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子ども社会研究はモダニティからいかに距離をとるか

「新しい子ども社会学」再考＊

アラン・プロウト

（訳元森絵里子）

【要旨l

本稿は、子ども社会学thesociologyofchildhoodがどのような条件の下に形成されたかを

探り、この試みが遭遇した諸問題を示し、可能な処方菱をいくつか指し示すものである。［ま

ず]子ども社会学が形成される際、二重の課題を伴ってしまったということを論じる。第一

の課題は、「子ども」childhood(訳注')を議論する余地が、社会学の言説の中につくり出されね

ばならなかったということである。第二の課題は、現代的で不安定な現象として、「子ども」

がよりいっそう複雑で暖昧になっていくことに、向き合わねばならなかったということであ

る。[次に］社会学に「子ども」の場所はつくられたものの、それは主に近代主義的社会学の

観点から達成されたにすぎず、この言説では、後期近代の不安定化する世界に適切に対応す

ることがますます難しくなりつつあるということを述べる。この問題のひとつの重要な面は、

近代主義的社会学を特徴づける二分法的な対立概念が、子ども社会学で再生産されてしまっ

ているということである。［そこで］こういった対立概念の3つの例（エイジェンシーと構造、

自然と文化、存在と生成）を考察する。[最後に］子ども社会学がそのような近代主義的思考

の支配を乗り越えるには、「排除された中間部を包摂する」という戦略が必要であると提案す

る。とりわけ、「子ども」の学際性とハイブリッド性によりいっそう注目することが必要とな

ろう。すなわち、「子ども」childhoodsがいかに構築されているかについてシンメトリカルな

思考をすること、「子ども」が産出されるネットワークや流れや媒介、そして世代間関係の共

同構築について関心を払うことである。

イントロダクション''’

この世に存在するすべてのものにはそれに先行するものがあり、以前のものの中から新

しいものが立ち現れる。新しい子ども社会学thenewsociologyOfchildhoodも例外ではない。

新しい子ども社会学は、1980年代から1990年代にかけて登場し、3，4の既存の理論的資源

を展開する形で形成された。まず、主として1960年代にアメリカで発達した、相互作用論的

社会学を用いている（たとえばDreitzel(1972)参照)。この立場は、子どもたちchildren(!訳注2）

を非常に受動的に描く社会化概念を問題化し、子どもたちを、大人たちや他の子どもたちと

(もともりえりこ・明治学院大学）

*ALANPROUT(2011)TakingaStepAwayfromModernity:reconsideringthenewsociologyof

childhood,GJob"JS""2sQfCW"鋤00d,1(1),4-14.http://dx.doi.org/10.2304/gsch.2011.1.1.4
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エイシエント

の相互作用を通して意味を創出する、能動的な行為主体と見なす視点を強調している。次

に、1990年代に主としてヨーロッパで､｢子ども」を社会構造上の永続的な特徴と見て、階級

やジェンダーなどの他の想定される構造と同列のものとして扱う、構造主義社会学の再興が

あった（たとえばQvortrupetal.(1994)参照)。これに並行して、フェミニズムに触発され

た論者が、子どもたちを、大人たちの抑圧に服するマイノリティグループとして描き出した

(たとえばMayall(1994)参照)。最後に、1980年代にヨーロッパとアメリカの双方で、社会

構築主義が社会科学を席巻し、「子ども」を含む自明とされた諸概念を問題化し揺さぶり、相

対主義的、文化主義的視線に晒していった（｢子ども」については、たとえばJenks(1982)

(1990)参照)。この潮流は、「子ども」childhoodsは歴史的、時間的に特殊なものだと主張し、

それらが言説を通じて構築されていることに注目した。いわゆる子ども社会学の新しいパラ

ダイム（時に、｢新しい子ども社会研究thenewsocialstudiesofchildhood」と呼ばれることも

ある）とは、事実上、これらの異なった諸要素の複合だったのであり、それを最初はProut

&James(1990/1997)が、後にJamesetal.(1998)がより広く洗練された形で、体系的に言い

直したのである。

後知恵の大いなる利を生かして言ってしまえば、新しい子ども社会学自体が、一連の社会

的、歴史的状況の中で生まれたと見ることは可能である。それは、とりわけ、「ポストフォ

ーディズム」｢後期近代」「ポストモダニテイ」「ネットワーク社会」「リスク社会」などの言葉

で要約できるような激しい社会変化の時期（およそ1980年から2000年ごろ）に登場してきた。

これらの用語間にいかなる違いがあろうとも（本稿の目的からして、そこにこだわる必要は

ない)､それぞれに次のような現象を言い表している。生産の柔軟化､制度の脱埋め込みや「空

洞化｣、アイデンティティの源泉の断片化、国民国家の弱体化、合理的知識や専門知識への

幻滅、一般化した不確実性の感覚、リスクと不安定性、モニタリングと再帰性の新しい諸実

践、民主主義の規範の分配、説明責任と参加、新しくより多様な観念をいっそうの速さで流

通させる知識の拡張するネットワーク、家族生活の複数化された形態、消費の多様化、労働

市場への参入や仕事やグローバル経済における変化一。再び後知恵的に言ってしまえば、

この時期のもうひとつの重要な特徴は、新興工業国群NICs(有名なのは中国、インド、ブ

ラジルである）が台頭したことと、グローバル金融部門が革新的だが向こう見ずな発展を遂

げたことである。後に人類史上最大の信用バブルだったと判IﾘIしたバブルの崩壊（たとえば

Turner(2010)参照）はとりわけ世界中の子どもたちに今後何年間も影響を及ぼすにもかか

わらず、これらの変化は、当時の社会学者からはあまり言及されなかった。

いずれにせよ、私がここで述べたいのは、「子ども」は、20世紀後半の急速な社会変化に、

あらゆる直接的、間接的な形で関係し影響を受けたということである。1970年代半ばには

すでに、少なくとも世界のいくつかの地域で、「子ども」の文化的（または表象的）危機の

兆候があったことは有名である。このことのひとつの指標は、この時期以降、「子どもの消

滅」を宣言する半学術的あるいは一般向けの言物が、多かれ少なかれ出版され続けていると

いうことである。Postman(1983)は有名であるが、他にも無数の書物がある(Buckingham

(2000)は、その手の本に対するすばらしい議論と批判を行っている。英語圏での［その手の

本の］最新の例は、Palmer(2006)である)。こういった評論家の誤りを暴くのは比較的容易
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であるが、それはここでの論点ではない。そうではなくて、こういう書物が絶えず出てくる

