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女子の言語使用における 「思いやり」の原理とその文脈依存性

学童保育所の女子集団の遊びにおける要求表明の分析を中心に

片田 孫 朝 日

は じめに

近年、ジェンダー研究で は、「男 らしさ ・女 らしさ」などのジェンダーを不変の属性や

パーソナリティとして理解するのではな く、不断の 「行為」や 「パ フォーマ ンス」 として

捉 える理論が影響力 をもつ ようになっている。 こうした中、行為のなかで も言語行為に注

目した 「言語使用 とジェ ンダーの研究」は、欧米において非常 に活発に行われている(湯

川1998、 中村2001)。 本稿 が扱 う子 どもについて も、研究が蓄積 されてきた(Goodwin

2003)a

他方、日本においては、子 どもの自称詞や文末詞などの習得 と使用についての ジェンダ

ーに注 目した研究があるが、その数は少な く、また内容は男女の傾 向差 とその発生 の時期

や獲得プロセスに関す るものが多 くなっている。

こうしたなか本稿は、京都市内の一学童保育所のフィール ド・ワークとそこで得 た会話

データか ら、女子集団の遊びの言語使用について、その特徴だけでな く、文脈 による使い

分けな ど主体的実践の側面 について論 じるものである。

すでに片田(2003)で は、同 じフィール ドのデー タに基づ き、男子 間では、優位者 によ

って 「おまえ」な どの呼称や、命令形に よる大胆な要求表明で、地位格差が明示 され利用

されていることを示 し、これを儀礼的な 「思いや り」の原理(ゴ フマン)が 十分に働いて

いない事態 と捉 えた。この前稿 に続 く本稿 は、女子の遊びの相互行為を取 り上げ、第一に、

男子間 と比べ、女子間においては 「思いや り」の原理が一定の影響力 をもっていることを

確認する。 しか し、第二に本稿は、女子たちがこの原理に縛 られているだけでな く、この

規範 を巧みに利用 した り、 また文脈によって 「男性 的」な攻撃的行為 を選択 しているなど

主体的な利用 と戦略の側面 を描 くことを試みるものである。

以下、第1節 で、先行研究 とその問題について述べ、本稿の課題 を明確 にする。次に、

第2節 では、フィール ドとなる学童保育所の概要や女子の遊び集団の特徴 について述べる。
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最後の第3節 および第4節 で、具体的な会話デー タを用いて議論することにしたい。

1女 子の言語実践 とジェンダー研究

本節では、女子の言語使用 とジェンダーについての先行研究について まとめ、本稿の課

題 を明確にす る。 また、議論の鍵 となる 「思いや り」の原理 と 「女 らしさ」の関係につい

て説明する。

1-1)日 本における先行研究 とその間題

これまで 日本では、子 どもの会話 とジェ ンダーに関する研究は十分 に行 われてこなかっ

た。 まず、言語学の分野では、親の話 しかけス タイルの影響や子 ども自身の学習か ら、す

でに2・3歳 の幼児期 に、「わた し」「ぼ く」な どの 自称詞や 「だめ よ」「わんわんいるぞ」

の 「よ」 「ぞ」 な どの終助詞 に、性別 に よる傾 向差 が観 られる ことが指摘 されて い る

(Sakata1991、Nakamura1997)。 また、ナ カムラは、東京の3-6歳 の子 どもについて、

保育所での同性間の会話データを具体的に示 しなが ら、女子間の遊びでは要求表明は緩和

された表現 をとるが、男子間の特 に荒っぽい遊びでは、動詞の命令形 などで公然 と攻撃性

を示す という傾向を論 じている(Nakamura2001)。 関西地域 その他での保育所 ・幼稚園

での参与観察 とデータか らも、要求表現や終助 詞について同様の報告がある ω。さらに、

京都市の保育園における調査では、4歳 児以降の子 どもは、終助詞などについて男女の し

ゃべ り方の違いやステ レオタイプを認識 していることも明 らかにされている(西 川1995)。

これら言語学を中心 とする研究や、相良(2000)や 上瀬(2000)な どの発達心理学の著

述では、女子が、男子 に比べ一方的な命令や断定をあま り用いず、直接の攻撃 よりも妥協

の ような方略 をよく使 うことについて、親の性役割期待や子 ども自身の観察 と学習、男女

集団の遊び内容の違いによる結果として説明 している(21。 同じく、山岸 は、質問紙法 によ

る対人交渉方略の研究で、女子の場合、社会化 の結果として 「配慮の道徳性」(ギ リガン)

を男子 より発達 させ、個人の欲求の実現だけでな く、他者と自分 との関係の維持を志向 し、

妥協 して相手 に合わせる方略 をより多 くとることが生 じると解釈 している(山 岸1998)(3〕。

(D仲 田
、1997:115。 藤 田 、2002:293。

121相 良
、2000:24。 上瀬 、2000:144。

〔3'幼稚 園 の 参 与 観 察 に 基 づ く畠 山 ら の研 究(2002)も
、 男 子 間 で 直 接 の 攻 撃 行 動 が 多 く、 女 子 間 で

仲 間外 しの よ う な 関係 性 を用 い た攻 撃 行 動 が 多 の は 、 女 子 が 関係 性 を 重 視 し、 そ の よ うに しつ け られ る か

らで は な いか と解 釈 して い る。
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しか し、これ らの議論 において女子たちは、片田(2003)で 男子 について指摘 したの と

同 じく、社会の ジェンダー規範 を学習 し、それに従う行為者、社会化の客体 として捉え ら

れる傾向があった。そのため、子 ども達自身が、 どの ように して配慮 ・思いや りのような

ルールを、他者 を統制す る資源 として利用 し、流通させているのか といった事柄や、 また

女子達が どのような文脈で は配慮の提示を優先せず、命令形な どを用いて強い意思表示を

選択 しているのかといった議論は行われてこなかった 〔3)。女子たちは、規範 を内面化する

「子 ども」 として、相対的にお となしく優 しい 「女」 として記述 される傾向があったと言

える。

1-2)男 女の二項対立論から文脈依存性へ 欧米の先行研究

他方、欧米では子 どもの会話 とジェ ンダーに関す る議論にはかな りの蓄積があ り、子 ど

も達を自らの生活世界を解釈 し、主体 的に創 り上げている行為者であると捉 えなが ら、男

女差に関してもより丁寧で複雑な議論を展開 して きた(Goodwin2003)。 ここでは、本稿

と直接関連する言語行為の 「文脈依存性」 を強調する議論 を紹介す る。

例えば、4歳 児のごっこ遊びの研究においてDehart(1996)は 、白人中産階級の子 ども

同士の遊びでは、女子の方がよ り緩和 した要求表現 を用い、協調的な姿勢を示す とい う先

行研究に対 して、 きょうだい間の遊 びでは、女子が頻繁に直接の命令形 を用 いてお り、優

位 な男女差が観 られないことを示 した。そ こから、男女に特徴的な言語使用が、状況や相

手 といった文脈に敏感であ り、固定 した個人の属性 として理解 されるべ きでないことを強

調 している。

また、人類学者の グッ ドウィンは、様々な民族的出自の者からなるカリフォルニアの小

学4年 生の縄跳び遊びの研究で、女子集団では男子集団よ り階梯 的な組織 を作 っていない

が、外部の下手な男子 と一緒に遊ぶ場合には命令形 などの大胆 な行為指示 を行 った り、ま

たクリークのメンバーでない特定の女子に対 しては、共同で馬鹿に した り、大胆に命令形

で指示するなどの実践が行われていることを記述 している(Goodwin2001,2002)。 こうし

た研究を受け、 日本で も、先に紹介 したナカムラは、男子集団にもままごとのような遊 び

をさせた場合 には、男女 間の要求表現の特徴差が縮小することを会話データから示 してい

13}本田(2001)は
、大分県 の小学校では、女子が動詞 の命令 形や禁止の終助詞 「な」 も使 っている

こ とを報告 している。 しか し、 これ には伝 聞以上の具体 的な会話デー タが 示 されて お らず、女子達が 誰に

対 しどのよ うな用法 で使っているかは明確 でない。
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る(Nakamura2001)。

