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｢津波ごっこ／地震ごっこ」とは一体何か？

松田恵示

1．「心的外傷克服論」

本稿では、震災時等にあらわれるトラウマ体験をごつこ化した遊びの構造や意味を検討す

ることを通じて，ごっこ遊びの持つ多面的な性質について考察してみたい。

今回の東日本大震災における子どもたちのひとつの様子として、テレビ、新聞、ネットと

いったメディア上では、｢地震ごっこ／津波ごっこ」という遊びが頻繁に話題となった。例え

ば、2011年5月28日付けの産經新聞(電子版)では、以下のような記事が掲載されている。

「東日本大震災の巨大津波に襲われた宮城県の沿岸地域の園児たちが､津波や地震の「ごっ

こ遊び」に興じている。「津波がきた」「地震がきた」の合図で子供たちが一斉に机や椅子に上

ったり、机の下に隠れる。また、子供には不釣り合いな「支援物資｣｢仮設住宅」といった言

葉も聞かれるという。「将来役立つ」｢不謹慎だ」と評価は分かれそうだが、児童心理の専門家

によると、子供たちが地震と津波の衝撃を遊びを通じて克服しようと格闘しているのだとい

う。」

天野によれば、こうしたある種のトラウマ体験を表現した遊びは、1995年に起きた阪

神・淡路大震災でも、子どもたちに震災の2ケ月後くらいから見られたという（天野、2011、

pp84-85)。お風呂等でも、子どもたちが｢津波だ！津波だ!」といって波を作り津波のまね

をしたり、シーツを両側で持って、一人の子どもを間にぶら下げ挟んで揺さぶり、「津波に

のみ込まれる!」とやってみたりする。あるいは、サイレンや緊急放送のまねをして走り回

ったり、人を殺したりものを壊すふりをする遊びを繰り返したり等、こうした「津波ごっこ

／地震ごっこ」は、広範にわたって見られた震災時の子どもたちの遊びの代表格である。も

ちろん大人の中には、こうした子どもたちの遊びに戸惑った人も少なくないことがよく知ら

れるところであろう。

ここに見られた一連の「津波ごっこ／地震ごっこ」などのトラウマを表現する遊びは、北

海道で奥尻島が津波に遭ったときに観察されたものであることを、例えば心理学者の小林は

指摘している。小林はさらに、被災地で教育にあたる教員を支援するために開かれたメール

相談で、それを「自己治癒遊び」と呼び以下のように説明している。

…当時、北海道教育大学のチームが、奥尻島に渡って、子どものストレスについて丁

寧な追跡調査を行いました。そのときに、このような遊びがあることを発見したのです。

今回の大災害が起きる1年ほど前に、「津波ごっこ」をネットで検索したときには、ヒシ

(まつだ・けいじ東京学芸大学）

司貝
ジジ



子ども社会研究19号

トしたのは、2件だけでした。どのような遊びであるのかの説明も皆無でした。しかし

阪神淡路大震災のときには、「地震ごっこ」が流行ったことも示されています。全ての地

震ごっこが危険とは限りませんが、伝わってきた話では、その「地震ごっこ」は危険な

遊びでした。学校で椅子を山高く積み上げ、一挙にそれを突き崩すというものであった

ようです。

これらの遊びの意味ですが、基本は「子どもの心のケアを自分で行っている」と考え

てほしいのです。子どもは、安全や安心が確保されると、子どもが抱えこんでいる恐怖

や不安を表現するようになります。心のひとつの表現方法として、これらの遊びを行う

ようになることも多いのです。子どもは，遊びや，それに伴う会話を通じて，さまざま

な気持ちや考えを表現し，少しずつ心の安定を取り戻していくのです。ですので、これ

らの遊びを、「トラウマ遊び」という言い方ではなく、「自己治癒遊び」と小林は呼びたい

と思っています｡”。（小林、2011)

