近代制度の歴史的な成立のなかで子どもの独自性を捉える視線や態度が

社会のなかに誕生したことを論証した。ターメル(Turmel2008)は、子ども時代を人生段階

のうちの、他の段階とは区別される、特別な期間として強く意識するこうした社会の関心

が、19世紀から20世紀にかけて統計などの科学的な研究のもとに種々の子ども問題を見出

し、子どもの福祉や健康に関する様々な政策を次々と生みだすに至ったことを明らかにする

のだった。ターメルによれば社会は子どもの福祉や健康の問題を明らかにする過程で「標準

的な子ども」という社会的な枠組みを同時に形成したという。子ども問題の構築は子どもに

ついての新しい視線や態度を社会のなかに形成することになったのである。

日本の場合、子どもの福祉や健康に関する政策を生みだす契機となった子ども問題のひと

つとして児童虐待の問題が挙げられる。明治期の中頃より子どもへの虐待は社会の注目を

徐々に集め、1933(昭和8)年に子どもに対する虐待を取り締まる法律が日本で初めて制定さ

れるに至った。「児童虐待」という子どもを対象とする問題が社会によって新たに意識され法

律の制定が実現されたこの過程には、子どもの窮状を訴え、問題への取り組みを求める人び

との活動があった。だが子どもが問題の状態にあることを訴えるこうした社会の関心は、｢本

来の子どもの姿」や「あるべき子どもの姿」への関心の裏返しであったともいえる。社会が

｢児童虐待」という言葉で子どもを問題にするとき、そこには「児童」に対してはどのような

事柄が虐待にあたるのか､「児童」に対してはどのような事柄を問題としなければならないの

か、つまり「児童」とはどのような存在である（べきなの）かという社会の関心が必ず提示さ

れるのである。

子どもの問題が語られ、社会問題化される過程で、子どもについての新しい視線や態度が

社会のなかに形成されていく。それは社会が子どもという存在を問題のあるものとして語る

に値すると認識していく歴史の一側面であるともいえる。日本では明治期の中頃より子ども

への虐待は問題として語るに値する現実となった。では、子どもが虐待されているという社

会のリアリティは、この時代いかにして実現されたのであろうか。また、そのときの子ど

もの姿ははたしてどのようなものであったのだろうか。本稿は1933年に児童虐待防止法へ

と結実する「児童虐待」の概念がどのような論理のもとに社会のなかで成立してきたのかを

｢児童｣概念(')の特徴に着目しながら明らかにすることを試みる。

(たかはし・やすゆき中央大学非常勤講師）
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2.社会問題の構築：社会構築主義と新聞資料

