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子どもの「経験」を調査すること
―インド、「ストリートチルドレン」を対象とした教育支援のフィールドワークを通して―

（針塚瑞樹）

１．はじめに

　今日では世界中のほとんどの国や地域において、子どもが組織的な教育を受

けることの必要性は自明視されている。多くの教育関係者の間で、教育は社会

に対して何らかのポジティブな貢献をしているという機能主義の考え方と、そ

の立場を前提として経済的な面に焦点を絞り、教育のもたらす便益を理論化し

た人的資本論が共有されている（中澤 2018、pp.4-5）。

　他方、教育社会学、教育哲学を中心とした教育学は、教育のシステムが人間

を「自律した主体」とみなす人間観のみを普及していくことに疑問を呈す議論

を蓄積してきた（田中 2002、田中 2009、下司 2015）。特に、近代的権力のさ

まざまな形態が、主体―発達する子ども―を作り出していく過程に関心を寄せ

たのはフーコー（1926-1984）である。

　フーコーの主たる関心は、「主体の哲学」とでも呼ばれるものであり、主体

をあらゆる知とあらゆる意味の基盤として特権化する、支配的な近代的思考方

法を問題としてみることを意味している。フーコーにとって主体は言説がつく

られる基礎であり、同時に人間を主体へとつくりかえる客体化への様式でも

ある（ボール 2011、pp.16-17）。近代教育のおもな営みは主体化であり、個人

利益のためであれ、国家利益のためであれ、有用化である（田中 2009、p.18）

とすると、近代教育を通じて教育の対象化と同時に進行する自律の主体化とい

うこのプロセスを個人はいかなるものとして経験しているのだろうか。

子どもの「経験」を調査すること

―インド、「ストリートチルドレン」を対象とした

教育支援のフィールドワークを通して―

針　塚　瑞　樹

（はりづか・みずき　別府大学）



34

子ども社会研究 27 号　特集１ 子ども社会をフィールドワークする

　そこで、本稿では自律の主体化の観点から、子どもが教育を受けるという経

験について考察を行うことを通じて、子どもの「経験」を調査する方法として

のフィールドワークについて論じる。情報化やグローバル化の深化という現代

的な条件のもと、主体形成に向けられる教育の権力作用を子どもがいかなるも

のとして経験するのかについて、国や地域、階層、ジェンダーなど、子どもの

生活世界の文脈をとらえながら当事者の視点から明らかにする方法としての

フィールドワークの特徴を考えてみたい。

　具体的には、ポストコロニアル状況(1)にありながらグローバル化が進行する

インド都市部という文脈において、「ストリートチルドレン」とよばれる子ど

もが NGO による組織的な教育の働きかけの対象となることで、自律という主

体形成を期待される「経験」をとりあげ考察する。1980 年代から国際機関や

NGO の活動において使用されている「ストリートチルドレン」(2)という呼び方

は、家庭や学校に属する子ども期から逸脱した子どもという意味を暗に含んで

いる。しかし同時に、学校に通わずにストリートにいる子どもたちの存在は、

インド都市部の生活世界ではめずらしくはない。

　インドは、1990 年代以降すべての子どもへの基礎教育の完全普及を目指す

政策制定と、2000 年代以降の高等教育分野におけるプライバタイゼーション

の進行による急速な大学数と就学者数の拡大を受け、教育に対する関心が社会

のあらゆる階層の人々の間で高まっている。また、長い植民地支配の間に近代

教育制度を導入したインドでは、独立後に学校教育が大衆化する以前から近代

学校教育批判につながる多くの教育思想や実践も生み出してきた（押川 2016、

p.4）(3)。

　最初に、フィールドである NGO「子どもの家（仮名）」(4)が行うストリート

の子ども対象の教育実践を調査するなかで、筆者にとって矛盾しているように

感じられた NGO のソーシャルワーカーの子どもに対する対応が、フィールド

ワークを継続するにつれて道理のあることとして理解できるようになったプロ

セスについて説明する。権利主体としての子どもという理念に基づく教育は、

ソーシャルワーカーとストリートの子どもが関係を構築することで達成され

る、子どもの自律の主体化のプロセスと理解できる。また、教育活動に参加す

る子どもがストリートにとどまる理由を、これまでフィールドワークで得られ
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た語りを通じて明らかにできなかったことについて、子どもの生活世界におけ

