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保育・幼児教育の分野における映像実践の最前線

子ども社会研究における映像の可能性

中坪史典

1.はじめに

(1)映像実践とは何か

本稿の目的は、保育・幼児教育の分野における映像実践の動向を概観することで、子ども

社会研究における映像の意義、可能性、展望について探ることである。

2009年12月、「学術研究における映像実践の最前線」と題した国際シンポジウムが京都大

学で開催された。これは、宇宙物理学、医学、生物学、人類学、社会学、心理学、情報工学

など、様々な分野の映像実践をもとに、学術研究における映像の意義、役割、可能性、研究

と現場を架橋する映像の在り方など、学術と映像に関する学際的議論が展開されるという画

期的試みであった。

多くの人にとって映像実践という言葉は、あまり聞き慣れないかもしれない。この国際シ

ンポジウムの定義に従えば、映像実践とは、映像をつくり、利用し、保存するなど、映像に

関わる全ての営みを総合的に示す言葉であり、具体的には、映像の撮影・編集・上映、批

評・解釈、映像による調査者と被調査者のコミュニケーション、研究成果の社会還元、アー

カイブズの構築など、映像に関するあらゆる実践のことであるという。近年、急速な映像機

器の発達と利便化に伴い、映像を用いた研究と実践が分野を超えて注目されている。

(2)保育･幼児教育と映像実践

映像実践という言葉の馴染みは薄くとも、映像を用いた実践と研究の広がりは、保育・幼

児教育の分野でも見ることができる。例えば、今日のビデオカメラは、安価・小型化・軽量

化・高画質化に伴い、研究者の観察道具の一つとして浸透している。観察データとしての映

像は、研究者の記憶を助ける、観察時に見落としていたものや注意を払わなかったものを発

見する、何気なく撮影したものの中から新たな発見をすることができるなど、研究の遂行に

おいて多くの利点を有している。

保育者の間でも、映像は多様に活用されている。自らの保育を振り返り、スキルアップを

目指して行われる「ビデオ自己評価法｣(冨田2007)や、映像を通して保育を検討し合い、幼

児理解を相互に深め合う「ビデオ・カンファレンス」(e.9.大豆生田・鈴木・渡辺1996)など

に見られるように、保育現場における映像実践は、保育の現実を詳細に再現し、個別具体的

な場面を相互に共有できるという利点を有する。また、個々の保育者が自らの専門性を高め

るために、日常的にビデオを撮影し、相互に検討し合うスタイルの定着が幼稚園や保育園で

(なかっぽ・ふみのり広島大学）
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求められている（汐見2005)。以上の現況を踏まえ、かつ上記の国際シンポジウムにあやか

り、本稿では、「保育．幼児教育の分野における映像実践の最前線」と題して、保育の実践と

研究の中の映像について検討する。

2．保育・幼児教育の実践と映像

本章では、保育・幼児教育の実践における映像実践の動向について概観する。保育者は、

日々の保育実践の中で、どのように映像を活用しているのだろうか。

(1)映像実践と保育者研修・養成

今日、保育・幼児教育の分野では、保育の質の向上が関心事の一つであり、その一環とし

て、保育者の資質向上を図る取り組みが展開されている。例えば、保育者研修では、従来の

講義形式だけでなく、ワークショップ形式の研修を導入することで、保育者同士が相互に学

び合う場が構築されている。また、保育者養成においても、学生の主体的学びの形成のため

の授業改善が行われている。こうした状況とリンクしながら、映像も多様に活用されている。

①保育者研修におけるビデオ・トレーニングとしての映像

保育者研修における映像実践の一つとして、保育の質を評価するビデオ・トレーニングが

注目されている。例えば、ベルギーのリューベン大学は、保育プロセスの質を評価するため

に、①乳幼児の｢安心度｣｢夢中度｣に注目したスケール、②乳幼児の実際の映像を収録した

りⅥ〕、③保育者が映像から乳幼児の｢安心度｣｢夢中度｣を評価するためのワークブック、④

乳幼児の｢安心度｣｢夢中度｣の評価についての解説、のパッケージを提示する(Laeversl994;

