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はじめに

子どもの文化・社会に果たしていた

駄菓子屋の役割について

加藤理

子どもの生活から、文化や遊びを生み出す創造力やそれらを伝承する機能が喪失されつつ

あると言われて久しい。子どもたちの遊びそのものも、遊びのための〈時間・空間・仲間＞

の変貌により、大きく変質しつつある。子どもの生活の中で育まれてきた子どもの文化は、

そのような子どもたちの生活や子どもを取り巻く環境の変化に伴って、さまざまな変質を見

せている。

特に、子どもの生活時間がく学校中心＞になり、放課後も塾や習いごとなどの〈学校文化〉

の延長とも言える場で過ごすことが多い今の子どもたちにとって、人間を選別する価値基準

はく一元化＞され、接する文化はく高級化〉の一途を辿りがちである。また、経済の発展や

流通機構の変化は、子どもの文化が、子どもによってではなく、大人、特に玩具などの製造

業者によって生み出され、それらを子どもたちに〈商品＞として与える傾向に拍車をかけて

いる。

このような子どもの生活や文化を取り巻く状況を考えた時、家庭や学校とは隔絶された子

ども独自の社会を形成し、その場で子どもたちが様々な文化や遊び、秩序等を築きあげてい

たく駄菓子屋＞での子どもたちの様子を振り返ることは、現在の子どもたちの生活空間や文

化に必要なことを示唆してくれるのではないだろうか。

本研究ノートでは、駄菓子屋が子どもたちの生活の中に出現し定着するようになった明治

時代の資料を中心に、駄菓子屋とそこでの子どもたちの文化や生活の様子を概観する。

1明治時代の駄菓子屋一樋口一葉の仕入帳と日記をもとに

明治時代の駄菓子屋の前身と見なされる店は、江戸時代には番太郎小屋と呼ばれていた。

江戸には市中警護のために町の四辻に番所が置かれ、町内の家主が各々番組を定め、昼間は

交替でここに詰めて町内の出来事を処理した。一方で、夜間、不寝番として火の番に廻った

り、泥棒などへの夜警をした小使役が各番所に隣接して住んでいた。(1)その住居が番太郎

小屋と呼ばれ、小使役は昼間はそこで雑貨類や菓子類の販売をしていた。

明治時代に日用雑貨や菓子、玩具などを販売した店の多くは、この番太郎小屋を継承した

ものであったが、経済や町組織、人々の生活が大きく変動する中で、番太郎小屋の系譜を引

かず、新たにこのような店を始める者たちもいた。

(かとう・おさむ白百合女子大学）
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樋口一葉もその一人である。一葉（本名、なつ・奈津．夏子、1872～1896)は、東京府の

下級官吏の娘として生まれたが、父則義が明治22年（1889）に多額の負債を残して亡くなる

と、樋口家の相続人としてすべての責任を負うことを強いられ、母（たき）と妹（〈に）を

かかえての経済的苦闘を余儀なくされる。原稿料の収入をあてにして、明治25年(1892)に

は「闇桜』や「たま樫」等の小説を発表するが、それらは全く金銭の為に書いた通俗小説で、

一葉自身の文学に抱く理念とも遠くかけ離れたものであった。そのため、金銭目当ての小説

執筆を中止し、明治26年（1893）には生活の糧を得るために店を開くことを考えるようにな

る。その間の事情は、一葉自身の手で、明治26年7月の日記の前文に書き記されている。（2）

人つれの産なければ、常のこ、ろなし。手をふところにして、月花にあくがれぬとも、

塩噌なくして、天寿を終らるべきものならず。かつや文学は糊口の為になすべき物なら

ず。おもひの馳するま、、こ、ろの趣くま、にこそ筆は取らめ。いでや是より糊口的文

学の道をかへて、うきよを十露盤の玉の汗に商ひといふ事はじめばや。もとより桜かざ

してあそびたる大宮人のまどゐなどは、昨日のはるの夢とわすれて、志賀の都のふりに

しことを言はずoさずなみならぬ波銭小銭厘か毛なる利はもとめんとす。さればとて、

三井三びしが豪著も願はず。さして浮よにすねもの、の名を取らんとにも非ず。母子草

のは、と子と三人の口をぬらせば事なし。（中略）されども生れ出て二十年あまり、向

ふ三軒両どなりのつき合ひにならはず、湯屋に小桶の御あいさつも大方はしらず顔して

すましける身の、お暑うお寒う、負けひけのかけ引、問屋のかひ出し、かひ手の気うけ

おもへばむづかしき物也けり。ましてや、もとでは絲しんのいと細くなるから、なんと

なうしばしゐの葉のこまった事也。…

ここに記されたような覚悟と不安のもと、店を開くための元手の借金に奔走し、同時に店と

住居を探し始める。明治26年(1893)7月17日の日記には、家探しの様子を次のように記し

ている｡(3)

十七日。晴れ。（中略）行々て龍泉寺丁と呼ぶ虚に、間口二間、奥行六間斗なる家あり。

左隣りは酒屋なりければ、そ虚に行きて諸事を聞く。雑作はなけれど、店は六畳にて、

五畳と三畳の坐敷あり。向きも南と北にして、都合わるからず見ゆ。三圓の敷金にて、

月壱円五十銭といふに、いさ＼かなれども庭もあり。

下谷龍泉寺町（現在の東京都台東区竜泉）に店を借りることになった一葉は、同年8月6日に

店を開く。(4)

