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保育実践をフィールドとするエスノグラフィーとは何か

岩田遵子

｜はじめに

編集委員会から「研究情報」の項を担当するように依頼があった。テーマは自由とのこと

であったので、このところ盛んに用いられている研究手法であるエスノグラフィーについて

の研究情報を提供したいと考えた。筆者も、エスノグラフィーを自身の研究方法として用い

ているからである。

研究情報の書き方の一つとして、ある領域における様々な研究動向を網羅的に報告すると

いう書き方がある。しかし、子ども社会研究におけるエスノグラフィーの動向全般を網羅す

ることは、子ども社会研究が学際的であるがゆえにあまりに広汎である。特に、日本では、

1980年代後半からエスノグラフイーについての翻訳書があいついで出版され、その後1990

年代から今日に至るまで、各領域においてそれぞれの発展と展開を見せている。このような

状況の中で、子ども社会研究におけるエスノグラフィー一般についてのアプローチは、もは

やあまり意味を持たないように思われる。つまり、それほど様々な分野で、様々な展開を見

せているということである。そこでここでは、筆者がこれまで主に関わってきた領域である

保育実践を対象とするエスノグラフィ－に限定して考えることにしたい。その方が、網羅的

な動向について述べるよりも、筆者が主体的に関わっているので有効な情報を提供できると

思うからである。

筆者が保育研究においてエスノグラフィーの手法を用いるのは、保育実践における諸問題

を考えるためには、この手法が最も適切だと思うからである。保育実践とは、保育者を含め

た大人の意図的なシステム（その意図を大人が自覚しているにせよいないにせよ）の中に子

どもを囲う営みであり、その営みにおける諸々の問題を考えるには、実践者の視点で、ある
フィールド

いは実践に対して臨床的な視点で考えることが必要であり、それを可能にするのが現場の当

事者の視点で考えることをその特徴としているエスノグラフィーなのである。特に、高度経

済成長期以降、人と人、人とモノとの関係のありようが以前とは大きく異なった現代の高度

な情報社会、消費社会において、子どもたちの遊びを含めた諸行動はもちろん、若い親を含

めた保育者の行動もかつてとは異なってきており、それにともなって保育実践はいろいろな

問題を抱えるようになっている。例えば、かつて市井で近隣の遊び仲間と自分たちで集い遊

んでいた子どもたちが、遊び時間、遊び場所、遊び仲間を喪失することによって自分たちで

群れて遊ぶ姿がほとんど見られなくなっている現在、就学前教育施設においても子どもたち

が自分たちで群れて遊ぶことはできなくなっているのが実情である。それゆえ、保育者には、
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子どもたちが群れて自分たちで場を構成し、「遊び｣(')を展開する活動を自発的に行うための

