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映像人類学による子ども研究
―バングラデシュ農村出身の子どもたちを記録した民族誌映画『教育第一世代』の試みを通して―

（南出和余）

1. はじめに

　“From the native's point of view"（当事者の視点）を異文化理解の柱として

きた人類学（Geertz 1974）では、「子ども」という当事者の視点をいかに知覚

するかは常に課題である。調査者が、調査する地域や集団に入り込み、生活や

行動を共にしながら観察したり聞き取りをしたりする人類学のフィールドワー

クにおいて、身体的に大人の調査者が子ども集団の擬似成員になることや、自

らを客観的に説明する言語化能力が未だ不十分な子どもへの聞き取り調査の限

界は、人類学における子ども研究の難しさを物語っている。その結果、人類学

における子ども研究は他の対象に比べて事例が少ないのが現実である。

　この課題に対して、筆者はバングラデシュ農村社会で暮らす子どもの参与観

察において、子どもたちの視点を捉えるべくさまざまな方法を試行錯誤してき

た。そのうちの 1つの方法が、映像を用いた研究である。単に映像を記録媒体

として用いるだけでなく、カメラを調査者である筆者と被調査者である子ども

たちの間の相互行為に積極的に活用する。また撮影した映像を観る行為を共有

することで、子どもたちは「撮られる」ことを意識するようになり、カメラの

前で彼ら彼女らなりに自らを表現する。さらに、同一人物たちに対して長期的

な追跡と撮影を繰り返し、変化する子どもたちに自らの過去と現在を反復的に

語ってもらうという試みを実施してきた。そして、これらの映像記録を映像作

品としてまとめることで、一連の変化を、当事者の視点と編集する調査者の視
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点の交錯として示してきた。本稿では、筆者が 2016 年に完成させた民族誌映

画『教育第一世代』の制作過程を事例に、映像を用いた子ども研究の可能性を

検討する。

　まずは先行研究として、映像人類学における調査者と被調査者の関係の議論

を概観し、そのなかで、映像で「子ども」を捉えることの意味を考える。次に、

調査の概要を述べたのちに、映画『教育第一世代』の制作過程について記述す

る。この映像制作の事例からは、カメラの存在がその瞬間を特別な時空に仕立

てあげ、映像が当事者に再帰的自覚をもたらすことがわかる。さらに、映像記

録からは調査者が対象をどう理解し、どう解釈したかの過程を振り返ることが

できる。こうした検討により、映像を用いた子どものフィールドワーク研究の

可能性を提示したい。

2. 映像人類学・民族誌映画制作における撮る者と撮られる者の関係

　まずは、映像人類学のなかで民族誌映画制作における「視点」と「関係」の

議論を概観し、子どもを映像に収める際に、「子ども」の視点や調査者と被調

査者の関係をいかに検討しうるかを確認しておきたい。

　他者を表象する映像において、撮る者の視点、撮る者と撮られる者の関係

は、映像の始まり当初から常に意識されてきた。「ドキュメンタリーの父」と

呼ばれるロバート・フラハティは、カナダ北東部の極寒地で暮らすイヌイトの

狩猟生活を捉えた『Nanook of the North（極北のナヌーク）』（1922）を、当

事者であるイヌイトの人々との共同によって制作した（村尾 2014）。探検家で

あったフラハティは最初、地質調査や測量のために当該地域を訪れていた。ひ

とりで調査地に向かい、現地の案内人の協力を得て調査するうちに、自然に対

する人びとの鋭い洞察力に感銘を受ける。その後、探検の仕事を辞してイヌイ

トに関する映画制作を試みる。フラハティは探検当初から調査の記録媒体とし

てムービーカメラを用いており、その撮影素材を集約して映画を作ろうとした

がフィルムを焼失してしまった（しかし記録として撮ったコンテンツは映画と

して提示するには不十分であった）ことが、彼を本格的な映画制作へと導いた。

フラハティは調査協力者のなかから狩猟の名手であったナヌークという名の男
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性を「主人公」に仕立てて映画を計画する。

