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バングラデシュ農村社会における遊び集団の機能

南出和余

1.序論

本稿は、バングラデシュ農村社会において、子どもたちが遊びの集団形成を通して当該社

会の行動規範を獲得する過程を明らかにする。

他の南アジア社会と同様に、バングラデシュは行動規範が明確な社会といえる。また、イ

スラームを国教とし、イスラーム教徒が国民の約9割を占めるバングラデシュは、男女の棲

み分け規範がはっきりしているという印象も強い。しかし、当該社会の子どもを対象に研究

している筆者は、親をはじめとするおとなたちが、子どもの行為を規制したり、家庭や学校

も含め、子どもに対して行動規範を直接教示したりする様子をほとんど目にしない。むしろ、

おとなたちは、子どもの行為に対して放任というよりは放ったらかしで、子どもたちが多少

おとなの目には間違った行為をとっても、「子どもは分からない（ブジナイbh"ﾉー "“)から仕

方がない」として容認する(')。こうした放ったらかしの子ども観の下にありながら、子ども

たちは、社会の行動規範をどのようにして獲得しているのだろうか。あるいは、何歳くらい

から、なぜ、行動規範を実践するようになるのだろうか。本稿では、行動規範獲得のプロセ

スを、子どもたちの遊びの集団形成および仲間関係から捉えることを目指す。

異文化において、文化と子どもの関連に注目した研究は、日本だけでなく、海外を見ても

極めて少ない(松澤・南出2002)。バングラデシュに関しては、1960年代から1980年代にか

けて（1971年以前は東パキスタン)先駆的な人類学調査を行った原忠彦の研究に、一部、子

どもに関する文献がある（原忠彦1986)のと、原ひろ子(1979)による『子どもの文化人類学』

においてバングラデシュのイスラーム社会の子どもに関する記述があるのを除けば、子ども

と文化の関連を真正面から捉えた研究はほとんどない。原忠彦と原ひろ子の研究は、いずれ

もイスラーム社会としてのバングラデシュを強調している。原忠彦(1986)は、おとなと子

ども（とくに男子)の関係性からイスラームに基づいた｢個人の自主独立性｣を明らかにして

おり、原ひろ子(1979)は、イスラーム社会における男女規範を子どもの生活から捉えている。

原らの研究は、「子ども」を見ることで当該社会のある文化的側面を明らかにするという点に

おいて重要であり、文化人類学が目指す文化の固有性を「子ども」への着目から明らかにす

るという試みは、数十年を経た現在でもなお貴重な仕事である。彼らの研究に対して、本研

究が目指すところは、子どもたちが、いかにして、そうした文化の固有性を獲得し、体現し

ているかという過程を明らかにし、その過程に、文化の固有性に加えて普遍性を見出すこと

にある。したがって、イスラーム社会における行動規範を既存の前提とするのではなく、子

(みなみで・かずよ日本学術振興会特別研究員）
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どもたちの行為にまず注目し、そこにどのような規範がいかにして現れるのかを丁寧に追う

ことを重要とする。

本稿では、序論に続いて、研究方法と調査地の背景について概要した後、参与観察のデー

タに基づいて、遊びの集団構成と遊びの内容を記述する。そこには大きく4つの段階を捉え

ることができる。次に、集団遊びの段階的変化において顕著に見られた男女別集団形成につ

いて、子どもたちがこの規範をどのように認識しているのかを、子どもたちへのグループ°イ

ンタビューから明らかにする。また、段階的集団形成において、子どもたちが年齢の上下を

どのように認識しているかについても明らかにする。さらに、子どもたちの集団を形成して

いる関係が、どのような関係(学校での同級、同集落出身、親族関係など）を基盤としてい

るかについて言及する。最後に、子どもたちが、遊びの集団形成を通じて当該社会の行動規

範を獲得するにいたる3つの要素を述べて結論とする。それらは、日本において遊び集団を

機能させる上でも参照可能な普遍的要素を示すものと考える。

2.調査の概要

本稿で扱うデータに関する調査は、文化人類学の参与観察に基づいて、バングラデシュ中

央北部に位置するジャマルプール県の一農村(N集落、人口約350人)で2002年から2004年

の間の約11ヶ月間おこなわれた(2)。

1980年代後半以降、開発の流れによって、バングラデシュ農村においても学校教育が急

速に普及し、現在では大半の子どもたちにとって学校がアクセス可能な身近なものとなった。

調査地であるN集落でも、1992年にNGO運営の小学校が設立されたのを契機に、ほぼ100

％の子どもたちが、小学校に通うようになった。したがって、現在、教育経験において世代

間に大差が生じ、今学校に通っている子どもたちの親の多くは学校に通った経験を持たない。

同校を運営しているNGOは、教育活動を専門とするバングラデシュ国内のNGOで、活動

資金の中核は日本のNGOから得ている。NGOによる教育は「ノンフォーマル教育」と称さ

れるが、政府系公立学校と同様の卒業資格が認められている。ノンフォーマル教育の形態は

NGOによって異なるが、開発の文脈から教育普及活動を進めるにあたって、地域の人材資

源を活用する住民主体の学校作りを強調する点に、共通の特徴がある。住民主体の学校作り

は、結果的に、教育経験のない親たちに、我が子を学校へ行かせることへの関心を促すこと

にも繋がる。N集落の学校においても、設立当初は親の理解を得るのに少なからず苦労があ

ったというが、現在では学校に対する親たちの抵抗はほとんどない(3)。本稿で提示するデー

タの主なインフォーマントは、N集落に住む子どもたちと、NGO校に通う子どもたちである。

調査において筆者は、子どもの視点を重視するために、子どもたちと生活空間や立場を共

有することを重視した。例えば、学校では観察者や教師の立場ではなく、毎日子どもたちと

一緒に通い、席を並べて勉強するスタイルをとった。文化人類学において、他の研究対象に

比して子ども研究が極めて少ない理由の一つに、対象とする集団の疑似成員として受け入れ

られ、内なる視点から文化を明らかにする人類学的フイールドワークにおいて、身体的に

おとなである調査者が、子どもの疑似成員になることの困難さがあるとされる(Hirschfeld
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2002)。筆者は、当該地域において2000年から調査をしているが、当初は当該地域の文化と

