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子どもの娯楽メディアにおける文化政治

一表象と実践をめぐる大人／子どもの関係性一

坂元一光

はじめに

今日の子どもたちの生活環境について考えるとき、いわゆるメディア機器や情報機器の進

歩と浸透の現象は見過ごすことの出来ない重要な観点となっている。後期近代にむけたメデ

ィア研究を先導するシルバーストーンは、現代のメディアを「経験の核」として位置付け、

個人と世界の間におけるその「媒介作用」が、人々の経験の構成と世界における意味の生成

に深くかかわることを指摘する（シルバーストーン2003）（')。このような現代社会のメデ

ィアは、子どもや青年の日常生活や経験においても同様に重要な部分を占めているばかりで

なく、彼／彼女たちは大人と比べてより進んだメディア・リテラシーを備えた世代として、

メディア機器とのさらなる親密性を獲得しており、また、その複層的な現象は新しい形態の

サブカルチャーを生み出してもいる。

小論は子どもたちの生活文化を構成する現代的位相として、印刷や電子メディアに囲まれ

た日常を基点に、最近の人類学的知見など援用しつつ、そこに展開している大人／子どもと

いう関係性の政治についてみていく。これらの関係性にかんして具体的娯楽メディアの受容

形態や表象様式などを考察することにより、現代の子ども文化論を語るためのひとつの切り

口を提示してみたい。考察のてがかりとしては、子どもの生活に深いかかわりを持ち、その

経験や文化的構成に関連する娯楽化した写真実践(2)やまんが・アニメなどの子どもの表象文

化が中心となる。写真実践に関しては、子どもをめぐる表象13)のプロセスを、また、まんが・

アニメに関しては狡滑者證的な作品内容とともにその受容実践を取り_上げる。これらはいず

れも子どもがイメージ的に表象される一種の視覚的テクストとして、すでに子どもの日常的

な生活世界に深く浸透しており、彼／彼女たちの経験のあり方や身体性、社会関係あるいは

文化的実践の問題をめぐる関心が向けられている領域である。

メディアを含むグローバルな世界状況における第三世界の子どもの福祉について、人類学

的な視点からの検討をすすめているシェパ･ヒュージらは､近著において子ども（期）を「セ

クシュアリティ、再生産、愛情、保護、権力、権威また虐待の潜在性をめく舗る一群の言説と

実践を表象する」(Scheper-HughesandSargentl998:2)ものとしてその文化的政治の解

明を試みている(4)。シェパ・ヒュージらは「子どもたちへの処遇とその場所が、グローバル

(さかもと・いつこう九州大学）
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な政治・経済的構造とローカルな文化のマイクロな相互作用のなかに埋め込まれた日常的実

