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幼児同士の遊びの成立過程

一 砂 場 遊びの分析一

無藤隆

子ども社会、特に幼児の社会はいかに成立しているのか。この大きな問題の基礎を探るた

めに、幼児同士の遊びの発生の様子を探ることが出来よう。幼児が互いにいかにしてその遊

びを組み立てていくかが問題である。

この幼児の間の遊びを分析する際に、ごっこ遊びやおにごっこなどのゲーム的な遊びをを

その典型としてとらえることが多い。おそらくそのために、遊びというものは、ルールを持

ち、また何を遊ぶのかのテーマが必ず始めに決められ、役割が規定され、その上で遊びが展

開すると見なされ、特に年齢が上がると、一つの遊びの中でルール・テーマ・役割が一貫し

たものとして維持されると主張されているのである（高橋,1984,1989,1991;Garvey,1977,な

ど)。

しかし、それは確かなことかという疑問が湧く。そこで言われている程の一貫性があるの

か。また、遊びの始めの段階で、ルール・テーマ・役が決められるべき遊びの一つの位相が

あると言えるのか。仮に一貫性やそうした位相があったり、ルール・テーマ・役が決められ

遵守されているように見えても、実は、認知論に影響された研究者が理論的に示唆しようと

していることとは違うのではないか。つまり、抽象的な知識として子どもたちがそれらを持

っており、その知識を利用して取り決めたり、遵守しているというのではないのではないか。

そもそも、そういった考えは、認知心理学の影響があるにせよ、基本的には、もっと年齢

の上の子どもが行うゲームやスポーツを遊びの典型として、そこから降ろしてきた見方なの

ではないだろうか。この種の考えの始まりであるピアジェは(Piaget,1930/1932)はゲームを

元に考えていた。だが、そのようなゲームやスポーツでも実は、ルールを遵守しているよう

に見えることは、抽象的なルールによるのではなく、哲学者のヴイトゲンシュタイン

(Wittgenstein,1953)の指摘するように、具体的な動きの中でいわば結果的に成り立っている

ことかもしれない。まして、幼児の遊びにそういった見方を適用するのは実態から著しく離

れる可能性がある。

では、そうでないとして、実態はどうなのであろうか。また、一貫性や位相があるように

見える場合に、抽象的な知識以外の何によって成立しているのであろうか。本論で提案した

い考えは、場・対象に応じた「主な身体的動き」がいくつかあり、それによって一貫性が成

立しているのであるということ、またルールやテーマは主にその動きを誰が行うかが決まる

ことによって現れるものであるということである。例えば、砂場遊びで言えば、砂を掘った

り、水を穴に入れたりするという、砂や水への関わりとしての身体的な動きが遊びの中心的
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な流れを構成するものであり、役割や遊びのテーマはその動きの流れに応じて現れてくるも

のではないだろうか。また、対象への関わりとしての動きが先行するから、時間的にも、特

定の取り決めの位相が早期にあるのではなく、遊びの動きの流れの中に取り込まれ、その経

過の中で随時生じるものだということである。その場合に、テーマやルールや役が専ら、こ

こで「主な動き」と呼んでいることの追認に過ぎないのかと言えば、そうでない可能性があ

る。もしかしたら、主な動きを微調整する働きを担い、言葉による交渉がそれを助けている

のかもしれない。その点についても検討し、微調整的な働きがあるとしたら、より具体的に

は何であるのかを本論文では解明する。

遊びの成立に関わる幼児同士の関係の主要な節目として、先行研究を受けて、ここでは、

テーマの決定と役割分担とを取り出し検討する。いずれも、遊びの成立と遊び集団の形成・

維持にとって重要な協同行為である。それを「動き」という対象に対する身体的な動作の繰

り返しを同定することを通して分析したい。

なお、方法として、質的なアプローチ（例えば、LeCompte,Millroy,&Preissle(1992))を

採用する。ここで主張している考えを検証するには、まず、遊びの流れの詳細と、そこでの

諸要因の交互作用を見る必要があり、そのためには、事例に即しての個別的な検討をしなけ

ればならない。本研究のような試みが積み重なった後に初めて、多数事例について統計的な

検討を行い、多くの事例で確かにあてはまることかどうかを確認する段階になると考える。

また、観察の場面として、砂場の遊びを選んだ。結局、ここで展開したい考えは、どの場

での遊びにもあてはまるはずであるから、その意味で場面の選び方は窓意的である。だが、

砂場遊びにおいては、ここで言うところの「場・対象に応じた主な動き」をとらえやすいと

いう利点がある。もちろん、逆に言えば、その考えに都合のよい場面を選んでいるという批

判が成り立つのであり、その批判に応えるには今後別な場面での検証を行うことが必要にな

るだろう。従来の研究で砂場遊びをその特性を考盧して分析したものはないのであり、それ

が従来の研究での理論的な偏りを規定していたという批判も可能である。だが、いずれにせ

よ、どこかの場面を選んでそこに集中して分析するというアブ°ローチは、質的に深く分析す

ることを目指す場合に向いていることは確かであり、ここでは、その意味で、砂場場面の検

討を行う。

方法

都内の私立の幼稚園。4歳児2クラス（60名)、5歳児2クラス（60名）からなる。

1学期の5月から6月に掛けて、朝の集合前の30分の自由遊びと、集合後からお弁当まで

の1時間の自由遊びを観察した。

観察場所を園庭の砂場に限定した。ビデオ撮影する都合上、どこかに固定することが好ま

しいことと、砂場では子ども同士の関係が比較的見やすいと考えたからである。また、どの

子どもも砂場遊びには馴染んでおり、インフォーマルな観察と保育者の言によれば、入園当

初から折に触れ行っている遊びである。その意味で砂場遊びの経験に違いはあるにせよ、最

小限その遊びの特質に承知していると想定することは許されよう。
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結果として一度でも観察対象となった子どもは27名（男児が9名、女児が18名）であ