また、環境学者の小澤も「子どもは「笑う」ことで心の中の不快感や感情を放出している

といえる。同様に、子どもは「地震ごっこ」や「津波ごっこ」もトラウマを体験する遊びを表

現することを通して(through)怒りや不快感を放出するのである。大人が悲しみや怒り、不

安を言葉で表現するのと同じと考えていきたい」と述べるとともに、環境学の立場から、｢被

災した子ども達は自分の感情を抑え、｢地震ごっこ」の遊びで衝撃や不安、恐怖を克服しよう

とする反面、大人を気遣い元気でいる姿を見せる。そこで子どもの声を聞き、子どもと共に

遊び、子どもと共に遊び場や居場所を地域に創るという「共感する力」が遊び場づくりを実

践する若者や大人に求められている、といえる｡」と述べ、むしろこうした遊びを支える環

境を整えることをここでは強調している（小澤、2011、pp65-66)。

このように、「津波ごっこ」や「地震ごっこ」に対しては、子どもたちがトラウマを表現す

ることでそれらを克服しようとする現れだと捉えられるとともに、回りの大人がそうした遊

びを受け入れ見守ることが重要であることがよく指摘されている。これらの指摘は、子ども

たちの遊びを見て戸惑った大人にとっては、「津波ごっこ」や「地震ごっこ」の意味を受け止

めるための実践的な知であったことは論を待たない。また同時にそれが回りの人々に共有さ

れることは、ダメージを受けた子どもたちが早期に回復することにとっても、大きな意味を

持つところであろう。

ただ、避難所のような「知らない人々」が集まり集団生活を営む震災の現場においては、

現実に震災に打ち拉がれて佇む大人にとって、「津波ごっこ」や「地震ごっこ」に興じる子ど

もたちの「甲高い声」や「ドタバタした動き」が不愉快だと感じられることは多くあり、すべ

ての人がその知や言説が語るところを受け入れるということには自ずから限界があるいう

面もある(')。あるいは逆に、こうした現場で感じられる素朴な感情は､そもそも「津波ごっこ」

や「地震ごっこ」の持つ子どもたちへの癒しの効果（ここではそれらを「心的外傷克服論」と

呼んでおきたい）を理解することから、震災時の子どもたちに向き合うためには統制される

べき、大人の課題としてのみ意味を持つものなのであろうか。例えば、このような状況で予

想される「場をわきまえろ!」といった大人の側の子どもを叱る声は、あくまでも「間違った
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子どもへの対応」として課題視されるしか位置づかない子どもへの働きかけなのであろうか。