以上の ように、遊び相手や内容 による発話行為の変化に注 目す る議論は、女子達がどの

ように遊びを組織 し、誰に対 して行為 しているか という具体的な文脈 を重視 し、 ジェンダ

ーをそ うした活動の中で捉 えようとす る試みである。 こうした研究を踏 まえ、本稿 は、学

童の女子たちが特 定の同性 グループで遊びを続ける傾向が顕著である ことを論 じた上で、

グループ外の男子へ の対応やグループ内の周縁 的メンバーへの振る舞いに注 目する。

1-3)「 思いや り」の原理 と 「女 らしさ」の規範

最後に、本稿 で用いる 「思いや り」の原理 という概念 について説明 し、「女 らしさ」の

規範 との関係について も述べてお きたい。

ゴフマ ンは、 『儀礼 としての相互行為』で、対面的な相互行為の基本構 造 として、 自分

だけでなく他人の感情 を大切 にし、その面 目(face)を 立て ようと一定の配慮 を行 うとい

うルールを指摘 し、 これを 「思いや り」の原理 と呼 んだ(の。その後、言語学の領域で、ブ

ラウ ンとレビンソンは、ゴフマ ンの議論を援用 しなが ら、今 日まで最 も包括的 といわれる

談話のポライ トネス(「 丁寧 さ」)理 論 を提唱 した。それによれば、ポライ トネスとは、人

間の基本欲求である 「ポジテ ィブ ・フェイス」(す なわち、他者に理解 されたい、好かれ

たい、賞賛 されたいなどのプラス方向の欲求)と 、「ネガティブ ・フェイス」(す なわち、

他者に邪魔 された くない、立ち入 られた くないなどのマイナス方向の欲求)と いう二つの

フェイスを脅かさないように配慮す ることである。例えば、親 しくない者 に何か を依頼す

るという行為は、相手に労力をかけ、邪魔 された くない とい うネガティブ ・フェイスを脅

かす 「フェイス侵害行為」にな りえる。そのため、この度合いを少 しで も軽減す るように、

説明を加 えた り、押 しつけがま しくな く、断る余地 を与えるような表現、例えば 「傘を貸

していただけないで しょうか」のような表現が とられると理解するのである 〔5)。

さて、要求表明を中心 に議論する本稿は、 こうした行為が、相手の感情 とフェイスを脅

かす危険 を小 さくす るように配慮する努力を、 ゴフマ ンの言葉 を借 りて、「思いや り」の

原理 と呼ぶ ことにしたい。

ところで、 ゴフマ ンやブラウンらが、相互行為の一般的理論 として提示 している 「思い

や り」の原理が、 ジェ ンダーの規範 とも関連 していることは明 らかであ る。 ギ リガンの

`"'Goffman
,1967=2001:10-1a

〔51宇 佐 美
、2001:17-9。
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「配慮の道徳」 についての議論を引 き合いに出す まで もな く、他者への配慮や思いや りは、

いわゆる 「女 らしさ」の規範の重要 な要素であ る。実際、 日本語の使用に関 して言 えば、

他者への依頼において、一般に女性 の方が、 より丁寧 な表現を もちいる傾向があることが

研究されている(川 成1992、1993)。 さらに、 日本語の場合 には、聞き手に行為を強 く要

求する命令や禁止の表現(例 えば、「取ってこい」「さわるな」)や 、強い意思表示 を しめ

す終助詞の 「ぞ」などは、男性専用で、女性が もちいると不適切な表現になっていると指

摘 されている。優 しさ ・控 えめな どの 「女 らしさ」の強い要請が、「相手のテ リ トリーに

踏み込 まない」「相手の判断の権利 を侵害 しない」 といったネガティブ ・フェイスへの配

慮を重視 させ、 この基準 を守 らなければ、「男みたい」「乱暴 ・攻撃的」 といったマイナス

評価に さらされる。そのため、 これ ら強い押 しつけの表現は、文法的に も女性が使 えない

語形式になっているとい う(鈴 木1989、1999、 マグロイン、1999)。

本稿は、学童保育所 の女子集団の遊びの相互行為 をとりあげ、実際に彼女 らが男子集団

に比べてこの 「思いや り」のルールに注意深 く、命令形の使用 などを控 えていることを議

論する。ただ し、こうした 「思いや り」のルールの適用 は、遊 びグループの内外やそ こで

の地位 とも関連 し、外部の者への対応な ど遊 びの文脈によっては、大胆 に命令形が使われ

た り、規範 に形式上でだけ従った り、主体的で多様な実践 を行 っていることを記述す る。

また、女子たちが、他の女子の強 く攻撃的な振 る舞いを、「思いや り」の規範で非難 し、

「女 らしさ」の規範でか らか うな ど、規範 を相互行為で役立つ道具 として利用 し、流通 さ

せていることも指摘す る。女子たちは、規範 を内面化 し従っているというよりも、それを

「資源」 として使い、抵触 しない ように注意 していると捉 えられる。

これらを通 じて、女子の実践の特徴 を、グループ遊 びという遊 び組織 と結 びつけて具体

的 に描 き、同時 に、「思 いや り」の規範 に縛 られつつ も、つねに優 しくかわいい存在であ

るとは到底いえない複雑な現実を示 したい。

2学 童保育所における女子の遊び

本節は、学童保育所の組織について簡単 に述べた後、女子の 「交友集団」 という遊び集

団の特徴を中心 に女子の遊びについて述べてい く。

京都牡 会学年報 第制号(2003)
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2-1)A学 童保育所の概要

