
〈ぼく〉の文化政治

一--あるおたく批評家の言説から

永田大輔

， .はじめに

本稿は，戦後のサブカルチャー領域を議論するうえで最も重要な批評家の一人

である大塚英志の批評を社会学的に読解しながら 彼の行おうとした文化政治に

関して考察を加えるものである。

彼の来涯に関して本稿で第一に雑認しておかなければならない事項は，おたく

という言葉の誕生への関与をめぐる一連の顛末である。筑波大学で民俗学を専攻

し，卒業論文の口頭試問で宮田登のジャーナリスティックすぎるという批判を受

け，アカデミズムの道を断念した大塚は， 80年代の前半からフリーの編集者とし

ていくつかの雑誌に関わっていた。現代の自費出版の走りともいわれる f漫画ブ

リッコjという雑誌の編集に主要な役割を担っていた。この雑誌は，大塚が言う

ところのロリコン漫画誌で、あったが藤原カムイなど多数の漫画家のデヴューに関

わる媒体でもあった。この雑誌上で中森明夫の fおたくの研究jという述載がな

され，これがおたくという言葉が一般に言説化されるはじめのものであるという O

「おたくの研究Jの初出の， 1983年の 6月号には以下のような記述がみられる。

それでこういった人達を，まあ普通，マニアだとか熱狂的ファンだとか，せ

ーぜーネクラ族だとかなんとか呼んでるわけだけど，どうもしっくりこない。

なにかこういった人々を，あるいはこういった現象総体を統合する適維な日子

び名がいまだ確立してないのではないかなんて思うのだけれど，それでまあ

チョイわけあって我々は彼らを『おたく jと命名し，以後そう 11乎び伝えるこ

とにしたのだ。 (rおたくの研究(1)J r漫画ブリッコJ1983年 6月増刊)

この連載は一時的に大きな話題を生んだが短期間で連載が中止されることにな

る。それは編集の大塚の側がこの記事に対して差し止めを要求したからである。

大塚は同誌の1983年 9月号において，中森の連載が差別的であるとして以下のよ

うな反論記事を載せている。

ぼくがくおたく〉批難に不快の念をいだくのは，前号でも書いた，世の中に
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は様々な価値があり，ひとつの価値を絶対としその立場から他を否定するこ

とは許されないというごくアタリマヱの考えからです。ぼくにとってはくお

たく〉批難も「ブリッコjを没収する教師も，中曽根内閣の〈少年の性雑誌

規制〉とやらも i可じものとして映るわけです。

人は多分，自分の依る所の価値でしか物事を見れないのだと思います。それ

は仕方のないことで，ただ，他にも様々な価値のあることを認め，時に， ~Ij 

の〈価値〉から自分の〈価値〉を計り直すことは可能です。〈おたく〉批判

もその様な上に成り立つものであってほしいし，一方，まんがファンの人た

ちも自分たちのふるまいを第 3者の白から見つめることはがとして無駄でない

と思う。

かつて文学から差別されその結果，閉鎖的な社会を作り出してしまった SF
ファンの二の足はふんでほしくない。できることなら，ここをスタートライ

ンに遠くに行ってほしい。スタートラインが， <ロリコン誌〉であることは

恥ではない。問題はどこまで駆けぬけて行けるかだ，と思う。(読者楠なの

に長々とごめんね。

この記事を載せた後，大塚は連載中止を中森に 1$し渡し， r漫画ブリッコjか

ら中森は実質的に追放されることになる。二人の和解がなされることになるの

は， 1989年のM事件といわれる事件をきっかけとし， rMの世代一一ぼくらとミ

ヤザキ君jの中の対談においてである O 和解を経た後，中森はおたくに関しては

沈黙していくことになるのとは対照的に，大塚は積極的におたくという呼称を使

いだし，言論活動を多岐に渡って展開していくことになる O

ともあれ，一度は決裂したはずの関係を「ぼくらjという形で和解せざるを得

ないだけの重みが宮崎事件に関してあったことは雑かである。ここで注目したい

のは「ぼくらJという共同性を作ろうとしている必要とそれを達成するための距

離感に関してである O なぜこうした共同性が作り出されるために「ぼくらJrぼ
くjという言説実践がなされる必要があるのかに関して注呂していく必要がある。

そこでの「ぼく」の用いられ方にここでのくおたく〉批判と同じ距離があるのか

どうかということが考慮される必要がある。

この「ぼく jという一人称の使われ方に関して，大塚はとりわけ大きなこだわ

りを持っている。いくつかの批判を意識しながら，あえてそうした「ぼく Jとい

う一人称を使い続けることに関しては特有のねじれが彼の中に存在していたとい

える。本稿では彼の特有のサブカルチャー批評家としての fおたくであることJ

をめぐる自意識のねじれに関して文学に関する彼の距離の取り方を踏まえながら

「ぼく Jという言葉で達成しようとしている文化政治に着目して議論することに

する O そして，そこから大塚個人の資質に収まりきることがない一つのおたくを

めぐる倫理感覚・社会感覚に関する一端を描き出すというのが本稿の課題であ

るO
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本論での構成は以下の通りである。第 2節においては先行研究と分析視角につ

いて検討する O 第 3節においては，大塚英志の仕事を10年ごとに区切って大まか

に整理・紹介を行う。第 4節においては，大塚英志の初期の仕事である f少女;民

俗学jという著作に表れている彼の初期批評のあり方を述べていく O 第 5節で

は， 80年代の後半を期に少女という問題とは加の水準の問題として，おたくとい

う対象が大塚の批評の中に根を下ろすようになったことを議論する。第 6節では，

おたくをめぐる大塚の議論というのがいかに展開し いかに文学的問題と接合し

ていくことになるのかということに関して議論を展開する。第 7節においては，

彼の文学観とその文学鋭が「方法j志向であるということを議論する。第 8節に

おいては， M事件を車IlJにした彼の評論活動における〈ぼく〉の使われ方による距

離化の実践とこれまで議論してきた彼の文学観との距離をiJliJ定していく O 第 9節

では議論をまとめ，今後の課題を提示することにしたい。

2 先行研究・分析対象

2-1 おたくという言葉をめぐって

本稿での議論の立ち位震を示すためにまずここで参照しておく必要があるの

が，おたくがどのようなものとして言説化されてきたのかというものである。お

たくというカテゴリーが戦後のユースサブカルチヤーのiやでも特格的な位置づけ

であることは，ほかのさまざまな呼称が表れては消えていくのに対し，意味的な

いくつかの断層や世代差を含みながらも， 30年も存続してきたということのみで

ト分である。しかし，そのおたくをめぐる議論に関しては，いくつかの水準の議

論が存在する。

ひとつは批評El¥Jな水準のものであり， rおたくは00な人であるJという形の

素朴に実感主義的なものや，そこから一段階踏み込んで、現代社会の何らかの反映

を読み取るという議論も存在する O ラベル自体が社会に存在するイメージを形づ

くるうえで重要であり，おたくというカテゴリーとこうした批評の関係はある程

度再婦的な性質をもつものである O すなわち，こうしたおたくをめぐる諮りが「実

証的であるかどうかjという議論による反駁をするだけでなく， r社会問題」と

して構成される際の役割を考えることは有益であるといえる。

このようなラベル自体を問題化するような議論としては「社会問題の社会学J

や「構築主義的Jともいえるような議論がオタクをめぐる評論を対象としていく

つか行われている O 松谷 (2007)や柏田 (2006) はこうした議論の一例である O

松谷はおたくを若者語りの一類型として論じ，現在のおたく諮りの特徴として定

義論争のアリーナとなっていることを指摘している O 相133は，おたくに関して言

説としてのおたくと実体としてのおたくという区分をし，言説としてのおたくが

実体としてのおたくを反映したものであると論じている O そして結論としてジェ

ンダーをめぐる語りが男性おたくをめぐる語りへと閉じているという指摘をして
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いる O だが，そうした言説戦略をめぐってはただその指摘がなされるだけにとど