　村尾（2014, pp.33-35）によれば、フラハティがとった映画制作には主に 2

つの特徴がみられる。1 つは「長い時間をかけること」、もう 1 つは「撮影地

で映画を観ること」である。長期に及ぶ制作時間については探検の結果でもあ

るが、重要なのは、その過程で撮影者であるフラハティが被撮影者であるナヌー

クをはじめイヌイトたちに対して深い尊崇の念を抱き、彼らとの間に信頼関係

を築いたことである。さらに、フラハティは撮影した映像をその場でナヌーク

らと一緒に観ることを試みた。現在のデジタルカメラでは撮った映像をその場

で確認することは容易にできるが、当時のフィルムを現地で現像して上映する

のは大変な作業である。しかしフラハティはそれをすることで、彼が行ってい

る撮影が何たるかをナヌークらに示し、そしてナヌークらはスクリーンに映る

自らに魅了され、次に何を映像に収めるかをフラハティに提案するようになっ

た。結果、映画は、ナヌークらの無意識の「ありのままの姿」を収めていると

いうよりは、フラハティとナヌークらによって企画されたイヌイトの人びとの

「経験の再生」であり、「現実から創られるもうひとつの現実」を示しているの

である（村尾 2014, p.37）。

　カメラの存在は、調査者である人類学者がそこにいることでもたらす影響が

無視できないのと同じように、被撮影者の言動に何らかの影響をもたらしうる。

映像人類学者は常にそのことを意識し、その影響を最小限に抑える努力をした

り、逆に積極的に用いることを試みたりと試行錯誤を繰り返してきた。例えば

フランスの映像人類学者ジャン・ルーシュは、カメラと一体となって現場に参

加し、その一体の存在によって被撮影者の高揚を引き起こし、そこにある種の

「真実」を捉えようとした（Rouch 1974; 小河原・箭内 2014）。これに対してア

メリカの人類学者グレゴリー・ベイトソンとマーガレット・ミードは、カメラ

を可能な限りその場に溶け込ませ、人々がカメラを意識しなくなった時に捉え

られる対象の「自然体」に「真実」を捉えようとした。ベイトソンとミード

は、彼らが研究関心をおいていた精神構造や人格形成という抽象的対象の議論

を印象論に陥らせないために、人間の具体的な行為や相互作用を映像で捉え解

析することで証明しようと試みた（Bateson & Mead 1942）。フラハティやルー

シュの民族誌映画とは異なり、ベイトソンとミードの映像データはストーリー
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を構成せず、映像は解釈のための素材とされた。1936-38 年にインドネシア・

バリとニューギニアで撮影された映像の一部はその後、1950 年代にミードに

よって編集と解説が加えられて作品となる。例えば『Bathing Babies in Three 

Cultures』（1954）では、バリとニューギニア、さらにアメリカで撮影された、

母親が子どもを水浴びさせる様子が比較提示され、子育てにおける親子の主従

関係の文化比較を提示している。ミードは撮影された映像を後で比較して解説

しているのだから、映像に映る親子が何かを意図していたわけではない。しか

しフラハティの場合と共通して言えることは、どのような理解であれ被調査者

の人々はカメラと撮影者を受け入れ、そこには撮る者と撮られる者の間の信頼

関係が築かれていたということである。

3. 「子ども」の映像記録と記憶

　では映像の対象が「子ども」の場合はどうだろうか。本稿冒頭で人類学にお

ける子ども研究が少ないことを述べたが、一方で、子どもを捉えた民族誌映画

は、子どもが中心でない場合も含めるとそれなりに存在する。すでに別稿（南

出 2014a）で代表的な作品を概観し、それらの特徴については議論したので詳

細はそちらを参照されたく、ここでは後に続く本稿の論点に関係する議論の要

点のみ紹介しておきたい。

　映像で「子ども」を捉えるということには、他の対象を捉えるのとは異なる

2 つの特徴がある。1 つは、撮影者と被撮影者の間で「撮影」の理解が明らか

に異なるということである。もう 1つは、その撮影の瞬時において対象者が「子

ども」であったとしても、時間の経過のなかでいずれ「子ども」でなくなると

いう、対象の「変化」である（南出 2014a, p.130）。第一の点に関しては、映

像撮影に限らず子どもを調査対象とする際に、調査者の存在や行為を子どもが

どのように理解して受け入れているかということでもある。調査対象を「調査

協力者」と呼ぶのは調査者の原理であり、子どもたちは調査者の意図を十分に

理解して調査に協力しているとは限らない。映像撮影の場合も同様である。前

述のナヌークがフラハティの映像を理解して撮影に協力したのとは異なり（後

でスクリーンに映し出される自分を楽しむ点では共通するものの）、撮影者が
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何を撮りたいかに子どもたちが合わせるわけではない。一方、ベイトソンとミー

ドが試みたように、終始カメラを抱えていることでカメラに飽きて「自然体」

を撮らせてくれるようになるのは大人より子どもの方が容易かもしれない。

　第二の「対象者の変化」について、本稿ではこの点に着目して、「子ども」

を当事者の視点から考えることを試みたい。人生の一過程として「子ども（期）」

を考えた場合、個々人はいずれ「子ども」ではなくなる存在である。撮影の際

に「子ども」として捉えられた対象が、時間の経過のなかで「子ども」ではな

くなり、そこに映し出されている子ども期の「自分」をみる今の「自分」は当

事者性を失う。それは、被撮影者が後に映像を見たときに主体であった自分を

客体視し、さらに自らの過去として「所有」する可能性でもある（南出 2014a, 

p.131）。さらに、特定の対象を継続的に撮り続けることで、映像の対象設定そ

のものが「子ども」ではなくなり、映像のなかで自らの過去を客体化する現在

の主体が繰り返され、個人の視点の変化を表現するに至る。本稿が議論するの

はこれである。

　似て非なる試みはこれまでにもなされている。例えば、1964 年からイギリ

スの階層社会を描くためにマイケル・アップテッドによって制作された『The 

Up Series（セブン・アップ・シリーズ）』は、異なる社会階層の 7 歳の子ども

たちを、以後７年毎に 49 歳まで撮り続けた。世界的に著名となったこのテレ

ビ番組は、個々の対象者を階層ごとに区分して演繹的に提示しようとしたこと

により、被写体たちの人生に少なからず影響を及ぼしたとして、「観察者効果」

の問題が議論された。

　また、オーストラリアの映像人類学者のデイヴィッド・マクドゥーガルは、

子どもに焦点を当てた数々の民族誌映画を制作している。彼はカメラをその場

に溶け込ませて撮影する観察映画の手法をとっているが、第一の点で述べた子

どもたちのカメラへの関心が変化する様子も含めて、当事者の子どもたちが社

会通念としての「子ども」の枠を出たり入ったりするところに子どもの主観を

捉えている（南出 2014a, pp.136-141）。

　本稿はこうした先行研究に触発されながら、アップテッドのような演繹的設

定を用いず、またマクドゥーガルの作品から読み取られる社会通念としての「子

ども」を前提としないところで、個々人の主体と客体の織り成しを捉える。
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4. 調査の概要