京都市の左京 区に位置するA学 童保育所 は、地域の児童館の一室 に専用の部屋 を構 えて

いる。学童保育は、親が就労その他の理由によって放課後に子 どもの世話をで きない場合

に登録で き、子 ども達 は、学校が終わると歩いて来館 し、夕方5時 、6時 まで館内で過 ご

す。子 どもの数は、参与観察 を行 った2002年 度で、1年 生か ら3年 生まで38名(男 子21名 、

女子17名)で あ り、2名 の職員が保育担当をしていた。

筆者 は、2002年5月 に学生ボ ランティア として学童に入 り、遊 び相手 もしなが ら参与観

察 とビデオ録画を行った。週に2日 ほどのペースで10月 末頃まで通い、 この期 間に約70時

間分のビデオを録画 した。だだ し女子の場合、後述のように、特定の友達 との親密な遊び

が多いという特徴 と、筆者が男性であるこ とも関係 して、頼んでもビデオ撮影を拒否 され

ることが頻繁に生 じた。そのため、筆者 も一緒に遊ぶなどの形で工夫 して撮影 を行 ったが、

グループ内のや り取 りを丹念に撮影するこ とはできていないことを、最初 に銘記 してお き

たい。

2-2)女 子の遊び集団と遊び内容10月 遊び調査 から

さて、女子の遊び集団の特徴や遊 びの内容について、1・2年 生 を対象 に10月 に行 った

「遊び調査」 にそって簡単 に述べてお く(`}。調査は、10月15日(火)か ら21日(月)ま で

午後1週 間の期 間で実施 した。10分 ごとに各部屋 とグラウ ンドを回 り、子供の遊び相手 と

遊び内容をビデオで記録 してデータとした。

まず、子 どもの数は、女子14名(1年5名 と2年9名)と 男子13名(同6名 、7名)で

あった。子 ども達が、学童で過ごした時間の うち、おやつ など義務的参加の時間を除 く自

由時間の総数(1人 ずつ10分 ごとに数 えた回数の人数分の合計)は 、女子で548回 、男子

で482回 であ り、継続時間に置 き換えるなら、1人1日 お よそ1時 間あ まりとい うことに

なる。この うち、2人 以上の子 どもがいる集団(職 員 などを一部含む)で 遊ぶ割合は、女

男それぞれ約67.2%と73.7%で あった。

女子の集団遊 び(368回)の うち、76.6%(282回)は 女子だけの集団であった。 これに

対 し、女男混合のケースでは、 まず少人数の遊びが全体の12.5%(46回)で あ り、そのほ

とん どは1年 女子による1年 男子 との遊 びであった(42回)。 この ほか、遊び調査の期 間

【6)この 「遊 び 調 査 」 につ い て は
、 片 田(2003)も 参 照 。
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には、2年 生が中心 とな り、男女10人 以上の大集団で、対抗の綱引 きや ドッヂボー ルが行

われている(40回 、10.9%)。 しか し、このような大集団の遊びは、 この時期以外に観 られ

ず、例外的な ものである。 したがって、 とくに2年 生以上で、A学 童の男女はほとん どの

時間を分離 して遊んでいる。

次に、女子 ・男子集団の遊び内容であるが、女子は、絵描 きやパズル、砂遊 びなど 「物

作 り ・技術向上」 と分類 した遊 びが多 く、これに 「お しゃべ り等」 を加 えると、全体の

65%と なる。他方、男子 は、個人及びチームによる勝負 を競 うゲームが計57%に いたって

いた。ただ し、 こうした女子の遊び内容は、 自由な選択 によってだけ決まっているわけで

表1女 子1・2年 生の遊び(10月15日)

(注)場 所(ホ}=ホ ール、㈱=学 童部屋、(廊)=玄 関廊 ド、げ)=グ ラウンド、咳}=玄 関萌、艇)=前 庭、

人 ボランティア=子 どもの遊び相手や介脇 こ来ている大学生、外部=非 学.竜構成1:蓬の児.蔽館来館者

(裏)=裏 庭
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はな く、例えば、男子がグラウ ンドを占領 した り、女子がボール投げのような遊びをする

と口を出 してゲームをのっとるなど、男女間の力関係 も影響 している。

さて、女子の遊びに関 して特 筆すべ きは、安定 した 「交友集団」(住 田2000)と い う特

徴 である。交友集団 とは、親密 な仲 間との相互活動や相互交渉 を目的 にして形成 され る仲

間集団で、成員間の関係が安定的で、同 じメンバーで異 なる遊 びを続けてい くという特徴

をもつ 〔6)。

A学 童では、女子 は1年 か ら3年 まで、強力で持続的な交友集団を形成 している。例 え

ば、表1の15日 のデー タでは、1年 にユウ ・ナホ ・マ リの3人 のグループがあ り、2年 に

リエ ・ヒロ ミ ・ハルカ ・ユキコの4人 のグループと、 カズ ミ ・カナエの2人 のグルー プと

が明確 に確認で きる。これ らのグループのメンバーは、大 グループに吸収 されることもあ

るが、1日 のほとんどの時間を一緒 に遊 んでい る。3つ の グループの女子 は、大集団の ド

ッヂな どを除けば、1週 間の間、他のグループの女子 とほとんど遊んでいなかった。また、

グループに入 らない1・2年 それぞれ2名 の女子は、多 くの時間1人 で漫画を読んで過 ご

し、 グループに入 る際には特定のグループの遊びに参加 していた。

ただ し、例外は2年 のチ カである。チカは5月 の観察以来、 リエらのグループに属 して

いるが、この1週 間もリエ らと遊ぶ以外 に、2日 間は学生ボランティア とカズ ミらの グル

ープに混 じって長時間遊 んでいた。 また、 グループか ら離れて、1人 でいることや先生 と

遊んでいる時間も観 られた。チカが、 しばしばリエらのグループを外れるのは、 この グル

ープにおけるチカの極端 に低 い地位 と関係 しているが、これについては後 に具体的な相互

行為 を取 り上 げる。

他方、男子は、女子に比べる と遊 びごとで構成員が変化 していた。15日 のデー タで観れ

ば、例えば2年 の タツノリは来館後、 まず ホールでカズオやテッヤ とオニムというゲーム

をした後、グラウン ドで シンジや カズオとボール投 げを短時間お こない、その後、再 びオ

ニムを今度はコウイチや ヒロシとやっている、 といった様子である。 この1週 間の うち、

少人数特定のグループでは、1年 男子3人 のグループ遊びが最 も安定 していた。 しか し、

それで も一緒に遊んだのは5日 中の3日 間であった。 また3人 でやる冒険ごっこが終 われ

ば、また別の者 と遊んでいる。 もちろん男子 も、遊び相手 を選んでお り、ほとんど同学年

の一定の者 と遊ぶが、遊び内容中心でかな り多様な集団を作 る。 また、スポーツなどで大

集団の遊びも多 く、交友集団の繋が りや持続性が女子 ほど明確 でない傾向がある。異学年

`ω他方
、 これ と対 となる 「活動 集団」 は、遊技 目的 に組織 され、遊戯が変われば構成 員が変化す る。

これ ら2類 型は、小学校中学年 を対象に、放課後の遊び集団を研 究 した住田の研究による(住 田、2000:20-3)。
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間で遊ぶ割合 も女子 よ り高 くなっている。