言葉に精通しておらず、その不十分さが、子どもと一緒に小学校に通い(主に4年生から5

年生に所属)、生徒としてベンガル語を学ぶという立場を可能にした。それ以来、調査校の

教員たちは、筆者を一生徒として受け入れてくれるようになり、学校をとりまく集落におい

ても、人びとは筆者が子どもと同様の立場で学校に通い、生活することを受け入れてくれる

ようになった。子どもたちも、筆者が年上であることを十分に認識しながら、一仲間として

迎えてくれた。

3.遊び集団の形成と段階的変化

当該社会において、子ども同士の相互行為が見られるのは3歳頃からである。それまでは

常に母親との密な関係にあるが、その頃から母親や家族の目の届く範囲ではあるが、子ども

たちだけでの行動が見られるようになる。そして、成長とともに行動範囲を広げ、交友関係

を築いていくが、中学校に通う頃になると集団を形成する姿は激減する。筆者は、この約8

年間の成長過程にある子どもの集団遊びに注目した。

遊びの議論は、これまで哲学や心理学、社会学、人類学などの諸分野でなされてきた。そ

れら先行研究の流れは、スチュアートと岸上(1986,1987)が整理している。｢遊び｣の定義は

研究者によって多義にわたるが、遊びを機能主義の立場から解し、子どもの発達段階と遊び

の関係に注目した研究には、社会学者のミードや心理学者ピアジェ、人類学者マリノフスキ

ーと原子の研究がある。彼らの研究によって「遊びのもつ社会・文化化機能を分析する枠組」

が提供され、「遊びの機能が成長段階と相関関係」を有していることから、遊びと社会の関係

を機能的に理解することが可能となった（スチュアート、岸上1987:21)。筆者の遊びへの注

目は、この｢遊びと成長段階の機能的相関関係」という立場に賛同するものである。しかし、

遊びの研究はいうまでもなく行為そのものを対象としており、行為者への着目とは異なる。

本稿の目的は、遊びを実践する主体(子ども）を捉えることにある。ゆえに、これまでの研

究については、遊びが機能発達論的に成長段階と有意な関係にあるということを確認し、各

遊びの構造理解の参考とするに留めたい。むしろ本稿では、集団そのものの分析に重点をお

く。

1）4段階の遊び集団

まずは、遊び集団の構成について提示する。参与観察によるデータからは、彼らの集団構

成にはおおよそ4つの段階があることが分かり、それが子どもたちの成長過程や社会的位置

の変化を表している(41。

まず、集団で遊ぶようになる3歳頃から5，6歳くらいまでの子どもたちの間では(便宜

上｢第1集団」と呼ぶ)、複数人が集まるとそのなかから発生する集団的行為として、名のな

い遊びやルールが明らかでない遊びがみられる。例えば、皆で一緒に走り回るだけで遊びと

なり、次第に誰かをターゲットに追いかけっこになる。遊びの開始と終了も明確ではなく、

1人が始めれば複数人が集まってきて交わり、ほかに興味が移ったり飽きたりすると各々勝
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手に集団から抜けていく。この集団の特徴は、集団のなかに常にリーダー的存在がいること