　前述のように、本稿で検討するのは筆者自らによる民族誌映画『教育第一世

代』(1)の制作過程である。筆者は 2000 年からバングラデシュ農村社会で子ど

もの人類学研究に従事している。バングラデシュでは 1990 年代に入って初等

教育が普及し、農村部や都市貧困層の間でも学校が身近になった。そうしたな

かで、1980 年代後半から 1990 年代に生まれた子どもたちの多くは、親世代に

通学経験がほとんどないなかで学校に通いだした各家庭における「教育第一世

代」である。いわゆる前近代的な農村社会のなかで子ども期を過ごしていた子

どもたちが学校に通うようになると、彼らの社会化の過程にどのような変化が

見られるのかを知ることが、筆者の研究開始当初の課題であった。

　1999 年にまず首都ダッカで数ヶ月間現地ベンガル語の基礎を学習した後、

2000 年から中央北部ジャマルプール県の一農村でのフィールドワークを開始

した。ジャマルプール県は、バングラデシュの南北を流れるジョムナ川の東側

に位置し、川に面した地域は氾濫原であるが、県東部は比較的海抜が高く年間

を通じて耕作が可能な国内有数の稲作地帯である。また県北部はインドとの国

境に面しており、国境付近の丘陵地帯には先住民族ガロの人びとのコミュニ

ティがある。県内のこうした多様な状況におけるそれぞれの要因から、1991

年のセンサスでは全国で 2番目に識字率の低い県（21.48％）に数えられていた。

　筆者の調査地は県東部の稲作地域に位置している。住民の大半はベンガルム

スリム（ベンガル民族でイスラームを信仰する人びと）である。バングラデシュ

の初等教育普及には国際支援の影響が強かったが、学校普及の実際の担い手は、

国家だけでなく民間 NGO 団体による働きも大きかった。各 NGO は開発の取

り組みの要として「ノンフォーマル教育普及運動(2)」を展開した。開発や貧困

対策の一環として教育活動を進める NGO の強みは、教育と他の生活改善の取

り組みを融合させうる点にあった。逆に言えば、貧困問題が深刻な地域ほど早

くから NGO による教育を含めた支援活動が盛んであった。また、氾濫原地域

は昔から雨期は農業ができず季節労働移動を余儀なくされていたため、都市の

情報や非農業職に必要な学歴への意識も高くなる。それに対して、調査地ジャ

マルプール県東部のような、年間を通じて農耕が可能な地域では、NGO の進



59

映像人類学による子ども研究
―バングラデシュ農村出身の子どもたちを記録した民族誌映画『教育第一世代』の試みを通して―

（南出和余）

出が比較的遅く、教育の必要性が重視されるのも遅かった。しかし、農村部で

の貨幣経済の浸透や経済インフレ、海外出稼ぎ者の仕送りが目に見えて生活に

影響を及ぼすようになると、人びとの教育への意識は急激に高まり、1990 年

代から 2000 年代の間に調査地にも学校が急増して、県の識字率と就学率も上

昇した(3)。

　筆者は子どもの視点からの調査を試みるために、当該地域に 1991 年にでき

た NGO 運営の小学校に毎日通い、小学 4 年生のクラスで子どもたちと一緒に

勉強するスタイルをとった。学校空間において、教師の立場から子どもをみる

か、生徒同志の立場から子どもをみるか、あるいは教室の後ろで傍観者（観察

者）として子どもをみるかで、得られる情報は異なるものと考え、あえて生徒

の立場で入ることにした。バングラデシュの教育を支える国際支援のなかには

日本も含まれていたことから、日本からきた大人の筆者が最初からすんなりと

小学校で「生徒」として受け入れられたわけではない。しかし、当時の筆者の

ベンガル語能力の乏しさと学生（大学院生）という肩書きが、「子どもたちと

一緒にベンガル語を勉強する」という立場で受け入れられることを可能にした。

学校での勉強だけでなく、休み時間や放課後の遊び、そして子どもたちが日常

生活のなかでもっとも多くの時間を費やす「ぼーっとする時間」も共有した。

　最初の長期フィールドワーク（2000 年）は語学学校でのベンガル語基礎学

習期間を除いて 6 ヶ月間実施、博士論文研究のために実施した２度目の長期

フィールドワークは 2002 年終わりから 2004 年にかけて計１年間同じスタイル

で実施した。１度目と２度目の長期調査時に学校で一緒に「勉強した」子ども

たち計 38 人（女子 19 人＋男子 19 人）を中心に、その他、調査村の当時の子

どもたちも含めて、現在に至るまで追跡調査を実施している。

　２度目の長期フィールドワーク時からはビデオカメラを持参し、2003 年に

小学 4年生のクラスにいた 16 人（女子 6人＋男子 10 人）については折に触れ

て映像撮影を行なってきた。本稿で検討する『教育第一世代』にはこの 16 人

の小学生時から 20 代までの 12 年間の記録が収められており、大まかに、子ど

も期、10 代、20 代の３部で構成されている。当然ながら、各時期で対象者の

置かれている状況は大きく変化し、また筆者の調査撮影のスタイルも異なって

いる。同一人物を対象とすることによってその変化が浮き彫りとなり、また撮
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影者（調査者）と被撮影者（対象者）の関係も積み上げ式に変化している。