このようなちょっとした違和感が示唆するものは、震災現場に存在する「現実の持つ現実

性」を掬おうとしたとき、こどもの「津波ごっこ」や「地震ごっこ」へのこれまでの一般的な

理解に対して、別な角度からのアブ°ローチがまだまだ残っているのではないか、という観点

である。震災時等にあらわれるトラウマ体験をごつこ化した遊びの構造や意味を、本稿で再

度問い立てる所以はここにある。

2．「津波ごっこ／地震ごっこ」の操作性

「津波ごっこ」や「地震ごっこ」が、トラウマ体験を再現することを通して子どもたち自ら

がそれを対象化しコントロールできるものへと恐怖経験を組み替えていくものである、とい

う「心的外傷克服論」は、視点を変えても実は支持されるものである。例えば、社会哲学の

分野で､「人間とは何か」という問いに、経験科学の力を借りつつ人間学としての答えを与え

ようとした研究者に、ドイツの哲学者・社会学者、アーノルド・ゲーレンがいる。ゲーレン

は、人間の遊びをこのときに「客観的にものを見る人間能力の一部」として捉えている。

ゲーレンは彼の主著「人間」のなかで、動物学者のケーラーが観察したチンパンジーの研

究を検討の俎上にのせ、人間の行動の礎として「欲求と行動には隙間がある」ことを強調し

ている（ゲーレン、2008、ppl83-184)。ケーラーの観察したチンパンジーには、濫に入れら

れていて手の届かないところにある好物のバナナに対して、手元に「布切れ」があっても「針

金」があってもそれを持ってバナナをとろうとする、という行動が見られる。「針金」や「布

切れ」がともに自分の手では届かないところのものを手繰り寄せる「道具」になることを理

解する知能を持っていながらも、チンパンジーは「布切れ」や「針金」を自分の欲求と切り離

して考えることができないために、それらを客観視することができず、それらの客観的な性

質を理解することもできないがために、それらを使ってしまうのである。

ところが､「人間の子供が、手のとどくあらゆるものに触れてあそぶとき、獲物〔欲求の対

象〕の魅力とはまったく関係がないし、衝動から自由になっている」とゲーレンは述べる（ゲ

ーレン、2008,p.145)。こどもたちには「ケーラーの研究した、すべてのチンパンジーが見

せるような欲求行動は見られない」とも指摘する。そして、ゲーレンは次のように人間とチ

ンパンジーの違いを強調する。「だから、〔人間の〕子供はゾウキンを棒がわりに使うことはな

い。なぜなら、物との交渉体験から、それが固い物でないことを見ぬき、そんなことをすれ

ば、失敗するにちがいない－と同時に、自分の運動を成功させるような固いものにふさわ

しい感じがしない－と思っているからである」（ゲーレン、1993、同前)。

ゲーレンはこのように、人の欲求と行動の間には、「間隔」が開いていることを繰り返し強

調する。そして、「この間隙(Hiatus)こそ、なによりもまず、われわれの精神生活そのもの

を衝動から解放し、人間の意識も、その衝動の可塑性も、そこから説明できるものである」

と述べる（ゲーレン、2008、p.146)。こうした観点から見ると、確かに遊びは、いわば「ど

うでもよい」行為であるがために、生存等の欲求に直接関わらない。しかしそれは、単に「ど

うでもよい」からこそ、欲求行動としてではなく何回も反復したり何回も試されたりするこ
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とを通して、自分と他者ないし他物とのコミュニケーションが図られるとともに、対象物の

性質や自分を客観的に理解することにつながっていくのである。

ゲーレンは、別なところで『心理学および感覚器官の生理学』誌107号（1928年）に「模倣

の発生に関する研究」を書いたマルタ・ガーンジーの報告する子どもの事例についても検討

している。ガーンジーは、子どもが｢痛み」を、あえて自ら反復する「遊び」に注目した。そ

してゲーレンは、これを事物を言語化することを本義とする遊び行動だと捉えた。「人間」の

訳者である池井は、これについて次のような説明を加えている。「生後11ケ月の子どもが転ん

で、はげしく額を打ち、泣いていたが、やがて泣きやむと、おそるおそる最初に打ったのと

まったく同じ方法で自ら額を打ちはじめ、それをくりかえした、ということである（ゲーレ

ン、2008、p.127)。ゲーレンによれば、これは子どもが外界と接触をこころみ、自分の運動

能力と同時に、打った対象物の性質を知ろうとした行動に他ならない。人間は、このように

世界とコンタクトしつづけることによって、事物を言語化し、それが自分とは違う独立の対

象であることを発見する」(池井、2012)。池井は次のようにも言い換える。「この子供は、自

分の行動と、外界との関係を知りたかったのである。自己を対象としてとらえ、ゲーレンの

言葉で言えば「自分が疎外された感情」をもって､客観的世界をとらえたかったのである｣(池

井、2008、R386)。

こうしたゲーレンの見方からすれば､「津波ごっこ」や「地震ごっこ」は、トラウマとなる

ほどに苦痛で不可解な出来事に対して、生存欲求とは切り離された行動の中で、それを単に

｢遊ぶ」ことによりその事態を客観的に捉えるという、子どもたちの「能力の一部」であると

言うことになる。池井の言葉を借りれば、遊びとは「外界の事物の性質を知りたいという人

間存在の（行動することによってしか生き残れない）真剣な行動である」(池井、2009、同前)。

子どもの主体性を高め、事物の操作性を強めることで震災という経験を克服することに繋が

るという点においては、「心的外傷克服論」をやはり支持する議論であろう。

ところが、ゲーレンの議論は、「心的外傷克服論」には回収しきれない論点も残る。それは、

｢遊びの結果＝効果」に論点が集約されていく「心的外傷克服論」に対して、経験科学の立場

を活かし「遊びの原因＝理由」にまでそれを向かわせようとしている点である。ゲーレンの

｢遊び論」の特徴は、そもそも他の動物のように外界に適応して生存するための能力を本能

という形では与えられていない人間は、遊ぶ、つまり客観的に事物を把握することなくして

は生き残ることができなかったと言い放つ点にある。この意味で、教育学や心理学でよく積

み重ねられてきた「遊びは何の役に立つのか」という遊びの「手段論」とは一線を画している。

｢なぜ遊ぶのか」という遊びの「存在論」にまで足を踏み入れているということでもあろう。

だからこそ、「心的外傷克服論」は「津波ごっこ」や「地震ごっこ」に「震災」という状況を

ふまえた特権的な位置を与えがちであるのに対して、ゲーレンの遊び論は遊び全般にここま

で述べてきた遊びの性質を認めるものであり、「津波ごっこ」や「地震ごっこ」を特権的に癒

し効果を持つ特殊な遊びとして説明するものではない。つまり、ゲーレンの議論からは、避

難所において楽しまれた「津波ごっこ」や「地震ごっこ」も、他の遊びである「鬼ごっこ」や

｢人形ごっこ遊び」と同等のものでしかなく、事物や状況を主体的に操作することにつなが

ることにおいては、知や言説上の区別を設けないものである。｢津波ごっこ」や「地震ごっこ」
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が持つ癒しの効果は、ゲーレンの議論からすればその状況において遊ぶことによってたま