る「教育を信じる」という言説に着目して考察してみたい。

　つぎに、若者となった調査協力者の子ども時代の語りを通して「子どもの経

験」について考察する。ストリートの子どもは教育を受ける経験を通して、自

分の子ども期とは異なる「子ども時代」について知ることで、自らの「子ども

時代」を相対化するようになる。そのことは、子どもに関わるソーシャルワー

カーや研究者が意図したわけではない。しかし、教育を受けた個人にとっては、

あるべき「子ども時代」を得られなかったという喪失の物語として表現される

ことがある。

　最後に、フィールドワークを通した子どもと調査者との関係について検討

する。教育による自律の主体化という主体形成において、NGO の教育実践の

フィールドワークを通した調査者の関わりは調査協力者に何をもたらしたの

か、長期的なフィールドワークを通した関係の変化も含めて考察し、調査者を

も子どもの経験に影響をもつアクターとして記述することの必要性について述

べる。

２．教育の対象化・自律の主体化という子どもの「経験」

2.1「権利行使主体としての子ども」を対象とした教育実践

　1947 年の独立後インドにおいても、子どもが学校に通わずに労働すること

は日常の風景であった。そして、この状況はすべての子どもが近所で教育を

受けることを定めた 2009 年「無償の義務教育に関する子どもの権利法（The 

Right of Children to Free and Compulsory Education Act 2009、以下 RTE 法）」

制定後の今日でも続いている。RTE 法制定以前の教育政策では、学校に通う

ことができない子どもに対して、フルタイムで教育を受けることができない学

習者のニーズを組み込んだノンフォーマル教育（Non-formal Education、以下

NFE）が提供されてきた。しかし、すべての子どもが学校で教育を受けると

定めた RTE 法は、NFE をいずれ学校に統合されていくべき緊急の代替手段と

捉えている（針塚 2016、pp.198-200）。今日 NFE を行う多くの NGO は RTE

法の理念に沿ってすべての子どもを学校につないでいくべく活動しているが、
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学校に通っていない子どものための教育として NFE は継続されている（針塚

2015）。

　多くの NGO が NFE を子どもが学校に行くための準備段階の教育と捉えて

いるのに対して、教育学者や活動家のなかには、子どもの決定・参加を重視す

る子ども中心の教育や学校の問題を解決する学びをもたらすオルタナティブ教

育とする見方もある（針塚 2016、pp.204-206）。NFE への参加は完全に子ども

に任されておりが、子どもは自分の判断で参加する。NGO によって、NFE の

活動場所によって、通ってくる子どもにはそれぞれ特徴がある。筆者が調査を

行った NFE には、他州から家出をしてきてストリートに住んでいる子どもが

多く通ってきていた。そのため、子どもたちはゴミ拾い、物売りなどしながら

日々の糧を自分でやりくりしていた。のちに本稿でとりあげる、クリシュやア

リーもそうした子どもであった。筆者は 2003 年から断続的に NGO「子ども

の家」を中心に教育活動のフィールドワークを行っている。現地滞在期間は通

算すると 28 ケ月ほどである。フィールドワーク期間中に最も長い時間を過ご

した場所は、NGO がストリートの子どもにノンフォーマル教育を行うコンタ

クトポイントと呼ばれる場所である。ニューデリーの駅構内にある警察署の 2

階のコンタクトポイントでは、平日の 10 時から 16 時頃まで、NGO のソーシャ

ルワーカーが 3、4 名滞在している。ここでは、ストリートにいる子どもの情

報を収集し、児童福祉委員会へと子どもを引き渡す活動をする傍ら、施設を抜

け出してきたり、家出を繰り返したりするストリートの子どもに対して、ノン

フォーマル教育と医療の提供を行っている。2011 年以降は「子どもの家」の

施設で暮らした経験のある若者のコミュニティ形成についても調査している。

　フィールドワークをはじめた当初、筆者にとって理解しがたく思えたこと

は、子どもが路上で生活することを許しているような NGO のソーシャルワー

カーの態度であった。経済的に自立しているストリートの子どもは、日々の生

活のなかで多くのことを自分で判断する。どこで寝起きするのかに始まり、何

をして稼ぐのか、何を食べるのかなどおとなによる介入を受けることがほぼな

い。ソーシャルワーカーは、こうした子どもたちは自由な暮らしを好み、わん

ぱくで放浪癖があると考えていた（針塚 2007a、p.23）。ストリートではドラッ

グや性的虐待など危険があるが、子ども本人がストリートの生活を選択してい
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る限り、おとなはどうにもできないという認識が共有されていた。ストリート