5. 子ども期から若者期の映像記録の過程―「変化」を捉える

　本節では、子どもたちの「変化」を意識しながらおこなった調査撮影につい

て、筆者自身の視点にできるだけ客観的になりながら、各時期に分けて記述す

る。前述のように、出発点となる小学校で同じクラスに属していた 16 人が主

な対象で、そのうち数名の 10 代と 20 代の追跡調査が収められている。なお、

3 つの時期においてはいずれも筆者は半年から１年間の長期フィールドワーク

を実施していた。

5.1. 「子ども期」―学校での特別な時間（2003 〜 2004 年）

　上記のように、子ども期における調査では、子どもたちと毎日一緒に学校に

通い行動を共にするなかで参与観察を行なった。2003 年当時、調査にはフィー

ルドノート以外に、一眼レフフィルムカメラとカセットテープレコーダー、

DV カセット型のビデオカメラとポラロイドカメラ（チェキ）を持参していた。

当時のフィールドワークにおける機材の使用については別稿（南出 2014c, 

pp.206-218）で詳しく述べている。当時、フィールドノートとフィルムカメラ

とカセットテープレコーダーは常に持ち歩いていたが、ビデオカメラとポラロ

イドカメラは必要な時のみ使用した。それでも当時の子どもたちにとってはカ

メラもテープレコーダーも非日常のものであったため(4)、筆者のもつ機材は「珍

しい遊び道具」として好まれた。子どもたちは筆者がカメラを構えるとカメラ

の前でふざけて見せたり、テープレコーダーに関しては、録音した内容をすぐ

その場で聞き返すのが休み時間の遊びとして流行った。特別な時にしか使わな

かったビデオカメラは、カメラ自体も非日常的な存在であった。

　そうしたなかで、『教育第一世代』に収めている映像は主に、学校で行われ

たスポーツ大会とピクニック(5)の様子である。それ以外にも木曜日の「お楽し

み会」(6)や授業の様子も時折撮影しており、作品の節々にそれらも挿入した。

　前述のように、当時の筆者の関心は「子どもの社会化」にあり、子どもたち

がさまざまな社会規範をどのような関係の中でいかに習得するか、また学校教
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育を通じてどのような価値観が共有され、その価値観をめぐって親子間にどの

ような相違が生じているのか、に関心をおいていた（南出 2014b）。映像を見

ると、そうした筆者の関心が如実に現れていることがわかる。

　スポーツ大会では、女子の縄跳び持久競争、男子の徒競走、女子の針の糸通

し競走、男子の騎鶏戦や走り高跳びなどのシーンが収められており、ジェン

ダー化された種目に着目していることがわかる。同様に、ピクニックを撮影し

た場面でも、米を市場で換金して食材を買う男子たちの様子、それを学校で料

理する際の男女の作業分担を捉えている。当該社会では、市場での買い物は主

に男性が担い、料理は女性が担うというジェンダー役割規範が色濃く見られて

いた。学校の教師たち（全て女性）は子どもたちに協力して作業するように促

すものの、誰が何をするかという分担は子どもたちに任せていた。小学 4年生

（10 歳前後）にもなると日常生活の中でも男女の行動の住み分けが顕著に見ら

れるようになり、男子は母親に頼まれて市場におつかいに行き、市場内で男友

達と群がるようになることから（南出 2008）、男子たちは買い出しを当然のこ

とのように担った。一方、食材が学校に運ばれてくると女子たちが教師の指示

に従って食材を切り、男子たちは地面に穴を掘って窯を作ったり薪を切ったり、

皿にするバナナの葉を切り出したりといった作業を始めた。カメラを回す筆者

の前で子どもたちが張り切って作業する様子が映像に収められている。

5.2. 「10 代」の分岐点（2009 年〜 2010 年）

　バングラデシュの教育制度は、初等教育 5年＋前期中等教育 5年＋後期中等

教育2年の後に高等教育が続く（南出2016a）。義務教育は初等の５年間のみで、

初等教育は就学率 9割を超え大衆化が進むものの、中等教育以上は未だ限定的

である。『教育第一世代』で捉えた子どもたちは 2004 年に初等教育を修了し、

16 人中 12 人が中等教育に進学した。この学年を基準としたバングラデシュの

就学率を示したのが図１である。

　バングラデシュの学校では毎学年修了時に試験があり、それに合格しなけれ

ば初等教育であっても進級できない。また初等課程 5 年修了時（2009 年から

実施）、前期中等教育課程の８年（2012 年から実施）と 10 年修了時、さらに

後期中等教育課程 12 年修了時に全国統一試験があり、合格すればそれぞれ修
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了資格が与えられる。この修了資格がなければ進級できないことに加えて、10

