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称揚される「開かれた住まい」

－居住空間における子どもをめく、る新たな「真理の体制」の成立一

|･問題の設定

高橋均

以前典とみなされていたものは、イⅡ'ひとつとして1‘〔ではないということ－．

以前には、聖ならざる、禁ぜられた、嵯幾すべき禍なるものとして軽蔑されたも

の－、すべてこれらの花が今FIではl,L即の花らしい小径のほとりに咲きでている。

---F･ニーチェ、原佑訳(1993)『権力への意志』(_上)、筑摩舂房、448頁一

「個室」を子どもに与え、そこで子どもの健全な成長を促そうとする、居住空間に教育的

意味を付与する「まなざし」の登場は、1920～30年代に遡ることができる。例えば、大正期

の雑誌『婦人之友』には、「子供室思ひきって明るい広い二続きのお部屋｣｢子供室は、南向

きの暖かなところに取り」｢南と東に広い窓がある子供部屋は､この上なく明るい温かな部屋」

(久保2002:138)などの記述がみられる。

戦後、子どもに個室を与えることに教育的意義をみいだす「まなざし」は、多くの家族へ

と浸透した。新中間層を牽引役としたマイホーム主義的言説の台頭により、「人は子どもが

居れば子ども部屋を与えるのが当然」と思うようになり、また、「子ども達も自分の部屋を欲

しがる世の中となった」(外山1985:8)。ここには、居住空間の教育的編成をめぐる、最初

の「真理の体制regimeOftruth｣－すなわち、｢真偽の区別を可能にする機構と審級｣(Foucault

1980:131)－の成立をみることができる。

ところが、近年､「子どもには、個室を与えることが望ましい」とする言説は、その自明性

を揺るがされ、これに代わる新たな言説が支配的な位置を占めようとしている。この言説
●●●

空間を、新たな「真理の体制」と措定するならば、その成立をめぐって、「どのような言説が

生産され、再配置され、厚みを増してきたのか｣、さらに、「誰が、どのような言説を生産し、

正当化・称揚するのか」が明らかにされねばならない{'1．

以上の観点から、居住空間の教育的編成をめぐる言説空間の変容過程を再構成し、新たな

｢真理の体制」の成立過程とその窓意的性格を明らかにすると同時に、新たな「真理の体制」

によって、居住空間における子どもへの「まなざし」にどのような変容がもたらされるのか

について考察することが本論の目的である'塾)。

本論の構成は、次の通りである。第11節では、本論において援用する言説分析のフレーム

ワークについて整理する。第Ⅲ節・第1V節では、著作および雑誌上のテクストに焦点を当て、

(たかはし・ひとし光塩学園女子短期大学）
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居住空間の教育的編成をめぐる言説空間がどのように変容してきたのかを概観し、新しい居

