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民博共同研究会「ストリートの人類学」共同研究を始めるにあたって 
第 1 回共同研究会（2004 年 10 月 於：国立民族学博物館） 
報告題目：「ストリート・カルチャーをめぐって」 
スピーカー： 野村雅一（国立民族学博物館教授） 
 
＜発表要約＞ 

現在国立民族学博物館教授を勤められている野村氏は、人間の多様なコミュニケーションの様式および、 

現代社会の世代間関係について、フィールドの南ヨーロッパのみならず、日本をはじめとする世界規模の

拡がりで比較研究されてきた。特に身体技法に関する研究では数多くの功績がある。今次の発表では、現

代日本社会におけるストリート・カルチャー誕生の兆しを 1970 年前後とし、その形成過程およびとくに

90 年代後半以降の新展開に関し、コミュニケーションをめぐる社会変化を中心に考察された。 

 はじめに氏の－現代日本社会では、ホームレスと「ホーム化」とが同時に進行している－という現状認

識のもと、ホームレス問題について提起された。その前提として、世界には、「物乞いのいる社会」と「ホ

ームレスのいる社会」の２つの社会があるとされた。前者の乞食には、とくにキリスト教社会に見られる

ように、寄付者に対して祈る口上などがあり、両者の関係には、コミュニケーションが存在していた。一

方、ホームレスは、通行人に背を向け、コミュニケーションをとろうとしない非コミュニケーションのタ

イプであると考えられる。日本にも 1960 年代頃までは、乞食がたくさんいたが、70 年頃を境に見られな

くなった。宗教的な問題もあるであろうが、キリスト教国には、まだ物乞いがいることを考えれば、日本

ではかなり激しい社会変貌が起きているのである。乞食がまだ存在していた頃（1960 年代頃）の日本社

会にはあまりなかったことだが、その後乞食からホームレスになり、コミュニケーションがなくなってく

ると、いわゆる弱者虐待の事件が起きるようになった。その後オヤジ狩りと呼ばれるような現象も関連し

て起きている。 

 しかしもしコミュニケーションがないという状態を、ホームレスと呼ぶのであれば、それは路上生活者

に限られたものではない。渋谷や大阪の心斎橋あたりには夜中になっても帰りたがらない｢居場所｣のない

中高生がたくさんいる。では、ホームとはいかなるものであるのか。ただ雨露をしのぐ場所であれば、ほ

とんどの日本人がすでに持っている。しかし、自分が自分の居場所だと思える場所をもっている人、その

場所をホームなのだとすると、ホームレスというのは膨大な人口になってしまうのではないか。 

 一方で、社会的弱者などをホームに入れようという動きがある。日本で 大の人口を抱える社会的弱者

である高齢者は、今まさに困った存在として＜ホーム＞に入れられようとしている。＜ホーム＞に入れら

れるのは、高齢者だけではない。そしてそれはむしろお年寄りも若者が多いように思われる。大学生以下

学校に通う生徒たちにとって 終的に学校がホーム化している。膨大な数の若者が、今は学校というホー

ムに昼間収容されているからよいが、その人たちが学校というホームからいっせいに路上にでてきたら恐

ろしいことになるのではないか。 

 こうしたことは、かなり以前にもイリイチが現代社会の病院化社会および、学校化社会として唱えてい

た。しかし、今の「ホーム」の性質は、イリイチの時代の野戦病院のようなシビアなイメージから、一見

すると美しく、心と体にやさしい施設へと装いを変化させている。今では、特別擁護老人ホームや大学は、
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ホテルのように美しくなっている。イリイチの言った病院化社会は、今新展開を見せているのではないか。 