日本においては1933(昭和8)年に「児童虐待防止法」という名の法律が帝国議会におい

て制定されており、これが「わが国において児童虐待防止のために最初に出た法令」（池田

1979,p.95)となる。しかしこの法律の制定はこの時期唐突に実現したわけではない。児童虐

待はそれ以前に社会問題として人びとの関心の対象となり、そして虐待の状況にある子ども

を保護しなければならないという人びとの意識が社会において明確なものとなるなかで、法

律の制定が求められてきたという経緯がある。次節以降で詳述する通り､子どもの問題が｢虐

待」という言葉で語られ始めたのは明治期の中頃からのことである。したがって､本稿は「児

童虐待」という概念がどのように成立してきたのかを明らかにするにあたって、昭和期の初

めに児童虐待の法律の制定について具体的にどのような議論がなされたのかという点ではな

く、明治期において児童虐待がどのような論理のもとに社会問題として立ち現れてきたのか

をみることがまずは重要と考える。本稿は、児童虐待を防止する法律が制定される以前の、

子どもへの虐待が社会問題として構築され始めた明治期を対象に考察を行っていく。

こうした本稿の関心である「子どもの虐待がどのような過程のなかで社会問題として立ち

上がってきたのか」を考察するためには、人びとの定義づけの活動を詳細にみていく必要が

ある。なぜなら社会問題とは研究者の作成した認識の枠組みによって決定される問題のこと

ではなく、社会の人びと自身の意味付けによって構築される問題のことだからである(2)。ス

ペクターとキツセは、社会問題を「なんらかの想定された状態について苦情を述べ、クレイ

ムを申し立てる個人や集団の活動」(Specter&Kitsuse訳耆1990,p.119)と定義する。社会問

題は何らかの問題を含んだ状態が社会のなかに確かに存在しており、それに対して何かがな

されなければならないことを他者に説得するため何かを言ったり行ったりする人びとの活動

によって構築されるものであるので(Loseke2003,p.184)、われわれは人びとがそうした社

会問題の意味付けをいかにして行っているのかを調査しなければならないのである。

このようにして社会問題の構築主義は、研究の視点を社会問題と呼ばれるものの客観的な

｢状態」から、クレイム申し立ての「活動」へと移すことを提唱する。クレイムとは、「ある状

態を社会問題として定義するようそれを聞く者たちを説得しようとする言語、視覚、行動上

の言明」(Loseke2003,p.26)のことである。中河の整理によれば､「だれかがどこかでこうし

た申し立てを行ったならば、その申し立てをした人の数や属性、その申し立ての内容の如何

にかかわらず、そうした申し立てを含むあらゆる活動を『社会問題』についての社会学的研

究の対象の候補｣（中河1999,p､24)にするというのが構築主義の立場となる。重要なことは、

クレイムは（その内容の真偽に関わらず)人びとに対する説得の要素を含むものであり、そ

してそれが文化的な性質を備えていることにある(Best2012,p.30)。社会問題の構築主義研

究は、こうした性質をもつ人びとのクレイム申し立ての活動にその人びとの生きる社会の特

徴を読み解くことを目的とするものである。

このような立場から、本稿が｢児童虐待」概念の成立を考察するにあたって研究素材とし

て取り上げるのが新聞記事である。というのも、児童虐待が社会問題としていかにクレイム
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されるのかをみるうえで、新聞記事は社会問題についてのその時代の社会の関心のあり方が

示された重要な資料といえるからだ。加えて、本稿が考察の対象とする明治期の社会問題の

構築を考えるにあたり、新聞記事を資料として取り上げることには重要な意義がある。なぜ

なら、社会問題の構築にはある出来事を「社会の」問題として想定するオーディエンス（聴

衆・視聴者・読者）の存在が不可欠であり(Loseke2003,pp.27-31)、そして日本においてそ

うした社会問題のオーデイエンスの存在を生む「われわれ」の意識を形成することに大きく

寄与したもののひとつが新聞という活字メディアであったからだ。

前田が「ものを読む習|貫を民衆に普及させた新聞の役割は、小学校のそれに劣らない」(前

田2001,p.148)と指摘するとおり、明治期の初めより次々と創刊された新聞は日本人の読

書習慣を大きく変革した。新聞という新しい読書習慣は、近代読者による書物の享受方式を

日本のなかに成立させたといわれる（前田2001,pp､184-189)。そしてこの近代読者の読書経

験は、逆説的に「われわれ」という意識を社会のなかに誕生させるのに大きく寄与すること

になった。新聞の読者は児童虐待の記事を読むなかで、その記事に登場する一度も顔を合わ

せたことのない人びとと自らの結びつきを認識し、児童虐待を「われわれ」の問題として理

解するに至る。新聞もまたこうした近代読者に対して児童虐待を問題として訴えていく。こ

うした新聞と近代読者の相互作用のなかで、児童虐待を含めて「社会」問題を構築する土壌

が日本社会のなかに徐々に培われていったものと考えられる。つまり明治期になって新聞は

社会のなかに「公的な言説空間」を形成するとともに、社会問題のクレイム申し立て活動と

そのオーディエンスの関係を誕生させたのである。

このような理解から、本稿は明治期において児童虐待が社会問題としていかにクレイムさ

れたのかを考察していくうえで新聞記事を研究素材として取り上げる。明治期において新聞

はクレイム申し立て活動とそのオーディエンスを生みだす社会問題の構築の主要なアリーナ

であったといえよう。ここに本稿が新聞記事において明治期の社会問題の構築のあり方をみ

る積極的な理由がある。その主要なアリーナのなかで児童虐待はどのように記述され問題と

されたのか。しかしこうした具体的な分析に入る前に、次節ではまず児童虐待が社会問題化

する経過を捉えることを目的に、児童虐待の問題に関連すると思われる明治期の新聞記事の

いくつかを確認することから始めてみたい(3)。

3．明治期における「児童虐待」

3.1子どもの軽業

先に確認した1933(昭和8)年に日本で初めて制定された児童虐待防止法は、実のところ

屋外で特殊な労働を強いられていた児童を保護することを主要な目的に誕生した。1933年

の児童虐待防止法は、児童の門づけ、軽業や雛妓などといった「工場法、工業労働者最低年

齢法などでカバーしきれない児童労働に対する保護規定の位置」(児童福祉法研究会編1978,

p.37)づけをもつものであったのである。例えば、児童虐待防止法案の議会提出の決定を受

け、内務省の社会部長の話を伝える1932(昭和7)年の記事に次のようなものがある。
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「この法案を作るに至った根本の思想は子供は十四歳未満は教育すべきものであって、