住空間編成パラダイムを称揚する言説空間が成立したことを明らかにする。続く第V節では、

どのようなエージェントが、どのようなタイプの居住空間の教育的編成をめぐる言説を生産

してきたのかについて分析する。最後に、第V1節では、居住空間の教育的編成をめぐる新た

な「真理の体制」の成立がどのような意味をもつのか、また、新たな「真理の体制」によって

生起する「まなざし」がどのような意味をもつのかについて考察する。

Ⅱ、分析の理論的枠組み

本研究での分析対象は、「居住空間の教育的編成に関する言説」である。本研究では、フ

ーコー(Foucaultl969=1981)によって提示された「言説discour/言表釦once｣や「厚み

epaisseur」に関する議論をふまえたうえで､「テクスト／言説の秩序／言説空間」の概念を導

入する。

独自の「言説｣概念を提示し､言説理論の進展に多大なインパクトを与えたフーコーは、｢言

表」を「言説」を構成する最小単位とし、「さまざまな言表が同一の言説編成に属するかぎり

において、そうした言表の総体を言説と呼ぶ」と定義した(Foucaultl969=1981,179頁)。

本研究では、フーコーによって提示された「言表」と「言説」の階層秩序的関係という視点を

応用し、個々の文章構成要素＝言表が特定の文脈に置き直され、意味が解読可能な文章とな

った状態をテクストと呼び、同一の意味をもつ複数のテクストの総体を言説と呼ぶこととす

る(3)。

言説は、端的に言えば､「話されたもの」｢書かれたもの」であるが、それは「単なる社会的

実践の表現であるのみならず、特定の目的、つまり、権力の行使に仕える｣。言説を通じて

権力の行使が可能になるのは、言説が､「話し方、考え方、行動の仕方を制度化し、規制する」

(Jager&Maier2009:35)からである。

テクストが権力のエージェント（代理人）として役割を果たしうるのは、それが｢厚み」

(Foucaultl969=1981)を獲得したときである。「テクスト」は、ある言説編成の規則のもとに、

同じような意味を持ったテクストが繰り返し生産され､「厚み」を獲得したときに権力を持つ。

｢厚み」を持ったテクストは、「社会的事実faitsocial」として立ち現れ、諸個人に外在すると

同時に諸個人を拘束する「言説の秩序ordredudiscours」を形成する(4)。言説は、繰り返し話

されたり、書かれたりすることによって「実体」として社会に立ち現れ、諸個人の意識や行

為を規制するのである。

テクストの総体＝「厚み」は、「固有のコードとコンテクストをともなった、ひとつの社会

的実在物」(広田1996,200頁）として、現実を構成するようになる。本研究において「言説

空間」とは、言説が「あるまとまりをもった集合体をなす」(広田1996,205頁）ような空間

のことをいう。
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111.称揚される「開かれた住まい」

－居件空間の教育的編成をめぐる言説の検討一

本研究では、居住空間をその閉鎖性と開放性の視点から、「閉じられた住まい」と「開かれ

た住まい」の、ふたつのカテゴリーに分類する。「閉じられた住まいclosedresidence(以下、

C.R.と表記)」とは、子どものために、閉ざされたプライベートな空間、つまり、｢子ども部屋」

を配置する間取りを採用する住宅を意味する。一方､「開かれた住まいopenedresidence(以

下、O.R.と表記)」とは、子ども部屋などの閉ざされたプライベートな空間を設けない間取

りを採用する住宅を意味する'5)。以下のふたつのテクストは、それぞれ｢C.R.」と「O.R.」を

称揚するテクストの例である。

C.R.を称揚するテクストの例

子供の心身の最も旺盛なこの時期に…その個性を尊重して、自由にそれを発揮させ

るように導くことは、家庭の教育として極めて重大なことであります。…子供室を独

立する理由は、周囲の不自然な圧迫から離れさせて、子供（ママ）に自由の天地を与え、

生まれながらに有する個性を発揮させるところにあります。（田中隆之助『やさしい小住

宅の設計』川津書店、1957,1167頁）

0．R.を称揚するテクストの例

家族のふれあいを大切にする日本人には、部屋を連続させた広がりある空間づくりが

必要。…日本家屋は部屋の独立性がなかったから、遠慮や思いやりという美徳で成り

立たせてきた。お互いに尊重するという社会的な関係のあり方は、家から生まれていた

んです。…たとえば子供部屋（ママ）ですが、子供のいる空間を区切って、その中に

子供の生活全部をおしこめようとするのは間違っています。（立松久昌編『家づくりの極

意』建築資料研究社、2000,74-75頁）

'''－1.｢著作」にみる居住空間の教育的編成に関する言説

言説分析においては、できうる限り長期にわたる言説空間を再構成する必要がある（赤川

1999)。そこで本研究では、1945～2009年の期間に出版された著作を分析対象とした。

著作は、テクストを「言説化」する。ここで「言説化」とは、「ある観念や概念が、ごく少

数の専門家集団の間で議論され、ジャーゴン（業界・専門用語）として成立する過程｣(赤川

1999:56）である。専|''j家集団によって「言説化」されたテクストは、権威性・正当性を付与

され、人々の「まなざし」や行動規範を形成する。

分析対象著作テクストの収集にあたっては、国立国会図書館蔵書検索システムNDL-

OPAC(http://opac.nd1.go.jp/index.html)を用い、同検索エンジンで｢住まいJおよび｢子ど

も部屋」をキーワードとして検索を行った。これらの検索キーワードでヒットした著作の書

誌情報（タイトル・件名）から、「家族向けの家の建て方」について言及があると推察される

著作を選び出したところ、1945年～2009年の期間で619件が該当した。これら全ての著作
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に目を通したところ､管見では､1945～1949年まで､「子どもにとって望ましい間取り」や「望

ましい子ども部屋のあり方」について言及のある著作は存在しなかった。結果的に、1950～

2009年の期間の210件の著作からテクストサンプルを収集した。

以下の表1は、C.R/O.R.称揚のテクストをもつ著作が、それぞれの年代にどの程度生

産されてきたのかをみたものである。なお、年代は、1950～2009年までの期間を、①1950

～1959年、②1960～1969年、③1970～1979年、④1980～1989年、⑤1990～1999年、⑥

2000～2009年の6つの時期に分けた。

表1著作における年代別C.R./0.R.称揚テクストの登場頻度
講慧繕溌蕊鐸:灘｜｜；鳶蕊灘

テクスト内容
C､R.称揚 O､R・称揚 年代別計

年代一～

1950-1959年 17(100.0) 17(100.0)

1960-1969年 16(88.9) 2(11.1) l8(100.0)

1970-1979年 8（72.8） 3(27.2） 11(100.0)

1980-1989年 18(48.6) 19(51.4) 37(100.0)

1990-1999年 18(34.6) 34(65.4） 52(100.0)

2000-2009年 6（8.0） 69(92.0） 75(100.0)

テクスト類型別計 83（39.5） 127(60.6) 210(100.0)