この時期に限 らず、遊び内容や構成員の形態は、男女で明確な傾向差が観 られたが、男

女の分離や これ らの特徴 は、 日本での小学校 高学年生 を対象 とする既存 のア ンケー ト調査

の結果 とも一致 していた 〔%

さて、以上の ように、A学 童では学年の向上 とともに、男女の分離がさらに明確にな り、

女子 たちは、絵描 きや ごっこ遊 びなどの内容で、特定の グループや組み合わせ を中心 に遊

んでいる。こうした特徴 を踏まえた上で、第3章 お よび第4章 では、会話データを用いて、

女子の言語実践について議論する。

3「 思いや り」の原理の利用 と文脈 による変化 カズミの グループ

本節 と次節は、女子 間の 「思いや り」の原理 とその運用について、要求表現 を中心に議

論する。片田(2003)で は、2年 生男子が、同学年や1年 の男子に対 し、要求表明で命令

形を頻繁 に使用 している事例 を示 したが、 これとの比較で、2年 女子 を取 り上げる。そ し

て、女子間においては、「思いや り」の規範が積極的に利用 された り、要求表現で命令形

の直接 の使用が回避 されているな ど、他者への配慮が男子 より注意深 く行われている側面

を示す。ただ し同時 に、男子が遊びに侵入 して きた場合や、グループ内の不安定で周縁 的

な女子に対 しては、命令形での強い行為要求や顕著な既めが行 われていることについて も

議論する。

先の遊び調査では、2年 女子 に大 きく2つ のグループが観 られたが、 まず本節では、女

子2年 生全体では地位が低い カズ ミを含むグループをとりあげる。カズミのグループでは、

特 に 「思いや り」の原理に価値がおかれていると思われる。

3-1)遊 び道具への命令や肥 め

2年 生のカズ ミと3年 生のキ ョウコは、5月 に私が観察を始めて以来、基本的に安定 し

た交友関係 を維持 し、一緒 に行動することが非常 に多かった。遊 び調査の期間には、カズ

ミは2年 のカナエ と遊んでいたが、3年 で来所の遅いキ ョウコも、やは りこのグループに

参加 している。 このグループは、後のリエ らのグループに比べ、お とな しく、ごっこ遊び

や砂遊 び、ゲームでは鬼 ごっこや靴隠 しなどを好み、勝負を真剣 に競 うようなゲームをほ

〔71上 瀬
、2000、145-6。
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とん ど行わない。

カズ ミは、キ ョウコのことを名字で西さんと呼び、キ ョウコはカズ ミをカズミちゃん と

「ちゃん」付 けに して呼ぶ。 この2人 は、1年 生のナホ達 のグループとも一緒にごっこ遊

びを した り、ゲームをす ることもがあるが、男子や後に取 り上げる リエの グループと異 な

り1年 生 に対 して も呼び捨てにせず、「ナホちゃん」「ユ ウちゃん」 と必ずチャン付けで呼

ぶ。例 えば、靴 隠 し遊びで、 カズ ミが 「西 さん、 まだ一」「ナホちゃん、みん といて一」

といった様子である。

カズ ミとキ ョウコとの間では、 しば しばカズ ミが遊 びをリー ドするが、それはキョウコ

がカズミに比べ、要求の表明に提案形 を多 く用 いた り、慎重にカズミの意思 を確認す るこ

とか ら生 じてい る。例 えば、前庭 で、 タオルを濡 らしてボールの赤ちゃんを看病をす る

「赤 ちゃんごっこ」 では、 キョウコが 「どうす る?」 ときき、カズ ミが 「冷やす しかない」

と応 え、キ ョウコが、「もう水かえた方がいいんちゃう」「かえてこようか、あれ」 「じゃ

あ、かえて くるわ」 と何度 も提案の形で相手の意思 を聞いてか ら、行動に移す。

カズ ミは、 キ ョウコに比べればよ り直接的に要求を表明 し、提案だけでな く 「西 さん違

うで、 こうす るんやで」な ど、明確 に指示 も行 う。また命令形を含め頻繁 に攻撃的な言葉

も用いている。 しか し、それは一緒 に遊んでいる友達ではな く、遊 び道具 に向け られる。

例えば、先の ごっこ遊びでは、 タオルが汚れる と 「バ カのタオルやろう」 と馬鹿に し、面

白がる。あるいは1年 のナホやユ ウらと4人 で、プラスチ ックの カエルを飛ばす カエル ・

ゲーム(8)を した際には、カエルがバケッに入 らずぶつかった りすると、「へんなことする

な、 このバカ」な ど怒った大声で財め、冗談と して笑いを誘っていた。同 じ遊びの次の場

面では、遊び相手への要求表現 も、遊びの要素を加えてア レンジしているが、その方法は

丁寧なデスマス調への変形である。表現で遊ぶ場合に も、カエルに対する罵 りと対照 をな

し、明確 に使いわけている。(ト ランスクリプ トの表記については、本文末に記 した。)

〈例1.〉 カエルゲームの進行が5秒 ほど停滞する(8月18日)

カズ ミ:→{小 声の鼻にかかった優 しい声 で}誰 ですか

キ ョウコ:誰 ですか

カズ ミ:→{優 しく}早 くや って ください 一{ナ ホがカエルを飛ばし、バケッに当た

ると怒った大声で}う わ、だか ら首うつなって

(8)こ の ゲ ー ム は 、数 人 が そ れ ぞ れ 青 ・赤 ・緑 な どの プ ラ スチ ッ クの カエ ル を と り、 順 番 に 飛 ば して 、

4匹 を早 くバ ケ ツ に入 れ て い くゲ ー ム で あ る。
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この ように、 カズ ミは遊び道具に対 しては、攻撃的な言葉や既めの表現 もしばしば用い

る。 しか し、遊び相手に対 してはむ しろ、優 しさや配慮を積極的 に示す。例えば、この遊

びの中では2回 目のゲーム開始時に、「もう1回 、1年 」 と1年 生の順番を優先 させ る指

示 を出す。 この遊びに限 らず、1年 のナホや私 と鬼 ごっこを した際 も 「1年 やのに鬼ばっ

か りかわいそ うや」 と私に鬼 をさせた りする。男子の遊びでは、特定の2・3年 生が、1

年への罵 りで、 「だまれ。1年 の くせに言 うな」や 「1年 坊 主、全体使 うな」 などが観 ら

れたが、ここでは逆に 「1年 」 は、遊びの中で配慮 されるべ き者 と・して叙述 されている。

この ように、1年 への 「思いや り」が積極的に示 され、優 しく面倒見の良い自己が提示 さ

れている。

3-2)「 思いや り」の規範の利用 と間接的 な非難

またカズ ミは、対立が生 じた場合の非難に 「思いや り」の規範 を用いることも観 られる。

カズ ミが、1年 女子のマ リやアユ ら3人 とカエル ・ゲームをした時、ゲーム開始後にマ リ

に強引にカエルを取 り替え られることがあった。

〈例2.〉 マ リは自分の赤 いカエルが飛びす ぎで失敗 した後、赤い カエル4個 を隣 りのカ

ズ ミの前に持ってい き、「おねがい」 と言いなが ら、カズミの青4個 と交換 しようとす る。

(sis)

カズ ミ:{手 で抑 え、苛立った声で}だ めや、{あ きらめ、マ リの方 を見て}も う

マ リ:特 ってきたカエルをみて}い いだろ

カズ ミ:→{マ リの方 をみて、低音で}い じわるやな:::{マ リうつむく}

アユ:{下 を向きなが ら、順番 を促 し}つ ぎ、カズミちゃん

カズ ミ:→{1個 目の赤いカエルを飛ば し成功す ると、マリの方を向 く}

マ リ:櫛 を付 けて歌い出し}お::花 ば、1カ ズ ミの顔を向 き、驚 く顔で}あ

カズ ミ:→1笑 い を含む声で}お::花 ば1次 のカエルも入れて、笑顔でマ リをみ る}

マ リ:縞 音で}う:::