ということ自体が､「子ども」にまつわる古い諸観念がもはや適切だと思われておらず､「子ど

も」の特徴に変化が起きていて、今も起き続けているということを示していよう。私見では、

こういった評論家たちは、「子ども」と「大人」の境界が弱体化していることに関心を向けて

いるという点では正しいが、弱体化の趨勢を覆そうというその処方菱は、百歩譲ってそうす

ることが望ましいとしても、住々にして非現実的すぎる。

とはいえ、現代の「子ども」の様相は、疑いなく変化した。標準的な「子ども」という考え

方はいつでも疑わしいが、20世紀末に近づくにつれて、「子ども」という経験が寸断されつつ

あることは明らかになってきた。たとえば、北側の経済先進国では、「非標準的」家族状況で

生活している子どもたちの割合が、もはや規範的イメージからの単なる逸脱とは見なせない

規模に達してきた。さらに、これらの新しい家族形態は非常に多様で、ほんの2つ3つのバ

リエーションからなる精徹な図式に分類することなど困難である。同時に、いっそうの豊か

さを最も享受する子どもたちと最も恩恵を受けない子どもたちとの間の経済的差異が増して

いるという証拠がある。たとえば、2001年のOECD調査では、子どもたちの間の収入の分

布がより不平等になっているかを間うている。どうやら、答えはイエスである。対象となっ

た先進国17か国のうち、12カ国で子ども間の収入の不平等が拡大していたのである(Oxley

etal､2001,p､378)。この傾向は、北側諸国に限らない。たとえば、不平等は、中国でも急速

に拡大している(Kanbur&Zhang2005)。全体の所得が増力llしているとはいえ、臨海部の都

会の産業地域が地方の内陸部を圧倒しているのである。加えて、この時期には、トランスナ

ショナルな移動の新しい波(Martin2001)や、新しい情報コミュニケーションネットワーク

の発達とも関係した、文化的グローバリゼーションの進展が見られる。新しい人々や新しい

物や新しい情報が埋め込まれローカルなニッチを見つけ出すにつれて、これらの趨勢のそれ

ぞれが、多くの特定の地域における年少人口に新しい多様性をもたらしたのである。

近代主義的社会学

これらの、そしてその他の変化は、近代主義的社会学を侵食し、それをますます後期近代

に不適切なものへと変えていくような、社会生活の複雑な混乱の一部であった。Baumanに

よれば、モダニティの基本プロジェクトは、秩序の探究、純粋さ、アンビバレンスを排除す

る衝動である。そのため、「混合への恐怖は、分離することへの強迫と表裏一体である（･･･）

近代の知と近代の実践の双方の中心枠組みは、対立項、より正確にいえば二分法である」

(Baumanl991,p.14)。近代主義的社会学は、この一般傾向を反映している。それは、社会

的世界を別個のトピックに振り分けていくような二分法の増殖によって特徴づけられる。構

造／エイジェンシー、ローカル／グローバル、アイデンティティ／差異､連続／変化などの…。

［しかし］遠くない過去に比べて著しく無秩序化した諸社会に直面して、社会理論は新しい

分析用語を探さねばならなくなった。いかなる新語がつくられようとも、それらはみな、モ

ダニティが懸命に目指したように対立項を整然と分離するのは、もはや現代の社会生活を理

解するのに適切ではないという感覚を言い表そうとしているのである。

1へ可
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新しい子ども社会学が登場したのは、このような時点、つまり、社会生活の特徴の変化の

ただ中であり、社会理論の危機の最中であった。それは、すでに自己懐疑と不安定化と問

題化の時期に入った社会学的伝統と理論的装置に結びついて登場した。1980年代や90年代、

社会学はいわば、20世紀の大半にわたって社会学に知をもたらしてきた近代主義的前提を

掘り崩す、一連の複雑な社会変化に必死に追いつこうとしていた。これに伴う問題は、近代

主義的な社会理論に「子ども」を取り扱う余地があまりなかったということである。そのた

め、子ども社会学は二重の課題を頂戴することになった。第一に、「子ども」の場所を社会学

的言説の中につくること、第二に、現代の不安定化する現象のひとつとしての、「子ども」の

複雑さと暖昧さとに向き合うことである。全体としては、新しい子ども社会学は、この課題

の第二の部分には現在ようやく取り組み始めたところにすぎない。むしろ、今までの努力の

大半が、近代主義的社会学の中に「子ども」の場所を主にその望むとおりに空けるほうに費

やされてきた。言い換えれば、社会学に「子ども」を差し込むという企ては、主として二分

法化された一連の対立項の中で達成されてきたのである。

新しい子ども社会学の二つの鍵要素一子どもたちのエイジェンシーと、社会構造の形式

としての「子ども」という発想一は、近代主義的社会学から、ほぼ修正されない形で直接

的に導き出されたものである。このことが、いくつかの奇妙なパラドックスをもたらしてき

た。社会理論が主体を脱中心化することで、後期近代と折り合いをつけようとしているまさ

にそのときに、子ども社会学は、子どもたちの主体性に焦点を当てることで、主体という考

え方を延命させようとした。また、社会学が移動性や流動性、複雑性といったメタファーを

探しているときに、子ども社会学は、構造としての「子ども」という大建造物を打ち立てよ

うとした。子ども社会学は、まさにモダニティで進行している変化に適合した社会理論自体

が構成されようとしているときに、モダニティの入り口に到達したのである。「子ども」に関

する社会学は、近代主義的社会理論それ自体が、その概念範囲を超え出たりそれを無にした

りする社会変化によって破壊されつつあるときに、その中核に追いつかねばならなかった。

つまり要約すると、社会学の「子ども」との避遁は、後期近代によって特徴づけられる。モ

ダニティに関する社会学的諸前提が侵食されようとしているまさにそのときに、その諸前提

が遅まきに「子ども」に到達し、近代主義的社会学の対立的二分法の内部で、それを超えな

い範囲で自らを打ち立てようとしたのである。

子ども社会学の二元論

エイジェント

ここでは、このような二元論のうちの3つに焦点を当てたい。行為主体としての子どもた

ち／社会構造としての「子ども」、社会的構築物としての「子ども｣／自然としての「子ども」、
ピーイング ピヵミング

存在としての「子ども｣／生成としての「子ども」である。最初の例は、社会構造の一特徴

としての「子ども」と、行為主体としての子どもたちとの間に打ち立てられた問題含みの二

元論である。それ自体を見た場合、両方のアプローチには、多くの賞賛すべき特徴がある。

社会構造としての「子ども」という考えは、ある既存の社会における「子ども」なるものの大

規模かつ永続的な様式に関心を寄せている。これらを理解するために、この考え方は、たと
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えば高齢者などの他の社会集団と比較した場合の子どもたちに注がれる資源配分の推移に注