Laevers,Debruyckere,Silkens&Snoeck2008)｡Laevers(2005)によれば、乳幼児が幼稚園

や保育園で居心地の良さを感じ（｢安心度｣)、遊びや活動に心を奪われ(｢夢中度｣)、最大限

の力を発揮しようとするとき、保育の場における彼(女）らの満足度は高いのだと言う（秋

田・小田・芦田・鈴木・門田・野口・箕輪2009)。日本でもこの理念に基づいて、「子どもの

経験から振り返る保育プロセス」と題した保育者研修用ブックレットとDⅥ〕が提示されて

いる(秋田・芦田・鈴木・門田・野口・箕輪・淀川・小田2010)。

また、全国私立保育園連盟(2008)は、ラーニング・ストーリー(LearningStory)と呼ばれ

るニュージーランドの保育の質の評価を参考に、保育者の資質向上を図るための研修を提示

する。これは、目に見える幼児の活動の姿から、目に見えない彼(女）らの学びや気づきを

解釈し、「その子はどんな気持ちなのか？」｢その子はどんな学びをしているのか？」などを読

み解くものであり、幼児の内面の思いや要求に注目することで、保育者が幼児の有能さに目

を向けるための眼差しを備えるものである。このパッケージは、①保育園における実際の幼

児の映像②保育者が映像から気付きを書き込むアクションシート、③解説のパッケージ

で構成されている。

②保育者養成における授業教材としての映像

保育者養成においても、映像実践は多様に展開されている。例えば、文部科学省監修・保

育ビデオシリーズ(岩波映像株式会社)は、もともとは保育者研修用資料として制作された
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ものであるが、保育の具体的場面が多数収められていることから、保育者養成の授業でも広

く活用されている。将来保育者を目指す学生がビデオ視聴を通して、もし自分が映像の中の

保育者だったら、幼児とどのように向き合い、どのように対応するのかを相互に議論するこ

とで、幼児理解を深めたり、保育の在り方を考えたりすることができる。

小林・後藤(2004)は、学生が幼稚園で幼児とかかわる様子を撮影し、その映像を当該学

生が自己評価するとともに、学生同士で相互に議論することで、幼児とかかわるための技術

の向上を目指した授業を行っている。志村(2004)は、保育者養成校の授業者(非常勤講師）

として、自らが幼稚園で撮影した映像を用い、被写体としての保育者を授業に招聰すること

で、観察者と保育者の連携に基づく授業を行っている。これらの報告は、映像が学生の自己

評価や保育技術の向上を促したり、観察者・保育者・学生の三者関係を繋ぐ媒体として機能

したりすることを明示したものであり、保育者養成における映像実践の可能性を示唆したも

のであると言えよう。

以上、保育者養成の教材としての映像は、幼児の姿、保育者の言葉かけ、表情、感情、声

のトーン、身振り、ポジショニング、手の動き、姿勢、周囲の環境、遊具など、様々な情報

の提示を可能にすることから、学生にとって不足しがちな保育の現実を伝えることができる。

(2)映像実践と保育カンファレンス

近年、保育現場では、保育カンファレンスに映像を用いる動きが出ている（｢ビデオ・カ

ンファレンス｣)。保育カンファレンスとは、医療や看護の場において、臨床事例に対する適

切な判断や対応を決定するための会議をモデルとしたものであり、学校現場に導入された

授業カンファレンス(稲垣1986)を、森上(1988)が保育現場に応用したのが始まりとされる。

幼児への適切な判断や対応を相互に検討し合い、多様な意見を交わすことで保育者は、自ら

の資質向上に努めることができる。

①幼児理解を深める道具としての映像

保育カンファレンスに映像を用いた試みは、大豆生田・鈴木・渡辺(1996)が示した｢Y男

の物語を探る」実践が、公刊された初期の報告の一つとして位置付けられる。これは、対象

児Y男の様子を撮影し、彼の行為の意味や彼に対する保育の在り方について参加者が自由に

語り合うものであり、保育者、主任、副園長の他、研究者、カウンセラーなども含めたメン

バーで構成されている点が特徴的である。

この試みをもとに、大豆生田(1996)は、「ビデオ・カンファレンス」の有効性として、(1)映

像の持つ豊富な情報量が多様な意味の解釈を可能にする、(2)何気ない映像の情報から重要な

意味の発見がある、(3)一時停止やスローモーションを用いることで、一瞬の幼児の言動の解

釈を可能にする、(4)映像を通して保育の状況を相互に共有できるため、参加者が自分の問題

として議論に参与できることを指摘する。他方、問題点として、(1)撮影された映像データか

ら一定の場面を切り取って提供することが難しい、(2)当事者の語りよりも映像の事実を｢真

実」として捉えてしまう、(3)映像を絶対化した｢揺るぎない証拠」として保育者に突き付けて

しまうことを指摘する。本報告は、「ビデオ・カンファレンス」の有効性と問題点を経験的に

提示したことから、保育カンファレンスにおけるその後の映像実践に大きな示唆を与えたと
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言えよう。

