
海外研究情報子ども社会研究21号、ﾉ“ﾉ･"α/o/C/"〃S"ｲdV,I/b.2ﾉ,J"/y,2015:169-184

英任|の子ども社会学(SociologyofChildhOod)
－概念・動向・展望一

望月重信

1.はじめに

海外研究情報は一つの国の一つのテーマにもとづいた研究の動向・潮流を体系的に素描す

ることが目的である。その動向・潮流は歴史的・社会的・政治的・文化的な制約条件に規制

されていることは論を待たない。

小論でその条件を意識しつつ実にさまざまな主張やパースペクティブのある英国の子ども

社会学の総体を紹介することはできない。総体的・体系的な情報を提供するよりも「パース

ペクティブとしての子ども社会学」として立論構成を立ててみた。概念についてはやや冗漫

な文章になっているが筆者は英国の子ども社会学の著作やジャーナル等を読んで一番気にな

っていた論点があって取り上げたかった。わが国との概念比較は今後の課題であるが英国の

研究者たちはかなりのこだわりをもって議論を進めてきたことを知ってもらいたかった。

英国の子ども社会学にカノンはあるのか？いまの時点でないと考える。私は1990年にケ

ンブリッジ大学教育学部にVisitingScholarとして1年過ごしたが当時、教育社会学は転換

期にあって構造機能主義から象徴的相互作用論、社会構築主義の流れにあった。いま思えば

2人の研究者に会っているが子ども研究(ChildhoodStudies)の一つのテーマであったと思

う。バーンステイン(B.Bernstein)は低所得の家族で育った子ども(achild)がことばの計

画(averbalplanning)を確立していく過程で意味配列と社会的関係性にどんな様態を現出さ

せるか実証的に研究した。いわゆる子ども(child)のスピーチコードの言語社会学的研究を

とおして「欠陥理論｣(deficittheory)を提起した。

子ども(thechild,children)が就学前に獲得する（ことばの計画を創成していくことでも

ある）スピーチ様式から二つのコード（制限コード／推敲コード）を仮説的に提示して就学

後の子どもが成績のうえで不利益を被ると仮説した。「不利益を被る子ども(disadvantaged

child)」｢社会的・文化的に剥奪された子ども(deprivedchildren)」が取り沙汰されたの

である。もう一人の教育社会学者、ベック(Beck,J)はジェンクス(Jenks,Chris)、ケディ

(Keddie,N.)、ヤング(YOun9,M.ED.)とともに「教育社会学に向けて」を編集した一人で

本書を手にして議論したことを記憶している。本書の第1部は「社会的構築としての子ども」

(ChildhoodasaSocialConstruct)である。刊行が1976年でもうすでに本稿と関連ある論文

が掲載されている。アリエス、マスグローブ、エリオットなどの論がしたためられているの

は「子ども(childhood)の社会構築」が学際性をもっている証左と考えることができる(')。

(もちづき・しげのぶ明治学院大学名誉教授）
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ベックは他の仲間たち（ロブモア、ジョンファーロング）とともに「新しい教育社会学」を

追う中堅の研究者たちであった。かれらは無論バーンスティンの教え子であり、バーンステ

ィンと何らかの関係をもつ人たちであった。ベックらの「教育社会学に向けて」の序文に「教

育理論は子ども(childhood)の概念を前提にしている」と述べられている。そして社会学、

心理学の領域で子ども(childhood)の概念がいかにエスノセントリックであったかを指摘す

る。論点は明らかである。子どもと青年(childhoodandadolescence)という概念は規範的

価値とは相対的であるということ、そして自明視された概念やカテゴリーがいかに社会に状

況づけられたものであるかということ、それゆえに社会のなかで子ども(childhood)をいか

に概念化するか、またわれわれが子ども(childhood)に対して抱く信念が社会のなかでいか

に社会的に構築されているかを理解する手掛かりをつかむことである。

子ども(childhood)の概念化で想起されるのはそれが生物学であるか（ピアジェ、ブルー

ナー、チョムスキー）あるいは社会学的認識（デュルケム、パーソンズ）かであり、それら

が当該社会のなかの労働者階層の子ども(children)や少数集団の子ども(children)、また他

の国々の子ども(children)に適用される。それは発達論的シェーマにランク付けをしたり、

普遍的な説明のシェーマを求める。西欧流のシェーマが他の社会に押しつけられる例をあげ

ればフロイトの社会化論がある。ここから導きだされるのは「概念」と「文脈」の問題、さら

に所与の集団の生活方法にとっての「意味に従った成員の実践と説明」の問題が読みとれる

のである。

さて、上述の中で指摘される「子ども」の原語の使い分けに注目して欲しい。イギリスの

子ども社会学(SociologyOfChildhood)の文献では「子ども」の概念規定や諸前提を巡る議論

が盛んである。たとえば最近出版されたウェルズ・カレンの「グローバルの観点に見る子ど

も(Childhood)J(2版）でも次のような指摘がある(2)。

-Thenewsociologyofchildhood_establishedafieldofinquiryaboutchildren(the

livedexperiencesofchildren)andchildhood(theconceptthatinformsexpectationsand

attitudestowardschildren)thatsoughttounderstand_Children31ifeworldsastheywere

lived.ThisfOcuson_childrenastheywere,ratherthanhowtheirchildhoodexperiences

mightshapetheadultstheymaybecome,differentiatesthesociologyofchildhoodfi･om

othersocialsciencedisciplinesparticularlyeducationanddevelopmentalpsychology,that