である。各人が遊びの体系を意識していないにも関わらず集団として捉えうるのは、リーダ

ー格の子どもが吸引力を発しているからである。この第1集団の構成員は、男女混合である

場合がほとんどで、構成人数は3人から多くとも6人く、らいである。

次にみられる「第2集団｣では規則遊びが登場し、遊びの枠が明確に現れる。小学校に通う

ようになる6，7歳頃からこの集団遊びに加わるようになる。第1集団より規模が少し大きく

なるが、成員は男女混合である。集団内の関係は、同集落内の子ども同士が多いが、同じ学

校に通う他村の子どもとの交わりもみられる。しかし、学校で知り合った他村の友人と学校

外でも遊ぶということは、この集団の子どもたちにはほとんどみられない。

第3段階として捉えられる集団は、小学3年生から5年生(8歳から11歳頃)の子どもたち

である。彼らの集団が前段階と大きく異なるのは、男女が別々の集団を形成する点にある。

男女それぞれに集団遊びをするが、同じ集団に属して遊ぶことは、一部の例外(5)を除いてほ

とんどない。一緒に遊ぶ場合でも、男女別チームで対抗型の遊びをする程度である。集団の

規模や性格も男女によって異なる。男子集団は女子集団より比較的構成人数が多い。女子

は3人から6人くらいであるが、男子は10人くらいで遊ぶこともしばしばある。また、学校

の校庭で遊ぶケースを除いて、普段の集団構成員はたいてい同集落内の子ども同士であるが、

男子の場合は他村の子どもが含まれることもある。その背景には、男女の日常生活における

行動範囲の差が関係している。男子は家の手伝いとして市場へ買い物に出るなど、村外へ行

くことにも慣れてくる。しかし、女子は、学校が集落外にある場合を例外として、子どもだ

けで村や集落の外に出ることはない。この行動範囲の差が、遊びを共有する集団や空間に差

異をもたらす。逆に、女子の場合は集落を出ることがないため、同年齢の遊び相手を欠く時

には、年下の子どもとも遊ぶ。そのため女子の方が異年齢(異集団）との接触が頻繁で、見

方を変えれば｢年下の子どもたちの面倒を見ている」とも捉えられる。ここには遊びと役割

の境界のあいまいさがうかがえる。そして、第3集団のなかでも年上になるにつれて、集団

遊びに費やされる時間は減少し、男女とも友人との相互行為が、集団遊びから「しゃべる」

｢ぶらぶらする」といった行動に変化していく。

第4集団は、「たまに遊ぶ集団」となる。中学生になると集団遊びは稀になり、友人と過ご

す時間の大半は「しやくる」｢ぶらぶらする」時間となる。

これら4段階の集団の相異をまとめると表1のようになる。

表14段階の遊び集団の比較

第1集団

男女混合

第2集団

男女混合

第3集団

男女別

第4集団

男女別男女

構成人数 約3～6人 約6～10人 男子

女子
人
人

０
０

一
一

６
３

集団形成が減少

行動範囲

(集団内関係）

パリ周辺 集落内 男子：村内集落内が
多いが村外も

女子：集落内

男子
女子

村外も

集落内

遊びの内容 ルールのない遊び

名のない遊び
遊びの模倣

｢その他」の役割

単純な規則遊び
･I対全体型

・全員対抗型

十「その他」含

遊びの複雑化
規則遊び

・対立型（男子）
・順番型（女子）

る
｛
９

ブ
包
委
わ

く
漆
か

や
ら

‐
し
渉
か

学校で遊ばない学校空間｜な し 校庭で集団遊び｜校庭で集団遊び

出典:2004年調査に基づき筆者作成
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2）各集団の遊びの特徴

次に、各集団の遊び内容を見てみたい。各集団に見られた規則遊びを、構造から分類し

てみる。ただし、筆者が調査で収集できた遊びの数は21個と限られている。ゆえに、この

21個の遊びを提示し(表2参照)、それらがどの集団によってよく遊ばれているかを示すこと

で、各集団の遊びの傾向を捉えるに留める。また、収集した遊びは彼らが｢遊び」と意識する、

いわゆるルールや名前のある遊び(6)に限られ、第1集団に見られる「始めと終わりが不明確な

遊び｣や、第4集団に顕著に見られる「しやくる」｢ぶらぶらする」という行動は含まれていな

い。

表2規則遊びの一覧
蕎遭分類と規模｜NQll名称（要領）

首

NQl名称（要領） 図|式図|式

l対全体型

(4人～無制限）

カ ナマ チ

Kanamachj

(目隠し鬼）

1対全体型

(6人）

千ヨトヰ･コトブーティ
′＝、ノ－b″′p

Choが)Cﾉ7othPu力

(陣取り）

1

（、
｡WA△
△△

畢翻⑳､､
Iやり

Ⅱ8

／，!’
△

一一一一一一ゴー-戸′､

かくれんほ 1対全体型

(5人～10人位）

1 ティルテュロ

刀rthuﾉo

l対全体型

(4人～無制限

多数）

ク マ ル

Kumjr

(鬼こ・っこ）

３

&

1対1＋その他

(6人～10人位）

1対1＋その他

(6人～10人位）

バクオサゴル

BaqhoChaqoノ

(籠目）

6マ ス マ ス

MachMach

(人当て）

△旬

Ａ
△
△
△
△

③

〆謬：
②
③

全員対抗型

(4人～無制限

多数）

全員対抗型十その他

(10人～無制限

多数）

ムロッグジュッl

MuroqJhudho

(片足倒し合い）

8ゴルボンティ

Gho/bondj

(椅子取りケーム）

７

、
△
↑
△
ノ

、
Ａ
③
③
③
穀

一
一

一
．
●
⑬
一

Ａ
４

〆
③
③
⑤
△
『

び

△
Ｊ
Ｆ
Ａ
‐
、

．

↓』r鐙

↑亀鹸
韓f食

可緬苛我型

(10人～無制限

多数）

2組対抗型

(6人）

ティンチョットラ

刀nchotra

(陣取り）

10グッラシュット

Gu"achoth

(陣取り）

9

げ
ｆ
ｑ
！

・
り

ぃ
い
み
ｐ

阜
訴
一
一

戸
＄
ｅ

⑨
↑
鐙

△､
鴇一一一一

f殉

△.･ｺﾞｰ〆

べ-淡‘
2組対抗型

(10人～20人位

偶数）

2組対抗型

(8人～14人位

偶数）

ドラクック

Dorrakuku

(人さらい）

10
1色ダリバンダ

Darjbanda

(陣取り）

11

△
△』

●
‐
、
ｉ
‐
‐
ぺ

A

△
△

△ △ ／
、

;扇-篭。
2組対抗型

(5人～14人位

偶数）

2組対抗型

(8人～14人他

偶数）

ハドゥドウ

HadudU

(陣取り）

14チクチク

ChjkChjk

(陣取り）

1処
」U

ｃ
ｃ
○

○
。

4A4A．△

戸哺］
ｰ

△△

△

△
ウ

2組対抗型

(2組各11人）

フットボール

Fbotba〃

サッカークリケット 2組対抗型

(2組各11人）

16クリケッl

Crjcket

1具
Lu

2組対抗型

(2人十傍観者）

2組対抗型

(2人十傍観者）

ショログテイ

Shoﾉoqhuthj

（手コマ遊び）

18パイットパイッ｝

PajtPajt

(手コマ遊び）

17

除 雪
順蕃型一一

(2人～多数）

縄跳びド11－フテ
Iダダノ

Dho"pha

順番型

十障害物の役割

(5人～8人位）

ハットケラ

HatKheﾉa

(ゴムとび）

2019

順番型

(2人～5人位

少数）

フルフル

Fu/Fuノ

(お手玉遊び）

21

沙
出典:2003-2004年調査に基づき筆者作成
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21個の遊びを構造別に分類すると、以下の5種に分けることができる。