たまもたらされただけのものであり、「津波ごっこ」や「地震ごっこ」という、その遊び独特

の特性について説明するものではないということになる。｢津波ごっこ」や「地震ごっこ」に、

何の特殊性をも与えないのである。この面を等閑視したままでは、「津波ごっこ」や「地震ご

っこ」は見守られなければならないもの、という形で指針化されてしまい、災害時のいわば

｢子どもの聖域」となってしまいかねない。

こうした「心的外傷克服論」の持つ側面に対しては、もちろん、違和感を指摘する論者も

いる。例えば精神医学者の岡野は、「津波ごっこは癒しになるか？」と題した論考の中で､「意

味づけ」と「学習」をキーワードにこの問題について論じている（岡野、2011、pp.89-97)。岡

野の主要な論点は、CISD(CriticallncidentStressDebriefng)をめぐる論争に浮かし彫りに

される。CISDは、災害が起きた72時間以内にその体験を話し合う機会を提供することで、

できるだけ早く心的癒しを与えるべく手助けを行おうと開発された介入方法である。常識的

には効果を上げそうなこの方法が、しかしながら、いくつかの研究の中で逆効果になる場合

もあることが報告されるようになってくる。この点に関わって、岡野は次のように述べてい

る。「人が災害に遭い、それを援助する試みの中で一見常識的なアプローチを行う。それに

対する人々の反応はきわめて主観的で個人差がある。ある人はそれを侵入的と感じて外傷反

応を悪化させ、別の人はそれをひとつの癒しや新たな洞察を得る機会とする。ある外傷がそ

の人にとってどちらの反応を生じさせるかは、その外傷の種類などの客観的な情報からは容

易には予想できないのである」（岡野、2011,p､92)。

こうしてまず「外傷を受けた人」という、一括りにカテゴライズしてものを考えることの

危うさに注意を促した後、さらに岡野は、このような個人差を生じさせている「主観」の問

題のもう一つの側面として、「人は自分の受けた体験が外傷的であったと思うことで実際に

外傷になり得る」という、意味づけと学習、という問題の存在を指摘する。これは、「外傷は

気のせいだ」ということではなく、「実際の外傷には､意味づけが決定的な形で関与している」

ということを強調するものである（岡野、2011、p､94)。そうすると、被災体験によって傷つ

いた子どもたちも、「津波ごっこ」の体験の仕方によっては、それがどのような意味づけに繋

がっていくのかという点に相応の注意を払わなければならないことになる。岡野は以上のよ

うな議論をふまえて、次のように結論づけている。

「津波ごっこは、被災した子供にとって害になるのか、それとも見守るべきなのか？あ

まりにも多くのファクターが絡み合い答えのでない問題だ。ただそれが「ごっこ遊び」とし

て、友達と楽しんでやるものという意味づけにより、本来は侵入的な体験にもドーパミンの

放出がともなった、スリルと癒しの体験となるかもしれない。「津波ごっこは見守るべし」と

いう見解は、そうすることで参加する多くの子供にとってさらに津波体験の克服に繋がるよ

うなものとなるだろう。しかし同時に問題も起きる。大人からも津波ごっこにゴーサインが

出されることで、それを耐えがたいと思う子供は余計つらさを体験しかねないのだ」(岡野、

2011、pp.9697)

「津波ごっこ」が回りの状況や人との関係の中でどのような体験として遊ばれることにな

るのか、ということが考えられないままには、「津波ごっこ」の遊びの効果を無条件に受け取
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ることができないのではないかという岡野の指摘は、「津波ごっこ」という言葉自体をシンボ

