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子どもの遊びの特質と笑いの関係性について

遊びの事例分析を通して

岡林真実子

<はじめに〉

本研究は、卒業論文「子どもの笑いと人間関係について一子と・もの対話のおもしろさか

ら一」（注l)の継続的研究である。卒業論文では、子どもの対話のおもしろさを視点に研究を

おこなった。分析の対象となった対話には、子どもの対話のおもしろさとしては普遍的であ

るく言葉遊び的対話〉と、それとは質の異なる、ある子どもの固有の人間関係において見ら

れたくボケーッッコミ的対話＞があった。前者の対話のおもしろさは子どもの同質的対等性

に基づいてあらわれるものであるが、後者の対話のおもしろさは、漫才のポケーツッコミが

見せる優劣の関係に基づくものであり、その固有の人間関係の問では、優劣の決定が保留さ

れたままの微妙な異質的対等性に基づいて、この対話が成立していたことを明らかにした。

この研究結果から「笑い」というものが人間関係に大きく影響を受けるものであることがわ

かった。

本研究では、対象児の笑う様子が遊び場面によって異なりを見せていたことが動機となり、

個人的人間関係から視野を広げ、「遊び」の持つ人間関係のまとまりがつくる独特の状況と

｢笑い」についての関係を追及してみようと思いあたった。

本研究は、現象学的な立場から「遊び」の事例を分析し、その特質の違いから「単純な構

造の遊び」と「企て的遊び」の二つに遊びを大別した。

本研究の目的は、この二つの「遊び」の持つ特質に注目し、そこで「笑い」がどのような

かたちであらわれるのか、それぞれの「遊び」と「笑い」の特徴にはどのような関係性があ

るのかを明らかにすることである。

<笑いについて〉

(1)「笑い」の定義

「笑い」は多義的な現象である。「笑い」は、嬉しいときにも悲しいときにもあらわれ、

また、おかしいときにも当惑したときにもあらわれる。様々 な状況であらわれる「笑い」を

従来の代表的とされる理論（優越の理論(注2)、ズレの理論(注3)、放出の理論(注4)）のように一

義的に定義することは、結果的に状況限定的にならざるを得ない。本研究において重要であ

るのは、様々な状況の中で生起する「笑い」が、そこにいる人間にとって何を意味している

かである。したがって、その「笑い」の意味は、それを生起させた状況からはかられるべき

である。これが、本研究の出発点である。そしてこの「笑い」が、ある人間関係の中で表出

(おかばやし・まみこ東京学芸大学連合大学院）
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され、共有された場合には、その人間関係の特徴を象徴したものとなり得る。

さらに、「笑い」という現象一般に共通していえることは、快感情との密接な関係である。

それは、くすく、られて笑う乳児の「笑い」に見て取ることができる。ここで注意しておきた

いのは、「笑い」と快感情は一方向的な因果関係において成り立っているものではないとい

うことである。感情とそれを表現する行動との間には双方的な因果関係が存在する。快感情

が笑いを表出するということはもちろんであるが、一見快感情と無縁なものとして生み出さ

れる笑いは、敢えてそれを演ずることによって快感情を生むという因果循環をつくりだして

いると考えられる。

以上のことから本研究では、「笑い」を状況が生み出す快感情の表出であり、それを共有

する人々の間に一つのまとまった状況をつくりだすものであると定義することにする。

（2）事例分析における笑いのカテゴリー

笑いを学問の対象としているのは、心理学と哲学であり、その定義において主流を占めて

いるのは、「優越の理論」「ズレの理論」「放出の理論」の三説である。これらの理論はどれ

もが包括的な理論となり得てないが、笑いの重要な特徴的側面をわれわれに示している。そ

こで本研究では、それぞれの理論を参考に、次のような笑いの解釈カテゴリーを導き出し、

それぞれの笑いをその前後の状況にそって区別することにした。

(意図的原因）

．おどけ・冗談

おどけや冗談は、共に子どもが自ら意図的に笑いを引き起こそうとする言動であること

から、「笑いを引き起こすための非常識的言動である｡」と定義することにする。ここには、

それを引き起こした子どもの意識が強く反映されていると思われるので、その意識につい

ても検討する。その際に花岡のカテゴリー(l)を引用する。

－おどけの意識－

1、自分の存在を他児に気づかせようとする気持ち

(1)自己顕示をしたいとか他児と関わりたいと思いながら、じぶんの存在をアピール

する。

(2)タブー語を使うことで他児と共犯意識を持ちたいと思いながら自分の存在をアピ

ールする。

2、楽しい雰囲気をこのまま続けたいという気持ち

（自分も楽しい雰囲気を共有したい）

3，状況を転換したい気持ち

(1)状況（気まずい雰囲気、自分の不安、深刻な雰囲気）が悪化することを防ごうと

する。

(2)状況（退屈、日常的な会話）を変化させようとする。

・からかい

相手との親しさの確保や確認を前提としながら、相手が困るようなこと、または、価値

を低下させるようなことをしておもしろがる、他者への働きかけ。その意識は、自分の存

在の優位性を他者に気づかせ、それによって快感情を得たいというものと考えられる。
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(無意図的原因）