年時と 12 年時修了資格はその後の人生で、折に触れて重要となる(7)。

　「10 代」を調査撮影した 2009 年には、子どもたちが 2004 年に初等教育を修

了してから 5年が経ち、ちょうど 10 年修了試験の時期を迎えていた。16 人中、

途中で留年することなく2010年2月の試験を受けたのは男子3人と女子2人で、

彼ら彼女らに教育の展望についてインタビューした。その時点で教育から離脱

していた 7 人のうち（残る 5 人は途中で留年したために翌年以降に受験）、結

婚して婚家にいた女子 2人と、ダッカに働きに出ていた男子 1人を訪ねて、そ

れぞれ現状を話してもらった。

　なお、筆者は 2004 年から 2009 年の間にも毎年調査村を訪れ、可能な限り子

どもたちの現状を追っていた。短期調査では子どもたちに会えるのがやっとで

撮影の時間をとるのは難しいが、直接会えない場合でも子どもたちの実家を訪

れて家族に消息を尋ねたり、携帯電話で連絡をとって追跡した。

　「10 代」を捉えた時の筆者の関心は、教育からの離脱の主観的要因にあった。

初等教育の普及に対する中等教育機関の絶対数の少なさや貧困が中等教育就学

率を制限していることが客観的データからは捉えられているが、当事者の子ど

もたちは教育の継続や自らが置かれた状況をどのように捉えているのか。また

子どもの頃から付き合ってきた筆者は、子どもたちの中には当然ながら勉強が

図 1：バングラデシュの就学率と 16 人の修学レベル

[ 出典 ] BANBEIS 2011, 2018 および筆者による調査
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あまり好きでない子もおり、教育のオルタナティブな道がどのように用意され

ているのかに関心があった。とくに教育第一世代の彼ら彼女らには、子どもの

頃から親たちの「学校のことは子どもの方がよく知っている」という認識のも

とで、学校選択に関する「自由」があった（南出 2014b, pp.176-177）。そうし

た子どもたちの「主体性」は、客観的数量データにおいては（とるに足らない

ものとして）見落とされがちであるが、子どもを主体に教育を考える場合には

見逃してはならないと考えていた。実際に、教育から離脱したり留年した者た

ちの中には、一旦学校を辞めて働きだしたが短期の間に仕事を辞めて教育を再

開した者もおり、ある種「自由な移行期」が捉えられていた（南出 2016b）。

　そのなかで、7 年生で教育を離脱してダッカの縫製工場に働きに出た男子 F

の事例が、次の「それぞれの 20 代」に繋がる例として位置付けられている。

彼は 7年生の時に父親を急病で亡くし、家族や親戚に家計を支えられる者が他

にいなかったことから、学校を辞めて働きに出ることになった。2 歳年下の妹

も一緒にダッカに行き、最初は親戚の家に世話になりながらそれぞれ縫製工場

での仕事に就いた。まもなくして妹は村に帰って結婚し、F はダッカ郊外の T

シャツプリント工場に転職した。筆者が撮影の機会を得たのは F が年次休暇で

帰省していた時であったが、その 1年前にはダッカでも会っていた。休暇を終

えて再びダッカに戻る満員電車に乗り込む姿は、まさに現在のバングラデシュ

社会の激動を象徴している。

　2000 年代以降年率 6％以上を維持するバングラデシュの経済成長は、主に輸

出型アパレル産業と海外移住労働者からの送金によるものであり、そのどちら

もが農村出身者の労働力によって支えられている。2010 年頃の状況では、ア

パレル産業に従事する労働者には学歴はあまり考慮されず、重労働低賃金の実

情とイメージから社会的ステイタスも低かった。しかし他に選択肢のない中で、

F のように就労が必要な多くの若者たちにとって、アパレル産業が歓迎できな

いものの唯一の就労の場となっており、そのことが全体としてバングラデシュ

の経済を支えている。

　「10 代」を捉えた映像では、筆者は、16 人の子どもたちの大衆初等教育から

中等教育への限定的な進学とオルタナティブな進路の現状の事例がバングラデ

シュの教育の現状を物語っていることを伝えようとしている。
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5.3. 「それぞれの 20 代」（2014 〜 2015 年）