まっており，そこから踏み込まれているとはいえない。

本稿では一連の批評的言説のiやでもとりわけ大塚英志という一人の思想家の議

論に定位しながら，その偶人の言説戦略に着呂する。おたくという言説において

最も大きな影響力を持った批評家の言説の言説実践・戦略に着自することでその

言説が持つ独特の負荷・ねじれに着呂していきたいと考えている。

2-2 大塚英志をめぐる評億

大塚の議論をめぐっては二つの評価に分かれている。大塚の仕事は多岐に渡っ

ているがその全体を見渡そうとしたときに以下のようなイメージの分裂があるの

である。ひとつは小谷野敦のいう大塚の言説には一貫性が見られず，その場その

場でいうことをアドホックに変えているという評価である O もう一つの議論はほ

かの同年代やそれより下の世代の批評家・思想家と比べて高い一貫性を持ってい

るという fニッポンの思想』における佐々木敦の評儲である。佐々木が大塚の一

貫性として評価するのは左派・右派という立場どりではない。大塚は確かに自己

自認としては左翼であるが，ときには右翼としてポジショニングされていたこと

を認めてはいる。佐々木の言う大塚の一貫性とは何だろうか。それは戦後民主主

義に根差したおたくとしての自負であるという点である。この戦後民主主義とお

たくであることをめぐるポジショナリティの議論というのは，大塚の議論に内的

な一貫性を認めている点では説得的な議論である。しかし，その内的一貫性とす

るには，大塚の議論には小谷野の指摘するような読みにくさがあるということも

事実である。

佐々木のとらえ方には大塚の議論の独特の複雑さを抱え込むことに成功してい

るとは言えない。それは佐々木の議論の主眼が， 80年代以降の批評史の整理・書

き換えにおかれており，その終着点をゼロ年代そしてそれに続くテン年代の批評

という形での位置づけをしようとするために，歴史を東浩紀の思想へとつながる

ような整理がなされていることである())。そうであるがゆえに佐々木が評価にお

いて触れていない特徴が二つある。ひとつは大塚英志の初期の評論における少女

というものに対する執劫な着目と初期著作である f少女民俗学jの重要性に関す

る位置づけである。もうひとつは大塚が自らおたくであるという風に自認を語る

際に，大塚の議論というのはよりねじれた自己評価に基づく問題である。それら

の論点が凝縮されているのが〈ぼく〉という一人称を用いながら行う距離化にあ

るというのが本論での基本的な立場である。

2-3 開題の所在

文学における人称の問題というのはこれまでにも議論が蓄積されていた。柄谷

は近代文学における内面の発見は告白の制度化において「私Jが一人称的に告白

することにあることを見出している O 一人称のくぼく〉という用い方に関しては，
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フェミニズムの領域からいくつかの批判がある。たとえば上野は文学においてボ、

クという一人称が文学の私化であるという趣旨のことを述べており，文学をめぐ

る責任の後継化とそうしながらも男性涼理の存続が見られることを指摘している

(上野 1988)。こうした批判に対して，近代文学が「私jという一人称を使う

ことに関して敏感であった大塚が，このことに無自覚であるということは考えに

くい。涼に打彼女たち」の連合赤軍jの中で森の一人称に関して記述する際に

上野のこうした批判を引用しつつ考察を展開している。

そうであるにも関わらず大塚がなぜ〈ぼく〉という一人称を使い続けたのか，

その言説実践にはどのような文化政治があったのだろうか。それが本論で大塚の

議論を見ていくうえで重要な議論として注自したい点であり，それとおたくと少

女をめぐる問題系との距離を考察していきたい。

大塚が初期に少女文化に着目しつつ おたくという問題に関してはあくまでも

男性弱者の開題としてとらえていることは 中島梓の fコミュニケーション不全

症候群jに寄せられた大塚の解説からも明らかである O

しかし， もはや「男Jという他者など必要としないところであのとき彼女た

ちはゆっくりと自らを自己崩壊させていった。中島がJ詰こうとしたのはその

ような物語であり，そこではくおたく〉と化した男たちはあらかじめ捨てら

れている。そして，自己崩壊さえできぬまま， I人工Jの身体の屈折した消

費者と化し，あるいはバーチャルな〈父〉のもとに参じるしかなかった男た

ちについては，いつかぼくが書かなくてはならない物語のように思う O それ

だけは肝に銘じておきたい。 (rコミュニケーション不全症候群j， p 339) 

大塚はここで中島の議論におけるヤオイやダイエット症候群などの少女の問題

に隠して優れた分析であるという評備を下しつつも，おたくに関して分析をする

のは「いつかぼくが書かなければならない物語jであるという役割の引き受けを

行っている O

おたくが男性の問題を中心として語られてしまうことは，前述の相EBの議論に

おいても指摘された問題である O この問題に関しては，日IJ方市からの議論がなさ

れている。杉浦は f腐女子化する社会jの中で女性のおたくというものがあまり

語られないことに関して論じている。

杉浦はまず，女性はおたくになりにくいというのは誤解であるというように前

提する。それというのもしばしばおたく的といわれるような現象を見渡してみる

と，そこにはむしろ女性のほうが積極的にコミットメントしているからである。

たとえばコミックマーケットの参加者の男女比は通常想定されているよりもず、っ

と女性の比率が多く，特によりおたく I]~傾向が強いとされる売り手の側の女性の

比率というのも多い。また， しばしばおたく的な現象として注目されるネット上

でのコミュニケーションに関しでも女性の側のほうがより積極的であるという O
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そうした前提を51いたうえで，杉浦はそうであるにも関わらず，メディア上では

