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子育て実践共同体としての「公園」の構造について

－「正統的周辺参加」論による分析を通して－

堂本真実子

1はじめに

公園という場所は、現代の母親にとって、重要な子育ての場の一つである。ここで母親た

ちは、子どもの健康と豊かな人間関係を育みたいと願い、同時に、母親同士の井戸端会議を

楽しみながら、子育てに関する様々な情報を交換している。(以下、子育ての場としての公園

を「公園」と表記する｡）本研究の目的は、そのような「公園」における母親たちの参加の

過程を分析することを通して、子育て実践共同体としての「公園」の構造を明らかにするこ

とである。

2先行研究

「公園」における母親同士のコミュニケーションに視点をあてた研究として、宮坂('1、田

爪ら(2)のアンケート調査と岡本らによる面接調査(3)がある。宮坂は、母親の育児不安と公園

づきあいとの関係を問題にし、田爪らは、母親の公園づきあいの積極性と子どもの遊びとの

関連を調べている。また、岡本は育児中の親と育児非経験者との比較を通して「公園デビュ

ー」という言葉が誘発する問題性と実際の「公園」の役割について考察している。これらの

調査からは、母親の意識や母親にとっての「公園」の役割が、一定の傾向性をもつものとし

て浮かび上がってくる。その点で、示唆に富むものであるが、これらの研究からは、「公園」

の内部で実際に繰り広げられている母親たちの相互交渉の実態は見えてこない。実際のとこ

ろ、「公園」は、研究者という第三者が入っていけるような場ではなく、参与観察による実

態把握は非常に難しい場だといえよう。

その中で、本山ちさとのノンフイクションである「公園デビュー」は、実際の彼女の経験

を通して、「公園」における子育て集団の内実が明らかにされている(4)。ここでは、仲間入

りにおける葛藤や人間関係の序列、そして子育てを共有することの意味が語られ、同時に共

同体としての「公園」の葛藤や浮き沈みも描かれており、外側からは知りえない「公園」と

いうものの存在が際立たされている。本山は、ここから「公園のオキテ」としてl、「知ら

ない顔は警戒すること」2、「新入りは下手に出ること」3，「なんでもまわりに合わせるこ

と」4，「ケンカをしないこと」5，「悪口を言わないこと」という5つの要素を導き出して

(どうもと・まみこ東横学園女子短期大学）
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いる。これらのオキテは、本山が「公園」への参加を通して学びとったこと、すなわち学習

したことを脱文脈化し、抽象化したものである。この抽象化ということについて、レイヴら

は次のように述べている(51。

抽象的原理の形成や獲得はそれ自体が特殊な状況での特殊なできごとである。一般的

ルールを知っていたとしても、そのルールが有意になるような特殊な状況において、そ

のルールのもつ一般性が可能になるかはまったく保証のかぎりではない。この意味で、

｢抽象性の力」というのは全く状況に埋め込まれたものであり、人びとの生活のなかに

あり、それを可能ならしめる文化のなかにある。

本山の「公園のオキテ」は、「公園」という場を共有する母親たちの関係のなかで生まれ、

そう意味づけられたものである。本山の著書が共感を呼ぶのは、これらのオキテを生み出し

ていく母親たちの関係の在りようが、説得力をもって描かれているからであろう。題名に

｢母たちのオキテ」という副題がつき、冒頭に5つのオキテが並べられているため、これら

がハウツーとして働くような印象を受けてしまうが、実際はこれらが一般化されたかたちと

して、どの「公園」にもあてはまるというわけではない。

本研究は、このような抽象化を生み出す社会的実践、すなわち「公園」の構造そのものに

焦点をあてる。母親たちが子育てのために集い、そこで一つの実践共同体を構成し、維持し

ていく過程にはどのような特徴があるのだろうか。

本研究の目的は、母親たちが「公園」という場に参加し、新参者から古参者へと変化して

いくなかで何を学習していくのか、そしてそれを支える実践共同体としての「公園」の構造

とはどのようなものかについて、筆者の経験を再構成することを通して明らかにすることで

ある。

本研究の背景には、学習を状況に埋め込まれたものとして捉え、それを「正統的周辺参加」

として説明するレイヴとウェンガーの理論がある。以下では、この「正統的周辺参加」論に

ついて説明していくことにしたい。

3「正統的周辺参加」論について

レイヴとウェンガーは、学習を個人の内化として捉えるのではなく、状況に埋め込ま

れたものとして捉えた。それは、知識や学習がそれぞれ関係的であること、意味が交渉

(negotiation)でつくられること、さらに学習活動が、そこに関与した人びとにとって関心を

持たれた（のめり込んだ、ディレンマに動かされた）ものであることを意味する{61．

レイヴらの独創性は、状況に埋め込まれた社会的実践に「実践共同体」という概念をうち

たて、社会的実践を、そこへの参加の過程というかたちで定式化したことにある(7)。ここで

いう実践共同体とは、「人と活動と世界の間の時間を通しての関係の集合」であり、「参加者

が自分たちが何をしているか、またそれが自分たちの生活と共同体にとってどういう意味が

あるのかについての共通理解がある活動システムへの参加」を意味している(8)｡｢公園」に通
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う母親は、それが子育てのためであり、子育てにとって有益であるという共通理解のもとに、