の子どもは「自分のことを自分で決める子ども」として理解されていたが、こ

うした子どもの選択・決定は、ストリートの生活を続けることが自分の人生に

もたらす意味について理解したうえでのものではないという前提も共有されて

いた。

2.2 教育を通じた主体形成　「自律としての自己決定」

　子どもへの教育の機会提供を目的に活動を行う NGO のソーシャルワーカー

は、すべての子どもがおとなによる適切な保護のもと教育を受ける権利をもつ

という理念を理解してはいるが、具体的な支援の場面では、故郷の家族に送金

するために働きたいという目の前の子どもの言い分を優先し、ストリートの生

活を容認している場合も少なくなかった。つまり、ソーシャルワーカーの働き

かけにより子どもが施設で教育を受けるようになることと、子どもがそれぞれ

の事情や考えによってストリートで過ごすことは、どちらも子どもによる選択・

決定であり、道理のあることとして受け入れられていた。

　フィールドワークを開始してしばらくの間、筆者にとって NGO のソーシャ

ルワーカーらのストリートにとどまる子どもに対する態度は不可解なもので

あったが、フィールドワークを継続するうちに、タイミングを見計らって子ど

もに語りかけるソーシャルワーカーらが、ストリートでの生活の継続が何をも

たらすのか、自分の将来を考えることによって今何をするべきなのかを、子ど

もに考えさせようとしていることが理解できるようになった。

　インドが 1992 年に批准した「子どもの権利条約」を活動の理念とする

NGO の教育において、子ども(5)は常に自己決定の主体として想定されていた。

子どもは「自己決定」（Self-Decision Making）をする力をもつ存在であるとい

う言い方は、ストリートで生活するなかで子どもが自分のことを自分で決める

という場合にも、NGOのソーシャルワーカーとのあいだに信頼関係を築き、「勉

強をする」ことを決める際にも使われていた。しかし、両者の選択・決定には

違いがある。筆者が NGO の施設で教育を受けた子どもにインタビューした際

に、「自己決定できる者」（Decision Maker）としての子どもや自分という語り

で言及されるのは後者の選択・決定であった。つまり、「自己決定」すること
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に価値を見出し、教育を受けるという選択・決定のできる子どもを意味してい

る。このとき、自らの選択・決定に価値をおきつつ、教育を受ける子どもとし

て「自律としての自己決定」を行う主体形成がなされている。

　NFE に参加したすべての子どもが期待どおりに「自己決定」の価値づけを

行ったり、勉強したりするわけではない。ストリートにとどまる子どもや、一

度はストリートを離れてもまた戻ってくる子どももいる。ストリートの子ども

にとって、路上生活を続ける・止めるという自らの決定は、繰り返される選択

の過程のひとつの局面であり、「自分の居場所が見いだせない」状態の一貫し

た継続のなかで生じていた（針塚 2007a、p.28）。進級も卒業もない NFE には

終わりがなく、NFE にたまに参加したり、医療を受けに来たり、ソーシャルワー

カーとコンタクトをとったりという形で NGO との関わりを続ける子どももい

る。NFE による教育は、ストリートの子どもとソーシャルワーカーとの間で

時間や場所を問わない相互行為として継続する場合もある。

2.3 教育というシステム、教育という信仰

　筆者は以前、「勉強する」と決めて施設に移った子どもがストリートに戻っ

てくる理由についてインタビューを行ったが、子どもたちが施設を出てきた理

由には理由となっていないものが多く（針塚 2007a、p.23-24）、自分のなかで

解釈ができなかった。ここでは、このような語りが何を意味するのかについて、

子どものふるまいを決定づける言語化されない意識について検討してみたい。

　浜本（2006）は異なる社会空間を生きる人々の「信仰」について語るうえで

しばしば直面する問題として、「信じる」という動詞を用いた記述の正しさを、

民族誌家が証明できないという、信念の記述に対していわれるところの脆弱性

を検討している。「信じている」という言葉は、異質な言説がせめぎあう空間

における選択の概念を含んでおり、それこそが実践について選択の諸要素がと

る特徴である。何を当てにでき、何を勘定に入れるべきでないか、何を頼って

よく、何を頼ってはならないのか、そこには常に選択の余地があり、その選択

は企ての成否を分ける賭けとなる。実践が遂行される社会的空間は同時につね

にギャンブル空間の様相をもつことになる。命題に関しても「信じる」という

言葉で語ることが似合うのは、異なる命題を支持する意見が混在するコミュニ
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ケーション空間において、どの命題が述べる真実を当にして、勘定に入れて、

あるいはふまえて振舞うかの賭けの記述であり、「知っている」という言葉は、

そうした賭けの要素の不在を主張する（浜本 2006、p.64）。

　同じ NFE に参加し教育という相互行為を経験しながら、教育を受けるとい

う選択・決定をする子どもと、教育から遠ざかる、あるいは距離を保つという

選択・決定をする子どもがいることは、同じ社会的空間に複数の言説が存在

することを示唆していると考えれば、それほど不思議ではない。つまり、NFE

に参加するストリートの子どもの生活世界において、「教育は賭けに値する」

という言説と、「教育は賭けに値しない」という言説が、ある程度拮抗するく

らいに「信じられている」ものだとする見方ができる。ストリートの子どもに

とって教育とは、賭けるに値する選択か否か判断が分かれるという意味で「信

仰」のようなものなのではないだろうか。しかし、この「信仰」は信じること

によって救われるとは限らないが、信じないことによってある種のスティグマ

や自責の念を覚悟しなければならないようなものではある。ストリートの子ど

もも、学校による教育や NFE の経験を通して組織的な教育の客体となり、自

律の主体であれという期待にさらされた経験を有しているからである。

　このときストリートの子どもたちを、教育を受けた自分と別個の「現実社会」

を生きる存在と考える必要はない。調査者がフィールドにおいて教育という信

仰に疑いをもつようになることがあるように、ストリートの子どもたちも教育

の実践に巻き込まれ変化する。このとき教育は、調査者にとっても、NFE に

参加する子どもたちにとっても意味がある「かもしれない」領域として開かれ

ている(6)。

３．教育の経験が生み出す物語

3.1 教育を受ける経験を通して相対化される「子ども時代」

　北インドをフィールドとした人類学者による研究は、インドにおける教育の

もつ負の側面について、教育を受けた若者の生活戦略や意識に焦点を当て明ら

かにしてきた。2000 年代以降の北インドでは「教育と発展・成長」の言説が

普及したが、若者が教育から恩恵を得られるかどうかは、経済的・社会的・文
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化的資本次第であり、新自由主義下の若者の雇用と自由の拡張において教育は