労働をさしたり使用すべきものではないといふところから出発しているのです。（中略）

ところが、日本の現在の社會では、玉のりだとか、かどつけだとか、輕業だとか、色々

な方面で兒童が虐待されていて（中略)一般はその虐待を看過しています」（｢東京朝日

新聞｣1932年4月2日)。

この記事のなかでは、児童の特殊な労働が｢虐待」と呼べるものであるという考えが明確

に示されている。そして児童虐待防止法案では、そうした「虐待」を加えられている児童を

保護することが目指されているということが続いて主張されていく。しかしここで注目した

いのは、児童の労働について「一般はその虐待を看過してい」るという認識が示されている

点である。ここから、玉のりやかどつけや軽業などは、それまで社会のなかで特に大きな問

題とされずにきたという事実を窺い知ることができる。しかし、時代をさかのぼっていくつ

か別の新聞記事をみてみると、これらの児童の「労働」は社会のなかで単に問題とされずに

きただけではないことがわかる。たとえば、明治期の初めにおいて子どもの軽業は人びとの

あいだで称讃の対象とされていたことが当時の記事から知ることができる。以下は1879(明

治12）年に大阪で行われた子ども軽業の興行を伝える記事である。

「北江戸堀二丁目元長州屋敷跡の席にて鐵割鵺吉十三歳を頭らとし十一歳迄の小供輕

業を去る廿九日より興行をせしが奇々妙々の技藝なりとて大入り大當り」（｢大阪朝日新

聞｣1879年2月2日)。

また、少し時代が下った1899(明治32)年5月20日の『東京朝日新聞』｢一トロ投書」にも

軽業一座の子どもの演技を称讃する一般からの投書が掲載されている（｢一昨夜銀座地蔵の

縁日に出て居た輕業竹澤一座の子僧は實に無邪気で又實に巧かった｣)。川添によれば、江戸

時代より軽業は庶民のあいだで人気を博した娯楽であり、また幕末から明治期にかけては欧

米からの軽業一座が来日したり、反対に日本の軽業一座が西欧の国々を巡業したりするなど

の盛況ぶりであったという（川添2000,pp.127-164)。そのようななかで子どもが花形役者

として活躍する一座も多くあった。このように少なくとも明治30年頃までは、子どもの軽

業を「虐待」としてクレイムする機運は社会のなかでまだ熟していなかったと考えられるの

である。

3.2.貰い子殺しと継子いじめ

では、明治期に子どもの「虐待」の問題は存在しなかったのかといえば、決してそのよう

なことはなかった。たとえば、1893(明治26)年には「虐待」という言葉で子どもの問題を伝

える以下のような記事がある。

「近來里扶持のみを目的にして小兒を預り養育は二の次に置きて不親切を極む徒あり

又貰ひ子する者も眞實其の子を養ふにはあらず唯その養育金のみを目的にし養子を虐待
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するの悪漢少なからず｣（｢東京朝日新聞｣1893年1月20日)。

明治期において貰い子殺しは江戸時代から続く因習で、私生児であることや経済的な困窮

などを理由に子どもを育てることのできない親から養育金とともに子どもを貰い受け、その

後養育を行わず殺害してしまう事件が多くあった(4)。先の記事はこうした事件を改めて批判

的に伝えるものであり、そのなかで里親が貰い子に対して行う行為を記述するのに「虐待」

という言葉が使用されているのである。この記事以降も貰い子殺しの事件は新聞紙上に登場

するが、明治30年代頃からはこうした貰い子の問題が｢虐待」という言葉ととも多く伝えら

れるようになるのである(5)。また、次に挙げる1903(明治36)年の記事では貰い子殺しとは

異なるものの、問題を記述する際に同じく「虐待」という言葉が使用される。

「繼子虐待後妻○○は先妻○○の子○○（三歳）を虐待して近所の人は継子苛めの

女と云えば名を云わずしてウム彼女かと合点する程なるが」（｢読売新聞｣1903年10月11

日)。

継子いじめを伝える記事は、明治期の新聞紙上にたびたび登場する。たとえば、大阪で創

刊された朝日新聞は、創刊年の1879(明治12)年にすでに継子いじめの問題を記事にしてい

る(6)。しかしそれら創刊当時の継子いじめの記事のなかでは「虐待」という言葉は見受けら

れない。新聞記事において継子いじめが｢虐待」という言葉とともに伝えられるのは、先の

記事にみられるように明治30年代以降のことである。これは、貰い子殺しが｢虐待」という

言葉とともに記事にされるようになった時期と重なるものである。このように貰い子殺しと

継子いじめはどちらも明治期の初めより新聞の記事のなかにたびたび登場し、その問題がそ

れぞれの記事において特に関連性を持たず別々に伝えられていた。ところがこれら別々の問

題であったはずのふたつの子ども問題は、明治30年代になって「虐待」という同じ言葉で理

解することが可能であるような問題となっていったのである。ここに日本における子どもの

｢虐待」の問題が立ち上がりはじめたことが確認されるのである。

3.3家庭のなかの虐待

ここまで、貰い子殺しと継子いじめというそれぞれ別の文脈において語られていた子ども

の問題が、どちらも明治30年代には「虐待」という言葉によって語られうる問題となったこ

とを確認した。そしてこのように貰い子殺しと継子いじめが｢虐待」という言葉で語られる

ようになると、さらにもうひとつ別の子どもへの虐待の問題がまた新聞紙上に登場し始める

のである。明治30年代の新聞記事には、以下のような見出しがたびたび確認されるように

なる。「実子虐待の風説｣（｢東京朝日新聞｣1901年2月20日）、「実子虐待の取調」（｢東京朝日新

聞｣1902年2月16日）、「虐待致死（實子殺し)」（｢読売新聞｣1904年2月7日）、「悲惨なる実子

虐待」（｢東京朝日新聞｣1904年4月26日)。これらの記事では、両親が自らの子どもを口汚く

罵しり、食事も緑々与えず、身体を縛り付け、物置に放り込み、折椎し、焼火箸でやけどを

負わすなどの様が伝えられている。これらの記事で注目すべきは、虐待の問題を伝えるなか
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で「実子」という言葉が使用されている点である。このとき見出しのなかで親から虐待され