践によっていかに影響をうけているか」(Scheper-Hughesetal,op.cit.,p.2)という問題意

識にもとづき、「子ども（期）という文化的に構築されたカテゴリー」が大人社会において

政治的、イデオロギー的、社会的、経済的に操作される具体相を明らかにしようとした。し

かし、このように規定される子どもをめぐる文化政治の空間は、なにも大人による子どもに

対する一方的な権力の行使の場としてのみ成立しているわけではない。文化の政治的空間

が、本来、さまざまな表象や実践を介し多様な言説がせめぎあい交渉される場として成立す

ることを考えるならば（小笠原1997)、ここでの子どもをめぐる文化政治も、子どもの側

からのさまざまな働きかけや作用を念頭に入れた力や関係性の動態として理解すべきであろ

う。小論ではこのような文化政治の空間を、子どもの主体的で対抗的な表象や実践に注意を

向けることによって、双方向的にはたらく相互作用のなかに実現し成立する場として描き、

これを通して子どもの文化政治の一端を指摘してみたい。それはまた、社会変革や文化の生

産にたいする子どもによる積極的な関わり方（エージェンシー、コンピテンシー)(Caputo

l995,Hutchbyetall995,Schwartzman2001)に着目することにより、子どもをめぐる

文化政治を、単に大人による子どもの従属化としてではなく、大人と子どもの関係性のダイ

ナミズムにおいて捉えかえす試みでもある。

1子どもをめぐる表象の政治

子どもの行事や成長過程を追って日々おこなわれる親たちによる子どもの写真撮影は、当

該社会における歴史性とイデオロギー（ここでは子ども観や発達観）を背景とするひとつの

他者表象の例であり、それはまた子ども（期）の文化的構成に深くかかわる日常実践と考え

られる。これに対し、近年の映像テクノロジーの大衆化のなかで、長く大人たちの手中にあ

った子どもの表象を「プリクラ」や「写真付ケータイ」などをとおして子ども自らが取り戻

す動きもあらわれている。これらの事象は大人／子どもの関係性を前提に展開する子どもの

表象をめく鹸るひとつの政治的過程としてとらえることができる。

<子どもの近代的表象形式としての写真〉

写真によって子どもの姿を表象することが一般化したのはいつ頃のことだろうか。ヨーロ

ッパ（フランス）では、1960年代には子どもの成長や誕生を撮影する慣習がすでに定着し

はじめていたようである（ブルデュー1990)。子どもの視覚的表象形式としては、これら

の写真に先行するものとして肖像画が存在していた。子ども期が近代の産物であることを広

く知らしめたアリエスが、その論拠として当時の版画や肖像画などの図象資料を積極的に用

いたことは周知のとおりである。当時、版画や肖像画によって家族や子どもを表象する慣行

は、一部の貴族階級に限られていたが、新興市民層が経済力を身につけるにつれ、次第に一

般市民のあいだにも普及していった。新しい視覚的表象技法の浸透は、大人とは異なる存在

としての子どもの他者性を生み出す契機ともなっていった。肖像画にたいする大衆的な欲求

は「ダゲレオタイプ」とよばれる写真技術に受け継がれ、今日の大衆的写真文化の隆盛にい
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たる。子どもを他者として表象する習慣は、近代的なメディア・テクノロジーの発達によっ