様々な工夫が求められる。この工夫が､「援助」の主要な役割となるのである。そのような状

況の中で、よりよい保育実践を実現したい保育者の問題を共有するためには、研究者として

保育実践をどのように構想し、どのようなエスノグラフィーを書くべきか、という問題は、

筆者の研究の中心的な課題の一つである。このように、よりよい保育実践の方法を構想する

ことと、エスノグラフィーという研究方法が結びつくと考える筆者の視点から見るとき、保

育研究においてこの十数年の間に盛んになりつつある様々なエスノグラフィーの方法は、保

育実践を捉えるのに適切であるかどうかについては疑問を感じることが少なくない。そこで、

ここでは、保育研究におけるいくつかのエスノグラフィ一を紹介しながら、その意義と問題

点を考えることにしたい。それらのエスノグラフィーについて論じる視点を明らかにしてお

くために、まず、筆者の考える保育実践を捉えるためのエスノグラフィーについて述べ、そ

れに続いて昨今盛んないくつかのエスノグラフィーについて述べることにしたい。

Ⅱ筆者の考え方一保育実践を捉えるために記録すべきこと

幼稚園や保育所などの保育施設における保育実践は、子どもを制度的に囲いこむものであ

る。これらの施設に通うこと、登園や降園の時間、登園してから降園まで居る場所、活動内

容等は、子どもの発意によって自由に決められるわけではなく、大人が決めた制度によって

子どもの行動を枠付け、そこに馴致させているものである。子どもは､大人の決めた場所（ク

ラス）に入れられ、そこで知らない子どもたちと大人の決めたカリキュラムに則った活動に

従事することを強いられる。そこでは、たとえ子どもたちが「自由に」遊んでいるように見

えても、実際には全く自由なのではなく、それらの行動は大人の管理下にあり、大人が願う

子どもの姿に近づくように導かれる。子どもは園の中で園の子どもたちと遊ぶことは認めら

れるが、園の外で犬と遊ぶことは認められていないし、昼食の時間に空腹を感じないからと

いって、ひとりで園庭で砂遊びをすることも原則として認められてない。また、保育者は、

子どもの「遊び」が充実するように、様々な環境構成や関与を行う。子どもが｢遊び」に集中

して取り組んでいれば、それに共感し肯定的に捉えるまなざしや言葉をかけるだろうし、物

を壊したり、泣きわめいたり、諄いや喧嘩が始まれば、それに対しては否定的な行動を起こ

すだろう（止めさせるなど)。

保育者の行動の子どもに与える影響は、このように保育者が子どもに直接的に関与すると

きだけではない。間接的にも影響を与えるのである。筆者の観察では、保育者がある「遊び」

に入る（直接的関与）ことによって、それまで存続が危ぶまれる状態だったその「遊び」のメ

ンバーが｢遊び」に集中し始め、「遊び」が持続するようになるだけでなく、同様の状態だっ

たその近隣の「遊び」も安定するようになる。つまり、保育者の行動は、保育者が直接関与

する「遊び」に影響を与え、その「遊び」が安定することが、近隣の「遊び」メンバーたちに

影響を与えるのである。また、子どもたちは前日と同じ時間帯に同じ保育室に通ってくると

すれば、前日とほぼ同じ物的環境の中に置かれることによって楽しかった状況を仲間と共に

身体的に共同に想起し、これが毎日続くと、「遊び」はある一定の期間同じメンバー、同じ場
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所で続くことになる。つまり、「遊び」はその集団の歴史性を持つのである。このように考え

ると、ある特定の日時に保育施設内で展開される子どもたちの「遊び」は、同じ室内にいる

保育者の動きや他の「遊び｣、またそれまでの「遊び」の歴史性によって規定されており、そ

の「遊び」自体で自己完結的なものでは決してないことが分かる。保育実践とは、このよう

に保育者が子どもたちと関係性を構築しながら、その関係性に規定されつつ新たにそれを生

み出していくことである。

そうだとすれば、保育実践をフィールドとするエスノグラフイーは、以上の視点を入れた

ものである必要がある。つまり、保育施設内で展開されるある日の子どもたちの「遊び」は、

たとえそこに保育者の直接的な関与が見られなくても、保育者がどのように動いているかを

記録する必要があるし、前日までのクラスの「遊び」の状態を記録する必要がある、という

ことである。

lllエスノグラフィ－的発想の保育研究

(1)津守真の「保育を捉える観察｣－実証科学としての心理学からの「転回」

社会学系の研究者たちがエスノグラフィーに関心を持ち始める以前から、保育研究はエス

ノグラフィックな手法に関心が寄せられていた。まだ､日本の質的研究が｢散発的な試み｣(小

田2002)に留まっていた1970年代に、既に津守真は保育の観察に関する一連の論考を発表

している（津守1973a、1973b、1974)。心理学者であった津守は、保育における観察は心理

学的な実証的・客観的な観察とは異なるべきであることを論じて実践し、自身でそれを「観

察研究の転回」と呼んでいる。心理学の研究方法に違和感を感じ、ボルノウやランゲフェル

トらの人間学的現象学による人間理解の方法を保育理解に持ち込もうとした津守(21は、保育

における子どもの姿を客観的な観察法によってとらえた記録と意味的な解釈によって捉え

る記録を比較して次のように言う。タイムサンプリング法などの観察法によって機械的に

分類するような理解は「保育とは関係がないと思う」と言い、このような観察方法は「生き

て、動いている」保育を捉えるのには不適切であると指摘する。保育を「生きて動いたまま

とらえる」ことは、視覚的にとらえた行動だけでなく、「それを通して、その背後にある世界

の中で動いているものをとらえる」ことであり、それこそが｢保育の観察」だと言うのである。

それには、観察者が保育現場に入り、子どもとともに動き、心情を共有することによって得

られる観察記録を取り、子どもの行為を意味的に解釈することが必要だと言う。

津守の「観察研究の転回」は、保育研究における実証主義的な心理学研究法を脱却した質

的研究の意義を示唆し、保育実践をフィールドとするエスノグラフィックな研究を方向づけ

たという点において大きな意義を持っている。特に、実践の当事者の視点で捉えることの必

要性を説いたこと－津守は、観察は「子どもとともに動いた保育体験を前提とする」もの

である、と述べている－は、特に重要である。このことこそ、エスノグラフィーという質

的な研究方法の本質だからである。

けれども、その観察や記録の具体的な手法は、未だ問題点を抱えていた。というのは、保

育実践は、「保育者と多数の子どもたちとが長期間の生活をともにしてつくりあげているも
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の」(津守1974)だと津守自身が述べているにもかかわらず、その手法はそれを捉えうる研究