havebeenmostengagedwiththeacademicstudyofchildrenandchildhood.-p.2，（下線

部は引用者による)。

原語で日本語使用の「子ども」がいかに使い分けられているか注目しておきたい。そのこ

とは子ども社会学とほかの社会科学の学問研究に何らかの影響（文化・政治、政策上）を及

ぼすと思われるからである。子ども社会学の領域で「子ども」を研究対象とする場合に厳密

な概念の使い分けをしているかがわかる。

さてもう一つ。「子ども研究」はイギリスの文献ではChildStudyがあまり見られない。つ

まり、ChildhoodStudyなのである。そこではChildとChildhoodの意味の違いが含意され

可ワハ

坐ノU



英国の子ども社会学(SociologyofChildhood)(望月）

ている。ところで、Childrenは単純にChildの文法上の複数ではない。つまり、Children's

Childhoodsという表題の著作があるのである(3)o

小論でイギリスの子ども社会学研究のこうした概念上の厳密さを学ぶことは意義あるこ

とである。そして後述されるように、この「概念」もconceptofchildhoodとconceptionof

childhoodに関する議論がある。

イギリスの「子ども研究」と「子ども社会学」の研究と近代社会学の方法論的二分法

(dualism)に由来するChildhoodSociologyの動向に注目することが小論の骨子ではある

が、子ども研究(ResearchwithChildren)の広義の領域をも含むのでここではその領域の

一端の紹介であることをお断りしておきたい。子ども研究の歴史で17世紀になって子ども

(childhood)の概念が登場する。原罪としての子どもではなく、イノセンスつまり弱い存在

が強調される。18世紀にルソーが原罪のドクトリンを転換したが18世紀末には学校教育が

普及し子ども(childhood)は学習者(learnerhood)となった。この言葉が意味することは子

ども(childhood)に「新しい神話」が登場したということである。そして子どもの社会的構

築が子ども研究の中軸になった。子ども(childhOOd)が社会的構築であるのは「子どもを創

造する」という一面をさすことでもある。

小論で、イギリスの子ども史の考察はしない。今日の子ども研究に歴史的アプローチを無

視することはできないが、16世紀～18世紀の子ども(children)の歴史に見る動態（事物・

玩具・服装等）についてはロンドン市内の「子ども博物館」(MuseumofChildhood)－ロン

ドン市内・1872年開館一で確認できる。筆者は2013年7月に訪ねたが子ども(children)の

成長、学び、服装、事物、物理的世界との関わり、家庭や学校でのしつけに物理的な矯正材

が存在していたことが確認できる。

そこでイギリスの子ども研究(ChildhoodStudies)をほぼ1980年代から探ってみる。その

主な研究者たちをここであげれば以下である。プラウト(Prout,A.)、ジェイムズ(James,

A.)、ジェンクス(Jenks,C､)、メイヨル(Mayall,B.)そしてクリステンセン(ChristenSen,

P)、ウィネス(Wyness,M.)。リーディングブックと思われるおもな著作のなかからキーイ

ッシューとキーコンセプトを取り上げて研究動向を粗述してみる。ただ一つの著作のみをと

りあげてイギリスの研究動向として集中的に論を深めることはしない。たとえばプラウト

のTHEFUTUREOFCHILDHOODは「子ども(Childhood)の研究は知的リゾースと学際的

アブ°ローチの広範な布置が求められる」だけに5章からなる諸論はいずれも'隔広い、深い洞

察力が求められる。2013年7月に筆者はリーズ駅のパブで2時間半近く議論をしてきたが、

プラウト自身も述べていることが印象的であった。私（プラウト）の論は決定的ではなく、

模索段階にあり決定的な要素として理解してもらいたくない、と。社会学のえん源から哲

学．人類学．カルチュラルスタデーズ、そして生物学（ダーウイニズム）からsocio-biology

にいたるまでまさに学際的研究の真骨頂を発揮した話であった。後述されるが一部のプラウ

トの著作全体をここでは取り上げない。他の著作でも同様である。プラウトと話してみて筆

者なりの理解であるが、学際研究と一口では言えないもっとイギリス社会の伝統的なアカデ

ミックス（学界）の奥深さを感得させられた。これはイギリス研究（社会学・教育学・子ど

も研究）にカノンを見出そうという試みでもあるが、ここではこれ以上言及しない。
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2．概念をめぐって

アリェス(Aries,R1962)は歴史的文脈の中で子ども(Childhood)の特性に注目したが

そこには社会的に構築された、という含意を確認することができる。中世に遡って子ども

(children)の生活を描いている。生活は社会的に構築されていくなかで進展する。

イギリスではアリエスはどう評価されるのか。一言でいえば、アリエス・インパクトであ

る。アリエスのポイントは子ども(children)をどう見るかである。子ども(childhood)の概

念は10世紀にはなかった。16～17世紀になってはじめて登場した。17世紀に大人と子ども

(childhood)の服は同じであったが死亡した子ども(thedeadchild)が肖像に現れたのが16

世紀になってからである。

子ども(childhood)がいかに認識の対象になるかという議論のなかに子ども(childhood)

は多様で多層的な現象をもっていて分析が一筋縄ではいかないという指摘がある。したがっ

て子ども(childhood)に対する理念は存在しなかったがそうかといって子ども(children)は

決して無視されてきたわけではない。ここで確認されるべきは子ども(children)に対する

愛情と子ども(childhood)に対する理念は混同されてはいけないということである。指摘さ

れるようにアリエスの研究の眼目はく変化と非一連続性〉にある。ポロク(Pollock,L)は社

会生物学(socio-biology)の立場からアリエスの子ども(children)の日記に対する評価をし

て「親子間の愛情に『自然一生物学』の土台がある」と指摘している(4'･

ポロクのアリエス批判がイギリスの子ども社会学で取り上げられる論点は後述される

｢新・子ども社会学」(newsociologyofchildhood)の理論的前提であることをここで指摘し

ておきたい。ポロクは子ども(children)の経験に連続性(continuity)があるということ、研

究のツールとしての日記に見る親子(parentsandchildren)に愛情の不断性が存在している、

と主張する。子ども(childhood)の歴史的研究(者）は「親子関係の『当事者性』」をどこま

で掛酌しているのかと疑問を投げていることに注目したい。ポロクの視点はこれ以上、言及

できないが、ここで確認できる点は以下である。①アリエスが論究する子ども(childhood)