、遊動

単純な遊戯関係における宙づりにされた期待や緊張のユレ

、状況のズレ

おどけ以外の思わぬ出来事、ズレ（｢人が有する「ものごとはかくあるべし」という図

式のうちに存在するパターンの攪乱」(2))｡

、その他

その他の笑いの原因については、そのつど解釈していくことにする。大きくは、友好、

自潮、気持ちの調整などが考えられる。

<遊びについて〉

(1)遊びの定義

本研究の目的は、子どもの遊びの特質と笑いとの関係性を具体的事例から追及していくこ

とにある。したがって、事例における「遊び」の捉え方が問題となる。本研究では、笑いと

いう一つの現象を「遊び」から取り出すためには、「遊び」を独特の存在状況として捉える

ことが必要であると考えた。そこで、西村清和の遊び概念を本研究における「遊び」の分析

に用いることにした。

西村は、「遊び」はある独特の存在状況であり、その構造は、次には充実されるはずの僥

倖への宙づりにされた期待の遊隙（遊びの隙間、余地で一つの未解決で不安的で自在な余裕）

と、そこに生じる緊張と解消からなる遊動（遊隙の内部に生じる遊びの振り、算定不可能な

多義性）に共にのりあわせる同調にあると捉えた(3)。この構造を、本研究の「遊び」の具

体的事例の中に見出だすことができた。

（2）本研究で取り上げた遊びの特質

本研究で取り上げた遊びは、追いかけっこ、戦いごっこ、滑り山の遊びと基地遊びである。

前者三つの遊びと基地遊びでは、遊びの質的な違いが見られた。以下、それぞれの遊びの特

質を述べていくことにする。

(1)追いかけっこ、戦いごっこ、滑り山の遊び

これらの遊びは、どれも遊びの構造がシンプルな形で見られたものである。西村は、これ

らの遊びと同じ構造を持つ母と子のがらがら遊びについて次のように分析している。

ここには、たしかにひきよせてははぐらかし、追いかけては身を引く両者の呼吸の、デ

リケートな同調と往環の遊動がある。こうして、ついにがらがらがなったとき、母と子は、

｢ほらね！」とばかりに声をあわせてわらうが、それは、両者が、結局は、ただ一つの動

き、ただ一つの期待を共有していたことを示している。（中略）

ここには予定と実行の間の微妙なズレ、仕組まれた不在の「間」がある。両者の間に仕

組まれ、笑いのうちに留保されたこの遊隙のうちで、宙づりの期待が共有され、緊張と解

消からなるひとつの遊動が維持され、反復されるのである。そのためにはどうあっても、
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両者の行動がくつくつであってはならず、常に平行してともない、一つの遊動へと同調さ