女性のおたくの表象は議論されにくいのかに関して，二つの点を挙げている。ひ

とつは現代におけるこうした行動というのは，ほかの消費行動とフラットに女性

にとっては行われているために行動や見た呂において大きな差がおたく/非おた

くの関にはないと指摘している。これに対しもう一点としてあげるのが，中島梓

が上げたような議論と接続するものであるが，女子のほうが他人からの目線に敏

感であるため，人前で自立った行動をとりにくいからであるとしている。このよ

うに女性の側のおたくというものが自立たないようにするのが得意だという文脈

に閤収されているが，それはあまりにもメディアに対して平板なとらえ方である。

本論ではむしろ大塚の議論をlpl!Jに男性の側の問題としてなぜおたくが語られる必

要があったのかから議論していくことにしたい。

ここで重要なのは大塚が初期の仕事として行っていたのは，いわば少女たちに

対する民俗学であり，そこからの対比という形で言説を形成していったというこ

とである O 次節では大塚のこれまでの言論実践を振り返りながら大まかにどのよ

うなことが論点となってきたのかということに関して整理を行っていきたい。

3 大塚英志略歴

大塚は，高校H寺代漫画家のみなもと太郎のもとでアシスタントを務めており，

高校時代に一度ギャグ漫画家としてデビューしている。はじめ大学に進学するつ

もりはなかったが，民俗学をとりあえず勉強しようと考えた。折iコ系の民俗学が

学べる魁皐院大学か，柳田国男の民俗学が学べる筑波大学に進学しようと考え，

筑波大学の第一学群人文学類に進学した。そこで地理学者で柳田間男の直弟子で

もある千葉徳溺を指導教官として，副指導教官として宮田登のもとで学んだ。し

かし，内容がジャーナリスティックすぎるという宮田登のコメントを受けて大学

院への進学を断念し，フリーターに近い71~でアルバイト扱いのままいくつかの雑

誌の編集者をしていた。そうした経歴の中で n史認ITブリッコjの編集に携わるこ

とになったのである。

ただ彼が自分の名前で世界に発信しはじめるのは80年代の後半になってからで

ある O 彼がwle論活動を行うようになったのは，自身が創作活動に積極的にかかわ

りだしたH寺期と一致している。彼自身も彼の評論というのは，自己弁護の一つで

あり ，r魁魁{云MADARAJの]原作に携わらなければこうしたコミットメント

はなかったという O こうした彼の評論活動であるが，それに対するスタンスとい

うものは時期によって対象の領域が大きく異なったものであるといえる O

80年代の代表作に f物語消費論jと f少女民俗学jがあり，ある意味では消費

のモードをめぐる文体とそこにおける〈少女〉の開題という彼の前期の仕事を特

徴づけるような議論はこの時期に出てきた。大塚は，少女漫画や少女文化を評論

するときに，自分の1WJにはそこに対する決定的な思い入れがあるわけではないと
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いう。評論するのは彼の民俗学の知見から消費社会を考えるうえで少女が決定的

に重要な意味を持つからである。消費社会によっていかなる主体が現れるのか，

そこで行われる消費というものは一体どのようなものなのかという議論は彼の消

費社会論に，終始付きまとっていく問題である。ここではそれは「そうなってし

まうものJであり，そこになんら倫理的な価値判断は行われていなかった。

しかし，かれの一連の評論活動において決定的な転体を促すことになるのは， 80

年代末のとある出来事である。 M事件という形で拙かれることになる連続幼女殺

害事件である。この事件に対して大塚は後々になって90年代を丸々付き合うこと

になったと語っており，それへのコミットメントは擁護的なものであった。自ら

が作ったおたくというカテゴリーについて積極的に引き受けて語るのはこの時期

からであり，戦後民主主義に隠する読み返しを行いだすようになるのもちょうど

この頃であると整理ができる。ここで重要なのはそうした彼の評論の中に，賞任

という主題が次第に前面に出てくると同時に自分たちの問題という形で議論が整

理されていくことである。

ゼロ年代においては言葉の力の回復と教育という問題に関して大塚の評論活動

は軸を移していく。 fサブカルチャ一文学論jなどをはじめとした彼の一連の議

論というのは，文学になにができるかという問題とサブカルチャーが担う可能性

のある問題に関して根本的な再検討がなされることになる。ここで大塚が広くい

うところの文学的可能性に関して注自しているのは言葉の力の鍛えなおしであ

る。だからこそ，実作をめぐる議論に関して焦点が絞られていくことになる O

10年代に発表された著作はいずれも自己の仕事の位躍づけのし直しを行ってい

るとともに，教育をめぐる意味の位置づけが行われている。それは宮台との共著

である f愚民社会jという挑発的なタイトルにあらわれている O また， r大学論j

では，彼の現在での教育活動と筑波で受けた教育を制!としながらこれまで、の仕事

を意味付けつつ現在大学で教えることをめぐって議論を行っている O 彼の中での

戦後民主主義の意味付けというものを行っていることができるのではないだろう

か。

大塚の仕事は時期ごとに上記のようなおおまかな把握が可能である。しかし，

大塚のこれまで論じられてきたような奇妙な印象(ー貰しているとその場その場

でいうことを変えているという印象の共存)に関してはどこから生まれてくるの

だろうか。彼が一体どのような問題を事IJとしながら議論を展開していたのかをめ

ぐる意味を考えておく必要があるのではないだろうか。次節では彼の初期の仕事

である少女民俗学と消費社会論を描きながらその彼の初期の問題関心とそれから

の変容に関して議論を展開していくことにしたい。

4 誰もが少女になるという命題をめぐって

彼の評論の中でおたく論に並んでもっとも特徴的なことのひとつに少女という
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ものへの着呂というのをあげることができる。それはその初期において大塚が積

極的に提示しただれもが少女になるという自らが語りながら奇妙だと認める問題

である。

「いうまでもないことかもしれないが， r少女民俗学jなる学問は，ぼくが

この本を書くためにデッチあげた，いわば架空の学問である。もっとも， r少
女民俗学jという造語そのものは，人形文化論を研究されている増測宗一氏

によるものであることをあらかじめお断りしておこう。虚構の学問とはいえ，

ぼくは冗談でわざわざ一冊の本(こんなに厚くなってしまった)を書き下ろ

したわけでは，けっしてない。このような虚構の科学によってしか，もはや

ぼくたちの生きる時代は理解できなくなっているのだ，という深刻な事態を

踏まえてのことなのである。シミュレーション(模造品)の時代には，シミ

ュレーションの学部こそふさわしい。J(大塚英志 f少女民俗学j p 3) 

大塚はこの問題に関して，消費社会論と現代的な民{谷学の結節点として議論す

ることを試みている O それは柳田が常民という問題で考えたことの宮田登による

解釈を再解釈することから始めている o ~jlJ EBが常民という問題を通して考えたの

は，二重性を持ったとらえ方をその特徴として議論する。

柳田の民俗学の特徴は，近代化に伴う内なる常民というものの発見であり，そ

の発見があったがゆえに宮田が向かった先がひとつは都市という問題であり，そ

れはひとつのマーケティングの問題としてとらえかえされるべき議論であること

を大塚は指摘している。そのことを踏まえたうえで大塚が向かうのが，少女とい

う表象なのである。それでは少女という表象を大塚はどのように位置付ーけている

のか。

「内なるく少女>，つまり非生産者としての自分を「内省Jできれば，ポス

トモダンはむりでも世紀末くらいまでは生き延びる手立てが見つかるかもし

れない。それが僕の考える少女民俗学なのだ。J(大塚英志 f少女民俗学jp 

23)) 