②撮影者と被写体の対話を促す方法としての映像

高橋・久保寺・鵜飼・岩崎(1999)、久保寺・高橋・鵜飼・岩崎(1999)は、対象児の様子

を撮影した映像を編集し(20分)、それを2度視聴することで、撮影者(主任保育者）と被写

体としての保育者(担任)が相互に幼児理解を深めることを目的とした「ビデオ・カンファレ

ンス」について報告する。この実践の有効性として、(1)撮影者(主任保育者）と被写体(担任）

という異なる立場の保育者が相互に映像を解釈することで、多様な幼児理解が可能になる、

(2)2度視聴することで、漠然とした対象児の姿が把握され、援助の方向性が見出されやすい

(3)映像を通して保育の状況を共有できるため、「ビデオ・カンファレンス」に積極的に参加で

きる、(4)幼児の気持ちに気付き、保育を見直す機会となる、(5)保育者が映像の中の自分を対

象化し、客観視することができることを指摘する。他方、問題点として、(1)保育者がカメラ

を意識し、日常とは異なる姿になってしまう、(2)編集によって見えるものや解釈が異なるこ

とを指摘する。

③「ビデオ･カンファレンス」の有効性と課題

以上の報告から、保育カンファレンスとしての映像実践は、保育の状況の共有化に伴う保

育者の積極性、複数の保育者による多様な解釈の可能性や新たな発見などを促す一方で、映

像を客観的事実として捉えてしまう、撮影・編集の視点が見えにくい、撮影される保育者に

プレッシャーがかかるなどの課題を有することが考えられる。このことから、「ビデオ・カ

ンファレンス」を行う場合は、(1)映し出された映像を｢過剰に｣客観視したり、一般化したり

しないこと、(2)映像の中の保育者や幼児の言動を議論する場合は、切り取られた一場面のみ

を根拠として掲げ、安易に善悪を判断しないこと、(3)誰が、どのような立場で、どのような

視点から撮影し、どのような理由で場面を切り取った(編集した）のか、撮影・編集者の意

図を明示すること、(4)撮影者と被撮影者の間の信頼関係が前提となることなど、一定の留意

点を踏まえることが重要であろう。

(3)映像実践と保育者の専門性

近年、「教える専門家から、学びの専門家へ」と言われるように、保育者は、一度身に付け

た知識や技術のみで質の高い保育を生涯に渡って実現できるわけではなく、常に研讃し学び

続けることが重要となる（秋田2006)。専門家としての保育者は、保育の省察を通して、知

識や技術の習得・維持・向上に努めるのであり、従って幼稚園や保育所では、保育の自己評

価が進められている。保育者が継続的に自分の保育を振り返るための体制づくりとともに、

保育の省察や自己評価についても、多様な方法が提案されている。

①保育の自己評価の方法としての映像

冨田(2007)は、保育の自己評価の方法として、「ビデオ自己評価法｣を提案する。これは、

自由保育場面における保育者の言動を研修実施者(外部の研究者、園長、主任保育者など）

が10分程度撮影する。当該保育者は、撮影された映像をもとに、チェックリスト（援助スキ

ル自己評価表．40項目）における援助スキルの使用の有無を確認し、映像に対する感想を記

述することで、自らの保育を定期的に評価するというものである。従来、保育の自己評価
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については、指導案、保育日誌、エピソード記述など、保育者が記した記録をもとに行われ