失敗している。この状況についてサバルタンの若者たちは教育の価値を否定は

しないものの、相反する価値をもつ性格を徐々に認識し始めている（Jeffrey・

Jeffery・Jeffery2008）。また、2000 年代の北インドでは、ローカルな社会的ネッ

トワークと文化資本の支配を権力の源泉とする下層ミドルクラスの高学歴失業

青年たちが「リンボにおかれている感覚」を抱きつつ、「待つ」という実践を

続けていた（ジェフリー 2014）。インドで高等教育まで進学したミドルクラス

以上の若者たちにとって、社会経済的地位上昇を目指した教育は、勝ち目の有

無に関わらず賭けるもの、さらに低カーストや貧困層の若者にとっては、勝ち

目がないのではないかと疑いながらも挑むゲームと化している。

　筆者の調査協力者であるストリートの子どもの多くは、上述の先行研究が

フィールドとした北インド農村部の出身であるが、教育を受ける「子ども時代」

を当たり前に過ごしたわけではない。基礎教育普及が徐々に本格化する時期に

学齢期を過ごした 1980 年以降に生まれた農村部の「満足に食べられない家庭」

の子どもは、完全に学校教育に囲い込まれているわけではなかった(7)。7 歳の

頃に始めて家出をしてストリートでの生活を経験したアリーは、1980 年代後

半生まれだが正確な年齢は分からない。故郷では兄や弟、妹と一緒に近所の学

校に通っていた。親戚の子どもは学校に行かずに働くなか、両親は子どもに教

育を受けさせることが重要だと考えていたが経済的な余裕はなく、「他の子が

もってきているお弁当がうらやましかった」(8)。アリーは学校では先生によく

たたかれていたため、学校が嫌だった。そしてある日、通学の途中に逃げ出し

電車に乗り、そのまま行き着いた駅やストリートで過ごすようになった。

　それから 8年間、ときどき家族のもとに帰ることはあっても、ストリートで

多くの時間を過ごした。アリーの家出の原因を母親はアリーが聖者の廟にお

しっこをして呪われたからだと考えていた。他のきょうだいは誰も長期に家出

をしたことはない。アリーは父親のお気にいりの息子だったため、アリーが家

に帰ると父親は喜び家庭が明るくなった。それでも数日すると再び家を出て、

家族のもとで落ち着くことはなかった。そして、14 歳のときに「子どもの家」

のソーシャルワーカーに声をかけられ NFE に参加するようになり、ストリー

トを離れて施設で暮らしはじめた。
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　2003 年、筆者はアリーが参加していた NFE でフィールドワークを開始し、

ストリートを離れて施設に移ったばかりの彼に会った。その後アリーは施設で

通信制教育を受け義務教育を修了し、18 歳で施設を出た。子どもの頃からス

トリートで稼いでいたアリーは、得意の手工芸品の制作で商売を試みたが失敗

し、精神的にひどく落ち込んだ。同じころに親しくなった外国人のボランティ

アの支援を受けて徐々に健康を取り戻し、ゲストハウスを共同経営するように

なった。それから英語を勉強しながら通信制大学を卒業し、英国留学をして修

士号を取得した。2019 年、英国から帰国後のアリーの帰省に同行した筆者は、

衣類販売店の店員として働く父親に初めて会った。父親はアリーのことを「私

のダイヤモンド」と言った(9)。

　NGO の活動の理念はすべての子どもが「メインストリーム」の暮らしを享

受することであり、それはおもに子どもが「家庭から学校に通うこと」を意味

している。ストリートの子どもが、故郷の家族のもとに帰って学校に通うこと、

それが無理な場合は、児童養護施設から学校に通うことが目指される。後者の

子どもたちが生活する施設の職員、ボランティアなどの支援者は、子どもたち

の「ファミリー」とよばれる。ストリートにいる子どもの多くは、ストリート

でお金を稼いで故郷に持ち帰り、家族を助けたいと考えている。他方、施設で

生活するようになった子どもにとって「子どもの家」を基盤とした「ファミ

リー」は、教育をはじめ生活のあらゆる面で助けを求めるべき存在である。「ファ

ミリー」に助けを求めることができる子どもは、必要な支援につながりやすく

機会を得ることができる（針塚 2007b、p.9）。子どもたちを支援する「ファミ

リー」は、子ども期に家族や教師などのおとなからさまざまな教育を受けた人々

である。施設に暮らす子どもは、ミドルクラスの子どもと同じ学校に通うこと

や「ファミリー」との関係をもつことを通して、故郷やストリートで過ごした

自分の子ども期とは異なる「子ども時代」について理解するようになる。

3.2 更新され続ける「子ども時代」の意味

　戦争孤児経験者の「子ども時代」の記憶の紡がれ方を分析した土屋（2020）

によると、「子ども時代」の語り手の多くは、インタビューの場や聞き手、社

会情勢などの「語りの文脈」との関係のなかで、自らの「子ども時代」に関し
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て語ること / 語らないことの取捨選択を常に行いながら、自らの自分史を現在