れなければならい。（4）

このような、宙づりの相互期待と同調という関係の枠組みが最も単純な遊びの骨格であり、

本研究が取り上げた上の三つの遊びはそれぞれこの骨格がクリアに見られた。

(2)基地遊び

本研究で見られた基地遊びは、目的志向的で、子ども達が基地へのイメージをお互いに合

わせ、共有していかなければならないという点で、単純な構造の遊びとはいい難い複雑さが

あった。ここには、到達のイメージが不明確であるにしても、なんらかの形を作り上げると

いう意味では企て的な目的が存在する。また、その到達へのプロセスにおいては、そのつど

想起するそれぞれの具体的なイメージをお互いに合わせていかなければならない。この過程

には、企てに特徴的な役割が存在し、双方の拮抗や調整や協力が存在する。本研究ではこの

点を踏まえ、基地遊びのような目的志向的でお互いの拮抗や調整、協力が見られる遊びを

｢企て的遊び」と呼ぶことにし、基地遊びにおけるイメージとそのイメージを合わせていく

過程を一般的企てと区別して「企て」と呼ぶことにする。

この「企て的遊び」である基地遊びは、次のような要素によって成り立っている。

①イメージを浮かべる。

②他者とイメージを共有する。

③実際に動いて、遊具を組み合わせる。

この①と②の過程が「企て」の過程で、③がその実践である。この遊びの骨格は、①②と

③の間に、常に算定不可能な遊隙とそこを揺れ動く遊動がある。イメージから実践の過程は、

子ども達のなかで不明だったものが明らかになる過程である。彼らは、ここで宙づりにされ

た期待と、そこから生じるある種の緊張と解放を経験する。

彼らのイメージは、一般的企てに見られるような綿密な計画性に基づくものではない。そ

れは、定型化されたおぼろげなイメージから出発する。そして、あるイメージが具体化され

ると、それに触発されてほかのイメージもより具体的になっていく。したがって、完成まで

のプロセスはいつもあいまいで、先が未定である。ここには、あるラインに導かれた完成と

いうものはない。その終りは、①”の過程が繰り返される中で偶然にやっていくる。彼ら

はつねに現実態として基地づくりに関わっており、不明なものが明らかになっていく過程で

の結果への期待の宙づりと、そこから生じる緊張と解放という遊動に乗り合わせている。し

たがって、この活動も遊びなのである。

以上のことから、本研究の遊びは、西村の理論が種類を越えた共通の特色として捉えられ

ることになる。それをおさえた上で、本研究における遊びをその特質にそって「単純な構造

の遊び｣、「企て的遊び」と呼ぶことにする。

<研究方法〉

(1)事例研究法

(観察対象園）東京学芸大学付属幼稚園

1Q
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（期日）平成5年11月～平成6年11月（計34回）

観察時間自由遊び時間(9:30～11:00)

（記録方法）筆記記録補足としてVTR使用

（観察対象児）5才男児Tとその仲間Y、M、K

(2)事例の抽出

本研究の目的に基づいて、全34回の自由遊びの記録から集団遊びを対象にし、基地遊び、

追いかけっこ、戦いごっこ、滑り山での遊び場面を抽出した。

（基地遊び)Y,M,Tの基地遊びl/12･4/19･5/16場面1･6/14

T,KおよびT,K,Yの基地遊び6/21場面4･6/28

（追いかけっこ)4/26･6/21場面2･6/1場面l

（戦いごっこ)9/10場面4･10/26場面4

（滑り山での遊び）10/26場面2

(3)分析方法

まず、どのようなかたちで遊びが展開され、そこでどのような人間関係が結ばれたのかを

分析した。特に基地遊びの事例では、「企て」があって遊びに対する仲間の縛りが強くなっ

ている状況と「企て」が薄くなりその縛りが弱くなっている状況を遊びの変化の局面と捉え、

それらを区切って比較しながら全体としての遊びの展開と人間関係を検討した。

その後、上で検討した遊びの状況の中で、いつどの様な意味を持つ笑いが生起したかを分

析した。そして、そこにどのような傾向が見られたかを検討した。

「単純な構造の遊び」の場合、「企て的遊び」のように、はっきりとした変化の局面をは

かる基準がなかったので、全体から遊びの展開と人間関係の分析をおこない、その後笑いの

分析をおこなった。

<事例の分析〉

(事例l)「単純な構造の遊び」

(9:10)保育室の前の庭で、（と

いかけっこをして遊んでいる。

て笑いながら逃げる。 (1)

6/1－追いかけっこ

しや）は（けん）（たかし）（わたる）らとあひるを相手に追

あひるが追いかけてくると、「ぐあ～～。｜と大きな声を上げ

(としや）が、あひるに近付きながらまわりの子に、

(と）「おまえゆうきないんだヘー～｡」と言う。傍らにいた（けん）が

(け）「おれ勇気ある｡」と即座に言う。そして、身を横にしてサササと走り、（け）「隠れる

んだぜ｡」と（忍者のように）あひるの前を走る。

あひるが小屋の横の木陰にいき、（けん）は木や壁に身を隠すようにしながらはしり回る。

それを見た（としや）が、

(と）「隠れてやる～・うふふ。｜と（くすぐったそうに）おも_しろがって笑い、（けん）

と一猪に動く。（2）

あひるが追いかけてきて、みんなが「うわ～～。｜と茎って逃げる。（3）
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(わたる） (けん）（としや）（しゅん）

(ともゆき）

てくる、皆、

（しゅん）

が何か紙で作った棒のようなものを持ってくる。（

らが注目する。（しゅんは何か得意げに喋っている｡)

(楽しそうに）「あははっ｜と笑って逃げる㈲（4）

が一日散に桃げたのを見て、（としや）が、

そこへあひるがi自いかけ

(と）「まつしたしゅん壱ける。あんなとこまでいっちゃったもん～～。’

と笑って言う。そこにいにいた皆が「ふははは｜と笑う。 (5)

士ナー
壬ノー みんなであひるに〕斤付いていく。あひるがくると大急ぎでみんな笑いながら挑げるへ

(6)この時（としや）は側にぶら下がっている鎖に捕まって、少し身を遠ざけるだけにとど

まる。

徐々に子どもがこの場から離れていく。（としや）と（けん）が二人であひるを追ってい

く。あひるが羽をぱさぱさせて二人を追いかけてくる。二人は、「あはは－あはは－．｜と笑

って逃げるn(7)

（としや）が遠くまで逃げた（けん）に向かって、

(と）「(けん）来ないとぶつころす。があちゃんなんかのんでやる～～｡」

と怒鳴る。

二人は、3才児の保育室の裏にいったあひるを覗きにいく。 （としや）が、（と）「いつし

ょに い こ うぜ～～ nlと言 って（けん） の肩を抱き、 あひるにi丘付いていく。するとあひる

がとつぜん二人のほうにi斤付いてきて、二人は大急ぎで逃げ 面白そうに葵う (8)