ここでカズ ミは、「い じわる」 という女子特有の表現でマ リの行動 を非難 している。 ま

た、 カエルを成功 させ た時の振る舞いは、2年 男子が1年 に頻繁に とるような直接 的な手

段 と大 きく異なってい る。

まず カズ ミは、マ リの行動が明 らか にルー ル違反であ るに も関わ らず、「へ んな こと
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す るな、このバ カ」の ようなカエルに対 して示 す得意の命令 や罵 りをマ リに対 して使 っ

ていない。そ して逆 に、「い じわるや な::」という発言では、マ リの振 る舞いを、相手へ

の 「思 いや り」や優 しさを欠いた攻撃的な もの とす る理解 を示 しつつ、これを非難 して

いる。 しか も、この発言は、強 く 「い じわる」 と言い切るのではな く、「やな::」とい う

語尾 をつけ ることで、文法的には自分に向けた詠嘆の形であ り、緩和 された表現方法 と

いえる。

またその後、カズ ミは交換 された カエルを成功 させ た時に も、 とくに発言を行わず に、

しか し顔 を明確 にマ リの方に向ける。続けてカエルを跳ばす はずの カズ ミの順番でゲーム

が停滞すれば、マ リの注意 もカズ ミに向け られる。実際、マ リは 「お花畑」 というフ レー

ズで始 まる歌 を歌い出すが、す ぐ中断 し、カズ ミの顔 を向 き表情 をつけて 「あ」 と驚 く。

カズ ミは、 この歌詞の途切れ方 を笑ってまね、次 も成功させると、笑顔で再びマ リの方を

向 く。積極的に反応 を要求する行為 だと思われる。マ リは、期待通 り 「う:」 と声高に う

なっている。

この相互行為では、カエルの交換がむ しろカズミに有利に働いた、あるいはカエルの交

換 にもかかわらず うまく成功 させ たといった状況理解が、2人 のや り取 りのうちに提示 さ

れてい く。 しか し、 カズミはマ リに対 して、例えば 「ほら」 など一一男子であれば、必ず

するだろ う一一後悔や驚 きを促す ような発言 を直接 することな く、それをマリか ら繰 り返

し引き出 している。つ まり、ここでカズ ミは、片田(2003)で 描いたような男子間でよ く

見 られるや り取 りに比べ れば、非常 に間接的な形式 と方法で、マ リを非難 し、仕返 しをし

ていると感 じられる。「思 いや り」の規範 を利用 し、 自らもそれに従った緩和 された方法

を とっていると言 えよう。

さて、「い じわる」 とい う非難は、他 の2年 女子 もグループ遊 びの中で何 度か使ってい

るのが見 られたが、次の事例 は、カナエ とカズ ミのや り取 りである。

〈例3.〉 カナエ とカズ ミは、 スリッパ を履いて部屋 を歩 き遊 んでいる。 カナエがス リッ

パの交換 を求める。(1Q111)

カナエ

カ ズ ミ

{強い 語 調 で}カ ズ ミ、 か わ っ て

いやや

カナエ →{低 音で}い じわるやな

カ ズ ミ だ っ て

カナエ

、
ミズカ

{笑い な が ら優 しい 声 で}1個 、 か::わ ろ

{笑顔で}は い、 どうぞ
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{もう1コ のス リッパ も取 り、笑って逃げだす1

85

ここでカナエは、要求を拒否されると、「い じわるやな」 とカズ ミを非難す る。その後、

カズミが言い訳 を始め ると、その言葉 をさえ ぎり、一転 して優 しい声で妥協 した提案を示

す。そ して結果的に、 スリッパを2つ とも取 って逃げている。 カナエは、 カズ ミに対 して

強引に要求 を行 うことも観 られるが、そう した手段 だけで なく、 ここでは非常 に巧みに、

「思いや り」のルー ルで揺 さぶ り、妥協 の方法を使 って、あ るいは妥協 を装って、 目的を

達成 している。

さて、女子問における 「思いや り」 の規範の利用は、 この 「い じわる」 という表現にと

どまらない。例 えば、1年 の女子マ リ ・ナホ ・ユウの3人 グループの間で、マ リがナホの

発言に対 し 「ユウちゃん、かわいそ」と責めた り、マ リがの どに食べ物 を詰 まらせた時に、

ナホがユ ウに向か って、 「笑 うこ とちゃうやん」 と注意す るなど、非難や同情の表明で使

われている。女子 は、 とくに交友集団の内部で、人間関係の維持や、特定の者 との親密 な

関係形成が重要 となるため、「思いや り」の規範が有効に使われうるのである。 こうして、

この規範が女子 間で使われ、流通 し、それに注意深 くもなってい く。カズミのグループは、

特 にこの傾向が強いと思われる。

3-3)外 部者に対する非難 と命令:「 思いや り」の提示の文脈依存性

さて、 カズ ミらの グループでは、お互いや1年 の女子 に対 して命令形で一方的な要求を

行 うような場面は観 られなかった。 しか し、カズミらが、つねに他者へ の 「思いや り」を

優先させ、 間接的な方法を採用 しているというわけではない。

まず次の事例 は、カズミらとほ とん ど一緒 に遊 ばず、一人でいることの多い1年 のサ ト

コが、 カズ ミらの遊びに近づ き、声をかけた場面である。

〈例4.〉 カズミとカナエ、それにキ ョウコの3人 が、私を参加 させ、裏庭で泥あそびを

している(10!3)

サ トコ

カ ズ ミ

サ トコ

カ ズ ミ

:懐 庭 に現 れ て}泥 で な に して ん の

:→ 顔 を あ げ 、 大 声 で}ち ょ っ と、 な::::に::::よ:::

:}小 声 で}な ん で も な い

:→1下 を 向 き、 泥 を さ わ りな が ら}ほ ん な ら 、 き ん と い て くれ へ ん
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グループ遊 びでは、大人数のスポーツの ような遊び と異な り、外部者が遊 びの空間に近

づ くことを嫌がった り、参加の意思を問う形で、内外 の境界 を明確にす る手続 きが よく観

られる。そ して、この事例 では、カズ ミは最初か らサ トコの接近 を強 く非難 し、ほ とんど

サ トコの意思を配慮す るこ とな く、立 ち去 らせ ている。 カズ ミの強い意思表示は、相手 と

の遊 びつなが りの有無だけでな く、サ トコが1年 で も最 もお となしい女子であることも関

係 してい よう。ただ し、 ここで も要求表明は、「き(=来)ん といて くれへん」 とかな り

文法上は丁寧 な表現をとっている。

他方、次の事例は、男子が自分たちの遊びを馬鹿 にした り、侵入 しそ うと判断 した場合

の防衛的な対応であるが、強い意思表示 として命令形 も用い られている。

〈例5.〉 カズ ミらはブロックを使ってごっこ遊びをしている。 フラフープを していた1

年男子のケイスケは、ブッロク内に入 り注意 されて、出る。その後、カズミがキ ョウコに

「お風 呂?」 と尋ねると、傍にいたケイスケはこれを性的 にからかい馬鹿にする(8/30)

