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中学生の仲間集団における維持のダイナミクス

池田曜子
本山方子

1．研究の目的と課題
本研究の目的は、中学2年生の仲間集団の維持過程を明らかにすることである。

本論文で扱う「維持」とは、長期にわたって特定の構成員によっての集まりが継続され、
構成員の他の群れへの移動がみられない状態である。

なぜ維持に着目するのか。それは、群れを構成する当事者の経験や認識に即して「集団」
という単位を捉えるためである。すなわち、従来のように、大人や研究者を含む第三者が定

位、確定する「集団」ではなく、当事者によって認識される「集団」という経験とはどのよ
うなものなのかを明らかにするためである。「維持」を、当事者の群れようとする意志に支
えられた集まりの継続作用だとするならば、集まりの継続として意味づけ可能な行為や活動
に着目することで、群れの内部者にとっての集団経験の一端が描き出せるのではないかと考
えられる。

それでは、「集団」とは当事者にとってどのように認識されるのだろうか。群れを「集団」
たらしめる集団間の境界は、目にみえる形で存在するわけではないだろう。境界は、群れの
構成員と、非構成員の行動や態度の協同性によって認識されているに過ぎないのではないか。
我々は、一緒に過ごす時間を共有していくことによって他者との社会的関係を作り上げる。

そして､その過程で､群れとしての｢フレイミング｣が行われ境界を認識する。「フレイミング」
とは、出来事をカテゴライズし、経験としてまとめることである。フレイミングがなされる

時は、これまでの習慣の中で一定程度パターン化された、行動様式、外見、言語行動、価値
意識などの「プラクティス」が働いている。これは、「集団」内部での人々の日常の絶え間
ない行為を通して、相互秩序が形成されていくことである。この相互秩序は、「すべての状

況にあてはまる行為の規則は､『状況にふさわしい』行為」（ゴッフマン､1980､p.12)であり、
状況にふさわしいふるまいをしている限り相互行為は秩序立ったものとして進んでいくので
ある。この過程で、フレイミングを誤る者などは、同じ集団に属しているとはみなされない。
つまり、相互行為秩序を乱し、崩す可能性のある者は、排除されるのである。このフレイム
破綻やフレイミングの誤りを見たり経験したりすることは、周囲にそのフレイムを再認識さ

せ、強化していくことにもつながる(Goffman、1971;1974)｡
だとすると、内部者にとっての「集団」は、フレイミングの継続つまり境界を引き続ける
(いけだ・ようこ奈良女子大学大学院人間文化研究科）（もとやま・まさこ奈良女子大学文学部）
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ことによってもたらされる。よって、「集団」を維持するためには、いかにフレイムを破綻
させないかという破綻の防止が重要になる。言い換えれば、共有する経験が増えいくら長く

親密そうに見えても、それだけでは関係は維持されない。その関係は、日々の接触の中で相
互に仲間として選択していることを確認する作業の上に成り立っており、一瞬一瞬の親密さ
のあらわれの結果として長期的な親しさがあるかのようにみえているだけなのである。この
ように、集団内の関係とは、予定調和的に安定しているのではなく破綻する危うさを常に内

在しているのだとすれば、その維持はダイナミックな作用となるだろう。
以上のように、「集団」をフレイミングの継続に向けた当事者の行為生成だとすれば、集
団は、維持の過程をみることによってしか捉えられないだろう。しかし、これまでの子ども

の仲間集団研究は、その過程を充分に明らかにしてきたとはいいがたい。例えば、その代表
例ともいえるソシオメトリック・テストを使用した研究は、集団の変化を定点的にみること
を前提としていた（三宅、1957;田中、1959;河井、1982)。これは、質問紙を用いて子

どもたちに肯定的、または否定的にとらえている相手を記入してもらい、活動場面を中心に、

学級内の子どもどうしの選択と排斥および結合について明らかにするものである。例えば、
前田(1998)は、小学生を対象として2年間の間隔をおいて2回データを取り、攻撃性が
子どもの地位の変動と関連しやすく、攻撃性の変容が仲間関係や地位を改善するのに有効で
あることを示している。また、蘭(1981)は、中学2年生を対象に学期の初旬、中旬、下

旬と3回データを取り、学級におけるソシオメトリック地位が中位、下位の子どもが、教
師の助言などをもとに副委員長などの役割行動を遂行することによって、地位が上昇するこ
とを明らかにしている。しかし、このようなソシオメトリック・テストを用いた研究は、変

化をみることが前提であり、地位変化の無い場合に変化がない理由やその間の過程を説明す
ることはできない。加えて、学級内での地位が形成される過程や、それが何に規定されてい
るかについても充分には明らかにされていない。

前述したフレイミング論にもとづけば、子どもの仲間集団は、一見、変化していないよう
に見えても、その内部ではさまざまな行為がなされており、その過程も一様ではないと予想
される。よって、子どもたちが、日々、所属集団と他集団との間に境界を引いたり、引き直
したりしている過程をいかに捉えるか、方法上の工夫が必要となるだろう。

そこで本研究では、近年注目されている学校教育のエスノグラフイー研究を参照する。ウ
イリス(1996)は、仲間集団の行動様式や価値規範が子どもに与える影響を、学校の日常
における子どもたちの自己選抜過程から描き出している。ここでは、「野郎ども」の仲間集
団の持つ反学校的な行動様式や価値規範が、将来の肉体労働の選択へいたる過程をみてとる
ことができる。同様の示唆は、日本での宮崎(1992;1993)による女子高校生の仲間集団
間の関係の研究や、大辻（2003）の小学生の女児集団内の関係についての研究からもみる
ことができる。これらの先行研究では、各集団が固定されており、各集団間の細かな違いが