手法ではないからである。津守の手法は、観察者が保育に参与し子どもと活動を共有し、子

どもの行動の「背後にある世界の中で動いているもの」をとらえ、それを保育後に言語化し、

反省的に考察する（津守1974）というものであり、それによって、子どもの行為の中に大人

にも子どもにもある「人間に共通の根源的な世界」の普遍的な意味を探ろうとするのである。

例えば、子どもにとっての靴の意味を考える場合、自分の子どもや他の子ども（いずれもひ

とりの子どもを対象としている）が靴に関心を持つ様子や、大人の日常生活における靴に関

わる態度（西洋文化や日本文化の両方において）などについて考察しながら、子どもが靴に

対して特に関心を持つのは、靴がその人格を象徴するような役割を持ち、また社会の規制と

結びついているがゆえではないか、と解釈するのである（津守1973b)。

この手法の問題点の第一は､保育における子どもの姿を､保育者の関与からは独立したく子

どもの世界〉の表れだと見てしまっていることである。津守は、保育という場における子ど

もの行動を考察することを、〈子どもの世界>一般を探ることと同一視しており、津守にとっ

て、保育という場は子どもに出会う場のひとつに過ぎないのである。これは、津守が、大人

の世界からは切り離されたく子どもの世界>一般があるという心理学的な前提に、無自覚の

うちに立ってしまっていることの表れである。しかし、津守自身が述べているように、保育

実践は子どもと保育者の関わり合いの集積だとするならば、そこにおいて見られる子どもの

姿は、その結果として生み出されているものであり、保育者(大人）の関与から切り離され

たく子どもの世界〉の表現なのではない。そこには、既に保育者の何らかの関与があるので

ある。それゆえ、保育者の関与のあり方によっては、全く子どもの姿が異なることもありう

る。子どもたちが群れを形成して安定して遊ぶ姿が多く見られる園がある一方で、子どもた

ちがあまり群れを形成せずに遊びが移ろってしまう園もあるのはそれゆえである。

第二は、保育実践と研究を区別していることである。津守によれば、実践は、〈子どもの

世界>の根源的世界があらわにされるものであり､観察研究は考察を重ねることによってく子

どもの世界〉の根源的世界を追求するものであるという。そして、研究によって、次の実践

における子どもの見方をつくるのだと言っている（津守1974)｡<子どもの世界〉を追求する

ための観察対象は、既に保育者(大人）の何らかの関与によって現象している姿であるにも

関わらず、津守にはその自覚がないのである。

第三は、津守自身が、保育実践は「保育者と複数の子どもたち」とによる関わり合いの集

積だと考えているにも関わらず、観察事例が個人（津守の観察事例は、いずれも、ひとりの

子どもの行為である）を対象としていることである。ここには、子ども一人ひとりを自己完

結的にとらえ、その集合態が子ども集団だという心理学的前提がある。

第四は、観察事象の範囲決定を、観察者の感性に委ねてしまっていることである。津守は、

観察によって捉える事象とは、子どもの行動の中にある「生きた感動とそれを支える根源的

事実」であり、それは観察者の中に「感動を呼び起こ」すものなだと言っている。そして「感

動」するためには、観察者がその「ｲⅢ値基準や概念的枠組み」を意志的に取り去る必要があり、

それを取り去れないと感動することができない、と言っている。つまり、観察し考察すべき

事象とは、自身の「価値基準」を取り除くことができる観察者が｢感動」する子どもの行動だ
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ということである。

しかし、この手法は大きな問題を孕んでいる。というのは、「感動する」というのは、観察

者の主観に依存する部分が大きいし、また、観察者がある一定の枠組みを全く持たなかった

ら、解釈を行うことはできないのであって、そうだとすれば、保育実践をとらえるとは、ど

のような価値基準や枠組みで観察するべきか、が述べられなければならないはずであるのに

述べられておらず、観察の方法やその解釈についての反省的省察が見られないからである。

津守自身が行っている解釈は現象学による部分が大きいが、上述の文言をそのまま受け取れ

ば、観察と解釈は研究者の窓意性に委ねられてしまう危険性が高い。

以上のような手法が示すのは、津守が、保育実践を捉えるには心理学的な見方を脱する必

要があると実感したにもかかわらず､〈子どもの世界>一般を想定し、個を対象とするという

心理学的な枠組みを脱却しきれてはいない一方で、そこに対象とは無媒介に、「感動」という

主観主義的な側面を持ち込んでいるということである。ここには、〈子ども世界>一般を読む

という津守独自の保育の形而上学があるのだが、そうであるがゆえに保育現場に対するエス

ノグラフィーの方法的自覚が無くなるのである。

(2)津守に続く工スノグラフィー

児童研究は、もともと心理学や優生学などの科学から始まっているので、保育研究者は必

然的に心理学の研究者が多い。それゆえ心理学者であった津守のこのような一連の研究は、

保育界には少なからぬ影響力を持っていた。1980年代には、保育者や子どもの行為をある尺

度によって測定し数量化するような実証主義的・客観的な保育研究も多く見られた一方で、

実際に現場に入って参与観察を行い、それを事例として言語化し、質的に解釈しようとする

研究が少しずつではあるが見られるようになってきた。

しかし、子どもの活動のどのような場面をどのように切り取って記録するか、どのように

考察するか、という観察の仕方や記録の書き方、考察の視点は、明確ではなかった。多くは、

観察者の気づきや何らかの意味で心を動かされた場面を切り取り、それを言語化して考察す

るものであり、現象学などの特定の理論によって考察することを自覚的に行う（榎沢1998、

箕輪2006など）ものもあれば、単に津守の方法の表面的な模倣に留まるがゆえに、発達心

理学的な考察を行うものや、研究者個人の窓意的な解釈にとどまっているものも少なからず

あった。それゆえ、研究者の切り取った場面についての多様な解釈が可能であるという「羅

生門問題」も指摘されてきた（宮内2004、麻生2009)。これらは、いずれも保育中の子ども

の活動に自覚的か無自覚的かにかかわらず参与しながら観察を行っていること、切り取る場

面は観察者の主観に委ねられていること、観察対象が個としての子ども（あるいは保育者と

ひとりの子ども）であること、(保育の場と日常とを特に区別せずに)<子どもの世界>一般を

追求している、という点では、津守の方法を踏襲していると言えるだろう。この傾向は、津

守の「転回」以降、保育研究においては依然として根強く、現在でも少なくない（野尻2000、

鯨岡2005、横井2006など）

しかし、1990年代後半から保育研究におけるエスノグラフィックな研究は、それまでと

は異なる様相を呈し始める。1980年代から2000年代にかけて、各学問領域において質的研
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究への関心が高まり（小田は80年代～90年代前半を質的研究の「皮切り」の段階、90年代中