る。4歳4カ月から6歳2カ月までに分布する。以下で分析対象とするのは計9回の観察で

ある。ビデオに子どもが慣れ、かつ音声まで比較的よく取れたものを選んだ。子どもの計9

回の遊びへの参加回数は、最大6回であり、複数回の参加者が12人である。片寄りはある

が、特定の個人のみの結果であるとは言えないだろう。

ビデオによって撮影した。前もって数回子どもの近くで女性の観察者が観察し、子どもが

慣れてから、ビデオを導入し、さらに数回試しどりをした。指向性マイクを取り付け、音声

を録音しやすくした。

録画された映像から、会話と主な動作、遊びの状況などを文字に転記した。基本となる大

きな単位を「遊び」と呼ぶ。それは、複数の子どもが一緒に相互交渉を伴って遊んでいる場

面で、まとまりのあるテーマ（例えば、トンネルを作るなど）を共有して続いていたもので、

かつ多少出入りがあるものの基本的には同一メンバーで行われているものを指す。もっとも

本研究の分析の仕方では、「遊び」の定義はそれを単位として数量化するのではないので必

ずしも重要ではない。その遊びの流れから、本研究の目的に関連する部分を抜き出し考察を

加える。

結果と考察

1．遊びのテーマの決定

何をいかに作るかの提案や相談の会話を「テーマ決定」として取り出し分析する。砂場遊

びであるせいか、複数の子どもが遊ぶ場合には、必ずこれが見られた。これについて、仲間

関係に注目すると、複数のメンバーの間で相談して決める場合と、一人のメンバーが一方的

に決める場合とが見られた。次にその例を示し、状況の解説と考察を挟む。

[事例1：複数のメンバー間で相談して決める例］（以下、A、B、Cといった記-号は子ども

を表す。ただし、事例によって同じ記号が指す子どもが変わる。誰から誰に話したのかを視

線などで同定できた場合に：で示す。注釈が問に入っているときには、別の種類のやり取り

が行われている｡）

A:Bおだんご作ろうよ。

B:Aえ？

A:Bでさ、これが包み紙。

B:Aこんなに汚くなっちゃったよ。

A:Bだから、新しいの。

B:A駄目だよ－。ここ水があるから取って。私が上から掛ける。

A、B、Cの3人が水たまりに紙を浸したり、その上に砂を掛けたりして遊んでいる。A

は始め、水たまりを「ダム」と呼んでいるが、紙の上にドロドロの砂を掛けている内に泥で

の「おだんご作り」が提案され、泥に浸した紙は包み紙にすると発想される。

A、Bあ一・（紙を広げて、土が溶けてなくなるのを見て｡）
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Bどんどん、どんどん、どんどん水入れてって。