構成員によって明確に意識されている様子が描き出されている。そして、結果的に、各集団
が維持され続ける様子も垣間みることができる。本研究では、集団維持に向かう行為や活動
を微視的にみることが必要であるため、エスノグラフイー研究として行っている。
以上の事柄をふまえ、子どもたちの仲間集団の維持過程を明らかにするにあたって、まず、
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集団の境界づけをめぐる事象を取りあげ、子どもたちがいかにして自己の所属集団内での位
置を確保し、集団を維持し続けるために努力しているのかについて、事例を挙げながら考察
する。具体的には、境界の可視化、役割や関係性形成といった境界内部の作用、境界をこえ

る集団間の移動について検討する。ついで、特定の集団を維持するということは、学級内で
の集団間関係においてどのような意味を持つのかについて検討し、維持に向けたダイナミク
スを明らかにしたい。

2．調査の方法と対象
池田は、中高一貫校の2年生（中学2年生に相当)l学級41人（男子20人､女子21人）

を対象とし､200n年4月から200n+1年3月までの1年間（のべ113時間)(')､毎週1回、
授業と休み時間．昼食・清掃･HR・放課後などの授業外の活動の参与観察を行い分析資料
とした。加えて、随時、子どもと教師に対してインタビューを行い、200n年7月と200

n+l年3月には、子ども全員に対して仲間関係についてのアンケートを実施した。
学級担任は、教師歴8年の男性であり、子どもの集団については、「掃除なんかの時、女
の子がいっぱい窓際に集まってるでしよ。あれなんか見てると、ひとりだけあそこから出て

[掃除を］すんのは難しいんかなって思う」(2)〈担任、7月8日〉と語り、生徒の集団に立
ち入ることなく、見守る立場にあった。

筆者の観察者としての立場は、子どもたちに対しては、調査初日に「研究のために、皆さ
んの普段の生活をみせてもらいにきました。結果は、論文としてまとめるつもりです」と調

査者自ら説明した。その後は、「池田さん」や「実習生」などと呼ばれながら過ごした。
また、観察記録は、メモを取ることに加え、教室前方に設置したビデオカメラで可能な限
り撮影し、行動を含めた詳細なフィールドノートを作成した。

3．仲間集団の構成
仲間集団の分類は、子どもたちが学級内で自由に行動し発言できる、休み時間、放課後、
掃除時間、行事などの時間に自発的に行動を共にしている群れにもとづいている。この時、
共通の趣味や服装・持ち物、行動様式などを考慮しなかったのは、これらが集団が形成され
る前からのものなのか、集団形成後に互いに影響しあって身についたものなのか、因果関係
が不明であるからである。ただし、形成後の仲間集団には、共通の行動様式や価値規範が存

在していると考えられる(3)。また、行動を共にするということは、様々な状況や行動の目的
によって異なり、一概に同じ集団に属するとはいえないのではないか、とする考え方もある

だろう。しかし、以下の分類は、長期間にわたって反復または継続して観られた結果から抽

出したものであり(4)、したがって、子どもたちは意図的に共にいる相手を選択していると考
えられる。
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【表1仲間集団の構成】

fA￨3人(02人+01人）
fBI3人(Ll人+02人）
7人(Ll人+03人+S3人）

fC

互いの机に集まり会話をする。fDから1名9月に移動
男子と会話する唯一の集団。特にLは目立って多い。

互いの机に集まり会話をする。時々入る3人は読書をすること
が多い。会話以外に、メモに要件を書き手渡し合う。

fD￨4人(L2人+02人）

最新の流行を取り入れた服装やアクセサリーを身につける。

fEI4人(02人+02人）

流行には敏感だが、fDより目立つことはない。

mA

8人(L2人+04人+S2人）

教室の隅でふざけあうことが多い。時々入る2人は、休み時間
の大半を読書や小説を書くなどして過ごす。mCから1名9
月に移動。

mB

4人(02人+02人）

学級委員などに立候補。ふざけあうより会話を楽しむ。ひとり
は女子と会話。

mC

8人(L3人+05人）

教室内の全ての場所を使いふざけあう。授業中や行事では発言
が目立つ。

※fは女子集団、mは男子集団である。mと祀、mBとmCの集団は共に行動することがある。
Lは「リーダー｣、Oはその他の構成員、Sは時々集団へ加わる子どもである。

集団構成は、【表l】にみられるように、男子と女子が混ざり合うことはなく、関わりあ
いも限られた子どものみであった。集団間の移動はほとんどみられず、移動したのは男女1
名ずつのみだった。

「リーダー」(L)は、4章2節で詳しく述べるように、必ずしも成員に認識されていたわ
けではないが、集団内の役割として会話内での話題を提供したり、行動を率先して起こした

りする子どもとした。また、日常、集団内よりもひとりでいることが多く、時々集団に加わ

る子どもについては、「S(Sometimes)」とし、その他の子どもについては、「0(others)」
とした。

4．集団維持の構造
(1)集団間の境界

本節では、すでに群れに分かれている休み時間ではなく、学級単位でのフォーマルな活動
が行われている授業場面に着目する。そして、授業中の相互作用において、休み時間の群れ
に対応する仲間関係がどのように現れるかについてみていく。
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【表2】事例111月6R:5時間目国語14:㈹〜14:15