11人の特別な役割を持つ者とそれ以外の者による遊び(1対全体型）

2全員が同じ役割で対抗する遊び(全員対抗型）

31人対1人が順番に展開される遊び(｢1対1＋その他｣型）

42組に分かれてチーム対抗する遊び(2組対抗型､2人対抗型）

51人ずつ順番にスキルを競う遊び(順番型）

これらを上記遊び集団の4段階別に見てみたい。

第1集団の子どもたちは、日常の遊びの大半が名のない遊びであるが、年上の子どもと接

する（遊んでもらう）ときにルールのある規則遊びに接触する。その遊びは、1対全体型や1

対1＋その他の遊びが多い。第1集団の子どもたちは、1人の特別な役割を年上の子どもに任

せ、その他大勢の役割を演じる。あるいは、1人ずつ順番に遊び方を学び、あとの者は順番

を待つ1対1＋その他の遊びとなる。さらに、表2の｢バグオサゴル｣や「ゴルボンディ」のよ

うな遊びでは、第1集団の子どもたちは、椅子とりゲームの椅子のように、モノでも代用で

きる単純な行動で遊びに加わる。そうしたなかで、彼ら彼女らも規則遊びを学ぶ。

第2集団の子どもたちは、年下の子どもたちを｢使って｣遊ぶことが多い。特殊な役割を担

うのは第2集団の年齢層の子どもで、主導権をもって1人対その他大勢の遊びをおこなう。1

対全体型の遊びの規則は比較的単純である。1人の役割を担う者はルールを理解していなけ

ればならないが､「その他｣の役につく子どもたちは、ルールが多少分からなくても他の者と

同じ行為をすればよいので、第1集団のようなルールを理解するのが未だ困難な子どもでも

交じることができる。

第3集団の子どもたちには、2組対抗型の遊びが多い。対抗型の遊びはルールが複雑さを

増し、2つのグループに分かれてグループ内で戦略を練るなど、相互行為も複雑になる。第3

集団の遊びには、各集団によって構成員の特徴が現れ、また集団の構成員の差異によって遊

びが多様化する。その顕著な現れは、男子と女子で好む遊びに差異が明確に現れることであ

る。男子の方が女子の遊びよりも成員数が多く、2組対抗型の遊びが多い(7)。一方、女子の集

団には順番型(スキル型)の遊びが多く見られた。調査期間中、男子の間では「ダリバンダ」

や｣｢チクチク｣、女子の間では「ハットケラ」が人気で、ほぼ毎日のようにおこなわれていた。

また、「ドラクック」は男女共に人気があったが、男女が一緒に遊ぶことは稀であった。つま

り、この時期の子どもたちの男女間には、同じ場を共有しながらも一緒に遊ばないという現

象が現れ、男女で異なった遊びをするようになる。

さらに、第3集団のとくに男子では、第2集団の子どもたちが第3集団の仲に入ろうとす

るのと同様に、年上の第4集団への移行期がある。サッカーやクリケットをする男子第4集

団の周辺に群がる第3集団の男子をしばしば見かける。前述のように、第4集団の子どもた

ちは、次第に狭義の｢遊び｣をしなくなり、代わりに「しゃべる｣｢ぶらぶらする」時間が増え

るが、そこにも男女の相異がある。クリケットやサッカーのように、男子の方が比較的年

齢が上がっても偶に集団遊びをする。第4集団の女子に見られるのは、おはじきやお手玉に

似た手遊びくらいである。この｢遊ばなくなる」ことは生活時間の変化に関係している（南出

2008)。家庭での役割が増すにつれて、遊びに必要なまとまった時間を得るのが難しくなり、
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自由時間は短い時間の積み重ねになる。短い時間内では規則遊びを形成しにくく、近くの友