目する。この考え方によれば、原因と結果の長期的連鎖を考えることができ、ある社会の

｢子ども」の形が、そこから空間的時間的に隔たった諸現象によって形づくられると見なせる。

しかし、問題のほうに目を向けると、このようなアプローチはたいてい、最も一般には国民

国家という意味で安定的で境界のあるものを維持するのに何が必要かや、それらの内部ない

し間の「子ども」の比較パターンにどのようなバリエーションがあるかに関心を寄せている。

このアプローチは、国家と同義とされた諸社会の間の境界が変化することや、境界を横断す

る流れがあることには、どちらかといえば関心を持っていない。境界を取り締まる国民国家

の権力の相対的な低下には悩まされず、自明とされた境界の内部の「子ども」の形を均質と

見る傾向がある。それがいかにして産出されたかよりもパターンに焦点を当てるというよう

な、ある種の形式主義に陥る傾向があり、その結果として、いかにして規模や安定性が達成

されたのかを軽視する傾向がある。このアプローチは、ある活動のパターンがいかにしてそ

の規模の大きさに到達したのかや、まさに「構造」というメタファーで表されるような安定

性をいかに獲得したのかを理解しようとするのではなく、大規模なパターンが個人ないし集

合的行為主体の行為を説明できると見なしている(Callon&Latourl981)。
エイジェント

子どもたちを行為主体と見る研究は､構造としての「子ども」アブ･ローチの鏡像である。｢子

ども」childhoods－ここでは、たとえ一国民国家内部の話だったとしても、単数形ではな

く複数形である－は、人間行為主体間の反復的相互作用を通して、より多様かつローカル

に構築されるものと見なされている。社会生活は総じて、より偶有的でもろく、継続的に働

きかけ維持し修復されるべきものとされる。大規模なパターンは認識されているが､「外部

の」構造が提供するとされている資源や制約に言及することで、どちらかと言えば認識して

いる素振りをするといった体である。これがいかにして達成されたかは、めったに詳しく説
アクター ェイジェンシー

明されない。子どもたちの行為者としての行為主体性は、しばしばもっともらしく言及され、

多くの説明を要さない人間の本質的で自然発生的ともいうべき特徴と捉えられている。この

アプローチの実質的な目新しさは、［新しい子ども社会学でしばしば強調されてきたように］

子どもたちはとにかくエイジェンシーを持っているかもしれないと見て、研究者にそれを認

識したり書き留めたりするように命じるところにあるのである（たとえば、'I1norne(1993)、

Mayall(1994)、Corsaro(1997)参照)。

自然と文化の二項は、子ども社会学の二分法の2つ目の例である。この二分法は、おそ

らく、社会的構築物としての「子ども」の批判的考察を通して考えられてきた。相互作用

論的社会学と同様、社会構築主義的アプローチは、共存し重なり合い衝突し合う「子ども」

childhoodsの複数性に焦点を当てる。その強みは、すべての現象が関係的に産出される方法

に関心を向けるところにある。つまり、「大人」も「子ども」も、言説行為の中で産出される

効果として扱われる。この見方は、エイジェンシーも構造も同様に－言説内で産出される

効果として－扱う。それらがいかなる条件下で、いかにして互いを産出するかを知りたい

と、両者を脱中心化する。この子ども研究のジャンルは、ポスト構造主義的な論考を利用す

るため、近代主義的社会理論の二元論に直接挑戦しており、この意味で、子ども社会学の中

での二元論の支配から逃れる方向性を示している。
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しかしながら、この理論的な方向性の代償はやや大きい。つまり、言説（たとえば､語り、