＊（）内＝％

1950年代では、C､R.称揚のテクストのみが生産されている(100.0%/17件)｡1960年

代においても、C.R.称揚テクストの生産比率が圧倒的に高い(88.9%/16件)｡1970年代

でもほぼ同様の傾向であり、C.R.称揚のテクストが生産される比率が約7割(72.8%/8件

)であるのに対して、O.R.称揚のテクストは2割程度(27.2%/3件）である。1980年代では、

C.R./O.R称揚テクストの生産比率に変化が生じ、それぞれ約5割(C.R称揚:48.6%/18件、

O.R.称揚:51.4%/19件)生産されている。1990年代では、O､R.称揚テクストの生産比率が

上昇し、約7割（65.4%／34件）を占めている。2000年代では、0.R.称揚テクストの生産比率

が約9割(92.0%／69件）に上昇している。

このように、著作テクストから言説空間を再構成すると、1980年代と1990年代の間に言

説空間の「断層」をみいだすことができる。1990年代以降、C.R.を称揚する著作テクストが

減少する一方で、O.R.を称揚する著作テクストがその厚みを増していく。2000年代に入ると

0.R.を称揚する著作テクストが支配的な言説空間が創り出され、いまや、子どもに個室を与

える妥当性の主張を「禁止」(Foucaultl971=1981,10頁）する言説空間が成立しているとみ

ることができる(6)。

'''－2.｢雑誌」にみる居住空間の教育的編成に関する言説

Ⅲ－1では、著作テクストの言説の検討から、1950～2000年代にかけて、居住空間の教

育的編成をめぐる「言説の秩序」が変容したことを明らかにした。もっとも､著作上の言説は、

社会への流通度が低いため、社会により浸透するマス・メディアの言説についても目を配る
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必要がある。そこで、以下では、言説を「通俗化」するメディアである「雑誌」にみられる居

住空間の教育的編成に関する言説について検討する。なお、ここで「通俗化」とは、著作に

よって「言説化」されたジャーゴン（業界・専門用語）が､「雑誌や文学などの媒体を通して

一般の人々 にも広く知られるようになっていく過程｣(赤川1999:56)である。

居住空間の教育的編成に関する「著書」の言説空間においては、1980年代からO.R・称揚の

言説が「厚み」を増し始め、2000年代以降には0.Rを称揚する「言説の秩序」がうち立てら

れてきた。では、「雑誌」の言説空間においても、同様の現象がみられるのであろうか。以下

では、雑誌テクストから、1980年代以降（1980～2009年）の居住空間の教育的編成に関する

言説空間を再構成しよう。

雑誌記事の収集にさいしては、著作と同様に国立国会図書館検索システムを用いた。もっ

とも、国立国会図耆館の蔵書であっても、国内の全ての雑誌資料が網羅されているわけでは

ない（赤川1999)。そこで、国内の雑誌資料を幅広く収集している「大宅壮一文庫」の雑誌記

事索引検索web版(http://www.oya-bunko・com/)を併せて用い、できうる限り多くの雑誌テ

クストを収集するよう努めた。

「住まい」および「子ども部屋」をキーワードとして記事検索を行ったところ、148件の記

事が該当した。これらの雑誌記事全てに目を通し、「子どもにとって望ましい間取り」や「望

ましい子ども部屋のあり方」について言及のある記事を121件収集した。

以下の表2は、C､R/O､R・称揚の雑誌テクストが、年代ごとにどの程度生産されてき

たのかをみている。年代区分は、①1980～1989年、②1990～1999年、③2000～2009

年とした。

表2雑誌における年代別C.R./O.R.称揚テクストの登場頻度

年代別計O.R.称揚C.R.称揚
年代:灘､

17(100.0)

37(100.0)

65(100.0)

121(100.0)

9(52.9）

31(83.7)

56(86.2）

96(79.4）

1980-1989年

1990-1999年

2000-2009年

テクスト内容別計

8(47.1)

6(16.3)

9(13.8)

25(20.6）罫

＊（）内＝％

1980年代では、C.R称揚/O.R.称揚のテクストが、それぞれ約5割(C.R.称揚:47.1%/

8件、O､R・称揚：52.9%／9件)生産されている。これは、同時期の著作言説空間と同様の傾

向である。

1990年代では、O.R.称揚テクストの生産比率が上昇し、約8割(83.7%/31件）を占める

ようになった。さらに､2000年代では､O.R.称揚テクストの生産比率が約9割(86.2%/56件）

に上昇した。このように、社会への言説の流通・浸透の度合いが高いマス・メディアとして

の雑誌言説空間においても、著作のそれと同様に、O.R・を称揚する「言説の秩序」が形成さ

れていることがわかる。
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Ⅳ、居住空間の教育的編成をめぐる「真理の体制」の転換