３３
４３
５３
６３
７
３
１１１１１

一郎(Inq):お前､具(軸勺に言いなさい。

1−1誕而：じやあ、香織(fCS)さん､反対派の

２３
１１

意見を言いましょう。

輿

SS

1‑35誕而：［笑]まあまあ。

1−2香織(fCO):私は見ないから。

1‑36洋二(InAL):新聞とかインターネットでも。

正樹はL)･一郎（雌L):すごいよなあ｡

1‑37誕而：ああ、新聞とかインターネットとか

1−4香織(fm):それに困らないし。それに早く伝える

のほかの情報でもいいじゃないかと。

ことができるっていうけど､別にWじゃなく
ても色んな方法で、情報は取り入れることが

1−38−郎《熊L):でも…

できるから。

1‑39真司（ ）：でも…

1‑40巍而：まあまあ、待ちなさい。まだ、勝手

1‑5巍而：こんなもん？じゃ、洋二(nAL)君

にしやゴペらなしも

1−6洋二(IImL):TVが必要だといっても､絶対』必要であ

1‑41ss:(笑）

７８
１１

るとは限らないし…

1‑42洋二('IAL):新聞やインターネットでも、情報を

正樹(mCL):なぜ？なぜ？

与えることを一応、目的としてて､もしそれ

淳(nfL):なんで？

1−9洋二(IDAL):無駄に多いメディアとかもあるし。

で誤報とかしてしまうと､お客さん減るか

1‑10舞而：え？

ら
・
・
・

1‑43教師：え？いつのお客さ人命ねんb

1‑11洋二tnAL):情報源をいつぱ↓持ってたとしても、

1‑44ss:[笑］

があるって言っても.．，

1‑45洋二(mAL):それを防ごうとして、もっとちゃん

潅諏潭
２１
３１
４１
５
１
１１１１

エネルギー、コストの無駄やから。娯楽とか

とするし…

郎([幻̲):なんかおかしいで

1‑46教師：要するにあれやろ。情報は色んな方

(nAL):コストとかの問題やから…

法で取り入れられるっていうのと一緒やｵ乳

：コスト1コストって資源？

じゃあ、則夫（咽）君

(1IAL):そう。コスト。家庭の電気のほとん

６１
７１
８１
９２
０２
１２
２２
３２
４２
５
１
１１１１１１１１１１

巍而

1‑47則夫GnM):さっき雄介(UAS)君が言ってた、イ

どをTVが使ってるし。

ラク戦争やSARSとかのそういう犯罪とかの

：そうなん？

情報も、例えば号外とかもあるし､インター

正樹(1ML):そうなん？待機電力ちやうん。
真司(Inm):ほんまかよ・

ネットとかでも見られるし､Wをみなくても

光‑I,m);お前なんでそんなん知ってんねんb

傘然困らへんと思う。

1−48教師：ああ、これ,判乳「TVがなくても困

正樹tn4):なんでそんなに頭いいねんb

らない｣。じゃあ、ほかにありませんか？

1−21洋二(mAL):信頼性もTVとそれほど変わらんし。

1‑49則夫IM):TVとかだけだと､情報が偏ると思う。

1−22誕而：信領性？

カメラは一方向し力撮れへんから･･･

1−23洋二(nAL):情報の。
1‑50 崇

1‑24教師：情報の信頼性は？

G,ML):だから、大つきな事件とか起きたら
そればつ力撮るから。

1−25洋二(InAL):TVの誤報とかあるのと力考えたら、

1‑51則夫nm):そればつ力撮るから､結局情報の偏り

それほど変わらんLゎ

が大きくなると思う。

1−27洋二(IDAL):TVo

２５
３
５
１１

1‑26誕而：変わらんって、何と変わらんの？
1‑28ss:え？[笑］

1‑53則夫(nM):Wの人が考えはってんからそれでい

崇(mAL):考え方が盛り上がる。

1−29巍而：W？

いじゃないかって言うような､考え方がどん

1‑3O洋二(InAL):ほかの。ほかのW以外の情報でも、

どん盛り上がっていっちゃって、情報と力偏

１３
２
３
１１

ると思う。

そんなに変わらんし。

1‑科教師：え−，Wは情報0漏りを大きくする。

淳（Ⅱ紅L):なんやねんそｵ1勺

こんなもんでいいです恥

正樹(IML):何と？
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【表2】の事例lは、国語の時間にディベートの練習をしている場面である。教師が用意
した「TVは必要である」との意見に対して、子どもたちが、賛成派と反対派に分かれて

意見を述べている。ここから、mCに所属する一郎(mCL)、正樹(mCL)、淳(mCL)、真
司(mCO)、光‑(mCO)は、「すごいよなあ」(1‑3)、「なぜ？なぜ？」（1‑7)、「なんか
おかしいで」(1‑12)などと、全ての子どもの意見に対して反応または反論や疑問を述べて
いることがわかる(1‑3,1‑7,1‑8、1‑12,1‑17、1‑18,1‑19、1‑20,1‑31,1‑32、1‑33,
1‑38,1‑39)。そして、その発言は、どの集団の子どもに対して行うかによって、反応の頻

度や厳しさが異なっている様子もみてとれる。しかし、他の集団の子どもは、mCの子ども
の発言に対して個別に応答することはほとんどなく、好意的な笑いで反応している(1‑34,
1‑41)。加えて、mBの則夫(mBO)の発言に対しては、mAの崇(mAL)による助け舟
が出され、より発言の内容がみんなにわかりやすいように配慮されていることもわかる

(1‑47,1‑50,1‑52)。ところが､それ以外の女子による集団や､mAの洋二(mAL)､崇(mAL)
以外の構成員は､教師に促されたり､発言の機会を与えられたりした時に発言する場合が多い。
【表3】事例25月29B:HR2:35〜2:41
2‑1里子 (KyS):良いと思った人に手を上げてくださ