 こう見てくると、ホームレスといっても本当に寝る場所が無いホームレスと、居場所がないという意味

のホームレスとの二重の意味があることになる。国士舘大学の鈴木氏が描いたアビジャンのストリート・

ボーイ、彼らにとって街は自由であり、親の手も届かない。しかし、彼らはそれを選択しているわけでは

なく、言わば自由を余儀なくされる人々なのである。それは、非常につらいことでもある。日本のホーム

レスを含め、路上に出るホームレスというのはそのような面もあるのではないか。その自由を何とか生き

ぬく人の例が、関根氏も雑誌（『月刊みんぱく』）に書いたインドの歩道寺院の事例であろう。ここでも本

当に路上はホームの代わりになるのかということを通じて、ホームとは何であるのかということを考えて

みる必要がある。 

 今の日本に限らずヨーロッパでも似たような現象が広まっているようだが、少なくとも日本のストリー

ト文化の担い手については、宮台真司氏が示した、居場所を求め、「第 4 空間」としてのストリートに行

き着いた若者たちであろう。宮台氏によれば、郊外化に始まり、「第二フェーズの郊外化」；子供たちが、

家、学校、地元から、家でも学校でも地元でもない＜町＞＝第 4 空間へ追いやられる過程は、「近代化の

延長線上の必然的かつ不可逆的な社会システムの変容の結果」だとしている。 

 前段階の第一フェーズの郊外化では、1950 年代後半から、郊外のあちこちに、巨大な団地ができた。

団地には、サラリーマンと専業主婦を核にした核家族のためのスーパーマーケットが建つようになったが、

一方では団地が出来始めたために、従来の地域共同体が崩壊し始めていた。その後、第二フェーズの郊外

化のプロセスが起きる。それを象徴するのが、コンビニである。1969 年に豊中に初めてできたコンビニ

は、深夜スーパーと呼ばれ、長らく低迷していたが、1980 年代になると急増し、ブームになる。コンビ

ニでは、個室化した家族や単身者が真夜中でも立ち読みしたり、夜食を買うようになる。第一フェーズで

は、地域共同体がまず崩壊し、第二フェーズでは個室化が進み家族共同体が崩壊した。コンビニは、こう

して若い身体を家にも学校にも地元にも属さない第 4 空間＜町＞へと解き放ったのである。脱力できるア

ジールとしての居場所を求めて若者が集まり、人が集まる場所には、それなりの文化－ストリート・ファ

ッション、グルメなどが現れる。 

 郊外化と第 4 空間の現象について、三浦展氏は、『ファスト風土化する日本』の中で、数多くの興味深

いデータを紹介している。宮台氏のいう第 4 空間は、あくまで郊外も含めて都市の文化、都市の変容の過

程として描いているが、三浦氏は、日本全国が「ファスト風土化」しているとしている。いやむしろ地方

（農村地帯）の方が車の台数などに見られるように、消費天国であるとし、かつての農村地帯でも家族団

欒はすくなくなり、もっぱら消費社会になっていると指摘する。 

 そのようなことを踏まえて、少年と少女のことに関心を持っている。やはりストリートの主役（とくに

都市部）は若い人であろう。大半は、10 代後半から 20 歳位までの少年・少女である。中でも、近年見ら

れる特徴として、どちらかといえば、少年より少女の方が元気であり、主役のようである。心斎橋付近で

観察しても、そのような行動が見られる。その背景には、現代日本社会のジェンダーの問題があるのでは

ないか。 

 日本では、この 30 年位のフェミニズム運動を通じ、女性の間で男女平等などの人権意識が高まり、そ

れなりの法的な制度の整備も行われてきている。しかし実際には他のアジア諸国に比べても、日本の女性
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は公的な生産活動の場で無言のうちに抑えられているのではないか。そうなると、女性の高まっている人