リックな記号として特殊に受けとめてしまうことで、現実の持つ微細な差異が消えてしまう

ことへの危倶が含まれている。癒しの効果を持つという「津波ごっこ」の十分条件は確認さ

れるのだけれども、「津波ごっこ」とは、では現実的には一体何であるのか、あるいは、それ

がまずは「遊び」として成立するためには何をどう考えればよいのか、という必要条件への

問いが拓かれたままであることを指摘しているとも見てよいのではなかろうか。

3。「ごっこ」遊びとフレーム

ところで、ゲーレンが遊びの中に欲求と行動の間の隙間を認め、さらにその隙間こそが、

ものを客観的に見ることができる能力＝イメージする能力を生み、外界だけでなく自分自身

をも対象とした操作性の高まりと、その結果として構築される世界＝文化を生み出すことに

なった、と主張するとき、この観点は明らかに、「ホモ・ルーデンス」を著した、ヨハン・ホ

イジンガの遊びの議論のそれに近づいている（ホイジンガ、1974)。

文化は遊ばれることによって成立した、と強調するホイジンガは、これまで遊びが何の役

に立つのかとその手段性のみを間うてきたこれまでの遊び研究を批判し、遊びの目的性こそ

を問いの中心におくべきだと主張する。そして、それ以上還元できない遊びの目的を、「面

白さ=fUn」であると説く。この、自由で非日常的でルールがあり、何ものをも生産すること

はないところに生まれる「面白さ」の追求こそが、しかしながら人間の文化を生み出してき

たのである。文化の成り立ちを、欲求と行動の間の隙間に認めるゲーレンの議論との相似性

を確認できるところであろう。

「津波ごっこ」や「地震ごっこ」は、確かにこの意味では、子どもたちにとっては「面白さ」

をただ追求して夢中になる行為である。子どもの当事者としての立場をとれば、もちろんそ

れは癒しのためになされるわけではないし、だれかを喜ばせるためになされるわけでも傷つ

けるためになされるわけでも決してない。この意味では､岡野も触れるように、「ごっこ遊び」

として友達と楽しむ行為、という側面こそが、まずは理解のための第一のチャンネルとして

設けられる必要がある。

この「ごっこ遊び」は、ホイジンガの卓越した遊戯論を受けて、独自の遊戯論へと発展さ

せたロジェ・カイヨワによると、「ミミクリーの遊び」として分類されるものである。カイヨ

ワはホイジンガの遊び論を、遊びそのものに対する研究というよりは、むしろ遊びの文化創

造機能についての見解と評価する。ゆえに、遊び自体の記述や分類には不十分な点も残って

いるとして、聖なるものと遊びを分けていないこと、競争の遊びと模倣の遊びに偏しそれら

を重視していること、遊びの本質として漠然としすぎた「hm」を提示していること等を指摘

する。そうして聖なるものと遊びの間に俗（実生活）を区別する「聖一俗一遊」理論を、また

心理的態度を指標に「agon(競争)」、「alea(運・偶然)」、「mimicry(模倣・擬態)」、「ilUnx(め

まい)」の4つに分ける遊びの分類論を発展させていった（カイヨワ、1990)。「ごっこ遊び」は、

こうして「何かをまねする面白さ」を堪能する、「ミミクリー」の遊びとして捉えうる。

同時に、この「ミミクリー」という遊びには、「演じる」という独特の意識の二重性がある。
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たとえば｢津波ごつこ」を考えてみよう。「津波ごっこ」において作られた状況は、「ほんとう