て急速にすすんでいくのである（ローゼンブラム1998)。

ブルデューによれば1960年代当時、フランス人の写真機購入の決定的なきっかけは子ど

もの誕生であった。（ブルデュー前掲書:32,341-5，360(注)19)。彼は『写真論』の

なかで家族的な写真実践の普及の背景について構造機能主義的な解釈をくわえている。ブル

デューは写真の実効的働きを家族の統合機能のなかに見いだし、なかでも子どもの誕生をそ

の重要な契機と見なしている。

また、子どもの写真は写された状況のいかんにかかわらず、それ自体、子どもの成長段階

を表象している。そして、写真表象による成長過程の分節化がもっとも典型的にそして劇的

に実践される場面として、例えば、日本における一連の民俗的な産育儀礼の行事がある。そ

れは、地域的な変異はあるものの、宮参り、百日の祝、初誕生、初節句、七五三参りなど、

全国的にほぼ一般化した習俗として定着している。これら産育儀礼は、記念写真という近代

的習俗と結びつくことによって、人びとにたいし具体的で体系化された成長過程を視覚的に

表象する機会となっているのである。

<子どもの表象をめぐる大人の文化政治〉

産育儀礼とそこでの写真の実践を、子どもやその成長に関する近代的な表象行為ととらえ

るとき、われわれはそこに参与する人々の間にひとつの関係性を見いだすことができる。そ

れは表象する者（大人）と表象される者（子ども）とのあいだの一方向的な関係性である。

この点において、産育儀礼は誕生から死にいたるまでの人生儀礼のなかでも、表象の行為主

体のあり方において他の儀礼と明確に区別される。すなわち、子どもやその成長を表象する

過程において、主催者としての親や大人が一貫してその主体となる（儀礼における主役とは

違う意味において）のである(5)。

表象におけるこのようなまなざしのあり方は、写真やその実践のなかに本来的に伏在する

権力作用や支配力の存在に関するひとつの議論を思い起こさせる。哲学をはじめ批評家とし

ても幅広い影響力を持つ米国のソンタグは、その『写真論』のなかで写真が世界に対するさ

まざまな獲得の手法であり「写真が撮影された事物に対する支配力を与える」ことを、そ

して「写真による記録がいつも支配の手段の潜在力をもつ」ことを指摘する（ソンタグ

1992:159)。彼女によれば、写真は日常生活に幅広く埋め込まれた不可視の権力作用（フ

ーコー）としてはたらいており、その射程は単に個人的な経験の領域にとどまらず近代社会

や国家による個人の監視や統御の問題にまでおよんでいる（同書:12)(6)。「写真を収集す

るということは、世界を収集するということ」（同書:10)であり、その結果、撮影された

ものは、例えば、家族アルバムに貼られたスナップ写真の年代記的な順序のように「分類．

保管の計画に適した情報の制度の一部になる」（同書:158)のである。

産育儀礼をひとつの典型とする子どものための写真実践は、親たちによる一方向的で視覚

的な他者表象の形式としての性格をそなえているといえる。儀礼を運営し写真を撮るのは常

に親や大人であり、そこで祝われ被写体となっているのは常に子どもである、という実践と

表象における不均衡な関係構造はかたくなに維持されている。しかし、写真を含め近代的メ
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ディア・テクノロジーとともに生まれ育った子どもたちの間では、すでにそれらの関係性へ

の対抗や新しいテクノロジーとの親和性の兆候も見出すことができる。具体的にそれは、大

人による一方的表象からの逃走であったり、あるいは手近になった映像機器による自己表象

の奪回というかたちで現われている。

<子どもによる自己表象の奪回〉

産育儀礼の写真などを典型とする子どもの表象の実践や機会は、大人と子どものあいだに

一方的な関係性を生み出すひとつの文化的政治の場としてとらえられる｡しかし、そうした

一方的で不均衡な関係が、必ずしも持続的で安定的なものとしてあるわけではない。子ども

はたとえそうした表象の場にあっても、自分たちなりの交渉と抵抗を示す主体として存在し

うる。彼／彼女たちの交渉と抵抗は、大人による儀礼的な表象からの逃走や新しいメディア

の獲得による自己表象の回復として示される。

子どもたちはメディアへの接近や操作機会の高まり、あるいは自らの成長過程のなかで、

次第に大人による表象の政治にたいする抵抗を示すようになる。その兆候は大人の日常経験

のすぐ聯手の届くところで容易に見出せる。親による一方的表象への抵抗は、例えば、子ども

たちの多くが成長ととともに写真に写されることを避けるようになる一般的傾向として示さ

れる。具体的に、それは日本の写真年賀状というローカルな慣習において見られる変化のな

かにうかがわれるだろう。新年の挨拶を兼ねて子どもの誕生や成長をも知らせる年賀状の写

真から、いつの頃からか子どもの姿が消えていくお馴染みの現象は、たまたま適当な写真が

なかったとか、すでに成長が完成したとかいう事情を反映するものとは思われない｡子ども

たちの多くは、たとえ家に同居を続けていたとしても、親たちが主催する表象の舞台からは

次第に（あるいは突然！）身を引いていくものである。親と一緒に写真に収まることを避け、

また親によって一方的に撮られることを避けるようになるのは、親子関係における一般的な

変化あるいは子どもの精神的な自立、成長の表れとしてひろく了解される現象であるかもし

れない。しかし、小論の観点からすれば、表象される者としての位置づけを甘受させられて

きた子どもにとって、そのような行動変容は、親と同じフレームに収まらないという消極的

なやり方でのひとつの折衝であり抵抗の実践にほかならないのである。

さらに、TVやパソコン、ケータイなどの電子メディアによって特徴付けられる後期近代

的な社会の進展は、子どもたちに対してより積極的な対抗の手段をもたらしつつある。ダゲ

レオタイプの開発以来、子どもを表象する写真実践が急速に大衆化したとはいえ、これまで

子どもが自らを表象する機会はほとんど与えられてこなかった。その意味において「プリク

ラ」や「カメラ付きケータイ」あるいは「使い捨てカメラ」などの身近な視覚メディア機器

を用いた近年の子どもの「遊び」は、これまでの子どもの自己表象の欠落を一気に補う注目

すべき現象であり、同時にまた表象をめぐる従来の大人／子ども関係性を大きく揺るがす契

機としてもとらえることができる。子どもにとって身近な道具となった上記のメディア機器

は、これまで親たちによって占有されていた写真実践や表象の機会を自分たちのものとして

奪回する機会をもたらしつつあるのだ。

例えば、最近のカメラ付きケータイの利用形態についてみても、確かに友人をふくむ自分
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たちを被写体にした使い方が見出されている（朝日新聞：03．6．27記事)。そして、プ