たのが｢実子」であることをあえて表記することには理由がある。これまでに確認した通り、

この時代に「虐待」という言葉の範晴にあったのは、まずもって里子や貰い子の養育の問題

あるいは継子いじめの問題であったからだ。同時代の記事において「六歳の子を虐待す｣(『東

京朝日新聞』1901年8月16日）や「小兒虐待」（『読売新聞』1904年2月15日）といった見出し

の書き方の場合、虐待されるのは貰い子か継子でその被害児童が実子である記事は見受けら

れない。先の「実子虐待の風説」の記事は次のような書き出しから始まる。

「継子いぢめをなす者は間々ありと聞けど現在わが子を僧みて虐待するとは親の心の

底訶かしとも詞かし」（｢東京朝日新聞｣1901年2月20日)。

子どもへの「虐待」の問題は、貰い子殺しや継子いじめの問題が焦点化されるようにして

立ち上がってきた。ところがそうした焦点化はそれらの子どもの問題のみならず、次には家

庭のなかで実子に対してなされる酷い扱いを問題にする枠組みにもなっていったものと考え

られる。それぞれ別様に語られてきた貰い子と継子の問題は、明治30年代、実子の問題を

取り込むように共通の問題として明示的に語られうるものとなったのである。このとき、そ

れぞれの問題をつなぎとめ、その共通の基盤となったのが｢虐待」であった。貰い子、継子、

実子のそれぞれは問題のあり方に違いがあったものの、それらの問題が「虐待」という言葉

で括られることで、家庭のなかで酷い扱いを受ける子どもをひとつの問題として理解するあ

り方を示したのである。「虐待」という言葉の使用は、明治30年代、背景は違えども「子ども」

が｢家庭のなかで」酷い扱いを受けているという事実の構築を可能とする用語となっていた

のである。

社会問題の構築は、現実の種々の出来事が確固としたひとつの出来事として収敏される過

程である。そこではその出来事の具体的な描写や説明が必要とされ、それゆえ現実の種々の

出来事を「ひとつ」の出来事として指し示す用語が求められる。そうした用語が現実を具体

的に説明する力をもったとき、社会問題の「核」はその社会のなかに立ち上がるのである。

4．児童虐待問題の構築

前節では、後に児童虐待防止法の対象となる子どもの軽業が明治30年代頃までは称讃の

対象として人びとのあいだで語りうるものであった一方で、明治期の始めより新聞紙上でた

びたび報じられてきた貰い子殺しや継子いじめがこの時期に「虐待」という言葉で捉えられ

るようになり、またそれとともに実子に対する家庭内での酷い扱いが「虐待」という表現を

ともなって記事にされるようになってきたことを確認した。このように明治30年代になっ

て「子どもが虐待されている」という事実は、事件の詳細な描写をともなった様々な具体的

事例の提示によって新聞記事のなかで明示されるようになっていたのである。この時期、子

どもへの「虐待」の問題は、誰の目から見ても客観的に「われわれ」の社会のなかに存在して

いることが伝わるようなかたちで人々の前に提示されたのである。
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子どもへの虐待が世の中に事実として存在することを詳細な事例をもって伝え示すこうし