一葉が開いた当初の店は、現在のわれわれが考える駄菓子屋一子どものための安価なお菓

子と玩具類を販売する店一というものとはやや異なり、江戸時代の番太郎小屋と同様に、一

般の日用雑貨類を中心に、その傍らお菓子、玩具などを販売する店であった。この時代には、

駄菓子屋という名称もまだ定まっておらず、荒物屋、筆屋、手遊び物屋、少し後の時代には

一銭店屋など様々であった。どのようなものを販売していたのか、まず一葉が店を開いた明

治26年8月の仕入帳から主な物を確認する。（5）

日用雑貨類

①香類（弁天香、りん鳳凰安息香、上安息香、うさぎ香、丁字香）

②元結（大白元結、大黒元結、小白元結）③掃除具（みご箒、荒神箒、はたき、みが
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き砂）④箸その他（利久ぱし、丸ぱし、上竹楊枝、黒ぬり上羽根楊枝）⑤はみがきそ

の他（黄白袋はみがき、鼠しやぼん、黄しやぼん）⑥わら草履⑦マッチその他（ろう

そく、大小マッチ）③蚊遣り香⑨もぐさ⑩団扇⑪裁縫具

文房具類

①鉛筆その他（鉛筆筆、竹さし石筆、片さし石筆両ざし石筆）

②紙類（半紙、浅草紙、ちり紙水引）

菓子・玩具類

①豆類（そら豆、南京豆、えんどう豆）②煎餅類（塩煎餅、月の雫）

③紅白四色金玉糖④めんこ類（めんこ、絵紙あて紙）⑤人形類（頭上り小法師、犬

張り子、達磨人形）⑥鈴類（小鈴、大鈴）⑦蝋筆

開店当時、一葉が仕入れた物を見ると、以上のように日用雑貨類が品数も仕入値も、子ども

を対象とした菓子や玩具よりも圧倒的に多かったことがわかる。したがって、一葉自身も、

開店当初は子どもを主な客層とした、いわゆる駄菓子屋というよりは、江戸時代以来の番太

郎小屋のような店を始めるつもりだったのである。

だが店を始めてみると、客の多くは子どもだったことが、日記の随所から窺える。店を開

いて間もない8月11日の日記には次のように記されている。（6）

十一日。晴天。（中略）菓子並びに手遊ものなどのかひ出しをなす。まだ生れ出てより

か、る虎の景況を知らざる身には、そずろ恐ろしきまでものはげし。正午少し前、家に

帰る。かざり付くるも遅しとばかり、買ひに来たる子供あり。よるづものなれずして、

間違ひのみ多きもをかし。

一葉が品物を仕入れて店に並べるのを待ちかねたように買いにくる子どもの様子からは、当

時の子どもたちの生活の中に菓子や玩具を販売する店がすでに定着し、そこでおやつを買う

ことが、子どもたちのごく普通の生活の一餉になっていたことが知られる。子どもの顧客が

多かった様子は、次の記録からも窺える。(7)

（十月）十日。晴れ。早朝、神田へかひ出しにゆく。一昨日かひ来たりし半箱の風船の、

昨日中にうり切れに成りしかぱ、さらに一箱もとめになり。十二日。曇り。今日も多丁

に風船のかひ出しをなす。

わすが五日の間に三度も風船の買い出しをしていることから、大人の客よりも子どもの客が

いかに多かったか、またこの手の商品の売れ行きがいかによかったかが実感される。

一葉もこのような状況を見て、客層の対象を次第に子ども中心に移していった様子が仕入

帳から窺える。店を開いて一カ月後の九月から十二月までの仕入帳に記載された商品は次の

とおりである。（8）

9月1日菓子・豆・しゃぼん、2日菓子・豆・煎餅、3日菓子、4日菓子・花札・

あて紙・蝋筆、5日煎餅・菓子・鼠半紙・つけぎ・藁草履、6日菓子・豆、7日

菓子・瓦やき・煎餅、8日糸・しゃぼん、10日菓子、11日豆・煎餅、12日菓

子・めんこ、13日糸・菓子、14日菓子・めんこ・瓦やき・煎餅、16日菓子・風

船・煎餅、17日菓子、18日菓子・めんこ・あて紙・萌黄糸・紺糸、19日風船・

菓子、20日菓子、21日菓子・めんこ、22日菓子、23日絵草紙・めんこ・前
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餅・蝋燭・菓子、24日菓子、25日菓子、26日菓子、27日菓子・絵紙・めん