第Ⅲ節の検討から、1950～1980年代と1990年代以降の期間に、C.R､と0．R.を正当化・

称揚する、それぞれ異なった「言説の秩序」が存在すると措定することができる。以下では、

1950～1980年代までの言説空間と1990年代以降のそれを再構成し、それぞれの期間の言説

が、どのようなテクストを「再配置・再領有」(Bernsteinl990)しながら、その「真理」の位

置を確立してきたのかをみよう。

|V－1.1950～1980年代-C.R.称揚の「言説の秩序｣－

1950年代の言説空間の特徴は、家族成員が居住空間内に個人の空間を確保することが、

家庭生活の近代化・民主化の指標となると主張するテクストが存在することである。こうし

たテクストは､開放性をもった伝統的日本家屋に､否定的な意味を付与していく。例えば､『こ

れからの住生活』(塘一郎、彰国社、1952）は､｢吾国従来の住居は家族の共同生活場しか与え

ていなかった」とし、伝統的日本家屋は、「家族の人格を無視し、夫婦関係を軽視した封建的

な家長専制的家族制度に則った家生活の営み」の場であり、そこでは「近代的な意味での個

人の生活に対する配慮など全くなされていなかった」と主張する（96頁)。

『すみよき住居の設計』(笹治庄次郎、地球出版、1950）は、「(子ども部屋は：引用者注)子

供（ママ）のための部屋であるから勉強に都合のよい場所を選ぶ必要がある…成長して上

級学校に進んでは勉強室ともなり私室ともなる、此の意味における部屋とするのがよい」
(32-33頁）と述べる。

『すまいの設計』(吉家光夫、社会思想研究会出版部、1959）では、「…子供の世界からみ

た幸福は完全に自分の意志が働く場所をもつことで、その意味で一人一室が最高の理想とい

うことができます。今日の子供室を大人からみれば、子供らはその中で自由に個性をのばし、

新しい希望をみいだしているようです｣(31頁）として、子どもは住まいにおいて自分だけの

空間を確保すべきであるとされる。

1960～70年代においても、同様のテクストが繰り返し生産される。『すまいの増改築』(荻

野富雄、大泉書店、1965）は、｢合理的に生活が営めるように工夫するのと同じく、子どもた

ちにも独立した場所をつくるということが必要」であると主張する。また、「生活の基本条件

として、人格の独立ということを考えないことには、真の民主的な人格は形成されない」(47

頁）との主張がなされ、民主的な社会にふさわしい人格形成の場として子ども部屋が必要で

あると説く。

『住宅を考えなおす』(東孝光実業之日本社、1971）は、1970年代が個室の時代であること

を強調するテクストであり、「…住居のなかに「居間」や「だんらん」の復活を願って、喫茶

店やスナックの存在を否定してみても、問題は解決しない。一たん獲得された個人の確立は、

後もどりの許されない人間の権利」（19頁）であると述べる。さらに、「これからは、個室の

ドアが、外界との連絡口であり、その内側では、自分または夫婦としての世界が、今までよ

り強く要求される。それは単に寝ることだけでなく、考えたり、勉強したり、くつろいだり、

話し合ったりという、個人としての自我を確立させるためのあらゆる行為を満足させるもの
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でなければならない」と主張する。そして、「居間がなくても個室という自己確立の場がしっ