リクラの名称で知られる写真シール撮影機「プリント倶楽部」（アトラス社）に関しても、

すでに巷間に定着した子ども文化あるいは社会現象としてよく知られている。

社会学の栗田宣義はその実証的調査にもとづきプリクラ遊びの本質について「複数での撮

影・交換＝社会的な遊び」を中心とした新たなメディア・コミュニケーション形態と規定し

ている（栗田1999,2001)。プリクラは1996年に爆発的な流行を見せて以来、青少年を

中心に写真映像を用いた新しい「コミュニケーション・シール」として普及しつつある。そ

れはまた視覚的メディアと仲間遊びが交差するところに成立した新しい時代の子ども文化の

一形態でもある。しかし、われわれが注目するのはプリクラのそのようなコミュニケーショ

ン・メディアとしての役割ではなくそれを支えている表象作用の側面にある。

これまで見てきた子どもの写真表象の歴史を振り返るとき、子どもが自分たちを写真映像

(イメージ）として撮影するという社会現象は、このプリクラの流行と定着をもってひとつ

の画期とするといえよう。現代メディア社会の子どもたちは、カメラ付きケータイやプリク

ラあるいは使い捨てカメラなど身近で新しいコミュニケーション機器を得て、映像による新

たな自己表象の手段と機会を獲得しつつある。ここにおいて写真実践が媒介する大人／子ど

も関係は、大人による一方向的で支配的なものから、双方向的で交渉的なものへとそのあら

たな局面を呈示しはじめていると考えられるのである。

2、まんが・アニメをめぐる文化政治

子どもの表象をめぐる文化政治について多様な写真実践の社会的浸透を背景に見てきたと

ころで、つぎに、同じく大人／子どもの関係性を中心に、子どもの娯楽としてのまんがやア

ニメを例にその表象構造と受容のあり方について見てゆこう。まんが・アニメをめく聯る政治

性の問題に関しては、現代のテレビ・映画メディアのグローバルな展開のなかで、それらの

文化帝国主義的進出を主題化するマクロな観点からの接近と、それらが個々のローカルな文

脈において受容され再文脈化されるマイクロ（日常的）な過程に注目するふたとおりの接近

方法が考えられる。ここでの主たる関心は後者であるが、その前にまず、前者のマクロなコ

ンテクストを簡単に見ておきたい。

まんが・アニメの世界は、グローバルかつローカルな場としてある子どもの今日的生活世

界の重要な部分を構成している。長い間､固有の大衆文化として語られてきた日本のまんが．

アニメも、テレビを中心とする電子メディアの革新やその急速な普及によって、アジア諸国

ばかりでなく欧米の子どもたちの生活や経験のあり方にも大きな影響をあたえつつある（白

石2003)。テレビや映画によって媒介される子どもの娯楽作品や主人公(キャラクター)は、

国境や政治体制の違いを越えてネットワーク化されたサブカルチャー（越境文化）を形成す

る。日本のまんが・アニメの世界各地における生産と消費の過程は、子ども文化を介した新

しい紐帯を実現しているばかりでなく、それらが分かち持たれる空間的な広がりのなかに文

化の流通をめぐる新たな地政学も現出させつつある。

越境的子ども文化としてのまんが・アニメの世界規模での流動は、決して均質的かつ双方
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向的におこっているわけではない。例えば、東アジアの具体的文脈に即して越境的ポピュラ