ある一定時間、活動をともにする。その意味で「公園」は、実践共同体として捉えられる。

この実践共同体内で行われる学習を、レイヴらは「正統的周辺参加」として概念化した。

これは、「学習を必須の構成要素とする社会的実践へのかかわりを記述する手段」(剛として

提案されたものである。ここでの、「正統的｣、「周辺的｣、「参加」という概念は、一つの全

体であり、それぞれの側面は他の側面の本質を明らかにするために不可欠であり、孤立した

ものとしては考えられていない。

参加の「正統性」というのは所属の仕方の本質を定める形式であり、それ故に、学習にと

って決定的条件であるばかりでなく、その内容の構成要素でもある｡｢公園」では、母親が乳

幼児を連れていることが参加の正統性を表す。乳幼児を連れているということは、「公園」

という実践共同体への参加の決定的条件であり、またそこでの参加の仕方を学んでいくこと

の構成要素でもある。したがって、実践共同体に対する「非正統的周辺参加」というものは、

存在し得ない00)。

同様に、「周辺性」についても、「中心的参加」というものは存在しない。周辺性が示唆す

るのは、共同体によって限定された参加の場における存在には複数の、多様な、多くあるい

は少なく関わったりつつみ込んだりする仕方があるということである(Ⅱ)｡｢公園」には、さま

ざまな母親がいる。毎日来る母親、週に一度くらいの母親、子どもにつきっきりの母親、ど

こでも井戸端会議ができる母親それぞれがこの社会的世界に位置づけられている。そして、
●●●●●●●

そこでの「変わりつづける参加の位置と見方こそが、行為者の学習の軌道(trajectories)で

あり、発達するアイデンティティであり、また、成員性の形態」⑫でもある。

このような多様性を前提にすると、実践共同体における向心的(centdpetal)参加の到達
●●●●● ●●●●

点を、中心的参加(centralparticipation)や完全参加(completeparticipation)といった一様な、

一義的な「中心」に帰着させないことが重要になる。そこで、周辺的参加が向かっていくと
●●●●●

ころは、十全的参加(fullparticipation)と表現される。十全的参加は、共同体の成員性の多

様に異なる形態に含まれる多様な関係を正当に扱おうと意図されたものである('3)。

正統的周辺参加の理論化は、「抽象化を意図したものではなく、その具体的な関係を探求

する試みの一つ」q41である。ここでは、実践共同体における「アクセスの問題それがコン

フリクトをかかえた日常生活の形態に埋め込まれていることの問題、動機づけの問題、さら

に成員性／アイデンティティの発達についての問題など」(151が分析の対象となる。本研究は、

これらの分析を通して、「公園」というものの存在を明らかにしたい。

4研究の背景

本研究は、筆者の「公園」における当事者としての経験を、正統的周辺参加論にしたがっ

て再構成するものである。以下では、その筆者の経験が、いつ、どのようなところで行われ

たかについての概略を述べていくことにする。
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(1)参加の期間とメンバーの変遷

