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また､中小酒造が都市部‑進出 した際 に､都市
部 にある個人経営の酒販店が大 きな役割 を果た し
たことが明 らかになった｡規制緩和 のため､資本
を持 たない小 さな酒販店は､中小酒造 と同様 に大
手の同業者 に圧倒 される厳 しい立場 にある｡ 今 回
取材 した酒販店では､グローバル化 に対抗す る手
段 として､大手がで きない細やかなサービス と独
自の品揃 えに特化す る道 を選 んだ｡
中小酒造で も､消費者 とより近い関係 を築ける､
また､情報の透明性が高い関係 を維持で きる とし
て､お互いの利害が一致 したのである｡ この組み

合わせ によ り､酒造 と酒販店 と消費者の新たな関
係性が誕生 した｡それは､｢
顔が見 える｣関係 で
あ り､ これは一種の トレーサ ビリティーである と
いえる｡
中小酒造 と酒販店の タッグが先頭 をきっていた
今 回のブームは､今落 ち着 きを見せ始 めてい る｡
事実､本研究で現在進行形の現象 を把握で きた と
は思 えない｡ブームの凋落が どこまで進むか実際
にはわか らない状態である｡ なので､今後 もブー
ムの行方 を本稿 の続 きとして追及 してい きたい｡

日本アニメ研究

｢ジャパニメーション｣に描 かれた社会空間の変遷‑
鎌

野

幹

子

本論文では､ 日本 アニメの中に措かれた社会空
ごとに一つの年代作品 としてまとめるとい う作業
間の変遷 について述べ る｡
をする｡ そ してその個 々の作 品において､登場人
最初 に､今 日 ｢ジャパニメーシ ョン｣ として世
物､内容､空間 とい う三つの項 目を書 き出 し､ ど
界か ら称賛 を受 けるまでに成長 した 日本 アニメが､ ういったタイプの作品であるのかを明 らかに して
もともとは日本 で どの様 に して生 まれ､ どの よう
い く｡ その上で､それぞれの年代 において作品の
に して発展 して きたのかを､大正時代 にまで さか
内容 にどの様 な特徴があ り､ また登場人物､内容､
のぼ りその歴史 を追 う｡ 初期 は米国の技術 を研究
空間 とい うアニメの中の社会空間が どの様 な形で
して どうにか真似 ることだけで精一杯であった 日
描かれているのか､ またそれぞれの時代 において
本 アニメだが､追いつけない部分 は､ 日本独特の
アニメが描 き出そ うとしている ものは何か､訴 え
世界観 や､複雑 でお もしろみのあるス トー リー､ ようとしていることは何であるのか とい う点に焦
また器用の操作す る撮影技術で補 うなど､様 々な
点 をあてて分析 を進めてい く｡
工夫 を凝 らしなが ら､独 自の方法で良質のアニメ
手 塚 治 虫 の ｢鉄 腕 ア トム ｣ か ら始 ま り､
制作 を目指す うちに､最終的には世界 に誇れる優
GAI
NAXの ｢
新世紀エ ヴ ァンゲ リオン｣で締 め
れた文化へ と大 きな成長 を遂げたのである｡
くくられる社会空間分析｡それぞれのアニメが描
日本 においてテ レビアニメの放映が開始 された
かれた時代背景､ また作者の意図 とそれが どの様
のは 1
963年｡続 いては､その年 か ら､長期 間放
に結 びついているのであろ うか ｡1
98
0年代生 ま
0年
映 されたアニメのみ をピックア ップ し､約 1
れの私が持つアニメ感 を通 して考 えて行 く｡

千葉県の三番瀬 に見 る市民活動の力
佐
多様化､複雑化 して きてい る今 日の社会 にお
Oが活躍す る場 はます ます増 えて きて
いて､NP
いる｡NP
Oと言 って も､活動分野 は多岐 に渡 っ
てお り一概 には言 えないが､本論文では特 に｢
政
治や 自治体 ､圧倒 的 な力 を もつ大企業 な どが進
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める規定路線 や公共事業 に異議 を申 し立 てる運
動｣として､三番瀬埋立計画 をめ ぐる市民活動 を