二人で3才児の保育室の外の壁にもたれる。（としや）があひるにむかって

(と）「が～ちゃ～｡」と歌うと、

(け）「変なこと言ったら食べられるぞ｡」と言って（としや）のほっぺたを抓む。すると、

(としや）は一瞬だけ間をおいてから（思い返したようにむっとして）（けん）にやり返す。

あひるが全く二人のそばに来なくなり、二人はこの場を去る。

(分析）

(a)遊びの展開と人間関係

あひるにそろそろと近付いていき、突然あひるが追いかけてくると笑いながら逃げるとい

う遊びがしばらく続いた。あひるの体の大きさが、さほど子ども達と変わらないためか、子

ども達はあひるに対して、絶対的に足が早いという余裕を持ちつつも、得体の知れないある

種の恐れを感じているようである。それがいつもの子ども相手では味わえない刺激を生んで

いて、追いつ追われつする中で子ども達は強度の緊張と解放による遊動を楽しんでいる。こ

こに遊びの単純な構造を見ることができる。特に、あひるが予期できないタイミングで追い

かけてくることが、この遊びをより楽しいものにしているようである。

他の子ども達が去った後でもこの場に残っているのが（としや）と（けん）である。（け

ん）があひるを敵に見立てて、忍者のようにあひるの近くを動き始めると（としや）は即座

に反応を示す。ここからごっこの要素も加わる。遊びがマンネリ化しないための装置である

と考えられる。このようなごっこ的傾向は、時間が経つにつれて強くなっている。

(b)笑いの表出とその展開
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(1)(2)(3)(4)(6)(7)(8)の笑いは、すべて遊びの遊動にともなう笑いである。(2)の、（と

しや）が「隠れてやる～｡」といって笑ったのは、わくわくした気持ち、緊張と期待が込み

上げてきたもので、(1)の延長線上のものであると解釈できる。

(5)の笑いは、（としや）が（しゅん）をからかったもので、先程までの（しゅん）の得意

げな様子から一番遠くへ逃げたことの落差と、それに対する優越感が笑いを生んでいる。

｢まつしたしゅんうける、あんなとこまでいっちゃったもん～～｡」というセリフは、事後の

様子を客観的に見て取ったセリフで，彼の笑いには、「皆そこまで逃げてないのに、弱虫だ

なぁ｡」というような優越感がみてとれる。

(事例2）「企て的遊び」T・Y･Mの基地遊び1月12日

f)(9:30)(よう)(としや)(まさと)(だい）が遊戯室で基地を作って遊んでいる。

だいたいの基地のかたちを作ると、皆でままごと道具を入れ始める。（まさと）が、何

でもかんでも引っ張り出して基地に投げ入れている。それを見て（よう）が、

(よ）「お皿ばっかり入れると痛くなっちゃうよう。」という。（まさと）が（ま）「じゃ

お鍋か｡」と言ってお鍋を取り出す。（よう）と（としや）が（ちょっと違うんじゃな

い？というふうに）顔を見合わせる。（まさと）は二人を見て

(ま）「大丈夫だよ｡」と言い、次々にままごと道具を運び込む。（よう）が（よ）「何が

大丈夫なんだよ｡」と眩く･

(10:00)全員で基地の中に入る。（よう）と（としや）が仲間から離れていく。（まさと）

が「皆、出発しちゃうぞ－｡」と二人に向かって怒鳴り、早口で「この指とまれ・・・」

と歌い出す。それにのって（よう）が（まさと）の指に止まり、続いて（としや）が止

まり、基地に戻る。（としや）だけ行き遅れて基地の中に入れず、基地の上に上がって、

中を覗くようにして座り込む。

ロ）基地の中に入った（よう）（まさと）（だい）が中で騒ぐ。その拍壬に中にあっ上_ま

まごとの皿が 転がってい<nそれを見て（まさと）が（ま） ｢俺たちの皿がぁ－ 皿が

ぁ－n1と笑いながら叫び、皆が笑う｡ (l)かずきが、仲間に入る。それぞれが、基地の

lい思いのことをする。(だい）が基地の上から、中に入ったり、積み木を付け足したり思い思いのことをする｡_Lだい）

それを貝た（かずき）ク弁落とさないでジャンプする周りに皆い てある/|、 さなフ
←里bLー

ロ 、
一■■－

Dや

刀1

(か）「良くできるな 、 そんな事へ

さなブロックを落とす。（よう）

｜とャ

が葵っ

､って真似し てジャンプする 、 彼は上に あった小

て基地の中か ら彼を覗<n(かずき）はすぐ､にブ

ロックを元の位置に戻す ずつ と庫り込んでいた (とし1
呈し や）は、（チッチッチッチッと）

と人差し指を振ってみせる 、 入I)口を作って いた（まさと）は（かずき）を「屋鹿な人

~｡lと芸う。(2)

|ハ)基地に跳び箱を積んだり､大きなすのこをとりつけたりする｡(よう)が基地から

司司
／‘え
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離れ、近くに置いてあるビームをつたって渡ろうとする。（としや）がすぐに真似し始