権意識、教育水準、才能・エネルギー―はどこに行くだろうか。生産活動の場、公的な場では発散できず、

消費の場に－それはストリートという空間に代表されるようなパブリックでありながら実はプライベー

トな個人的な活動の場に流れていってしまう。プライベート（個人的な活動）を公的に保障しているのが、

ストリートではないか。そのストリートを日本語に訳すとしたら、公道（おおやけの道）。公道のパブリ

ックとは、誰でもアクセスできるという意味のパブリックであって、それ以上のものではない。そこでし

ているのは、プライベートな個人的な活動である。 

 家にいてもいいのだが、そこ（ストリート）へと出て行く。おふくろの味などに代表されるような文化

を生み出し、伝承していく場としての家庭が機能喪失しているのではないか。それで仕方がなく、仲間を

求めてストリートに出かけるのである。少年の方はまだ親の期待を感じており、まだ自分が頑張れば何と

か公的な活動の場で受け入れてくれる空間があるだろうという漠然とした期待感がある。だから少女ほど

あまり過激にはならないのではないか。 

 たとえば、茶髪も初期の 90 年代の始めには男子が中心であったが、その際にはごく一部であった。し

かし女子に広まった途端、一斉に変化した。少年の方が、そういう位相に対してまだためらいや抵抗意識

があるのではないか。様々な場において少年と少女というものの違いが非常によく見られる。 

関根氏も注目するヘブディジの『サブカルチャー：スタイルの意味するもの』が扱っている 1960－70 年

代のイギリスの社会状況とのかなり大きな違いがある。当時、サブカルチャーの主役は、モッズでもテデ

ィ･ボーイでもほとんど少年だった。一方で、今の日本のストリート・ファッションはガングロに代表さ

れるような日本のストリート・ギャルたちという少女が中心である。これは、ポスト・フェミニズムの日

本流の展開としてでてきているのではないか。ポスト・フェミニズム以後の少女中心の日本のストリー

ト・カルチャーとそれ以前のヘブディジに見られる少年中心の時代とは状況が大きく異なっているのであ

る。 

 ストリートといっても様々あるが、一言で、表通りと裏通りとを分けると、かつては、裏通りに若者た

ちがたむろしていた。しかし、95 年（震災の年の前後）頃を境に、はっきりと表通りに若者のストリー

ト・スタイルが出てきた。それまで地下のクラブなどで遊んでいたゴスロリ（ゴシック・ロリータ）など

の少女達が、表に出てきた。しかも表通りがファッション・ショーの空間なのか、目抜き通りを闊歩する

ようになってきた。それは、同時にこれまでそうしたカルチャーを育んでいた小さな道、路地、わき道の

機能というものがなくなり、いわゆる路地文化が消滅してきたことの表れでもあった。 

 路地文化が色濃く見られた和歌山、紀州出身の中上健次は、1980 年代に、当時すでに消えかかってい

た路地の存在について追究する数々の作品を発表している。野村氏自身もまた、路地というものの重要性

は、非常にあると考えている。しかし、今日、路地は狭いし、エアコンをつけると熱風が吹きつけ、ほこ

りが舞う、どうしようもない空間になってきている。1970 年代までは、「鉢植えギャラリー」や、お地蔵

さんの周りで地蔵講も開かれていたが、そうした路地文化も廃れてしまった。表文化が男の都市文化の廃

墟になったとき（後述）、裏の部分、地下の部分が消えてしまったのではないか。共同体までいかなくて

も地域というものを考えるとき、どうしても裏文化が大事である。 

 しかし、表通りの生活様式もまた、圧倒的な車の量などにより、大きく変化している。かつて表通りを
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占めていた日本の男たちがつくってきた都市の文化＝公的な文化のシステムは完全に崩壊した。そして、