に津波が来た」と思い込む(＝見立てる）ことが､「ごっこ」に遊ぶときにまず必要なことであ

る。ところが、同時に「これはほんとうの津波ではない」ということももちろん理解してい

なければ､「ごっこ」は遊びではなくなってしまう。つまり、「ほんとう／ほんとうではない」

という矛盾した2つの意識が同時に働かなければ､「ごっこ遊び」は成り立たない。これが｢演

じる」という態度にある、独特の意識の二重性のことである。

そもそも、「遊ぶ」という行為全般を行うときにも、同形の二重性が現れることがよく知ら

れている。これについては、コミュニケーション論の視点から二匹の猿がじゃれ合う遊び行

為を観察するところに論理階型論を構築した、グレゴリー．ベイトソンの議論が引き合いに

出される場合が多い（ベイトソン、2000)。ベイトソンの論理階型論とは，表示されている

メッセージレベルと、表示されていない、いわば｢言外の意味」としてやりとりされるメタ

メッセージレベルの違いにより，社会関係におけるコミュニケーションのあり方を捉えよう

としたものである。ベイトソンは、このメッセージレベルとメタメッセージレベルという二

つが融合する過程を一時過程と呼んだ。それに対して、これらが分離する過程を二次過程と

呼んだ。つまり，二次過程においてこそ、猿たちは「これはほんとうの闘争ではない」と意

識しながら，すなわち，噛んだり抱きかかえたりといった身体接触を、「遊びだ」という信号

であることを理解しつつ，喧嘩を遊ぶことができるということである。このときに生じたの

が、そのような表示レベルそれ自体の記号体系を支え意味を担うことになるメタレベルでの

言及、つまり「フレーム」という概念である。

このフレームという概念は、その後、例えば「フレーム分析」で名高い、アーヴイング．

ゴフマンらの社会学においても、社会生活を演劇の比職を利用し「演じる／演じられる」と

いう視点から検討される際にも、ひとつの鍵概念として使われるものである。ゴフマンは、

社会生活の中でも、とりわけ人々が互いに人前にでたときに始まる様々な社会的場面＝｢社

会的出会い」の構造に強く関心を持っていた。ゴフマンは、このような社会生活における対

面的な相互作用状況を舞台にたとえ、印象の演出者であり自己を呈示しようとする側を「パ

フォーマー｣､それを受けとる側を「オーディエンス｣､またそこで演じられる内容を「パート」

もしくは「ルーティン」と呼んだ。そして、このような劇場の比職に例えられる個別な社会

的対面場面の状況をフレームという言葉で示したのであった。こうしたフレームは、相互作

用を支えるとともに、その結果としても生まれるという再帰的な性質を持っており、参与者

間での状況定義の呈示、維持、修復などの過程として捉えられ、それゆえに状況定義は常に

社会的に規定されていることが強調された（ゴフマン、1974)。

しかし、ここで重要なことは、そうなると「ミミクリー」の遊びの基盤にある遊び独特の

二重性というものが、フレームの存在によって可能となり、またそれは、参加する行為者間

だけではなく、潜在的な「観客」として機能する不特定多数の人との相互作用によって構成

されていることにもなるという点である。つまり「ごっこ遊び」と「現実世界」では、それぞ

れのフレームが、そこに居合わせる多くの人々によって構成され、それが二つの異なった意

味のコンテクストとして、主観的で個人差のある個々の出来事や体験の意味を決定づけてい

る。つまり、「津波ごっこ」に興じる子どもたちは、避難所でそれを見守る大人たちとの、顕
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在的あるいは潜在的な相互作用によってもまた「津波ごっこ」というフレームを成立させ維