める。それを見た（かずき）が、

(か）「ようちゃんととし<ん、何遊んでるんだよ｡」と注意する。一瞬間を置いて、（よ

う）が場に戻り、（としや）も戻る。

また二人で基地を離れる。（よう）が笑いながら両手を水平にあげてぐるぐる回りは

じめる。それを（としや）が見て笑う。（3）

(まさと）が（よう）を見て、

(ま）「よう、出発するぞっ｡」とどなり、「さめがくるぞぉ｡」と言う。（よう）と（とし

や）は基地に戻る。

(10:30)(まさと）と（かずき）は、ずっと入り口の隙間を埋めるためにブロックをは

りめく’らしている。（まさと）が（よう）（としや）にむかって、

(ま）「ここの隙間埋めるから積み木持ってこい｡」と指示し、自らも積み木を取りに行

く。（よう）と（としや）は、肩を組んで（まさと）に付いていく。（ま）「ようっ、積

み木もってきてっ。ここにおいて｡」と（忙しそうに）怒鳴る。言われた通りに（よう）

と（としや）は積み木を運ぶ。

徐中で（よう）が、某地の周りを笑いながら踊り始め、（としや）も笑いな力§らおな

じことをする。(4)衣に二人で口を窄めてピースをつくり、笑いながら踊_壷_里(5)そして

正座して、二回に一回、頭を床に付け、ずりずりと動きながら笑う。.(6)二人でお尻_と

振りながらバックして動きながら笑う｡一(7)（動きは全てようが最初でとしゃが真似す

る）これを見た（まさと）が笑いながら二人をぶつ真似を立皇_里(8)（よう）逆一芸｣△

ながらお尻をつきだして前に歩きはじめ、（としや）も真似して笑う。(9)絃けて（よう_）

が、芸L1ながら ニンニンニンとピー一一 一〆 一ゾ ーヅ ー スを作り お尻を振りながら後ろ Iこ下がる、 f_L

て「とああ｜と飛ぶ。（としや）もすべて真似をしながら笑う。_(10)

基地づくりを続けていた（まさと）が、

(ま）「よう、おもしろいんだよ、中真っ暗だぞ。お化け屋敷みたいだ｡」と言う。（よう）

が興味を引かれたような表情をする。（まさと）が

(ま）「入るものこの指とまれ｡」と言う。二人ともまさとの指に止まる。垂Q後土式準

（よう）と（としや）はニンニンニンと笑いな力§らお互いのお尻をすり金わせる。 (11)

(まさと）が

(ま）「はいんないのか｡」と（少し答めるように）言う。二人は基地に戻る｡(まさと）

が（よう）と基地の中に入り、（としや）に上を閉めろと言う。

二)(10:45) (としや）が基地の上の隙間から中を覗き1「ふ～。｜と（お化けのような）

の声を出して脅かす。中で「ひやあ。Lと笑いが起こゐ『＝(12)

(まさと）が基地の中から天井の隙間を指示して、「今度こっちQ|と言_j_Q

(としや）はそこに移動して、また「ふ～nlと言う。皆が笑い、としゃも笑う。 (13)ま

さとがまた、「上からきて、俺たちの上から｡」と指示する。（としや）が（怒ったよう

に）「なんでっ｡」と言う。まさとが（ま）「だってその方がおもしろいんだもん｡」と答
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子どもの遊びの特質と笑いの関係性について：岡林