ーカルチャーの研究をおこなった岩渕は、アジアにおいて促進される日本のポピュラー文化

の受容は、歴史的な確執を乗り越える文化的対話の期待をいだかせるばかりでなく、日本の

文化的優越性を根拠とするナショナリステイックな語りとして政治化される場でもありうる

ことを指摘している（岩渕2001)。まんが・アニメをめぐって展開するマクロな政治的空

間は、メディア技術の革新と産業資本構造の超国家的再編としてのメディア・グローバライ

ゼーションのなかで生み出されているのだ。

子どもたちのまんが・アニメの文化には、その越境的な広がりを前提に構成されるマクロ

な力の関係性が見出されるわけであるが、一方で、このようなまんが・アニメ文化の流通と

受容に関しては、よりマイクロな力の関係性についての検討も重要である。なぜなら、今日

の子どもたちの生活世界は、文化や市場経済の越境的流動のなかでグローバルであると同時

にローカルでもあるような場として存在していおり、その理解のためにはこれら二つの観点

の相互参照が不可欠な作業であるからだ(Scheper-HughesandSargentl998:2)。どのよ

うなまんが・アニメが支持され受容されているのか、あるいは子どもたちは具体的にどのよ

うな状況のなかでどのように受容しているのかなど、大人／子どもの関係性における文化政

治は、テクスト内容と受容形態に関するローカルな文脈にそくした検討を経ることによりは

じめてその全体像をあらわす。そこで、次にこのマイクロな文化政治という観点から、かっ

ての少年向け人気まんがジャンルを例に、テクストの表象構造と受容実践について見ていこ

う。

<｢狡滑者諄」の表象構造〉

日本のまんが文化における「狡滑者證」の人気は、大人たちの教育的な配慮あるいは憂慮

をよそに、構造的弱者としての主人公の活躍とその消費者としての子どもたちの熱心な受容

をとおして、子どもの娯楽的メディアにおける対抗的な文化政治のひとつの事例を提供して

いると思われる。ここでいう狡滑者潭とは、もともと日本の昔話分類における「笑話」の下

位ジャンルのひとつであるが、筆者がかつて文化記号論的な観点から指摘したように、その

独自のテーマと表象構造は時代やメディア形態を超えて現代の大衆文化のなかにも脈々と

受け継がれている（坂元1980,1981)(7)。また、昔話伝承の一般的な凋落傾向のなかで、

例外的に笑話の伝統だけは維持されているとの指摘もあり（武田1980:246)、その文化

的生命力に関しても興味深いジャンルといえるだろう。

民俗学の関敬吾によれば狡滑者證を含む笑話のジャンルは､潮笑.風刺にみちており、欠陥．

非行などの行為を好む傾向がある。構造的には単一の形式からなり不思議な事件よりも現実

的な事件への興味が主である。また、笑話の主人公は事件の解決にあたって、一般の昔話の

主人公が超自然的なものの援助や呪術にたよるのに比べ、策略やとんちといった即物的解決

法によっている。さらに、主人公たちはもっぱら村落社会の最下層の生活者、行商人、渡り

職人であることが多く、代官、庄屋、和尚、物知りなど村の権力者や有識者は椰楡の対象と

なる（関1977:100-109)。

このような笑話の下位ジャンルを構成する狡滑者潭は、桃太郎など正義の英雄昔話にくら
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べ、伝統的に笑い（おどけ)、いたずら、そして何よりもその「狡知（ずるがしこさ)」の要