2−7正樹(mCL):何？顔ふくの一？

司子
頁里
２３
２２

い。絶対1人1回は手を挙げてください！

2‑8ss:[%

じゃあ､美香さん(出)が良いと思った人。

2‑9里子(f℃S):顔伏せて1

2‑10光‑(mCO):え−[笑｝
2‑11里子(iCS):黙って1

正淳里
４５６
２２２

樹子

(mCO):何？

(fCS):美香さん(B)!美香ちぺ､ん(fB)
が良いと思った人、手を挙げてください！

2‑12ss:{笑］

(mCL):誰、そ才此

2‑13則夫(mBO):もうみんな黙って1

伽α』）：聞こえへんで−

2−14−郎(mCL):いいかげん黙れ！

(IIS):はい。調犬せて−b調犬せて一b

［皆、黙る｡］

つぎに、教師不在時に学級単位で話し合っている場面について、【表3】の事例2からみ
ていきたい。この事例は、文化祭で行う劇のキャストのオーディションを行っている場面で
あるが、担任教師は出張で不在だった。この時、里子(fCS)は演劇部員であるためオーデ

ィションの進行役を、則夫(mBO)は文化祭実行委員のため里子(fCS)の補助をしていた。
ここでは、fCに時々所属する里子(fCS)が、学級全体に対して発言した場合、正樹(mCL)、
淳(mCL)、真司(mCO)、光‑(mCO)がすかさずふざけながらの発言をはさんでいるこ
とがわかる（2‑2,2‑4,2‑5,2‑7,2‑l0)。そして、他の子どもたちも笑いによって、mC

に所属する子どもたちの発言を受け入れていることがわかる（2‑8,2‑12)。また､里子(fCS)
と則夫(mBO)と一郎(mCL)の発言を比較してみると、同じ内容の発言であっても他の
子どもたちの反応が異なっていることがわかる(2‑11,2‑13,2‑14)。
ここから、同じジャンルの言葉を使用していても、どの話者がそれを使用するかによって

この場合では学級集団内での受けとめられ方が異なっていることがわかる。そして、その需

要のされ方は、受容される者と受容されない者とにわかれるのではない。より受容される者、
受容される者、より受容されにくい者という階層的な関係となっているのである。このよう
8
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な関係は、仲間集団を超えて、授業などの教師を交えたフォーマルな場面で集団を形成する
場合にもみることができる。その場合、子どもたちは、関わりを持とうとする相手を、ま
ず自己の所属集団から選択し、ついで女子はfD→fE→fB→fA→fC→S、男子はmC‑>

mB→mA→Sと、選択相手の属する集団には優先順位が存在していた(5)。
この結果から、再度【表2】の事例lをみてみると、集団間での選択される優先順位の低
い集団に所属する子どもは、高い集団に対して好意的な反応以外は個別で反応しにくいが、
反対に高い集団は、低い集団に対して発言をあまり控えないことがわかる。

よって、子どもたちは日常、明確に言及することはなくても、自己の所属集団と他の集団
との細かな差異を明確に認識しており、集団間の境界の存在が可視化されていると考えるこ
とができる。

(2)会話にあらわれる集団内の関係

ここでは、各仲間集団内の関係に注目し、会話の順序から集団内の子どもたちの位置関係
をみていきたい。

【表4】事例31月15日：掃除時間13:10〜13:18
3‑1千絵 (iBL):あれやろ。［手遊びをしながらじぺ; ん

3−5千絵(iBL):じゃあ、美香（田O)ちゃんと

毒稔塞

２３４
３３３

けんをする］

［しばらく遊ぶ］

(iBO):うん。

3‑6千絵(fBL):あ、はよ掃除行こ−。

(fRT｣):痛−つ[笑l

3‑7美香(LO):うん。行くで‑．

(iBO):何やってんの一・あ、私もやる。

3‑8道‑f(iBO):あ、待って。私も…。

【表5】事例41月15日：掃除時間13：12〜13：16
4−1正樹

(mCL):おい、一郎(mCL)の真似しよ。4−4洋二(mAL)ゞちやう奴の真似もおもろいんちやう

２３
４４

旱よしろよ･ん。だから、こうやって…
b −

bjﾄｰI

1子

SS

(mCL):お−。4‑5正樹(mα割):うつさいって。お前。
：［笑］［周囲は､lE樹の行動の方をみる］

まず､【表4】の事例3と【表5】の事例4から仲間集団内での会話順序に注目する。【表4】
の事例3は、fBの集団内で掃除が始まる前に手遊びをしているものである。ここでは、千
絵(fBL)が、「あれやろ」(3‑1)と遊びを指示し、その後も遊びをやめ掃除へと切り替え
る声かけなど、話題提供や他の構成員の行動に対する判断を行っていることがわかる(3‑1,

3‑5,3‑6)。そして、特に千絵(fBL)と仲の良い美香(fBO)によるすばやい相槌(3‑7)、
残りの道子(fBO)による相槌または笑み(3‑2,3‑8)の順で会話が構成されていることが
わかる。

【表5】事例4のmAとmCの集団が共に遊んでいる場面でも、上記のような構成はみら
れたが、男子生徒の場合は、声に出さず行動であらわすことが多いため、会話データのみで

集団内の位置関係をみることは、限界があると考えられる。しかし、この例からは、正樹
９
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(mCL)の発言や行動と、洋二(mAL)のそれに対する反応、そして周囲の反応から、仲間
集団間の力関係をみることができる(4‑1,4‑3,4‑4,4‑5)。

以上のような会話のパターンは、どの集団においても大きな違いはみられなかった。また、
2つ以上の集団が共に行動する場合は、より優先順位の高い集団の「リーダー」が「リーダ

ー」役を担い、それ以外の集団の「リーダー」は追従していることがわかる。ここから、仲
間集団内での会話や行動における主導権は常に特定の人が確保し、会話参入の順序には一定
のパターンがあると考えられる。
【表6】事例52月26日：休み時間14:25〜14：31
5‑1香識(i℃S):あ−，さっきの時間急に先生みんな