は社会的構築(socialConstruction)である。②ポロクのアリエス批判の含意は子ども社会学

の根本的な問いを投じた。

根本的な問いは以下である。子ども(childhood)とは何か。子ども(childhood)はいかに

発見されるか。歴史は子ども(childhood)を理解するうえでいかに役立つか。こうした基本

的な問いははじめてのそれではない。しかし構築過程に変化と連続を措定し、アリエスが中

世期の子ども(children)の生活の生きた経験に注目して子ども(childhood)概念が特定の文

化的フレーズをもって人生のライフコースの早い段階から導きだされるといった方法はその

後の子ども研究に大きな影響を与えたことは否定できない。この点でchildhoodを日本語で

く子ども期・児童期〉と見て発達段階を意味してきたことは故なきことではない。

多様な生きた経験をする子ども(children)をフラグメント化してすべての子ども

(children)に共通性をもたせる。そのことで大人（研究者）は子ども(childhood)を制度化

の対象とすることができるのである'51。

1ラヘ
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ところで私たちが子ども(childhood)を話題にしたり、子ども(children)について話した

りするとき、両者で「存在の状態」を表したり、人間のなかの子ども(child)といったステ

ージを意味したりする。子ども(childhood)のフラグメント化は発達論的ステージを導くも

のだと述べたがそこではすべての子ども(children)に共通の身体的・発達論的なパターン

づけをして特徴づける。ジエイムズらはこの特徴づけによって大人は子ども(children)を

理解し、社会的な制度化をしたりしていると述べる。またそのことが文化や世代、また日常

生活における子ども(children)とのかかわりによって変化するという(61。

こうして子ども(childhood)は大人(adulthood)と対称的であり、その「線引き」を

どこでどう引くかが問題になる。アーチァード(Archard,D.)は子ども(childhood)の

概念(conceptions)には3つの観点があると指摘する。それは境界(boundaries)、次元

(dimensions)、分割(divisions)である。子どもの概念(conceptionsofchildhood)は境界が

設定されその次元が順序づけられるが、その方法によっては次元が異なるし所与の文化がか

かわってくる。環境とはいつ子ども(childhood)は始まるのか、大人と識別する方法はなに

か、子ども(childhood)が終了するよう運命づけられるポイントは何かなどを問う。次元の

概念が異なるという観点はその次元によるとする。たとえば大人と子どもの違いは道徳的・

法律的な観点を含む。それぞれの行為は年齢の特殊性によっては行為に対する判断がなされ

大人であることないこと、また知識の欠如（未熟さ）などの認識論的・メタ・フイジカル的

観点がある。また政治的観点からコミュニティへの参加や貢献の可否が問われる。分割は幼

児期や青年期の特徴に心理学的特性や社会的意義が負荷されることで成り立つ。幼児期は文

化によって異なるが大人の世話に依存することや子どもの「傷つきやすさ」が取り上げられ

る。誕生から大人に広がるステージにとって子ども(childhood)は包括的なタームであって

幼児期、青年期等は所与の文化によって作用し、それぞれの時期にサブ・デヴィジョンを構

成する(7)。

以上でアーチァードの「子どもの概念」をめく、る諸論を紹介したがここで「分離」

(separateness)の哲学の問題に注目しておきたい。本論ではこれ以上論究できないが現代

的(21世紀型）コンセプションと子ども(childhOOd)(象徴的な理念を含めて）とのあいだ

の分割（区分け）は何によって成り立つのか、という問いの検討作業である。そして子ども

(childhood)は大人(adulthood)とは対称的であるといわれるがその線引きはアーチァード

の指摘からも分かるように年齢や未熟さで決定できないということであり、まして生物学的

なものの絶対性から論じられないと同時に社会(学）的に創られた概念ともいえない。アー

チァードの指摘は重要と思われる。ロールズの「正義論」を引用して正義には唯一の相容れ

がたい原理があり、その主張は守られる。またいろいろな異なる原理や概念(conceptions)

があって共通にもつ役割によって特色づけることが可能な単一の「正義」の概念

(concept)があるとする。正議論は別の機会に譲るとしてこれを子ども(childhood)の概念

(concept)と絡めてアーチァードはこう述べる(8'・子ども(children)は特色づけることがで

きない一連の特性があり、大人とは異なった識別し得るものがある。Conceptはそれを求め

ている。また子ども(childhood)のConceptionはその「特性」を特色づけたものである。し

たがってConceptionは大人に対していかにそれが判断されるかを問うものであり、子ども
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(childhood)との関わりや言説が表明され､（大人との)「異なり」が闘明される。

ウィネス(Wyness,M)も指摘しているが(9'、地位や社会的ポジションは子ども

(childhood)自身自ら特化できないものであり、大人のがわからの特定の文化的、社会的な

観点に基く子ども(childhood)理解である(concept)。そしてアーチァードはアリエスにつ

いて興味深い指摘をしているqo1｡「アリエスの前提を規定しているのは子ども(childhood)の

conceptを持つこと自体、子ども(childhood)の近代的なconceptionである」と。

子ども(childhood)のConceptとConceptionについての論議はこれに尽きない。子ども

(childhood)に関する「かかわり」｢理念｣｢言説」はこの二つのタームが示唆する意味を考究

することなしにはさきに進めない。

3．動向一子ども(childhood)の理論化に向けて

イギリスの子ども社会学研究者らは子ども(chldhood,children,child)について論究する

さいそれがどういう文脈のもとで論じるかを考えている。つまりthemakingofchildhoodを

すすめるのに子どもに関する視点やパースペクティヴをまず論証しようとする姿勢がある。

理論化(TheorizingChildhood)は社会の仕組みを或る一貫したそれも矛盾のないモデルと

して描き一定の形式性をともなった枠組みを提示することである。それだけに概念の精密化

を急ぐ翻あまり自らはその枠組みに当てはまらないという批判もある。プラウトが指摘してい

るようにイギリスでは概念や理論化をめぐってここ10年議論が続いてきた。

ここでは理論化の事例を紹介するが今日のイギリスの子ども社会学のカノンに近い体系的

な理論ではない。子ども研究(ChildhoodStudies)は豊富だがイギリスでは子ども社会学は

デシプリンとして未だ成立していないと考える。しかし研究者らは研究のレーゾンデートル

を明確にしている。フェミニズム（メイヨル)､批判的・総合的社会学､新・子ども社会学（プ

ラウト・ジェンクス）、社会学と心理学（ジェイムズ、A.)、社会学と人類学・エスノグラ

フイー（クリステンセン、P.)、そのほか地理学の観点から子ども(childhood)研究をすす

める研究がある（ホロウェイ、バレンテイン、そしてクラフトルーKraftl,R－の社会的なも

のを超える一子ども=children=の情緒的地理学研究)。

イギリス国内に固有の子ども社会学会関連のアカデミックサークル（学会）があるか尋ね

たがサークルはあるが大きな学会はないという''''。ここではおもに《新・子ども社会学》に

関する論文と著作を軸にイッシューを確認し、また《新・子ども社会学》再考とモダニティ

からの離反の動きなどをとりあげる'2'。

(1)社会的構築(SocialConstruction)