える。また、（としや）が驚かそうとして隙間に顔を近付けた拍子に天井が崩れる。（と

しや）がこけて遊びが終わる。

(分析）

(a)遊びの展開と人間関係

基地遊びの中で、基地に対する「企て」の意識があり、その実践を試みているのが囲み

(イ）、（ハ）である。（イ）では、ままごと道具を入れて中で遊ぼうという目的にそった活動

が展開されている。（ハ）では、一通り出来上がった基地のさらなる工夫が行われている。

(ハ）では、（まさと）を中心に基地づくりが工夫されている中、（よう）と（としや）が逸

脱を繰り返している。（イ）の場面で、（よう）の（まさと）への不満が見られる。（よう）

が「そんなにお皿入れたら痛くなっちゃうよう」と（まさと）に対して意見したとき、（ま

さと）は「痛くなる」という言葉よりも「お皿」に反応し、「じゃ、お鍋か｡」といって持っ

ていく。その後、（よう）が「何が大丈夫なんだよ｡」一人で眩いたことから、（まさと）へ

の不満を解消しないままに終わっていることがわかる。これ以後、（よう）が基地づくりの

最中に逸脱を繰り返すようになり、それにくっついて（としや）も逸脱を繰り返す。そして、

その都度（まさと）や（かずき）に呼び戻きれるというパターンが4回も繰り返されている。

(かずき）の「何、遊んでるんだよ｡」というセリフから、（よう）と（としや）が基地遊び

に対してネガティブな行動をとっていることが強調されている。

囲み（ロ）（二）は、基地に対する「企て」の意識が薄い場面である。（ロ）は、せまい基

地の中で騒ぐ姿と、それぞれが基地で思い思いの活動をしている場面で、共通のイメージの

縛りがない場面である。（二）は、基地づくりが終わった後で、偶然始まったお化けごっこ

のような遊びを全員が楽しんでいる。この遊びは、いないいないぱあやガラガラと全く同じ、

単純な遊びの構造をしてる。

(b)笑いの表出とその展開

「企て」にそった実践が展開されている（イ）（ハ）であらわれた笑いは、(3)～(l1)であ

る。そのうちの(8)以外が（よう）と（としや）のおどけによる笑いである。この笑いは、

逸脱の延長線上にあらわれたもので、（かずき）に注意された後からあらわれている。基地

遊びの仲間としての縛りがあり、実際に別のことをしてしまうことは許されない状況から、

せめて、つまらない気持ちを転換させようとして笑いを起したものと考える。きっかけは全

て（よう）によるもので、（としや）がそれに乗ることによって笑いが強化される。

(3)～(11)までの彼らの一連の動きを見てみると、ただ基地の周りをまわって踊ることか

ら、バルタン星人か何か別のものに変身してニンニンニンというリズムに合わせて横歩きし、

床に座ってずりずりと動き、お尻を前で振ったり、後ろで振ったり、最後は全部組み合わせ

て動きを作る。それらの動きはすべて一定のリズムで、最後に「とぁ！」と飛んで動きをし

めくくっている。ここには、一定の脈絡と、すぐには同化できないオリジナリティと新鮮さ

が無意識のうちに表現されている。そして、その楽しさの余韻に浸るように(11)の笑いがあ

らわれ、お尻をすり合わせることでお互いの連帯感を強めている。

(8)の（まさと）が（よう）を叩くと同時に発した笑いは、彼らに対する協調の気持ちと
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否定の気持ちが現れたものとなっている。