そうであるがゆえに我々もいつかは少女になるということであり，それはi柳田

が常民に対して付託し，それと何時に宮田が都市に着目した問題と議論をーにし

ているのである。ここでの大塚の議論は，現代の消費社会に生きるわれわれはど

うしようもなくやがて〈少女〉になってしまうというものであり，それを内省で

きるかどうかということだけが問題であり，その我々の中には僕が含まれること

になるので，ここではいつか僕の問題になるといった程度の距離感が保たれてい

るのである。つまり自己の内側にいつつも「やがてはJという形で「民俗学jの

対象としての距離化が「僕jと f少女jの間にはあったといえる。
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5 おたくと少女

大塚の議論というのがあくまでも少女を民俗学の対象としつつも，次第におた

くと消費社会との関係の問題に移動していくことになることに関して考えておか

なければならない。

消費社会について考える中でひとつの大きなアクターとして少女というものに

着目しつつ自分が「いつか少女になるJという暴論であると認めつつも，あえて

展開してみせた議論からするときに おたくというものをなぜ別にたてる必要が

あるのだろうか。 1989年の宮崎勤に関する言論活動の中で実際にいつか来る少女

という理念系に仮託して，自分たちもいつか少女になるという議論を立てるとい

うことはしなくなる O それは彼の責任をめぐる議論とも関係するのだが，こうし

た外部者を民俗学的に探究することは一定の有益性はあってもそれと同時にやが

て来るといった程度のことを示すにすぎない。大塚が1997年の fコミュニケーシ

ョン不全症候群j文庫版の解説の中で、消費社会における男性〈おたく〉の主体化

の函難を「ぼくが語る問題Jと主題化するものであり，少女と大塚の一つの断絶

のお主であるということ治宝できる O

ここでは，物語消費論において議論されているような意味でのおたくの消費傾

向をめぐる水準とは全く異なった水準でのおたく論というものが彼の中に支配す

ることになっている。少女民俗学のテーゼというのは消費社会化したときには我

々は従来のような常民ではありえず少女になってしまうものであり，それは仕方

のないことであるというものであった。しかし，大塚は基本的にはこうした構想

を抱えつつもそこにおいて自らの言論の責任はどこにあるのかということをめぐ

って模索を始めることになっていく O 大塚がとりわけ注目したのはその寅任とい

う問題系であり，彼がどの範閣に対して一体どのような責任を負うことが可能で

あるのかということを問題化しているのである。

彼の80年代後半から90年代の転換点は，いかにどうしようもなくて実際に犯罪

を犯したとしてもM君だけは守るというテーゼを守ろうとしていたということで

ある。これは実際にM君の無罪や死刑を免れることを I~II~~ とするものでは必ずし

もない。それは完全に司法の仕事であることは大塚白信も認めている。それでは

大塚が守ろうとするものとは何か。それを考えるうえでは彼がいかなるおたくと

消費社会の位置つミけを行ってきたのかということを彼の文化論・文学論から見て

いくことにしたい。

6 消費社会的想像力と戦後民主主義

おたくはいかにして主体となりうるかという問いが，大塚の中で出てくること

によって大塚が直面することになるのは，江藤淳の現代的な読み返しの可能性に

関してである。消費社会論におけるおたくの位置づけはいくつかに分類すること
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カfできる。

以下でそれぞれの論点に関して彼の思想をいくつかの著作をもとに概略を示す

ことにする。

(1 ) おたく文化でしばしばみられるような消費形態一一-r物語消費論j

大塚は，おたくをめぐる議論で初期から最も特徴的な問題として論じているの

が，彼らの消費のモードに関する問題である。彼はそれをボードリヤールなどの

議論などに依拠しながら，物語消費という形で概念化している O この議論で彼が

しばしばあげるのがピックリマンチョコレートであり，そこには歴史を近代国家

としてうまく持ち得なかった日本が代わりに必要とした，ひとつの偽史をめぐる

想像力が消費の断片を経由して喚起されることに着目しており，その偽史は作り

手/消費者という水準に還元されるのではなくその偽史をある程度作り替えてい

くメゾレベルの消費者というものを想定していることをその議論の特徴としてい

る。そうした消費の特徴を持つことをひとつの現代的表現の可能性として設定し

ている。

(2) おたく文化が代表するような物語の構造 cr漫画の構造Jr戦後漫画の表現空

間J)
もうひとつ彼の議論に関しては彼が実作者であることもあり，日本におけるお

たく文化と呼ばれる文化に対する評論的なコミットを行っているという特徴を持

つ。漫画に隠しての大塚の議論の位置づけは比較的一貫している。その中でも大

きな役割を持つ仕事として，手塚治虫を漫画史の中で正確に位寵づけるというこ

とにあるといえる。近代漫画の創始者として知られる手塚治虫はどのような点で

創始者といわれるのかに関して，大塚が意味を見出すのは漫画記号説や映調的手

法のほうにではない。彼が特権的な意味を見出すのはその記号的な身体において

性や死などの表現が行われるようになったことである。つまり記号的なまま物語

を描き出すことが可能になったということが彼の評論においてとりわけ重要な意

味付けを持つことになったのである。

「本来「平面的jであり，心も身体も奥行きをもたない。だからこそ，記号，

符牒で充分であったキャラクター表現を用いて本質的にはその技法では表現

できないものを手塚は表現しようとしてしまったのである。戦後まんがが手

塚以昨，諸外国のまんがと比して特殊な発展をとげるのは，手塚がまんがに

表現すべきものとしてのリアリズム的な「心Jと「身体Jを持ち込んだから

である O しかも，本来それを語ることが不可能な記号表現によってこれを追

及するという根源的な困難さとともにである。そのii没後まんがの始まりに於

ける決定的な矛盾が，そのまま，戦後まんがの表現技法を進化させる原動力

にもなり， I司u寺に，戦後まんがの主題そのものになっていくのである。『ア
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トムiがやがて抱え込むのもまたそのような矛盾であり，そして主題である。」

(rアトムの命題Jp 145) 

このように手塚の問題系というのは記号的な身体の死をめぐる問題でもあり，

これが戦後漫画を特徴づけるアトムの命題へと結びっくものである。そしてこう

した成熟の問題系は彼のfサブカルチャ一文学論jでも存続していく議論である O

(3) 文学的想像力とおたく的想像力をめぐる問題 (rアトムの命題Jrサブカルチ

ャー文学論J)
「サブカルチャーでしかないアニメやコミックはしばしば歴史から切断され，

そのことで用意に文化い時間も超えて「他者jへと届いてしまう O それはお

たく文化が歴史から切断され，単独で存在しうるようになったジャンルだか

らだ。しかし同時にサブカルチャーはいやおうなく歴史的な所産であり，そ

の表現の形式も歴史の影響なしには生まれない。歴史的記'憶と対になること

でサブカルチャーは f歴史」を構成する要素にもなりうるとぼくは思ってい

るO そのような手続きをもって， rアトムj及び手塚治虫を記述する O それ

が戦後史の中で fアトムj及び手塚を諮る本書の意図である。J(rアトムの

命題Jp 16) 