盤から2000年代を「本格化」の段階と位置づけている）、心理学や教育社会学においてエス

ノグラフィーが導入されるようになる。このうち、心理学におけるエスノグラフィーが、保

育研究に持ち込まれることによって、それまでとは異なる新しい傾向のエスノグラフィーが

登場する。

l11心理学による保育研究のエスノグラフィ一

フィールド

(1)現場心理学

保育研究の領域に特に影響を与えたのは、心理学において展開された質的研究である。保

育研究は心理学研究者によって行われるものが多く、その時代に盛んな心理学の研究手法を

そのまま援用する研究が少なくない（その傾向は現在でも依然として強い)。それゆえ、様々

な学問領域においてと同様に心理学においても質的研究への関心が高まり、質的な研究が展

開されれば、それが保育研究に導入されるのは必然的な流れであった。

もともと自然科学を標傍し、実験室で客観性を追求する学問であった伝統的心理学が人々

の日常の具体的な実践を捉えられていないことに疑問を持つ研究者らによって、心理学にお

ける質的研究に関連する論考が発表されるようになるのは、1990年頃である。日本心理学

会や教育心理学会においてフィールドワークに関するワークショップが開催され、2000年

代前半には『質的心理学研究』が創刊されている。心理学者やまだようこは、ある特定の文
フ ィールド

化(西欧の文化など）や現場で作られたモデルやカテゴリーを普遍的な基準として、それに
フィールド

よって人の行動を測ってきた伝統的な心理学の方法は、具体的な現場に「根」を持たないの
フィールド フィールド

で､日常の人々の行動を捉えられないと批判して、「現場心理学」を提唱する。「現場心理学」
フ ィールド フィールド

とは、まず「日常生活のローカルな現場を研究の土台として、その現場から問題や方法を

立ち上げてモデルをつくり、多くの場や文化において共有できるように一般化することをめ

ざ」すものだという（やまだ1986,2002)。

この現場心理学アプローチによる保育研究の方法は、津守が、保育実践を捉えることにお

ける心理学的な実証的研究法の限界を指摘し、質的研究の方向を示唆しながらも、その方

法論について未だ模索中であった保育研究には、強いインパクトを与えたと思われる。心

理学研究者が現場を質的に捉えることを指向し始めたのと同時期に、無藤は『子ども社会研
フィール ド

究』誌上に現場心理学と同じ手法による論文を発表し（無藤1996)、その後｢保育実践フィ

ールド心理学｣(3)を提唱している（無藤・倉持2009)。「保育実践フィールド心理学」は、保育

実践の場をフィールドとするものであり、「保育実践をフィールド心理学という研究スタイ

ルで検討する」(無藤・倉持2009)ものだという。そして、保育実践の中で子どもをとらえ

るには、就学前施設における子どもを取り巻く物的人的な環境や、仲間との関わりなど､「状

況性や関係性を検討することは不可欠」であり、子どもはそのような状況性・関係性に適応

しつつ自らも状況性や環境性を変えていく存在であることを把握することが重要だと言って
フィールド

いる（無藤・倉持2009)。この文言から読み取る限り、保育研究における現場心理学の手法
フィールド

は、保育実践を現場とするフィールドワークを行うことによってえられた観察記録をもと
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に考察する研究だと捉えられるだろう。実際、この手法による研究はどれも、保育における