表象、象徴化）に、社会生活、そして「子ども」を構築する際の媒体としての、独占的地位

を認めてしまうのである。社会的に構築された子どもという説明は、常に言説を特権的なも

のと扱う。中には、明らかに「子ども」に対して理想主義的すぎるものもあるし、単に社会

生活の物質的な構成要素について語らないものもある(Proul(2000)参照)。それが自然、

身体、技術、人工物や建築のどれと捉えられていようと、せいぜい物質性に対する暖昧で居

心地の悪い回避的態度があるだけである。

Latour(1993)が、モダニテイにおける数々の二元性が、文化と自然の根本的分離一彼が、

｢自然」科学と「社会」科学の分離をつくり出す歴史的条件と見なしている分離一によって

もたらされたと議論したことは、よく知られている。この［知の］配置において、「科学」は

文化の外部にあると考えられている「自然」をその対象とし、自然の外部にあると考えられ

ている「文化」と「社会」は､｢社会科学」なるものへと委ねられた。Urryが述べるように､｢最

近まで、このような自然的事実の世界と社会的事実の世界にもとづく学問的区分は疑う余地

もないものであった（…）自然と社会とのあいだには亀裂が存在すると考えられていたので

ある」(Urry2000,p.10=訳書,2011,p.9)。

私は、これが子ども社会学に直接関係していると強調したい。社会学によって「子ども」

が長いこと無視されてきたひとつの理由は、「子ども」が、自然と文化の区分に挑むものと見

なされてきたことにある。Haraway(1991)が､「子ども」を、モダニティが打ち立てた文化／

自然の分裂にまたがるという理由で、モダニティから逃れる現象のひとつとしてあげている

ことは、特筆すべきだろう（他にあげられているのは狂気と女性の身体である)。一部自然

で一部社会的という「子ども」のハイブリッドな特徴は、諸現象を二分法化することに関心

を持つ近代主義者のメンタリティには、明らかに居心地の悪いものである。見出された不完

全な解決策一｢子ども」を自然へと（つまり、生物学や医学やそれらの延長へと）譲渡する

という解決策一は、20世紀後半まで維持されてきた。これは、社会学において社会化(社

会的になるsocial-jzα"0"）という観念へと変換された。子どもたちは、社会的なものの一部

になるまで、自然の一部だとされたのである。「子ども」は社会的構築物だという発想に基づ
リ バ ー ス デ ィ ス コ ー ス

く子ども社会学の確立は、この観点から見ると、反転言説にすぎないと露呈する。これは

生物学的還元主義をひっくり返し、社会学的還元主義に置き換えるものである。「子ども」を

自然と見る生物学的還元主義への対抗としては有益であるが、究極的には言い過ぎである。
ピヵミングス ピーイングス

3つ目の例は、「生成者」としての子どもたちと「存在者」としての子どもたちという、よく

知られた二分法である。新しい子ども社会学の論者の一部にとって、これは、子どもたちを

存在者であり生成者でもあるとは見なせないような［否定しがたい］対立項であり、しばし

ばドグマ的に主張されてきた。それ以外の論者にとっても、これは、いつもやっかいな対立
ビーイングピカミング

項であった。たとえば､Christensen(1994)は、存在／生成の区別は、子どもたちの「存在」

が、記憶された過去と予期された未来を伴った時間の中で生きられたものと理解される場合

に限って、有益だと指摘した。彼女によれば、存在は時間性を欠いてはありえない。同様に、

Lee(1999)は、この対立項は、近代主義的社会の観点から理解可能であったとしても、雇用

や家族における最近の変化に直面して維持するのが困難なものになってきたと示唆し、子ど
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も社会学は存在と生成を両方認識する必要があると議論している。これらの変化は、子ども

の生同様に、大人の生もまた未完であるということを可視化してきた。大人たちも子どもた

ちも、存在者ないし人としての立場に敬意を払われるべきだということを脅かされることな

く、生成者と見られるべきである、というのである。[翻って］新しい子ども社会学は、子ど

もたちは［一人前の存在者になる前段階ではなく］「それ自体で｣存在者であると強調するこ

とで、相互依存の複雑な網の中に属することなく人間でありえるとでもいうような、自律的

で自立した人という神話を是認するというリスクを冒してきた。そのため、IFeは、新しい

子ども社会学を、存在者としての子どもたちという発想に一方的に基づいていると批判して

いる。むしろ、子どもたちも大人たちも共に、みなが不完全で依存的な多様な生成者として

見られるべきなのである。

排除された中間部に再注目する

ここまで探究してきたいくつかの二分法が、子ども社会学にはびこる二分法のすべてとい

うわけでは、もちろんない。しかし、ここで重要なのは、このような対立項の完壁なリスト

をつくることではなく、むしろこの領域の分化がもたらす主要な問題を同定することである。

これらの対立項に基づいた著作がなんらかの洞察を生んでいないことが、問題というわけで
●●●●●

もない。そうではなく、理論的カテゴリーとして、それらが相互排他的なものとされている

ということが問題なのである。対立する両項が、両者を媒介するものをすべて抹消するか振

り分けてどちらかに帰属させてしまうことで相手の領域から自らを区別しているので、両者

の間のつながりのいかなる地点も発見することは難しい。両項は、自らが打ち立てた対立項

の間の媒介やつながりから注意を逸らそうとする。この意味で、対立項は、両項の下ないし

間にあるあらゆるものを排除し、相互依存の痕跡を消し去り、現代の「子ども」childhoods

の構築のされ方の重要な特徴を覆い隠してしまう。
エクスクルーディッドミドル

本稿の後半で、私は、この「排除された中間部」を包摂する、いくつかの戦略を考えた

い。すでに刷り込まれた二分法の集合から始めるかわりに、私たちは、「子ども」を、分

離された二極のどちらか一方の極に簡単に還元できないような複雑な現象と見るべきで

ある。私は、ここで、なんらおもしろみのない「中庸」を主張しているわけではない。私

が念頭に置いているアプローチは、イタリアの哲学者Bobbioのそれと似ている。彼は、
インクルーディッドミドル

｢包摂された中間部」について、「[それは］対立する二項の間に自分の空間を探り、そこに押

し入ることであって、二項を排除するのではない（･"）［それによって、対立する二項は］同

時に両方を見ることができないコインの裏表のように、互いに排除し合う2つであることを

やめるのだ」(Bobbio1996,p.7=訳書,1998,p.11、訳は改めた）と述べている。

しかし、Bobbioは、自らが超越しようとする対立項から上位の統一体を創出しようとす

るが、私はどちらかと言えば、下部にある、対立項がそこから立ち上がったり立ち消えた

りする条件を探究したい。この戦略は、Latour(1993)の「アクターネットワーク」の概念や

Deleuze&Guattari(1988)の「リゾーム」という比嚥により近い。どちらの場合も、そこから、

区別や二分法を含む新しい現象のとめどない流れが創出され立ち現われるような、物質や実
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践に注目している。これが｢子ども」の様々な形を構築する排除された中間部であり、そこ