人と「しゃべる」｢ぶらぶらする」くらいになる。

子どもたちは、第1から第4までの集団を徐々に移行していく。各集団には常に、率いる

者と、半成員としかみなされず後をついていく者が存在する。集団の移行には、儀礼的行為

や、年齢による線引きなど外部的規定があるわけではない(8)。むしろ、各集団の遊びの特徴

に見られるように、遊びの構造や集団構成員の属性は、集団が上がるごとに複雑化し、集団

に属するにはルールや規範の理解が不可欠となる。より複雑な遊びを理解し、集団行動に従

い得るという各子どもの成熟度が、年上集団に参加できるかどうかを決める。つまり、個人

の成熟度が位置する段階を決め、移行を繰り返したのち、やがて集団遊びをしなくなる。第

4段階の子どもたちの間では、とくに女子の場合は間もなく婚期を迎え、子ども期を過ごし

た生活空間を脱する。つまり、子ども期の終焉を迎えるのである。

4.集団形成をめぐる規範認識

では、子どもたちは、遊び集団についてどのような認識を持っているのだろうか。前節の

段階的集団形成において、とくに第3集団に見られた男女別集団形成という特徴は、遊び集

団の特徴を示すとともに、当該社会のおとなたちが実践する行動規範にも繋がる要素である。

そこに関連があるのだろうか。あるとすれば、子どもたちはいかにしてこれを認識し、集団

遊びという場を通じて実践しているのだろうか。本節では、集団間に顕著な相異が現れる第

3集団の男女に対して行ったインタビューから、彼ら彼女らの遊び仲間に関する認識理解を

捉えてみたい。

1）男女別集団形成に関する意識

第3集団の子どもたちに対して、「遊び仲間」についての個別とグループのインタビューを

試みた。内容はとくに、「異性と一緒に遊ぶか｣、「なぜ一緒に遊ばないか｣である。個別のイ

ンタビューは、調査校5年生(第3集団の長をなす年代)男女16人を対象とし、グループイン

タビューは、同校の3年生から5年生までの男女別、計6グループにおこなった(9)。

まず、「異性と一緒に遊ぶか」と個別に尋ねた場合、女子1名を除いた全員が｢遊ばない」と

答えた。なかには｢遊ぶべきでない("c〃"αi)」と表現した女子もいた。グループでは、5年生

女子と3年生男女は｢遊ばない」と答え、5年生男子と4年生男女は｢遊ぶ」と答えたが、話し

ているうちに、実際はあまり一緒に遊ばない現状が述べられた。そのなかで、多くの子ども

たちが｢小さい時は一緒に遊んでいたけれど今は遊ばない」という意見を述べた。その時期

を尋ねると、1，2年生つまりは第2集団の頃までという。また、女子の間では、「年上の男子

(兄ら）とは遊ばないが、年下の男子(弟ら）とは遊ぶ」という意見もあった。

小さい時には一緒に遊んだ、または年下なら異性でも遊ぶのに、今は同年代の異性とは遊

ばない理由について、以下の4つの視点が捉えられた。まず､｢小さい時は分からなかった（ブ

ジナイ）から。今は分かる（ブジ姉〃i)。大きくなって男女が別々にいることが分かったから」

という意見が聞かれた。男女は別々に遊ぶべきものというのが前提としてあり、それが｢分
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かるようになった（ブジ)」という「意識的な変化｣である。第2に、「身体的差異｣が挙げられ

る。女子の会話から､｢男子は体が大きくなって力が強くなるから」という意見が聞かれた（グ

ループ5年生女子､4年生女子)。一方、男子の会話では、「性役割の差異｣について言及された。

男子は｢外で仕事ができるし、外に出かけたり遊んだりする」のに対して、女子は「いつもバ

リ'01にいて｣｢バリで仕事をする」という（グループ5年生男子､4年生男子)。この視点で注目

すべきは、「遊び｣の話であるにも関わらず、そこに｢仕事」についての話が重ねられることで

ある。彼らは、外で仕事をすることが、彼らの行動範囲を広げ、それが遊ぶ仲間にも関係し

ていると考えている。グループ4年生男子の会話では、「小さい時はそんなに仕事はない」と

いうように、成長とともに仕事が増え、仕事が男女によって異なるから、遊び集団にも男女

の違いが出てくるという認識がある。｢遊び」と「仕事｣が彼らにとって近い関係にあり、その

境界は極めて暖昧である。子どもたち自身もそのような感覚にあり、仕事手伝いの時空が遊

びの時空に影響することを証明している。

異性と遊ばない理由の第4に挙げられるのは、男女共に見られる「恥ずかしい（ショロム

shara版)／(ロッジャノ功α)」という「感情的な変化｣である。異性と一緒に遊ばない理由に｢恥

ずかしいから」と答える子どもは、個人、グループとも非常に多かった。この感情は、男女

が成長するに従って増すという理解がある。「大きくなって恥ずかしくなった｣、「小さい時は

ショロムがなかった｣、「小さい時はショロムがなかった、プナイ(p"αy:幼い子どもに対する

現地方言による名称および呼称)('')だったし。…プナイにはショロムはない｣、「今の方が小

さい時より恥ずかしい｣、「小さい男子とは遊びたいけれど、大きい子たちとは遊びたくない

…ロッジヤがあるから」などの表現に示される。感情的な変化は、「ブジ」を得るという意識

的な認識とも関連している。本来は一緒に遊ぶべきではない男女が一緒に遊ぶことは｢恥ず

かしい」ことであるという意識を、彼ら彼女らは共有しているのである。さらに、「恥ずかし

い」という感|冑は、彼ら彼女らが自らを位置づける集団内の親密性を形成する。その傾向は、

とくに女子の集団に強くみられた。男子と一緒に遊ぶ行為に対して「恥ずかしい」という認

識を与え、その認識を集団内で共有する。その認識を共有していることが集団への帰属につ

ながり、集団から仲間外れにされないように、自らの行動を規制する。

このように、男女の別集団形成は、遊びに限られたことではなく、むしろ遊びが生活に

密接していることを、子どもたち自ら示している。「男女が一緒に遊ぶことを好まない」とい

う子どもたちの意識化は、社会規範を「分かっている（ブジ)わたし」を自覚することで、自

らの成長を示しているといえる。「小さい時は一緒に遊んだが、今は遊ばない」という認識は、

小さい子どもたちを自分とは異なる存在として差異化していることを示す。「プナイだった

し」という表現にはまさにその認識を見ることができる。子どもたちは、集団の特質に同調

することで「ブジ」を獲得し、行動や意識を年上集団に合わせることで自らの位置を徐々に

ずらし、能動的かつ段階的に自らの行動を規制しているのではないだろうか。

2）上下関係の理解

前述のように、個人の成熟度によって移行する集団においては、子どもたちは常に上下と

の関係に直面することになる。次に、この年上年下との関係の在り方、行動規範に着目して
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みたい。男女の別集団形成に関するグループインタビューを行った子どもたちに、「よい子：