平成15年3月頃から現在に至るまで、筆者は、近くの公園に子育てのために通っている。

長男が1歳になったときから本格的な公園通いがはじまり、ほぼ4年間、午前中毎日この

公園に通い続けた。同時期に4組の親子が集い始め、半年を過ぎた頃から徐々に増え始めて、

平成16年の春から急激に人数が増え始めた。平成18年の秋ごろまでの間に、のべにして

40組の親子がこの公園を利用しており、平成16年、17年の春から秋にかけてが、盛り上

がりのピークであった。

平成18年に、我々が2代目と呼んでいる子どもたちが幼稚園に入園し、平成19年に3

代目が幼稚園入園を果たしてから、メンバーが急速に減ってきた。現在は、筆者の次男の

代（4代目）が一番上の代であるが、それぞれの事情から毎日通う親子が少なくなっており、

ポツポツと集まる程度になってきている。

(2)杉の子公園について

筆者の通う杉の子公園は、都心から電車で30分ほどの住宅街にある神社と併設の公園で、

1919.86㎡ある比較的大きな公園である。木製複合遊具(A)と砂場(B)、ブランコ(C)、水場

(D)、スプリング遊具(G)があり、その他に広い原っぱ(E)がある。東屋(F)と砂場、原っ

ぱのすみにそれぞれベンチが置かれており、荷物を置いたり腰を下ろしやすい配置になって

いる。

春には草花を砂場のおままごとに使って遊び、夏は水遊びや泥んこ遊びが盛んである。秋

には、神社に落ちているどんぐりをバケツいつぱいに拾っている姿が見られる。虫取りも季

節に応じて盛んである。冬は、陽射しの通る暖かい原っぱやセメント(H)のところで追い

かけっこや電車ごっこをして遊んでいる。

78



子育て実践共同体としての「公園」の構造について：堂本

5「公園」における正統的周辺参加

(1)「公園」を構成する内容

先ほども述べたように、「公園」の参加の正統性は、母親（保護者）が乳幼児を連れてい

ることによって保証される｡｢公園」には、さまざまな母親によるさまざまな参加の仕方があ

る。新参の母親は、「公園」の実践に、周辺的に参加することで、「共同体の実践を構成して
● ● ● ● ● ● 、 ●

いるものが何かについての一般的な全体像をつくりあげる｣06)。それは、子どもの遊びを見
●●●●●●●●●●●●●●●

守りながら井戸端会議をすることである。子どもの遊びに関しては、自分でその行動を選択

することができる。問題は、井戸端会議に参加することである。しかし、そもそも何故公園

では、井戸端会議が不可欠の要素として働いているのだろうか。

「公園」にやってくる母親は、それぞれに目的を持ってやってくる。多くは、子どもの健

康と人間関係を育むためである。その他に、子育ての仲間が欲しかったり、地域の情報を得

るためにやってくる。特に、地域の幼稚園や病院の口コミ情報は、ここでしか得られないと

言っても過言ではない。

どの目的を達成するためにも、「公園」という場に居続けられることと「公園」という場

が存続していることが絶対条件である。参加者それぞれにとって「公園」という場は、たま

たま出会いがよかったという偶然の産物であり、それだけにいつでも得られるわけではない

貴重な場であることがわかっている。したがって、その場を保ち、居続けられるために、参
●●●●●●●●､●●●●●●●●●●●●

加しているどの母親とも親和的関係を保つことが必要となってくる。これが、「公園」を構

成している内容だといえる。状況に埋め込まれたかたちで仕立屋が帽子の作り方を学ぶよう

に、産婆がお産の仕方を学ぶように、「公園」では母親の親和関係がそれぞれのやり方で学
●●●●●

習されるのである。そして、それをもっとも象徴しているのが井戸端会議なのだと言えよう。

そのために「公園」では、「悪口」や「ケンカ」といった負の要素は排除される。その意

味で、本山が抽象化した5つのオキテは、全てこの親和関係を保つための方略として捉え

られる。筆者の公園では、「なんでもまわりに合わせること」のかわりに、「違いを認め合う」

という風潮が強かったが、どちらにしても、このような抽象化が生まれる背景には、「公園」

という場に求められている母親同士の親和関係の構築という切実な問題があるのである。

(2)「公園」における十全的参加

したがって、「公園」における十全的参加とは、「子どもの遊びを見守りながら、どの母親

ともそれなりに話ができるようになっていくこと」である。これは、学習のカリキュラムと

して捉えられよう。以下では、その最初の重要な鍵を握るアクセスの問題について述べ、そ

こから十全的参加への動機づけとその様態について述べていくことにしたい。

(a)アクセス

新参の母親は、正統的に周辺的に「公園」に参加していくなかで、母親たちの井戸端会議

へのアクセスが、「公園」の仲間入りを果たす（十全的参加に向けての）重要な鍵を握って

いることがわかるようになる。その理由は、二つある。一つは、誰かと話していないと孤立
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感が増し、井戸端会議が象徴する親和関係の流れから浮いてしまうからであり、もう一つは、

会話を交わすことによってさまざまな母親との親和関係を構築していくことが、子どもの遊

びや人間関係を支えていくことになるからである。例えば、子どもが物の取り合いやケンカ

をしたとき、「ごめんね～｡｣｢いいよいいよ～｡」で済ませられる気楽さは、日ごろの人間関

係によるところが大きい。自分の子どもと他の子どもの遊びの様子をハラハラしながら見る

必要がなくなるのである。

レイヴらは、アクセスにおいて、その実践共同体において採用されている人工物、すな

わち実践のテクノロジーの「透明性」に意義をおいている。なぜなら、「一つの文化実践の

なかで利用される人工物がその実践の遺産をかなりの部分で引き継いでいるから」㈹である。

公園では、このような人工物に相当するものが会話である。透明さというのは、「そのもっ

とも簡単な形としては、ただ単に人工物の内部の仕組みが学習者が調べればわかる」08)とい

うことを意味している。古参の母親たちが展開している会話は、目の前で繰り広げられてい

るオープンなものである。したがって、それは誰に聞かれてもよい内容で、説明をうければ

何の話かわかるだろう。しかし、新参の母親にとっては、そのままでは理解できないことが

性々にしてある。例えば、次のような会話を考えてみたい。

｢このあいだどうだった？」

｢うんうん、大丈夫だったよ。わりと遊ぶスペースが広くてさ」

｢あ、そうなんだ－。じゃあ、結構間が持つね｡」

｢うんうん、おもちゃも結構あったし｡」

｢じゃあ、今度うちも行ってみようかな｡」

これは、ある歯医者の話題である。母親が自分の用事に長時間子どもを付き合わせるとき、

何かと気苦労が絶えない。それを軽減してくれる遊びスペースのある歯医者が、ここでは話

題に上っていたのである。当事者はこれだけで話が通じるが、背景を知らない者にとっては

何の話かまったくわからないだろう。

会話の透明性は、それが機能するはずの文化的実践と社会組織に複雑に結びついており、

特定の参加形態を含んだプロセスである('1')。したがって、母親たちの会話は、目の前で展開

されてはいるけれども、その関係性、すなわち会話の背景にある'|冑報の共有量によって、意

味の分かる、分からないが出てくるのである。古参の母親たちの会話はお互いにわかってい

る情報を前提にして、尽きることなく高速で回転していく。何の話か説明されれば分かるだ

ろうが、そのような関係性をまだ新参の母親は持てていない。このようなとき、話について

いけない新参の母親は、自分の入り込む余地がないように感じてしまう。その孤立感が耐え

られず、二度と来ない母親もいる。

したがって、新参の母親は、それぞれの相手とそれぞれにプロセスをふみながら、会話へ

の参加を通して、その透明度を上げていかなければならない。そのためにもっとも有効であ

るのが、早い時間に行くことである。公園に一番に行くことのメリットは、一番の人間が空

間を先に占領することによって、次の人間が「その仲間に入る」というかたちをつくること
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ができるところである。古参の母親であっても、先に空間を占領している者がいれば、挨拶