その廃墟に地下のクラブあたりでたむろしていた少女たちがでてきたのかのではないか。それによって、

表通りはますます栄え、裏通りは寂れていく。しかし、表通りの文化だけでは、都市の文化は成り立たず、

維持もしていけないのではないか。どうしても表と裏、ストリートを考える上で公道に対しての路地とい

う問題を付き合わせる形で考えないと生産的な研究にはならないのではないか。 

 グローバリゼーションに関するマクルーハンの予言は、かなり評価できる。しかし、彼が、通信革命に

よりできると考えたグローバル・ヴィレッジのうち、ヴィレッジにあたる共同性については上手く維持で

きていない。現在、移動はますます盛んになり、そこで通信というものが重要になってきている。電話の

歴史を見ても隣家との共同利用から、各戸別に所有するようになり、個室化し、95 年頃からは携帯の普

及に伴って、個人所有が一般化している。 

 新たな通信手段に伴う社会変容については、武庫川女子大学の藤本氏がポケベルから PHS、携帯への

移行期の 96 年に書いた『ポケベル少女革命』がある。藤本氏によれば、ギャルたちは、I モード導入以

前から、絵文字や顔文字、番号を駆使してメッセージを送り、才能を発揮した。ポケベルから携帯電話へ

の変化の過程で、通信をリードしたのは、少年ではなくて少女達であった。その背景には、生産では力が

発揮できず、消費に才能を発揮せざるを得ないというところがあったと思われる。  

 ポケベルという新たな通信手段を入手したことで、少女たちに起きた変化を、藤本氏は以下の次の 6 点

ように整理している。 

（１）「時間―距離革命」 

（２）「ストリート革命」 

（３）「フロー（流動化）革命」 

（４）「フェミニズム革命」 

（５）「プレゼンテーション革命」 

（６）「情報―真理観革命」 

 少々過激ではあるが、唯一正しい絶対的な情報―真理の構図が崩れ、不確定情報が、独自の経路で流布

し、その真偽の判断がエリートの牙城から一般の人々の手に解放されたこと－こうした情報革命を実際に

ギャルたちが享受しているのである。したがって、ギャル社会―彼女たちの仲間意識、連帯、親密性を理

解するには、宮台氏の第 4 空間論だけでは足りずこうした理解が必要になるであろう。 

 今ファッションや音楽などいろいろな分野でセブンティーズ・ブームが起きているが、日本にストリー

ト・カルチャーと呼べるようなものが生まれるようになった兆し、始まりは、70 年代前後が転機となっ

たのではないだろうか。雑誌『都市』の 1969 年冬号には、吉本隆明氏による東京谷中の辺りの民家の記

事がある。吉本氏はこの時点で、その行く末を憂いながらも路地の路地裏、袋小路、植え込み、鉢植えの

ようなものに注目している。しかし、まだこの時点では「買い物をしてもおつりをくれなかった」といっ

た江戸的な感覚が残っていると記している。たった 30 年前にはまだ残されていたことが、今ではまった

くその面影もない。64 年のオリンピック、70 年の大阪万博などを通じて、日本人の生活感覚がまったく

変わってしまったのではないか。 

 ファッションについてもまた、70 年代は非常に大きな分岐点であった。イギリスから 74、5 年頃伝わ
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ったパンクは、ファッションと音楽とを完全に結びつけてしまったという意味でとても影響が大きかった