Oとしての可能性 を考察 した｡対
取 り上 げ､NP
象地域 は､千葉県市川市､船橋 市地先 に広が る
埋 め残 された海域､三番瀬 (
干潟や浅海域)で

‑ 68‑

ある｡ 調査対象 とす るNPOは､数ある市民 団体
の中で も､行 政 を も巻 き込 んだ大 きなイベ ン ト
を開催 させ るな どの実績 を もつ特定非営利活動
NPO三番瀬) を
法人三番瀬環境市民 セ ンター (
取 り上 げた ｡ 実際 に活動 に加 わ りなが ら会員 の
方々にお話 を伺 った り､三番 瀬へ足 を運 んだ り
また､地元行 政の方 に もお話 を伺 い なが ら調査
を進めてい った結果､以下 の点が明 らか になっ
反
た｡NPO三番瀬 は､三番瀬埋立計画 に対 して｢
対｣ではな くカウンタープランを提示す る方法で

活動 して きたのだが､その こ とが行政 との協働
関係 を築 き上 げてい った ｡ また､三番瀬 の保全
の こ とだけ を考 えてい くので はな く､ まちづ く
りまで含 め た広 い視 野 で三番 瀬 を捉 えて い た ｡
特 にこの ような活動分野の NPOが力 を発揮 す る
には､行 政 との協働 は欠かせ ない｡決 して協調
路線 とい うわけで はな く､行 政 を見抜 く目を確
か に持 ちなが ら､行政 と市民 団体 とがお互 い を
うま く利用 しあえた とき､その可能性 は さらに
広が ってい く｡

路上喫煙の現状 と今後の課題
一千代田区 を千代田区 を事例 に
佐
昨今 ､TVCM や広告等 で喫煙 マナーの向上が
詣 われている｡ たばこは晴好品であ り､それ を規
制する理由はない｡多 くの人がマナーを守 ってた
ばこを楽 しんでいるのにも関わ らず､‑iBのマナ
ーの悪い喫煙者 によって､周囲の人が迷惑 を被 っ
た り､吸殻が街 に捨て られて しまった り､様 々な
問題が起 こっている｡ 特 に路上喫煙 は､周囲の人
が､たばこの煙で具合が悪 くなった り､火 によっ
て火傷 を負 った りと大変 な危険性 を学 んでいる｡
そういった喫煙者のマナーやモ ラルが問われて
0月､路上喫煙 を規
いる中､千代 田区は 2002年 1
制する罰則付 きの条例 を設 け､喫煙者のマナー向
上 を目指 した｡
しか しその一方､健康 ･禁煙等が騒がれている
昨今､飲食店やオフィス､駅のホームな どあ らゆ
る場所が禁煙 とな り､喫煙者がたばこを吸 う場所
が少 な くなって きているの も事実である｡
この ような状況の中で､たばことい う個人の時
好 を制限 して しまうの も､たばこによって周囲の
人が不快 な思いをするの もよ くない｡一体 どうす
れば､喫煙者 と非喫煙者がお互い気持 ちよ く共存
で きるのだろうか｡路上での喫煙 に初めて罰則 を
科 した千代 田区を取 り上げ､探 った｡調査方法 は､
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千代 田区の実地調査 を行 うと同時 に､2003年 か
ら路上での喫煙 に罰則 を科 している品川区 と比較
した｡千代 田区の実地調査 では､た くさんの人が
歩 く姿が見 られたが､路上喫煙者が 0‑ 4人程度
で､場所 によっては､捨 て られている吸殻 も少 な
かった｡
千代 田区では､毎 日抜 き打 ちで非常勤職員や区
役所職員が交替でパ トロール し､路上喫煙者 には
理 由の如何 に関わ らず 2000円の過料 を科す｡ ま
た､区では喫煙所 を一切おかない置かない等､徹
底 した姿勢 を とってい るの に対 し､ 品川 区で は､
パ トロールは業者 に委託 して決め られた時間に行
000円は悪質 な場合 にのみ科す こと
い､過料 の 1
に している｡ また､各所 には区で設置 した喫煙所
が存在す る｡ この両区の違いについて も考察 した｡
条
また､千代 田区 において､喫煙者 20人 に ｢
例 をどう思 うか｣､｢どうすれば喫煙者 と非喫煙者
が共存で きる と思 うか｣ の2つの質問 を口頭で行
概 ね賛成 で あ る｣ や
った ｡ 条例 に対 して は､ ｢
｢
仕方がない｣ といった意見､｢
喫煙者 と非喫煙者
分煙化す る｣ や ｢
相
の共存方法｣に対 しては､｢
互理解が必要｣ といった意見が得 られた｡ これ ら
の結果 をふ まえ､両者の共存方法 を考察 した｡
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