ることが多いのに対して、「ビデオ自己評価法」は、映像をもとに行うことから、映像実践の

一つとして捉えることができる。冨田(2007)によれば、映像の有効性として、(1)自分の姿

を客観的に見直すことができる、(2)豊富な情報を提示できるため、保育者の意欲や意識を

高める、(3)｢視聴の繰り返し｣｢一部分のみの視聴｣｢スロー再生｣｢ストップ機能｣などの機能

は、保育者のスキルの習得に有効であることを指摘する。このように「ビデオ自己評価法｣は、

保育の自己評価のスタイルに新たな地平を拓いた試みであると言えよう。

②保育者の省察を促す媒体としての映像

中坪・岡田・三宅(2009)、岡田・中坪(2009)は、保育者の省察を目的とした映像実践に

ついて報告する。研究者がフィールドにおける保育者の様子を撮影し、その映像をエピソー

ド単位で切り取り、当該保育者ではなく他園の保育者に視聴してもらう。視聴した他園の

保育者は､「私(の園)だったら、こうするのに｣｢私(の園)だったら、ああしないのに」など、

映像の保育者の行為を批評的に指摘するのではなく、「私(の園)だったら、ああしないのに、

なぜ映像の保育者は、ああしたのか？」という視点で、映像の保育者の行為を解説する。そ

れによって視聴した他園の保育者は、映像の保育者と自分自身の間のズレを認識し、そこか

ら自分の保育行為の根拠が問い直され、省察が促されるというものである。従来、映像の有

効性については、豊富な情報量、記録の再現性、個別具体的場面の提示などを指摘する知見

が多かった。一方、これらの研究は、保育者の省察を促す映像の役割として、可視化される

映像情報をもとに、その背後の可視化されない映像情報の意味を推理することの重要性を指

摘する。

③保育者の専門性形成としての映像実践の可能性

以上の報告は、保育者の専門性としての映像実践について、次のような可能性を示したと

言えよう。(I)保育の自己評価の方法としての映像は、あたかもプロ野球選手が自分のフォー

ムを確認するために映像を用いるのと同様に、保育者が自分の保育の援助スキルを確認する

上で有効である。(2)従来、保育者の省察については、自分自身の保育を振り返ることばかり

が主張されてきた。しかしながら、映像を通して、他者の保育を解説することで、自らの保

育の省察が促されることに繋がる。(3)映像は、保育者と研究者、当該保育者と他園の保育者

など、相互の関係を架橋する媒体として機能する。

3．保育・幼児教育の研究と映像

本章では、保育・幼児教育の研究における映像実践の動向について概観する。研究者は、

学術研究において、どのように映像を活用しているのだろうか。

(1)映像実践と保育者研究

保育．幼児教育の分野における研究と映像の関係を捉える上で､Tobin(1989)が示した研

究方法のインパクトは大きい。彼は、インフォーマントの意見、考え、行動を研究者が歪曲

することなく描写するために、フィールドにおける出来事を撮影した映像を用いて、彼(女）
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らの語りを引き出す研究方法を考案した(Muldvocalvisualethnography)。日本・中国・ア