5−3美緒(KJS):香織(fCS)ちゃん、めつちや動い

見ろとm［音楽の時間に、学級全員がうま

てたからわかつだ

くノ､モッているかどうかを前に出て評価し

5‑4宏子(fUO):なんで､あんなんさせんねんやるな。

た}めつちや､恥ずかしかった−．めつちや、

5−5山梨(f℃L):ぼんまやなあI笑］

いらんかつたわ・

5‑2純子(fCO):そうやんなぁ,

【表7】事例610月30日：休み時間13:00〜13:08

喉蕊軒峠鑑癖
１仔
２併
３６
４６
５序
６
仔

(mL) 球技大会のはちまき何色にする？

6‑7孝子(mO):私、青好きやし､去年も青やったか

(mL) 赤がいいんちやう。

らもってるし･･･

(mO) 私は青かな…

6‑8美香(BO):それでもいいんちやうの ノ

(mL) 金やって[笑］

6‑9桜(fDO):好きなんやったらなぁ。

(mL) やっぱ赤やろ。

6‑10加奈(mL):["

(
f
D
L
）

うん。赤。

つぎに、【表6】の事例5と【表7】の事例6から、「リーダー」以外が主となって発言す
る場合についてみていく。

ここでは、「リーダー」以外の構成員によって、通常状態でなかった場合または異なる意

見である場合の弁明がおこなわれる。【表6】の事例5では、香織(fCS)が、5時間目の音
楽の時間、皆の前に出て評価する立場になったことに対して、自ら目立とうとしたのではな

いと説明している(5‑1)。その説明に対して、純子(fCO)、美緒(fCS)、宏子(fCO)は、
香織(fCS)に対して許容の言葉かけまたは賛同をあらわしている(5‑2,5‑3,5‑4)。そし
て最後に、由梨(fCL)の相槌または笑み(5‑5)で、会話が成り立っている。ここでは、

｢リーダー」以外の弁明→「リーダー」以外の許容､賛同→「リーダー」の相槌、笑みの順で、
会話が構成されていることがわかる。また、【表7】の事例6からも、「リーダー」以外の孝
子(fDO)による弁明(6‑7)→「リーダー」以外の美香（旧O)､桜(fDO)による許容(6‑8,
6‑9）→「リーダー」の加奈(fDL)による笑み(6‑l0)と、【表6】の事例5と同様の会話
構成をみることができる。加えて、「リーダー」の加奈(mL)による率先した話題の提供
と特に仲のよい理恵(mL)の相槌(6‑1,6‑2,6‑5,6‑6)の様子もみることができる。
以上のことから、集団内には、会話に対して話題を提供し行動を率先しておこなう「リー

10

中学生の仲間集団における維持のダイナミクス：池田・本山

グー」と、それ以外の構成員という位置関係があることがわかる。そして、この位置関係は、
並列的な関係ではなく階層的な関係であると考えられる。

(3)所属集団における役割の認識

それでは、各集団内で子どもたち自身は、どのように自己の立場を捉え意味づけているの
だろうか。

まず、子どもたちが集団で行動する際に、気をつけていることについてたずねてみた。す

ると、集団内で話題を提供し、率先して行動を起こすことの多い子どもたちからは、「TV
を見て話題作りをする」〈加奈fDL:1月22日>、「相手の意見にできるだけあわせるが、
違うと思うことははっきりと否定する」〈一郎、mCL:1月29日>、「身だしなみに気をつ

ける。約束を守る。たくさん笑う」〈千絵、fBL:1月22日〉など能動的な行動をとるとす
る答えが多い。しかし、他者に追随することの多い子どもたちからは、「話してくれること
はとことん聞く。落ち込んでいる時や何かかくしごとをされても、追求したりしつこく聞

いたりしない」〈美香、fBO:1月22日>、「友だちがどうしたいのかわかって、あんまり自
分のことはあとにしておく」〈紗枝、fAO:1月15日>、「一緒にいる時間を増やす」〈秀夫、
mBO:1月29日〉など受動的な行動をとるとする発言が多かった。ここから､集団内での「リ
ーダー」とその他の構成員とでは、集団を維持するための行為に対する認識が異なっている
ことがわかる。

つぎに、アンケートから自己の所属集団に対する認識をみてみる（【表8】)。
「仲の良い友だちといても疲れることがある」と答えた子どもは、4件法の回答の平均で

は､「リーダー」2．0とその他の構成員1.7においては若干の違いしかみられなかったが､時々

集団に属する子どもたちは2．4と他の子どもたちに対して高い割合を示した。しかし、「自
分を出さない様にしている」と答えた子どもは、「リーダー」2.3、その他の構成員2.0、時々
2.2であり、「友だちの言いなりになってしまう」と答えた子どもは、「リーダー」2.2、そ

の他の構成員2.1、時々1．2と、どちらも「リーダー」が他の子どもたちよりも平均値が若

干高く、「ある」「ときどきある」と答えた割合は他の子どもたちよりも約20％多い。また､｢友
だちに気に入られたい」と思っている子どもは、「リーダー」2.2、その他の構成員3.0、時々
2．2となった。
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【表8集団ごとの所属集団に対する認識】

fE

女子計

mA

(
4
)

(21)

L(2)I0(4)

1.0；1．5

1．0：］､713．0

2．013．0

2．5

だちといて

S(2)

mC

男子計

L(3)10(5)

（
2
0
）

￨､512．011．5

15

2．711．8

SD＝

2．0：2．0

3.(）12．312．3

2．013.(）

2．0

2．2

0．813

2．012．012．0

2．5

2,7：1．8

Ｓ

自分を胡さ

sD＝

1．7

sD＝

1．000

2．3
SD＝

0．751
2.O

SD＝

S(5)
2，4

sD＝
0．894
2．2

sD＝

５

ない様にし

2.O

SD＝

２７

0．83］
1．7

1．9

sD＝

二８
２．︐
Ｏ

も疲れる

学級の中で

2．1

mB

O(4)

画一一一=了一画画一一一一・

画ｊ

fD

L(2)IO(2)

,=

S(3)