よい女子(バロメェ6〃αlo"'eye)、よい男子(バロチェレbl,qIoc/ie/e)」と「悪い子：悪い女子

(カラッフ°メェ肋αr“版eye)、悪い男子(カラップチェレ肋α『αpcliele)」に関する意見を聞い

た。そこで捉えられた「よい子｣｢悪い子｣の条件⑫として挙げられた要素のなかで、対人関係

のもち方として捉えられた61件のうち最も多かったのが､「目上の者に敬意を払う（ションマ

ンsha加加α")｣｢年下の者を可愛がる（スネホs"e/io)」という条件であった。具体的な接し方と

して、「年上には『アプニα”(二人称尊敬語)』で話す」という条件が挙げられ、反対に｢悪い

子｣の象徴として「『トゥイ”(二人称軽蔑語)』で呼ぶ｣が挙げられた。これはおとなに対す

るだけでなく、子ども問においても重要なようである。4年生女子の間で次の興味深い対話

が聞かれた。

4年生女子グループインタビュー(一部)(Qは筆者）

Q:「よい男の子(バロチェレ)」はどんな子？

複数:MeやMoみたいな子。Raも。Raは恥かしがりだけれど。

Sa:よい男の子は皆と一緒に遊べて、恥かしがらず、皆のことを好きで､「アプニ」と呼ぶのよ・

Na:Laはとても穏やかな子よ。

Sa:わたしたちの手助けしてくれるし、「アッパ(α"pα：お姉さん)｣って呼ぶし。

Na:ドアが閉まっていたらすぐに開けてくれる。敬意を払う。

Sa:私たちのことを「アッパ｣って呼ぶ。

Na:Saのことを「アッパ｣って呼ぶ。

Sa:「アッパ｣って呼ばなければ｢アッパ」と呼べとか呼ばないとかでケンカになる。

Q:みんなSaとNaには「アッパ」と呼ぶの？

Be:この二人は大きいから。

Sa:私たちに皆敬意を払うのよ・

Na:Saが一番大きくて、次がわたし。でも同じバリで住んでいないからどっちが大きいか

は分からないけれど031。まぁでもSaが一番大きい。

Q:男の子たちもSaとNaに「アッパ」と呼ぶの？

Na:時々ね。でもケンカになったら「トゥイ」って呼ぶのよ！

Q:｢悪い男の子(カラップチェレ)」はどんな子？

…(省略)…

Na:Siはクラスの中で一番悪い子よ！私は年上でSaはもっと大きいのに、私たちのことを

叩くのよ！あなたは私たちより大きいからケンカしても私たちは叩かないでしよ。Siは私

たちのこと叩くのよ1

Be:「トゥイ」って呼ぶし。

4年生女子のなかでSaとNaは身体的にも他の子どもたちより明らかに大きい。子どもた

ちはこの2人と一緒に遊ぶが、一方で年上と判断し、応じた接し方をとる。本人たちもそれ

を当然と判断する。それは筆者に対する子どもたちの態度とも一致していた。
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男女の別行動や上下関係の在り方に対して子どもたちが認識する行動規範は、子ども特有