素により特徴づけられており、一般に狡知による不利な力関係の逆転劇をテーマとする昔話

ジャンルとして規定される。例えば、九州地方では、きつちよむ話（豊前)、彦一話（肥後)、

日当山洙儒どん（薩摩）などがよく知られている。また、狡滑者證のようなジャンルや主人

公は、なにも日本の昔話のなかにのみ見いだされるわけではない。欧米の神話研究、あるい

は構造主義（記号論）的神話研究における「トリックスター」の物語や表象群は、まずもっ

て想起されるべき共通ジャンルであろう。さらに、米国の社会学者クラップもテイル・オイ

レン・シュピーゲルやロビンフッド、また北米インディアンのウサギといった世界中の神話

や伝説のなかに「クレバー・ヒーロー」の系譜を見いだし、狡滑者證やその主人公の表象に

おける文化や時間を超えた広がりを示唆している（クラップ1977)。

クラップによる「クレバー・ヒーロー」の特徴

1.笑いHumor

2．知恵の勝利CleverTriumph

3．詐欺・不正手段FraudandDeception

4．不利な条件Relativesmallnessandweakness

5．逃避Escape←→正々堂々

一方、現代に生きる狡滑者謹に関しては、かつて、青少年向けのまんが雑誌において狡滑

者讓としてカテゴリー化できる作品群（スポーツ漫画）を具体的対象に、メディア形態を超

えた歴史的、文化的展開が検討された（坂元1981)。そのとき、少年まんがの「狡滑者證」

の典型例として取り上げられた『おれは鉄平』（ちぱてつや作、少年マガジン：講談社）に

おける主人公上杉鉄平の活躍ぶりの一端を紹介してみたい。ここでの鉄平の活躍の舞台は、

私立の名門校王臨学園の剣道部であり、以下は強豪校との試合の模様から抜き出した登場人

物たちのセリフである。

<王臨学園剣道部の主将吉岡が鉄平のなりふり構わぬ試合を見て部員全員に注意する〉

．「この対校試合はたんに勝敗のみではなく、両校剣道部の礼儀・風格をもきそいあって

いることを肝に銘じてわすれるな」

。「ゲスな剣道をやって勝つよりは、正々堂々と負けた方がずっとまし」

<これに対し策を凝らして必死で勝とうとしている鉄平は〉

．「そういうセリフは勝ったもんが口にしてはじめてカッコがつぐんだよ。負けたんじゃ

そんなものハラのたしにもなりゃしねえんだい」

．「まともに勝負して勝てるくらいならおれだってとっくにそう（正々堂々：筆者）やっ

てますよ」

．「このどたん場になってプライドなんぞもちだしやがって王臨のクソッタレどもが」
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<応援団や仲間たちのセリフからも鉄平の「狡滑な」戦法がうかがえる。剣道部の同級生や

応援団は鉄平の狡滑な作戦にあきれつつ〉

。「なんかこうサギにひっかけたようであまりあと味がよくないけど、まあうまくいった」

．「正々堂々とやれ上杉1策謀をつかいすぎるぞ、おまえは。これ以上きたない手をつか

うならおれたちはもう応援せんぞ」

（ちばてつや作『おれは鉄平』9巻～11巻講談社1979)

転校生（周辺性）としてやってきた主人公は、学校の名門剣道部に入った新入部員（技能

的劣位）であり下級生（年令階梯下位）という設定である。体格的にも他の部員に比べきわ

めて小柄（身体的劣位）で、学校文化の中心価値である勉学においても劣等性として描かれ

る。しかし、最終的には持ち前の敏捷さと狡知によって圧倒的に優勢な相手を負かし、常に

愉快なヒーローとして迎えられるのだ。

ここで取り上げたテクストは、単なる子どもの世界における力の競合物語にとどまらず、

より汎用性のある構造的力関係の軸をパラフレーズしているように思われる。それは大人／

子どもというひとつの「日常性の政治」（山田1997)を内包する関係性の軸である。主人

公の対戦相手は常に構造的強者として登場する。それは笑話の狡滑者證の敵役と同様、スト

ーリィにより年長者（上級生)、身体的強者、規範の担い手など具体的で多様な項（相手）

として現れる。主たる読者として想定される子どもたちがその主人公に同一化するとき、大

人や親はそれら諸項の統合的イメージを代表する敵役の側に配され、結果として、そこには

大人／子どもというひとつの関係性の軸が浮かび上がる。大人／子どもの関係性において読

み替えられる狡滑者謹まんがは、まず、そのテクスト構造として大人／子どもの力関係の逆

転劇を準備しているのである。

<テクストの消費と抵抗の実践〉

少年まんがの狡滑者證では、まず、物語テクストの内部構造において力関係の逆転、力へ

の抵抗が表象されていた。さらに、これらのテクストは、子どもたちを中心とする読者層、

購買者層によって熱心に受容され消費されているという意味において、ひとつの実践として

の抵抗の場を用意していると考えられる。

狡滑者證を特徴づける笑いやいたずらは、それが社会的規範やその代表者（大人）たちに

向けられるとき、既成のシステムにたいする抵抗の武器としての笑い（潮笑）となり規範を

侵犯するいたずらとなる（飯沢1977、小笠原2000)。また、この笑いやいたずらは、単な

る抵抗の手段としてだけでなく、制度化され自明化した秩序体系や優劣関係にたいし、文化

の活性に不可欠な「創造的否定」（バブコツク1984)の機会としても捉えることができる。

象徴人類学の視点からも、産業社会における笑いやいたずらを中心内容とする余暇的で娯楽

的な表現行為（表象文化）が、秩序化されたヒエラルキーや範晴をいったん否定し、その文

化を全体として反省的に捉え直させるような｢反構造」（ターナー1981)や｢象徴的逆転」（バ

ブコック）の形式を帯びることが指摘されている。

このような笑いやいたずらのほかに、狡滑者謹のジャンルを規定するより重要な特徴とし
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て、主人公が目的達成のために用いる手段としての「狡知」がある。主人公による「狡知」