せざるを得ない。そこから会話というテクノロジーを通して、関係をつくりはじめることが

できるのである。一番でなくとも、人が少ないうちは、古参の母親も新参の母親に注目する

機会が多くなる。初めての母親同士の会話は、ほぼ100パーセント子どもの年齢と名前を

聞くことから始まる。それと共に、「かわいいですね－｡｣「しっかりしてますね－｡」といっ

たほめ言葉が笑顔と一緒に付け加わる。相手の子どもの名前と年齢を情報交換し、親和的メ

ッセージを送り合うのが、会話のプロセスの始まりとして特徴づけられる。この過程を経て、

話題は様々な方向へと展開していく。お産の話、トイレットトレーニングの方法、病気、予

防接種、挙げればきりがないが、そのようにして会話の量を増やしていくことで、様々な情

報が蓄積され、会話の透明度が引き上げられていくのである。

同時に、何についてどのように話せばよいのかということも学習される。それは、親和関

係を保つための方略である。例えば、悪い評判を知っていたとしても相手が子どもを通わせ

ている幼稚園の悪口はいえないし、相手が選ぼうとしている幼稚園についての批評はできな

い｡｢共同体内で正統的参加者になるための学習には、十全的参加者として、いかに語るか

(また沈黙するか）という点が含まれている」剛のである。これは、会話の可視性と不可視

性のコンフリクトと共働の過程としても捉えられる(2')。

(b)-1･全的参加への動機づけ

母親が「公園」において、学習していく内容は「参加しているどの母親とも親和的関係を

保つこと」である。これをどのように表すのかは、母親によって違う。ある母親は、話し相

手がいないとわかると早々に帰るという方法をとる。ある母親は、井戸端会議にはあまり参

加しないで、笑顔で適当に済ませ、子どものそばにいることで表向きの親和関係を保とうと

する。それぞれがこの「公園」という実践共同体に位置づけられている。その中で、参加の

過程そのものに動機づけられた母親は、十全的参加へと向心的に移動する。

そのもっとも強い動機づけは、子どもの楽しそうな姿と母親自身の楽しさであろう。子

どもとの1対1の関係を離れ、他の子どもと楽しそうに過ごしている姿を見られることは、

母親にとって大きな喜びである。笑いながら追いかけっこしたり、並んでベンチに座り、つ

たない言葉で四方山話をしていたり、どんく÷りを方々で一生懸命集めたりしている姿を、映

像として心に焼きつけることができる意味は大きい。まだ、「公園」に慣れていない子ども

の母親にとっても、周りの楽しそうな子どもの姿は参加の強い動機づけとなる。（もちろんそ

れは、子どもにとっても同じであろう｡）

育児における実利的な面も大きい。何より、グズグズいわれないで、あっという間に午前

中が終わるということである。外で遊ぶことで運動量が確保でき、お腹がすぐのでよく食べ

る。そして夜もすぐに寝てくれる。一日のリズムがつくりやすいのである。

そして、母親自身の楽しさも「公園」の参加はもたらしてくれる。いつでも、楽しく、笑

い合って井戸端会議ができ、さまざまな情報を交換できるのである。実際このことで、随分

リフレッシュでき、「公園」は筆者にとってなくてはならない存在だったし、他の母親にと

ってもそのようであった。いつでも自分を受け入れてくれる社会的な場があることの意味は

大きい｡｢公園なしで、どうやって育児してんだろうね｡」という会話は、我々の間で幾度と
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なく繰り返された。