　小学校を卒業して 10 年経った 2014 年の時点で教育を継続していたのは 4人

だった。1 人の男子は修士課程に通いながら村の私塾で講師をしていた。もう

1 人の男子は普段は都市部の縫製工場で働いているが、村のカレッジに学籍を

おき、試験の時だけ仕事を休んで帰省して学歴資格を得ようとしていた。女子

2 人はそれぞれすでに結婚していたが、婚姻後も通信制大学で勉強を続けてい

た。通信制大学も通学は必須ではなく独学で勉強して試験を受けることが可能

であるため、学歴資格の取得を目指していた。勉強を続ける彼ら彼女らは、具

体的な目的があって学歴を取得しようとしていたわけではないが、「将来に備

えて」という理由であった。たとえば女子の場合は、村で小学校の教師の募集

があれば応募のチャンスができる、などという理由である。

　2014 年の調査中に、女子 6 人のなかで最後に結婚した P の結婚式に出くわ

すことができ撮影した。「10 代」の移行期とは異なり、それぞれの 20 代では

新たな家庭を築いて次世代を育てている者もいた。小学校卒業と同時に教育か

ら離脱した男子 A は、子どもの頃に筆者に話していた大工の夢を実現し、一

時期ダッカに働きに出ていたものの村に帰ってきて大工として生計を立ててい

た。筆者が将来の展望を尋ねたのに対する「今のままやっていければいい」と

いう即答が、彼の「安定」を物語っている。

　本作のタイトルを『教育第一世代』としたのは、この「それぞれの 20 代」

の撮影を終えてからである。1990 年代生まれの教育経験が彼ら彼女らの社会

化の過程や人生に及ぼす影響、また親世代との相違を捉えることを当初の目的

にしていたが、「教育第一世代（First Educated Generation）」という世代認識は、

彼ら彼女らが次世代を産み育てるようになった「区切り」においてみえてきた

概念である。つまり、筆者は彼ら彼女らを当事者として捉えていたが、ある世

代として客体視する作業を、調査撮影後の編集のプロセスで行なったのである。

この点において、先行研究（映像）として紹介したアップテッドの最初からイ

ギリスの階層社会を描こうとした『セブン・アップ・シリーズ』とは異なる。
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6. 映像の再帰的機能

　前節では『教育第一世代』で筆者が捉え描こうとした子どもたちの「変化」

について解説した。本節では、この制作アプローチ（撮影方法）における「関

係」に焦点を当てて、映像で捉えうる子どもたちの「主観」を検討する。すで

に述べたように、筆者は対象とした 16 人と、彼ら彼女らが子どもの時から交

流を継続している。つまり本映像は、子どもたちの記録であると同時に、筆者

と子どもたちの「関係の記録」でもある。2003 〜 2004 年の「子ども期」の記

録を基準にすると、「10 代」と「20 代」には個人間の相違が現れているが、そ

れぞれの子どもたちと筆者の間には「子ども期を共有した」という共通の認識

（思い出）がある(8)ため、子どもたちは筆者と対面することで、かつてのこと

を思い出し、また自らの現状を過去との連続において語る。それを促すために、

「10 代」「20 代」の撮影では「子ども期」の回想を促す質問を筆者から投げか

けている。また、映像記録は記憶の片隅に追いやられている事柄を呼び起こし、

再評価を促す力をもっている。この思い出の反復の過程に、当事者である彼ら

彼女らが自らの子ども期をどのように客体化し、自らの経験の記憶に基づいて

「子ども」というカテゴリーをどのように構築しているかを捉えうるものと考

える。

　既述のように、個人にとって社会のなかでの「子ども」という立場は一過性

のものであり、子どもである当事者はいずれ「子ども」ではなくなる。子ども

が「子ども」でなくなった時、かつて「子ども」だった自分が映っている映像

記録は、過去の自分であることには違いないが、現状の自分とは別の社会的カ

テゴリーとなる。一方で、個人にとっての「現在」は「過去」と「将来」の間

にあるものであるから、「現状」を捉える（語る）ことは「過去」と「将来」

を相対化することでもある。映像を通して筆者が子どもたちの変化を捉えるの

とは別に、彼ら彼女ら自身が、映像を通して、また「記録（されたこと）の記

憶」を通して、自らを再帰的に認識し、「変化する主観」を体現する。

6.1. 「子ども」にとって「記録される」ということ

　前節で述べたように、「子ども期」の撮影においては非日常の場面でのみ映
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像を用いた。当時、村の中でも経済的に余裕のある家では結婚式に街の写真館

からカメラマンを雇って写真やビデオを撮らせる習慣がみられた。筆者のカメ

ラも「特別な時のアイテム」として理解されていた観がある。子どもたちは撮

影後にビデオカメラの小さなモニターで映像を見るのを楽しみにしており、「撮

影して視聴する」という一種の遊びとして、しばしば筆者に撮影を提案してき

た。当時の子どもたちにとっては映像は非日常の「遊び」であった。

　「10 代」と「20 代」の撮影では、子どもたちはもはや子ども期のように撮

影自体を遊びとして楽しむことはなくなった。生活スタイルはそれぞれ異な

り、筆者も子ども期のように、彼ら彼女らと終始行動を共にすることはできな

くなった。一方、子ども期に比べると子どもたちは、筆者に対して言葉で自ら

の状況や思いを語ってくれるようになり、インタビューが有効に使えるように

なった。そこで筆者は、彼ら彼女らにその時々の状況を話してもらうと同時に、

「子どもの頃の思い出」と「将来の展望」を繰り返し尋ねている。

　筆者に対して語る「子どもの頃の思い出」は筆者との思い出が中心となる。

そのなかには筆者に関する記憶もあれば、当時一緒にとった行動についての思

い出もある。筆者が子どもたちと一緒に過ごしたのは 1 年半ほどであるから、

彼ら彼女らの子ども期は筆者不在の時間のほうが長いが、筆者という話し相手

に対して話す思い出話は、筆者と共有した時間の思い出に集約される。さらに、

当時筆者がビデオで撮影していた場面は撮影という行為も含めて非日常の記憶

を成し、他の日常時間よりも鮮明に記憶され、時に肥大化する。実際に筆者が

小学校にいたのは 1年半であるが、なかには小学校での５年間ずっと筆者が一

緒だったと誤認して語る者もいた。それらは往々にして「楽しい思い出」とし

て記憶されており、総じて「子どもの頃は楽しかった」「子どもの頃は何も考

えず、ただ遊んでいた」という語りを導いた。当時の様子を知る筆者からすると、

子どもたちは決して「何も考えていなかった」わけではなく、当時の子どもた

ちの視点で社会を洞察し、彼らなりの言葉でそれを語り、そして大人との関係

や子ども間関係を築いていた（南出 2014b）。しかし、そうした細部の記憶は

忘れ去られ、総じて「子どもの頃は何も考えずにただ遊んでいた」と、「子ども」

であった過去の自分を振り返る。その視点にこそ当該社会の「子ども」に対す

る認識が形成されるのではないだろうか。

　子どもたちがカメラの前で「現状」を語るとき、それは「ありのままの現状」
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の部分と、彼ら彼女らが考える「あるべき姿」の部分がある。例えば「10 代」