かりすれば、あとは家族の枠をこえ、コミュニティ全体の社会的なつながりによって、生き

がいのある生活ができ上がる」(21頁）とする。

1970年代にあっても、家族成員が居住空間内に個人のプライベートな空間を確保するこ

とが、古い制度からの解放となるとするモチーフが、繰り返し登場する。『住生活の研究』(金

子幸子・新福祐子、学芸図書、1976）は、「従来の住居は、客間があっても家族各員の個人生

活空間はまったく考慮されなかったが、これは、戸主以外の家族の生活を無視した封建的家

族制度と、生活水準の低さによる機能未分化の空間構成のためであった」と主張し、「現代の

住居は…独立性を高め｣、「家族各員の個人生活に関する空間として確立されてきた」と説

く（11頁)。

同様のテクストとしては､『住居学』(中島一・高橋大善、コロナ社、1973）がある。同テク

ストでは、「封建時代においては、家父長制に基づき、家族の幸福よりも家門の誉れが優先

され、個人のプライバシーの自由は認められなかった」(82頁）と述べられ､「戦後の封建制

度の崩壊により、ようやく個人の自由が認められるようになり、住まいの内容にも変化を与

え、この結果家族構成員の個人室を設け個人のフ･ライバシーが確立されるようになった」(84

頁）とし、居住空間における個室化は歴史的趨勢であるとの主張がなされる。

個室の教育的意義を強調するテクストは、さらにその「厚み」を増していく。『住いを考え

る』(高田秀三、学芸出版社、1973）は､「自立心を養うために、あるいは子ども自身が孤独に

なりたい時期のために、独立した部屋を与えるのがよい」と述べ､「日当たりや通風がよい部

屋で、親からしっかりとその安全を見守られながら育ってゆく子どもは、それが過保護にな

らないかぎりどんなにか幸福なことだろう」（132-133頁）として、子どもに個室を与えるこ

とを称揚する(7)。

同様のテクストとしては､『住まいの計画・住まいの文化』(鈴木成文､1988､彰国社）がある。

同テクストは、「一人一人の個性を何よりも尊重するとすれば、結局はしっかりとした個室

を確保することに尽きる」と述べ､「これはとくに成長期の子供をもつ家庭にとっては重要な

ことである」と主張する。そして、「親の監督の下から独立しようとする時期の子供にとって、

親も立ち入ることのできない空間をもつことの意味は極めて大きい」(97頁）として、個室を

与えることが、子どもの健全な成長に不可欠であると主張する(8)。

|V-2.1990年代以降-O.R.称揚の「言説の秩序｣－

1990年代以降、1980年代までのC.R称揚の言説とは正反対の、個室を子どもに与えるこ

とを徹底的に否定する言説がその厚みを増していく。

『子どもをだめにしない住まい方』(岡村精二、伯樹社、1991）は、｢個室という大きな壁が

家庭の温かさを遮断しているとしたら、家族､家庭の持つもっとも大切な意味がなくなって」

しまうとし、「誤った個室文化の導入が、家族という絆を崩壊させる原因」であると主張す

る。また、個室中心の間取りが家族のコミュニケーションを奪い、「今日、子どもたちの非行、

登校拒否、家庭内暴力、不純異性交遊、校内暴力などをはじめ、多くの問題が氾濫」する原

因となっていると説く（54頁)。

61



子ども社会研究17号

「男の衣．住．食60の「淀」11子供部屋は快適にするな｡」(土屋博幸『自由時間』1992

年4月16日号）では、｢戦後民主主義の賜物か、子どもの自我を尊重する「子供部屋」が各戸

に作られた」が､「その結実は、家族の崩壊を加速させるもの」であったとする。「だれもいな

い部屋で、子どもをひとり勉強させる」から「家族が崩壊していく」と述べる（22-23頁)。そ

して、「子どもが何をしているのか、家族がいつでもわかる場所でなければ意味がない」ので、

｢子どもが親離れするまでは、いつでも目の届くところに置きたい」(23頁）と主張する。

『プロも見落とす家づくりの急所』(浜口和博、ニューハウス出版、1992）は、「現代の日本

の住まいのほとんどは、玄関から直接各自の個室に入れる間取りになっていて、気密性も高

くなって」いるため、「家族や来客とのコミュニケーションもなく、気配でのコミュニケーシ

ョンも期待でき」(44頁）ないとして、既存の居住空間の編成は、家族メンバー間の断絶をも

たらすと主張する。

『すくす〈のびのび子供部屋女性建築士が設計したすまいのプラン集』(浅野春美・松枝

雅子、財団法人経済調査会、1993）は、「子供を家族の一人として認め、家族のきずなを深め

るために、子供の領域は「子供部屋オンリー」の考え方を脱して、住まいのどこにでも子供

の居場所を認める」(18頁）べきと主張する。

『住宅リフォーム相談室』(若杉三千生、中部経済新聞社事業局1995）は、「勉強も遊びも、

子ども部屋というひとりだけの世界をつくってしまうと、子どもにとって最初で最大の大人

であるはずの、家族との十分な対話の機会を失ってしまう危険性が大きい」(238頁）として、

子どもひとりの空間を与えることが教育的に不利益をもたらすと主張する。

「日本の未来のために､子供部屋を今､考え直す」(松田妙子『東京人』1999年4月号）は、｢子

供のための個室が利己主義製造の密室や非行の温床になりかねない」（13頁）として、「多く

の青少年の犯罪増加の状況は、家とかかわりがないとは言いきれない」と主張する。そして、

｢きちんと族をすると、家の中に規範が生まれ、遠慮、相手を慮る気持ちが生まれる」と述

べる（16頁)。

続いて､2000年代のテクストをみよう。『｢いい住まい」の本』(天野彰､PHPエデイターズ・

グループ、2000)は、「ちょっとドアを開けて入っていくこともできない部屋。そういう腫れ

物の「子供部屋」をつくることが、少年犯罪増加の一因となっているように思えてならない」

(196頁）と述べる。

「こんな「間取り」が子供を壊す」(横山彰人『女性セブン』2004年6月24日号）は、「戦前の

家は障子やふすまで仕切られて」おり、「臨機応変に対応できる間取り」であったとする。そ

して、戦後の「スペースを無駄にしないという､効率優先主義､が生んだ間取りが、家族か

らコミュニケーションを奪い、親の目を届きにくくし、非行、引きこもりなどを起こしやす

くしてしまう」(54頁）と述べ､「子供中心主義の広すぎる子供部屋を見直し、夫婦の部屋を

きちんと設ける」ことが､｢子供の健全な成長につながる」と主張する（55頁)。

『やっと出会えた本物の家一テーマはエコロジーな健康住宅』(田中慶明・若林礼子、ほた

る出版、2006)は、「集中して何かができる場所、イコール個室というのが何とも安易」であ

り、「自立心は場を与えたからって芽生えるものではな」く、「むしろ人との関係の中から、自

分が見えてくる」(44頁）と述べ、家族とふれ合うなかで自立心は養われるとして、子どもの

戸へ
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成長のためには個室を与えないほうがよいと説く。

『箱の家』(難波和彦NTI､出版:2006)は、室内に壁のない間取りを提唱し、｢壁のない空間

に住むには何らかのルール（規則）が必要」であるが、その「ルールを決めるには家族同士で

話し合わなければなら」ないため、「家族のコミュニケーションが生まれる」と主張する。そ

して、「子どもは話し合いを通じてルールを学び他者との見えない壁を少しずつ感受できる

ように」なり、「文化的な規則を理解できるようになること」で「子供の自立」が促されると

説く（67-68頁)。

「家が豊かな子どもを育てます。住宅選びの新基準。子育てが成功する間取り」(四十万靖

『Saita｣2007年3月号）では、「引きこもり、いじめ、自殺など、子どもにまつわるトラブル」

と「間取りに重要な関連性があ」ると指摘する。そして、「昔ながらの日本家屋のように、間

仕切りや個室の少ない融通のきく間取り」を推奨し、「家族の気配が子供を安心させ、会話や

コミュニケーションが五感を豊かにし、結果的に受験に重要な表現力や応用力を養って」い

くことになると主張する。また、融通のきく間取りでは、「家事動線が子供の動線と重なり

やすく、ほぼ一日中お互いの姿が視界のなかに入っている」ことになり、「視界に入る家族の

姿が安心感を」子どもに与えることになり、「子供が豊かに育つために必要な」｢家族の深いコ

ミュニケーション」が生み出されると説く（114-116頁)(9)。

このように、O.R.称揚言説は、「失われた家族コミュニケーションの回復｣｢子ども中心主

義」｢子どもの逸脱行動の抑止」「回顧主義」「閉ざされた空間からの子どもの解放」といった

内容をもつテクストを再配置・再領有し、開かれた空間内での他者（家族メンバー）とのコ

ミュニケーションのなかで子どもが豊かに育ち、自立していくことを称揚する。0．R.称揚言

説は、C.R.を否定するテクストを再配置●再領有し、その「厚み」を増しながら、「真理」の

位置を確立してきたのである。

V.O｡R.称揚テクスト生産のエージェントとエージェント間の生産傾向の差異

以下の表3は、1990年代以降、C.R./0.R.称揚の著書および雑誌テクストを、どのような

社会的カテゴリーに属するエージェントが、どの程度生産する傾向にあるのかをみたもので

ある。

表3．エージェント別C.R./0.R.称揚テクスト生産傾向

,銭O.R.称揚
群‘．，

エージェント別計C.R.称揚

84(100.0)