メリカの保育園の比較文化研究において彼は、フィールド内外の人々の多声(異なる見方）

を聞き取り、それらを重ね合わせることで、人々がまるで会話を交わしているような民族

誌的記述を行ったのである（野口2007；清水2009;Tobin,WuandDavidsonl988;'Ibbin,

HsuehandKarasawa2009)。

①比較文化研究の道具としての映像

'Ibbin(1989)が示した、マルチボーカル・ビジュアルエスノグラフィーの手法は、日本の

研究者が行う比較文化研究にも多大な影響を及ぼしている。例えば、柵(1998)は、イギリ

ス・ドイツ・アメリカ・カナダ・日本における日常的な保育場面を撮影・編集し(保育VIR

制作)、各国の保育者がそれらを視聴し、相互に交換批評することで、「良い保育｣観に関す

るイメージの比較文化研究を行う。'Ibbin,WuandDavidson(1989)の手法を援用しながらも、

彼らが異文化の保育場面をも自らの手で撮影するのに対して、柵(1998)は、それぞれの保

育文化を生きる者の手で撮影することで、映像の撮り手が抱く「良い保育｣観を忠実に映し

出すことを企図する。この研究において映像は、保育者の価値観を可視化し、言語化する道

具として機能する。

芦田・秋田・鈴木・門田・野口・小田(2006)は、ドイツ・日本の保育者の暗黙的な実践

知を明示化し、比較検討する。その結果、例えば、両国の保育者が共に社会性の育ちを重視

しているにもかかわらず、日本の保育者は、集団の社会性から個の社会性へと高めようとす

るのに対して、ドイツの保育者は、個の社会性の高まりを優先しており、保育者の実践知は、

国の歴史、文化、保育体制の差異などに反映されていることを明らかにする。

②保育者の語りを引き出す刺激としての映像

'Ibbin(1989)が提示した研究方法は、比較文化研究のみならず、インタビューを通して保

育者の語りを引き出す刺激(cue)としての映像利用にも援用されている（｢ビデオ再生刺激

法｣)。例えば、野口・小田・芦田・門田・鈴木・秋田(2005)は、幼稚園のままごと、砂遊び、

トランポリン、製作という4つの活動のビデオクリップを作成し、それらを保育者に視聴し

てもらい、自由に感想を語り合ってもらうことで、保育者が暗黙的に持っている「良い保育

者｣のイメージを明らかにする。

星・塩崎・勝問田・大川(2009)は、フランスの保育所における子ども(6ヵ月～1歳前半）

の泣きの場面の映像(4本)を保育士に視聴してもらい、フォーカス・グループ・インタビュ

ー(集団討論)を通して、自由に語り合ってもらうことで、保育士が捉える「泣くことは自己

主張として望ましい」「できるだけ泣かせないような保育をしたい」という、一見矛盾した考

えについての詳細な意味を明らかにする。

砂上・秋田・増田・箕輪・安見(2009)は、3つの幼稚園の保育者集団を対象に、市販の保

育ビデオの中の｢片付け場面」に関する映像を視聴してもらい、自由に感想を語り合っても

らうことで、園の特徴と保育者の実践知の関係について検討する。同じ映像を視聴している

にも関わらず､3園の保育者の語りの特徴は異なっており、それらの語りに埋め込まれた保

育者の暗黙的な実践知には、園の特徴が反映されていることを明らかにする。

中坪・岡花・古賀(2010)は、フィールドワークを通して収集した映像データから、幼児
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同士の協同遊びを促す保育者の姿がよく現れていると思われるシーン（エピソード）を抽出

し、ビデオクリップを作成する。それを当該保育者に視聴してもらうとともに、そこで引き

出された語りの分析を通して、保育者の行為の背後の意図やねらい、状況や文脈に応じた予

測、見通し、判断など、保育者の実践的思考の一端を明らかにする。

③保育者の声を研究に反映させる方法としての映像実践

以上のように、既述した報告は、いずれもインフォーマントとしての保育者の声を研究に

反映させることを目的としたものであり、そこでの映像は、保育者からリアルな反応(声）

を引き出すツールとして位置付けられている。こうした保育・幼児教育研究における映像実

践の意義として、次の点を指摘することができる。(1)映像は、個別具体的な場面の再現性を

提示することから、インフォーマントとしての保育者は、映像を自らの経験と重ね合わせる

ことで、自らが有する暗黙的な実践知の言語化を可能にする。(2)インフオーマントとして

の保育者は、映像を通して臨場感を得られることから、他国や他園の保育場面であっても、

様々な感情が喚起される。(3)従って研究者は、インフオーマントとしての保育者の声を、実

践に近いかたちで引き出すことができる（野口・小田・芦田・門田・鈴木・秋田2005)｡(4)