しかし、だからといって様々な負の感情が生まれないというわけではない。子どものケン

カに対する考え方の違いや、態度の違い、個人的に合う合わないの問題など、葛藤の種とい

えるものは無数にある。多様な関係があるだけ、さまざまな葛藤が存在する。その葛藤を表

面化させず、個々のレベルで解決していくことが、「公園」の存在を支えることにつながっ

ていく。筆者は、ある相手に自分の表情を悟られたくないがために、マスクを着用して参加

したこともある⑫。葛藤に対してどのように対処していくのかは、人それぞれであるが、出

入りが自由な公園において、参加が続いている間は、先に述べたような強い動機づけが働い

ているといえるだろう。

(c)-l･全的参加の様態

十全的参加が進むに連れて、母親の行動にも変化が見られる。初めて「公園」に来た母親

は、自分の子どものそばにずっとつきっきりでいることが多い。それは、子どもの面倒を見

るためであるし、同時に、話す相手が定まらない自分にとっても間が持つという意味合いが

ある。最初は、子どもが移動した場所で一緒になった母親と軽く会話を交わすことから始ま

る。相手がいなくなれば、また黙って自分の子どものそばにいる。

「公園」という場所に慣れるにつれて、子どもの動きに合わせた母親の場所の移動は、緩

やかになっていく。自分の子どもが見えなくなると、お互いにそれを察知して、会話に落ち

どころをつけたり、体をそちらに動かしながら話を続け、しだいに別の場所に移動する。そ

こには、自分たちの会話よりも子どもに注意することが優先事項であるという暗黙の了解が

ある。

さらに関係が進むと、自分の子どもが移動した場所に別の母親がいれば、少々の間任せて

おくこともできるようになる。当然、自分がその役をやることもある。そこには、「お互い

に任せあっても大丈夫」という暗黙の了解や、「みんなで見ている」という「公園」の一員

としての意識があり、任せすぎは禁物であるにしろ、委ね委ねられる一歩進んだ関係がある。

このようにして、「実践を理解していくもとになる見方は、共同体での変化する社会的関

係を通して進化｣卿するのである。

「公園」は、その日の子どもの体調や用事などによって、集まるメンバーが違ってくる。

どの母親ともそれなりに話せるということは、どの日でも「公園」の一員であることを保証

してくれる。また、子どもは場所に慣れてくると、母親のそばを離れ、友達の動きに着目し

て動くようになる。それに伴って、場所の移動も頻繁になる。したがって、その日公園にい

る間も、子どもが移動した先々のさまざまな母親と話せることが必要になってくる。いつ行

っても、どこに移動しても、子どもを遊ばせながら井戸端会議ができるようになることが

｢公園」における十全的参加の様態だといえるだろう。

これを支えるのは、参加の回数といってよい。回数を重ねれば重ねるほど、さまざまな母

親と出会う機会が増え、それぞれとの関係を深めていくことができるからである。以上の点

から言えば､「公園」に早い時間に行くことが、関係のう°ロセスをふんでいく条件を整え、「公

園」に行く回数を重ねることが、十全的参加を導く重要な機会を提供するということが言え

るだろう。

82



子育て実践共同体としての「公園」の構造について：堂本

(4)参加の効果としてのアイデンティティの増大

レイプとウェンガーは、「共同体と学習者にとっての参加の価値のもっと深い意味は、
●●●

同体の一部になるということにある」といって、次のように述べている(24)。

丑二
／、

十全的参加者へ向けての移動は、より多くの時間をさくこと、労力をよりいっそう注

ぐこと、共同体内でより大きな、広い責任をもつこと、より困難な危険を伴う作業に就

くこと、などだけではない。もっと重要なことは、熟練した実践者としてのアイデンテ

ィティの実感が増大していくということである。

このことを象徴しているのが、母親同士の名前の呼び方である。新参のうち、母親は「○

○くんのママ」や「○○ちやんのママ」と呼ばれる。これは、「子育てをしに来た母親」と

いう役割が前面に出されたものであり、それ以上でも以下でもない関係の在り方が表されて

いる。それがある日、「堂本さん」や「鈴本さん」に変わる。多くは、連絡先の交換である。

そうして、次第にお互いのことを個人名で呼び合うようになる。このとき、「ハル君のママ」

は「ハル君のママである堂本さん」になり、「はるかちやんのママ」は「はるかちやんのマ

マである鈴本さん」になる。これは、母親という役割を超えた「その人」と、子育てを通じ

た関係ができたことを意味している。そこには母親を超えた私がおり、その私は母親なので

ある。こうした関係ができていくにつれて「公園」という実践共同体の一員としてのアイデ

ンティティは増大していく。

このように考えると、新参の頃に見られる母親たちの役割意識の強さは、集団が組織化さ

れていないにもかかわらず､｢公園」という場がとても公的な場であることを示している。｢公

園」に通う母親たちは、主婦としていつもプライベートな空間にいると思いがちであるし思

われがちである。それは、どこか社会の生産活動から切り離されたような疎外感を伴う。し

かし、「公園」の一員であるというアイデンティティの増大は、主婦を「子育て」というか

たちで社会の生産活動に組み入れてくれる。ある母親は、「公園」にいくことで「気持ちが

切り替わる」という。そこには、家にいるときとは違うどこか公的な自分がおり、母親たち

の間には「何かを成している」という共通の感覚が共有されているのである。このことは、

閉塞的で孤立しがちな現代の子育てにおいて、「公園」が重要な役割を果たしていることを

示している。

6「公園」の再生産

「公園｣は､世代が変わっても子どもの遊ぶ姿と母親が井戸端会議をする姿を連続性として

もちながら、変容を続けている。｢公園」の再生産とは、「実践者間の活動と関係の、歴史的

に構成され、常に進行し､コンフリクトをはらみ、しかも共働的(synergetic)な構造化」鯛

である。以下では、筆者の「公園」がなぜ、拡大再生産したのか、そこではどのような共同

体としての変容が見られたのか、そして、何故現在、それが縮小しつつあるのかについて述
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べていくことにしたい。