A (水を汲みに行く。）

B:Aどんどん水入れてって。おだんどの水。

A:Cダム作って、ダム。ダム、ダム、こういうダム。

もっと、どろどろに。おだんどやさんだけどさ。

ここ工場ね。おだんどやさんの工場。

C:Aいいよ。

B:Aあ、向こうに流れて行っちゃうよ－。

Aここ近道。ここが工場だからいいの。

紙に包んだ「おだんご」を水に浸して紙を広げると、おだんごが溶けてなくなるのを面白

がる。さらに水を入れている内に、水たまりをAは「ダム」と再び呼ぶが、ダムはおだんど

やさんと直接結びつかないせいか、「おだんどやさんだけどさ」と修正を図り、「おだんどや

さんの工場」とおだんごにふさわしい見立てに変えている。それは他のメンバーに了解され

る。

ダムを作ったり、おだんごを作ったりすることは砂場でよくなされていることである。紙

を浸して遊ぶのはたまたま紙があったからであろう。紙を水に浸し、さらに泥を掛けるとき

には、特にテーマらしい見立ては言葉ではされていない。それを繰り返す内に、見立てが発

話される。包み紙と団子は、日常の経験からの定型的な結びつきをなしているに違いない。

だが、実際に遊びを進めている動きは、団子を丸めて紙に包み、水に浸すことよりも、その

結果として団子が消えていることであり、もう一方では、紙を水に浸すために水を穴に入れ

て、溜めることであるように見える。子どもがその動きを主にしていることと、発話で強調

されていることもそれらだからである。そのどちらも、遊びのテーマそれ自体ではない。遊

びのテーマをだんご作りとすれば、それに関連していることは確かであり、子どももそう発

話している。特に水を溜めることは、始め、「ダム」と呼んだが、後では、「おだんどの工場」

と修正し、関連を明確にしている。だから、だんご作りというテーマがこの遊びの流れを一

貫して規定している。（ここで引用した発話の後も、だんご作りに関連した発話が見られる｡）

だが、そのテーマで動きが決定されるのではない。また、そのテーマが追求されているとも

言い難い。時々の動きや発話をテーマは関連づけているが、主な遊びの流れ自体は、目の前

にある物とそれに関わる動きにより維持されていると言えよう。さらに、そのテーマの発想

自体が、現に存在している物とそれに関わる動きが一つの手がかりになっているのである。

もちろん、その動きとは別の日常的知識が導入されてもいる。テーマが動きを決定しないま

でも、動きへのヒントを与えたり（例、だんごを紙で包む)、何か思いがけないことが起こ

って遊びの流れに組み込むための正当化の働きをする。例えば、水が流れ出たときに、「工

場の近道」として、おそらく排水として見立てることにより、流れ出るということが失敗で

はなく、流れに正当に位置づけられることになる。

つまり、遊びが進行するには、各々の参加者が行う主な動きとのその対象が成立すること

と、それらを子どもにとって関連あるように見せる、日常的な定型的な知識に由来するテー

マとが必要だと思われる。また、その動きとテーマは始めにまず定まって、後はそれに沿っ
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て進行するというよりは、実際の動きに応じて変化しつつ継続するものである。テーマ決定

とは、遊びの流れに内在しており、それと切り離された独自の部分を占めているようには思

えない。遊びの変化と共にテーマも少しずつ変わっていくのである。

何を対象に何をするのかの具体的な動きは、子どもにとって見れば分かると同時に、発話

で指示・示唆もされる。テーマは必ずしも動きからは分からない。発話で明示され、共有さ

れる。共有が重要なことは相手の了解を求め、相手が了解の返事をすることで分かる。要す

るに、少なくとも二つの水準で共有化はなされる。何を作るかのテーマと、具体的にどんな

行動を各自がするかである。だが、その共有化されたものですべての動きが決定はされず、

常に思いがけない動きが発生する余地があり、その動きを同じ遊びの中に組み込む際に、テ

ーマからの見立てが機能する。だが、そのテーマを進展するためというより、それは、実際

には、テーマとは必ずしも関連しない面白いと子どもが思う動きを実行したり、鑑賞したり

するために、その動きを継続し繰り返すことを可能にするためであるように思われる。

次に、別なタイプのテーマの決め方でも同種の分析が可能かどうかを検討する。

[事例2：一人が一方的にテーマを決めていく例］

既に、A、B、Cの3人が池を掘り、そこに入れる水を汲んで、溜めているところに、D

がやってきて、仲間に加わる。

D:Aダムにしようよ。

あ、ダムが崩れる。

A:Dだってさ、まだ出来ていないんだよ。

D:A出来てるんだよ。

C:Dだから、掘ってるんだよ。

A:D下の方が出来ていないんだよ、まだ。

Dは、三人が製作中の池をダムにしようとして、ダムに決めてしまう。そして、ダムを崩

して水を流そうとする。相手は池がまだ出来ていないから、と反対するが、Dは、池は出来

ていると、関連はしているが新たなテーマへと変える。発話に示されないが、他のメンバー

は、後は反対せずに、同じように掘っていく。

りあ－、ちょっと違う。こっちの方がここに。

C:Bここ深いよ。シャベルがこんなに入つちゆうもん。

りわ－、クリームが、深いとクリームが出来るのに。

A:Dわ－、ここまだ入れるな。そこに入れるな。

Cクリーム。

D:Aだからな、お前、クリームを離すと、二度とクリームが作れなくなる。

Dが発見しクリームに見立てたのは、水たまりの表面に出来た泡のことである。他のメン

バーがそれを了解したかどうかはここでは分からない。だが、Dはクリームの見立てが了解

されているかのように、話しを進めている。

A:Dあ、ヘドロが溜まっているんだよ。ヘドロだ。

D:Aあ一、ちょっと。やるな。

可
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あ－、バカ。せっかくいいもん溜めようとしているのに。