持させており、ここで構成されているフレームのあり方によって、「津波ごっこ」に興じたり、

あるいは先の岡野が指摘するように、それが逆にさらに恐怖体験として意味づけられ学習さ

せられたりしているということになる。

ただ、そうなると「津波ごっこ」を「遊び」として成り立たせる大人たちの関与の仕方は、

内側に入って共に遊ぶ、見守る、といったフレームに対しての順接的な関わりだけでなく、

無関心を装う、嫌な気持ちを表明したり敵意を持ったりする、といった逆説的な関わりも大

きな意味を持ってくることになってくる。なぜなら、「津波ごっこ」はまずは「遊び」なので

あり、ホイジンガやカイヨワも繰り返すように、「遊び」はそもそも「非日常」であり、日常

生活とは相対的に異なった独特のルールの中に存在するものであるから、「日常に非ず」とい

うことを浮きぽることが可能になる。逆に「日常」がそれとは対称的に存在しなければ、そ

もそも「非日常」というもの自体が存在しないからである。つまり正統なものがあるからこ

そ対抗するものの意味が生じるように、日常というものを感じることができる相互作用がそ

もそも外側に前提にされなければ、それとは相対的に独立し非日常として夢中になることが

できる、遊びというフレームも成立しないのである。

震災といった「非日常」のなかにあって、それでも遊びが成立するためには、震災が「日

常化」するか、あるいは震災の中にあっても、それまでにあった「日常」をなんらかの形で

想起しつつ、そこから離脱していくことが明確にならなければ、子どもたちはそもそも遊べ

ない。子どもたちが遊びのフレームを維持するには、こうしてフレームの輪郭を際立たせて

くれる、いわば日常という「おしきせの」圧力が逆に必要であり、その意味では、大人の側

のだれもが｢津波ごっこは子どものために必要だ」などと、それをも日常の中に取り込んで

しまうと、「津波ごっこ」の遊びとしてのフレームが、つまり「津波ごっこ」の遊戯性が揺ら

いでしまうのではないか。もちろん､「おしきせ」の日常の圧力が勝りすぎてしまっては、「津

波ごっこ」のフレームはやはり揺らいでしまう。この意味では、「場をわきまえろ!」という

大人の「不愉快な｣、しかしながら子どもにとっては聞き慣れた「日常」の声もあり、それを

聞いた子どもたちが舌を「ぺろっ」と出して「ごめんなさい!」といいつつ、場所を変えて遊

びの続きを再び始めるといった子どもたちの「したたかさ」もあり、他方ではそれは子ども

の心を癒すとして大切にしようとする大人の声もあり、といった程度の空間と相互作用の存

在が遊びにとっては望ましいものとして考えられるのではないか｡「心的外傷克服論」は、こ

のときに「場をわきまえろ!」という声が逆に勝りすぎることを戒めることに力を発揮する言

説でもあり、日常と非日常の相補的で重層的な意味の空間が子どもに用意されたときに、｢遊

び」の結果として初めて現れる、子どもたちへの効果を端的に示したものだとも言い換える

ことができよう。

4．「ごっこ遊び』と楽しさ一まとめにかえて

「津波ごっこ」や「地震ごっこ」が子どもたちに現れだす、ということは、このように考え

ると、それは震災により一瞬にして破壊された日常の「香り」が、再び思い起こされるよう
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になってきた瞬間であり、事態がどこまで落ち込んだかはわからないけれども、とにかく「底

入れ」して生きる意欲が上向きになってきたことを示すインジケーターのようなものでもあ

るということになる。例えば子どもたちが興じている「津波ごっこ」に参加して、童心に返

り「津波ごっこ」に遊ぶ大人がなかなか現れなかったり、子ども以上にそのような大人が現

れた場合のその大人に対する目線が厳しくなるのも、破壊された日常への思い入れはやはり

大人の方が大きく、相対的に子どもよりも「底入れ」感がなかなかでてこないからではない

かと思われる。日常と非日常の豊かな相補関係こそが、遊びの与件でもあるということはこ

の点からも確認できる。

ところで、美学者の西村は、先にベイトソンがとりあげた「ふりをする」という意識につ

いて、次のような興味深い論点を示している。「すこし繊細に、その行動の内実を観察して

みればすぐにわかることであるが､『ふざけてかみあう行動』は『本気でかみつく行動』とは

まったく似ていない。じゃれあう猿は、かみつくふりをしているのではなく、『かむ』と一般

に呼ばれている口の動きの特徴をかたちとしてはもちながらも、その実、かみつく以外のい

っさいのである独特のふるまいをもちいて、じゃれあっているのである。その口は、相手

のからだにかるくふれるだけだろうし、痛いというよりは、むしろくすぐったいものだろ

う。…（中略)…遊びとは、なんらかの行為の代理やふりではなく、労働や食事とならんで、

現実のわたしの、ひとつの独特の行動なのである」(西村、1989、pp､208209)