子どもの活動の観察記録を分析し考察することによって行われている（増田・秋田2002、柴

山2006など)。
フィールド

しかし、筆者の視点から見るとき、このような保育実践を現場としてそこから問題を立
フィールド

ち上げることを調い上げるこの手法は、その細い文句を裏切って、保育実践を現場として

は捉えきれてはいない。
フ ィ ー ル ド

それは第一に、「現場心理学」は、子どもの「遊び」を保育以外の場面（ストリートプレイ

などの市井における遊び）と同様に扱い、子どもたちのみで成立する活動として扱っている
フィー ルド

ことである。「現場心理学」は、ある幼稚園の子どもの「遊び」の特定場面（｢遊び」の仲間入

り場面や、「遊び」の中で同じ物を持つ場面､「遊び」場を共有する場面、「役」決める場面）の

観察事例を数多く集め、そこに共通の「法則性」を見出そうとする。例えば､「遊び」場を共

有する場面についての研究では、ある特定の幼稚園における4，5歳児の積み木遊びや巧技

台の「遊び」において場がどのように共有されていくかを観察事例として多数抽出し、そこ

において「子どもが作った場においては、その場の使い方は場を作った／先に場にいた子ど

もによって優先的に決定される」(無藤・砂上2002)などの「原則」があると言い、保育にお

ける「遊び」は「無秩序なものではなく」｢他児と一緒に遊ぶためには何らかの原則があり」、

それはr身体の動きとして実践される」「身体知」なのだと言って、「原則」を一般化している。

この研究の背景には、〈子どもの遊び世界>一般が大人から切り離された対象世界として存

在しており、そこにはある法則がある、という前提がある。ここであげられている法則には、

どこにも保育者の関与について触れられていないが、それは、子どもの「遊び」が、保育者

の関与とは無関係にそれ自体自己完結的に展開すると考えており、いわばストリートプレイ

と同様に扱っているのである。

しかし、先述したように、保育実践における子どもの「遊び」は、保育者の何らかの関与

によって成立していることからずれば、場の共有の仕方についての「原則」も例外ではない。

砂場の事例（無藤．砂上2002)をよく読むと、保育者が｢原則」に関わる言動を行っており(4)、

この「原則」が、その園の保育者との相互作用の過程で構成されていることが窺える。「遊び」

の世界における「原則」は、保育者の関与の結果として表れているものであって、どこの園

のどのような「遊び」でも見られる「原則」ではないのである。例えば、ある園では送迎バス

を使用しているが、後に到着するバスの子どもたちは常に先に到着して場を作って遊んでい

る子どもたちの場の使い方に常に従っているかと言えばそうではない。保育者の日頃の関与

のありようによっては、バスの到着時間に関わらず、子どもたち同士で場の使い方を決めて

いく例もあるのである（小川・中山2011)。
フ ィールド

このように、現場心理学は、保育実践における「遊び」を含めた活動が本来保育者の何ら

かの関与なくしては成立し得ないにも関わらず、子どもの活動を自己完結的にとらえている
フィールド

● ●

(柴坂・倉持2003もその一例)。現場心理学による保育研究が、津守と同様に保育実践研究

とは異なるものとして位置づけられているのはそれゆえである。保育実践研究は「実践の有

効性を高めていくことが目的」であり「現実の変革をめざ」して保育者がよりよい保育を行

うための「具体的な議論が求められる」のに対して、保育実践フィールド心理学では、「保育
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実践の場で生じる現象について、なんらかの法則定立（モデル）などの論を提示することが

目的となる」と言うのである（倉持2009)。
フ ィ ー ル ド

第二に、心理学の他の研究と同様に、現場心理学も個人を対象としていることである。

フィールド心理学は、「個人を主体性をもった存在として、個人を個人が生活する文脈と切

り離さずにとらえ｣、「その個人の状況性や関係性を含めて、個人の存在のありようを探」り、
● ● ●

｢その個人にとって重要な問題を見出していこうとする」もの（倉持2009、傍点引用者）だと

いう文言から分かるように、個人が強調されている。しかし、フィールドとしての保育現場

は、集団としての現象であり、そこに個人としての行動パターンを追跡できるとしても、集

団という状況性から特定の個人を抽出できる理由について、研究者が明確に論じているもの

は決して多くない。仮に理由づけがあったとしても、多くの理由が研究者の関心上の理由で

あることが多い。しかし、フィールド（現場）という以上、状況性から個人に関心を特化す

ることは窓意的にはできないはずである。

(2)実践研究一アクションリサーチ

ここ十数年の間に、教育や保育に関する研究において「実践研究」という言葉が用いられ

ることが多くなり(5)、いくつかの学会誌においては、自由論文とは別に「実践研究」の項目

を設ける学会もある。この場合の「実践研究」は、実践の当事者が自身の実践について行う

研究を指している場合や、研究を行う者が研究者であるか実践当事者であるかを問わず、保

育．教育実践を対象として行う場合を指すなど様々であり、実践について書かれた論文のう

ち論証性の低いものを「実践研究」としている場合すらある。それは、第一に、研究者が実

践者(保育実践当事者）の課題性をどこまで共有できるか、それを課題として保育現場をど

う設定し、どのように記録し、そこから相互主観性をどう構築するか、といった方法論が欠

落しているからである。そして、第二に、自然科学系の論理実証性こそ学問（自然科学）の

証であり、それに対して実践は規範性への意図的試みであるがゆえに科学とはなりえないと

いう学問観があるからである。このような考え方があるがゆえに、実証性を重んじる対自的

客観主義は実践に対しては役に立たず、実証的な学問が現実の具体的な問題解決に向かって

いないと言われ続けてきたのである。その結果、実践的関心を持つ人は、心理学の場合は、

実験心理学系よりも臨床心理学（カウンセリング）に関心を持つようになったことは周知の

通りである。
フ ィールド

心理学が、実践を現場とする現場心理学研究と実践研究を区別するのも、同じ理由であ

る。心理学におけるよりよい実践への変革をめざす実践研究は、社会心理学者レヴィンが提

起した「アクションリサーチ」という用語で区別されている。アクションリサーチは「実践

の場で起こる問題、実践から提示された問題を分析して探求し、そこから導かれた仮説にも

とづき次の実践を意図的に計画実施も含めて評価していく研究方法｣(秋田・市川2001)であ

り、研究者が実践上の問題意識を引き受けるかたちで実践現場を構成している人と共に、ま

たその人たちのために行う研究であって、研究者が実践を対象として分析・考察し、論文を

産出するものとは異なるとされている（秋田2005)｡

このようなアクションリサーチが保育研究として行われた研究は、保育実践を捉えること
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に成功しているかと言えば、残念ながらそうではない。