こ・あて紙・風船・糸きかい、28日菓子・ソーダ・パン、29日菓子・煎餅、30日

紙風船・めんこ・ゴム風船・菓子

10月1日菓子・豆、2日菓子・煎餅・しゃぼん、3日菓子・風船、4日菓子、5日

菓子・煎餅・手遊び笛、6日菓子・紺糸・白糸・中細糸針・浅草紙・半紙、7日線

香・菓子・煎餅・笛、8日菓子・煎餅・パン・風船.、9日菓子、10日菓子・風

船・笛・豆、11日菓子、12日風船・菓子・煎餅・パン、13日蝋燭・懐埴灰・菓

子、14日菓子・風船・羽根・紙めんこ．丸めんこ・しゃぼん、15日菓子・ガラス、

16日菓子、17日菓子・煎餅、18日菓子・パン・ふのり、19日菓子・浅草紙、

21日菓子・パン・煎餅・羽根、22日菓子・マッチ、23日煎餅・菓子、24日菓

子、25日マッチ・ゴム風船・めんこ類・菓子、26日菓子・煎餅・糸、27日菓子、

28日菓子・パン、29日菓子．丸めんこ、30日煎餅・パン・菓子、31日菓子

11月1日風船・めんこ・菓子、2日菓子・煎餅、3日菓子、4日菓子・パン・あて

紙、5日菓子・風船・金独楽・大めんこ・細ばんめんこ・厚めんこ．独楽紐・紙め

んこ・おしろい・白元結・たぼどめ・蝋燭、6日紙類・煎餅・菓子、7日藁草履・

鬼たわし・菓子・パン、8日菓子、9日風船・菓子、10日煎餅・菓子・糸、11日

菓子、12日菓子、13日菓子・五色玉、14日浅草紙・ちり紙・菓子・煎餅・空気

鞠・藁草履・しゃぼん・ソーダ、15日菓子、16日菓子・煎餅、17日菓子、18日

菓子、19日菓子・煎餅・風船・蝋燭・草履・燈芯・茶ぶし、20日菓子、21日菓

子、22日菓子、23日煎餅・紙

12月23日菓子、24日菓子・さくらか、25日糸・豆・菓子・煎餅、26日海苔入

れ・中鳥・菓子・羽根、27日菓子、28日菓子・紙類・凧・蝋燭・箸、29日風

船・煎餅・菓子、30日菓子・豆

が煩雑で長くなったが、開店当初とは仕入内容が大きく変化し、子ども相手の商品中心引用が煩雑で長くなったが、開店当初とは仕入内容が大きく変化し、子ども相手の商品中心

に移行にしていることが理解できよう。

このことからは、一葉が店を始めた明治の中期は、江戸時代以来の番太郎小屋から、次第

に現在のわれわれが考える駄菓子屋に移行していった時期ではないかということが考えられ

る。つまり、日用雑貨の片隅に子どものおやつや玩具を並べて売るのではなく、子どもを主

な客層として捉える店が定着しつつあり、客である子どもたちもそのような店を求め、その

ような状況を反映して子どもを対象とした商品の製造販売が増加しつつあった時期ではない

か、ということである。

明治二十年代は、子どもの文化にとってはく近代化〉の始まりといっても過言ではない年

代で、若松賎子訳「小公子」（明治二十三年)、巌谷小波「こがれ丸」（明治二十四年）等の

児童文学が世に出されたのをはじめ、「少年園」（明治二十一年)、「日本之少年」（明治二十

二年)、「少年之友」（明治二十三年)、「幼年雑誌」（明治二十四年）などの子ども向け雑誌が

相次いで刊行された。

このような子どもの文化や児童観の変化の中で、子ども向けの商売が商売として成り立つ

だけの子どもをめく、る経済や人々の認識の変化が生じ、次第に定着しつつあった時期だった
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のである。一葉の仕入帳に見られる商品の変化も、そのような明治二十年代という、子ども

を取り巻く社会・環境や児童観の変化という大きなうねりの中に位置付けて捉える必要があ

ろう。

明治22年(1889)に東京の浅草で生れた渋沢青花は、幼少時を回想して次のように述べて

いるo(9)