AはDに対して「ヘドロ」の見立てを水たまりの底の泥に対してしている。そして、それ

をすくおうとした。Dはそれに対して「クリーム」を溜めるという主張をする。

D:あったかい－い、あったかい－い。あったか－い。

熱帯クリーム、熱帯クリーム。

A(クリームの下の砂を掘る｡）

D:A何してんだよ。せっかく、熱帯が出来たのに。

バカ、バカ、バカ、バカ。

大変だ。大洪水です。

C誰か。

そうだ、はだしでこの中に入ろう。

気持ち、い－い。

D:Cほら、クリームだぞ。こら、クリームを触るな。

C:Dどうして？

D:Cクリームがなくなっちゃうだる。

C:D･･･は意地悪。

D:Cなくなると、お前たち、死んじゃうだぞ。クリーム、この位。

C:Dえっ？作るの？

D:Cそうだよ。お前たち、死ぬことになるからな。分かったな。

クリームの浮いている水が温まっているのを、Dは「熱帯」に見立てる。また、相手が砂

を掘って、水が少し流れ出たときに、「洪水」だと見立てる。さらに、クリームがなくなる

と、死ぬのだ、と主張する。だが、相手には、どちらも了解されず、相手は別な動きをする。

この事例で、Dの一方的な指示はうまく働いていない。常に一方的な指示がうまく行かな

いわけではなく、子ども同士の仲のよさや力関係により変わることだろう。より個別的には、

相手の動き・見立てに配盧するかと÷うかが重要であろう。この例の場合、Dは池を作ってい

る様子を見て、ダム（水をせき止めるだけで、池と作り方はさほど変わらない）に見立てる

ことを提案し、相手は、まだ作っていることを理由に拒絶する。だが、「池」にせよ、「ダム」

にせよ、穴を掘り、水を入れることは同様であり、どちらもそのテーマが動きを明細に規定

するのではない。対立点は、さらに掘るのか、あるいは、端を崩して水を流すことを一旦す

るかどうかである。だが、たとえ、池であったとしても、十分に水が溜まれば、崩して水を

流してもよいはずである。対立は、崩す動きをするかどうかと、ダムか池かの見立てと、2

種類の水準で起こっている。そして、その二つは緩やかに関連があると言えよう。

その後、Dの方は、「クリーム」と見立て、それと関連して、「熱帯クリーム」とし、さら

に、「大洪水｣、「死ぬ」などの見立てる発言がある。「熱帯」はクリームとその水が温かいこ

とに言及しているので、クリームと関連させてはいるが、内容として詳細な関連があるので

はない。また、「死ぬ」ことは、クリームがなくなるような振る舞いをしないように、相手

を脅している発話であり、相手にも了解されにくい程、クリームとの結びつきが弱い。だが

同時に、「大洪水」を別として、クリームと結び付け、テーマの一貫性を明示してもいる。
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｢大洪水」の方は、あるいは、それ以前の「ダム」と関連するのかもしれないが、単にその

場での崩れる動きへの命名であるのかもしれない。

「ダム」と「クリーム」と関連がない上に、各々と関連することが言葉で示されている発

話・動きも、内容的な関連の密接さは乏しい。テーマが一貫して行動を規定するというより

は、その時々の子どもにとって面白い発見や発想をテーマと関連づけることで遊びの流れに

正当化して組み入れているように思える。

相手になっている特にAとCは、池を掘ることに熱中している。それは、「池」というよ

りは、深く掘ることが重要であるようである。また、「ヘドロ」という見立てが出てきて、

｢池」と関連するとも解釈できるが、子ども自身の積極的結びつきはなく、しかも、その場

での見立てで終わっている。後のCが水に入る動きも、Cは言葉で水に入る気持ちよさを訴

えている。

遊びの流れを形成している基本は、ここでは、砂に穴を掘ること、そして水を入れること

にあるように思われる。まさに、砂という対象、水という素材にふさわしい「動き」をする

ことである。見立てでの連続性もあるが、それは比較的弱いものに留まっており、しかも、

必ずしもメンバーの間で相互了解を得られていない。しかし、穴と水という動きは共有され、

その意味で、一緒の遊びとして成立していると言えるのである。テーマは、主な動き以外の

時折発見されること（例、水が温かい等）について、それを主な動きの継続としての遊びの

流れに組み入れるために使われるように思える。テーマとして明示されることは同時に、相

互のメンバーに、その新たな動きの発見を示し、それが遊びの妨害や失敗ではなくて、遊び

の流れの一部として認知されてよいことだと認めさせる働きを担うようである。

2．役割分担

遊びの流れを検討する上で、もう一つ興味深いのが、何を作るのかを共通了解した上で、

さらに何をどう分担するかの部分である。次にその点を分析する。

;役割分担を決める］（・・・は録音が聞き取れなかった箇所｡）

まだ・・・私、汲んでくるわ。

ちょっと、じゅん(A)君も掘ってよ。

こういう風に掘るんだよ。貸してごらん。

じゃ、はじめ(D)君、掘ってくれる？

はい。（水を汲んで来た｡）

じゃ、ゆき(C)、水流す。

じゃ、ゆき(C)ちゃん、水流す係ね。

うん。

もっと使って下さいな。私の方が忙しいだからね。

工事係。

水入れる係。

ぼく、工事。何か工事ありませんか？

３

Ａ
Ｃ
Ｄ
Ｃ
Ｂ
Ｃ
Ｃ
Ｄ
Ｃ

Ｉ岸
抽
ｗ
晒
し
。
①
■
●
■
。
Ｃ
Ｑ
●
●
●
●

塵
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｃ
Ｂ
Ｃ
Ｂ
Ｃ
Ｂ
Ｄ
Ｃ
Ｄ
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C:D今ありませんよ。