(1)なぜ、拡大再生産したのか

概略で述べたように、筆者の「公園」は、通い始めて2年目に急激に人数が増え、拡大

再生産された。その要因として、次の2点が考えられる。

(a)新参者に対してオープンであった

(b)公園が比較的広いため、井戸端会議の拠点が複数つくれた

この他に、住宅が一気に増えたことで子どもの人数が増えていることと、常に親子が集っ

ている公園がまわりにないため、「公園」の賑わいが地域の人々の中に痕跡として残ってい

たことなどが背景として挙げられるが、ここでは、十全的参加を支える直接的な要因として、

この2点について考えていきたい。

(a)新参召に対するオープンさ

レイヴらは、実践共同体における統制と選択の問題について次のように述べている㈱。

アクセスと同様、統制と選択も実践共同体には本来的に従う。したがってアクセスは

操作されやすく、それが正統的周辺性をアンビヴァレントな状態にする。すなわち、ア

クセスの組織化に依存して、正統的周辺性は正統的参加を促進するか、妨げるかにわか

れる。

本山の「公園」では、オキテlの「知らない顔は警戒すること」がアクセスの組織化にお

ける統制と選択を意味する。ここでは、古参の母親にとって新参の母親は、「見知らぬ人イ

コール平和を乱すキケンな存在」とみなされる。誰でも利用できるというタテマエをもつ公

園のため「ここは一見さんお断り、入ってきちゃダメ」とはっきり言わないし、言えない故

に無視をする。本山は、「だってどういう人かわからないじゃない？」という古参者のセリ

フをよく聞いたそうである。そのかわり、紹介者のいる新参者は、紹介者が安全な人物であ

るとまずはじめに保証しているので、スムーズに受け入れられる剛・

筆者の通っている「公園」は、このような閉鎖性がなかったということが、拡大再生産し

た大きな理由であろう。だいたい毎日参加している3，4人の古参の母親が、意識して新参

の母親に挨拶をし、話しかけている姿が見られた。話に盛り上がっているときでも、後から

来た人には、それが新参者でも古参者でも挨拶をするというのが、文化として定着していた

ように思う。本山は､古参者による参加の統制と選択の問題について次のように述べている'蹄)。

何の苦もなく公園の母をやってきたように見える人でも、よくよく話を聞くと、「こ

れでも、はじめはつらかったのよ」という打ち明け話がポロッと出てくることがある。

公園デビューで受けた心の傷が、口には出さねどいまだに時々痛むという人は、きっと

日本中に数知れずいるのだろう。(中略）新入りからのコミュニケーションを、敵意をも

たずに受け止めること。これが公園の閉鎖的なバリヤーを壊すきっかけになっていくと

思う。
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確かに、初めて来た母親は、皆とても緊張している。そして、挨拶が交わせると一様にほ

っとした表情を見せる。岡本らの面接調査では、育児中の親と育児非経験者共に、「公園デ

ビュー」という言葉にネガティブなイメージを抱いている（親84.6％非経験者100%)こ

とが指摘されている㈱。特に、新参の母親は、「なじめないで独りぽっちになったらどうし

よう｣、とか「変な人に関わったらどうしよう」という不安を持っている。｢子どもをここで

遊ばせたい、それが私の育児にとって必要なことである」という意志を持った母親は、この

問題を乗り越え、公園という場になじんでいくことが多いが、自分がどうなってしまうかに

不安を持つ母親は、出来上がった雰囲気でおしゃべりをしている母親たちに圧倒されて「自

分は馴染めそうに無い」と割合早急な判断を下してしまう傾向がある。このようにして、な

かなか馴染む場所を見つけられなかったり、母親同士の人間関係に対する警戒心が強い母親

は、様々な公園を散発的に渡り歩くことが多く、「公園ジプシー」と呼ばれている。

新しい人を受け入れる文化があるということは、その相手がこちらの受け入れに乗る乗ら

ないは別として、「公園」の再生産において重要な要因であることは間違いないだろう。

(b)公園の広さ

「公園」の親和的関係を支える環境的側面として、公園の広さの問題が挙げられる。筆者

が、「なんで、この公園って人が集まってんだろうね｡」とつぶやくと、必ずといっていいほ

ど「広さじゃな～い？」という答えが返ってくる。狭すぎると井戸端会議のグループが一つ

しかできず、閉鎖性が強まる。逆に広すぎると子どもの活動範囲が広がりすぎて、井戸端会

議をする間もなく、移動を余儀なくされる。その点で、杉の子公園は、適当な広さなのだ

といえよう。井戸端会議の拠点は、季節によって変動があるが、だいたい砂場のまわり(B)、

東屋の付近(F)、水場(D)、原っぱ(E)、その先のセメントのところ(H)、神社の参道である。

公園の方は死角がないので、全体が見渡しやすく、神社の方に移動したとしても子どもの活

動拠点はだいたい決まっているので、予測して動くことができる。

拠点が複数あることで、一つだけのグループに入らなければならないというような強制力

がなく、自分なりに相手との距離を図ることができる。初めての母親は、スプリング遊具

(G)やブランコ(C)などの、井戸端会議の拠点から少しはなれたところで、場の雰囲気を見

ていることが多いようである。

以上の点からいうと、公園の子育て集団にとってふさわしい広さとは、自分なりに関係を

測れる距離が保障されていると同時に、公園における関係全体の在り様が見える程度のもの

だといえるだろう。

(2)「公園」の再生産にともなう葛藤

レイヴらは、共同体の再生産において、実践共同体のために世代をまたがって連続性を達

成する手段としての正統的周辺参加と、十全的参加者が「新参者はやがて古参者になること」

によって（直接的にせよ、間接的にせよ）入れ替えられることとしての、同じ正統的周辺参

加における置換(displacement)の過程には矛盾があることを指摘している。この連続性と

置換の緊張関係は実際に根本的なものであり、社会的再生産変容、及び変化の基本的な矛
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盾である剛・