保育研究におけるアクシヨンリサーチ（秋田他1995、福田他2000、村上2009など）は、

ある共通した特徴を持っている。第一に、いずれも、環境と保育者の動きや子どもの動きの

関係性がテーマとなり、環境を変えることによって保育者や子どもの動きがどのように変化

するか、を考察していること、第二に、そこで扱われている環境概念が、人的環境とは切り

離された物的な環境でしかないということである(6)。

保育研究におけるアクションリサーチが環境を主題としているのは、「教育要領」や「保育

指針」において、保育実践における「環境」の重要性が述べられているからである。しかし、

ここで注意すべきことは、保育実践における「環境」とは、物的な環境と人的な環境が相互

に関係し合うことによって構成される有機的な場のことであって、両者は切り離して考える

ことはできないということである。物的な環境は、その中で保育者がある振る舞いをするこ

とによって、ある意味を帯びた「環境」となるのである。例えば、保育室の片隅に製作道具

が入った棚が置かれ、その側に製作机が置かれ、椅子が並べられても、それだけでは子ども

の中に活動への動機を形成するような魅力のある場とはなりえない。そこに保育者が座り、

何かを楽しそうにつくる動きをすることによって初めて、子どもがそこで自分も何かを作り

たいと思うような魅力ある場となるのであり、さらに、そこに数人の子どもたちが惹かれて

保育者と同じ動きをするようになると、保育室全体が温かい雰囲気に包まれた場として子ど

もに意味を持つようになるのである（小川2010)。

このように、物的な環境と保育者が相互に規定し合いながら一つの有機的な場として構成

されるのが保育実践なのであるとすれば、保育実践における「環境」を主題とするアクショ

ンリサーチは、自らも環境要因となる保育者が｢環境」をどのように変革するか、という実

践課題と結びつけて「環境」を分析する必要があるし、保育者と幼児の活動の展開過程にお

ける「環境」というファクターを考察する必要がある。例えば、幼児が｢作る」活動に集中す

るには、保育者を含めた場の構成(道具や机の配置と保育者の居る位置、またそれらと幼児

の動きの関係）をどう考えればよいか、という問題が考察される必要があるのである。しか

し、心理学系のアクションリサーチは、決してそうなっておらず、物的環境が子どもの行動

パターンにどのように直接影響を与えるか、という分析になってしまっている（秋田他1995、

福田他2000、村上他2009)のである。これらの研究が扱っている環境は、保育実践におけ

る「環境」とは言えないので､保育実践を考える研究とはなりえていないと言わざるをえない。

IV教育社会学のエスノグラフイ一

教育実践を捉えるための研究方法としてエスノグラフィーに着目した学問として、もうひ

とつ注目すべきは、教育社会学である。先述のように教育社会学も、1990年代後半からエ

スノグラフィーを導入し始め、教育実践に関する研究におけるエスノグラフィ一の手法の可

能性について活発に議論が行われている。

教育社会学は教育制度やその集団社会を対象とするので、そのエスノグラフィーは心理学

のような個人を対象としたエスノグラフィ一とは異なっている。それゆえ、その点では、保
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育施設で集団で行われる保育実践を捉える可能性を持つはずである。しかし、90年代後半