D:Cここは、ありませんか？

C:Dでも、掘って下さい。

ダムを掘って水を流して遊んでいるところで、Bは水汲みをし、AとDが水が流れるのを

見ている。Cがシャベルで掘り始め、A(じゅん君）に協力を求めている。Dがそれを聞い

て、シャベルで掘って見せる。すると、Cは掘るのをDに任せて、自分は水を流すことにす

る。Bは、それを了解して、「水流す係」とCの役割を明確にする。続いて、Dは自分のこ

とを「工事係」とし、Cも「水入れる係」と言う。掘る係(A・D)、水汲み係(B)、水を

流す係(C)と分かれることになる。Dは工事係として、ごっことしての発話をして、わざ

わざそばにいるCに何を掘ったらよいのかを尋ね、始め断られるが、再度尋ね、掘ることの

要請を受けることになり、遊びが進行する。

砂場でダムを作る場合、掘る作業と水を汲む作業、水を流す作業が必要になる。もちろん、

一人で全部やってもよいし、適当に行ってもよいはずだ。まず掘って、次に水を汲み流すと

いうやり方は、砂場では、水を汲み入れても、すぐ、にもれていき、またまわりが崩れて行く

ので、ほとんど並行しての作業が必要になる。それもあってか、このように、しばしば、作

業を分担することが見られる。一緒に遊び仲間であるためには、何かをすることが必要であ

り、それは具体的な行為の形を取る。ただ見ているとか、「監督．指示」するといった形は

取らない。幼児にとって、それは消極的過ぎてつまらないのかもしれないが、はっきりして

いることは、ダムを作るという作業を構成する動きを受け持たねばならないということであ

る。具体的に遂行する行動が明確になる分担である。事実、何もしていないように見える子

どもには行動の指示がなされている。

だが、詳細までがその分担で決定されるわけではない。典型的なごっこ遊びと違って、砂

場での遊びは役割分担が行動に比較的直結しているが、それでも、掘ること、水を汲むこと、

流すことの各々について、各自が創意を加え、あるいは適当に行為する余地が多分にある。

そして、その水準での指示・示唆も互いに与えられる。「こういう風に掘るんだよ｡」とは、

既に掘ることに決まっていて、現に掘っている子どもへの指摘であり、従って、役割分担の

発話そのものではない。役割分担とは各々が行うべき活動での主要な動きを規定するもので

あり、その詳細や付加的な動きまでは規定できない。

水を汲むことと、水を流すことについては、自分がこれからそれをすることが言葉で宣言

されている。他の例でも見受けられるのだが、これは、水を汲む場合に、その場を離れるた

めに、遊びを抜けると誤解されないため、という働きがあろう。もう一方で、水を流すこと

は、砂場遊びの一つの焦点になる行為であり、時にいつ誰がどこに流すかは操め事の種にな

る。この宣言はその意味で了解を求めているとも解釈できよう。砂を掘っている子に対して

は水を流すことは妨害でもあり、掘ることの区切りでもある。水を汲んできた子に対しては

いわばその成果を利用することである。別な例で示すが、水を汲む行為はあまり面白いもの

とは受け取られないから、なおさら、その了解が必要になる。

だが、ここで、役として規定されていることは、一貫した分業での役割なのか、あるいは、

ごっこの物語上の役割なのか、さらには、単にその場での行為を明瞭にするための位置づけ
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の発話なのだろうか。それらは微妙に絡み合っている。先ほど述べたように、この遊びに必