わたしたちの場合は、駄菓子を売るのが主の店で、メンコ、竹トンボ、竹がえし、独楽、

タコといった安おもちゃと、半紙にマッチくらいの雑貨を少々おいていた。

一葉が店を開いた時期とほぼ同じ時代に幼年期を送った渋沢青花のこの回想からも、この手

の店の商品の中心が、次第に子ども相手の商品となっていたことがわかる。そして、この傾

向は時代をおうごとに進み、明治の末には子どもだけを相手としたいわゆる〈駄菓子屋＞が

成立していたことが確認できる。明治44年(1911)に東京の浜松町で生れた大島政男は、次

のような回想を記している。（'0）

今日のお菓子屋は、大人が買って、子供に与える場所である。駄菓子屋は純然と、子供

を相手にし、子供を顧客とする商店であった。大人を拒否した、子供だけに開かれた世

界がそこにあった。

子どもの生活の中で、お菓子・玩具・絵草紙などの身近な文化が溢れ、それらを手にする

場としての<駄菓子屋＞が、ようやく子どもたちの生活や社会に現われだした過程やその時

期の様子を、一葉の日記や仕入帳は示してくれているのである。

2駄菓子屋と子ども社会

それでは、駄菓子屋をめく、って、子どもたちはどのような社会を形成し、どのような文化

を作り上げ、発達上どのような影響を受けていたのであろうか。

子どもを顧客とする駄菓子屋が出現した背景には、定期的に〈お小遣い＞を貰い、一定の

額のお金を自由に使える子どもたちが存在したことが考えられよう。つまり、子どもたちの

日常生活に、お小遣いが浸透し、子どもたち自身の生活に経済活動が密接な関わりを持つよ

うになっていたのである。一葉の日記には、当時の子どもたちが一日に使ったおよその金額

を知るてがかりが書かれている。（''）

此頃の売高、多き時は六十銭にあまり、少なしとても四十銭を下る事はまれ也。されど、

大方は五厘六厘の客なるから、一日に百人の客をせざる事はなし。身の忙しさ、かくて

しるべし。

つまり、ほぼ五厘の金額が一日の子どものお小遣いの額だったと推定できるのである。この

額がより明確にわかるのは、次の回想である。（'2）

おこづかいは、たいがい五厘よりもらわしまへん。一銭なんてめったにもらえしまへん。

お祭りかお正月やったらねえ、五銭か十銭かもらいますけど……。

（伊藤ふみ、明治28年生れ）

一銭の半分の五厘が明治二十年代から三十年代頃の子どもたちの標準的なお小遣いの額であ

り、子どもたちの一日の経済活動の元手であったことがわかる。そして、この当時の駄菓子

屋の商品も、五厘という子どもたちのお小遣いに合わせて売られていたことが知られる。
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一定額のお金をやり繰りし、欲しい品物の選別を行なったり品物の購買を行なうことは、

貨幣経済の進んだ社会では、子どもたちにとって社会化の一つとして大切なことである。駄

菓子屋は、お金のやり繰りをすることの難しさや大切さを学ぶ場として、歴史上子どもたち

の前に出現した最初の訓練の場でもあったのである。

一方で、当時の駄菓子屋は、子どもたちの社会の中で、単なるお菓子や玩具の販売店とい

う以上の意味を持った大切な場所でもあった。一葉の代表作の一つであり、自身の駄菓子屋

経営の体験を生かして書かれている『たけくらべ」には、次のような描写がある。（'3）

秋雨しとしと降るかと思へぱさつと音して運びくる様なる淋しき夜、通りすがりの客を

ぱ待たぬ店なれば、筆やの妻は宵のほどより表の戸をたてて、中に集まりしは例の美登

利に正太郎、その外には小さき子供の二三人寄りて細螺はじきの幼げな事して遊ぶほど

に…

ここには、駄菓子屋の店内が、子どもたちのきしやご（細螺）はじきなどの遊び場となって

いる様子が描かれている。今の駄菓子屋とは異なり、駄菓子屋の店内や店先には子どもたち

が上がり込んで話をしたり遊んだりするスペースが設けられていたのである。回想の中から

いくつかこのことに関するものを拾いだしてみる。(14)

①東京名物の空ッ風が地面の紙屑をころがし、吐く息が白く見える季節となると、駄菓

子屋の店先の片隅で、ポッタ焼きが始まる｡(中略）ホカホカ焼き上がったものを食

べながら、学校の話、カツドウ写真の話、近づくお正月の話など子供らしい雑談の花

が咲いた。

②昔の駄菓子屋が今のとちがう点は、そこが子供の集まり場所で、子供たちが座敷にあ

がって遊べるようになっていたことである。わたしたちは学校から帰ってくると、ま

ず駄菓子屋へかけつけたものである。そこで待っていると、ぽつぽつみんなが集まっ

てくる。それからいっしょに外へ出て、独楽をまわすとか、タコをあげるとか、また

かくれんぼをすると、鬼ごっこをするとか、共同の遊びがはじまる。つまり駄菓子屋

は、一種の待合所だった。（中略）ところが雨の日は、駄菓子屋が完全に子供のたま

り場になる。すわり相撲をとる、チヨンキナ（狐ケン）をやる、五目並べをする、花

札、双六をやる、そのにぎやかなことといったらない。

③この店は、お菓子のほかにいろいろな面子や石けり玉など子供たちの遊び道具も売っ

ていたから、子供たちが多勢あつまって、店先はまるでその溜り場みたいになってい

た。

以上のように、駄菓子屋は子どもたちにとっての<溜り場〉であり、〈クラブ〉であり、〈集

合場所＞だったのである。つまり、学校を離れた後の放課後の異年齢集団による<子ども社

会形成の場＞の一つであり、子どもたちにとっては、親や教師の目を離れた一種の子どもた

ちによる〈治外法権の場＞として機能していたのである。ここでは、親から貰った〈お小遣

い＞を元手に、学校では禁止されていためんこ・ベーゴマ・おはじきなどの勝負事の遊びも

自由にでき、親から禁止されていた買い食いも自由に行なえたのである。（'5）

駄菓子屋が学校や家庭を離れて、独自の社会や文化を育む大切な場であったことは、駄菓

子屋の持っていた機能の一つとして見逃してはならないことである。同時に、子どもたちに
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とってのく治外法権の場＞だったとはいっても、決して行き過ぎることがないように適度に