日常生活のなかで子ども(children)が経験する現実は両親や教師と子どもと関わる仕

事をしている人たちによって構成されていることは云うまでもない。子どもの文化政治

学(CulturalPoliticsOfChildhood)という分野があるが、子ども(children)が必要とす

るニーズや直面するリスクや「最善の利益」(bestinterests)に至るまでのすべての子ども

(children)の生活を規定する面に注目する。日本語訳「児童の権利条約」(childrenact)第9
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条は、理想の子ども(childhood)を参照することによって子ども(child)が構築化されてい

るという意味がある。｢最善の利益」の子ども(thechild)は集合性としての子ども(children)

の生活を規定している。日本語の児童(子ども）はどのような意味あいで使用されているの

だろうか（ここでは言及しない)。イギリスの社会では、thechildは子どもの福祉(children'

swelfare)に適用される。子どもの望み、感情に耳を傾けるよう配慮されなければならない

のである。thechildは個人性(individuality)を表しメトニミカル(換嶮）として用いられる。

それは全体を代表する一部(onepartstandingfOrthewhole)なのである。

子ども(childhood)が社会的構築であるという議論はアリエス解釈から導きだされたも

のと云えるが子ども社会学の学問としての発達のうえで重要なキーである。ここに二つの

主張が確認できる。一つは生物学的、自然科学的なパースペクティブ（ピアジェ、ブルーナ

ー）であり、もう一つは社会的、文化的パースペクティブ（デュルケム、パーソンズ）であ

る。子ども(childhood)は後者の領域に入る。つまり社会的に構築されたカテゴリーであ

る13'。そしてこの二つの対称性を排斥しないものと考える。生物学的自然や文化・社会的な

局面は不変ではないということである04)。

構築とは「社会的なもの」に注目することを契機として生活の枠組みを形成する人々の集

団の概念を確定し多様で可能な限りの枠組みを認めることである偏'・子ども(childhood)の

構築とは子どもがある文脈とともに変わるということであり、子ども(childhood)は言説に

よって構築されるという含意がある。その例はヘンドリック(Hendrick,H.)の1800年か

ら現在までの11の解釈的研究一イギリスの子ども(childhood)の構築と再構築一が典型であ

る161．ジェイムズやプラウトの「子ども(Childhood)の理論化｣'1,でも社会学の研究対象に当

てはまらない類型があることにも注目しておきたい（後述される)。社会学的カテゴリー以

前の類型として次がある｡｢悪い子｣(theevilchild)､｢主観の子ども」(theimmanentchild)､｢通

常に発達する子ども」(thenaturallydevelopingchild)、「イノセントの子ども」(theinnocent

child)「無意識の子ども」(theunconsciouschild)である181．ジェンクスは古代の神話から子

ども(childhood)認識を深めるために「ディオネシアンとしての子ども」(theevilchild)と

｢アポロニアンとしての子ども」(善い子）の再解釈をしている{'91．

以上のカテゴリックな類型には必ず何らかの理論が背景にある。キリスト教の原罪、ロッ

クのタブラ・ラーサ、ピアジェ理論、ルソーの植物成長モデル、フロイトの精神分析等々で

ある。

こうしてイギリスの子ども社会学はアリエスから子ども(childhood)の社会構築を学び、

1980年代から子ども(childhood)理解のブレイクスルーといわれる研究が始まった。「社会

的構築」というフレームを獲得した研究者らはそれがいかなる社会のどんな文化環境のも

とで生ずるのかに注目し、そして構築過程で「変化と連続」を求めた。研究者らが子ども

(children)自身が子ども(childhood)の構築に寄与しているという指摘をしたが興味深い。

イギリスでは子ども(child)の権利条約を批准した(1991)ことで、政治がいかに子ども

(children)を捉えているか、また現代イギリス社会では子ども(childhood)解釈をめく、る議

論がさらに深まったといえる。教育・健康・犯罪・家族といった社会政策の明白な領域を対

象として、子ども(childhood)はいかに構築されるかが焦点となった。そこでは「現実の子

17頁
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どもから子ども構築(childrens'childhood)へ」さらに子ども(children)の個人差を超えた