要な「主な動き」を一つには規定する。だが、「水流す」という発話に対して、「水流す係」

と「係」をつけること、その後で、「工事係｣、「水入れる係」と呼び名を与えることは、仮

想の物語上の役の呼び名を連想させるものである。特に、Dは「何か工事ありませんか？」

とごっことしての役にふさわしい台詞を語り、Cがその意味で了解したらしく、Cとの間で、

それらしい対話を行えている。だがまた、Dは自らを「工事係」と呼んでいるが、他の子ど

もは掘っていても、わざわざ命名はしていない。まわりの子どもも「掘ってくれる？」など

と指示はしても、係や役としての明瞭な命名をしていない。水を流す場合も始めは、「水流

す」と行為を宣言しているのであり、役として命名したのは、相手である。その行為を超え

た広い意味での規定がなされているか疑わしいし、さらに、行為とは別のその係としての想

定を当人がしているのかが問題である。ただ、Dの「工事係」に対して、Cは「水入れる係」

と流す役を呼び、「水流す係」という命名を多少言い方は異なるが受けて、役柄として自ら

を規定している。だが、その命名自体が遊びであって、それ以上の役柄の意味合いをcが実

施しているようには思えないのである。以上から、少なくとも砂場遊びにおいては、分担は

｢身体的動き」の水準で主になされ、その上に、「役」としての規定は弱く、一貫性が乏しく、

その命名自体が遊びとしてなされている可能性が高いと思われる。

役を決めることから遊びがスタートするのではない。この遊びで既に掘ること、水を汲み、

流すことはなされており、発話としてどの作業をするかが初めて述べられたところを上で抽

出した。まず何をするか、またその分担をどうするか、役割はどうかを決め、その上で遊び

が始まるのではないのである。むしろ、遊びの流れには行為や役を規定することも含まれて

いる。役はむしろ、その行為がある程度進行した後から、各々の既に行っている行為につい

て宣言や命名したり、相手のやり方について改善を示唆したり、たまたま何もしていない子

どもに行為を示唆する中で、互いに明瞭になっていく。（何もしていない場合に近いのが、

新たに仲間に入ってくるこどもの場合で、その子どもについてはほぼ確実に役や行為の指示

がなされるのは、別の分析で示す｡）だが同時に、「水流す係｣、「水入れる係｣、「工事係」と

ほぼ続けて命名がなされれているのは、単に行為の流れで命名がたまたまなされたという以

上の相互関連があるに違いない。おそらく、始めに「水流す係」として相手の行為宣言を了

解したことから連想されて、同様に命名がなされ、かつ、ごっことしての気分を形成したの

であろう。だから、分担するための発話が独自の遊びを形成することと見なすこともできる。

砂場を掘ったり水を流したりなどの行為・動きが遊びの主な流れを形成している。では、

その状況の中で、発話がその動きについてなされるのはなぜであろうか。その場から離れる

水汲みなどの場合には、前述のように、主な動きを自分が続けていることを示す。また、相

手に動きを要求するなり、動きの詳細を規定しようとする発話がある。つまり、発話の中心

は、動きを行うという流れに自らがあるいは相手が属していることを鮮明にすることであり、

また属するように促すことである。もう一つには、発話は、主な動きをいわば修飾するもの

であり、その詳細にわたる動きを示すためである。さらに、ごっことしての発話は言葉のや

り取りとして成立し、ある種の会話のルーティン（この場合は、注文を取る、とでも言える

ようなことだろう）を利用してそれは成り立つ。だが、そのルーティンをその場にいわば根
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付かせるのは、遊びの主な流れである。この場合には、遊びの主な流れは、「掘る」ことな

のである。

常に、この事例のように、身体的動きが主になって進行するだけとは限らない。主な動き

が流れを形成していることは同じでも、言葉による交渉がもっと重要になる場合やその結果

として「順番」といった抽象的とも思えるルールが導入される場合がある。その場合に、上

の議論はいかに修正されるのかを検討したい。

[事例4：役を順番で交替する例］

A:B･C水持ってきた。（自分で掘った池に水を入れる｡）

C:A入れて。

A:Cちょっと待って。この中に入れているんだもん。

C:Aこの中にも入れてよ。

C汲んで来て、これ。

A:B･Cつなげようよ。

B:A<にちやん(A)、汲んで来て。

A:B汲んで来てよ－。その<、らい。

B:Aも－．こっちはトンネル作っているんだもん。

A:Bこっちこそよ・水汲んで来て。それじゃ、ゆりかちやん(B)でしよ。

ゆりかちやん、<にこ(A)、ゆりかちやん、〈にこになって。3回ず

つで。

B:Aどうして。

A:Bだって、昨日だって、そうだったじゃないの。

B:A昨日はそうふうにしたけど。

B:Cなかなか出来ない。ここ橋だから、こわさないでよ。

A(水を汲みに行き、自分が掘ったところに入れる｡）

C:Bどんどんこういうふうにつなげていくんだから。

A:Bl回ずつにしようよ。汲んで、汲む、汲まない。汲む、汲まない。

今度、ゆりかちやん、汲んで来て。

(Bは、他の方を見ていて、聞こえていないようであるc)

こっちもやるから。

A:C今、なんて言った？

Cさあ、今度は こ っ ち だ 。

B ここ、ここでも・・・o

A (水を汲みに行く。）

B，Cわ－わ－（笑う)c

Aつなげてるんだよ。こっちは、ゆうつくりと深くしますね。

（実際につなげようと、トンネルを掘り始める｡)

B:Cここは広い橋になる。壊れた、これで。

可へ
l銘
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B:A汲んで来ようか？

A:B汲んで来て。

C:Aえ？〈にちやんのとこ、駄目だよ。自分のとこだよ。

B(Cのところに水を入れる｡）

C:B早くどんどん汲んで来て。

A:Bこっちの方がなくなっちゃったよ。汲んで来て。

C:Aどうして？

A:Cなくなっちゃった一・

C:Aどうして？自分のところは自分で汲んでよ･

A:Cだって、一つしかないんだもん。

B(Aのところに水を掛ける｡）

A:Bあ－，サンキュー。

C:Aあ－、こっちだよ。こっちのチームに入ったの？

ずるい。こっちだって、やってよ。

B:C待ってよ。

ここでは、水を誰が汲むかが争われている。事例の初めで、AとB･Cが隣り合わせで穴

とトンネルを掘っている。Aが始め水を汲んでくるが、自分のところにしか入れない。B･

CはAにもう一度水を汲んでくるように求める。Aは一旦拒否し、次に、交替で水汲みを行

うことを提案する｡Aはその前に既に「つなげようよ」と二つの隣同士のトンネルをつなげ

て一つのものにしようと言っているが、無視されている。だが、各々がトンネルを掘ってい

るから、ということで、物別れに終わる。再度Aは交替を提案するがやはり無視される。B

とCは自分たちのトンネルを広げるのに熱中している。Aは自分の分を汲みに行く。Aは自

分のトンネルを広げ、相手につなげようとし始める。BとCのトンネルが広がり、一度壊れ

かける。そのときに、BがAに対して水を汲みに行こうと申し出て、汲んで来る。だが、C

はそれを了解せず、Cの方に入れさせる。Aはまた水を求め、Bが今度は入れてやる。Cは

それに抗議し、自分の方に入れさせようとする。Bが「待ってよ」と言って、水汲みをAと

Cの双方に入れることをして、交替で汲むことが始まり、同時に、トンネルもつなげるよう

になった。

しばらくして、例えば、次のようなやり取りが見られる。互いに適宜交替し、またチェッ

クしている様子が分かる。

B:A<にこちゃん、交替しなさいよ。

A見えないのよ･どのくらい、壊れてんだか・

ちょっとぉ、掘りにくいじゃないの。

B:Aときどき水汲みもしてよ。

A:Bしてる。

Aどこにやるのか、さっぱり分からなくなっちゃった。

Cも う 水 汲み？

水汲みを誰が行うかで操めている。その一つの理由は同じ遊び仲間になっていないという
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ことがある。「こっちのチームに入ったの」と同じ仲間であったはずの一人が相手の方に水