比較的、基地に対する「企て」の意識が薄い（ロ）（二）で起こった笑いは、(1)(2)の状

況のズレによる笑いと最後の(12)(13)の遊動の笑いである。(1)での（まさと）のセリフに

は「勝手にお皿がと÷っかにいってしまう。」という響きがあり、偶然に起こった自分の意図

(お皿を使って遊ぶための道具）と反するできごとにおかしみを感じている。そしてそのズ

レを強調する（まさと）のおおげさな言い方がおかしさを強調している。(2)はかずきの失

敗でそれぞれが独特の反応を示している。

(12)(13)の笑いは、偶然あらわれた単純な遊びの構造に基づく遊動の笑いである。

以上のことからこの事例では、基地への「企て」の意識（特にイニシアティブを取るまさ

とに）が明確にある状況では、そこから逸脱するものによって笑いが起こされ、それは、逸

脱するものの間でのみ共有されており、基地に対する「企て」の意識が薄いときには笑いは

偶発性が強く、それがほぼ全員の間で共有されるということがいえる。

<考察〉

分析の結果、「単純な構造の遊び」と「企て的遊び」の笑いのあらわれかたには次のよう

な違いがあることがわかる。「単純な構造の遊び」の事例1では、追いつ追われつする動き

の同調と共に(5)を除<(1)～(8)の笑いがあらわれており、遊びと笑いが不可分な状態にあ

る。これに対して「企て的遊び」の事例では、基地への「企て」が実践されている間、そこ

で意欲的に取り組んでいる（まさと）と（かずき）は笑いを発していない。ここでの笑いは、

その「企て」から逸脱した者である（よう）と（としや）によって発せられている。つまり、

｢単純な構造の遊び」では、その共有度が高くなればなるほど、遊びと笑いが一体化するの

に対し、「企て的遊び」では、「企て」が共有されればされるほどその過程では笑いがあらわ

れないということがいえる。逆に遊びの共有度が低くなればなるほど、そこでの人間関係に

はまとまりが薄くなって個人対個人のものとなり、様々な笑いが現れることになる。事例l

では、単純な動きの同調から一旦離れたところで、（としや）がからかいの笑いを（しゅん）

に向かって発している。事例2では、もともと遊びの共有度が低いので実に様々な笑いが発

せられている。この結果は、他の事例においても同じように得られた｡(資料参照）

「企て的遊び」の場合、その遊動は、結果が気に入るか気に入らないか、つまり成功か不

成功かのユレにある。したがって、そこでの緊張と解放の結果は、ひとつの達成感として子

どもにフィードバックされる。そこにこの遊びの喜びなり楽しさがある。それは、一人で何

かの製作に没頭している子どもたちにも見てとることができる。何かをつくりあげていく遊

びは、ある意味で子どもにとってシリアスワークであり、成功、不成功といった価値が組み

込まれている。事例で（かずき）が「ようちゃんととし君、何遊んでるんだよ｡」というセ

リフを発していることからもそれが良く分かる。したがって、「企て」の実践中のシリアス

な世界には、笑いがあらわれない。

しかし、基地遊びのような集団の遊びでは、子ども達の間でイメージが共有されていかな

ければならない分、遊びの遊動が共有されづらく、難しい遊びになる。ここでは、イメージ

が豊富にあり、しかも自由にそれを発言できる子どもが、自然とイニシアティブを取ること
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になる。そのため、事例で（まさと）が他の子どもに命令しているように、この遊びは子ど

もの関係に優劣がつきやすい遊びである。優劣が出てくると、当然遊びがおもしろくなくな

る子どもが現れてくる。事例では（よう）と（としや）が逸脱を繰り返している。しかし彼

らは、おもしろくないからといって、簡単にこの遊びから抜けられない。そこには、日頃の

人間関係の強い結びつきがある。それに、そこから離れたとしても、簡単に仲よく遊べる友

だちが見つかるわけではない。抜けたいけど抜けられないというアンビバレンスな状態が遊

びの「企て」に乗り切れない子ども達に笑いを起こさせるのである。事例2の(8)を除く

(3)～(11)の（よう）と（としや）のおどけの笑いは、つまらない気持ちの一時的解消作用

として見ることができる。このような傾向は、資料の表にも表れていて、彼らの基地遊びの

特に企て的場面で笑いを発しているのはこの二人である。（よう）の場合、次々と遊びを進

めて他児に命令する（まさと）への反感が主な理由で、彼の負けず嫌いなところが彼の逸脱

とその笑いに拍車をかけている。（としや）の方は、（まさと）との人間関係がまだ稀薄であ

り、（よう）と仲がよかったことと、作る活動に自信がないことが主な原因となって逸脱を

繰り返している。この「作る活動に自信がないこと」については、紙面の関係上ここで事例

を挙げて述べることができないが、資料の表にある通り、（けん）（よう）（としや）の基地

遊びでは、特に「企て」の間にほとんど彼しか笑いを発していないということに注目した

い。

ただ、基地遊びを全体的に見てみると、「企て」への集中度が落ちたところでは、皆が共

有できる笑い（事例2でいうと、(1)(2)(12)(13))が偶発的に起こっている。資料からも、

企て的場面以外のところで皆が共有できる遊動の笑いが現れていることが分かる。シリアス

な場面からの解放が笑いを呼ぶのであろう。このことから、本研究では、基地遊びを便宜上

｢企て的遊び」として「単純な構造の遊び」と区別したが、文脈から見れば、基地遊びには

本来「企て的遊び」と「単純な構造の遊び」が同居しており、それらが立ち代わりあらわれ

るといったほうが正しいのであろう。

以上述べてきた遊びの特質と笑いとの特徴的な関係性は、視点を変えてみれば笑いがその

遊び集団の状態を知る重要な指標となり得ることを示している。「単純な構造の遊び」では、

同調された動きと共に遊動の笑いがあらわれていれば、遊びがその時一番楽しい時期をむか

えていることを示している。そして、それ以外の所であらわれる様々な笑いは、もっと個人

的なものとして楽しまれており、まだその遊びがピーク期をむかえていない状態を示してい

る。資料にあるように、楽しさの共有度が低いとその傾向が強くなる。

また、「企て的遊び」では、「企て」の実践中に笑いがなければ、その集団間で「企て」が

共有されており、皆が目的に向かって志向している状態を示している。そこで、もし、笑い

が現れたとすれば、それは目的志向から逸脱した子どもたちが現在形で楽しむために発した

個人的な笑いだと考えることができる。

遊びの持つ楽しさは様々である。「単純な構造の遊び」の楽しさはある一つの動きの同調

にあり、身体的な快感と深く結びついている。それに対して「企て的遊び」の場合は、イメ

ージと実践の間のユレに成功、不成功という価値が組み込まれており、その楽しさは知的達

成感と深く結びついている。したがって、子どもが楽しそうに笑っているからといって、そ
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の子どもが本当にその遊びを楽しんでいるとは一概に言えない。