と思われる。それ以後、音楽の系統でファッションを示すようになった。それまでにも、音楽にファッシ

ョン性がなかったことはないが、舞台での衣装を自ら作るのは新しいことであった。文字通り、音楽がフ

ァッションをリードするようになってきたのが、1970 年代である。音楽がファッションと結びつき都市

の若者文化が形成された。  

 1970 年代日本の音楽の状況としては、当時書かれた作曲家、ピアニストの高橋悠治氏のエッセイ集が、

非常に興味深い。70 年代の初めには現代音楽の 前線にいながら、ヨーロッパ音楽に呼応して、基本的

な音楽というものはどういうものなのか、どうしたら超ヨーロッパ音楽―ヨーロッパ音楽を超えていくに

はどうしたらよいのかなどをまじめに考えていた時代だった。 

 近復刻され、ブームになっている 70 年代初頭に活躍したハッピーエンドというバンドがある。松本

隆、細野晴臣など 4 人のメンバーで 3 年ほど活動した。彼らは、当時の完全に変容してしまう以前の日本

の都市－東京を歌っている。その初期の頃に評判をとった典型的な曲を紹介する。 

「お正月といえば、お雑煮を食べながら――――。今年はひとりぼっち、年を迎えたんです。―――ああ

ぁ、――家さえ飛び出なければ、今頃みんなそろっておめでとうが言えたのに、どこで間違えたのか。」

（松本隆作詞、大滝栄一作曲）。今では、「家を飛び出なければみんなでおめでとうが言えたのに」などと

いうことはありえない。しかし、すでにこの時点では飛び出てしまっている。ひとつその辺からたどって

みる必要があると考えている。 

 またこの 30 年の変化ということで、注目すべきが、ハロー・キティの変遷である。キティは、今年（2004

年）で丁度生誕 30 周年記念を迎えた。『巨額を稼ぎ出すハロー・キティの世界』によると、辻社長の話で

は、自分たちの仕事を、ソーシャル・コミュニケーションである－と認識しているとのことだ。理屈の上

では、何かの機会にプレゼントの交換をしなくてはならない日本人への社会事業なのである。ほとんどの

女性が持った経験があると思うが、キティの関連商品は、文房具が中心で、値段が安くても喜んでもらえ

る。女の子が自分の部屋に置いているものであった。それが 80 年代とくに 90 年代には、だんだんとエ

スカレートして街に出てきだし、大人が持つようになってきた。また有名ブランドと結びつくなどして高

価な入手困難なカバンなどが出来る。当初の 10 年間位には本来文房具で女の子の部屋にあったものが、

この 30 年の間にストリートに出てきた。こうして完全にストリート化する時代を迎えたといえるだろう。 

 
＜コメント・質疑応答＞ 
 
加藤氏：現代日本社会のストリート文化の主役を担っているとされる「少女」の年代は？ 
野村氏：ロー・ティーンからハイ・ティーンまでの幅があり、 近ではさらに低年齢化し 
 ている。 
加藤氏：1990 年代半ば当時「ポケベル革命」の担い手であった 10 代の少女たちが、その 
 後 20 代、30 代となる中で、現在ストリートとどのように関っているのか。また少女た  
 ちおよびその後成長した女性たちが日本のストリート文化の主要な担い手となった背景 
 には、90 年代の産業構造の変化によりサービス産業が主流化し、それまでの男の文化 
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 が衰退し、消費に長けた女性が文化の中心化したことがあるのではないか。 
  野村氏が紹介した 1980 年代の路地文学に関連し、永井荷風らに代表される 1910‐20 
 年代に「路地文学」が誕生した背景にも、当時都市計画により表通りの文化が大きく変

容する中で、新たに路地空間がノスタルジーとして発見されたとされることから、重な

るものを感じる。 
野村氏：東京では関東大震災が都市文化の節目とも言われている。しかし、1910－20 年

代頃の都市文化の変容は、大都市に限定されたものであり、70 年代や 90 年代半ばにみ

られるような日本全国規模の社会変容ではなかったのではないか。全国規模での文化変

容、社会変容は、1970 年代以降のかなり新しい現象として捉えている。 
竹沢氏：江戸期における吉原や島原などの遊郭街もまた若い女性たちが中心であったと考 
 えると、遊郭をストリートと呼べるかどうか？  
野村氏：遊郭は「ストリート」とは考えられない。自分の想定する「ストリート」とは、 
 すなわち、私道に対する「公道」（誰でも入れるパブリックな空間）である。遊郭は、当 
 時幕府の管理下に置かれ、誰でも入れる空間ではなかった。そのような意味では、スト 
 リート（公道）とは考えられず、路地には近いのではないか。また路地は、今の大都市 
 では、地下になってしまうのではないか。 
島村氏：自身のモンゴルでの近年の売春婦の調査を踏まえ、家、売春街、寺院以外のスト 
 リートに女性が解き放たれたこと自体が、きわめて近代的な現象なのではないかと思わ 
 れる。モンゴルでは、売春婦が自由に移動しており、売春宿が発生しない。 
関根氏：今までの議論を踏まえると、「ストリート」と言う際、路地あるいは、表文化や公 
 道のどちらに重きをおいて指すのか両方可能であるが、各自が使い分ける必要がある。 
質問？：関根氏のいう「ストリート」とは、表通りだけではなく、両方含んでいるのか？ 
関根氏：両方含む。どちらかと言えば路地に関心があるが、公道と路地を対立的に捉える 
 のではなく、その両者の関係性こそが、意味を紡ぎだすものとして重要である。また研 
 究会は、基本的には現在学として進行させる予定であるが、ストリートの概念を扱う際 
には、各時代設定の中で具体的に議論をしていかないと不正確な議論になってしまう。 