的な視点から組み立て直す作業を行っている（土屋 2020、pp.158-159）。「子ど

も時代」の語りの変遷を検討することは、語り手にとっての「子ども時代」の

意味の移り変わりと「子ども」とは何かという当該社会における子ども観を明

らかにすることにもつながる。さらに、フィールドで得られる語りは人類学者

（聞き手）とインフォーマント（語り手）の「かけあいパフォーマンス」によっ

て形成されるものである（松田 1991、pp.42-43）(10)。

　筆者のフィールドワークをふりかえって考えると、調査協力者によって語ら

れた「子ども時代」の語りは、調査者である筆者と共有しうるヴァージョンの

「子ども時代」の物語であるといえるかもしれない。そのなかで「子どもの家」

の教育を受けた若者による「子ども時代」の語りとして喪失の物語に遭遇する

ことがある。このような語りは、ストリートで一定期間を過ごしたことに対す

るネガティブな自己評価とともに「あるべき子ども時代」を過ごすことができ

なかった経験として表現される。

　2007-08 年、筆者が NFE のフィールドワークを行っていた際に、当時 12 歳

のクリシュはニューデリー駅構内や近辺のストリートで生活をしていた。ク

リシュはほぼ毎日 NFE に参加し、日を追うごとに身なりも清潔になり、勉強

も熱心にするようになっていた。活動中はソーシャルワーカーの M のそばに

いることが多かった。M は家族関係に問題を抱えるクリシュを「子どもの家」

の施設から学校に通わせたいと考えていた。M から相談を受けた筆者は、ス

トリートから施設へ移ったアリーに施設の暮らしについてクリシュに話してく

れるよう（カウンセリングをしてモチベートするよう）に頼んだ。しばらくし

てクリシュは施設で暮らすようになり、そのことを M も喜んでいた。　　

　半年後のフィールド滞在時に M に尋ねると、クリシュは施設を逃げ出し、

再びストリートに戻ったという。M にもクリシュから相談はなく、施設を出

た理由は分からない。3 年ほどが経ち、クリシュはコンタクトポイントを訪れ

M と M の娘を見かけた。それからも時折、薬や手当を受けることを理由にコ

ンタクトポイントに来るが、M に話しかけることはなかった。その後、南イ

ンドの都市を転々としたクリシュから M の携帯電話に連絡が来ることがあっ

たが、クリシュの消息が分かっているときもあれば、分からない時期もあった。
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　2018 年 8 月筆者の日本の携帯電話のショートメールにクリシュからのメッ

セージがあった。M に電話してメッセージについて尋ねたところ、現在クリ

シュは M の家に住んでいるという。職場でのトラブルについて電話で話した

クリシュに、身の危険を案じた M はデリーに戻ってくるように言った。デリー

に来て 1 週間ほどストリートで過ごしていたクリシュを、M は自分の家に連

れて帰った。それから 3 週間ほど経った頃、筆者は M の家を訪問し 10 年ぶり

にクリシュと会った。身体を鍛えることを趣味にしているというクリシュは、

背丈が伸びてがっしりしていたが、顔立ちは細かった子どもの頃のままであっ

た。

　夕食の後、家の屋上で M とクリシュ、筆者の 3人で話をした。話はクリシュ

が「子どもの家」を去ってからのことに及んだ。M のことをずっと思い出し

ていたこと、NFE を久しぶりに訪問した際に M が結婚し子どもがいることを

知りショックを受けたこと。「来世では親子になろうね」という M に対して、

クリシュは子どもの頃に家族のように M と一緒に住みたかった、いまさら家

に連れてきても遅いと言った(11)。

　クリシュは、ここ数年は南インドの都市でウエイターをして暮らしていた。

簡単な読み書きと英会話ができれば勤まる仕事だという。彼が働いてきた職

場では、学歴や識字がない者も少なくないだろう。しかし、クリシュはスト

リートにいる頃に、NGO の NFE を通して「勉強すること」「将来を考えるこ

と」について教育を受けていた。そのときクリシュに教育を行っていたのは

ソーシャルワーカーの M やボランティアの筆者である。M との関係を築くな

かでクリシュはストリートを離れて暮らすことを一度は選択した。「子どもは

大きくなったら何かになる。でも、自分は何にもならずにただ歳をとった」と

いうクリシュの言葉が示すように、一時的であれ教育を受けたストリートの子

どもは、教育を継続することの難しさと自己実現の価値を理解している。クリ

シュはその後ストリートに戻り、教育を受ける「子ども時代」は失われたが、

M との関係は続いた。現在でも M はクリシュが「その日暮らしを止めること」

を期待して、仕事を斡旋したり、故郷の家族との関係修復のために仲介したり

している。
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４．相互行為的な実践としてのフィールドワーク