の撮影時、1 人の男子は「毎日規則通り学校に行っているよ」と話したが、そ

の撮影の日を含めて彼は家業の農業のために学校をしばしば休んでいた。筆者

が「今日は？」と尋ねると「今日はやらなきゃいけない仕事があったから」と

話す。別の例では、「20 代」の撮影で 1 人の既婚女子は、「結婚したら実家に

はいられない、婚家で暮らさなきゃならないのよ」といいながら、実際には実

家と婚家を頻繁に行き来し、月の半分は実家で暮らしていた。

　「将来の展望」についての語りでは彼ら彼女らの考える「あるべき姿」がさ

らに明らかになる。「10 代」ですでに結婚していた女子を婚家に訪ねて撮影し

た時には、婚家の家族に囲まれるなかで「将来の夢」を尋ねると、「義父母や

親戚みんなと一緒に仲良く食べていくこと」と答えた。本人が本当にそう考え

ているかどうかというよりは、その場においてどう答えるべきかを心得ている

様子がわかる。

　また「10 代」から「20 代」になるにつれて展望はより具体的な計画となる。

前節で紹介した男子 A のように「今のままやっていければいい」という者も

いれば、今はダッカで働いているが将来は村に帰って農業をベースとしたビジ

ネスを始めたいという展望を持つ者もいた。またダッカで暮らす女子のなかに

も、今働いてお金を貯めて、将来は村に帰って自分たちの家を建てる、という

ように、将来の明確な方向性を村にイメージしている者は少なくなかった。実

際に将来彼らがどこで生活をしているかはわからないが、彼ら彼女らのもつ「あ

るべき理想」は村に帰ってきて自立した生活を送ることにあるということが明

らかとなった。それは、カメラのない場所での会話のなかでも語られるが、カ

メラを前に改めて、自らの主観（価値観）を表明した。

6.2. 映画によって創出される自己認識

　『教育第一世代』制作過程の一環として、2014 〜 2015 年の長期調査中（「20 代」

撮影期間中）、現地の年次休暇に際して、都市に働きに出ていた者たちも婚家

に嫁いでいた女子たちも実家に帰省していたのを機に、小学校に集まって同窓

会を開いた。これは筆者が呼びかけたもので、その場で「子ども期」の部分に

ついて編集した映像を上映した(9)。それまでにも個別に彼ら彼女らと会えば思
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い出話となり、子どもの頃の写真や映像を求められて見せたり提供したりはし

ていたが、多くが集まる場で上映する機会は、子ども期当時の撮影直後の上映

以来であった。その場には 16 人の子どもたち以外にも学校の教師や村人たち、

現役の小学生らも集まっており、映像に映っているのが主にこの１学年に集約

されていることへの不満が多く聞かれた。一方で、16 人のかつての子どもた

ちからは喜びの声があがった。遊ぶなかで揉めている様子やふざけている様子

に笑い、スポーツ大会では誰が勝ったか、そこに映っている者が今はどうして

いるか、また「自分たちの頃の小学校は（今より）よかった」など、さまざま

な感想が聞かれた。そのなかで男子 S が「子どもの頃のこんな映像が残ってい

る自分たちはとても特別だ、バングラデシュの他のどこの学校にもないよ」と

言った。この上映会以来、彼らはしばしば筆者に「子どもの時の映像を送って

くれ」と頼んでくる。

　もちろん彼らは小学生の頃から筆者が映像を撮っていたことをよく知ってお

り、そしてそれらを断片的に見たことはあった。しかし、単なる記録の断片で

はなく、ある程度編集されて形を成し、皆が集まる空間においてプロジェクター

で投影された「映画」に映る自分（の過去）を見たとき、彼らはそこに「価値」

を見出したのだ。それは記録・映画に対する価値ではなく、自らの存在への価

値である。清水（2014, p.160）は、民族誌映画の制作過程について議論するな

かで、「尊厳の根拠、自分たちの考えや思想、自分たち自身の運命は自分たち

のものであることなど、存在論的根拠とでもいえるものを、映画を手がかりに

して人々（被撮影者）が知ったり気づいたりする」ことの重要性を指摘する。

そしてこの気づきは、「映画上映時にその起点があるのではなく、その前段階

の、映画制作者と被撮影者のある程度長い、全交換的なやり取りであるフィー

ルドワークの中に萌芽し、映画をみることによって発現する」と述べている（清

水 2014, p.160）。映画をみて S が述べた「特別性」は自分たちの存在および筆

者との関係の特別性であり、映画がその認識を導いた。そこに記録された内容

は、現実の（選ばれた）一部に過ぎず、さらに筆者の編集によって色づけされ

たものである。当事者の子どもたちが違和感を感じてもおかしくないし、ある

いはそれを自己認識に結びつけることは、無意識のうちに筆者に記憶を誘導さ

れることになるかもしれない。しかし、それでもなお、映像が筆者と彼ら彼女
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らの関係の記録であるという立場からすれば、関係のなかで積み上げられた認