このように手塚治虫のサブカルチャー的な特徴を素描したのちにサブカルチャ

ーをめぐる一連の命題に関して大塚は検討している。その中でも彼が大きく注目

しているのは， rアトムの命題jという議論である O アトムの命題というのは鉄

腕アトムへと繋がる旧作 fアトム大使jの初版とそれ以降との開に横たわる断絶

を皮切りとして議論していく O その『アトム大使jにおいて起きる成熟の不在と

のアメリカとの関係が議論されるω。

この議論を通じて彼のサブカルチャーをめぐる問題と文学の問題が接続するこ

とになる O こうした成熟をめぐる問題系は， rサブカルチャ一文学論jで行った

江藤の読み替えに通低するものである。大塚は江藤が 村上春樹を評価しなかっ

たことに着自し，彼の文芸批評においてそうした読み替えの可能性を模索してい

るO その中でで、彼が行つているのは母性の月肥巴大と父性の喪失とアメ 1リjカとの距書謝離i住tと
いう江}藤i藤事の議論をもう一!度支読み替えなおしたうえでそれを堕落としてとらえるの

でで、はなくその中でで、の意i味床つづ守けというものを行おうとしている点でで、ある (ω3引)

! このように彼の試みによつてj浸受函を含んだサフブブ、守、カルチヤ一におけるj成或熟とイ倫命珪理

の!間古湾1題が前:市h百1に出るようになっていくことができる。文学というものははじめ戦

後自本のサブカルチャーの特徴であったという議論がされながら，それを吉典的

な日本文学へと接続しなおすという試みを行っていることであるは)。そこで戦後

民主主義における倫理はいかに可能かということをめぐる倫理的な問題への読み

替えが行われるようになっているのである。
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(4 ) マニュアル化と文学を書くことをめぐる製作者的課題 (rキャラクター小説

の作り方Jr物語の体操J)
大塚のゼロ年代の仕事を大きく特徴づけるのが 小説原作者で、ある彼のキャリ

アをいかした小説執筆のマニュアルである。大塚自身が大学で教育をするように

なりそうした講座を持つようになったという理由がひとつ大きな理由としてあげ

られるだろうが，むしろなぜそうした教育に踏み込むようになったのかを含めで

ある程度トータルに考えていかなければならない。

7 I文学jという方法

彼の仕事の特徴というのはこうした物語を教えることによってひとつの倫理的

な達成をおこなうというものであるが，ベタな啓蒙とはやはりある程度の距離を

とっている。そもそもキャラクター小説の書き方を教えるということにどのよう

な意味があるのか。それは文学に対する大塚の考え方を前提とすることなしには

呑み込みにくい議論であるということができる O

そもそも近代文学は柄谷 (1993)が議論するところによると嵐景の発見とそれ

に伴う内面の発見というものが同時に行われたものであり，そこにおいて重要な

のは告白の制定化であり， r私Jとして主体をたてることによって近代文学の制

度化は行われたといえる。つまり，近代文学においては「私」という制定が仮構

されることこそが重要であったというものである O

こうした議論を踏まえたうえで，彼の独自の文学観とはなんだろうか。それを

知るうえでひとつ参考になるのが， rサブカルチャ一文学論jの入門編として書

いたと忠われる fはじめての文学jである O

ここでは，近代文学のになったこつの性質について議論されている。そのうち

のひとつが「私Jの仮構にこそ文学があるというものであり，もうひとつがこと

ばの強度を鍛えることである。しばしば前者が文学の本質であるという形で f作

者へのなり方jが議論されるが，それがそのまま文学となることをめぐる接続を

いったんたつための論理操作を行っている。そうでなければ大塚がいうところの

キャラクター小説と文学の関係を論じることができないといえるだろう O それで、

は文学の力とは何か。それは「書くことjの力を鍛えるということになる。文学

にいかなることが期待されるのか。

fけれども読者が「文学」の声を開きたいと願ったその科那に文学が沈黙し

あるいは違う言葉を発してやり過ごしてしまったことに「文学Jは果たして

気づいているのか。仮に気づいていないとすれば，それは「文学」にとって

あまりに致命的なことだと思うのだJcrサブカルチャ一反戦論Jp 91 
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ここでさらに展開しておかなければならない論点がある。それが，こうした言

説実践は実はそのまま彼自身の戦後民主主義をめぐる言説実践であるということ

である。ここで考えておかなければならない問題はここでなされている戦後民主

主義をめぐる言説実践というものが，その他のもうひとつの活動が大塚の中で連

結したものとして存在しているということである O それが f新現実}や2000{j三代

の後半の著書で展開されてきた一連の議論である O それは文芸誌などでの文学が

機能不全になった中での〈文学〉の復興とそこでの文学の力としての言葉の力の

再興をめぐるひとつの思考のプロジェクトであったということができる。

「ぼくが九十年台，ぼくにとっての三十代を過ごした論壇を出て行ったのは，

そこが f対話Jしり場所じゃなかったからです。その論壌の貧しさはそのま

ま「近代jの宿題でもある， I他者と話すことばJを作れなかったこの患の

縮図です。J(rサブカルチャ一反戦論Jp 108) 

f戦後民主主義のリハビリテーションjでは，機能不全になった文学のリハビ

リという形での戦後民主主義というものが自指されることになる。そうしたリハ

ビリテーションの中で文学というもののある種の可能性が模索されると同時にそ

の文学によって実存の問題ではなく，言葉の力の問題で何ができるのかというこ

とに思考が向いていくことの必要性が説かれることになるのである O

大塚が語ろうとしたのは，文学による復興ではなくて，文学というものをどの

ように読むか・書くかという方法に関してということである O 大塚の戦後民主主

義における権威主義的民主主義の矛属をクリアするうえでの一つの言説実践であ

るということができるだろう O つまり， I民主化せよ J ということを I~ 指すので

はなく，それができるだけの力を得たうえで，それに乗るかどうかは個々人で選

ぶことができるようなインフラとしての文学というものを考えているのである O

このように消費社会において大塚の議論というものは重要な問題であり，本来

サブカルチャーの領域として語られるものをサブカルチャーとしての強度を保ち

つつく文学〉としての読解の可能性へと接続するという点で大塚の基本的な主題

である，日本の消費社会において人はいかにして，物語を持ちうるかということ

と物語を語ることの意味は何かという問題を思考してきたといってもよいだろ

うO 戦後において自らが積極的な物語を持ちえなく，大正時代からそうであるよ

うに，いわば断片の集積の中から歴史というものをくみ上げざるを得ないという

問題に関して最も真撃に考察している批評家であるということができる O

しかし，ここまでで大塚英志の戦後民主主義に関する概略が示されたことにな

るわけであるが，この主張の水準だ、けを考えたときには見方によっては単なる啓

蒙主義的な思考の一類型にのみ押し込まれてしまう読解の可能性がある O しかし，

大塚の議論の局到なねじれの問題というものに関して触れることなしには彼の思

想の開題に触れることはできず，そこで彼のこだわるおたくというものに関して
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考えることができない。そこで次節で検討したいのは本論の主題として提示して