研究者にとって映像は、保育者と幼児の動き、声のトーン、表情、姿勢などの｢身体的要素｣、

机の配置、幼児の活動の広がり、環境構成などの｢空間的要素｣、活動の時間の流れ、展開

の速さなどの｢時間的要素｣など、保育の実践において不可欠な諸要素を詳細に分析するこ

とができる(野口2007)。

(2)映像実践と幼児研究

映像は、日常的な保育における幼児の言動を子細に示してくれることから、幼児を対象と

した研究、とりわけ幼児の言動の背後に埋め込まれた意味を掘り起こす研究に貢献できる

(e.g.Erickson&Wilsonl982;Walsh,Bakir,Lee,Chung,Chung&Colleagues2007)。つまり

映像は、音、表情、感情など、フィールドノーツヘの言語化が困難な情報の記録が可能とな

るのである。以下では、映像実践と幼児研究について検討する。

①相互行為分析の道具としての映像

石黒(2001)は、保育園の｢朝会｣場面に注目し、新入園児(日本語非母語者)がそこに参加

していく過程を明らかにする。「朝会｣における新入園児をめぐる様々な｢やりとり」の背後に

埋め込まれる社会的意味を拾い出し、解釈を試みる。このような相互行為分析において映像

は、「ビデオ分析」という独立した手法として位置付けられるのではなく、むしろエスノグラ

フィーの道具として位置付けられる。幼児の「やりとり」の背後の意味を解釈するための映

像は、そこに真実が収録されているから有用なのではなく、意味を探り出すための何らかの

「証拠」を記録できるからこそ、有用な道具となると言う。

香曽我部(2009)は、上記の石黒(2001)に依拠し、日常生活における社会的・心理的な現

象に関する情報を直接的に観察し、他者と共有するために、映像を用いた相互行為分析を行

う。日常の遊びの中で幼児が無意識に聞いたり、生み出したりする音の世界に注目し、音が

生み出される要因を明らかにすることで、音の世界に込められた意味について検討する。研

究の結果、①型抜きを作るために砂場をシャベルで深く掘り起こす音、②型に詰め込んだ砂
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をシャベルの背で固める音、③シャベルの横を使って地表の乾いた細かい砂を集める音と

いうように、同じ道具、同じ素材であるにも関わらず、3つの異なる音が生み出されており、

幼児が目的に合わせて道具の用途を最も適したものに変化させていることが、音の違いとな

って現れていることを指摘する。

②幼児の反応を捉えるメディアとしての映像

都築・上田(2009)は、自らの保育を振り返るために、3歳児のトラブル場面を中心にビデ

オカメラで撮影したところ、トラブルの当事者だけでなく、周囲の幼児の言動など、様々な

反応が記録されていたことから、この点に着目し、トラブル場面における周囲の幼児の関わ

りの内容とトラブルに対する認識について分析する。研究の結果、①トラブル場面に対する

3歳児の反応に発達的変化が見られること、②幼児の反応として保育者のかかわり方を真似

する傾向があること、③トラブル当事者の一方を味方にする行為が現れることを明らかにす

る◎

中谷・浅野(1998)は、エプロンシアターにおける演じ手の働きかけや言葉かけが、幼児

のどのような反応を引き出すのかについて、ビデオカメラを用いて分析している。研究の結

果、幼児の興味を惹き付ける要因は、仕掛けの面白さ以上に、演じ手の仕草や表情が関係し

ており、それによって幼児は、登場人物の姿や性格をイメージできること、幼児の内的感情

の高まりを見計らって演じ手が声をかけることで、幼児は登場人物と同化した反応を示すこ

と、幼児の反応は発語ばかりではなく、声のない驚きを示す場合があることを明らかにする。

③幼児研究の可能性としての映像実践

以上のように、映像は、日常の保育の中で、幼児が無意識に行う言動、所作、反応、身体

の技法、資源や道具との間の相互作用、感情、喜怒哀楽、声なき声など、ともすると見過ご

しがちな情報や、研究者がフィールドノーツに記録することが困難な情報の可視化を可能

にすることから、研究者に対して、幼児の行為の意味を解釈するための新たな洞察をもた

らすとともに、従来の相互行為分析の方法論に対する再検討を促すことを提起する(Flewitt

2006)。また、映像は、フィールドノーツなど、研究者による可視化される現象の言語に基

づく記述に比して情報量が大きいため、研究者は、表面的にはやりとりが知覚されないよ

うな場面に対しても、そこに「何かが関わっている」という眼差しで見ることで(石黒2001)、

洞察の拡大と新たな知見の提示をもたらすのである。つまり映像は、人間の思考を媒介する

文字記録とは異なり、瞬時の包括性を備えることから、幼児を対象とした相互行為の微視的

分析を可能にするのであり、これらは、映像実践によってのみ可能であると言えよう。

4．おわりに：子ども社会研究における映像の可能性

以上、保育・幼児教育の分野における映像実践の動向について概観した。本章では、これ

らを踏まえて、保育・幼児教育の分野にとどまらず、子ども社会研究における映像の意義、

可能性、展望について検討する。
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(1)子ども社会研究の可能性としての映像