<抑制する機能〉も備えていたことも見逃すわけにはいかない。その抑制の機能とは、〈駄菓

子屋の小母さん＞の存在である。

駄菓子屋の小母さんは、前述の回想に見られるように、客である子どもたちを大切に扱い、

大抵のことは子どもたちのするにまかせて見て見ぬふりをしていた。だが、行き過ぎがあっ

た時には、直接子どもたちに言うのではなく、親にそれとなく連絡することが多かったよう

である。沢村貞子（明治41年生まれ）の回想には、兄の思い出として、兄が仏壇の引き出し

から親にだまって五円札を抜き取り、それを使って気前よく友達におごってあげた後、駄菓

子屋の小母さんが五円という大金を不思議に思い、その五円札を持って親に事情を聞きにき

たことが書かれている。貞子の兄がその後母から叱られたことは言うまでもない。（'6）また、

有馬頼寧（明治17年生まれ）の回想にも次のようなことが記されている。（17）

近所に駄菓子屋がありましてメンコはその店で買うのですが、そこには駄菓子も売って

いるのです。そこの縁台でメンコをやるものですから、自然駄菓子も買うようになるの

ですが、私は家でお金をくれません、友だちが五厘一銭と鉄砲玉などを買うのをうらや

ましく見ているのです。そうするとその米という子が悪い知恵をつけて、おばさんの見

ていない間にそっととれと教えるのです。私は欲しい一心からついそれをやります。駄

菓子屋のおばさんはそれを見ても見ぬふりをして、あとで家からお金をもらっていまし

た。

子どもたちが〈自由に行動する空間〉での、それを害なわない絶妙の〈抑制機能．チェック

機能＞が存在していたといえるのではないだろうか。

駄菓子屋の小母さんが、親や教師と同じような方法・手段・態度で子どもたちに注意をし

たり、指導を行ない接していたとしたら、そこはもはや子ども社会の子どもたちによる自由

な空間ではありえなかったであろう。だが、一方で、全くチェック機能が存在しなかったと

したら、子どもたちの自由な空間として親や教師から放置され、社会的に存在を認められる

ことはなかったであろう。（'8）

〈家庭＞やく学校〉から隔絶されて、〈地域社会＞に根ざした空間の中心に〈駄菓子屋＞

が位置し、〈家庭＞やく学校〉とは違う形、役割を担ってく駄菓子屋＞が子どもたちに開放

されていたことが、子どもたちの社会化や発達にとっては重要だったのではないだろうか。

そして、このようなバランスのとれた空間がかつての子ども社会に存在し、異年齢集団の中

で社会秩序やルールを学び、異年齢による活動を通して文化の創造や伝承などを子どもたち

が行なっていたことをあらためて見なおす必要があろう。

また、このような駄菓子屋の存在は、都市化された環境に置かれた現在の子どもたちに、

異年齢の子どもたちが集まり、そこで子と．も社会や遊びを生み出していく空間をいかに提供

するかを考える際には特に示唆に富むと思われる。なぜなら、ここまで見てきた駄菓子屋の

存在は、明治の中頃にはすでにかなりの程度都市化されていた東京でのものだったからであ

る。

現代でも都会と地方の町村では、子どもたちを取り巻く環境や文化には大きな差異が見ら

れるが、明治時代においても、東京や大阪、京都などの都市と、地方の町や村では大きな隔
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たりがあった。多くの地方では、都市化された地域での駄菓子屋に匹敵する溜り場や待合場