44(100.0)

36(IO().0)

41(100.0)

建築士

大学教員

住宅・建設業界経営管理職

その他

77(91.7)

26(59.1)

35(97.2）

31(75.6)

函
一
州
一
四
一
州

７
｜
昭
一
ｌ
｜
叩

＊（）内＝％

＊雑誌テクストのうち､テクスト生産者の社会的カテゴリーが判明しないものは除く。共著の場合、生産者は1名

としてカウント。

＊「その他」の社会的カテゴリーは､ライター・編集者・公務員・国会議員・俳優・一般会社員・作家・評論家・

空間デザイナーであり、それぞれ5名以下。
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0.R称揚テクストを多く生産する傾向にあるエージェントは、「住宅．建設業界経営管理

職」と「建築士」である。｢住宅・建設業界経営管理職」は、97.2％（35名）が0.R.称揚テクス

トを生産している(C､R.称揚のテクストの生産は、2.8%:1名)。｢建築士」は、91.7%(77名）

が0.R.称揚テクストを生産している(C､R.称揚のテクストの生産は、8.3%:7名)。次いで、

0.R称揚テクストを多く生産する傾向にあるのは、「その他」のカテゴリーに属するエージェ

ントで､同エージェントのうち75.6％(31名)が生産している(C.R称揚のテクストは､24.4%:

10名)00'。ここから、「建築士｣｢住宅・建設業界経営管理職」が、0.R・称揚テクストを圧倒的

に多く生産する傾向をもつエージェントであることがわかる。

一方､「大学教員」も、O.R称揚テクストを数多く生産する傾向にあり、同エージェントの

うち59.1％（26名）がテクストを生産しているが、他のエージェントとは、異なったテクス

ト生産傾向をみせている。「大学教員」は、40.9%(18名）がC.R.称揚テクストを生産してお

り、「建築士｣｢住宅・建設業界経営管理職」に比して、C.R.称揚テクストをより多く生産する

傾向がみられるのである。

では､なぜ､このようなエージェント間のテクスト生産傾向の違いが生じるのだろうか｡｢大

学教員」は、「科学内部の象徴形態の変化や発展とみなされるものの創造者｣(Bernsteinl990:

139）であり、経済的領域から相対的に自律した位置を占める。｢大学教員」は、0.Rに商品的

価値を付与する言説の生産を通じて自らのポジションを維持する必要性がないがゆえに､｢閉

ざされた子ども部屋を少年犯罪の温床とみなす」ことを留保するような、対抗的テクストを

生産することができる。例えば、居住デザイン学を専攻する大学教員による以下のようなテ

クスト。

個室が家族のコミュニケーションを阻害し、家庭崩壊に導くと信じられている。…子

どもを一人の人間として扱う親の姿勢がセルフ・エスティームを育むのであり、子ども

部屋という空間のハードの問題では解決しない。子ども部屋は子どもの精神面の成長を

助ける道具である。悲しいときや腹を立てたときに閉じこもってひとりになり冷静に自

分を見つめることのできる場所のあることが重要である。(北浦かほる「自立と信頼関係

を育む居住空間｣『児童心理』2007年7月号、8891頁）

ここでは、個室それ自体の構造がコミュニケーションを阻害するのではなく、親の姿勢こ

そが問題であり、個室はむしろ「冷静に自己を見つめる場」として、子どもの成長にプラス

に作用すると述べられている'Ⅱ)。

経済的領域から相対的に自律し、科学的見地からテクストを生産する「大学教員」に対し、

｢建築士」「住宅・建設業界経営管理職」は、異なったロジックに基づきテクストを生産する。

｢建築士」は、自らが設計する居住空間の編成プランを商品として提示することで自らのポ

ジションを維持しなければならない。｜可様に「住宅・建設業界経営管理職」も、新たな居住

空間のコンセプトを商品として提示し、実際に住宅として供給することで、自らのポジショ

ンを維持しなければならず、生産領域から自律した位置にはいない。「建築士」｢住宅・建設

業界経営管理職」は、O.R.称揚言説を生産することで、従来のコンセプトを転換した新しい
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商品的価値をO.R.に付与する戦略を採っていると解釈することができる。