た虐待の存在の「根拠grounds｣(Best2012,p､31)の構築は、子どもへの虐待が社会問題とな

る大きな一歩といえる。しかし、子どもへの虐待を社会問題として明示するためには、この

ような事実の提示のあり方だけでは十分ではない。なぜなら、事実それ自体に問題性を持た

せるためには、その事実がどのような意味で問題であるのか、その事実をなぜ問題にしなけ

ればならないのかの「正当な理由warrants｣(Best2012,p.36)が構築される必要があるから

である(7)。そして実際、明治40年代頃になると子どもへの「虐待」の問題は単にその事実の

みが伝えられるだけでなく、それがどのような意味で問題なのかが記事にされるようになっ

ていく。以下では、明治40年代の新聞紙上において子どもへの虐待が記事にされるなかで、

そのことを問題とすることの「正当な理由」が、どのような論理のもとにいかにして主張さ

れるようになっていったのかを確認する。

4.1問題の｢正当な理由｣の構築:子どもの尊厳について

ロウスキは、ある状態を社会問題として構築する主張においてはしばしば、それがまっ

たく新しい問題であっても、人びとにとってすでに馴染みのあるものであるかのようにそ

の問題を何か別の問題と結びつけることが効果的に行われることがあると指摘する(Loseke

2003,p.61)。明治期における児童虐待の社会問題の構築においても、こうしたクレイムのあ

り方は確認することができる。ひとつは欧米諸国との比較である。

「我國では別に此問題に関する特別の注意を聞かない様であるが、此太平の御代に、

一つたりともそんな忌々しいことがあってはならない。千八百七十一年に出た英國國會

の幼兒保護特別委員會の議事録を讃んで見ても、社會が如何に此問題に注意しなけれ

ばならないかが察せられる。又亜米利加にある「兒童虐待防止會」等の働きを讃んでも、

この問題が軍に警察權の取締のみに委ぬくきでなくて、如何に周到綿密な社會の親切を

必要とするかが考へられる」（｢東京朝日新聞｣1909年3月9日)。

ここでは、英国や亜米利加の欧米諸国が児童の虐待の問題に社会全体で取り組んでいるに

もかかわらず、日本ではこの問題に対する社会の意識が低いことが訴えられている。欧米諸

国を手本とした近代国家の樹立が課題であった日本社会にとって、子どもへの虐待の問題を

欧米諸国との比較で言明することは効果的な訴えとなる。なぜなら、こうした比較は欧米諸

国を目標とした近代国家の樹立というすでに馴染みある社会問題の一部として子どもの虐待

の問題を位置づけ、子どもに対する虐待を人びとにとってより身近な社会問題として意識さ

せるからである。このとき重要なことは、欧米諸国との比較のなかで単に近代国家としての

社会保障制度の遅れが問題とされているのではなく、子どもへの虐待に対する社会の意識が

問題とされている点にある（「この問題が…如何に周到綿密な社會の親切を必要とするかが

考えられる｣)。虐待の問題に関する欧米諸国への言明は、子どもへの虐待に対して日本の社

会の注意が十分に向けられていないことを緊急な問題として訴える効果をもつのである。

さらに子どもへの虐待の問題と他の何かと結びつけて主張するあり方は、動物虐待防止の
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問題との関わりの言明にも確認することができる。以下は、日本の児童虐待防止事業に尽力

した原胤昭のインタビュー記事からの引用である。

「先年動物虐待防止會設置せられ此方面に於ては着々歩武を進めて成績佳良なるもの

あるも兒童に對する虐待防止事業に至っては或は未だ甚だしく其必要を感ぜさりしが従

来何等の施設もなかりき」（｢東京朝日新聞｣1910年9月10日)。

日本において動物虐待防止会は1902年に設立され、この明治30年代、その活動はすでに

社会に知られるものであった（三島2005,p.34)。動物を惨酷に扱うことを防ぐ霧ことを目的と

した団体が社会にあるにもかかわらず、人間の子どもに対してはそうした団体が存在してい

ない。子どもへの虐待を問題とする主張は、子どもの置かれている社会の現状を動物虐待防

止会の存在と対比させることで、その悲惨さを強調することができたのである(8)。このとき

重要なことは、こうした主張を支えるのが「子どもの尊厳」という概念にある点である。社

会のなかで動物は残酷な扱いから護られる尊い対象とされるにもかかわらず、子どもはそう

した対象としては認められていない。動物虐待との対比による児童虐待についての言明は、

こうした主張を展開しているものといえる。このような子どもへの関心は、先の欧米諸国と

の比較にも通底する。先の欧米諸国への言明は、子どもが虐待から護られるべき尊い存在と

して認められていないことを「日本社会の意識の低さ」として問題にしているものとしてみ

ることができるだろう。児童虐待の社会問題の構築は、子どもを尊厳をもつ存在として社会

が十分に注意を向けることを求める活動であったのである。

4．3.問題の「正当な理由」の構築：社会統制のなかの子ども

加えて、この時代、子どもへの虐待は犯罪との結びつきにおいて関心が向けられていたこ

ともまた注目に値する。以下は「不良少年の研究」と題された新聞記事からの引用である。

「両親を失ふと先づ近親の中に引き取られる其虚で散々厄介物扱にされて非常な虐待

を被る夫れから更に次の親戚に引き取られる又虐待される奉公に出されて幾度となく冷

酷な主人が変る其の間一片の慈愛と云うものに触れた事がなく一回の慰安を興えられた

事もなく遂に不良兒の群に入って窃盗、掻払ひ等迄も覚える様になるので非常に猜疑心

と恐怖心を以て居るので中々感化するのに骨が折れるという話である。川越監獄に入る

幼年犯罪者の百分の六十五は実に保護者から離れた少年の奉公人である」（｢東京朝日新

聞｣1910年10月27日)。

記事のなかでは、私生児や孤児は親戚に引き取られた後、周囲から虐待を受け、誰からも

慈愛を受けずに、その後不良の仲間に加わり、結果犯罪に手を染めるようになることが語ら

れている。この記事からは、具体的な個人の事例ではない一般的な物語のなかで虐待は犯罪

の温床として登場するほど、虐待と犯罪の結びつきは社会の関心として訴えることのできる

対象であったと考えられる。このような社会の関心のなかで、子どもへの虐待を社会全体に
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関わる犯罪防止の観点から語ることは、児童虐待を社会問題として構築する効果的な主張と