のもの（おとな社会では通用しない、または意味が逆転するもの)ではなく、おとな社会の

規範と共通している。それは、彼らがこれらの規範をおとな社会との接触のなかで獲得して

いるからであり、子ども社会が子ども独自の時空として切り離されていないからだと考える。

そして、前述のように｢分かっている（ブジ)わたし」として積極的に自らを年上集団へと持

ち上げるのだが、その先はおとな社会へと繋がっているのである。

5｡遊び仲間の関係性

最後に、観察と「遊び仲間」についての個別インタビューから捉えられた仲間関係に着目

し、関係の内実に留意したい。そのことは、仲間関係の基盤にある社会、さらには｢子ども

社会｣の置かれている状況を示すことになる。

男女の別集団形成が見られない第1集団では、集団を構成する仲間は彼らの行動範囲に大

きく寄っている。子どもたちは、常に母親をはじめバリで生活を共にするおとなの目が届く

範囲にいる。そのため、仲間関係もバリを同じくする父方イトコ04)やバリ周辺の子どもたち

に集約される。

それが第2、3集団になると学校の校庭で遊ぶことが多くなるため、学校という場が仲間関

係に有意な影響を与える。しかし、学校で遊ぶ友人と学校外で遊ぶ友人が必ずしも一致する

わけではない。5年生の男女16人に、「学校で遊ぶ相手」と「家で遊ぶ相手｣について具体的な

名前を挙げてもらったところ、各子どもによって列挙する度合いの差こそあるが、平均する

と、学校で遊ぶ友人としては約5.5人、家で遊ぶ相手として約3.5人の名前が挙げられた。学

校で遊ぶ時の方が集団の規模が大きくなることは、実際の観察からも確認できた。具体的に

挙げられた名前には、学校で遊ぶ場合には同村出身者だけでなく、学校で出会う他村の子ど

もも含まれる。それに対して「家で遊ぶ相手」では、集落内の子どもや、きょうだいイトコ

に限られる傾向がある。このことから、場としての学校は、彼ら彼女らの仲間関係を築くが

それが日常に反映されているとは言い難い。

また、学校で遊ぶ集団の内実を見ても、集落内の関係が全く取り払われるわけではない。

例えば、第3集団の男子では2組対抗型の遊びが多く見られるが、チーム分けは同村、同集

落の出身など「より近しい」関係に依拠することが多い。ある日、N集落に北接するS村の男

子4人が学校からの帰宅途中、明日の遊びの作戦を練っていた。5年生男子が3年生男子に

対して、「ムロッグジュッド」の遊びについて「自分が誰々を攻撃している間にお前は誰を攻

撃しろ、誰々から先に倒せ」などと指示していた。「ムロッグジュッド」は全員対抗型の遊び

であるにも関わらず、同村出身者同士が協力して他村出身者を倒すなどチームワークを意識

している。時に彼らの学校での集団遊びは集落(村)対抗を形成することさえある。その繋

がりは、教室を通じて形成される同級生の枠組みよりもはるかに強い。

さらに、子どもたちにとって、学校の内外で築かれた他者との関係は、時に学校という枠

そのものを無意味なものにさえしてしまう。子どもたちは、友人関係において、当然のこと
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ながら、一緒に遊ぶだけでなく喧嘩をすることもある。仲のよい友人もいれば、気の合わな

い友人もいる。いつも一緒に遊ぶ友人との喧嘩は次の日には何もなかったかのように回復す

るが、気の合わない友人との喧嘩は子どもたちに学校からの離脱をもたらすこともある。子

どもたちは、友人間の喧嘩が原因で他の学校へ転校することがある。逆に、同じ集落出身

の友人やイトコきょうだいが転校すれば、一緒に転校してしまうケースもある(Minamide

2005)。こうした転校は制度的には認められていないが、おとなたちも、子どもが友人関係

によって学校を移動するのに対して、「子どもは分からない（ブジナイ）から仕方がない」とい

って容認する。

このように、子どもたちの友人関係を見ても、「子ども社会｣を形成する関係は、学校より

むしろ村落社会にあると言える。学校と異なり、村落には当然のことながら、子どもだけで

なく、おとなたちとの接触が常にあり、子ども同士の関係においても異年齢との関係が密で

ある。したがって、男女の別行動規範や上下関係のもち方について、子どもたちは直接教え

られなくても、近しいおとな社会に対する洞察と理解によって獲得する。上記で述べたよう

に、子どもたちが、子ども特有の行動規範よりはむしろおとな社会に直接繋がる行動規範を、

子どもたち自ら獲得し実践する理由は、こうしたおとな社会との接触にあるのではないだろ

うか、

6.結論

以上、本稿では、遊び集団の形成から、子どもたちが行動規範を獲得する過程を捉えた。

遊び集団には構成員や遊び内容に段階的な違いが見られ、集団が上がるにつれて遊びはルー

ルを増して複雑化する。さらに、第3集団になると男女別集団形成が見られ、意識的に異性

と一緒に遊ばなくなる。こうした複雑化する遊びや行動規範の理解と、年上集団への移行を

通じて、行動を変化させていく。彼らが集団形成において実践する規範や価値の内実は、お

とな社会の規範に通じているが、だからといって、子どもの遊び集団におとなが直接関与す

る様子はほとんど見られない。それでもなお子どもたちがおとな社会と類似の規範を築くの

は、「子ども社会｣が展開される空間が、学校という子どもだけを集めた場ではなく、村落社

会を中心とし、近しいおとな社会の洞察と模倣が容易であるからと考える。

最後に、こうした子どもの主体的な行動規範の獲得を可能とするもう一つの要素につい

て、述べておきたい。筆者は、冒頭の序論において、当該社会の子ども観として「ブジナイ

(子どもは分からないから仕方がない)」という概念を挙げた。子どもたちは、村落社会のな

かで、「ブジナイ」として放ったらかしにされる猶予にありながら、なぜおとな社会の規範を

獲得しようとするのだろうか。それは、子どもに対する「ブジナイ」という認識が、「放った

らかし」という消極的かつ可変的な認識だからだと考える。逆にいえば、当該社会の子ども

たちは、おとなとは切り離された子どもの独自世界を築く機会にはそれほど恵まれておらず

彼らの｢子ども社会｣の形成は、「ブジ」と「ブジナイ」の相関関係の過程でしかない。しかし、

だからといって子どもが受動的なわけではなく、むしろ放ったらかしであるがゆえに、失敗

を恐れず、おとな社会を洞察しては模倣し、能動的に「ブジ」を体現する。さらには、自ら
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がされるのと同じように、年下の者に対して「ブジナイ」とか「プナイ」という言葉を用いて