法律と秩序の対象である「単一の子ども」(aunitarychildhood)に研究がシフトしたのである。

(2)子ども(childhood)を理論化する

イギリスの子ども(childhood)社会学研究者の中心的人物を強いてあげれば4人である。

プラウト(Prout,J.)、ジェイムズ(James,A)、ジェンクス(Jenks,C.)、メイヨル(Mayall,

B.)である。ジェイムズ（アリソン）とジェンクス、そしてプラウトによる'IYleorizing

Childhood(1998刊行)－子どもの理論化一はジェイムズとプラウト編著であるConstrUCting

andReconstructingChildhood-子どもの構築と再構築-(初版1980,2版1997、ラウトリッ

ジ・エデュケーション・クラシック版､2015)以後の著作であるが､実はジェンクス編の「子

ども社会学」('I11eSociologyofChildhood)が1982年に出版されている(BatsfOrd)。この本

は1950年代、60年代、70年代にわたる子ども(childhood)に関するカギとなる著作を集め

たものでこう記している。ピアジェは子ども(children)がいかに理性的な大人になるかを

確認することからものごとを始めた。パーソンズは子どもがいかに社会に受け入れられるよ

うな市民になるよう社会化されるかを考えた。フロイトは子どもの違いを病理であるかない

か、子どもを心理的抑圧の状態にあるもの、と捉えた。ジェンクスはこうした有力な解釈に

批判的である。子ども(childhood)を一つの装置とみなし、社会的凝集物の説明を提起して

いると痛烈である。子ども(child)と大人との関係において子ども社会学は構築的な実践か

ら提起されるものだとジェンクスは述べている（107頁)。｢子どもの構築と再構築」は子ども

(childhood)が社会的に構築された特質を鮮明にして国家・福祉・道徳など社会学理論と今

日的論争につながる子ども(childhood)に注目した。また2015年版（事実上第3版）で、子

ども(childhood)研究はパースペクティブのシフトはあろうがエスノグラフィ－の役割が中

心でありその理由は「子どもの概念的自律」(theconceptualautonomy)に通じる前景にいる

子ども(children)にある。子ども(children)を何か他の側面（家族・学校・労働・社会政

策・市場など）としてみるのではなくしたがって子ども(children)の役割、期待、活動を子

ども研究の中心に益するものとしてしか見るのでなく直接的な参加や観察のあるプログラム

が求められている。2015年版の序文(Preface)はかなり重厚かつ凝縮された最近の子ども研

究の動向が認められているが、ここではこれ以上言及しない。

メイヨルの「子ども社会学に向けて」(TowardsaSociologyfbrChildhood-2002)は子ども

(children)の生活から考えるという副題から想像できるが自分は他の子ども社会学者とは異

なると言明している。(2002年以来、交流があり2013年7月に会見、2014年ロンドン大学を

定年退職)つまり子ども(children)と子ども(childhood)を社会学理論からアプローチをす

るがフェミニスト理論は無視できない、と述べる。調査とフィールドワークを幅広く行いフ

ェミニズムと子ども研究、世代とジェンダーを論究する。筆者のジェンダー関心からいっ

て学校内での子ども(children)の仕事やグループ作業は社会の役割労働と繋がるという指

摘はそう新しい指摘ではないが、子ども社会学の視点から子ども(childhood)理解において、

子ども(child)と大人との《ジェンダー関係》を無視できないという指摘は今後、論証を含

めてさらに考察しなければならないだろう。
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IV

種･族の子ども

乖意宅義

エイジェンシー･差異

I

少数集団の子ども

Ⅲ

社会的に構築された子ども

11

社会構造に生きる子ども

構造･決定主義

アイデンティティ

普遍主義

相対的･連続的

図1

出典:AllisonJames,ChrisJenksandAlanProut,19987ｿ7eo"吃/"gC〃"鋤oo"Polity,Figure2
Theoreticalfieldfbrthesocialstudyofchildhood,P.206,PolityPress