4.1 調査者のフィールドでの役割が調査協力者に与える影響

　長期的・断続的な調査では、調査者はフィールドで何らかの役割を得てフィー

ルドの人々の生活に参与することになる。筆者の場合であれば、NFE におけ

るボランティアの立場で参与観察を続けた。フィールドで調査を始めたばかり

の頃は、筆者はスタッフと同じく椅子に座り、地べたに座る子どもたちを観察

していた。しかし、ある程度フィールドになじんでくると子どもたちと一緒に

地べたに座るようになった。子どもたちにスタッフ側の人間というとらえ方を

して欲しくなかったためである。子どもにとっているのが当たり前の存在にな

ると、一緒に座っていても子どもが騒ぐこともなく学習の妨げにならなくなっ

た。それでも、筆者は子どもに読み書きを教えることがあり、子どもからすれ

ば NGO の人間という理解だったのではないだろうか。実際、ボランティアと

して、雑務から子どもの世話までいろいろなレベルで NGO のスタッフの手伝

いを買って出ることも多かった。箕浦（1999、p.39）は、学校や保育園でフィー

ルドワークをする際に気をつけなくてはいけないこととして、先生や保育者と

同一視されるような行動を慎むことをあげている。先生類似の人と思われてし

まうと、子どもたちはそのような者に対する態度でしか接してくれなくなるた

め、本当の姿を見ることができなくなるという。先生かボランティアかという

立場も重要であるが、これまでの研究において子どものインタビューにおける

語りの内容を、筆者が子どもたちにとってどのような存在としてみなされてい

るのかという点を考慮したうえで解釈を行っていたかと問われるならば、不足

していたと言わざるを得ない。

　また、ストリートの子どもを調査の対象としたため、学校に通っている子ど

もと比較して、子どもの生活について網羅的に把握しているおとながいなかっ

た。そのため、子どもにインタビューを行い、そのデータをもってストリート

の子どもの路上生活という選択や、教育を受ける経験について分析を行った。

学校に通っている子どもであれば、保護者と学校の教師にインタビューをする

ことで、子どもの生活世界の主要な部分をカバーできるかもしれない。それで

も、保護者や教師が知らずに子どもがもつ関係や居場所が存在するだろうし、
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一人の人間の内面で何が起きているのかについてはかり知ることはできない。

　子どもの認知能力や言語表現能力がおとなとくらべて未熟であり、インタ

ビューやアンケートといった社会調査の主要な手法によって子どもを対象に調

査を行うことには限界があるように思われるが果たしてそうだろうか。対象に

応じた調査手法を工夫することは、子どもを調査する場合に限らず調査者に求

められる。筆者の場合、ストリートの子どもにとっての教育を受けるという経

験を理解するうえで、子どもたちが多くの時間を過ごすストリートの生活を知

るための工夫をもっとできたのではないかと思う。人類学者のインゴルド（1948

－）によると、参与観察はデータ収集の方法ではなく人々とともに学ぶ方法で

ある。参与観察とは、やりながら学ぶということへの積極的な関与であり、私

たちの住む世界や私たちがどのように世界に向き合っているのかについての私

たちの考えに対して、他者が提起する試練に向き合わねばならない（インゴル

ド 2020、pp.19-21）。もっとも、調査者自身に危険が及ぶ行為(12)はしないこと

を条件に NGO に調査を受け入れてもらったように、調査者や調査関係者の安

全に万全を期すことは当然である。

　筆者が行ってきたような同じ場所を何度も反復して行う調査では、調査者は

フィールドで長時間を過ごし、特に良い関係を築けた調査協力者とはさまざま

な経験を共にすることとなる。筆者は 2011 年以降、ストリートの子どもを支

援する NGO の養護施設で暮らしていた若者のコミュニティ構築についても調

査をしている。筆者の調査が長期にわたっているため、調査の過程で調査協力

者が調査について熟知し、公式・非公式に調査助手の役割を担ってくれること

もある。また、こうした調査者と調査協力者の関係をフィールドの人々もそれ

ぞれに認識している。調査を行っているつもりが、調査者が調査協力者にイン

タビューをされているような状況になることもある。調査者とフィールドの

人々との相互行為的な実践としてのフィールドワークに基づいた研究では、調

査者がフィールドで自分をどのような存在であると自己認識しているのかを含

めて、調査者と調査協力者との関係を説明することが必要になってくる。

4.2 人類学的なフィールドワークにおける調査協力者と調査者の関係

　フィールドワークを特徴づけるものは、調査者が人々の生活世界に参入し、
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ほぼゼロから新たな人間関係のネットワークを構築し、そうして生成される人