いるほくという一人称の選択とその一人称を選択することによってどのような言

説の距離感がおたくをめぐって遂行的に達成されているのかということを次節で

はキ食言すしていくことにしたい。

8 くぼく〉と M君

こうした一人称をめぐる意味に関して，近代文学の本質が〈私〉の仮構であり，

吾輩が猫であるというのが〈私)というところにそこに文学ができる言明である

と論じている大塚が自らの使う一人称に関して無自覚であるとは考えにくい。実

際に彼は f彼女たちの連合赤軍jの中での森の「ぼく Jと「ぼくらJの間にある

揺れを看破し，その弱々しさに関して注目している。この彼の一人称に関しては

フェミニズムの領域や文芸批評の領域で名指しという形ではないが批判がなされ

てきた。その中でも上野の批判というものが，とりわけ注目に倍する O

上野の批判というのは，こうした私という形で一人称を語らないでその主体の

責任を自避しつつ男性の原理のようなものが存続する私秘化された一人称で、ある

という位置づけがなされている。要ーするに考えなければならないのはそうした批

判というものは最初から含みこんだうえでもなぜ一貫してこの一人称が使ってい

るのだろうかということである。それは具体的な文脈に郎しながら議論していく

必要がある。とりわけ注目する必要があるのが，ぼく (工大塚英志)が10年を捧

げたという M事件をめぐる彼のぼくという語りに込められた意味から彼のベタな

戦後民主主義との微妙な毘離というものについて考えておくことをしていきたい

と考えている。

「例えば80年代の末，幼女連続殺人事件が起きて，彼がロリコンビデオやホ

ラーピデオのマニアだと報じられると彼はアニメやどデオという「虚構jと

「現実Jの区別がつかなくなって子供たちを殺したのだと論じられました。

あなたたちにはどうでもいいことでしょうが，まだ、若かったぼくはそのこと

に憤り九0年代の十年を丸ごと費やして被告の公判に関わることになりまし

たJ(rサブカルチャー反戦論Jp 62) 

ここでとくに注目したいのは大塚が行った言説実践の中でとりわけある時期に

集中した語りのーっとして展開された議論である。このように大塚英志は00年代

になってから， i彼jに対してのアニメやビデオという「虚構Jと「現実jの区

加がつかなくなったという虚実混同論というものへ憤っていたという形で振りか

えられ，そうしたことに責任を感じていたぼくという形で議論が振り返られるこ

とになるのである。

ではまだ若かったfぼく Jは当時一体どのような憤り方をしていたのだろうか。
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それを見るうえで参考になるのが，彼がのちに10年にわたって議論を展開するこ

とになる以下の語りである。

TVに映し出された彼の部屋の本相jにはぼくがかつて編集した単行本の背表

紙がちらつと見えた。ぼくが最初に編集者として足を踏み入れた雑誌のパッ

クナンバーも並んでいた。彼がぼくの読者であった以上，ぼくは彼を守って

やる。二六歳のおたく青年の主張を代弁したところで何の意味もないかもし

れないが，彼の生きてきた不毛とぼくが生きてきた不毛がつながっていると

わかった以上，そうする他にないではないか。 (1大塚英志のフィールドワー

ク⑬Jr新文化j八月一七住所蔵)

この段階で大塚は「二六歳のおたく青年に関してその主張を代弁したところで

何の意味もないかもしれないがJ，という但し書きをしたうえで，それでも彼が

読者であったという点で、自分の最初の消費者という形で擁護を行おうとしてい

る。これは彼の創作/批評が表裏であった以上，必然的な帰結でもあった。そし

て，そこで自分が生きてきたことをめぐる不毛と彼の不毛とを重ね合わせたうえ

で，べき論ではなく，そうせずにはいられない行為として彼の擁護というものを

行っていくことになるのである。そこでM君擁護に関して見るうえで重要なのが，

中森明夫と和解することになる対談である O

それでもやっぱしM君を擁護しなければいけないなっていうふうにね，やっ

と思い直したわけです。

なぜかと言えば，今回メディアによって裁かれているのは，結局，ぼくらの

感受性なんじゃないかと思うからです。

だからもし彼が女の子を絞殺したのであれば，それは'1:1森さんが言われるよ

うに法律の問題だから，むしろ彼は冷静に日本の法律に従って裁かれなくて

はいけないし， M君も，ぼくはその点は彼は精神異常ではなく，正常だと思

ってるから，わかってると思う O ところがそういう 1~~~íU を)也えである，

彼の生き方とか感受性とか趣味がむしろ裁かれる対象になってきている。そ

こに関しては擁護していなかったら，結局M君そのものも擁護で、きないし，

ぼくが今までやってきた仕事にも申し開きが立たないみたいなね，そんなよ

うな感じがしたんですね。(大塚英志・中森明夫編1989Uv1の佐代一一一ほ、く

らとミヤザキ君Jp 24) 

ここではM君を擁護するべきであると言っているのは法から保護するべきであ

るということを言っているのではない。 M君の犯罪そのものは擁護できないが，

彼の感受性が責められることは「ぼくらの感受性Jが裁かれることであると問題

化する O ここでは中森という，おたくをめぐって争点が分かれ，いわば大塚にと
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って差別者と差別からの擁護者という立ち位置の違いまであった相手に対して，

rMの世代jというタイトルにあるように世代的共感への呼びかけが行われてい

るのである O ここではM君がいわばぼくらという言明をとりあえずは可能にする

ような媒介項として機能させているのである。これに対し大塚の距離感が最もM

君に漸近していると考えられるのが以下の今国勇子ωをめぐって語られる部分で

ある。

M君が今国勇子であり，ぼくが今回勇子でない理由がやはり納得しEかないぼ

くは彼に向けられた石をせめてーっか二つはらい落そうとせざるを得ないの

だ。だがぼくもまた今まで誰かに石を投げて生きてきた以上，それは何の免

罪符にもなりはしない。

そんなことはわかっているよ。 (r子供流離諮J)