ケイスケ:お 風呂やって、 侠 いなが ら遠 ざか 明 いまか ら裸にな りはるんやって

カ ズ ミ →1大 声 で 叫 酬 う::::る

キ ョウ コ:→ {大声で}

さ い

う る さ い な 、 う っ さ い 、 あ っ ち い け

カズ ミたちは、2・3年 女子全体の中で も比較的攻撃的でないことか ら、<例5>の よ

うに1年 男子か らで さえ、遊びを侵害 されることも生 じる。 しか し、 カズ ミたちも、女子

の遊 び集 団内 とは意思表示のス タイルを変 え、 よ り明確 に攻撃的な姿勢を示 し、追い払っ

ている。次のく例6>で は、2年 男子で比較的気の強い タッノリに対 しても、強い禁止の

形で、要求を表明 している(9)。

〈例6.〉 部屋 に入って きた2年 の タツノリが、絵 を描いているカズ ミの側 を通る(8

/12)

カズ ミ:→ 絵 を隠 しなが ら、強い語調で}見 るなよ

タツノリ:{そ の まま歩 いて遠 ざか る}

(9}グ ッ ドウ ィ ン も
、 フ ィ ラデ ル フ ィ アで の 黒 人 の女 子 た ち の 相 互 行 為 で 、 大 胆 な命 令 は 頻 繁 に 使 わ

れ て い な か っ た が 、 「こ こで 遊 ぶ な(stopplayingaround)」 の よ う な明 確 な違 反 行 為 へ の 対 応 の場 合 に は 、

男 女 双 方 に 対 して 普 通 に 使 用 され て い た と報 告 して い る(Goodwin,1990:118-9)。
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この ように、 カズ ミらは交友集団や遊び関係の基準を中心 に、 とくに男子による違反行

為に対 しては、直接の命令や禁止表現 を用いていた。前述の ように、遊び友達の違反 に対

しては、 これらの手段 を積極的 に用いず、む しろ 「い じわる」 という表現で 「思 いや り」

のルールを利用することも観 られたが、 しか し、そ うした 「女の子 らしい」特徴 は、いつ

で も誰 にでも適用 されているわけではない。安定 した遊びグループを作 りなが ら、相手 と

状況によって他者への表現 と自己提示の方法は、大 きく変化 しているのである。

4周 縁的な女子の肥め リエのグループ

次に本章では、2年 の リエ ・ヒロ ミとハルカ ・ユキコそ してチ カの グループを取 りあげ、

前章 と同 じく命令形の使用 に注 目し議論する。

この グループは、2年 の女子の中では最 も自己主張が強 く、攻撃的であ り、お洒落にも

敏感で、全体 として地位が高い。先のカズ ミはほとんどの2年 女子か ら 「カズミ」 と呼ば

れているが、 リエやハ ルカは、他の2年 女子 から 「リエちゃん」「ハルカちゃん」な どと

必ずちゃん付けで呼ばれる。 また、この グループは、ほとんど1年 女子 と遊 ばないが、 カ

ズ ミらと異な り、1年 の女子 を 「ちゃん」付けせず、名字や名前で呼びすて にしている。

以下では、この グループの数名が、例外的に1年 女子 と遊んだ際のや り取 りをとり上げ

る。そ して、グループ外の1年 女子に対 しては形式上一定の配慮が観 られるの に対 し、グ

ループの周縁的なメンバーであるチ カに対 してだけ、特別に大胆 な行為要求や馬鹿にす る

言動が、命令形 も利用 して行われていることを議論する。女子 グループ内で、男子間のよ

うに地位格差を強調する手法は、特定の者へのい じめとして現出 している。

4-1)マ ーク され る命 令 形

夏休みに入ったある 日の午前中、 リエは家か ら持 って きた多 くのペ ンを利用 して、1年

のユ ウら3人 グループ と遊びを行った。 その場 にいたチカと遅れてヒロミもこれに参加 し

た。最初、 リエは色ペ ンを持って、「このペ ン貸 して欲 しい人」 と声 をかけ、 これに応 じ

て1年 生が机 に集 ま り、遊びが始め られた。この ように、特定の者が所有する道具を用い

た遊びでは、非対称な関係が容易に構築される。 この遊びでは、 リエとそれ を手伝 うヒロ

ミとが、1年3人 に紙に名前 を書かせた り、ペ ンを選ばせ1年 の手に絵を描いた りす るな

ど、一方的に遊びの内容や手順 を決め、遊びを組織 した。1年 の女子たちは、尋ね られた

ことに答 える以外 に、提案 さえほとんど行っていなかった。

京都社会学年報 第11号(2003)



88 片田:女 子の言語使用における 「思いや り」の原理 とその文脈依存性

リエは、遊びの最初で3人 に対 して並ぶ位置を指示する際 には、先頭のユ ウに 「もっと

さがって、 もっとさが って、 こっち一。 伏 声 で}さ が る」 な ど、大胆 に行為 を要求 し、

従わせた。 しか し、男子であれば用いるであろう 「さがれ」のような命令形を語形式上は

使 っていない。鈴木(1989:5)は 、女性が使用で きない言葉は、語形式で決まっているの

ではな く、「相手の判断の権利 を侵犯 しない」な ど語用論的な規則で決 まってお り、「寝 た

寝た」の ような表現 も女性語 としては不適当で使 えないと述べている。 しか し、ここで リ

エは言葉 を繰 り返 し、語調 を強め、「さが る」 とい う断定的表現で、実際には1年 生 に判

断の余地を残 さず、一方的に命令 していなが ら、 しか し語形式上でだけ 「命令形」 を避け

ているように思 われる。 リエは、 この遊びの中で命令形を使 うこともあったが、その場合

には、音声を変えるなどで、あか らさまな命令か ら距離 をとった。

〈例7.〉 リエ は、1番 目のユウに紙 に名前 を書 くように指示する(7129)

リエ:→ 磯 械音の ような節 を付 け、1音1音 を明確に}こ こにじぶんのなまえを書

いて くれ

ユウ:{キ ャップを抜 いて、書 こうとする}

リエ:→{再 び機械音で}ち ゃんとていねいに書けよ。たてに書け、たてに

この他にも、 リエはペ ンを 「えらべー、えらべー」や、書 き終わる と 「さよな ら一、帰

れ一、帰れ一」の ように、命令形を使 う場合には、音や語尾に特徴 を もたせ、メタメ ッセ

ー ジを加 え 「遊び」 としてマークした。

また、途中からリエの手伝 いをしたヒロ ミにおいても、命令形は特徴的に用い られてい

た。 ヒロ ミは、「はい、名前書いて」や 「マ リ、次 まわって」な どで指示 を与え、命令形

の使用は、座 っているナホに髪 を遊ばれていることを忠告 して 「上みろ上、ほら」や、ユ

ウのために紙 を棚か ら取 って きて、「これで絵描 け、これで絵描 け」 と差 し出す など手助

けの場合に限定 していた。グッ ドウィン(1990)は 、フィラデルフィアの黒人の女子集団

の遊びについて、「さわるな、壊れてる(Don'tpicktheonesthatarebroken)」 の よう

に、他者の利益への配慮が優 先される場合 に、命令 や禁止は問題 なく使われていた と指摘

しているが、このケースと重なっている 〔'ω。 ヒロ ミは、この遊 びの中で1年 生に自作の く

じを引かせ ようとし、ユ ウに話 しかけて もなかなか気づかない と、強い語調で 「とって、

とって、 とって、 とって」のように繰 り返 しを用いてお り、命令形 を使 っていない。命令

     " °) Goodwin
, 1990:118-210 
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形は、「思いや り」のルールに沿って、限定的に利用 されていたのである。