Ⅵ．結論

本論では、戦後の居住空間の教育的編成をめぐる言説空間を再構成し、「正しさ」「善さ」を

規定するシステムとしての「真理の体制」(Foucaultl980:131)の転換一すなわち、かつて「真

理」とみなされてきたC.R.称揚言説が、増大する新たな言説の「厚み」によって言説空間か

ら排除され、0.R.称揚言説が｢真理」の位置を占めていく様相一を析出した。

子どもに個室＝勉強部屋を与えることを称揚するテクストが言説空間において支配的な位

置を占める、第一の「真理の体制」は、戦後長らくその規制的効果を維持し続けた。しかし、

1990年代を転換点とし、その自明性を揺るがされ、今や新たな「真理の体制」が成立するに

至ったのである。

1950年代から1980年代まではC.R・称揚の「言説の秩序」が形成され､「個室(子ども部屋）

を子どもに与えることが、子どもの個性や自己管理能力を伸ばすことにつながる」とする

言説が｢真理」とみなされていた。しかし、1990年代以降、こうした言説は次第に否定され、

0.R.称揚言説がその支配性を確立してきた。

2000年代以降も、「家族成員問のコミュニケーションを深め、子どもの逸脱行動を抑止で

き、子どもを親がつねにまなざすことのできる居住空間を編成すること」を称揚するテクス

トが、その「厚み」を増してきた。

みてきたように、0.R称揚言説を数多く生産してきたエージェントは、「建築士」｢住宅．

建設業界経営管理職」であった。O.R.称揚言説は、その社会的基盤を経済的領域にもつエ

ージェントによって生産されており、この意味において、その言説の基盤は「市場」にある

といえる。「建築士」｢住宅・建設業界経営管理職」は、自らの経済的基盤を確立し、そのポ

ジションを維持するために、市場において最も価値のある商品を提示しなければならない。

0.R.称揚言説は、市場において商品としての自らのr当件・価値を誇示するために、C.R.を

徹底的に否定してきた。ここから敷術すれば、0.R.称揚言説は、経済的領域をその生産の主

たる基盤として、自らの「言説の秩序」を形成しているといえよう。ここに、居住空間の教

育的編成の望ましい在り方を方向づけ、規定する「真理の体制」(Foucaultl980)が経済的利

害関係の中で成立するという、「真理の体制」の窓意的性格と、言説編成と社会関係の不可分

性とが露わになる。

では、今日支配的となったO.R.を称揚する「言説の秩序」は、居住空間において、どのよ

うな「まなざし」を生起させるのであろうか。O.R.称揚言説は、「子どものコミュニケーショ

ン能力を酒養する居住空間である」ことを強調する。O.R.称揚の言説空間にあっては、「高い

コミュニケーション能力を持った子ども」を正当なものとみる「まなざし」がもたらされる。

子どもは、「開かれた住まい」という汎視的(panoptic)空間において、すなわち、最大限の監

視が可能となる空間において、親の「まなざし」のもとで統制され、コミュニケーション能

力の獲得を、暗黙に強いられることになる。1990年代以降の居住空間の教育的編成をめく諭る

言説空間にあっては、かつて、あれほどまでに称揚され理想化された、「個室で自己と向き
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合いながら、自立していく子ども」が占める余地は存在しない。1990年代以降、居住空間に

おける子どもをめく、る「真理」もまた、変容したのだといえよう。

本論では、居住空間の教育的編成をめく曇る言説が、－その生産にかかわるエージェント

の利害関係をうちに含みつつ－その「厚み」によって「真理の体制」を構築し、人々の「ま

なざし」を変容させ、既存の価値を転換させることを示した'2'｡「もの＝居住空間」としての

O.R.が、どのような階層に配分され、そこでどのような教育が展開されるのかについて検討

することが、今後の課題となる。

注

(1)

(2)

(3)

(4）

(5)