例えば｢津波ごっこ」で子どもたちが遊ぶときに、「津波体験」という「ほんものの体験」を

｢見せかけ」として代理させて遊ぶ体験が｢津波ごっこ」であると一般的には捉える場合が多

い。ところが､「津波ごっこ」に遊ぶ子どもたち一人一人が経験した、そもそもの「ほんもの

の体験」は一様ではないし、ときには経験のない子どもまでもがいっしょに遊んでいる。ま

た、もちろん、ほんとうに水を流すわけでもないし、溺れることを楽しもうとするわけでも

ない。つまり、実際には、「津波ごっこ」は、「ほんもの」と「見せかけ」の二重の意識を持っ

て遊んでいるわけではなく、単純にあるルールの中で「遊んでいる」というひとつの意識や

深い了解の中に「遊び」という行為を行っているだけであって、それを「とがめる」にせよ

｢見守る」にせよ、そもそも「代理体験」と考える必要がなぜあるのか、という問いかけである。

子どもたちの生活には「ごっこ遊び」が確かに豊かに存在する。人形遊び、ままごと遊び、

電車ごっこ、勧善懲悪といったヒーローものごっこなど。モチーフとして子どもたちが利用

できるものがあれば、ほとんどの生活上の出来事が｢想像の世界」として再構成され、日常

の世界から離脱し、「演じる=PIAYする」ところの楽しさ＝「ミミクリーの遊び」として楽し

まれる。このときに、それは単にそうして構成された世界を深く了解し「遊ぶ」という独特

の行為を遂行しているだけであって、現実の世界と遊びの世界を、「代理」という言葉でつな

ぐという視線は、言語やシンボルを利用した「思考」によって、単に作り上げられていると

いう側面があるのではないかというのが、行為者の主観から遊びの体験を現象学的に還元し

ようとする西村の指摘であろう。

ミミクリーの遊びは、想像の世界に身を委ね、変身し、世界を転位させ、それが例え、楽

しい世界だけではなく、怖かったり、苦しかったり、さまざまな要素が含まれ広がっていて

も、非日常であるがゆえに、プレイに興じる参加者にとっては、ワクワク、ハラハラの「面

43



子ども社会研究19号

白さ」に満たされる活動となる。遊びはこの意味で、どのような方向にもそもそも「逸脱」

していく性質を含んでいる。けれども、この逸脱する「枠づけられない自由さ」こそが、ホ

イジンガやカイヨワも繰り返し強調するようにそもそもの「面白さ」を支えており、だから

こそ、それは日常生活の「番人」である大人から見たときには、実は「よいものともわるい

ものともいえない」独特の世界でもある。日常や当たり前といった「底板」を、遊びはやす

やすと踏み破ってしまう怖さと凄さが常に同居しているということである。

怖さや凄さを含み持つ単に独立した独特の「ひとつの行為」なのであって、「ごっこ遊び」

を現実の代理体験と考える必要はどこにもない、と看破する西村の議論は確かに鋭い。もち

ろん、こうした西村の議論は、体験を捉える観点の移動があって成立するものであるから、

違う観点に立てばもちろん異なった結論も導きうる。先にも触れた「演じる」という独特の

意識の二重性、という問題である。ただここまではっきり訴えることは「津波ごっこ」や「地

震ごっこ」が、このような意味で、やはりミミクリーの楽しさに満たされるひとつの遊びな

のであって、「何かの役に立っている」という代理論からではなく、「遊びを楽しんでいる」と

いう、まさにこのこと自体にもっと私たちは意識を向け、そのことの意味を真正面から取り

上げようとする構えも必要なのではないかということである。震災といった特殊な状況にあ

まりにも振られてしまい、本来「ごっこ遊び」という行為が持つ多面的な性質を、あまりに

も単眼的に捉えてしまうことは、遊びの結果として期待される癒しの効果さえをも薄めてし

まいかねない。むしろ、「津波」や「地震」までをもモチーフにしてしまう子どもたちの「ご

っこ遊び」創作能力に、「心的外傷克服論」を忘れて、しばしただ、たじろぐ､ことも、その意

味では大人の役目なのかもしれない。

ここまでに述べてきたフレームの構成、維持に関する相互作用の存在と、「ごっこ遊び」の

持つ楽しさと言う視点は、「津波ごっこ」や「地震ごっこ」を捉えるときの必要条件でもあり

うる。こうしてその構造や意味が複眼的に理解されたときに､初めて震災現場に存在する「現

実の持つ現実性」を掬うことに、さらに一歩近づくことができるのではないかとか思われる。

もちろん、こうした「ごっこ遊び」の持つ多面的な性質を、どのように震災の現場で活かそ

うとするのかは、もちろん、そのときに委ねられた問題ではあるのだけれども。

注

(1) 2011年3月11日に起きた東日本大震災の1ケ月後に、筆者は文部科学省生涯学習調査官としての

機会を得て、岩手、宮城、福島の各避難所を巡回し支援活動に参加した。また、同年の6月からの

1ヶ月間は、｜玉l立磐梯青少年交流の家を拠点として、会津若松市で避難生活を送る子どもたちに、

避難所等での遊び支援、学習支援活動を組織し携わった。このときの様子については､｢松田恵示、

NPO法人東京学芸大こども未来研究所と文部科学省との連携のなかで、東京学芸大学編『東日本大

震災と東京学芸大学』、東京学芸大学出版会、2013、pp.109-115｣を参照
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