4-2)周 縁的 なメンバーへの命令形の使用 と嘲笑

ところが、この同じ遊 びにおいて、 リエ らはチ カに対 してはよ り直接 的な表現 をとって

いる。

〈例8.〉 遊びの開始時に、 リエは1年 が集 まっている机 に来て、チ カに場所を空けるよ

う求める(7129)

リエ:→{手 で押 しなが ら、強い語調で}お い、チカのけ。{さ らに強 く押す}チ カ

のけ

チカ:臓 に移動する}

<例8>で 、 リエは、 「のけ」 とあか らさまに命令形を用い、チ カはこれ に従 っている

が、こうした相互行為 は、片 田(2003)で 男子の特徴 として記述 した もの と何 ら相違がな

い。 また、この例 にもあ る通 り、このグループは、チ カを 「チ カ」 と名前だけで呼ぶ。 リ

エ らは、お互いを 「ハルちゃん」「リエちゃん」 とちゃんづけで呼 んでお り、チカもそ う

している。この事例では、命令形 と 「チカ」 が結びつ き、強い意思表示 と上下関係 とが明

確 に現れている。

またこのペ ン遊 びの後、 ヒロ ミは1年 に くじを引かせる遊びを始めるが、そこで ヒロ ミ

とリエはチカを馬鹿にした要求を、命令形 を用いた特徴的な方法で行 っている。

〈例9.〉 ヒ ロ ミは1年3人 の グ ル ー プ 分 け の た め に 、 机 で く じを 作 っ て い る(7129)

ヒ ロ ミ:4人 い い ひ ん か な::。 チ カぼ ん け ん

チ カ:{笑 い な が ら、 短 く}は い

ヒ ロ ミ:→{笑 い な が ら}お ま え も入 れ

チ カ ら:{チ カ を 含 め 一 同 笑 う}

リエ:→{笑 い な が ら}お ま え も入 れ 、 チ カ ぼ ん け ん

先のペン遊 びでは、チ カも2年 生側に参加 し、 リエの真似を して、1年 生に指示を出し

た りしていたが、この場面では1年 と共に くじを引 く役割 を要求 され、一同に笑いが生 じ

ている。チ カは、 自ら 「はい」 とい う相対的に低い地位 をしめす返事 をお どけた調子 で発
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することで、 また一緒 に笑 うことで、積極的に 「遊び」 として自己の地位 を演 じてみせて

いるように思われる。 しか しその後、 リエが ヒロ ミの言葉 を繰 り返す ことで、チ カの低 い

地位が強調されることになっている。ヒロ ミや リエの使っている 「おまえ」という呼称や、

「入 れ」 という命令形 は、ここでは話者の笑いを伴 うことで、強い意思表示ではな く、チ

カの劣 った地位 を表示 し、馬鹿にす るのに効果的に使われている と言えよう。

さて、<例8>や く例9>に おいて、 リエたちが、チ カのフェイスや感情 に配慮 してい

るようには感 じられない。 この遊びに限 らず リエのグループでは、例 えば、ユキコとチ カ

がオセ ロをや り、終盤 にチカが優勢になる と、観戦 していたヒロ ミやハルカが手 を出 して

ゲームを壊 し、チ カも応 じる と、ユキコが怒 って 「ああ一、チ カやめろよ一」「チカがや

ったか ら私が負けたやんか、ばか」 と強 く非難 し、直接的に罵ることも観 られたm)。

このように、 リエの グループでは、命令形や 「おまえ」 という呼称 を用いて一方的に要

求 を表現 した り、罵 った り、馬鹿にし既めることが、明らかにチカに対 して頻繁に行われ

ていた。 これ ら男子間で よく観 られ るような直接的な方法は、2年 の女子間ではグループ

内での特定の者 に対する共同のい じめの場合に、特徴的に利用 されていたのである。

4-3)「 女 らしさ」の規範 とからかい

しか し、 リエたちによる攻撃的な振る舞いが男子の方法 と変わ らないものに見えるとし

ても、女子達が こう した行為 に伴 って固有の困難を抱 えていることを、やは り指摘 しない

わけにはいか ない。例 えば、 リエの暴力的振 る舞い を、チカが 「女 らしくない」 とか らか

い抵抗することも観 られた。

チカとリエそれ に私の3人 で、将棋駒を使って山崩 しの遊びをした時のことである。チ

カは、 リエがルールを守 らず 自分の順番を じゃまをす ることにずるいと抗議 し、 またリエ

の失敗を喜んで頭 を叩かれると、お どけた調子で 「こら、人の頭をたた くとは下品なやつ

だ」 と非難 した。 さらに、私が 「もう、 たたかへん」 とリエを注意すると勢いづ き、指を

振 りなが ら舌打ち し 「チェ、チェ、チェ、たた く人 は女の子 ちゃう。たた く人は、女の子

ちゃ一う」 とリエをか らかった。 リエは、この発言を無視 した。

ここでチカは、 リエの振 る舞いを 「下品」で 「女の子」 らしくない もの と描 き、ジェン

ダーの規範によってからかい、反撃 している。暴力 を問題 にするために、「女 らしさ」の

〔1Dこの よ うな チ カの境 遇 は
、1-2)で 紹 介 した グ ッ ドウ ィ ン(2002、2001)が 記 述 した事 例 と きわ め

て よ く似 て い る。 た だ し、 チ カ は か な り安 定 した グ ル ー プ メ ンバ ー で あ る 点 は 異 な っ て い る 。
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規範 を利用 しているのである。先のく例2>に おいては、カズミがマリを 「い じわる」 と

非難 していたが、思 いや りを欠いた攻撃的な振 る舞 いは、「女 らしさ」の規範で も言及 さ

れ、特にか らかいの材料 となる。そ して、こうしたからかいは、女子だけでな く、男子に

よって も頻繁 に利用されている。

例 えば、先のペ ン遊びでは、2年 男子のタツノリとタクヤの2人 が、 リエ達の遊びに口

を出し、 じゃまをする侵入行動 をとったu21。これに対 し、ヒロミや リエが 「うるさいねん」

「やめろ」な ど強 く非難 した り、部屋か ら追い出す と、その後 タクヤは、部屋 に戻 り 「タ

ツノリがな一、… ヒロ ミってほん まは男ちゃうんかって言っててんで一」 と更にヒロ ミを

か らか う。 また、 リエた ちが2人 を追いつめ、狭 い場所に閉 じこめた後 には、「さっ き、

リエ とかめっち ゃ恐い顔 してた」など発言する。男子に とって、 これらは女子を馬鹿 にし

注意をひくための行為であ り、それが遊 びその ものである。 したがって、リエ らにとって、

侵入 とい う違反行為に対する 「やめ ろ」 といった強い意思表示は、その方法 をめ ぐって

「男 ちゃうんか」 とか 「恐い」 といったか らかい とさらなる相互行為を導いて しまう困難

をもたらしうるのである。

リエや ヒロミは2年 の中でも最 も自己主張が強 く、攻撃的な女子たちである。ペ ン遊 び

において彼女 らは、1年 女子に対 しては形式上注意深 く振 る舞っていたが、 グループ内で

のチカに対する協同のい じめや、男子 に対す る言動には、男子間の もの と変わ らない方法

が採 られている。 しか し、 こうした実践は、男子 とは異なる規範 に捕 らわれ、か らかいや

攻撃 を受 ける リスクを抱 えながらも、行われているとい う理解で なければならないであろ

う。確かに 「思いや り」や 「女 らしさ」の規範に拘束 されなが ら、 しか し規範どお りに行

動 しているのではない とい う女子の主体的で多様な実践 と、その暴力をめ ぐるかけひきの

複雑な現実が捉 えられな くてはならない。

おわ りに

本稿は、京都市内の一学童保育所における女子の遊 び活動の会話データか ら、特に要求

表明の命令形に注 目して、発話 における 「思いや り」の原理 とのその文脈依存性 について

議論 した。

q21前 述 の く 例5>を 含 め 、 男 子 は頻 繁 に女 子 の 遊 び に 侵 入 して い る。 こ う した 「侵 入invation」 を

含 め 男 女 間 の 相 互 行 為 に つ い て は 、 ア メ リカ の 小 学 校 を フ ィー ル ドワ ー ク した ソー ンが類 型 化 し て論 じて