なるのである。再び先の原胤昭のインタビュー記事からの引用である。

「今や児童虐待防止事業は犯罪防逼の一手段として欧米諸國の著しく留意する虚なり」

(｢東京朝日新聞｣1910年9月10日)。

子どもへの虐待を防ぐ、ことが犯罪防止となるという主張を支えるのは、子ども時代の経験

を犯罪の原因として捉える認識である。ここには子ども時代は特別な経験であり、その子ど

も時代の経験が人間（＝大人）を形成するという子ども観があるといってよい。だからこそ、

そうした人間形成途中にある子どもを犯罪の温床となる虐待から護ることが主張されるので

ある。しかしこうした訴えのなかで、子どもへの虐待は虐待される子ども個人の人間形成と

いう問題だけでなく、犯罪防止という社会統制の文脈において語ることのできる問題として

人びとの関心に浮上してくる。実際、児童虐待防止の社会事業は「犯罪防逼の一手段」とし

て重要であることが提起されている。子どもへの虐待を犯罪との関わりから社会の問題とし

てクレイムすることは、子ども時代を犯罪防止という社会統制の対象として理解する社会の

関心のあり方を構築するのである。

明治40年代において子どもへの虐待が特別な問題として新聞の記事にされたことは、こ

の時期に子どもに対する「虐待」が幅広い読者らを想定して語るに値するものとなったこと

を示している。それだけではない。ここまでの新聞記事の分析により明らかとなった子ども

への虐待を問題とすることの「正当な理由」の論理のあり方は、それが人間個人の問題では

なく社会全体の問題であるという訴えを志向するものであった。社会問題のオーデイエンス

となりうる読者に対して説得的に訴えるために様々な言葉を編み出していく新聞は、子ども

に対する日本社会の意識の低さや不十分さあるいは犯罪から社会を守るといった論理のもと

に、子どもへの虐待を「われわれ」の社会の問題として捉えるよう呼びかける。こうした点

から子どもへの虐待については明治40年代になって社会問題として理解する基盤が固まり

はじめたものと考えられる。この知見は、以下の新聞記事の分析においてさらに確かなもの

となるし、またそうした基盤が子どもへの虐待の問題を新たな展開へ導くことに繋がってい

くことが明らかとなる。

5．社会問題としての児童虐待と児童労働

5．1社会が対処するべき｢児菫虐待」

子どもが「虐待」の対象となっていることを報じる記事は、明治30年代頃より提出されて

きたことはこれまで確認した通りである。しかしそれらの記事はこの段階では紙上の三面を

にぎわすまでの事件であり、それぞれの問題の結びつきは弱いものであるようだった。とこ

ろがそれが明治40年代あたりから変化を見せ始める。この時期より、例えば、貰い子であ

る5歳の幼児が夫婦によって殺害された事件について後日詳報が記事となったり（｢読売新

聞｣1906年2年24日）、「又も貰い子殺し」（｢東京朝日新聞｣1906年6月28日）や「鬼夫婦又出
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現｣（｢東京朝日新聞｣1908年8月24日）といったような、個々の問題のつながりを示す見出

しの書き方がみられるようになったりと、子どもへの虐待についてそれぞれの事件が互いに

結びつきをもつひとつの大きな問題として意識するあり方が確認されるのである。

子どもへの虐待がひとつの大きな問題として意識されつつある時代のなかで、1909(明治

42)年3月9日の『東京朝日新聞』において「児童虐待防止」という見出しの記事が登場する。

この記事においては児童虐待を社会問題とする直接的な語りのあり方が確認されるのである

この記事はリードに「恐る可き貰子殺と継子虐め」とあるように貰い子殺しと継子いじめを

ひとつの問題として批判的に報じるところから始まる。

「続々世間の一隅に聞く繼子いぢめとか、貰ひ子殺しとかいふ如き事件は、假に新聞

紙の記事となって顕るるものだけとしても輕々に看過すべからざる一大事である。況や

新聞記事にあらわるるものはその著るしいもののみであって、（中略)児童を虐待するの

例は勘からぬと思ふ」（｢東京朝日新聞｣1909年3月9日)。

児童への虐待はすでに特殊な事件ではなく、また表舞台に現れないものも含め、その「例

は紗からい」ものであり、「輕々に看過すべからざる一大事」であるとされている。児童への

虐待は何ら私的な個別のトラブルや事件ではなく、現在相当数の子どもたちに影響を及ぼし

ており、それに対する対策を必要とする問題として語られるものとなっているのである。そ

してこの記事全体は次のように締めくくられている。

「然るに況や、児童の人格を我れから穀損して、使役虐遇せんとする如きは、之れ社

會として一日もゆるされぬことである」（同上)。

この記事は、現在児童虐待に対しては何かが行われる必要があるような状態にあるとい

う態度を表明するのに加え、しかもそれが｢社会として」行われる必要があることを訴える。

児童の虐待は見逃すことのできない問題であり、しかしそれはすでに社会に広く行き渡って

おり、また今のこの状態は社会の手によって変更されなければならないとの意識が表明され

るのである。こうした語り方に児童虐待が社会問題であることの明確な主張をみることがで

きるだろう。これらの主張のなかで、子どもへの虐待は「児童虐待」という名前のひとつの

社会問題として構築されているのである。このように明治40年代には児童虐待のクレイム

申し立て活動のなかに、子どもが社会の問題のなかにあることを明確に意識する語りが表れ

ていることが確認されるのである。

5.2.社会問題としての｢児菫興行」

児童虐待を社会問題として訴えるこの1909(明治42)年の記事には、さらに重要な記述が

含まれている。それは「此の虐待問題は、兒童一般に適用されるべきものである」との指摘

の後に「児童興行」について言及される点である。この記事は、子どもへの虐待の問題を貰

い子殺しや継子いじめの問題にとどめず、さらに広い問題としてとらえるよう訴える。そし
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てその問題のひとつが「児童興行」であるというのである《