に我々は関心を向けねばならない。この最終地点に向かって、私は、そのようなう°ロジェク

トを導くのに助けになるかもしれない、5つの鍵概念に言及したい。

学際性

私の議論の即効性のある実践的インプリケーションのひとつは、「子ども」研究の学際性の

強化が必要性だということである。この領域は、社会学、人文地理学、文化人類学、歴史学、

心理学などが関わっており、すでに大いに分野横断的であり、共同研究を広げていくあらゆ

る機会が奨励されている。差異と同時に共通墓騨を探究するような対話をさらに行っていく

ことが、ここでは有益であろう。より大胆に言ってしまえば､｢子ども」に関心のある社会科

学者は、生物学や医学に、より直接的に関わるときではないだろうか。これらの科学は、よ

かれあしかれ現代の「子ども」の社会を理解し構成するのに重要な役割を果たしている。同

様に、社会科学者はまた、文化的テクストや表象実践がいかに「子ども」についての日常的

諸言説を形づくっているかをよりよく理解するために、芸術や人文科学にも、もっと意味の

ある形で関わるときではないだろうか。これは、革新的な実践者たちが、社会科学研究と

芸術研究の境界領域を模索し始めたことを考えれば(たとえばGallagher&Lortie(2007)参

照)、特に強調できよう。

このような学際性を要求するのは、主に「子ども」が複雑な現象だと認識しているからで

ある。この複雑性は、Latourが｢社会的なものの異種混渚のネットワーク」と呼ぶものを通

して構成された、｢子ども」のハイブリッドな特徴に由来する。これらは､Latoul･によれば「自

然のように実体的で、言説のように語られるものであり、社会のように集合的なものである」

(Latourl993,p.6=訳書,2008,p.20)。ひとたび社会生活が異種混渭的なものであると認識さ

れれば、この世に存在するもの（たとえば、人々、大人たち、子どもたち、身体、精神、人

工物、動物、植物、建築）を文化か自然かにアブ°リオリに分配することは、考え直されるこ

とになる。社会現象は、文化と自然が寄せ集まって実現するような、複雑な実在として理解

されるべきである。純粋な物などもはやなく、あるのはI_atourが｢準主体」と「準モノ（準

客体)」と呼ぶハイブリッドのみである。言うまでもなく、これは、自然的なものと文化的

なものの安定した既存の分化を出発点とするより、分析的にははるかに挑戦的であるが、存

在論的なためらいを促進することで､「子ども」研究の学際的な目標に貢献するかもしれない。

シンメトリー

異種混清の要素の移りゆくネットワークは、経験的には多様だが、原理上は異なった分析

は要求しないような組み合わせで、ライフコースに広がっている。この点において、子ども

たちを大人たちから、あたかも存在として異なった種族かのように惑意的に分離する必要は

ない。むしろ、探究すべきは､子どもと大人の両者の区別自体を含む異なった諸様態が､様々

な自然的で言説的で集合的でハイブリッドな諸物質の複雑な相互交流やネットワーキングや

編成からいかにして現れたかである。このアプローチは、Callon(1986)が、別の文脈で「シ

ンメトリー」なアプローチと呼んだものであり、「子ども」の分析に物質性を呼び戻すことに

可へ戸
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もなる。このアプローチは、「子ども」を、言説を通して構成されたものと見るだけでなく、

非常に多様な異なった物質的な人工物とともに具現化されネットワークの網に取り込まれた

ものと見なすことを可能にする（この立場に関するより詳細な議論はProut(2000)(2005)参

H召､
ハ、、ノo

ネットワークと媒介

これは、「子ども」がどのように配列されているかについて語る分析言語を探すという一連

の関心へとつながることになる。ここまで概観したように、新しい子ども社会学は、［これ

に対して］3つの問題ある選択肢を我々に突きつけた。ひとつは、大規模性や安定性や決定

論を強調する、「構造としての『子ども｣」「システム」｢秩序」といった一連のメタファーであ

る。もうひとつは、相互作用論に由来する、ローカルな交渉によって成り立つ秩序としての

｢子ども」という観念である。これは、行為主体の働きを強調するが、しばしば主意説に傾

きすぎることにつながる。ポストモダニズムによって示されたさらに別の選択は、安定性と

いう概念を避け、流動|生や絶え間ない変化だけを見るというものである。

アクターネットワーク理論(ANT)を採用すると、｢子ども」を、時に競合し時に葛藤する

様々な諸配列の集合体として見ることが可能だと示すのに「ネットワーク」という比嚥を用

いるという、第4のより有望な選択肢がもたらされる。これらの配列は、もろいこともあるが、

安定的なものとなることも広まることもそれによって大規模に発見されることもある。ま

た、衰えたり縮小したり、非常に小さい特定の文脈に限定されたりすることもありえる。ネ

ットワークという概念は、近代主義的社会理論が提供する二極化された選択肢の間にあるよ

うな配列を言い表す言葉を提供してくれるように見える。たとえば、ANTは、エイジェン
アクター

シー／構造という対立項を避ける有益な道筋を示している。第一に、ANTは、行為者とは

多くの異なった種類であり得るとしている。つまり、子どもたちや大人たちのような人間の

アクターはもちろん、人工物や技術といった非人間のアクターもあり得る。これらはみな、

結合したり切断されたりするネットワークを通して産出される（そして、おそらく安定化さ

れる）、文化と自然のハイブリッドとして取り扱われる。第二に、このことは、アクターは、

ひとりひとりの子どものような小さなものから、国家やグローバル企業などの大きなものま

で、あらゆる大きさであり得るということを意味する。というのは、すべてのアクターは、

たとえ点として現れたり行動したりしているかもしれなくとも、ネットワークとして理解さ

れるからである。個々の子どもであろうと、国家やグローバル企業であろうと、すべてのア

クターの背後には、複雑で大なり小なり結合した人々と物のネットワークがある。安定化し

たネットワークは、近代主義的社会学が｢構造｣や「システム」と呼ぶような固体のように見

える。しかし、そのような明らかに耐久的なネットワークでももろくなりうるし、いつも不

完全で解除可能である。新しいネットワークが現れることもあり得るし、それが途中でだめ

になる可能性も、適切な条件下ならば安定化して大規模になる可能性もある。言い換えれば、

新しい一連のネットワーク結合一たとえば子どもたちとテレビやインターネットのような

技術の間の－ができたとき、「子ども」の新しい形が立ち上がるのである。このような新し

いネットワークは、古いネットワークと重なったり共存したりするかもしれないが、衝突す
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るかもしれない。したがって、鍵となるのは、特定の子ども時代や子どもの形が、その内部