杉の子「公園」でもさまざまな変化があった。その最初は、井戸端会議の成立にまつわる

ものである。育児のために母親として集まり始めた最初の時期、どの母親も子どものそばに

つきっきりで、会話は接点があったときに交わされる程度であった。その中で、砂場のとこ

ろに座って、ときにはゴミを拾うかして、子どもを離れたところから見ている母親が現れ

た｡(これは、筆者である｡）最初、まわりは違和感をもってその存在を見ていた｡｢そばにつ

いていなくていいの？」という視線である。これは、アイデンティティの問題と関わってい

る｡｢私は公園に子育てのために来ている」という役割と責任を象徴するのが、子どものそば

にいることなのである。筆者の行動は、そこから逸脱しているような印象を与えたのだろう。

しかし、筆者は、子どものそばにつきっきりでいない方が、子どもの自由な動きを保障する

と信じており、そのような行動を続けている。これは、一つの葛藤状態である。そのうち、

筆者の行動を見て、くつにそれでもいいんだなと思うようになる。特に、Tさんは変わるの

が早かった。彼女の子どもは実に活動的だったし、その活発さを彼女は最大限に生かしてい

きたいと思っていたので、子どもと離れることの方が彼女の育児観に即していたのである。

することがないもの同士、話に花を咲かせ始める。そこから、母親の行動が井戸端会議にシ

フトするまでは、あっという間であった。そうすると、子どもが元気に遊ぶ姿と会話の楽し

さという参加への動機づけがどんどんと強まっていくのである。杉の子「公園」では、この

ような流れのなかで「公園」の構成要素である井戸端会議が生まれた。レイヴとウェンガー

がいうように、「コンフリクトは、共有される日常的実践（そこでは異なる見解と共通の関

心が交錯している）を通して経験され、うまく解決される」60のである。

筆者が実感するのは、参加の動機づけが目の前にあり、それをモデルとして流れに乗って

いくことと、それを一から生産するのでは、緊張の度合いがまったく違うということである。

初代のわれわれは、お互いの名字を知り合うこと、つまり一個人としての相手を知ろうとす

るまでに1年はかかった。電話番号を交換することも、相手の家に呼び合うこともほとん

どなかった。あくまで自分は子どもの母親であり、「公園」は育児の手段以上でも以下でも

ないという関係の距離感が、長いこと維持されていたのである。しかし、人数が増え、関係

が多様になると、「この人と付き合うしかない」というような強制力が弱まり、合う人同士

で積極的に個人情報を交換し始める。そうして十全的参加が強まるにつれて、親和関係が全

体に広がっていき、気軽に名前や連絡先を交換するようになる。そして関係も「公園」の外

へと急速に広がっていく。こうした期間の短縮は、共同体の発達といえるものだろう。

(3)共同体の縮小

現在の杉の子「公園」は、かつての賑わいからは程遠い。その要因はなんであろうか。概

略で述べたように、3代目の子どもたちが入園したことが直接的なきっかけである。その他

に、引越しやお産も重なった。筆者も、長男の幼稚園降園後に別の公園に付き合わされるた

め、日に2度も「公園」に通うことがつらくなってきて、最近は、週に一度杉の子に行く

か行かないかという状態になっている。こうして、常連の人たちがいなくなることで、つな

ぎ役がいなくなったことが縮小の主な原因であろう。つまり、共同体の連続性を保証する
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人々がいなくなったのである。本山も、このことを指摘して次のように述べている蝿。