所、クラブの場は、神社の境内や広場などであった。特に、多くの回想からは、神社の境内

やお堂が、子どもたちの集合場所として機能していたことが知られる。そこを中心に、子ど

もたちはふんだんに広がる広々とした空間で、様々な遊びを行い子ども社会を形成していた

のである。

現在、自然空間の少ない都会の場合には、規格化された児童公園が子どもたちに遊びのた

めの空間として整備され提供されている。だが、そのような規格化された児童公園が、〈規

格化＞のゆえに子どもたちにとってはあまり魅力を感じない空間であることが指摘されてい

る。（19）

駄菓子屋には、雑然と並べられた様々なお菓子や玩具、つまり<非規格化＞とでもいうべ

き〈無秩序〉の魅力が存在していた。そして、〈家庭や学校の支配から開放〉され、子ども

どおしの社会を形成する適度な空間が保障されていた。そこで子どもたちは、貨幣の使い方

をはじめ、友達間での秩序やしきたりを覚え、独立心や社会性を養っていった。さらに、学

校と離れた空間で、学校での文化以外の文化の存在や価値を実感していった。

このような空間の存在が、今の都市化された空間で暮らす子どもたちの生活空間、さらに

はく学校文化〉の価値の中で生活する子どもたちの現状を考える際に与えてくれる示唆は多

いであろう。〈駄菓子屋＞という空間の持っていた機能や、地域社会における役割の分析と

再評価は、今の子どもたちの生活を考える際に必要なことだと思われる。

3駄菓子屋での子どもの文化の特性

〈駄菓子屋〉という空間を中心として展開された子どもたちの文化や遊びは多様性に富ん

でいたが、それらの中でも、多くの回想で最も頻繁に述べられることはく当てもの＞に関し

てである。

当てものとは、明治時代中期なら五厘、その後の時代なら一銭ほどを元手に義を引き、一

等からはずれまでの薮に相当する品物を貰ったり、あるいは最中状の菓子の中に玩具が入っ

ていて、中に入っている玩具が元手以下の値打ちのものもあればそれ以上の値打ちのものも

ある、というようなものである。様々なバリエーションで子どもたちを楽しませていたが、

いずれにせよ、子どもの射倖心を巧みについた駄菓子屋の代表的ヒット商品である。

当てものは、明治二十年代には駄菓子屋での楽しみとして、すでに子どもたちの生活にか

なり浸透していた。明治20年(1887)生れの荒畑寒村は、回想の中で次のように当てものの

思い出を述べている。（20）

私たちがボール紙の台紙に丸めて貼ってある紙片の一枚を剥ぎとり、運がよければ五厘

の元手で数銭の薮に当る「当てもの」をやる時、般若婆アは必ず意地わる<私たちの選

ぶ菓子の種類を制限した。たとえば私は高い蕊に当った時、鉄砲玉や豆ねじなどを欲し

いとは思わず、赤や青の顔料で美しく彩った金花糖の鮭だの、鯛だの、招き猫だのが欲

しくてたまらないのだが、般若婆アはそれは「当てもの」ではとれないと主張するので

ある。私は帰りがけに駆け出しながら「般若婆ア」と叫んで、わずかに胸の欝憤を晴ら

すのを常としていたが、翌日はケロリとして、いつものように「お呉れ！」般若婆アの
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店先に立った。

寒村は当てものをめぐって店の小母さんと駆け引きを行なっているが、当てものをめぐって

は、子どもたちの中で様々な駆け引きや取り決めが行なわれた。当てものをめぐって子ども

たちがどのような駆け引きや取り決めを行なっていたのかを知るために、当てものをめぐっ

ての子どもたちどおしのやりとりが最もよく描写されている回想を引用する。（21）

“通”のこどもは目先がきいて、大当りが出てしまったクジをひくことはなかった。

仲間にこっそり耳うちする。

「これは、もう当りがねえぞ」とか、

「これも当る率がわりぃ。こっちのがまだ一等が出てねえ｡」

などと、残りの景品とクジを見くらべて仲間に教える。それでもし当れば、とった景

品や買ったお菓子を少しいただこうという魂胆である。

さらに、ほうぼうの駄菓子屋にこまめに出入りし、どこの店に新しいクジが入ったか

を調べ、そのクジの景品や当る確率の高さを調査して仲間に知らせ、その店に連れてい

く「情報屋」もいた。もちろん、それでなにがしかの情報提供代をせしめることを忘れ

てはいなかった。

また、残ったクジのなかに「大当り」があることが分ると、5，6人でお金を出しあっ

て、残ったクジを全部買いあげることもした。当ったクジの景品をみんなで分配したり、

大当りの景品がもらえる順番を決めておいたりしたが、ときに、他の子の順番のときに、

どうしても欲しいものが当ったりして一悶着がおきた。

「たのむ、その望遠鏡オレにくれや。こんどオレの番のとき絶対やるからよ－」

「オレだってこれ欲しかったんだ」

「いいじゃねえか、一週間おめぇのいうこと何でも聞くから…な」

（中略）

おだてすかしが駄目だと分ると、次第におどしにかかる。どんなことをしても、その

景品を自分のものにする腹づもりである。

「わかったよ、やればいいんだろ…。そのかわり、今度おめぇの番のときくれつか」

「承知、承知」

いうが早いか、その子の手から景品の望遠鏡をひったくるようにして取り上げると、

一目散に駆けだしていった。

自分も欲しくてたまらなかった望遠鏡をまきあげられてしまった子は、駄菓子屋の店

先にしゃがんで半ベソをかく。遊ぶ気力も萎えてしまった。しばらくすると先刻の悪た

れが、妙に人なつっこい笑いを浮べて近づいてくる。

「やっぱりこれ返えす。かんべんな。これでクジの順番もいままで通りだかんな」

望遠鏡を押しつけるようにして置くと、急いで路地のむこうに走り去っていった。

さっき泣いたカラスがもう笑う。大喜びで望遠鏡をのぞこうとすると、端の方がふん

づぶれ、レンズにヒビが入っていた。とうとうこらえていた涙がポトリと膝に落ちた。

当てものをめぐって子どもたちの間でどのような工夫がなされていたのか、子どもたちどお

しの協力関係や取り決め、ルール、それに反した時の子ども間でのやりとり等、まさにここ
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には当てものをめくゞって繰り広げられるく子どもの社会＞が見られる。このような行動を通