やそれを通して産出されるネットワークについて問うことである。

Prout(2005)で、私は、そのような立場を、I_atourとアクターネットワーク理論のみなら
ア ジ ャ ン ス マン

ず、Deleuze&Guattari(1998)の拡張と鎖列という観念を用いて概説した。Lee(1999)は、

ブラジルのストリートチルドレンと警察の間の抗争や、英国の裁判所の虐待の事件における

子どもたちのビデオ証言の導入といった一連の例を論じるのに、拡張と鎖列を用いることで、

この立場を発展させてきた。これらの議論は、人間と非人間の様々な組み合わせが、重なり

合ったり互いを支え合ったりしながら－また実際には衝突したりする可能性も含みながら

－いかにして不完全かつある程度安定した様々な「子ども」の配列として取り扱われるか

を示すことで、それぞれのテーマを描き出したのである。

移動性

中間部を包摂することに焦点を当てるということは、移動性や境界を超える流れを優先す

るということを意味している。Urry(2000)によれば、20世紀型の明確な境界を持った実在

としての社会という観念が凋落し、新たに移動性を社会学的に強調することが必要となった。

｢諸社会」は、ますます多孔化する境界を固定することが次第に難しくなり、そこを通り抜

け横断する人々や情報や製品の強力な新しい流れを規制し抑制するのに、ますます下位レベ

ルの防御策を講じている。これらのう°ロセスは、「子ども」にも密接に関係する。このひとつ

の面は、Thorneとそのカリフォルニアの同僚たちの「トランスナショナルな『子ども』」研

究にうまく描かれている。そこでは、移動に焦点を当てることなしには「子ども」の多様性

や複雑性を理解することが不可能であることが描かれている(Orellanaeta1.2001)。この研

究は、子どもたちが国境を行き来しながら、世帯を形成したり再生したり、世帯に加わった

り肚帯から離れたりしている様を見せてくれる。もうひとつの例は、Frznes(1997)であり、

世界中の大都市に住む移動性の高い豊かな専門職中流階級の、高度に隔離された「子ども」

の形の登場を描いている。こういった「子ども」childhoodsは、どこの大都市であろうとも

似通っていると同時に、都市の貧困層の「子ども」childhoodsとはかなり異なっている。

そのような流れは、グローバルなものとローカルなもの、大きなものと小さなもの、壮大

なものと平凡なものの間のつながりを描いている。移動性は、私たちの研究の規模にかかわ

らず、今日的なテーマなのである。このことは、子どもたちによって、また子どもたちにと

って、家庭がいかにして構成されているかを見たChristensenetal.(2000)の論考でよく描

かれている。子どもたちに「家族の時間」の意味を尋ねたインタビューから、伝統的に安定

的なものとして理解されてきた「家庭」が、私たちが家庭と呼ぶ空間に出たり入ったりしな

がら様々な家族のメンバーが｢行ったり来たり」する場所として意味を与えられていること

が示されている。移動性は、個々の家庭から世界の様々な地域間での大量移民といったスケ

ールまでのあらゆる規模において重要である。

しかし、トランスナショナルな移動は、人々のみならず、子どもたちが日常的に関わり得

るような製品や情報や価値やイメージの流れも含んでいる。これらは、Buckingham(2000)

のようなメディア研究者に注目されている。彼は、新しい子ども社会研究が子どもたちの生
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活のメディア化を無視していることを、正しくも批判している。事実、製品や情報や価値

やイメージのこの流れは、社会化に深い関わりがあるし、ある意味で新しい子ども社会学

の基礎をつくったとも言える。幼い子どもたちが日常生活の大半を家族から離れて－学

校や放課後クラブや保育施設で－過ごすようになったとき、ますます複雑な社会化プロ

セスが発生する。このことは、「二重の社会化」という発想をもたらした。ドイツの教育専門

家Giesecke(1985)は、何年か前に、子どもたちが大人たち同様に多元化された社会に暮ら

していると論じた。子どもたちは、両親、学校、メディア、消費実践、仲間関係からの、競

合したり補完し合ったり齪蹄があったりする様々な諸価値や諸視点を突きつけられている。

Gieseckeは、親や教師やその他の子どものケアに責任を持つ人々は、こういった様々な諸

要因を全体として統制し操縦する力をなくしてきていると言う。したがって、個人的にであ

れ集合的にであれ、子どもたちが、自分たちが生活している世界について一貫性を発見し理

解しようとしていると認めることが重要である(Christensen&Prout2004)。

この意味で､「子ども」の居場所［の問題］は、それらを横断する流れをよく見ることで理

解できるかもしれない。たとえば、学校は、他の学校や家庭や遊び場や放課後クラブ、企業、

地方自治体、労働組合、省庁、裁判所などと関係している。人々は、様々なぶつかり合う考

えや経験、理想、価値、ビジョン（言説をつくり上げるすべてのもの）と、様々な物質的資

源とを伴いながら、これらの境界を横断する。物も同様に境界を横断し、同様の役割を果た

す。そこには、学習指導要領、教材、財政政策を策定する文言などのテクストや、学習にお

いて他でもないある特定の方法で作用し、他でもないある特定の可能性を助長するような機
アクタン

械（たとえばコンピューター）が含まれる。これらは､ハイブリッドな行為項､すなわち､様々

な状況下やその間を流れ、そこで「子どもなるもの｣$childhood'として立ち現われるものを

構築する役割を果たしているかもしれない人々や物である。こういった流れを追跡すること

で、私たちは、これらの「子ども」childhoodsをよりよく理解することができる。

関係性

最後に、私は、Alanen(2001b)で提案された「世代関係」という概念にとりかかりたい。

このアプローチは、社会学者が社会構造を語るのにしばしば用いる、階級秩序やジェンダ

ー秩序に並んで､「世代システム」や「世代秩序」という観念を確立しようとするものである。

この定義において、世代は、「子どもなるもの」@child'と「大人なるもの」Gadult'の地位を産

出する関係性のシステムと見なされている。Alanen(2001a,p.12)は、世代という概念を、「社

会的地位間の社会的に構築された関係性のシステムであり、そこにおいて子どもたちと大人

たちが互いとの関係で定義され、また特定の（この場合世代的)構造を構成する特定の社会

的地位の保持者であるもの」と考えられると書いている。この点で、世代についての彼女の

構造主義的発想は、最初にMannheim(1952/1927)によって理論化され定着した意味におけ

るほどには、時間に伴う変化に関心を割いていないように思われる。Alanenが、社会シス

テムのある程度永続的で安定した特徴を形づくるものとして、大人たちと子どもたちの関係

性のパターンに焦点をあてるのに対して、Mannheimが、同じ時代に生まれ同じ歴史的経験

を共有した人々のコホートが、特定の世代集団（たとえば｢ベビーブーマー」や「ジェネレー
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ションX｣など）に所属するというアイデンティティを持つようになるのか、なるならばい