(6）

本研究において｢真理truth/veritさ」とは、通常考えられる意味での、それ自体、反駁されることの

ない「絶対的な真理｣ではなく、社会のなかで真理として受け入れられる条件が成立したときに生

起する、中立性・客観性・普遍性を装った概念・知誠を意味する(Foucaultl971=1981;1980)。

居住空間の教育的編成に関する言説を、「真理」をめぐる|湖争の視点から捉え分析した研究は、管見

ではみられない。なお、子ども部屋に関する先行研究としては、子ども部屋の教育的意義や問題点

について論じた外山(1985)、親がどのような意識を持って子ども部屋を与えているか、子ども部屋

の利川実態について検討した牧野・大嶋(1988)、子ども部屋の所有状況や、子ども部屋の位置に影

響を与える要因ついて検討した中嶋(1993)、子ども部屋の歴史的変遷を追った松田(1998)などが

ある。

本研究において｢言表｣の概念を用いない哩山は、フーコーがそれを、「言語学的類型の一つの統一

体として規定しえない｣(Foucaultl969=1981,161H)ものと定義することに拠る。本研究の分析単

位は､｢AとはBでなければならない｣など､(言語学的に分析可能な)意味を持った文章＝「テクスト」

と呼ぶべきもので、厳密には、「言表｣の概念と一致しない。また、橋爪によれば、言表とは、「こ

れ以上小さな単位に分解できない、ひとかたまりの発話や耆字、行為(の記録)など」を指す(橋爪

2006,191頁)。本研究では、小さな単位に分解可能な複数のテクストを分析単位としているため、

橘爪による概念整理に照らしても、言表の概念を用いることは困難であると考える。

赤川は、「フーコー流の視線によって見えてくる言説の秩序とは、エミール・デュルケイム（ママ）

がいう意味での｢社会的事実」に近い」として、「社会的事実」とフーコーの｢言説の秩序｣の親近性を

指摘している（赤川2006,19頁)。

本研究では、O.R.称揚テクストであるか否かの判断基準を、「子ども部屋が問題である」とする視点

や、従来称揚されてきた間取りを問い直したりする視点が含まれているかどうかに置いた。例え

ば、本論IV-2で取り上げている、子ども部屋を少年犯罪の原I犬Iのひとつとみなすテクストは、子

ども部屋の存在自体を問題視する子ども部屋不要I術であることから、0.R.称揚テクストとして分類

した。また、玄関から直接各自の個室に入ることのできる間取りを否定するテクストや子ども中心

主義の広すぎる子ども部屋を見直し、夫婦の部屋をきちんと設けるべきと主張するテクストは、子

ども部屋の配置や規模を変えれば問題が解ii'iされると解釈可能であるが、従来自明視されてきた子

ども部屋のあり方を問い直す視点が含まれているとみることができることから、O.R.称揚のテクス

トとして分類した。なお、0.R.称揚テクストのなかには、「小学生までの児童には子供部屋(ママ）と

いう特定した個室空間は要らぬ。…基本として子供に個室は不必要と考えている」(清家清〔1998〕

『ゆたかさの住居学』情報センター出版局、29頁)のように、小学校までは、子どもに仕切られた空

間を与えるべきではないと主張するものがある。仕切られた空間を子どもに与える適切な時期をめ

く．る語りの検討は、別槁を期したい。

フーコーは、言説空間には｢対象についてのタブー、そのときどきに応じた儀礼、さらには或る語
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る主体の特権系あるいは排他的権利」といった「禁止｣の規則が存在すると指摘する。「禁止｣の規則

が存在するところでは、「人はすべてを言う権利もなければ、ところ構わずにすべてについて語るこ

ともできない」(Foucaultl971=1981,10頁)。

I7)第1I1節の検討が示すように、1960～1970年代において、個室を否定するテクストが皆無であったわ

けではない。例えば、以下のようなテクスト。「勉強机を縁側のはずれにおいて、カーテンで仕切れ

るようにでもすれば、けつこう受験勉強でもやってゆける。子供室、子供室といって、不勉強を子

供室の不備のせいにしてしまうのは子供を甘やかすものだとは考えられないだろうか(植田一豊、

三輪正弘、近藤正一『新しい住宅』社会思想研究会出版部、1962,114頁)。

(8)同様のC.R.称揚のテクストとしては、「子供は屋外で遊ぶ時間が多いし、いつも比較的広い場所と

大勢の中にいるので、家に帰ってきたときだけでも、せまい個室で自分を確認させる必要がある」

と説く『幸福を生む住まい』(EH1辰雄、刀水書房、1981,183頁)や、子どもには個室が与えられる

ことで、「親がしのびこめない一人立ちしている世界｣が創り出されると説く、米沢慧『<住む〉とい

う思想』(冬樹社、1982,151頁)などがある。他方、1980年代後半に入ると、子ども部屋を否定する

テクストが散見されるようになる。例えば、伊藤高光『間取りの上手なまとめ方』(彰国社、1984)で

は、「子供室を完全にすると、そこでの生活で大半がまかなえるので、部屋に閉じこもりがちになり、

家族との交流も薄くなる」と説く。同様に、鈴木徳彦『住文化の科学』(||本工業新聞社、1987)は、

子どもに個室を与えることを否定し、「完全個室化することは自立性を促すことにはならないことが

多いし、部屋に閉じこもって、家族とのコミュニケーションの時間が少なくなる恐れがある」(161

頁）と説く。

(9)1990年代以降においても、C.R.を称揚するテクストは存在している。例えばある作家は、次のよう

に述べている。「…親子間のコミュニケーションを断絶させないためのリビングだとか子ども部屋

のアイデアなんて、結局は無駄になるのだと。…ぼくは親は子ども部屋の障壁になるぐらいがち

ょうどいいのではないかと思っている。ということは、家だって|可じなのだ。子どもが快適にすぐ

すぐ育つ家。頭がよくて優しくてかわいい子になる間取り。…この手の方法では、子どもたちに

過剰に恵まれた環境をつくるだけである｡」(石田衣良｢子どものためにならない家｣『日経キッズプラ

ス』2006年3月号､50頁）

(IO)「その他｣のエージェントは、ひとつの社会的カテゴリーとして分類不可能であるため、本研究では

分析対象から除いた。

(11)環境心理学を專攻する大学教員も同様に、「建築家たちがしばしば指摘することに、子供部屋を与え

ると子供がそこにこもりっきりになり、他の家族とのコミュニケーションがなくなってしまうとい

うことがあります。…自分の部屋にゆくのに家族の団らんの場(居間など）を通過するような、あ

るいはそこから見えるような配置にすることが大切だ、ということがあります。…説得力のある

話のように思えます。しかし実際そうなのでしょうか｡」と述べ、個室を中心とした間取りが子ども

の健全な成長に悪影響をもたらすとするテクストに、疑いの目を向けている（小俣謙二『住まいと

こころの健康一環境心理学からみた住み方の工夫」ブレーン出版、1997年、65頁)。

(12)中ll11$によれば､「1983年｢住まい文化キャンペーン推進委員会｣が行なった子ども部屋の在り方につ

いての調査によって、子ども部屋不要論が大きく唱えられるようになった｣(中''1鳥1993,81頁)。「住

まい文化キャンペーン」が通商産業省と建設省によって展開されたことをふまえれば(http://www.

kagufUn.com/ichOO4.htm)、0.R.称揚テクスト増大の要因のひとつに、国家の住宅政策を含めるこ

ともできる。今後、経済的要因以外の他の要因も含め、多角的に検討を深める必要性がある。
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