して、子どもたちが社会化され、豊かな文化を育んでいったことはいうまでもないであろう。

だが、ときには元手の数倍の値打ちのものも得たり、その反面元手の価値のない品物が当

ることもある当てものは、大人たちにとっては決して好ましいものではなく、〈禁止〉の対

象とされた。明治38年（1905）1月5日の「風俗画報」には、山形市で暮れから新年にかけて

売られる「運徳煎餅」（最中状の殻の中に、様々な値段の玩具が入っている、いわゆるガラ

ガラ煎餅の一種）の報告に対して、編者が次のようなコメントを寄せている。(22）

編者云、是れ東京及び近在に於ける「ガラガラ煎餅」の類なるべし、ガラガラ煎餅は四

季を間はず駄菓子屋にあるなり、時に値以上の物を含むことあるも亦値以下の品を包む

ことあるなり、（中略）以上列記する所、些細なりと錐も博突に類する所あるなり、其

筋に於て予め取締法を厳にす是より年々漸く弊風を脱し、今や其値を均一にしして、物

品を異にするの方針を取れり、是に是てか「ガラガラ」も「貝殻」も「福袋」も、淡路

島通ふ千鳥といへる辻占の如く、風教に害なく心を楽ましむるの具となンぬ。

ここで編者が述べていることは、駄菓子屋やそこでの子どもたちの活動に対する、親や教師

など一般の大人たちの反応として実に象徴的である。世間一般の大人たちは、当てものが博

突に通じるとして、〈風教上＞よくないと断定して疑わないのである。

〈風教上＞はく教育上＞に置き換えるなら、そのまま現代の大人と子どもの文化を介した

関係に当てはまる。〈文化＞に対して、〈高級＞で〈教育的＞なものであるべきという観念を

抱き、それに反するものは、〈低俗＞で<非教育的〉というレッテルを貼って禁止、あるい

は制限を加えることは、明治から現代まで、子どもの文化や子ども社会での流行に対して、

繰り返し行なわれ続けていることである。（23）

だが、当てものを行なった子どもたちは、大人たちから見て〈風致上よくない＞という要

素にこそ、なによりの楽しみを見いだしていたのである。それこそが、当てものが子どもた

ちの間に広まったなによりの要因だったのである。深谷昌志は、遊びについて「遊びは親や

教師の目からすると、悪の要素を含んでいたし、さらにいうなら、おもしろい遊びほど、悪

の度合いが強かったような気がする｡」と述べ、さらに次のように述べている。(24）

豊かな遊びは、悪の香りを伴っていた反面、すでにふれたさまざまな効用、中でも、友

とのつきあい方のルールなどを憶える機会でもあった。換言するなら、遊びのもつ悪の

部分は、いわば必要悪のようなもので、そうした悪を差し引いても、なおかつ、プラス

の部分が多かったのが、かつての遊びだったのである。

つまり、子どもたちにとっては、親や教師が禁止する要素に楽しさを見いだし、それを<エ

ネルギー＞として様々に遊びを変容させたり、ルールを作り出したりしていたのである。

<悪の要素＞が子どもたちの社会化や発達、文化の創造の〈エネルギー＞になることを考え

ると、大人の側がすぐ、にそれらをく禁止・抑制＞するのではなく、〈ゆとりと広い視野＞で

子どもたちの行動を見守り、行き過ぎをチェックする程度の寛容な態度が必要なのではない

だろうか。

駄菓子屋を中心に展開された様々な子どもたちの文化は、まさに親や教師から見たら、高

級で健全なく学校文化〉の対極に位置するかの如き〈低俗＞で<非教育的＞なものであった。
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だが、そのようなく駄菓子屋文化＞とでも呼べる子どもたちの文化を通して、子どもたちが