間関係のネットワークを通してその社会の知識を手に入れていくプロセスであ

る（浜本 2015、p.359）。フィールドの人々の生活に参与して行われるフィー

ルドワークでは、調査者は現地の文化に適応しつつフィールドの人々との関係

を深めていく。調査者はフィールドワークのプロセスのなかで、自文化を相対

化する機会に恵まれるが、フィールドの人々もまた調査者と時間を過ごすなか

で調査者の言動から影響を受けている。また、調査者は特定の事柄について専

門的に研究を行う人としてフィールドの人々から理解されている場合がほとん

どであろう。筆者の場合であれば、教育や家族関係について調査をしていたこ

とから、子どもの学校選択や入学時期、母親の役割や子育てについてのアドバ

イスを調査協力者から求められることもあった。このように、インフォーマル

な会話のなかで研究における重要な気づきがもたらされたり、情報が得られた

りすることがあり、フィールドワークにおけるオンとオフのスイッチはほぼな

い。

　さらに、情報通信技術が高度に発達した今日、調査者の拠点とする場所と

フィールドとの物理的距離がどれほど離れていようとも、フィールドの人々と

の日常的な交流は可能となる場合が少なくない。情報化とグローバル化の深化

は、調査者とフィールドの人々との関係を変容させている。フィールドワーク

は、いわゆるフィールドにおいてのみ行われるわけではないし、もっといえば、

フィールドとフィールド外という区別そのものが意味をなさない状況が展開し

ている。子どもを対象に調査を行う場合にも、情報通信技術など新しいテクノ

ロジーの生活世界への影響について敏感であることも重要となってくる。例え

ば、筆者が 2008 年に児童養護施設で暮らした若者の進路選択の調査を行った

際、子どもの頃に施設で出会った外国人ボランティアとインターネット上での

交流を通して関係を発展させた経験について語った者が少なからずいた。2000

年代以降に子ども期を過ごした子ども・若者は、場合によってはおとなよりも

早く情報通信技術を利用することに慣れて、おとなの知らないところでグロー

バルなネットワークを構築し支援を受けていた。情報化やグローバル化の進展

は、子どもの生活世界を変容させたという見方だけでは不十分であり、「子ども」

を「おとな」より経験が未熟な存在ととらえる枠組みそのものを見直すことを
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必要とする。

　プラウト（2017）は経験的に生み出された「子ども」の多様でハイブリッド

な性格と、「子ども」と「大人」の変容する境界線とを括弧に入れるのは、ま

すます難しくなっていることを指摘する。そして、境界の揺らぎと曖昧さの高

まりに特徴づけられる現代の社会生活に対する反応として、モダニティ後の世

界を理解する新しい枠組みである、アクターネットワーク理論や複雑性理論の

有用性を提起している（プラウト 2017、pp.108-121）。現在の人類学も、アク

ターネットワーク理論が示すように、自然がもはや均一で普遍の土台ではなく

なり、互いに区別がつかないほど交じり合っていることと、見る者と見られる

者を峻別していた世界は乗り越えられ、観察者と当事者という二項対立は崩れ

ているという困難に直面している（森田 2011、p.100-101）。こうした認識に基

づき、実在が所与ではなく、特定の関係をつうじて構築されることを解明すべ

きであるとして、認識論から存在論への転換をめざす（春日 2011、p.10）試

みがなされている。

　先述の調査協力者のアリーは、2017-18 年に英国留学をして高等教育を受け、

社会調査の方法を学んだ。彼は、現在でも筆者にとって重要な調査協力者であ

るが、同時に筆者のフィールドワークを観察者としてまなざすようになってお

り、筆者の共同研究者としての研究計画も有している。彼は筆者の調査開始当

初から筆者のフィールドワークに頻繁に同行しており、また「ストリートチル

ドレン」としての経験についてジャーナリストや映画製作者等の取材を受けた

ことも一度や二度ではない。子どもの頃から自身の物語を語ることを求められ

る機会が少なくなかった。南出・ムジブル（2020）によると、人類学者とフィー

ルドの人々との「長期的関係」には、世代を超えて語り継がれる「記憶」や子

ども時代の記憶も含まれる。子ども時代の出会いの記憶は人々のアイデンティ

ティ形成にも繋がりうるため、人類学者はフィールドの「子どもたち」との

付き合い方に自覚的になったほうがいいかもしれない（南出・ムジブル 2020、

p.238）。調査や取材の対象となってきたという子ども時代の経験が、アリーの

進路選択や現在の生活に影響している可能性は少なくない。フィールドワーク

が調査協力者の人生やフィールドにおける当事者の関係を構築していること、

ひいては調査者自身がフィールドのネットワークやコミュニティに組み込まれ
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ていることをいかに分析・記述していくのかについての議論を避けて通ること