の行使は、笑いやいたずらを導く直接の契機として、このジャンルと主人公の性格を最も基

本的な部分において規定している。主人公のずるがしこさは、笑いやいたずらにもまして狡

滑者證を他の物語ジャンルから差異化する重要な要素となっている。そして､注目すべきは、

狡滑者證におけるこの狡知が｢弱者｣の対抗的文化政治に欠くことのできない重要な概念｢戦

術」（セルトー）にも連続している点である。

専門家的理性に対する民衆的知恵の歴史記述の方法を追求したセルトーは、『日常的実践

のポイエティーク』において、民衆文化の担い手たちが日常生活のなかでみせる抵抗的で創

発的な実践の意味を明らかにしようとした。その考えは、近年、人類学的民族誌研究のなか

でも声なき民衆の抵抗的日常実践を描くための理論的な拠り所を提供してもいる（例えば、

松田1997､小田1998)。セルトーは｢戦術」という独自に意味づけられた概念を用いながら、

監視と規律化により貫かれた近代社会の網の目のなかで、自分たちなりのやり方で「なんと

かやっていく」民衆の生き方そのもの（日常的実践）を日常的な「抵抗」として捉え、住ん

だり話したり、また読書や買い物など人々の日常的な消費実践さえもひとつの「生産」とし

て積極的に意味づけている（セルトー1999:11-36)。そのなかには子どもがまんがを買っ

て読むというような日常的行動も含まれることはいうまでもあるまい。

さらに、セルトーは民話におけるこうした逆転劇を現実の日常実践のための形式範型（再

演）とみなし、そのような民話が消費される空間を弱者がその武器を隠しておく場所ととら

えている（同書：80)。このことは、例えば、自宅で親に隠れて読む、親のいない場所（コ

ンビニや書店など）で読むなど、子どものまんが受容をめく、り大人と子どもの間で展開され

る、ある種緊迫した相互作用を想起することによっても十分に理解されるだろう。セルトー

のいう「戦術」を特徴づけるのは、「ブリコラージュ」（レヴィーストロース）の手法として

の「実践的狡智」(105)あるいは民衆の生活力に秘められたしたたかな知恵である。そして、

狡滑者證においてくりひろげられるのは、構造的弱者がサバイバルしていくために、強者の

論理としての規範や道徳ではなく現実的な合理性を優先し「狡知」を是とする物語なのであ

る。社会や親たちの冷たい視線に抗して、あるいはそれから隠れて家の自室やコンビニでま

んがを読む（買う）子どもたちの日常は、そうした対抗的表象と実践により入れ子細工のよ

うに日々組み上げられる文化政治の場と考えることができるのだ。

おわりに

人々の日常的実践に着目した人文・社会科学的アプローチは、言説分析や表象分析などの

手法を動員することにより、グローバルかつローカルな文脈を前提として、さまざまな社会・

文化的事象や問題系を生み出す権力作用や関係性の力学を明らかにしつつある。小論では文

化政治という観点から二つの子どもの娯楽メディアを例にとりあげ、大人／子どもの関係性

を相互的で動態的なものとして考えてみた。精微な検討を課題として残したままの研究展望

に終始した感があるけれども、これからの子ども研究における切り口の一端程度は提示しえ

たように思う。
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子どもをめぐる文化政治の観点は、例えば、シェパ・ヒュージらが強調したような、大人