識を筆者と子どもたちが共有しうるという点において、映像の存在意義は大き

いと言えるだろう。

　このように、特定の個人を長期的に追跡することで対象の「変化」を捉えう

るが、さらにそこに映像による記録があること、また「記録される」という意

識が働くことで、「変化」を、筆者（調査者）による記録と解釈だけでなく、

当事者自身による再帰的な認識によって捉えることが可能となる。子どもたち

は折に触れて、かつての自らが記録されている映像を見たり筆者に会うことで、

過去の記憶が呼び起こされて、「子ども」だった過去の自分を客体化し、自ら

の変化を自覚する。さらに、単なる記録の断片ではなく体系だった映画として

それを「見る」行為は、自覚以上の存在論的自己認識をもたらしうる。

7. おわりに

　以上、本稿では、子どものフィールドワークに映像を用いることの意義につ

いて議論した。その際に、筆者自らが制作した民族誌映画『教育第一世代』の

制作過程を検討材料とした。本映像は、バングラデシュ農村社会で学校に通い

出した教育第一世代の 16 人の子どもたちを、子ども期から 20 代まで 12 年間

追い続けた作品である。「子ども期」における学校での様子と、数人の子ども

たちの「10 代」「20 代」をインタビュー撮影し、彼ら彼女らの進路と変化を当

事者の主観から捉えようとした。

　何を撮影するか、何を聞くかの選択には筆者（撮影者）の関心が影響してい

る。「子ども期」の調査においては社会化の過程を捉えようとしていたことか

ら、映像でもとくに 10 歳前後から見られるようになる子どもたちのジェンダー

規範の体現に焦点が当たっている。「10 代」になると、小学校卒業後の進路が

教育の継続とそれ以外に分かれる。各々に課せられる役割は「子ども期」より

明らかに増し、教育の継続という自分本位の道と自らが置かれている状況や課

せられる役割との間を行き来する様子がわかる。「20 代」では家族を築くなど

して社会的役割がさらに増し、より具体的な展望を築く。
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　映像はこうした「変化」を捉えているだけでなく、映像こそがこの「変化」

を自覚させたものと筆者は考える。当然ながら映像に映し出されているのは筆

者と子どもたちの相互行為のほんの一部分であり、それを支える膨大な時間の

やりとりが根拠となっている。しかし、調査者である筆者と被調査者である子

どもたちとの関係のなかに映像が存在することによって、筆者も子どもたちも、

そうした相互行為に対する再帰的な自覚が促されたといえよう。日常を共にす

る参与観察のなかにカメラという異物が入ることで、その瞬間が意識的に記録

される。残された記録の内容と「記録された」という記憶が過去を語る材料と

なり、筆者と子どもたちの間で「過去」が共有され、「現在」に対する相対的自覚、

そして「将来」についての語りへとつながる。その反復を繰り返すことで、教

育を受けた経験のうえに人生を送る当事者である「子どもたちの視点」を捉え

ることができるのではないだろうか。そして、映像がプロセスにおける記録の

断片に留まらず、形をなした映画として提示されることで、その成果は調査者

と被調査者の存在に関わる共有物となりえるのである。

注

(1) 映像は、以下の URL から視聴可能である。ただし URL を知っている者のみがアクセスでき

る「限定公開」としている。https://youtu.be/6426lerAOlg

(2) 各村の集会場や教師の家の一角に、1 人の教師と 30 人の生徒が集まって開始される無償の基

礎教育学校。教師には教育を受けた村の女性が選ばれて、NGO からのトレーニングを受ける。

低コストで地域に根ざした教育普及活動が展開でき、バングラデシュの初等教育の普及に多大

な貢献をした。バングラデシュでは正規の初等教育機関として認可されている。

(3) 5 歳〜 24 歳のジャマルプール県就学率は、1991 年の 28.9%（全国平均 36.5%）から 2011 年に

は 54. ７％（全国平均 52.7%）に上昇した。

(4) 2014 年頃にスマートフォンが普及するようになると、写真は瞬く間に日常的なものとなった。

(5) 子どもたちが各家から米１カップを持ち寄り、それを市場で換金したお金でビリヤニ（混ぜご

飯）の材料を買って、学校で皆で料理をして食べる行事。

(6) バングラデシュでは金曜日が休日で、調査校では休日前の木曜日は授業を短縮し、子どもたち

が歌や詩の朗読や即興劇を披露する「お楽しみ会」が行われることがしばしばあった。

(7) 例えば、大学入試には各試験の成績評価が加算されるほか、就職にも各試験の成績が影響する。

さらに、パスポートを取得したり海外渡航ビザを申請したりする際にも、この学歴資格証明の

提出が求められる。

(8) 映像は、1人の男子が筆者との関係（思い出）を述べる場面から始まる。
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(9) 上映会での様子が『教育第一世代』の冒頭部分に収められている。
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