さて'IYleorizingChildhoodのインパクトは大きいと云える。子ども研究の分析的な枠組み

を提供し、この分野での今後の研究の進展の道筋をつけ、子ども(childhood)研究の理論化

作業一｢新・子ども社会学｣批判からAsocialsmdyofchildhoodへと学際的研究の意義を提

起したからである。子ども研究は複合的かつ挑発的であることを2軸4象限から窺い知るこ

とができる。図lに掲げる図式は4つのく二項対立〉を軸に展開したものである。4つとは

｢構造とエイジエンシー」（アイデンティティと差異)｢連続性と変化」（ローカル(1部的）と

グローバル（全体的)）である。

上図で｢実質的な子ども(child)」を棄てきる危険を冒しかねない。近代の社会学のもつ対

立的二分法を敢えて再生産させる4つの類型化された子ども(child)を新しいパラダイムの

枠組みで説明しきれるものではない。プラウト自身もそのことを自覚しているようだ。メイ

ヨルはこのフレイムには異議をもっている。プラウトは'IYleFutureofChildhood(2005)で

｢社会的なもの」の二元性にかかわる子ども研究の構築を示唆しているが剛、これからの子

ども研究がこの二項対立をいかに超克していけるかである。1970年代の社会学では相互作

用論の立場から構造一機能主義による概念を問題にした。また、1980年代初頭に子ども観

(childhood)の転換(子ども=childrenは社会構造の函数であるという）や欧米で注目され

た社会構築主義と相対主義（言説による構築過程の焦点化、歴史的特性化の暫定的視点）ま

た、子ども(children)を少数集団ととらえて女性学研究と子ども(childhood)研究との関係

を実践的に探究する研究も現れた。そのことによって「子ども(childhOod)の複相性」の問

題が提起されたのである。それは文化と自然の乖離から生ずる近代性構造の問題でもあった。

177
÷J〃



子ども社会研究21号

子ども(childhood)を社会との緊張関係のなかに置いて4つの類型を立てて革新的かつ社

会学的カテゴリーをジェイムズとプラウトは創った。縦軸はく主意主義・エイジェンシー・

差異〉とくアイデンティティ・構造・決定主義>、横軸は「普遍主義・総体的・連続的」とく特

定主義・一部的・変化〉を設定する。ここでお断りしておきたいのは4つの象限の呼称と各

軸の日本語訳は定訳がないので訳語をめぐって検討の余地があるということである。また、

図式はパーソンズの行為理論の準拠枠を髻髭させるのは興味深い。プラウトからは二分法を

相対化する方法的契機を読み取ることが重要である。「新・子ども社会学」研究の潮流は第1

象限と第4象限であるという側'｡〈少数集団の子ども(child)>は構造的に分化されて生きる子

ども(children)が権力の行使の対象となったり制度・法律の文脈の中で経験するマージナ

ルな立場に位置づいている。<種・族を生きる子ども〉は特定の社会や歴史的な場面で子ども

(children)の生活様式を規制している文化（記号・象徴・儀式）を生きている。第3象限の

く社会的に構造化された子ども〉は子ども(childhood)の本質を言い表したものというより

も構築的な実践による特定の時間や文脈の所産を表したものである。これは多次元的なパー

スペクティブを提示したものである｡<社会構造に生きる子ども〉はどのような社会システム

のなかでも社会生活の構造的な一面(立場）を表した総合的な様式と理解できる。

こうした類型は複相的なカテゴリーである。子ども(childhood)の新しい社会的研究にも

とづいた研究様式と展望を拓くプラットホームである⑫。

4つのフレームは子ども(childhood)の完成された理論ではない。4つの象限はきわめて

近代主義的な発想によるものといえる。しかし、理論化から視えてきたものは今日のイギリ

スの子ども社会学の理論化作業に研究者の研究方法を探ることと今後の批判的な検討のため

の有効なフレームを提供したものと考えられる。また子ども社会学の学際性研究の可能性を

示唆したものと考えることができる凶。

(3)BeingとBecomingの意味するもの鋤

プラウトによれば慨)、子ども(childhood)は自然ではなく文化を生きる存在だけでもない。

<自然一文化〉の多元性を生きるのであって多様かつ複相のハイブリッド性をもっていると

いう。また、異質な資源を擁していて時間の経過とともに「意外性」を発揮する。この二つ

の概念beingとbecomingをめく、って子ども社会学研究のなかでよく取り上げられるが確定

的な定義と意味が定着しているとは思われない。近代的な二項対立図式を批判するという観

点から有効な概念であると考えられる。そこで子ども(childhood)研究の伝統的な二つの潮

流を取り上げてみる。

発達心理学と社会化理論はいずれも「帰着点」(terminus)があり、そこに行きつくプロセ

スが分析される。これに批判的な立場を提起するさいにbeingとbecomingが引用される。

アーチァードの次ぎの指摘はその例証といえる。

Adulthoodrepresentsanidealend-state.Childrenareunderstoodas$becoming'

,astage,ratherthanas$being',astate.Achildisan!unfinished'adult,andthefinished

beingisnormativelydeiined.㈱－
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発達論からは子ども(children)の進歩は一つの「帰着点」に向かうと見なされる。この

｢帰着点」は大人の状態を指していることは明らかである。大人はbeingの状態であり、子

ども(children)もこれに連動してbeingと見なされる。子ども(child)は大人によって規

定されながら大人から切りはなされて大人よりも下方に位置づけられる。そこでは子ど

も(child)は「未完成の大人」(anunfinishedadult)であり「完成された存在」(thefinished

being)が規範として定義される。この観点はピアジェとフロイトの立場を代弁したものだ

が、大人は理想であり、子ども(children)はbecomingを生きる。ピアジェとフロイト理論

がいずれもどの子ども(anychild)にも援用される所以である。

子ども社会学では、2分法は一つの論争になりうる。<childrenasbecomjngs>と<children

asbeings>という二分法にかかわる論争でプラウトはクリステンセン(Christensen)を引用

して次のように述べている鋤。beingとbecomingの区分は子ども(children)のbeingが記憶

をともなった過去と期待される未来がうまくかみ合って生きる存在として理解されるなら

ば二分法は有効である、と。クリステンセンの含意は「beingは時間を無視したものではな

い」とう。ラウトは述べる。ここにbeinginbecomingが成り立つと考えられる。

リー(Lee,N.)は大人のhumanbeingsと子ども(child)のhumanbeingsの線引きについ

て興味深い指摘をしている剛。二つの概念は社会的、経済的条件に依存している。そこから

は「標準的な大人」がうまれるという。being/becomingは歴史的な発展の一つの所産であ

るから変容する余地を残している。またbeingとbecomingの問題は14年間にも及ぶ哲学的

な議論の中心課題でもあったとプラウトは指摘する。｢安定と変化｣「固定した特質か過程か」

など数世紀にわたってくりかえされてきた。また、哲学的な問題に局限されるものではなく

文化と政治的な葛藤の礎を提供してきたし、社会秩序と統制の正否をめくゃる一つの原点で

もあるとリーは述べている。小論ではこれ以上言及できないが大人が永久にbecomingであ

り続けるならば子ども(child)との分岐はなく子どももbecomingであるという考えもある。

リーは「子ども(childhood)とbeingを強く結びつけることのあまり子どもを自律・独立し

た人間とみなす」といった「神話化」を子ども社会学は求めてしまいかねないという。リー

の指摘は㈱今後、議論の余地を残している。

4．子ども研究(ChildhoodStudies)－展望

子ども研究の始まりはアメリカにおいてホール(Hall,S､）が子ども(children)の発達に関

する資料蒐集にあった。子ども研究の研究会は1884年である。イギリスでは1907年と云わ

れる。子どもに対する歴史的研究が始まったのは19世紀後半から第1次世界大戦の始めこ

ろまでである。研究の発端は子ども(child)の貧困・病気・児童労働問題である㈱。そして

西洋と非西洋の子ども(childhood)に対する歴史的アプローチは「子ども(children)の経験

の溝」に注目したことである。

子ども(childhood)の社会的構築や子ども(child)と縦との関係、社会的政策、学校教育、

余暇や「子ども(childhood)の消滅」にいたるまで変化過程に含まれる多くのトピックを扱
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った研究者にヘンドリック(Hendrick,H.)の存在は無視できないi3ll。すでに述べたようにア

リエスインパクトは子ども研究にとって無視できない。子ども(childhood)の社会構築の源

流であるダーウィンは認知、自律神経、伝達技能、情緒的表現など初期の発達研究を行った

が進化論との文脈において人間と動物との発達論的な連続性の存在を見つけ出したことはそ

の後の子ども研究に大きな影響を及ぼしたと云う点で確かなことである。

う°ラウトも指摘するように(卿自然科学や社会科学、そして人間科学においても同じ尺度で

は図れない言説の集約を研究者はもっている。必ずしも統一のとれたものではないが首尾一

貫した研究分野がどこから生じたかは窺い知ることはできる。このことは研究が学際性を持

つことと関連が深い。子ども研究がいかに実現されるようになったかプラウトは検証してい

る⑬。そのポイントは以下にある。「われわれの時代を特徴づけている子ども(childhood)と

大人(adulthood)の不安定と複相化を追い続けて子ども研究を進めるなかで｢近代から一歩

踏み出す(stepiommodernity)｣"ことである」と。また「歴史はどんどん変化する。もっと

大きな新しいものをみるべきである」と述べる㈱。いまや、「定質的実証主義者」(qualitative

positivist)や「相対的相対主義者」(relativerelativist)がいるという。

子ども研究はそこで進展する政治的・社会的領野を明らかにすることと支持する認識論

的ルーツを探究することである。イギリス社会は1990年代以降ニューレイバーの体制のも

とでの政治的転換があり子ども(childhood)はグローバルな社会と科学テクノロジーの発展

の中では行動主体(activist)であり、受難者でもある。たとえば次の受難する子ども(child)