差異化する。この不確定かつ絶えず変化する子どもの立場が、子どもたちを同一の状況に留

めず、子ども間にさまざまな段階や差異をもたらしているのではないだろうか。子どもたち

は、「(規範を）分かっている（ブジ)わたし」に自らの成長を確認し、徐々に位置どりを変化

させながら、やがておとなへと近づいていく。「ブジナイ」という言わば｢放ったらかしの子

ども観｣が、子ども社会とおとな社会の間にある相違を形成すると同時に差異を緩和するク

ッションの役割をしている⑬。

以上をまとめれば、当該社会において、子ども間の相互行為に社会規範や価値の獲得を捉

え得るのは、1)段階的な集団形成と移行､2)模倣し得る近しいおとな社会､3)｢ブジナイ（子

どもは分からないから仕方がない)」という認識で許される不確定な猶予、という3要素が有

機的に働いているからと考える。しかし今後、学校教育の浸透によって子どものみの時空が

彼らの生活の中心を占め、「子ども社会｣がおとな社会とは異なるかたちで確立されたり、あ

るいは、おとなが子どもを単に「ブジナイ」という可変的な領域でなく、おとなとは明らか

に異なる役割や権利ある存在として認識するようになることが予想される。そうなると、子

どもの社会規範獲得のプロセスにも大きな変化が生じるだろう。社会変容の中でそれを追う

ことを、今後の課題としたい。

汪
仙
②

当該社会における子ども観については、別槁(南出2008)を参照されたい。

本調査期間中は、バングラデシュ・ダッカ大学人類学部に留学生として所属し、調査地の設定にお

いては現地NGO(BasicDevelopmentParmers)の協力を得た。

N集落内のNGO運営学校についての詳細については(南出2003a)に詳しく述べている。同校の設

立を支えたキーパーソンである校長先生のライフヒストリーは、（南出2003b)で紹介している。ま

た、バングラデシュの複線的な学校制度の特徴と、開発と教育の関連については、（南出2003c)を

参照されたい。

このことは心理学者ピアジェによる遊びの研究からも既に明らかである。ピアジェは、子どもの自

発的な遊びを発達段階に応じて､｢実践の遊び｣､｢象徴的遊び｣､｢規則遊び」と分類した｡｢実践の遊び」

とは2歳頃までに多く見られる遊びで、足を動かしたり手を振るという機能の喜びを求めて生ずる

ものである。「象徴的遊び」とは、2歳から11歳ぐらいにかけて見られる遊びで、砂をごはんにみた

ててままごと遊びをするように、自分の都合のよいようにものの見方を変えるような遊びである。

そして「規則遊び」は7歳から11歳にかけて徐々に現れる遊びで、身体的な感覚運動の遊びもあれ

ば、知的な遊びもある。この種の遊びは、個人間の競争と明確なルールの存在によって特徴づけら

れる。ピアジェは、遊びにはこの3種があり、これらが連続的に立ち現れると考えて、遊びと知能

の発達、特にシンボルの形成との関係について吟味した（ピアジェ1967：69)。ピアジェの遊び分

類が子どもの成長発達によって段階的に現れるという議論は、本槁で遊び集団を捉える際の前提と

なっている。

学校で教師が男女一緒に遊ぶことを推進する場合などは男女が一緒に遊ぶこともある。また、女子

が年下集団の男子を交えて遊ぶことはある。

遊びと意識する「遊び」とは、ホイジンガ(1973)の定義にある「《日常生活》とは《別のもの》という

(3)

(4）

(5）

(6)
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意識に裏付けられる」行動であり、カイヨワ（1970)の｢予め定められた厳密な時間および空間の範

囲内に限定されている」行動を意味する。

(7)例えば表2の、8，14，15，16の遊びは、ほぼ男子にのみ見られる遊びである。

(8)そもそも当該社会では、誕生日を祝ったり年齢を記憶する習慣がほとんどなく、親に子どもの年齢

を尋ねても「誰々より1年早く生まれた」など相対的な把握に留まる。ゆえに、年齢を基準に議論す

ることに意味はない。さらに、人びとは、成熟の速度は個人によって異なるという認識をもってお

り、段階移行に｢標準」はない。

(9)各学年別グループインタビューは、実施当日出席していた生徒のみを対象とした。5年女子5人､5

年男子9人､4年女子8人､4年男子9人、3年女子10人、3年男子7人である。実施日はいずれも2004

年8月中の授業開始前や休憩時間に教室で行われた。グループインタビューは座談会のような形式

で行われ、一部始終をテープに録音し、あとで筆者がテープ起こしをして分析した。

00）「バリ」とは家屋や屋敷地、あるいは同屋敷地内で生活する家族親族を示す現地語である。父系最小

血縁単位で構成されていることが多く、典型的なバリは中庭を囲む形で複数ないし単数の世帯(核

家族)家屋が並ぶ。

(l1)当該社会には、「子ども」を示す名称が複数存在し、それらもまた段階的に子どもたちに対して使わ

れる。「プナイ」という名称(呼称も同様)は、本稿で捉えた集団で言えば、第1段階に属する子ども

たちに対して頻繁に使われる言葉である。「プナイ」には男女の別がない。「プナイ」よりさらに大き

くなると、「チェレ(c〃"g：男子｣｢メェ("eye:女子)」あるいは総じて「チェレメェ」という男女別を

意味する言葉が使われるようになる。「子ども」を示す名称およびそこに見られる段階的子ども観の

詳細については、別槁(南出2008)を参照されたい。

(12)インタビューから抽出された要素は全部で172件あり、対人関係のもち方のほかに、行為に関する

条件89件、性格についての条件22件があった。

(13)同じバリ内に居住する親戚関係にあれば、相対的な上下年齢を把握しているが、そうでない場合は

比べようがないという意味。

(14)現地語では父方と母方でオジオバの親族名称(呼称)が異なる。また父方の叔父と伯父では名称(呼

称も同様)が異なり、父方の叔母と伯母は同じである。母方は叔父と伯父、叔母と伯母は同じであ

る。従兄弟／従姉妹は、それぞれのオジ／オバの名称に準じて異なる。カタカナ表記は従兄弟と従

姉妹を総じて意味する際に用いる。オジ／オバについても同様とする。

(15)筆者は、社会における子ども観と子どもの行為実践が相関関係を築きながら、子どもをおとなへと

導く領域を｢子ども域」という新たな概念で捉えている（南出2008)。
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