によるさまざまな言説や表象を介した知識・権力の一方的行使だけでなく、そのなかでした

たかに抵抗し交渉する主体としての子どもの姿を的確に捉えることによって、初めてその全

体性やダイナミズムが保証されるのではなかろうか。その意味で、ここに紹介した子どもの

写真をめく、る表象の政治や対抗的なまんがテクストの消費実践の例は、大人／子どもを相互

的で動態的な関係性において見ていくひとつの具体的糸口を示していると考える。

人類学的子ども研究の近年の動向として､研究者の視点を受動的対象としての子どもから、

行為主体あるいは文化や意味の生産者としての子どもへと転換することの必要性が主張され

ている(Caputol995,Torenl998)。それはまた、フィールドにおける他者表象の政治性

や民衆による抵抗の日常的実践への着目など、異文化の民族誌的理解にかかわる人類学的課

題と呼応しあう観点であるようにも思われる。子どもをめぐる文化政治の解明が、社会や文

化に対する子どもの主体的参画のあり方を日常生活の文脈において、どう的確にすくい上げ

るかにかかっているとするならば、人類学的な視覚や方法は、今後の子ども研究においてひ

とつの有益な方向性を提示しうるかもしれない。

注

(1)いうまでもなく、シルバーストーンの基本的な立脚点は、近年の社会学的なメディア文化論あるい

はメディアの文化社会学の知的系譜の延長上にある。これらは理論的源流と思想的スタンスをカル

チュラルスタディーズやポスト構造主義的文化再生産研究にたどり（吉見1998(1994))、メデ

ィアによって媒介される文化変容や現象を単に還元論的に説明するのではなく、そこに伏在する権

力性、政治性にまで目を向けることが意識されている。

(2)実践とは、一般に人々の日常的、ルーティーン化された慣習的行為をさす。ただし、近年の人類学

では、P・ブルデューの実践理論にもとづき、従来のように制度や規範に従属する反復的な行為と

しとらえるのでなく、そのなかでの個々人の能動的なかかわりを重視し、変動と差異をともないな

がら絶えず構築的に生み出されるものとしてとらえる。（田辺・松田2002:1-38)

(3)ここで表象とは、一般に、異文化（他者）にかんする描写や再現をさし、特に人類学では学術的、

客観的と考えられてきた民族誌に潜む、知識と権力をめぐる問題として、描く側と描かれる側の力

の不均衡を批判的に主題化する。必然的に、それは、ひろく文化としての人々の日常的な実践や知

識、あるいは知的・芸術的・大衆的作品の生産や消費等による社会的過程において、イデオロギー、

権力、主体性をめぐる相互作用や力学やあり方、およびそれを前提とした諸行為をとりあげる、い

わゆる文化的政治のテーマのなかに位置付けられる。本文中で言及する子どもの写真やまんがに関

する実践も、大人／子どもの関係性の制度化あるいは編成過程としての子ども表象をめぐるひとつ

の文化政治の空間を構成しており、また、そこで用いられるテクストの語も、その意味生産や現実

構成のプロセスにおける子どもすなわち読者（消費者）の積極的役割を重視する視点から、R･/W

ルトや批判的文化研究（カルチュラルスタディーズ）におけるテクストあるいはメディアテクスト

（小林2003）概念に近いものとして用いている。

(4)「子ども（期)」を文化政治的な観点からとらえる方法は、文化の構築性、民族誌的な他者記述（表

象）の政治性等を重視するいわゆる「ポストモダン人類学」の動向と呼応するものであり、これを

ひとつの日常性の政治（山田1997)として子どもをめく韓る大人たちの日常的な言説や実践の位

相に適用するならば、文化人類学的な子ども論、子ども文化論としてもひとつの挑戦的なフロント
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を構成するといえるだろう。

(5)「人間観や世界観はそれによって構成された現実世界の中にその観念をもつ主体自身が生きている

のに対して、児童観や発達観ではそれによって作られた世界に生きる主体と、その観念をもつ主体

とが異なっている。観念の主体はおとなであるが､その世界の中におかれているのは子どもである｣。

（矢野1992:70)一見、自明ともとれるこの指摘は、単に児童観・発達観をめぐる観念主体につ

いて再確認しているばかりでなく、人生儀礼全体における産育儀礼の基本的特徴、すなわち、それ

が大人による子どもについての一方的な他者表象の形式および実践となっている点を示唆してもい

る。

(6)一般家庭において写真を介し展開される国家的権力作用については、北部タイの農村家族における

居間の写真展示の現地調査をとおして具体的に紹介したことがある（坂元1997)｡

(7)筆者はかつて「狡滑者證」の文化的伝統の連続性とテクストにおける共通構造を、一連のスポーツ

まんがの作品群を検討することによって指摘した。そこで1979年に刊行された少年マガジン、少

年ジャンプ、少年サンデー、少年チャンピオン等に掲載された作品からスポーツまんが23作品を

取り出し、そのうち14作品の主人公に狡滑者のキャラクターを認めた（坂元1981)。
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