−−７
計一⑫
合一Ｏ

IC

L(1)10(3)

︸Ｌ

1，3

fB

L(1)I0(2)

ｐｊ
−９
−く

仲のよい友

・く

構成員

Ａ一帥
ｆ﹄一く
Ｊ

グループ

0．873

1，118

0，847

0．447

友だちの言

2．3

2．0；2．0

3.(）；1．711．3

1.5I3．5

ウ

l

ヨ ロ U

いなりにな

2.(）｜ワワ

3．0：2．5

2.(）13．713．0

2.(）13.(）

3.8

3
.
］

SD＝

25

2〔）：2．6

Ｓ

3．012．713．7

1．513.(）

⑧

0

る時無理を

2 7

（) 946

3，(）11．811．5

2,0

2.(）12．2

SI)＝

3．012．311．3

2．5

0．999
2．512．311．5

SD=
0．873

不安

注）表内の数値は､4「ある』、3「ときどきある」、2「あまりない｣、1「ない」とする4件法の回答の､平均値である。
構成員欄の（）内は､人数である。

ソワ

SD＝

SD＝

ー ､

2,8

1．713，0

2．3

SD＝

］､202

0．877

2．3

2．7

sD＝

SD＝

1．304
2．6
sD＝
1．304
1．4

SD＝

３

ていないと

3.0

Ｓ

話したりし

2.5i3．0

４８

3．012．0

0．447

3
.
(
）

0．829
2．2

sD＝

sD＝

0．913
2．7

2.1

二８
２．︐
Ｏ

している

0．847

1．2

sD＝

２

2．012．0

2．1

sD＝

］､202

2．3

s1)＝

0．768
2．0

2．2
sl)＝

1．000
2，512．511．0

SD＝

旬 F

1．8

= q ＝

二９
２︲︐
ｕ

3．3

いと思う

常に誰かと

1.5

0．889

に入られた

友だちとい

3．0120110

２７

ＪＪ
−︑

ってしまう

友だちに気

2．1

SD＝

0．886

0．724

0．447
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【表9】事例79月25日：休み時間13：25〜13：33
は?

7−1淳(mCL):今度の［日曜日に遊びに行く計画

7‑4涼（mCL）：あいつな−。どやる。まあ、い

賜る弓1−鳥ワ

ー ノ ′

｡

いんちゃうん。

7−2頁司(mCO):ん一・誰、誘うか決めなあかんよ

7−5俊(mCO):そやな。あいつもおったらおも

な･

ろい［面白い］もんな。

7−3正樹(mCL):誰､誘うかによって､おもろさ［面
白さ］違うからな。俺らやろ。それから、

7‑6真司(mCO):じべ,あ、6人てこと？

光‑(mCO)やろ。んで、忠彦(mCO)

7‑7正樹(mCL):みんないいなら、決まりな･

【表10】事例811月6日：休み時間14:22〜14:28
8‑5純‑f(1℃O):うん 山梨(f℃L)ちゃんは、恋

8−1調査者。：いつも、みんなでどんな話してる

バナと力嫌がるしな。せえへん［話をし

の ノ

ない］から言いにくいねん。

8−2純子(fCO):うち［私］とか宏子(fUO)ちゃん

8−6宏子(fCO):ちょっと言った時とか、顔、めつ

は、恋バナ［恋愛の話］とか好きやから、

ちや怖いもんな．どうしよう=)て思った。

二人でいる時はいつつもそれ

8‑7純子(f℃O):だから、みんなでいる時には、話

8−3宏子(iCO):そうそう、

選.鑑

8−4調査者：二人でいる時だけなの？

このような、集団内での認識の違いは、【表9】の事例7や【表10】の事例8からもみる

ことができる。【表9】の事例7では、mCの集団がつぎの休日に遊びに行く計画を立てて
いる場面である。ここでは、「リーダー」である淳(mCL)と正樹(mCL)がこれまでみて
きたように率先して会話を構成している(7‑1,7‑3,7‑4,7‑7)が、その中で常に他のメン

バーである真司(mCO)､俊(mCO)の了解を確認していることがわかる。そして､真司(mCO)
と俊(mCO)は「リーダー」の淳(mCL)と正樹(mCL)の意見に合わせようとしている
ことがみてとれる。

また、【表10】の事例8でも、純子(fCO)と宏子(fCO)が、由梨(fCL)に気を使っ
て会話の内容を普段から選択していることがわかる。加えて､時々集団へ入る美緒(fCS)は、
｢部活とかやったら、気合う子いるからいいけど、クラスはあんまり。やから、別に本読ん

でるほうが楽しいし。ひとりの方がラク。合わせんのしんどいし｡」〈美緒､fCS:l1月13日〉
と、日常の自己について語っている。つまり、美緒(fCS)はひとりでいることに苦痛は感
じておらず、逆に集団にいる時に気を使っていると認識しているということである。

以上のアンケート結果と事例から、「リーダー」とその他の構成員の子どもでは、集団内

での気の使い方が異なっているとみることができる。「リーダー」は、自らのことよりも他
の構成員の要求に合わせて集団内を構成することに、そして、その他の構成員は、それに合
わせることに気を使っており、集団を維持するために互いに役割分担を行っていることがわ

かる。加えて、時々集団へ入る子どもたちは、ひとりでいることに対する不安や友だちの言
いなりになることはないが、集団内で無理をして疲れていることがわかる。

また、再度【表8】から集団ごとにおける違いをみてみる。すると、女子では、mの「リ
ーダー」以外の構成員が、男子では、mCの構成員が、他の集団の子どもたち以上に、集団
可 へ

土｡
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内にいることに疲れ、様々な気を使っていることがわかる。
【表11】事例91月22日：休み時間12:50〜12:55
・司身．l
〃 、 ー 〆 ｡