例えば、日本質的心理学会が発行する『質的心理学研究』(第10号)では、「環境の実在をど

う扱うのか」という特集が組まれており、そこでは人間を含む生き物を取り囲む「環境」の

意味を問い直すような論文が募集されている。これをヒントに、今後の子ども社会研究の一

つとして、子どもが置かれる具体的な環境に注目した研究と、それに対する映像の意義を提

起してみたい。

従来、子どもを対象とする研究の多くは、ともすると子どもの側に目が向けられており、

その子どもが置かれる具体的環境の意味については、必ずしも十分な関心が払われてこなか

ったように思われる。この点を考盧するとき、ギブソンのアフォーダンス論とも繋がるが、

子ども社会研究の可能性の一つとして、その子どもが置かれる具体的な環境に注目し、「そ

の環境とは何か｣｢その環境は、子どもにとってどのような意味があるのか｣｢その環境によ

って子どもの何が営まれるのか」などの点を検討することが考えられよう。その際、映像は、

私達が自明視しがちな環境の側面に注意を払い、言語化することの難しい情報の記録を可能

にすることから、新たな示唆の提示への貢献が期待できるのではないだろうか。

(2)子ども社会研究における表現媒体としての映像

周知の通り、日本子ども社会学会(年次大会)では、様々な研究発表が行われているが、

その多くは、発表要旨収録、当日配付資料、パワーポイントなどを介した言語表現であり、

映像を用いた研究発表(映像表現)については、必ずしも多いわけではない（もちろん、個々

の発表者の中には、パワーポイントの一部に映像を取り入れて発表する場合もある)。他方、

例えば、日本保育学会(年次大会)では、毎年「ビデオ実践研究発表」というセクションが設

けられており、全体の2％がこの形式で発表されているという（斉藤2009)。この点を踏まえ

ると、子ども社会研究における表現媒体は、言語を中心とした発表であることが指摘できよ

う。

斉藤(2009)によれば、従来、確かに多くの学術学会における「正当な｣研究発表の手段は

言語による論文、紙媒体としての雑誌・書籍であるという制約を有してきたけれども、それ

によって、(1)研究者がフィールドで得た洞察の多くが論文化の過程で捨象されてしまう、(2)

映像から導いた結果を言語メディアのみで講評した場合、その研究がもたらす情報は、映像

データが有する特性の一面を言語的に要約したものとなってしまうなど、幾つかの弊害が生

じることを指摘する。つまり表現媒体としての映像は、研究者がフィールドで得た洞察を研

究の成果としてリアルに表現することができるのであり、そのことで子ども社会研究の発展

への貢献もあり得るのではないだろうか。

(3)子ども社会研究における実践者と研究者の架橋としての映像

実践と研究の関係が不可分である以上、実践者と研究者のコラポレーションは重要である。

しかし、実際の教育現場では、実践経験の乏しい研究者が実践経験の豊かな実践者に対して、

一方的に指導･助言するという「転倒した関係｣が再生産され続けている(佐藤1998)。また、

子ども社会研究における有益な研究方法の一つであるエスノグラフイーにおいても、そこで
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の実践者と研究者の関係を見てみると、確かに研究者が行うローカルで個別具体的な事象の

分析を通して、実践者は自明視された現象への意識化が促されるけれども、他方で、研究の

実際は、研究者の興味・関心に即して行われることから、実践者と研究者は、自ずと「研究

(観察)する－される」の関係に傾倒してしまい、そこでは研究者の好奇心にさらされる実践

者と、自らの好奇心に基づいてデータを搾取する研究者の関係が構築されてしまいかねない。

つまり実践者と研究者のコラポレーションは、古くて新しい課題の一つである。

こうした実践者と研究者の｢指導・助言する－される｣｢研究(観察)する－される」の関係

を克服し、両者が相互に専門性を発揮し合う媒体として、映像実践が寄与できないだろうか。

例えば、保育者を例にとれば､｢保育者は優れた映像の批評家でもある」(桁1998）と言われる

ように、保育場面の映像を視聴した保育者は、そこから多様な情報を読み取り、鋭く語るこ

とができる('Ibbin,Hsueh&Karasawa2009)。こうした保育者の声を拾い出し、研究者と実

践者が共に子どもと社会の映像データを分析することで、研究者のみの視点では描出するこ

とのできない事象にアプローチすることができるのではないだろうか。

この点を展望するとき、応用映像人類学の動向がヒントになるように思われる。従来の映

像人類学が研究者の視点で描き出す民族誌映画(EthnographicFilm)の製作に従事してきた

のに対して、応用映像人類学は、研究者と調査対象者の相互議論を通して民族誌映画を製作

することで、調査対象者の世界を広く社会に伝えようとするものであり(Pink2007a2007b)、

研究者と調査対象者の協働行為としての社会調査の再定位を主張したものである。子ども社

会研究としての映像実践もまた、実践者と研究者の関係を問い直し、子ども社会研究の再定

位を可能にすることができるのではないだろうか。
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