「いたいけな可憐の子供等が（中略)所謂街頭藝人輩の喰物に用ひられて居ることは、

心ある人をして常に箪整せしめる。（中略)大切な人間の子供を以て、興行物にするとい

ふことがあろうか。しかも之を見て大口あいて笑って居る大人の心こそ驚かされるので

ある」（｢東京朝日新聞｣1909年3月9日)。

先に確認したように、明治30年代頃までは子ども軽業を称讃する記事が紙面を飾っていた。

また、上記の記事のなかで「之を見て大口あいて笑って居る大人」を登場させて批判すると

ころをみると、この記事の書かれた時期にあっても世間の様子は変わっていない部分があっ

たのだろう。しかし、本稿の関心にとって重要なことは「児童虐待」を社会問題として明確

に主張する明治40年代のこの記事のなかに、虐待のひとつとして児童興行が登場すること

にある。これは、貰い子殺しや継子いじめの問題への関心からはじまり明治30年代から40

年代にかけて児童虐待が社会問題として構築される過程で、そうした問題の構築を基盤にし

て児童興行が児童虐待のひとつとして付加的にクレイムされ始めたものといえる。

こうした問題の｢領域拡張｣(Best2012,pp.48-49)は、貰い子殺しや継子いじめなどの出来

事が児童虐待として問題とされることで、それまで称讃の対象であった子ども軽業にもその

認識の枠組みが適用され、虐待として認められるようになった結果といえるだろう。あるい

はこれは、児童虐待というひとつの社会問題の成立によって、それまでも存在していた子ど

も軽業についての批判的な声がここにきて表舞台に登場することを可能にしたのかもしれな

い。いずれにせよ貰い子殺しや継子いじめなどの家庭内における子どもへの虐待が社会問題

として構築され、明治40年代に子どもへの虐待に対する社会の関心が高まるなかで、興行

を担う子どももまたその問題の一部として立ち現れてきたことは確かなことである。

6．まとめ

本稿の新聞の分析により明らかとなったのは、明治30年代頃より家庭内における子ども

への酷い扱いが｢虐待」という言葉で問題として訴えられるようになり、それが明治40年代

には社会問題としての地位を獲得してきたこと、そしてそうした社会問題を構築する論理

が「子どもの尊厳」のみによってでなく子どもを「社会統制」の対象とする「児童観」にあっ

たことである。こうした論理そのものの存在は、法律制定以前に日本の児童虐待防止事業

を手がけた社会事業家らの取り組みにおいて「非理非道の行為を行う大人から子どもを守る

だけではなく、同時に社会を被虐待児から守る『社会自衛』の目的が強調され｣(上野2006,

p.251)たと指摘する上野の先行研究においても確認される。しかし社会問題の構築を対象と

する本稿にとって重要なのは、明治期の中頃よりこうした論理が専門家や社会事業者たちの

声を時に積極的に拾い上げて読者に関心を持って受け入れられるような言葉を産出する新聞

によって採用され、そして実際に読者に対して「児童」への「虐待」の問題を「われわれ」の

社会の問題としてクレイムされた点にある。
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何より、本稿が新たに提起をした仮説、すなわち日本における「児童」への「虐待」の問題

ははじめから児童労働を含む問題であったわけではなく、家庭内における虐待を社会問題と

する認識を基盤にして児童の特殊な労働を児童虐待の問題の一部として取り込むように成立

していったという視点は重要である。特殊な労働を務める「児童」を「虐待」の被害者とする

新たな見方の出現は、この時代、就学義務の規定の厳格化をひとつの特徴とする明治33年

の小学校令の改正にもみられるように、すべての子どもを教育の対象とする機運が社会にさ

らに高まってきたことを示すものといえるだろう。明治期の児童虐待の問題は、家庭内で虐

待される「児童」のみならず、労働の世界に身をおく子どもを異質な存在とみなし、それま

で労働などの様々な生活の局面を生きていた子どもを教育の対象たる「児童」にすることを

社会が要請するそのかたちとして成立していったものと考えられる。しかしこのようにして

明治40年代に社会問題としての姿をみせた児童虐待であるが、それを取り締まる法律が制

定されるまでにはその後およそ20年の歳月が費やされることになる。その間に社会問題の

様子はどのように変化したのか（しなかったのか）の考察については今後の課題となる。

注

(1)