を入れてやったときに文句をつけている。別な場合には逆に、誰がつなげるかが争点になっ

たときに「つなげようよ」と別々のトンネルを一つのものとすること、すなわち、同じ遊び

仲間になることを提言して、つなげてから、水汲みの交替を提案している。役の分担や交替

は同じ遊び仲間になって可能になることなのである。そして、同じ仲間になるとは、この砂

場の場合、同じものを一緒に作るということが必要である。仲間であることとは同じものを

一緒に作ることを実質的に意味するのである。同じものを作っていて初めて、役の分担が可

能になり、また、子どもにとって面白くない役を引き受けることも出てくるのである。

だが、実は、三人を仲介したBの動きはどちらの仲間に属してのことかあいまいである。

BがAに水を汲んでくることを申し出たときには、まだ二つのトンネルはつながっていない

し、AがB･Cの仲間に入ったという明確な申し出と認可がない。ただ、Aが一方的に「つ

なげてんだよ。こっちは、ゆうつくりと深くしますね｡」と言って、実際につなげるようと

トンネルを掘り始めている。また、ちょうどそのときに、BとCの方は「橋」が壊れて、掘

るのを再開し始める。このように、行動の区切り目になっているときに、BがAに水を汲む

のを申し出ている。だから、二つのグループはきれいに分かれているのではなく、それ以前

の交渉があることも、隣り合わせであることもあり、そして、実際に、片方がつなげること

を明言して、実行し始めたこともあり、それを行動的に了解する形でBの申し出があるのか

もしれない。だが、この流れが示していることは、相互に継続的に交渉がある場合には少な

くとも、きれいに仲間のメンバーととそうでないメンバーが分かれるのではなく、あいまい

で中間的な場合があるということであろう。その中間性は、関連することを行動として実行

することと、作るものが近接あるいはつながることが基礎となり、その上で言葉による認知

が有効に働くのであって、必ずしも仲間にするという明確な「儀式」を伴うとは限らないの

である。

分担は結果的に成立するが、遊びの流れ（主に掘ることと水を流すこと）の中で生じてい

ることで、それ独自の位相を持ってはいない。水を持ってきて入れ、その際に、隣にも入れ

るように頼んだり、トンネルをさらに掘ったりすることと混じって生じている。その上、水

を入れる、トンネルを掘ること自体が既に分担の交渉の一部をなしている。特定の発話が分

担の交渉であると定められる場合もあるが（順番の交渉など)、かなりは分担そのものでは

なく、実際に主な動きを進めることに伴い、その行為を言語化することなのである。だが、

分担や順番そのものについても発話も確かにあり、番の確かめや催促などもなされる。そこ

での言葉の働きは、主な動きの間の移行を統制することである。

次に順番の意味を考えたい。子どもが「順番」という言葉を使っているのではない。確か

に後では「交替」とは言っている。順番の交渉をしている段階では、実名を挙げて、どうい

う順番でやれぱよいかとか、1回ずつ汲むことと汲まないことをすることを提案している。

だから、順番という抽象的なルールに直接に言及するのではなく、実際のやり方、つまり子

どもが何をするのかを述べている。その中身は、「水を汲む」という皆がやりたがらない作

業を誰がやるのか、次に誰がやるのかを述べているものである。そもそも、この順番の交渉

に入る前に、水を汲む作業を相手にやってもらおうとしている。また、一緒に活動し始めた
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きっかけも、一人が水を汲むことを申し出たからである。水を汲むという作業・動きをする