公園がさびれた原因は、新しい人たちのなかに、毎日毎日早めの時間に公園に出る無

遅刻無欠席のような人がいなかったからだろう。(中略）こういう几帳面な母子の存在は

地味だが公園の和の存続には不可欠な存在だった。いなくなってみてよくわかる。みん

なこういう人を頼りに集まっていたんだろう。やはり、公園通いの頻度の高い人が、知

らず知らず「公園のヌシ」になっていたんだ。

常連といわれる十全的参加者は、新参者と時々来る古参者をつなぐ存在である。皆、「誰

かいるだろう」とあてにしてやってくる。その誰かは、いつもいるあの人（たち）である。

その存在が消えたとき、「公園」は、誰もいないか、よく知らない人か、全く知らない人が

いる場所になる。そこで、また一から親和関係を構築していかなければならない。そのとき

は、お互いに新参者のようなものである。「まわりがこの人を受け入れている」という状態が

ないために、どんな人か、もしかして迷惑ママといわれるような人ではないかという警戒心

を働かせながら、会話をしなければならない。

それと同時に、参加者の間には、「公園」に行けば、子どもを友達と遊ばせて、自分は誰

かと楽しく会話ができるという強い動機づけが失われていく。現在の杉の子は、過去の財産

と呼べる潜在的参加者の多さで、なんとか「公園」の姿を維持している状態であろう。

本山の「公園」は、また公園で遊ばせたいと願う地域の親子が団結することで、この状態

を乗り越えた。杉の子もまた、「公園」に対する強い志向性を持つ人によって支えられるか

もしれないが、自分でなんとかしようと思う人がほとんどいないというのもまた事実である。

それだけ、「公園」という実践共同体は壊れやすい脆いものだということができるだろう。

7子育て支援と『公園』

現在、子育て支援というかたちで展開されているさまざまな活動は、非日常的であるとい

う点で問題がある。例えば、育児相談や一時保育などは、気持ちの支えとして大切であるが、

現代の母親の閉塞的な日常そのものを変えるものではない。特に、一時保育などは、自分の

自由な時間を得ることで、一時的に役割から解放されるという意味はあるけれども、その人

が母親として立っていくことを直接支えるものではない。実際のところ、経済的な問題や子

どもが示す不安、相手に対する信頼の問題など、預けることの大変さと預けている時間の自

由を量りにかけたとき、母親にとってなかなか気軽に選べるものではないことも確かである。

また、日にちや時間が設定されている子育てサークルへの参加も、母親にとっては、非日

常的である。設定された時間に合わせるということは、時計時間に慣れている人々は気が付

かないが、幼い子どもをもつ母親にとっては、並大抵のことではない。週に一度となれば、

なおさらである。

中谷は、これまでの子育て支援には、「援助する側一される側」といった固定化した図式

があり、子育て当事者のサービス選択の自由はあっても、支援内容や活動内容を創造し、発
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展させていく自己決定を含んだ参加が実現されているとは言い難いと指摘する⑪｡そして、相

談や講座の時間以外の、さらに言えば子育てサークルが開かれている時間以外の、日常の子

育て生活のプロセスを具体的に支える視点が今後求められるとして､次のように述べている"。

現状のつどいの広場事業や地域子育て支援センターでは、まだ量的に不足である。親

子がベビーカーだけで移動し通えることが望ましい。子育て家庭が「行きたいな」と

思ったらいつでも「その場」が開かれている、「その人たち」があたたかく集っている、

そのような継続的・定常的な「縁側」のような地域の居場所づくりの支援がより必要と

なると考えられる。

まさに「公園」は、このような場として機能している。このことの意義は大きいだろう。

しかし、「公園」の問題は、社会的に組織化されていないために、出会いという偶然性に

左右される部分が強いことであろう。閉鎖的になりやすいし、そう思われやすいことも問題

の一つである。筆者の「公園」がオープンであったのも、ある意味ではたまたまである。し

たがって、「公園」のような場を求めている全ての母親に、その機会が与えられているわけ

ではない。これは、子育て支援の問題として考えられるべきことである。事実、育児不安の

強い母親たちは「育児相談」よりも、強く「遊び場」を求めていることが報告されている鯛。

その意味では、「公園」を開かれた場として支えていくための支援の在り方が、今後検討

されていかなければならないだろう。筆者や本山が対象としている「公園」は、別の共同体

との接点が非常に少ない場である。これが「公園」を閉鎖的にしてしまう一要因であろう。

｢吉祥寺0123｣㈱に代表されるような、外でも中でも遊ぶことができ、専門的スタッフが

常駐して、さまざまな参加の仕方ができるように工夫されている総合的な子育て支援施設を

増やしていくことが、今後益々求められるだろう。

それと同時に、身近で、移動の簡単な地域の公園が、別の共同体と接点をもつような、開

かれたかたちを模索していく必要があろう。なぜなら、子育て中の母親にとって、移動とい

うのは大きなストレスだからである。気軽さというのは、「公園」に通うことの大きなポイ

ントである。例えば、公園の一部が市の分譲畑などになっていれば、そこで定期的にやって

くる人々との接点が持てる。子どもの動きなどによって、それが、新たなコンフリクトを招

くこともあるだろう。その意味では、接点をもつ共同体が、子育て世代に対して協力的で、

親和的である必要があるだろう。簡単なことではないが、何らかのかたちで「公園」が開か

れた存在となっていくことは、「あの集団に入らなければならない」という強制力に濤跨し

ている多くの母親のストレスを軽減することにつながるのではないかと考える。

8おわりに

レイヴとウェンガーは、共有された参加について次のように述べている⑰。

共有された参加は、古い人と新しい人、知っている人と知らない人、地位の確立した
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人と明日をめざす人、などがそれぞれの違いを行動で示し、共通点を発見し、互いへの

恐れを表し、互いを必要とすることをしぶしぶ合意するといったことがなされる舞台な

のである。

これは、まさしく「公園」という場の本質を言い当てている。本山は、どんな条件の母親

であっても、子どもの成長に伴って次々と新しい母親集団に直面するという意味では、母親

社会への参加は、母親ならいつかどこかで必ず出会う課題であり、公園デビューはその通過

儀礼であると位置づけている㈱。さまざまな葛藤は、母親になった以上いずれは通る道であ

り、「公園」もその一つに過ぎないということである。

もちろん、「公園」が子育ての全てではない。しかし、「公園デビュー」という言葉がこれ

までイメージさせてきたようなネガティブな場ばかりではないことも、また確かである。事

実、岡本らの調査では、多くの親がイメージと実際のギャップを語っている伽)。

「公園」では、こうしなければならないという役割があるわけではない。周りの母親や子

どもたちとのコミュニケーションをどう図っていくかは自分次第であり、かかる時間も人そ

れぞれである。

「公園」は毎日違う顔を持ちながら緩やかにつながっている。この「公園」の人間関係は、

自宅に呼び合ったり、一緒に子育てサークルやイベントに参加したり、幼稚園探しをしたり

して、「公園」以外での日常生活におけるコミュニティへと広がっていく。｢公園」の友達は

地域の友達になり、「公園」生活を終えても関係は続いていくのである。

こうしたつながりやひろがりは、現代の母親の子育てにおいて大変重要な意味を持ってい

るといえるだろう。この存在を、閉じたものにすることなく、地域を中心に開かれた存在へ

と支えていくことが重要である。それは、孤立しがちな子育てを社会に開いていく契機とな

っていくだろう。
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