ここでの「ぼく Jという言葉の使い方に関しては，もはや少女を民俗学の対象

としたような意味での距離感というのは全く失われている。ただ，たまたま読者

であったからであるといった距離感や世代的な共通感覚というものとは距離があ

る。ここでの大塚の議論はもっと直裁に全体的な戦後民主主義というような倫理

よりは，そのひとつの集団の擁護者として積極的にふるまいつつも，それが免罪

符にはならないことを自覚している O それでも自分はM君を擁護せずにはいられ

ないという大塚の一つの倫理観がここには表れている。いわばこのコミットメン

ト自体が彼の後期への倫理の起点となっている。

ここでの大塚の批評の実践は f少女民俗学jにおける常民がやがて少女になる

という問題とは明らかに位相が異なったものである。こうした11引還をめぐっての

距離の取り方というのは明らかにその当事者としてのものである。しかし，大塚

にとって最後にやぶれかぶれに「そんなことはわかっているよj というのはこれ

までしてきた「ぽくらjということに対して擁護することの断念であるといえる O

ここでは中森と共有しようとした「ぼくらjでさえなくれまく Jという形で向き

合っている。だから，彼が戦後民主主義者を名乗る以上は，むしろこれを文学の

問題として語らないということにこそこの倫理観は表れているのである。そこに

おける距離というのはまさにそこを文学として語ってはいけないという倫理に裏

打-ちされたものであるということ治宝できる O

つまりここには我々全体いつか少女になるというようなレベルの問題とは加の

くぼく〉にとって切実な問題があり，そのことを擁護しなければならないという

意識である O そして重要なのは，ここで〈ぼく〉という一人称で語ることは責任

の回避として行っているのではなく，むしろ一つの倫理として行っている一人称

の選択であることである。おたくをめぐる問題を文学として語らないこと，私の

問題として諮らないこと，とれもしない責任をとらないことという形で彼の倫理

Is¥!というものはくぼく〉という問題に仮託されているのである。
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ただ，ここでのくぼく〉という主題に関してはあくまで自分がその当事者でこ

うであったかもしれない自分という形での責任の引き受けであるということがで

きる O しかし，ここで、大塚が起こしている反転を同じような〈ぼく〉をめぐる距

離感から見ることが可能である。

はじめて書くことだが ぼくたち夫婦には子供がいない。そういう人生を選

択した理由の一つは あの夏の日にある。宮崎勤の事件について流されるよ

うに発言し，由選弁護人とともに一審に関わるようになるなかで，この後，

自分が子供を持つ人生を送ることは少なくともあの小さなlill人の子供に対し

てだけは筋が通らないような気がしたのだ。 だからあの日，ぼくの家の電話

が鳴らなければもしかするとぼくは彼ら彼女らの殺だ、ったのかも知れない，

とロボットアニメのヒロインと同じ名前の女子学生が研究室の前の廊下で'1!!f，
邪気に友人たちと笑い転げる姿を見て思う。(中 11培)ぼくが彼らの「殺Jで

はなく「先生Jになったのはつまりある二十年前の夏の日が分岐点だったと

いうことになる。 (f大学論Jp 64) 

ここでいう彼らとは，大塚が大学で教えている学生であり，このように彼のぼ

くという問題は自己がいったんそのレベルでの同一化を図って引き受けてしまっ

たこと自体を引き受けたうえで彼なりのその都度その都度の責任を果たすもので

あるとするものである。

そうである以上，彼はその文学鋭から考えたときには決して「私jとして語ら

ないということにこそむしろ彼の一つの倫週!観が表れているといえるのではない

か。対比する形でこれまでの大塚の議論を振り返る中でまず重要な位置を占める

議論として一九九七年の『少女民俗学jの文産版での解説というものが注目に値

する O

相応に齢をとった!日〈おたく〉としては，価値の崩壊を指摘するよりは古い

世代に常に諜せられた責務として， 13の前の彼ら彼女たちにおずおずとぼく

たちも本当は持ったことがない〈倫理Dを真撃にとくこともまた必要なのか

もしれない。「鏡像」の向こう側にいる他者である彼らに向かつて O みんな

fおやじjになったのだから。 (f少女民俗学Jp 264) 

ここで重要なのはくぼくたち〉という形で複数化する形でより一般的な命題に

I~丹きつつ，そのくほ‘くたち〉というのはいわば戦後民主主義的な公共の問題とし

て詰ることが必要であるということをここでは述べている O そしてここで重要な

のは，消費社会の中で持ちょうもなかった〈ぼくたち〉の倫理というものをあえ

て自分たちが主体化できたわけでもないのに「おずおずとj詰ってみせるという

ことで「おやじJになるという役割を引き受けようとしていることである。こう
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した特殊なねじれというものを引き受けるのが〈ぼく〉という形で言説化される

ような実践の問題であったということができるのである。

ただこうしたおやじとしての倫理ということに関しても〈わたし〉として誇る

ことをしないということには一定の意味があるといえるだろう。それは決して自

分が文学という側にいず，サブカルチャーの側にいるのだという意識と接続した

人称の取り方であったといえるのである。

そうした彼の語りは彼の文学観・教育観にも直接関係する問題である O 彼のサ

ブカルチャー教育というのは究極的には方法の徹底化にあったといってよい。そ

れが彼の戦後民主主義ということをめぐる立ち位置にとって重要な意味をもった

のは，基本的に現代において達成されたのはポストモダンなどではなくて表現者・

消費者と生産者の中間項が爆発的に増えるといういわば大塚 (2012) でいうよう

な事態であり，そこで彼が啓蒙と距離をとろうとするのはそのマニュアルを伝え

ることの徹底化であったということができる。文学者になるのではなくて，文学

の方法学者になることを彼は選択したのである。だから大塚がくおやじ〉になる

というのは，そこでは方法論の様式を通してしかありえないのである。こうした

実践である以上，説く倫理も常に内容ではなくて方法でなくてはならないのであ

る。

9 結論

本論で問題化してきたのはこのように大塚の立場がれまく〉を軸としながらお

たくをめぐる距離の取り方を以降させてきたことをとりわけ論じてきた。ここで

とりわけ言説上の重要な位置取りであるとされてきた問題というのが，二つの問

題系である。ひとつが少女/おたくというおたく外部との差異化の問題に関して

である O もうひとつがおたく内部における成熟/非成熟という問題に関してであ

るO ここでのまく〉という一人称を蝶番にすることによって議論を展開している

のが，この大塚自身の立ち位置の問題である O

そこでは自分が成熟できたかどうかというアトムの命題が室面してきたような

内的な整合性の問題は，問題化しようのない開題としてここでは議論されている

ように見える。むしろここで重要なのは，とりあえずできもしないのに持ったこ

ともない〈倫理〉を鏡像の向こうの他者に言ってみるというアイロニーである。

これがある種ベタなパターナリズムに近づく問題ではあるが，そこで重要なのは

大塚はむしろ自分がそうしたことを本当は患ってもみないから言ってみているだ

けに過ぎないという形で議論を展開していくのである。こうした議論はi問蒋回など

がi向百渇j題化した fオ夕クは死んだJという向題においてオ夕クでで、あるという審級は

どこにあるのカか、という議論とも絡んでで、いる問題でで、ある ω

その出i自主カか、ら考えて大塚はおたくのもつとも正史に近い来歴を持つていること

に違いはなく，いくらでも「正しい歴史=物語Jを語れる立場にある。だからこ
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そ大塚が最も重要視するのは彼が文学を分析しながらも決して自らを文学者であ