9‑1孝子(mO):やっぱ､誰と一緒に組む力は大事。

9‑4桜(iDO):一緒にみ‑んなで騒がれへんかつた

9‑2桜(fDO):真面月な子とか、おとなしい子と

らいらん［つまらない］もんな。

か、気、合わへんかつたり、話すことなか

9‑5孝子(fDO):その方が、クラスのみんなも楽し

ったりしたら最悪やしな･

牙3孝子(fDO);なんか真面目な子とかと一緒にお

いやろ。おもしろいし。

ったら、うちらのことうるさいとか言いそ

さらに、【表11】の事例9から、、とmCの子どもたちの他の集団へ対する認識につい

てみてみたい。【表11】の事例9の孝子(fDO)と桜(mO)の発言は、自己の所属する集
団は他の集団と異なっており、認められていることを強調している。そして、自分たちだけ

でなく、学級内の他の子どものことも考えているとしている。また､「あいつら[mAの集団］
あかんで｡一緒におってもおもろないもん｡何やってるかようわからんし。なんかやぱいやろ。

言ってることもおもんない[おもしろくない］し｡｣<一郎､mCL､2月12日〉という一郎(mCL)
の発言からも、自己が集団に属していることの価値を認めているようすがみてとれる。
よって、学級内で発言力のある集団に所属している子どもの方が、自分の集団の価値を認
識し、多少無理をしてでもその集団の構成員であろうとし、そのために、常に他の集団との
差異化を行っていると考えられる。

以上のことから、子どもたちは、意識するしないに関係なく互いに一定の役割分担を担い、
役割の境界を踏み越えないように常に注意している。そのことは同時に、自他の集団間の境
界線を常に引き続けていることにもなる。
(4)集団間の移動

ここでは、仲間集団間を移動した子どもについてみていく。1年間の観察を通して、仲間
集団を移動した子どもは、男女共に1名ずつだった。

時恵(fAO)と崇(mAL)は、mからfAへ、mCからmAへと、どちらも仲間集団間で
の優先順位の高い集団から低い集団へと移動している。そして、崇(mAL)は、mCの集団
内では他者に追随する行動がしばしばみられたが、mAに移動してからは行動を率先して行
う様子が多くみられた。時恵(fAO)の場合は、、では集団の一歩後ろをついて歩く様子
がしばしばみられたが、fAへ移動してからは、同じ集団の子どもたちと腕を組んで歩く様
子が多くみられた。

また、友だちといてどのような時に困るかを聞くと、崇(mAL)は、mC所属時は「話の
話題についていけへん時」〈崇､mAL:6月12日〉と答えていたが､mAへ移動してからは「自

分以外の人の意見が割れた時。例えば、3人でいる時に、自分以外の2人の意見が違ってて、
そのどっちも正しいみたいな気がする時困る」〈崇、mAL:1月29日〉と答えている。こ
こから、崇(mAL)は、移動前は集団内の話題に追随する位置にいたが、移動後は、集団
14

中学生の仲間集団における維持のダイナミクス：池田・本山

内の話題に積極的に関わり、時には集団内の意見に対して判断を下す位置にいることがわか
る
。

このような集団内での位置の変化は、時恵(fAO)の場合にもみられる。友だちと楽しく
過ごすためにどんなことをしているのかたずねると、時恵(fAO)はm所属時には、「相手
を怒らせる、困らせる発言をしない」〈時恵fAO:6月26日〉と答えているが、fA移動
後は｢たくさん話題を持つようにする。愚痴とか相談を話したりとか、一緒に遊んだりとか

する」〈時恵fAO:2月12日〉と答えている。ここでも、時恵(fAO)が、相手の行動や
気分を伺い受身であった位置から、対等に自分の愚痴や相談もできるような位置を、集団内
に確保できるようになったことがわかる。

1.00

2．00

友だちの言いなりになってしまう

1.00
2．00

友だちに気に入られたいと思う

2．00
3．00

友だちといる時、無理をしている

2 OO

2．00

常に誰かと話したりしていないと不安

2．00

体

学級の中で自分を出さないようにしている

学

1.00
2．00

全
甑肥的加皿︑帥叩訓 妬帥
級４２Ｌｚ２２ｚ２２ａ２ｚ２２

4．00

仲のよい友だちといても疲れる

Ｌ

4．00

ｊ

友だちといるとき、自分らしさを発揮している

啓示

時恵(fAO)

構成員

恥皿
叩伽加︑伽加叩︑叩叩︑
く３１２３３２４３２３４３３４

【表12時恵と崇の集団に対する認識の変化】

3．00

注)lつめの項目のみ、5件法での回答である。(5「発揮している｣、4「少し発揮している｣、3「どち
らでもない｣、2「あまり発揮していない｣、l「発揮していない｣）
上段は7月、下段は3月のアンケートの結果である。

【表9】は､時恵(fAO)と崇(mAL)の集団に対する認識が､集団間を移動することによって、
どのように変わったかをまとめたものである。崇(mAL)は、「学級の中で自分を出さない

ようにしている」という質問に対して、3の「ときどきある」から、2の「あまりない」へ

と変化している。この変化は、学級全体があまり出さない方向へ変化していることと比較す
ると、際立っている。そして、「友だちの言いなりになってしまう」「友だちといる時、無理

をしている」の質問に対しても、同様の変化をみることができる。ここから、崇(mAL)は、
集団を移動し「リーダー」的な役割を担うことができるようになったからか、以前よりも学
級内で自分を出すようになり、無理せず自らの意見を口にすることができるようになって

いる様子がうかがえる。また、このような崇(mAL)の変化は【表2】の事例lからもみ
ることができる。ついで、時恵(fAO)は、全体的に6月よりも数値が上がっているが、学
級全体の数値の上がり方と比較すると、若干上昇がおさえられている。しかし、崇(mAL)
と違いfAでも「リーダー」ではないことから、崇(mAL)ほど変化があらわれなかったと
も考えられる。