の在り様は一つの学問では対応できない㈱。①神経学的な子ども…人間の脳や身体機能につ

いての知識と発達の特性に係る、②制度化された子ども…社会的に包摂される子ども、③甘

やかされる子ども…肥満、物質欲、機械的、④ませた子ども…メディアや所有物に拘る、市

場に関心、⑤包摂される子ども…｢特別」のニーズを必要とする、⑥不利益を被る子ども…

公共性から外れる、不適応者と扱われる。

これだけをとってもその概念枠組みの検討と定義をめぐる議論は多くの学問的背景・

知識が求められる。ジェイムズらは(James,A/James,A.)子ども研究・キーコンセプト

で指摘している。「－childhoodisacomplexphenomenon,whichtherefOrerequirescomplex

understandingsthatcannotarrivedatbylookingthroughasingledisciplinarylens-」一つの学

問のレンズでは複雑な現象であり複雑な理解が求められるに応えられないというのである'卸。

5．小括

小論でイギリス（ここではイングランドとウエールズに限定している）の子ども社会学研

究の主な論点を中心に荒削りの紹介をしてきた。したがって小論は研究論文ではない。プラ

ウトも指摘しているように「子どもの未来」研究は完壁ではない。まだほんの一部であると

いう考えである。それだけにイギリスの子ども社会学研究は体系的ではないがそこには一つ

の流れ(stream)があることはある程度つかめたと思う。本論でまだ言及されていない項目

が多くある。たとえば子ども(childhood)の文化政治学と関連深いニューライトのイデオロ

ギー政策に見る子どもの加護(invocationoftheChild)と政治的言説の問題、リベラルな政
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治的合意形成による国家的介入問題。家族の「私領域」を再確立し、ジェンダーや世代に関

わる父性原理の権威と経済的自由と道徳律との矛盾を巧みに融解すること㈱。そしてECM

(EveryChildMalter)の問題。これは子ども(child)の再発見と国家的介入プログラム策定

と「全体の子ども」(wholechild)の概念化をする。ECMは統制と監視の道具であるという

批判がある。また、アメリカの子ども社会学の一人者であるコーサロ(Corsaro,A､）は、「子

ども(childhood)は社会的世界の積極的解釈者」とする『解釈的生産論』を論じている。コ

ーサロは'IYleSociologyofChildhood第4版の序文でクボトルップ(Qvortrup,J.)を引用し

てこう述べている剛'｡「子ども(children)と子ども(childhood)は分析の中心となった。家族

や学校に依存するカテゴリーとは別個である｣。また新しい研究の爆発と述べ、最新の動き

として「子ども(children)、家族、移民と子ども(children)、仲間圧力、いじめ」を取り上

げて《マクロ－マイクロの子ども研究》を提起している。コーサロはまたイギリスの子ども

社会学研究者たちの理論的研究と著作から多くの刺激を受けていると述べている。イギリス

の研究とアメリカの研究との子ども社会学研究の方法上の違いを取り上げ、トピックの特徴

を指摘することはできない。別の機会に譲りたい。

もう一つはANT(Actor-Network-TheOry)の問題である(40)。プラウトは「相対的実質主

義」(relationalmaterialism)を提唱する。その実体や意味が何であるかを考えたとき、その

既存知に依拠しない、あるいは先験的な仮説をたてないで行こうとする。社会学的分析方法

において社会生活の「相対・構築・解釈」を批判的に踏まえてさらに「記号論・構築主義・

象徴的相互作用論」の観点から見なおす。社会生活という概念を捉えてシュッツやバーガー

の「生活世界論」や「解釈的社会学」に対して批判的なスタンスをもって捉えなおしをする。

プラウトとの会見で彼が｢子どもの未来(TheFutureofChildhood)」を語ったとき、ニーチ

ェ、ドゥルーズ、デリダ、フーコー、フッサール、カント、ルソー、ロック、スペンサー等々、

ヨーロッパの「知の百花線乱」が展開されたことを覚えている。絶対的な相対主義者になっ

てはならない。「固定した何かはある。しかし……」なのだという。

「子ども(childhood)の未来」は遺伝学をベースにした「生物学の革命」に近いものがあり

そうである。プラウト自身｢社会的に構築された子ども(child)」で仕事をしてきた、という。

基本はいまでも変わらないかもしれないが社会学のポストモダン状況下にあって既存の学問

知で対象を見ている限りは二元論に陥ってしまう。ANTはエージェンーの問題である。人

はエージェンシーを所有すればするほど自己呈示が自立するようになる。しかし一方でネッ

トワークの拡張のもとで、エージェンシーに纏わる権力やアイデンティティに依存すように

なる'4')。それでもネットワークはメタファーである、とプラウトは言う。

さて、プラウトは「子ども(childhood)の新しい社会的研究(NewSocialStudiesof

Childhood)」という言葉を使用してきた側21．他方で近代社会学の対立する二元論の域を超

えることなく「子ども社会学」(SociologyofChildhood)の創建があった(側。そして、いまは

ChildhoodSociologyの探究に入ったかもしれないと筆者（望月）は考えている。

小論で、イギリスの子ども社会学(SociologyofChildhood)のメタフィジカルな紹介を提

起してきた。できるだけ筆者の考えや主張を避けて論じてきた。わが国の「子ども社会学」

は現時点でデシプリンとしての本格的な議論がない以上、SociologyofChildhoodを単純に
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｢子ども社会学」と名辞できないイギリス社会の歴史的・文化的・社会的・政治的背景があ

ることは忘れてはならないだろう。'IheBritishChildを追う方法意識をもって'TheJapanese

Childを考究することは学的に無理がある。
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PoIIockLinda,1983,FFoJ1go"2"CW"的℃",CambridgeUniversityPress.ポロクは親はその子ども(children)

を愛するようプログラム化されているという。ウイネスは指摘している－中世の親は子ども

(children)の要求に無関心であるはずがない。Wyness,M.,2012,C〃"鋤oodq"cISoc/e"2''dedition，

Palgrave,pp.25-26.
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Wyness.G.Michael,2000,ContestingChildhood,FalmerPress,p.2

DavidArchard,op.cit.