かにしてかに関心を持っている。したがって、Alanenの概念が志向するリサーチクエスチ

ョンは、Mannheimによる歴史的、社会的う°ロセスについての問いとは異なっている。むし

ろ、彼女の関心は、「目の前のローカルな関係より広く、潜在的にはグローバルな社会シス

テムにまで拡張できる、子どもたちがそれを通して社会関係の構造化された集合に埋め込

まれるような、直接的ないし間接的な不可視の関係を見つけること」にある(Alanen2001b,
ジェネレーショニング

p.142)。これは、とりわけ「世代化する」実践の観点から子どもたちの日常生活を検討する

ような研究や、その特定の「子ども」の実践が用いる（物質的、社会的、文化的な）資源がい

かにして入手可能となるかを検討することを通して可能になると言う。

このような立場は、多くの点で､私が本稿で描き出してきた研究の方向性と合致する。「子

ども」を本質化されたカテゴリーと見る視点を離れ、諸関係の集合の中で産出されるものと

見る視点をとっており、「排除された中間部」［という問題系］に関係している。これは、「女

性」に焦点を当てていたフェミニスト社会学が「ジェンダー」に関心を向けるようになった

ことと、いくつかの点で並行している。この意味で、この視点は、ここまで議論してきたの

と同様の方法で、「子ども」と「大人」をともに産出するような諸関係に焦点を当てている。

また、原則として、言説的資源と物質的資源の双方（そしてそのハイブリッド）と、「子ど

も」の構築に巻き込まれる諸実践に関心を持っており、この意味で、この研究視点は少なく

とも「子ども」のハイブリッドな性格に開かれている。しかし、Alanenは、ネットワーク

や鎖列ではなくシステムや構造という言葉を用いているように、世代関係の安定性や固定性

を強調する傾向がある。その結果、世代システムという発想は、世代構造の本体的プロトタ

イプがあり、あらゆる経験的バリエーションは単なる事例と見なせるというような考え方に

舞い戻ってしまう。「階級システム」や「ジェンダー秩序」と同様に、このような考え方は、

プロセスであるものを完了した生産物に、つまり、説明されるべきものではなく説明に使え

るような社会学的抽象概念に、すり替えてしまうリスクがある。そうではなく、私は、世代

のう°ロセスを、複数の「世代秩序」が可能であり、その登場や成長、縮小、耐久性や安定性

がアプリオリな理論的前提ではなく経験的探究の対象となるような、開かれたものにしてお

くことが重要だと考える。

このアプローチを採用した経験的探究の例としては、Mannion&1'Anson(2003)のアート

センターの運動スペースのデザイン変更への子どもの参画の研究がある。私から見ると、こ

の研究は、世代関係を、異種混渚の諸要素一物質的、文化的、空間的、言説的など－の

間の戯れの、開かれた偶有的で創発的な産物と見ることが可能だということを示している。

世代関係をつくり上げ産出するのは、根底にあるが不可視で不可欠な世代構造の不可解な働

きというより、こういったものなのである。この研究は、大人たちと子どもたちが、新しい

協働の仕方を発見することで、空間やその場の物質的組織を再構成するのみならず、その一

環として、大人／子どもの区別と関係やそれと関係した「大人」と「子ども」の構築をいかに

して変化させたかを見せてくれる。彼らは、これらが全く安定的で固定的ではないことを示

し、Deleuze流の開かれた非目的論的な生成という観念に依拠することで、いかにして大人
ビカミングス

たちも子どもたちも不完全な生成者でありえるかを示している。このような異種混渚の諸要
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素の移りゆくネットワークは、経験的には多様だが、原理上は異なった分析は要求しないよ

うな組み合わせで、ライフコースに広がっている。この点で、子どもたちを大人たちから窓

意的に分離する必要はない。むしろ、ここまで見てきたように、必要なのは、様々な自然的、

言説的、共同体的、ハイブリッドな物質の相互作用やネットワーキングや編成から、いかに

して様々な子どもと大人の様態が現れてくるのかを見ることである。

結論

学際性、シンメトリー、ネットワーク、移動性、関係性といった言葉づかいは、子ども社

会学の排除された中間部を再包摂することに関心があるのであれば、重要だと私には思える。

このアプローチは、近代主義的社会理論の対立的二分法を反復してしまう可能性がより小さ

い。私たちの時代を特徴づける「子ども」と「大人」の不安定化と多元化とより調和するもの

であり、それらを産み出してきたプロセスをよりうまく把握することが可能であろう。要す

るに、このアプローチは、子ども社会学が今踏み出さねばならない（と私が考えている）「モ

ダニティからの一歩」の一環なのである。
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注
仙

アクター

私は｢新しい子ども社会学｣［という総称］を、社会的行為者としての子どもたちと、社会的に構築

された実在や制度としての｢子ども」を概念化する、一連の著作を指すものとして使っている。こ

の動きは1970年代に始まり、1990年代に体系化された。指標となるような著作は、Qvortrupetal.

(1994)、Corsaro(1997)、Jamesetal.(1998)などである。

訳注

(1)英語のchildhoodには､｢子ども時代｣という人生の時期区分の概念のみならず、理念的かつ直感的
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な意味合いを持つ｢子どもなるもの｣｢子どもであること」いう観念が含まれている。これを｢子ども

期｣とのみ訳出してしまうことは不自然である。sociologyofchildhoodに対して､｢子ども社会学｣と

いう語が曲がりなりにも存在し、｢子ども」という抽象的観念について論じる際、日本の研究ではし

ばしば｢子ども｣やく子ども〉と折弧を用いることから、子ども社会学sociologyofchildhoodという

術語の時を除き、childhoodには、原11|｣としてかぎ括弧つきの｢子ども」をあてることとした。(1ﾘjら

かに人生の時期区分を表しているときは､｢子ども時代｣と訳す｡)|司様にadulthoodもかぎ括弧つきの

「大人｣とした。なお、本稿では､｢子ども｣概念の多様性やハイブリッド性などの一枚岩でなさを述

べるために、しばしばchildhoodsと複数形が用いられている。これについては、その都度、複数形

であることがわかるように原語を添えた。

(2)単数形と複数形を厳密に区別しない日本語において､｢子どもたち」という訳語はやや冗長に見える

かもしれない。しかし、子ども論において、childとchildrenの使い分け－さらには、achildか

thechildかは、言及対象の子どもがひとりか複数かという点にとどまらない意味を持つ。childとい

う単数形が、一枚岩の、しばしば規範的な子ども像を想定して川いられているのに対して、新しい

子ども社会学などでは、目の前の具体的な子どもひとりひとりの差異を尊重するという意味合いを

含めて、通常childrenという複数形を用いている。したがって、ここでは、その違いを重視し、原

語がchildrenの場合は、煩雑でもすべて｢子どもたち」と訳出した。adultsも同様である。
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【訳者解説】