人を決めることが問題であり、また、水を汲む作業は自然に1回のまとまりを持っているか

ら、そこで別な人に交替する余地もある。相手に要求したり、自分からやってあげるのも、

多くの場合、1回限りの話である。ずっとその役をやるということではないだろう。交替を

支えているのは、このように、焦点となっている水汲みの動きが1回のまとまりを持ってい

ることと、中心となる場から離れること、だが、砂場のダムの遊びには不可欠の作業だとい

うことなのである。他方、掘る方はそのような順番にうまく乗せることの出来る単位を持っ

ておらず、連続的な動きである。遊びの後の方での交替の催促も、水汲みだけを示唆してい

るのである。

従って、この遊びにおいて、汲むことの交替は、汲む役を決め、それが長い間の遊びを規

定するのではなく、掘ることを皆が続け、かつ水をそこに入れるために不可欠なことを交替

で行うことを意味するのである。「汲む役」として成立しているのではない。もちろん、他

の事例で、この意味での汲む役として成立することもあるだろう。ここでの論点は、順番と

か交替という抽象的に見える規則が、実は、汲むという作業を誰がやるかを個別具体的に決

めることから発しているということ、その作業が1回終了すると、それを受けて次に誰かが

その汲む作業を行うというように進むということである。だが、同時に、子どもがそのよう

な交替についての知識を持っていることも確かであり、言葉で交替の具体的なやり方を述べ、

かつ昨日も同じやり方をしたことに言及し、相手も了解している。こういった方式がこの子

どもたちの共有されたものになっている。さらにその前提となっているのが、この前の事例

で示したように、この種の砂場での遊びが、三つほどの主な動きからなり、ここでの焦点と

なる動きである水汲みもその一つであるということである。

さて、この一連のやり取りで、顕著なことの一つは、水汲みを嫌がっており、何とか相手

に押しつけようとしていることである。なぜであろうか。おそらく、その場を離れること、

従って、仲間からも離れること、また一緒に作っている物から離れ、一緒に作ることに直接

貢献できなくなることがその一つの要因だろう。一緒の遊び仲間であることは、同じ場にい

て、同じ物を作ることを意味するからである。もう一つの可能性は、砂を掘ったり、そこに

水を入れるのは、砂の感触とか、水が砂にしみ込む様子などから、砂場という場との特定で

独自の関係を持っているが、水を汲むという動きはそのような特定性を砂場との関係で持っ

ていないということである。動きが子どもにとって面白さを持つには、その動きがどれほど

精緑化されうる潜在性を持つかが重要なのではなかろうか。砂場との特定の関係を持つ動き

は、その対象との関係において精綴化されうる。例えば、砂の濡れた度合いや、穴の深さな

どにより、掘り方を変えねばならない。だが、水を汲む動きは、水の量に応じた調整などす

れば別だが、そうでない限り、精緑化されない。あくまで、1回でなるべく多くの量を運ぶ

ことだけが問題なのである。

だが、水汲みを自らが、あるいは、他の子どものためにも、行う場合もある。穴を掘るこ

との適当な動きの切れ目が生じることが重要であろうが、おそらくもう一つは、砂場の遊び

の一連の主な動きの一つとして水汲みが組み込まれ、例えば、全員が掘っては水を汲みに行

くといったことをすることであろう。しかし、その点は、これらの事例では直接の証拠が見

1眞
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いだされない。

まとめと今後の課題

l)本研究は、ある幼稚園の砂場での遊びを観察・録画したビデオ資料から質的に分析した

ものである。そこでの遊びのテーマや役割の決定過程に注目し、身体的行為の流れという

観点からとらえ直した。

2）少なくとも砂場遊びにおいて、その遊びの流れは、対象への身体的反復動作としてのご

く少数の動きから成り立っている。主なテーマ（何に見立て、その下で何を行うか）はそ

の動きの細部のどこを強調するかと関係する。

3）遊びのテーマは、従来言われてきたように、始めに明確に決められ、その後、それに従

って遊びが進行するのではなく、まず動きが先行することが多いし、仮にテーマらしきも

のが決められても、詳細はその後の進行と共に変更・発展していく。テーマの決定とか役

の取り決めという独自の遊びの位相があるのではない。

4）主な動き以外の所作や発見はそれが逸脱とか無関係だとされないためには、テーマと関

連づけることを必要とする。テーマは遊びのまとまりを維持するのに役立っている。それ

には言葉の働きが大きい。

5）役を決め、ごっことして台詞を述べる場合もあるが、多くは、その役は掘ることをめぐ

っての主な動きの内の何をするかを規定するのである。

6）動きの詳細までの了解が互いになされ遊びが進むのではない。主な動きの何を受け持つ

か、その大きな見立てのテーマが何かは問題だが、その細部は互いの考えはいちいち相互

了解されなくてもよい。

7）テーマや役と同様、順番といった概念も、具体的な動きの交替を意味し、さらには、皆

がやりたがらない特定の動きを誰が順次行うかをその時々で決めていくことを意味してい

る。それを可能にしているのは、交替すべき動きが自然な単位としてのまとまりと区切り

を持っていることである。

8）遊びにおいて、その遊びの主な動きが展開されている場から離れ、一緒に作っている物

から離れることは、子どもがしたがることではない。

8）遊びの面白さの要因として、その場の対象との特定の関係を持ち、遊びを展開する中で、

精綴化されていく可能性を持つことが挙げられる。

9）砂場遊び以外特にいわゆるルールのある遊びにおいても、ここで展開している考えが当

てはまるかどうかの検討が今後必要である。それは最終的には、子ども社会の身体行為的

基礎の分析へと進むべき問題である。

10)主な身体的動きとここで呼んでいるものがと､のようにして生まれるかの検討をここでは

行っていない。その検討のためには、その動きが新たに出てくるような状況での記録と分

析が必要であり、例えば、大型積み木を使っての遊びなどがそれに向いているかもしれな

い。個々の「物」が持っている動きの可能性に注目した分析が必要であろう。今後検討し

たい。

司〆
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11)逆に、遊びが安定して継続すると、主な身体的な動きがある種の定型的なルーティンを

形成し、それにより遊びが変更きれる可能性もある。これも次の研究で分析したい。
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