松田氏：自身の河川の管理を中心とした町おこしの研究経験から、河川の共同管理による

地 
 域社会の復興に見られる意識と同様、すでに路地やパサージュのようなものが、ある意 
 味でノスタルジックに再構成されるという議論が多く存在することは、学問、実践の場 
 を通じて明らかである。また近年、路地やパサージュは、公共性の議論の場において、 
 公と私の理想的な調和がとれていたと表象される。しかしより魅力的なのは、あまり注 
 目を集めていない表通りやストリート－国家が直に管理していたり、私性が崩壊してい 
 たり、またある種の社会的ルールの対象になっているもの－中の変容を引きずりだして 
 いく方のパースペクティヴなのではないか。 
野村氏：都会の巨大なマンション群が林立しているという状況を考えると、公によるプラ 
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 イベートの直接管理ということになるだろうか。自分たちでマンションの中に管理組合 
 をつくっても実施は難しい。事実上は業者に管理を委託しており、両者の中間的なもの 
 がない。一方でしかも個々の家は、文化の伝承の場でもない。言わば吹きっさらしの中 
 に人が立っているという状況なのではないか。路地や狭い地域の運営に代わるようなも 
 のをつくるのは難しく、おそらくできないのではないか。 
松田氏：路地は監視社会であり、誰が見ているかわからない。しかし、同じようなことで 
 ストリートに監視カメラをつけたら大問題になる。監視カメラは、非常にネガティブに 
 とらえられ、路地の方は人情味あふれる非行を注意するような社会といったダブル・ス 
 タンダートは問題があるのではないか。 
小田氏：松田氏の危惧は分かる。加藤氏も述べていたが、常になくなったから－というか 
 たちで（路地は、）ノスタルジックに発見されていくわけである。「共同体」という概念 
 自体が、19 世紀の社会学によりノスタルジックに再構成され、発見されたものである。 
 そこから市民社会の近代化への移行が始まっている。つまり、路地も下町も常に何回も 
 再発見されたものであり、（「共同体」の崩壊は、）宮台氏のいう「近代の必然的かつ不

可 
 逆的な社会システムの変容」であるとは言えない。 
  自身は、大元は 19 世紀の社会学の共同体の発見にあると考えているため、共同体概

念 
 の再検討は、興味深い。つまりストリート、公共圏などいろいろな言い方をしているが、 
 再発見やノススタルジックな発見という方法に上手く乗らずに、違った共同体、違った 
 路地、違ったストリートといった可能性を検討していく方が、スリリングなのではない 
 か。故に、ストリートであろうと路地であろうと実態的なものと再発見されたものとの 
 区別を、一端括弧に入れながら検討する必要がある。そうすれば、松田氏が述べたよう 
 にストリートと呼ばれているところに路地的なものが発見できるのではないか。 
（関根氏による補足：小田氏の共同体論の詳細は、『文化人類学』69‐2 を参照のこと） 
関根氏：（松田氏への応答）誤解を解きたい。その答えは、なぜベンヤミンの説明をしたか、 
 ということに既にある。ベンヤミンは、否定的なものに肯定的なものを見出してはいけ 
 ないとはっきり記している。それはまさに「ノスタルジックな発見」であるといえよう。 
 自身はそのようなことをするつもりはない。実態としてのパッサージュはある意味重要 
 ではなく、重要なのはその方法論である。それは、行政が利用するような単純な二項対  
 立の話ではなく、言葉としては、「個物との対話」、あるいは「別の可能性の読み」と言 
 われるような方法論である。ストリート（VS）路地ということではなくて、ある意味で 
 包括的なものとしてのストリートにおいて、上記の方法論を適応すると述べたつもりで  
 ある。 
  自身の大通り（権力空間）における歩道寺院の研究は、松田氏の述べたことと近いの 
 ではないか。こうした研究を通じ、それにまつわる方法論の差異として、ベンヤミンの 
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 指摘を評価したのは、むしろ松田氏が批判された部分を封じておきたいという意図から 
 である。 
質問？： 少女たちの居場所が、90 年代前半以降、それまでの隠れ家的な地下や路地に近

い 
 場所から、ストリートへと移ったのは、彼女たち（ガングロやゴスロリのみではなく 
 普通の女性たちも含む）の間で、パブリックとプライベートの区別が崩壊したのか、あ 
 るいは、うまく彼女たちがストリートや店を自分たちの居場所にしているのか？ 
野村氏：どちらかといえば後者ではないか。彼女たちは、自分たちで街をつくることはで 
 きないが、大人の男たちがつくってきた街を、自分たちに居心地のよいように読み替え、 
 発見しているのではないか。 
竹沢氏：その図式とは、生産システムの主流から外れた女性たちが、独自のサブカルチャ 
 ーをつくって都市の中で生き延びているということか?   
野村氏：もはや、サブカルチャーとは言えない。たとえば 90 年代まで時系列的に辿るこ