2013年7月メイヨル教授と会見｡イギリスの子ども社会学研究は一つの学会としてはまとまっては

いないという。
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の背景構造を探ること。

AllisonJames,ChrisJenks,andAlanProut,1998,7boﾉ"/z加gCﾙ"c"ioofZPolity,Hazel,R.Wright,op.cit.,

chap､6,pp.93-111,pp.108-109

ChrisJenks,1996,Cﾙ"鋤ood,Routledge,pp.70-78筆者は1999年9月にジェンクスと会見した。かな

り［新・教育社会学]の潮流を意識していて社会構築主義と子ども(childhood)を関連づけた批判的

フレームワークを考えていると述べた。
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伽）プラウト自身、筆者に自分は第3象限に入ると述べている。他の象限にだれが入るかについても

議論したがここでは控えておきたい。

(22)Frost,Nickop.cit,p.24､Hazel,R.Wrighl,op.cit.,p.108

伽）プラウトによれば第3象限と第2象限で言語の役割(言説研究)に注目してきたという(社会的に構

築された子ども(child))。また｢種・族の子ども｣研究では相互作用論の研究にかかわってきたが、

今やこれとは異なる視点が求められている、という。子ども(children)と大人とがともに｢内的に依

存しあっている｣が子ども(children)を自律した社会的行為者とみる一つの神話化もある。個人主義

(individualism)である。プラウトは二元論に陥らないために《中半》(includedmiddle)を提唱してい

る。出発点も到達点も設定しないのである。

(24)beingは存在・あるがまま、becomingは成長・生成と訳すことは可能かもしれないが精確な意味で

はないと思われる。したがって本論ではbeingとbecomingとあえて原文のままで使用する。｢構築

の多元性｣からいってプラウトはハイブリッド性(混種)を重視している。

(25)AlanProut,op.cit.あとがきで本書の趣旨を丹念にまとめている｡プラウトはハイブリッドであるから

学際性が求められるという。p.144

f6)DavidArchard,oPcit.,p.41

(27)AlanProut,op.cit.,p.67,-beingandbecoming,プラウトがbeingとbecomingの末尾に-sをつけている。

-ingという動作態から｢実質｣か｢本体｣に近似的な抽象名詞にしているのかもしれない。

u8)Nicklee,2001,Cﾙ"鋤ooJq"dSoc/eか-GfoW"g"/"α",4geq/(ﾉ"“"α/"駅OpenUniversityPress,pp.5-6.

pp.105-120ドウルーズ(Deleuze)､ガタリ(Guattari)そしてデリダ(Derrida)にまで議論が及んでいて

興味深い。

"AlanProut,opcit.,p.66.う。ラウトは子ども(children)と同様、大人もbecomingsと理解できるという。

beingないし人間(persons)としての地位を保とうとする要請を傷つけることをせずに理解が可能で

あるという。

00)MaryJaneKehily,2009,44〃〃'ひ""c"o"/oC"/d/ioofjS/"dies,2ndedition,OpenUniversity,p.2

(31）HarryHendrick,1997,C/7""'℃",Cﾙ"L"7oodα"dE"g/jMSocre",/880-/"0,CambridgeUniversityPress,

p.9.1700年代から191Ⅱ紀中半までつぎのながれにもとづいて｢子ども(children)と社会｣の変遷をみ

ている。すでに示唆されているが興味深い観点である。ここでは論究しない。①啓蒙期、②ルソー

の自然理論、③産業革命、④ロマン主義と福音主義。

(32)AlanProut,op.cit,pl43

03AlanProut,opcit.,2-ChildhoodStudiesandtheModemMentality,pP35-57.この章は近代的心性、自然

と文化から子ども研究史､ダーウィンと子ども(child)研究の動き、そして子ども研究に貢献する小

児科薬剤へ、そして小児科学がパノプティコン装置を発見したことなどが指摘されている。そして

子ども(childhood)の社会的新局面の改造へ、さらに20世紀｢児童(Child)心理学｣勃興から批判的心

理学一心理学の説明に社会環境を無視できないということ、このことから社会構築主義へと傾斜し

ていくがプラウトはここに社会と生物(学)との離接一二元論を生んだことが子ども研究に決して役

立つものではないと述べる｡デシプリン構築と社会的・政治的・文化的の|乳l係性の分析が求められ

る。

(34)AlanProut,opcit.,p82

(35）この視点は2013年7)l311_1、リーズ駅近くのパブで約2時間半議論したなかに出てきた言葉であ

る。'TheFutureofChildhoodがシリーズで刊行されているように子ども研究は続く。固定的研究で

はないという示唆と受け止めた。

(36)Hazel,R.Wright,op.ciL,chp9pp.149-166

(37)AllisonJamesandAdrianJames,opcit・序文,Sage,Rx-xi
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Editedb)'JanePilcherandStephenWa99,1996,77Iq/c""'sCﾙ"的｡g"?-Po""cs,Cﾙ"c"7ooaα""Socjer)ﾉ加/ﾙe

/980sα"d/990s,FalmerPress

WilliamA.Corsaro,2015,7ｿ1esbcro/o""cﾉ"/伽oozZForthEdition,Sage,Preface,X-

AlanProut,op.cit.,pp.70-72

NickLee,op.cit.,p.62

AlanProut,op.cit.,p.5

AlanProut,op.cit.,p.62わずか1頁のなかでNewSocialStudiesofChildhood,SociologyofChildhood,

ChildhoodSociologyを使い分けている。｢子ども社会学｣の用語使用の異同性についてここでは言及
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しない。
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