以上のことから、彼／女は集団間の優先順位の上位から下位へと移動することによって、
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より居心地がよく、他の構成員に対して優位または対等な位置を、集団内で確保していると

考えることができる。そして、集団内での位置を変化させるということは、集団間での自己

の位置を変化させることにつながり、授業など学級単位で行動する場合の自己表出も、変化
してくるのではないだろうか。

5．結語：集団を維持することの意味
これまでみてきたように、各集団は、会話において話題を提供し、行動を率先して行うリ

ーダーと、それ以外の子どもたちによって、階層的に構成されていた。子どもたちは、自己

の所属する集団内において、互いに役割を自ら選びとったり、集団内に占める位置によって
選びとらされたりしていた。そして、自らの役割をかなり明確に認識し、互いの領域に立ち
入らないようにしていた。

それは、子どもたちの相互依存的な日々の努力とみることもできる。子どもたちは、自分

の位置や役割について認識し、それに応じた配慮を行い、慎重に行動していた。これは、フ
レイミングの破綻や誤りを回避することであり、子どもたちが、集団内で互いに立ち入り過

ぎないことによって、内部の秩序を保っているということである。また、集団の内部には、
互いを仲間として選択しうるという期待と願いがあり、その期待を相互に確認し続けるため
の代償とも考えられる。そして、集団に固有の秩序を保持し確認し続けることによって、他
の集団との差異を作り出していると考えられる。

集団を維持するための役割と境界は、集団間にもみられた。子どもたちは、学級単位で意

思決定を行う時などの集団規模の変化や、集団が外的要因によって編成され直した時、仲間
集団間における境界を意識し、自己のその集団内での位置や役割を読み取り行動していた。
これは、同じ内容のことばの受け入れられ方の違いや、集団が変化した時に関わりを持とう
とする優先順位に、明確にあらわれていた。子どもたちは、自己の所属する集団と、学級内
での集団の優先順位またはそこに所属する子どもを明確に認識しており、関わりを持とうと
していたからである。

よって、学級内に存在する複数の集団は、並列的ではなく、階層的に存在していると考え

られる。集団間の階層的関係は、集団の特徴や、子どもたちの反応の違いにあらわれていた。
学級内での発言の受け止められ方と、集団間の力関係は対応しているのである。

また、集団を移動した子どもの移動先は、fD→fA、mC→mAと優先順位の上位から下
位の集団への移動のみであった。時々集団へ入る子どもたちは最下位の集団のみにしか所属
していない。上位の集団の方が子どもたちは自己が無理をしていると感じながらも、その集

団において自己の立場を確保しようとしていた。彼／女らは、集団を移動し集団内での自己
の位置を確保するよりも、学級内における集団間関係においてより受容されやすい集団に所
属することを望んでいるのである。

したがって、集団の階層関係は、集団内と集団間の2種類あり、それが複雑に絡まりあ

っている。例えば、mCの「リーダー」以外の構成員はmBの「リーダー」とほぼ同じ位置
を学級内で確保しており、mBの「リーダー」以外の構成員とmCの「リーダー」において
16
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も同様である。集団は単純な階層関係で集団間に明確な境界があるのではなく、集団の境界
はあいまいであり、互いの上部と下部が重なりあうくらい近接したものである考えられるの
である。自己の集団を維持するという行為は、自己の下位集団への移動を回避することであ
り、ひいては集団間の階層的関係を固定的に維持し強化することにもつながると考えられる
のである。

よって、このような集団を、一見、安定した状態に保ち続けるために、各構成員は、常に
集団を維持するために努力している。維持とは、関係の不安定さを補うための、ダイナミッ
クな作用と考えられるだろう。

以上のように、本研究では、子どもたちが集団の境界を常に確認しながら集団を維持し、
その集団の維持が学級内での集団間関係において意味を持つことを示してきた。子どもたち

の日常の振る舞いや発言は、集団間の境界の確保につながっており、学級内での子どもの位

置の確認に応じて形成されたものである。さらに、子どもたちは仲間集団を維持し、自己の
位置を安定させるために努力し続けざるをえない。仲間集団が維持されているからといって、
仲が良いとかうまくいっているとかは言い切れないのである。子どもたちの振る舞いや発言
は、仲間集団間の関係によって規定されているといえよう。そして、今後、さらに仲間集団

の内外の関係を詳細にみていくことによって、学級内で起こる問題行動や教師の対応の可能
性に対しても、新しい視点を得ることができるのではないかと考えられる。

また、これからの課題として、本論文では学級内での子どもの相互作用のみに焦点を当て
たが、学級外での仲間関係からの子どもの行動に対しての影響や、教師の介入の可能性につ
いてみていく必要があるだろう。

注仙②

(本論文は、子どもの仲間関係という微妙な問題を扱っているため、あえて調査年度は伏せている。
以降､事例などで使用する名前は仮名であり、［］内の補足､下線は､筆者によるものである。〈〉
内は、発言者と発言月日を示している。［笑］は笑っている行為についての状況説明、複数の発言
者の場合はss(students)とした。また、事例では発言者の後に()で属するグループを付して
いる。

(
3
) 形成後の仲間集団には、集団内での価値基準や行動様式などを、個別に持つものよりも優先させる

同質化の傾向がある。詳細については池田・渋谷（2003）を参照。
(
4
)

ここでは、箕浦(1999)も述べているように、集団の成員による習慣化した行為に注目し、その

(
5
)

以降、本論文では集団に対して優先順位、上位、下位などの語句を使用するが、これは便宜的なも

事例に内包されている普遍性・共通性を対象とし、仲間集団の分類を行った。

のであり、地位や価値を示すものではない。
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