における保育研究には、教育社会学系のエスノグラフイ一の影響はほとんど見られず、唯一

あるのは結城恵によるエスノグラフィー(結城1998a,1998b)である。結城の研究は、日本の

保育における集団教育のシステムの内実を暴こうとしているが、その手法は保育実践をフィ

ールドとして十全に捉えているとは言えない。というのは保育実践とは、保育者がその教育

的意図を何らかの形(環境構成や身体的・言語的行為）で表現し、その表現と子どもとの間

の相互応答によって展開されるものであるにもかかわらず、結城が描いているのは、保育者

の言語行為のみでしかなく、保育者の持つ教育的意図や保育者の表現に対する子どもの具体

的な姿は描かれていないからである。
●●●

保育者は一人ひとりの子どもの主体性を大切にする、という教育的意図を役割上持ってい

る。この意図は、特定の保育者個人が持つか否か、ではなく、教育要領にそのように言かれ

ている以上、保育者が役割上持たねばならないものであり、それは当然の前提とされること

である。それゆえ、逸脱した子どもを名指すことなく「けじめがつかないお友だちがいる」

と言って遠回しに注意することは、一人ひとりを大事にするという意図による逸脱児に対す

る配慮かもしれないのである。それにもかかわらず、結城は、そのような教育的意図を全く

無視している。つまり、｢保育者」という言葉を使用する以上当然の前提となることを、捨象

してしまっているのである。

また、結城が観察によって収集したデータは、その9割が教師が幼児を集団行動の場面

(一斉活動場面など）で規範性に則って操作するために有効な言語行為の記録であり、これ

に対する子ども一人ひとり具体的な姿のエスノグラフィ－はほとんどない。結城は、ある幼

稚園の教師の言語行為を収集して分析し、教師が言語行動によって規定する「目に見える集

団」と「目に見えない集団」を作り出し、子どもたちは、教師のこの言葉によって創り出さ

れる「重層的な集団関係のなかでの経験を積み重ねることにより、自分と集団との関係を読

み取り、『自発的に』集団活動で求められる行動に同調するように方向付けられて行く」(結城

1998a)という。しかし、子どもたちが「『自発的に』集団行動で求められる行動に同調する」

姿あるいは求められる行動から逸脱する姿の具体的なエスノグラフイーは無い。それゆえ、

教師の言語行為がそのような方向性を持っていたとしても、実際に逸脱していた子どもたち

が「同調」するようになったのかどうかは分からないし、仮に「同調」していったのだとして

も、その過程は不明のままである。

確かに教師の言語行為には、教師が自覚的にせよ無自覚的にせよ持っている教育的意図が

表れて、何らかの形で子どもに作用し、それを契機として子どもたちが変容することもある

だろう。しかし、その作用は教育的意図の通りとは限らず、その意図とは異なる方向性を生

み出すことも少なくない。それは第一に、言語行為に表れるメッセージが教師の意図性とは

ズレることによって、第二に、仮に教師の行為が教師の意図性を忠実に表していたとして

も、子どもたち自身が「自己創出」（ルーマン）することによってである。つまり、保育実践は、

教育的意図と教師の行為、それに対する子どもたちの表現によって展開する全体なのであっ

て、その一部のみを窓意的に切り取ることはできないのである。
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フィールド

以上見てきたような保育現場をフィールドとする二つのエスノグラフィー、つまり現場

心理学のエスノグラフイーと教育社会学のエスノグラフィーに共通するのは、いずれも保育

現場を単なる所与としての自然現象として、客観主義的に捉えていることである。しかし、

筆者は、保育現場をエスノグラフィーの対象とすることは、保育現場を単なる自然現象を捉

えるのと同じような方法で捉えることを意味していないと考える。なぜなら、保育現場自体

が社会構成的に生まれたものであって、それは、近代社会のシステムの一部であり、保育者

の役割行動も個人差があると言っても、そこで生起する現象は制度の中の役割行使者であり、

プログラムも時間的規定もあり、その制約の中での現象だからである。保育は、時間的制約

や空間的規定性を前提として成立しており、幼児はそのような規定性の中で遊んでいるので

ある。この意味で､保育における「遊び｣は､ストリートプレイとは本質的に異なるものである。

もちろん、そこにはルーマンが言うように、日本という文化圏の中での「潜在的カリキュ

ラム」が通底しているであろう。例えば、仮に子ども一人ひとりを大事にするという教育的

意図に保育者が規定されているとしても、日本的な集団主義というような「潜在的カリキュ

ラム」が紛れ込むことはある。したがって、こういう規定性が、エスノグラフィーには反映

されなければならない。そういう背景を無視して、研究者が保育実践のある部分を窓意的に

切り取った事例から、保育者や子ども、あるいは保育現象の一般性（法則性）を引き出すと

いうやり方は悪しき実証主義であり、仮にそこから法則性が引き出せると言っても、その法

則性は、自然科学者からも“眉唾もの”と一蹴されるだけである。

V保育実践をフィールドとするエスノグラフィ－とは何か

一社会構築主義的な視点の重要性

その点で、社会構築主義の視点は注目に値する。近代社会制度は、社会構築主義的に言え

ば、バーガーやルックマンが言うように言語構成的に構築されたものの物象化にすぎない

(バーガー＆ルックマン1977)。したがって､幼稚園や保育所という近代社会制度（システム）

は、ある一定の機能をもち、それを担う役割が設定され、機能を遂行する組織と場所が確定

され、役割を付与された人間によって一定の企てが時間的・空間的なルールによって遂行さ

れる。施設の大きさ、設備・備品の種類、そこに配置される人の役割と数や、そこで展開さ

れる活動内容やそのねらいは、国の基準によって（例えば教育要領や保育指針によって）決

められている。そして、そこで行われる活動は長期的、短期的時間の流れの中で組み立てら

れるべきものとして公的に規定されている。｢保育者」とは、これらの活動のねらい（教育的

意図）を達成することができるように考えながら活動を組み立て、実現する役割を担う者を

指すのである。例えば、保育者は室内の物的な環境とそこにおける自身の振る舞い方を構成

する。そのような構成された環境全体が、活動の組み立てに大きく関わるからである。とい

うのは、教育要領や保育指針に書かれている活動のねらい、内容、内容の取り扱いを実現す

るために、幼児が｢遊び」活動の中で、他の幼児と関わりを深めたり、モノと関わるような

活動を充実させていくことが幼児自身の主体的な活動として進められる必要があり、そのた

めには、環境全体を構成する必要があるからである（言語的指示では幼児の主体的な活動と
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して保障はされない)。言い換えれば、自身の動きを含めた環境構成は、保育者の教育的意