い る(Thornel993:63-88)。
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日本で はこれ まで、子 どもの言語使用 とジェンダーに関する研究はほとん ど行われてこ

なかったが、数少ない先行研究や概説書では、女子達が男子 にくらべ、間接的な要求表明

を用い、他者 に配慮 した行動 をとるという一般的特徴 に注意を向ける傾向があった。確か

に、男子間の相互行為 と比べれば、 カズ ミらのグループで顕著であったように、女子間の

方が、命令形に よる強い意思表示 は少な く、「思 いや り」の規範が利用 され、他者に配慮

す る自己が積極的に提示 されて もいた。 また、 リエ らのグループにおいて も、男子 間と異

な り、1年 に対 して、強 く自己主張 を行 う命令形の使用 は避けられる現象が観 られた。 リ

エの ような攻撃的な女子たちは、特 に 「女 らしさ」 によってからかわれる経験が多 く、そ

のことによって も 「思いや り」の規範に注意深 くならざるを得ないと思われる。こうした

事柄 は、女子間において、「思いや り」の原理が影響 力を もってい るこ とを示 してお り、

従来の議論を裏付けるものであった。

しか し、本稿で示 して きた具体的な女子達の姿は、従来の議論がお うおうに して、規範

に縛 られ、「女 らしさ」 を身につけて しまった 「男子 よ りおとな しく、無力 な」女子たち

をイメー ジさせ るの と異な り、第一に、「思いや り」や 「女 らしさ」の ようなルールを操

り、注意ぶか く戦略をえらぶ行為者たちであった。例 えば、女子達 は、「い じわる」の よ

うな特有の表現で、遊び相手の攻撃的 な行為を非難 し、 自らの 目的の達成にそれを利用 し

ていた。 また、 間接的 な非難や妥協 といった方法は、規範 に従いなが ら極めて巧みに遂行

されていた。 リエ らにおいては、1年 生に対 して語形式上は命令形を避けなが ら、 きわめ

て強い意思表示 と行為の押 しつけが行われていた。

また第二に、学童の女子 たちは、誰 に対 しても配慮 を常 に優先 させ、命令形のような表

現 を控 えている、 というわけではなかった。2年 女子の間では地位が低 く、積極的に 「思

いや り」を示すカズミらにおいても、遊び関係 のない1年 女子を追い払い、侵入す る男子

たちには、公然 と命令形に よる主張が行われていた。 さらに、 リエ らにのグループおいて

は、周縁的 なメ ンバーに対 し、大胆な命令やあか らさまな既 めが繰 り返 し行われていた。

グループ内で一致 したい じめのようなケースでは、「思 いや り」の規範 は十分 に働いてお

らず、男子間と変 わらない直接的な方法が特別な意味 と効果 をもって使 われていた。強い

命令や禁止の表現が、女性 には不適切 なものとして文法化 されていると言われる日本語 に

おいても、女子達の場合、実際 には特有の文脈 でそれ らが用いられていたのである。

以上のような議論に よって本稿 は、女子達が、「女 らしさ」のような規範や価値 を内面

化 し、パー ソナ リティとして 「女 らしく」生 きてい るとい うよりも、「グループ遊び」 と

いう遊 び組織 の中で、「思いや り」の規範 に注意 し、状況の中でそれを利用 し、選択 し、

生 き抜 いてい くような存在である とい う側面を描 いた。女子 たちが、男子 より 「配慮の道
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徳」を備え、人間関係 を重視する といった議論だけでは、女子たちが グループ遊びの内外

で展開する複雑な現実を捉 えることはできないであろう。女子の暴力的振る舞い もいじめ

の経験 も不可視にすることな く、女子達が形成する遊び活動の組織 と主体的実践 とその困

難 を、で きるだけ具体的に記述することがジェンダー研究 として必要であると思われる。

今後、女子達 とは異なる遊 び活動 と規範の下 に生 きる男子たちについても、女子 との比

較 を行いなが ら、その多様性や、「男 らしさ」の文脈依存性 を積極的 に描 いてい きたい と

考 えている。

トラ ン ス ク リ プ トの 表 記

(ただ し、 本稿 の トラ ンス クリプ トは非常に簡略化 した ものであ る)

::コ ロンの列 直前の音が引 き延ば され ているこ とを示す

一 ハ イフン 直前の言葉が不完全 なまま途切 れているこ とを示す

[鍵 か っこ 参与者達の言葉が重 なっているこ とを示す 引用文献
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"The Rule of Considerateness" and Its Context-Dependent 

 Changes in Girls' Language Uses : From an Analysis of 

   Girls' Directive Forms in Their Play Interactions

Asahi KATADA SON

    This study explores the characteristic of girls' language uses in their play 

activities and illuminates the variety of the styles in contexts. 

     Previous studies in Japan have found that girls and boys learn and use gender-

appropriate behaviors and linguistic forms. According to these studies, girls and their 

groups use more polite and collaborative linguistic styles, including more mitigated 

verb forms, than boys. Among girls "the rule of considerateness" to others (Goffman) 

earns more attention than among boys. These studies, however, tend to depict children 

as beings who are one-sidedly socialized to be simply bound by the gender norms. 

     This study tries to show that girls, depending on the contexts, carefully choose 

various linguistic styles including masculine ones, and make tactical use of the rules of 

considerateness and of the norms of girls' styles in their play interactions. This study 

are based on the data obtained through naturalistic observation and videotaped play 

interaction of girls and boys (of age six to nine) in a child care center in Kyoto City. 

     In this study, the girls who like to play house, drawing and card games, were 

found to form more exclusive and stable play groups than those of the boys. When the 

girls want to get other girls to do something, they usually designed directives - speech 

acts in more mitigated forms. The girls in one of the two groups were willing to show 

their consideration for younger girls. These girls, on the other hand, reproached other 

girls' for their behaviors which according to them lacked consideration, using such a 

term as "Ijiwaru" (mean). They not only conform to the rule of considerateness, but 

also actively use it for themselves. In addition, the girls change their style in contexts. 

When boys invaded their plays, they baldly accused the boys and order to go away in 

imperative forms. The girls in the higher status group, also often teased and 

denounced a peripheral member in the group. They design directives aimed at her in 

aggravated forms. But the denounced girl herself challenged the denouncers insisting 

that an aggressive behavior is not appropriate for girls.
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