基地遊びは比較的時間に余裕のあるときの活動で、複雑な形を相互にコミュニケーション

をはかりながら作り上げることは、かなりの労力と気力を必要とする。それだけに、出来上

がったときの子ども達の喜びは大きいものとなる。しかしそれと同時にこの遊びでは、失敗

の経験や自己発揮ができない状態も経験する。そのような時に、よく子どもがブランコに移

動するのを見る。「企て」の間の集中から解放され、ただ動きの同調と共に単純に楽しさを

味わい笑うことも、子どもの気持ちのバランスをはかる上で重要だと考える。したがって、

5才の子どもには、どちらが良いというよりも、「企て」に熱中する経験を軸としながら、

時にはただ単純に遊びと共に笑って解放感を味わっていけることが理想的なのではないだろ

うか。

<おわりに〉

本研究の結果からわかったことは、笑いという現象が、常に現在形であらわれるというこ

とである。「単純な構造の遊び」の楽しみは現在形のものである。ここでは、笑いと遊びが

不可分な状態であらわれる。それに対して、「企て的遊び」は未来志向型の遊びであり、遊

びの喜びはその先々におかれている。このような状況に集中している場合は笑いは起こって

いない。ここでの笑いは、未来志向から逸脱して、現在形の楽しみを味わおうとすることに

よって起こされる傾向が強い。本研究のこの結果を踏まえて、今後、未来志向的である教育

活動における笑いの介在の仕方について検討していく必要があると思っている。

注

(注l)この卒業論文は、『保育学研究』として論文化した。(1995「子どもの笑いと人間関係について」

『保育学研究』第33巻・第2号53～60頁）

(注2）「優越の理論」は笑いは他人に対する優越感の表現であるという理論。ホップス、パニョル、ベル

クソンなど

(注3）「ズレの理論」は笑いを予期されざる、非論理的な、または何等かの意味で不適切な何事かに対す

る知的反応とする理論。カント、ショウペンハウアーなど

(注4）「放出の理論」は、笑いとは神経エネルギーの発散であるという理論。フロイト、スペンサーなど

引用文献

(1)花岡瑞穂(1991)卒業論文『幼児期における「おどけ・ふざけ」をする子どもの意識に関する研究～

「笑い」を懸け橋にして～』17頁

(2)J・モリオール(1991)『ユーモア社会を求めてj森下伸也訳110頁

(3)西村清和(1994)『遊びの現象学』37～P38頁、勁草書房

(4)同上

(参考文献）

・友定啓子(1993)『幼児の笑いと発達』勁草出版

・西村清和・松枝到共著（1994）『笑う人間／笑いの現在』ポーラ文化研究社

･JOHN,MORREALLl983''TAKINGLAUGHTERSERIOUSLY''SUNY

句同

色ノ



子と．もの遊びの特質と笑いの関係性について：岡林

高橋道子(1992)「笑う－微笑の発達を中心にして－」『心理学評論」Vol.35,No.4

井上宏(1992)「笑いの人間関係』講談社現代新書

小此木啓吾(1991)『笑い・人みしり・秘密心的現象の精神分析』創元社

木村洋二(1983)『笑いの社会学』世界思想社

ベルクソン(1991)『笑い』林達夫訳＠岩波書店

織田正吉(1990)『笑いとユーモア』ちくま文庫

M･パニヨル(1962)『笑いについて」鈴木力衛訳岩波新書

山口昌男(1990)『笑いと逸脱』ちくま文庫

ホッブス(1994)『リヴァイアサンj水田洋訳岩波文庫

『現代思想特集＝笑い』青土社1984

『imago特集＝笑い』青士社1995

ロベール・エスカルピ(1987)『ユーモア』蜷川親善訳白水社

中村雄二郎(1994)『臨床の知とは何か」岩波新書

M・チクセントミハイ(1991)(｢楽しむということ』今村浩明訳思索社

C･ガーヴェイ(1987)『子どもの会話j柏木惠子・日笠摩子共訳サイエンス社

C･ガーヴェイ(1980)『｢ごっこ」の構造』高橋たまき訳サイエンス社

上野ひろみ(1994)『幼児教育の原理一「まなざし」の保育実践一』高文堂出版

474-492

(資料）

＊単純な構造の遊び

〈楽しさの共有度が高い遊び〉 <楽しさの共有度が低い遊び＞

追4/26.6/l戦10/26滑1O/26追6/21

Kl

意識3(1)

T lT3

戦9/10

Y2

意識3(1)1(1)

おどけ

冗談

からかい Tl

状況の

ズレ

２

遊動

その他

非共有的6

T2

11 12 〈
ｂ
｜
耐
唖

6

＊企て的遊び

T･M･Yの基地遊び><TK及びTKYの基地遊び〉

企て的場面｜その他 企て的場面｜その他

おどけ

冗談

Y14,M1,T8 M2 T6 Tl,KI

からかい|Y2,M3,T21Y3,M3 T2 Tl

状況の

ズレ

７ 24 1

遊動 非共有的

T2

全員S

Y＆T2

T&他児2 全員3

T＆KI

｜その他|Y',T2,M1|M',Y! Kl,TIIT2

*T(としや)M(まさと)Y(よう)K(けん)英数字は回数

おどけ・冗談の意識については本文を参照
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