本論文の著者、AlanProutは、英国の子ども社会学を牽引してきた論者である。ウォリッ

ク大学教授等を経て、現在リーズ大学の非常勤教授を務めている。英国経済社会研究会議

(ESRC)の"Children516ResearchProgramme"のディレクターでもあった。その視角の特

徴は、社会科学全般の潮流に子ども研究を位置づけようとする理論志向にある。実践志向が

強く、子どもへの共感的立場の論者が多い領域において、理論的に「子ども」や子ども社会

学とは何かを問い続ける数少ない論者であり、多くの編著を出版している。

AllisonJamesとの共編著、ConstructingandReconstructingChildhood(1990/1997)は、

本論文冒頭に述べられているように、1970,80年代に子ども・教育関係の研究領域で同時

多発的に起きた新しい研究潮流を「子ども社会学の新しいパラダイム」と位置づけた、子ど

も社会学のもはや古典と言うべき著作である。その次に言かれたJamesおよびChrisJenks

との共著、'I11eorizingChildhood(1998)は、新しいパラダイムに含まれる視角を分類しつつ

研究視点を多角的に提示する良質の教科書となっている。

これらにおいて、解釈的アプローチや社会史、カテゴリーの政治、構造主義やポスト構造

主義といった、社会科学の知を問い直す動きが、新しい「子ども」の見方を提示し始めたこ

とが好意的に描かれる。確かに、「発達」や「社会化」という子ども研究の根幹をなしてきた

概念が、子どもを、社会構造の外部に位置し、受動的に既定の発達の経路をたどってそこに

統合されるべき存在と見なしがちであったのに対し、子どもたちも能動的で（エイジェンシ

ーとしての子どもたち）、彼らも社会的世界の構成者であって「子ども」も社会構造の一部

である（社会構造の形式としての「子ども｣）とする主張は、高まりつつあった子どもの権利

などの思潮とも共振し、一定の力を持った。

しかし、Prout自身は、「新しい子ども社会学」とまとめられるこのような諸潮流の、限界

を意識し始めたようである。子どもたちを抑圧的な既存の知の枠組みから解放するという動

きは、一見歓迎すべきことのようにも見える。だが、子どもたちも立派な主体であり、社会
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子ども社会研究はモダニティからいかに距離をとるか（アラン･プロウト／元森訳）

を形づくっているという図式は、社会理論が主体や構造といった近代主義的諸概念の問い直

しに入っているときに、それらを「子ども」の手に渡すために本質化してしまいかねないと

いう問題を孕むのである。

主体や構造といった概念の問い直しとは、必ずしも単に街学的なものではなかろう。むし

ろ、それらの近代主義的な概念が抑圧してきた生のあり方を掬いとり解放するための営みと

言える。さらに、後期近代などと呼ばれうる流動化する現代社会の諸問題を考えるのに、近

代主義的な枠組みが限界を迎えつつあるのもまた事実である。その点で、近代社会における

｢子ども」が何であったかのみならず、後期近代において「子ども」がどうなっているのかを

考え、現時点で「子ども」という立場に置かれる人々のよりよい生を模索するためにも、こ

のような社会理論における近代主義の超克の動きに子ども研究が棹さしてみることは、意味

があるように思われる。

この取り組みにおいて出てくるのが、構築主義の問題系である。Proutは、編著、The

Body,ChildhoodandSociety(2000)において、「子ども」の身体の物質性・事実性の問題に挑

み、自身の立場が単なる相対主義や素朴な唯名論ではないことを明らかにしている。そして、

自らが代表作と位置づける初の単著、FutureofChildhood(2005)において、近代主義的な

子ども研究と、ナイーブな新しい子ども社会学をともに再考しつつ、アクターネットワーク

理論等を援用した、「子ども」や「社会｣、主体や構造を本質化しない理論枠組みで、子ども

研究を組み直そうとする。

本論文は、FutureofChildhoodのダイジェスト版ともいうべきものである。近代的な子ど

も研究の問い直しの問い直しという流れを要約し、現代社会においてそれをどういうものと

して構想するかを現実と理論に即して考察した意欲作であり、子ども社会学のひとつの道標

と言える論文である。日本の研究状況を見た場合､「発達｣｢社会化｣概念の組み直しの必要性

は共有されても、ConstructingandReconstructingChildhoodが訳出されてこなかったこと

もあり、その先の理論は20年以上模索され続けたままに見える。ジェンダー論や科学社会

学に馴染みのある読者は、本論文の議論には既視感も覚えようが、論文内にも言かれている

ように、この周回遅れの様相こそが､「子ども」という領域の現状だとも言える。子どもの利

益や権利という発想の原理的困難や、障がい、生殖医療、安全、健康、貧困等、従来の子ど

も研究の枠組みでは捉えきれない問いに挑む研究に着手する若手が現れてきている現在、広

く読まれ、個々の議論への賛否も含めて、これをきっかけに「子ども」というテーマに即し

た議論が広がることが日本の子ども研究に資すると考え、本誌編集委員会の承諾を得てここ

に訳出した。翻訳をご快諾くださった著者に、心より感謝したい。

訳文は日本語としてのわかりやすさを優先して言葉を補いつつも、長文で手厚く説明して

いく著者の文体を大きく損なわないように心掛けた。原論文は英語であり、3年経過後フリ

ーアクセスとなるウェブジャーナル所収である。訳者の力及ばず不分明な点は、ぜひ原文も

参照していただきたい。なお、「シンメトリー」｢ハイブリッド」「準モノ」など独特の用語づ

かいをするANT関連の単語は、翻訳の問題とはまた別にわかりにくいものもあると思われ

るが、ラトウールの主要著作もすでに翻訳されているので、そちらを参照されたい。
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