(2）

(3）

2節で確認するように、本稿は｢児童虐待」という社会問題が構築されるなかで｢児童｣という言葉が

実際にどのように使用されるのかを、つまりどのような子どもが｢児童｣と表現され、また｢児童｣と

いう言葉がどのような他の言葉とともに用いられて｢虐待｣の状況や活動が表現されるのかを分析す

ることを通じて､｢児童｣概念の内実に迫るものである。3節以降で明らかとなるように、子どもの問

題に｢虐待｣という言葉が用いられ､｢虐待｣の対象としての子どもが｢児童｣と表現されるようになる

のは明治30年代から40年代以降のことである。本稿が｢児童｣という言葉を用いる場合、それは｢児

童虐待｣という社会問題の具体的な文脈のなかで語られる子どもに着目していることを意味してい

る。

かりに研究者が問題のなかにその問題を特徴づける客観的指標を見出し、それによって問題を定義

づけようとする場合、そこには課題が生じる。なぜなら、社会の人びとにとって何が問題なのかを

客観的指標が必ずしも特定するわけではないからだ｡ロウスキが指摘するように、かりに客観的指

標によって社会問題の性質が決定されるのであるならば､｢私たちが社会問題に直面していることを

客観的指標が示しているときに､(たとえそれに気づいていないとしても)私たちは社会問題に直面

していることになり、客観的指標が何ら|Al題はないと述べているときには、私たちは社会問題に直

面していないことになる。この観点では、実践的行為者は無知な存在あるいは誤り導かれた存在で

あり、何が社会問題か(あるいはそうでないか)を定義する特権を与えられているのは専門家のみで

あるということになる」(Loseke2003,p.10)。

新聞記事の収集については､オンラインデータベースの読売新聞｢ヨミダス歴史館｣と朝日新聞｢聞蔵

11ビジュアル｣を使用した。検索対象期|&lは、各紙の創刊(読売1874年、朝日1879年)から法律制定

の1933年までとした。いくつかのキーワードを組み合わせて検索を行う。主なキーワードによる

検索結果件数は以下の通り。｢児童虐待｣(読売111件、朝l1120件)､｢児童、虐待｣(読売137件、朝日

135件)､｢子、虐待｣(読売107件、朝Ⅱ190件)など。検索結果は重複もあるため、今回対象となった

記事は250件程度。

本稿が着目するのは､｢児童｣や｢虐待｣といった現在のわれわれからみても理解可能な言葉が明治

期において使用され､｢児童虐待｣とよばれる社会問題を構築する実践が展|淵されていた点、しかし
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そこで使用された｢児童｣や｢虐待｣という言葉の意味内容や使われ方は現在とは異なっており、明治

期からの｢児童虐待｣という社会問題の内実もまた現在とは異なったものとなっていた点にある。し

たがって、明治期の子どもの問題に｢虐待｣という言葉がどのように登場し、｢児童｣という言葉がど

のように使われるようになったのかをキーワード検索を手がかりとしながら読み解く作業を必要と

した。本稿はキーワードの検索で該当する記事をひとつずつ読み、現在のわれわれの目からみて児

童虐待と名指すことのできる事件であっても、その問題をクレイムする文章に｢虐待｣や｢児童｣とい

った言葉が実際に用いられる際の論理的な言葉の使用のあり方を分析することをねらいとした。

(4)「あのお邸の御新造は自分の子供ばかり可愛がシて六ツになる貰ひシ子を非道にして寒中綿のはい

シた着物を着せず食物もろくろく給させず｣(｢読売新聞｣1877年3月1311)。

(5)たとえば｢小兒虐待の嫌疑○○は貰ひ子なる○○(九年)をぱ酷く虐待し」(｢東京朝日新聞｣1903年

3月25H)､｢○○は是迄他人の子を相當の養育料を附けて貰ひ受け居りしが執れも皆な虐待して死

に至らしめ｣(｢東京朝日新聞｣1904年10月29日)など。

(6)「世に面悪き者も敷々あれど繼子いじめ程面悪き者はあらじ」(｢大阪帆|l新|剤｣1879年3月8日)、｢繼

子を苛酷る新聞も澤II_l出まして陳腐しひが懲しめの為に一寸書出す｣(｢大阪朝||新liH｣1879年4月6

日)。

(7)「あらゆる社会問題のクレイムは、厄介な状態を同定することから始まる。そこにはふたつの種類

の言明が存在する。ひとつはその状態を記述する言明であり、そしてひとつはなぜそれを厄介なも

のとみなすべきであるのかを説明する言明である。前者が、その問題が存在していることの根拠

についての言明groundsであり、後者が、その問題の正当な理由についての言明warrantsである」

(Best2012,p.31)。前者は、社会問題とみなすことのできる事実が確かに存在することを示す根拠

の言明のことであり、後者は、その事実がなぜ問題とみなされなければならないのかという価値的

な態度を表明する言明のことである。

(8)この主張のあり方は、ロウスキのいう「抱き合わせpiggybacking｣の効果としてみることができる。

「抱き合わせ｣は､｢新しい問題をすでに存在している問題の異なる事例のひとつとして構築すると

き」(IDseke2003,p.61)のクレイムの効果をいう。例えば､アメリカ合衆匡lにおいて、平等の権利に

関する社会活動は､アフリカ系アメリカ人の平等の権利の獲得から始まった｡アフリカ系アメリカ人

の市民権の獲得はその後、女性、学生、同性愛者、障害者といった人びとの権利の獲得の運動を後

押しすることになったのである。
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