先に引用したような、様々な友達間でのルールや取り決め、友達付き合いを作り上げ覚えて

いつたていたというプラスの要素も見逃すわけにはいかない。特に、現在く健全〉で〈教育

的な〉〈学校文化＞が子どもたちの周りに溢れているにも拘らず、子どもたちがそれらを通

して豊かな文化を育んでいると手放しで安堵できない現状を考えた時、一層、駄菓子屋での

子どもたちの活動や文化は示唆に富むといえよう。

当てもの以外では、明治時代の駄菓子屋に並べられていた玩具類からも与えられる示唆は

多い。めんこ・ビー玉・ベーゴマ・おはじき・石けり玉・凧などが駄菓子屋に並べられた玩

具の定番商品である。先に引用した一葉の仕入帳にも、めんこは幾度となく登場していた。

明治時代の初期から中期にかけて、めんこは、泥によるもの、鉛によるもの、紙によるも

のの三種類が併存していた。一葉が駄菓子屋を開いた明治時代の中期には、それまでめんこ

の主流であった泥や鉛によるものから、次第に主流が紙によるものへと変化した時代であっ

た。これまでの先行研究では、紙めんこが登場した時期については不明の点が多いとしなが

らも、ほぼ明治二十年代から三十年代にかけてであろうとされてきた。（25）明確な時期を記

した記録が残っていない現在では、紙めんこの登場時期を特定することは困難だが、紙めん

この登場時期を知るてがかりが、次の安倍能成の回想に述べられている。(26）

その外に小学の子供のやるパチン（パチンコでなく）があった。これはボール紙を心に

した丸い形に、武者絵なんかの彩色印刷があったかと思ふ。これが子供相手の商品にな

る前には、画用紙などを手製で四角の形に折り重ねたのがあったやうだが、それは相手

のパチンを打って、それが裏返ると自分の方に取るといふ方法だったが、方法の更に複

雑なのもあったやうだがよく覚えていない。

この回想からは、安倍が小学校時代にはく商品＞としての紙めんこがすでに出回っていたこ

と、そして<商品〉となる前に子どもたち自身が〈手作り〉で紙めんこを楽しんでいたこと

が理解できる。

このなにげない回想は、子どもの文化を考える時、そして、〈商品＞としての<子どもの

文化財〉を考える時に、非常に貴重な示唆を含んでいる。これまでの先行研究で紙めんこの

成立時期を考える際には、もっぱら〈商品＞としての紙めんこの成立時期をさぐってきたき

らいがある。先行研究の中で最も詳細な考証を行なっている半沢敏郎の「童遊文化史」でも、

紙めんこの登場の要因としてボール紙の国産化をあげ、その時期から明治二十年代と特定し

ている。（27）だが、子どもの玩具を考える際に、〈商品＞にのみ目を奪われて考察してよいで

あろうか。

子どもたちが文化や遊びを生み出す創造力を欠如しつつある現代とは異なり、子どもたち

が身の回りにある石や木の実や貝殻などの自然物を利用して、積極的に遊びを生み出してい

た時代には、それを見た大人たちが、遊びにより適するよう改良や工夫を加えた遊具を製造

販売するという経過を辿ることがしばしば見られる。つまり、子どもたちが遊びを生み出す

ことが先行し、大人たちがそのための遊具を〈商品＞として製造販売することはその後から

生じることが多いのである。

このような、以前の子どもと大人の文化を介しての関係を考えると、紙めんこの場合もご

11．
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〈当たり前のこととして同様のことが考えられる。明治16年(1883)生れの安倍が小学生の

頃、つまり明治二十年代早々には紙めんこは商品として子どもたちの問に出回っており、さ

らにその数年前、明治十年代の後半には、〈子どもたちの独創的産物＞としての、子どもた

ち自身によるく手製の紙めんこ＞が存在していたのである。

めんこと並んで駄菓子屋の定番商品である、おはじき、ベーゴマ、ビー玉もめんこと同様

の成り立ちを持つ玩具である。詳述するスペースは残されていないが、おはじきは、きしや

ごと呼ばれる小さな貝を弾いて遊んでいた子どもたちの姿を見た大人たちが、泥で作った小

さな面を貝の代わりに与え、それがさらに改良されてガラス製の現在の姿になったものであ

る。ベーゴマは、パイ貝と呼ばれる貝に鉛を詰めて、重量を加えて遊具としてより適するよ

う改良を加えて遊んでいた子どもたちに、鋳型によるパイ貝の形をした独楽を製造して与え

たものである。ビー玉は銀杏などの木の実で穴一遊びを行なっていた子どもたちのために、

泥で作った玉を製造し、それがやがてガラス製になったものである。

以上のように、駄菓子屋になにげなく並べられている<商品〉の多くは、かつて子どもた

ちが豊かな文化の創造を行なっていた痕跡を留めるものなのである。子どもが先に文化や文

化財を生み出し、大人はその後にそれを補足する形で商品として提供するというバランスの

とれた関係が、子どもと大人の間に成り立っていたのである。駄菓子屋の商品の多くはその

典型的な姿であり、駄菓子屋自身も子どもと大人の文化をめく．るそのような関係に支えられ

た店だったのである。

現在、大手の玩具メーカーが〈商品を開発〉し、それを子どもたちに〈与える＞ことで、

子どもたちの間に〈遊びや流行〉がく大人によって作り出される〉現状を考えると、駄菓子

屋に並べられていた商品の成り立ちと、そこでの子どもと大人の文化を介した関係から得ら

れる示唆は多いのではないだろうか。

おわ り に

明治時代の駄菓子屋を中心に、子どもたちの遊びの空間や文化について見てきた。〈駄菓

子屋＞やそこでの文化は、多くの親や教師から見たら〈非教育的〉で<低俗＞で、したがっ

て子どもにとってはさして益にならないと考えられがちである。だが、〈低俗＞で〈非教育

的＞な駄菓子屋に溢れていた文化や文化財が、それが故に子どもたちの中に豊かな文化を育

むきっかけや要素となり、子どもが〈高級＞な文化に接する契機を為していたことも改めて

見なおす必要があろう。

また、都市化された今の生活空間の中で、親や教師から隔絶された子どもたちによる自由

な空間の確保や、独自の異年齢社会を築き上げる場を確保する上では、以前の駄菓子屋の果

たしていた役割はなんらかの示唆や方向性を与えてくれるであろう。特に、今の子どもたち

の接する文化や人間を選別する価値基準が学校中心になり、文化や価値が一元化されている

状況を考えると、以前の子どもたちが、駄菓子屋を中心に集まり、そこで様々な子どもの文

化や社会に接していたことは実に貴重だったと思われる。

教室では、国定読本を自由自在に読む子供が尊重されて、「メンコ」に熟達した子供は
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小さくなっていた。八幡宮の境内では、「メンコ」の上手な子供が周囲に号令して、国

定読本を読む能力には一文の値うちもなかった。

この回想(28）は、以前の子ども社会が健全に機能していた様子を伝えてくれる。このような

姿を子ども社会に取り戻すためには、〈時間・空間・仲間＞の三つの要素が不可欠なことは

いうまでもない。その中でも、〈時間＞の確保は今の学歴社会の進展の中で子どもの生活に

取り戻すことは多くの克服すべき困難な問題を抱えており、〈仲間＞の構築も少子化などの

要因を考えると困難な点は多い。だが、都市化という困難な要素はあるものの、〈空間〉の

確保については十分可能性があり、早急に対策を講じていくべきであることを、以前の駄菓

子屋の姿はわれわれに示していると思われる。
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