図の表れなのである。

子どもは、このように規定された制度の中に投入され､「園児」として振る舞うように統制

される。保育者の振る舞いを含めて構成された室内環境は、子どもの動きを潜在的に統制す

ることになるので、子どもたちの振る舞いは、保育者の動きを含めた保育室内の環境構成に

規定されることになる（例えば、保育室内にいくつかのコーナーを設定し、保育者があるコ

ーナーで部屋全体を傭剛する場所に坐るのは、子どもたちが室内のそれぞれのコーナーに

群れて遊ぶようにするためである）(7)。それが、園児として振る舞うことだからである。こ

のように「園児」としてふるまうことを通して、子どもたちは就学前教育システムにおける

諸カリキュラム（潜在的カリキュラム）によって「社会化」（ルーマン）されていくのである。

保育実践とは、このような過程の全体のことである。

そうだとすれば、以上のようなシステムによって展開される現象をフィールドととらえて、

記録する必要がある。フィールドは、そうした現象を無視して窓意的に研究者の関心の範囲

だけで定めるべきではない。そして、その解釈には、上述のような背景が考慮されなければ

ならない旧io例えば、保育施設の室内において展開されるある特定の「遊び」のエスノグラ

フィーを書くには、その「遊び」を展開している子どもたちの行動のみだけでなく、少なく

ともその保育室内の環境図、保育者の動き、室内で展開する他の遊びの状況、をそれに含め

ることが必要となる。また、その解釈には、保育者の教育的意図が保育者の動きやそれを含

めた環境構成にどのように現象として表れているかを考察することが必要である。

例えば、松永は、ある園での子どもたちの室内「遊び」の様子全体を、環境図と保育者の

動きとともに記述し、子どもたちの「遊び」の多くが場所の移動が激しく、落ち着いて一つ

の「遊び」に集中している子どもたちがほとんどいない様子を書き、密度のある人間関係が

育っていないと思われる状況にあること、またこの園の保育者が、子ども一人ひとりを理解

し受け止めるという役割上の意図を強く持っているにも関わらず、その意図と保育者の動き

はその教育意図を実現することにはなっておらず、その結果、子ども一人ひとりが保育者に

は理解されているという感覚を持ちにくい状態になっていることを明らかにしている（松永

2005)。

このように保育者の意図性と、その意図の表現(保育者のふるまいを含めた環境構成)、

それに応答する子ども集団の状況（｢遊び」の展開のされ方、他の「遊び」との関連）とその

集積が記述され解釈されることによって初めて、保育実践を十全に捉えうるのであり、それ

が保育実践をフィールドとするエスノグラフィーなのだと考える。

VIおわりに

このようなエスノグラフィ－は、保育者の意図性とその表現、及びそれに応答する子ども

たちの活動を含むので、保育実践当事者の課題とつながる可能性が高く、研究者が保育実践

当事者の課題を共有し、実践をよりよくする方向性を追求する研究（つまりアクションリサ

ーチ）の可能性を秘めている。先に取り上げた松永の研究の場合、そのエスノグラフィーに
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おいて保育者の教育的意図が具体的にどのようにズレているかを明らかにしている。それは

裏を返せば、その保育実践をよりよくするためにはどうすればよいか(環境の再構成、保育

者の動き）の課題性を示唆しているのである。

本来、文化人類学の研究手法であるエスノグラフィーは、その文化の実践の現場を内側か

ら理解するための方法だと言われている。しかし、保育研究の場合、エスノグラファーであ
フィールド

る研究者は、本来その文化の中で生きる存在ではないがゆえに、保育実践という現場の内

側の視点を共有するためには、上述の松永のエスノグラフィ一のように、内側で生きる者が

無自覚のうちに前提として共有している構成された概念（｢保育者｣｢遊び」など）を、視点と

して自覚的に持つことが必要となるのである。残念ながらこのような保育実践のエスノグラ

フィーは、まだあまり見られない。保育現場をフィールドとする研究論文は多いが、環境図

すら記されていないものが多いのである。今後の動向に期待したい。

汪

(1)この‘遊び,という用語を括弧(｢｣)で括っているのは、保育におけるそれは、保育者の何らかの関与

によって成立しているからであり、後述するようにストリートプレイのような|上l然発生的な現象と

は異なるからである（以下同様）

(2)よく知られているように、津守は、「観察研究の転回」の後に、現象学的な子ども理解に関する著作

を続けて発表している（津守1980,1987)。
フィールド

(3)やまだが､「現場心理学」と記すのに対して、無藤らは「フィールド心理学」と記しているが、著書
フィールド

の内容から見る限り、基本的な考え方は「現場心理学｣(やまだ）と同じと判断されるので、ここで

は両者を区別しないで用いることにする。

(4)ある子ども(T)が作った遊び場に、他の子ども(Y2)が黙って入ると、保育者は「そこTくんが作

ったところなんだよ」と言い、それによって後から入った子ども(Y2)はその場を出る場面の記述

がある。

(5)保育研究においては、実践と研究の関係についての議論は、1990年代から活発に行われていた(森

上1993、戸田1994､師岡1994,榎沢1995、秋山1995)など

(6)なお、心理学系ではないが、河邉(2006)や原(2006)なども、人的環境を捨象して物的環境と子ど

もの直接的な関係を主題としている

(7)小川(2010)は、保育者が製作コーナーに壁を背にして坐ることが、子どもから見れば自分を見守

られているという感覚を生み出し、「遊び｣が安定する、と述べている

(8)それゆえ、菊池(2007)が指摘するように、石黒(2001)の研究における幼稚園における「朝会｣場面

は単に繰り返しほぼ毎日行われる活動場面であるがゆえに、長期観察の中で変化するものと変化し

ないものを観察する上で適している、というような場面選択は研究者の窓意的な場面選択であり、

幼稚園における「朝会｣場面が構成された場面であることを考慮していないと言わざるをえない。
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