ると自認しないことにある O つまり，決して「私Jとして語ることなく「ぼく J

として語り続けるということであり，彼がその立場を崩さないことこそが彼が戦

後民主主義者であるということを可能にしている立場どりである O だから大塚が

少女おたくという形で開題の構成をしなかったということは彼自身のひとつの

「ぼく Jということをめぐる立場どりであったということができる。むしろ「私j

という形でおたくを語り少女一般の問題として接続しないことにこそ一つの彼の

倫理観が現れているということができるのである O

そこで「私jではなく言葉の強度を信じるがその言葉の強さそのものは誇示し

ないという戦略を大塚の議論を離れてどこまで展開するべき問題であるのかに関

しては今後の課題として考えておく必要のある問題である。ただ，彼が文学を語

り，戦後民主主義者であると位置づけながらもどこまでも自己をサブカルチャー

の側に位置づけるということをその倫理としてきたことをめぐってはおたくとい

う議論をめぐる全体との距離!惑を考えるうえで，大塚の個人的な属性だけに留ま

らないおたくをめぐる一つの議論の可能性を指し示しているといえるのではない

だろうか。そうした個別のおたくとの距離に関する結びつけが今後の諜題となっ

てくる。
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2005(b) r吏新期の文学j春秋社

2006(a) (文庫2008)r初心者のための「文学Jj角川書庖(角川文庫)

2006(b)開上春樹論一ーサブカルチャーと倫理j若草書房

2006(C)打捨て子Jたちの民俗学一一一小泉八雲と柳田園男j角川選書

2007(a) r公民の民俗学j作品社

2007(b) r護憲派の語る「改憲論j 日本国憲法の「正しいJ変え方j角JIIone 

テーマ21

2008(a)rキャラクターメーカ 6つの理論とワークショップで学ぶ「っくり方Jj
アスキー新書

2008(b) rストーリーメーカー 創作のための物語jアスキー新書

2010 r大学論 いかに教え，いかに学ぶかj講談社現代新書

2011(a) rr妹Jの運命一一萌える近代文学者たちj思潮社

2011(凶作1/1話の練習i援 物語作者になるためのド 1)ル式ストーリー入門jキネマ

匂報

2012 r物語消費論改』アスキー来Ir書

ササキパラ・ゴウ・大塚英志2001r教養としての「まんが・アニメJj講談社現

代新書

大津信亮・大塚英志2005rrジャパニメーションJじゃなぜ敗れるのかj角)1¥one 

アーマ

宮台真司・大塚英志2011r愚民社会j太田出版
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大塚英志編集雑誌

f漫画ブリッコJ(1982-86) 

f新現実 voll-5J (2002 -2008) 

その他の参考文献

棺由美穂2005rおたくをめぐる言説の構成:1983年一一 2005年サブカルチャー

史JU広島修大論集計

小谷野敦2009r私小説のすすめj平凡社新書

上野千鶴子1988f上野千鶴子 対談集:接近遭遇j勤草書房

上野千鶴子・安i河多恵子・小倉千加子1997r男流文学論j筑摩書房

JR生吉良IJ2005r読者共同体の想像/創造一一あるいは「ぼくらのマンガJの起

源についてJ(=北田暁大・野上元・水溜真由美 fカルチュラル・ポリテイ

クス1960/70Jせりか書房)

佐々木敦2009rニッポンの思想j講談社現代新書

杉浦由美子2006r腐女子化する社会j中公新書:ラクレ

松谷議IJ一部2008r<オタク問題〉のILIJ半世紀一一一〈オタク〉はどのように〈問題

視〉されてきたのかJ(=羽潟一代編 fどこかく問題化〉される若者たちj

恒星社厚生儲)

注

(1) 本書:は「ニッポンjのある時期以鋒の批評史を整理したものであり， 8名の

キャラクターに付託した物語的な要素を持つ本である o 80年代前半において現

代思想ブームを巻き起こした浅田彰と中沢主rrーの対比から80年代後半の蓮見重

彦と柄谷行人が展開した議論を紹介する Oそして90年代の三人として稲田和也，

宮台真司，大塚英志の忠想的な対比がされ，そこから80年代・ 90年代の相の子

のような存在として東浩紀が出てくるという構成をとっているのである O

(2) アトム大使の初版での結末は，アトムが「大人になれないものJ という )I~で

大使として使わされることになるが，そこでの結末部においてその交渉相手で

ある異星人の側が最終的に渡すことになるのが，大人になったアトムの国であ

り，そこにはアメリカの偲峨と成熟をめぐる問題を読むことができる O ここで

言われるアトムの命題というのはその場面が消去されたことをめぐって展開さ

れる議論であり，江藤の『成熟と喪失jと接続するものであるという読み込み

を大塚は行っている。

(3) サブカルチャ一文学論jの中で，その「なんとなく jの人工空間の中で屈

託なく生きる女の子たちには甘いが，男の子たちには厳しいというサブカルチ

ャ一文学というものの江藤の雨義性について，大塚はまず元も子もない批判か

らスタートする。それは彼が晩年にサブカルチャ一文学として評価したもの/

しなかったものの差異というのがまさにそこに表れているからであり，そうし
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た批判をしたうえでサブカルチャー的を見出した可能性と不可能性の双方を踏

まえることで大塚は「ぼくはぼくの生きる領域としてのサブカルチャーに一つ

の倫理として持ち帰ることができるJという形で自己をサブカルチャーの側に

おきつつ江藤の可能性をくみつくすことを志向する。

(4 ) 大塚はサブカルチャーの領域で出て来ている新たな文学の形態を私小説と対

比するような形でキャラクター小説という形で区別している。そうしたうえで

キャラクター小説というのは結局のところ徹底してマニュアル化して書:かれる

べきであることが指摘され 一連の大塚の書き方マニュアルの方向へとシフト

していくことになる。こうした議論を提示したうえで fキャラクター小説の作

り方jでは終章「近代文学とはキャラクター小説で、あったJという形で田山花

袋の問HIIJとキャラクター小説が結びつけられることになるし， rr妹jの運

命jでは大正期の村上春樹といった形で、水野菜船の小説が発掘されることにな

り，読みなおし・再接続が図られることになる。

(5) 東京ijiJjB新開社に連続幼女殺害事件の最初の被害者に対する犯行を名乗った

声明文が， r今回勇子Jという名義で送られてきた。ここでは子供を亡くした

母親というストーリーから犯行声明文であると同時にひとつの小説のようなも

のでもあった。

(6) 時間がオタクは死んだという形で議論ができてしまうということ自体に自己

がオタクの中心であるというはっきりとした自覚に根差したものであり，まさ

に正史は自分の側にあるという自負を一つ表した言葉であるということができ

る。こうした諾棄を選択せず， rおたくの精神史jが徹底的に80年代の大塚本

人の私的経験に根ざして語られたことにこの両者の差異は際立っているという

こと治宝できる。
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