と 
 ができたファッションが、90 年代に入り選択肢が同時並行に存在するようになったこと 
 が挙げられる。今や、量的に拡大し、選択肢も膨大になってきていることから、サブカ 
 ルチャーとメインとの区別があいまいになってきているのではないか。また選択肢が量 
 的にも拡大したことからも、都市やファッションの読み替えがより重要になってきたの 
 ではないか。メインの権威、正当性が喪失したため、サブカルチャーがサブではなくな 
 ってきているとも考えられる。藤本氏の指摘では、メディア的な背景により主流とされ 
 てきた様々な権威が喪失したと見ている。 
松田氏：90 年代以降急変する文化変容の背景としての、社会システムの変化を野村氏はど 
 う考えるか? 
野村氏：90 年代以降の文化変容の特色は、女性が主役であるということである。その背景 
 に日本のフェミニズムの独自の展開がある。日本におけるフェミニズムはそもそも、具 
 体的な地域内の葛藤を基に生み出されたものではなく、アメリカ経由で借り物として入

っ 
 てきたものであり、頓挫、あるいは別のかたちでの表現の場を求めるようになり、意識

だけが先行して変化したものの、社会の変化がそれに追いつかず、しかし社会が変化する

際には、生産的な方向ではなく宮台氏の言う郊外化のようなある種の崩壊の過程なのでは

ないか。その廃墟の中に少女たちが出て行っているように思われる。 
質問？：ヨーロッパの少女たちに、日本と同様な現象は見られるか？ 
野村氏：イギリスや北欧などは似たような状況があるようだ。南ヨーロッパの方では、あ 
まり見られない。イタリアでは、家族や隣近所などがまだ生きている。 
 イギリスは、ストリート・ファッション誕生の地であり、日本のファッションと 

 も共通性が見られる。またヨーロッパの中でも先行してきたことから独自である。イギ 
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 リスや北欧、北西ヨーロッパでは、古くから子どもが 13,14 歳で家を出て自立しなけれ 
 ばならないという風潮があり、その点が、他の欧州諸国と全く違うのではないか。（若く 
 して自立すると）街の中で一人ひとりになってしまう。そこでいかに見せるかが大事に 
 なる。 
  一方で、フランスなどの大陸のファッションは、もともと宮廷内でのパーティ着など 
 の屋内用ファッションであり、道で歩いて見せるように出来ていない。道を歩くような 
 女性のファッションというのは、女性の行動様式が変わらなければならない。ヨーロッ 
 パのファッションは、屋内用中心であったが、イギリスではそのようなことが逆に盛ん 
 ではなかったという素地もあり、ストリート・ファッションが興こったのであろう。日 
 本でもまだ核家族でも何でも家にいる頃は、お正月には家でお雑煮でも食べて、家で和 
 服などを着飾って楽しんでいた。しかし、今ではそのようなこともなくなって、見ても 
 らうとしたら外にでていかなくてはならない。 
関根氏： 70 年代以降の大きな文化、社会変容の中で成長した若い世代の意見は、如何？ 
打越氏、内藤氏、玉置氏： 90 年代半ば以降、情報化社会が加速し社会がフロー化してい

な 
 がらも、少女たちは学校、家とは完全に切り離されておらず、彼女達がストリート文化 
 を形成する上で、とくにホーム化された学校が、重要な役割を担っているのではないか。 
 特に玉置氏からは、自身の短大での教員生活を通じて、学校が「子ども」をつくりだし 
 ていることが挙げられた。 
野村氏：小学生には学校への強い帰属意識が認められるものの、中学時代の後半から、行 
 動範囲が広がっていく過程で、それは減少していくのではないか。また「子ども」とは、 
 極端に言えば近代ヨーロッパにおいて、特に学校制度と共にできたものである。彼らは、 
 これまで近代的な学校文化の中にむりやり収容されていたが、それも不登校と共に崩壊 
 していくのではないか。  
棚橋氏：自販機本に代表されるように、日本の性文化もまた 70 年代に入り、路地（裏）

に 
 入ってきたのではないか。いつでも誰でも買える自動販売機が路上のどこにでもあるの 
 は、日本社会の特徴であり、またそうした環境が、コンビニエンス・ストアの形成にも 
 つながっているのではないか。 
 
（朝日由実子／上智大学大学院・外国語学研究科博士後期課程） 
 