はできない。

５．おわりに

　相互行為を通じて近代社会における権力作用が実行される教育のプロセス

は、それを対象である子どもの主体的な「経験」として理解しようとする存

在によって意味づけされた物語となる。長期的に関係を築きながら行われる

フィールドワークでは、調査者はこれらの物語の純粋な聞き役ではありえず、

意図せずして物語の生成に組み込まれている。　

　ストリートの子どもにとって教育を受けることは、信じるに値するか否か不

確かなものの選択・決定を迫られ、その結果を引き受けなければならないとい

う自律の主体化の経験である。しかし、この選択・決定は一度なされたら終わ

りというものではない。子どもは教育を受けるなかで、ソーシャルワーカーを

はじめとした教育に関わる人々との関係を構築しており、そのことは常に新た

な教育的働きかけの可能性につうじている。

　「子ども」を明らかにするためには、目の前の子どもだけを対象とするだけ

では十分でないことは確かだが、この目的に対して子どもの保護者や教員など

のおとなや、おとなの関与が強い子どもにまつわるモノやコトが対象にされる

ことが多いように思う。子どもの声が、その他のカテゴリーの対象のように当

事者を研究対象とすることによって聴き取ろうとされることが少ないのはなぜ

だろうか。この背景には「働きかけの客体としての子ども」よりも、「働きか

けの主体であるおとな」にアプローチすることによって、「子ども」がみえて

くるという前提があるのではないだろうか。

　調査者と調査協力者の相互行為的な実践から「子ども」を明らかにするため

のフィールドワークは、子どもの言動の観察やインタビューだけでなく、子ど

も時代に関する語りや、調査者も含めたフィールドにおける関係のなかの当事

者の変化をとらえることで、当該社会の「子ども」を考察するうえで有用な知

見を提供する。地理的空間的に開かれたコミュニティにおける関係のなかの「子

ども」を明らかにすることを目的としたフィールドワークと、同時並行的に、
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あるいは続いて行われる分析・記述は、例えば「ストリートチルドレン」の研

究ではなく、「ストリートチルドレン」とはどのような存在であるかを明らか

にしようとするものであり、子どもの研究ではなく、子どもとは何かを明らか

にしようとするものである。

注

(1) 近代国家の民主主義や人権の理念と、伝統社会の宗教やカーストの価値という、二つの異なる

規範や実践が、対立と矛盾を含みながらも、どちらも正当なものとして共存を続けるのがイン

ドにおけるポストコロニアル状況である（田辺 2010、pp.161-162）。
(2) 国連は「ストリートチルドレン」「ホームレスの子どもたち」という呼び方がされてきた

子どもについて、2017 年から「ストリートの状況にある子どもたち（children in street 
situations）」と呼んでいる。インド政府も「適切な大人による保護、教育、ヘルスケアを欠

いた状態で、都市のストリートという安全ではない環境で不安定かつ時には勇敢に生きてい

る子どもたち」を指して同じ呼び方（「ストリートの状況にある子どもたち」）を用いている

（UNCRC2017、NCPCR with Save the children2017）。
(3) インドの近代学校批判の教育思想家・実践家として代表的な M・K・ガンディーの「手仕事を

通した教育」については、弘中和彦の考察が詳しい（針塚 2018、pp.35-37）。
(4) 「子どもの家」はニューデリーに 1988 年に設立された。ストリートの子どもたちを支援する

NGO としては先駆的な存在として知られている。現在、児童養護施設４つ、短期滞在施設２つ、

ノンフォーマル教育実施複数か所を有している。職員数はおよそ 200 名である。

(5) インドの教育・福祉政策も、子どもを対象に活動する NGO の理念や実践も、18 歳未満の「子

ども」を支援対象としている。しかし、子どもの年齢が分からない場合など、子どもが支援を

受けられるように年齢を低く見積もることは日常的になされていた。

(6) 人類学者の石井は精霊や妖術はフィールドの人々にとってもまだ見ぬ可能性に満ちた「かもし

れない」の領域に属するものであるという意味で、人類学者とフィールドの人々は別個の「現

実世界」を生きているわけではない（石井 2019、pp.62-65）という見方を示している。

(7) インド政府によると 2014-15 年には初等教育段階では約４%、中等教育段階では約 17% の子ど

もがドロップアウトをしている（GoI2018）。
(8) 2019 年 3 月 9 日～ 3 月 16 日、アリーの故郷ビハール州にて家族、親族にアリーの子ども時代

のことや現在のアリーとの関係について、インタビューを行った際のフィールドノートの記述

より。

(9) アリーがデリーで教育を受け、英国に留学したことなどの話の後に、アリーのことをどう思っ

ているか尋ねた際の父親の回答。

(10) 調査中に人類学者からふだん考えたこともないことについて聞かれたインフォーマントが思い

つきを答えてしまい、そうすると人類学者はその思いつきについてさらに突っ込んだ質問を行

い、結果的に二人でその思いつきに関する新たなイメージをつくりあげることがある（松田

1991、pp.42-43）。研究者は語りのもつこのような性質に自覚的であることが必要である。

(11) 2018 年 8 月 16 日、25 日、26 日、M の家に滞在した際のフィールドノートの記述より。
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(12) ストリートにはドラッグを売買・使用している人や、売春に関わっている人もいるため、

NGO のスタッフがいない場所で単独で知らない人と接触しないことや、知っている子どもで

あっても年長の男子と会う際には注意を要することなど、職員から注意を受けていた。
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