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フィールドに行って何ができるのか？
What can we do in the field work?
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Abstract: We discuss fieldwork methods that make happy both researchers and local people by contrasting
the diﬀerence between the two authors’ fields. As a case study, we report our experience in our fields
(Ishigaki in Okinawa and Nozawa in Nagano) through interactions between local people. We contrast our
methods depending on the goals, characteristics of the fields, and how we interact with the local people,
suggesting what we can do for them.

1

石垣 (1971), 中本 (1999), 中川ほか (2015, 印刷中) など

はじめに

がある。
もう 1 人の著者・伝は、長野県野沢温泉村において、

本発表では、筆者らの調査する 2 つの対照的なフィー
ルドを例に、フィールドで研究者ができることに関して

祭りに携わる人々のさまざまな準備作業や行事の調査を

現地の人々とのインタラクションの中から得た感触を

行っている。野沢では毎年 1 月に道祖神祭り*1 と呼ばれ

報告する。筆者らのフィールドである沖縄県石垣市と長

る大きな祭りが行われる。これは「三夜講」と呼ばれる

野県野沢温泉村を例に、研究目的と方法論、調査地の特
性、調査対象の人たちとの関わり方などについてフィー

3 つの年齢層 100 名程度の集団が中心となって運営され
る。10 月中旬の御神木伐採、1 月 13〜15 日の御神木里

ルドごとの違いを対照し、現地の人々に何が還元できる

曳き・社殿組み・祭り本番などが主な作業・行事である。

か、研究者と地元の人々の双方にとって嬉しいフィール

伝らの調査チーム（最大時 7 名程度）は、これらの作業・

ドワークとはどのようなものかを議論する。

行事の一部始終をビデオ収録している。従来の文化人類
学・民俗学的な祭りの研究 (例えば 古家ほか 2009, 鏡味

2

調査地と調査方法

2011) とは異なり、文献・インタビュー調査や参与観察

著者の 1 人・中川は、沖縄県石垣市において琉球諸語

よりも、その場で生じている成員たちのインタラクショ

八重山語（主に白保方言）の研究を行っている。琉球諸

ンに焦点を当て、それを詳細に記録し記述するという相

語は、日本語と同系統にある諸言語である。琉球諸語は

互行為分析の手法を用いている。野沢温泉道祖神祭りに

さらに、北琉球語派と南琉球語派に分かれ、中川が調査

ついては小島 (2002), 坂口 (2009) など、伝らの研究成果

を行っているのは、南琉球語派の 1 つ、八重山語の白保

は榎本・伝 (2013, 2014, 2015a,b) などに記されている。

方言である。対象となる文法項目（例えば助詞）に関し
て話者に直接質問したり、自然な発話データから用例を
収集したりすることによって、文法を記述しようとして

3 調査地の特性
3.1

石垣の場合

いる。特に、話者が無意識に使っている文法項目は質問

石垣の人々は、総じて自文化・言語に誇りを持ってお

によって答えを得ることは難しく、自然な発話データを

り、他地域（隣の集落など）との違いも意識している。集

収録することが重要である。白保方言に関する文献は、

落ごとに風習や方言が異なり、特に中川の調査している
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国の重要無形民俗文化財

白保地区は、18 世紀に津波が来てほぼ壊滅状態に陥り、

3.2

波照間から移民を迎えたため、波照間とよく似た方言が
話されている。近隣の集落（宮良や、石垣の中心地区）
の方言とはほとんど通じず、他の集落の話者は白保方言
を理解できないが、白保の話者は他の集落の方言が理解
できるという。これは集落同士のパワーバランスを反映
しており、古くから現在まで政治的に中心的であるのは
四箇 (sı̈ka) という 4 集落 (宮良 1995, p. 1) で、言語的に
もこの 4 集落が他の集落に影響を及ぼしている。白保の
方言にも中心地区の方言の影響がしばしば見られる。
パワーバランスの上でより優勢である沖縄本島や内地
（本土）の影響も大きく、琉球諸語のほぼ全てが絶滅の
危機に瀕しており、多くの地域において祖父母世代でし
か話されず、子供世代では日常的に使用されることはな
く、孫世代は理解することも話すこともできない。方言
を流暢に話す祖父母世代においても、日本語とのバイリ
ンガルであることが多い。しかし、ほとんど日本語しか
話すことのできない若い世代も自文化への誇りを持って
おり、年中行事において歌われる歌などにおいて使われ
る方言にも慣れ親しんでいると思われる。
このような自文化・言語への誇り、多言語環境も手
伝ってか、あるいは昔から様々な調査に訪れる研究者が
度々いたせいか、調査されることに対する抵抗はほとん
どないように感じられる。ただし、「昔は標準語励行と
いって、方言を話したら方言札*2 をかけて罰せられたの
に、今は研究者の人が内地や外国からわざわざ来て方言
を調査されるなんてねえ」といったことを言う人もい
る。調査される対象になることによって、自文化・言語
への誇りがより高まるということがあるかもしれない。
石垣の白保集落は、他所者の移住や年中行事への参加
には比較的開放的である。白保は明治初期から、沖縄県
や内地の各地からの移住者を多く受け入れてきた (白保
村史調査編集委員会 2009)。近年では、地元出身の者同
士が結婚することも珍しくなり、白保に住んでいる場合
でも夫婦のどちらかは他所出身であることが多い。石垣
の他の地域では、他所からの移住者は祭りなどの行事に
参加できないところもある。また、祭りなどで使われる
文句や歌を他の集落に伝えること、祭りを撮影すること
などが厳しく制限される地域もあり、その点で白保は開
放的であると言える。

野沢の場合

野沢は、長野県北部の山の中腹にある村落で、温泉と
スキーで知られる。冬場を中心として多くの観光客が訪
れるため、数多くの旅館・民宿がある。伝が調査対象と
する人々も、自身や実家が民宿を経営している者が多く、
それ以外にも飲食業や左官業・林業など地域に根ざした
職業についている者が多い。東京近辺で働いている者も
いるが、祭りの期間には野沢に帰って来る。逆に村外か
ら野沢に働きに来る人はほとんどおらず、野沢の人たち
が村外の人間と接するのは、観光客にほぼ限られる。
村内に小・中学校がそれぞれ一つずつしかなく*3 、1 学
年の規模も大きくないため、同級生同士の連帯感が極め
て強い。観光客以外には村内の者と接する機会が圧倒的
に多く、また都市部のような娯楽がほとんどないため、
同級生や同僚同士で遊ぶことが多い。また、同姓の者が
多いため（多くが河野・富井・畔上・森などの姓）
、下の
名前で呼び合っていることが多く、より親密さを強める
一因となっている。このような連帯感や親密さがそのま
ま三夜講*4 を構成する基盤となる。
三夜講による準備作業（とくに 1 月 13〜15 日）は、
連日早朝から深夜に至るまで、雪の降る中で重い木材な
どを運搬したり、組み上げたりする過酷なものであり、
そのつらさは、常時共在し一部始終を収録している調査
チームの者も痛感している。それでも、彼らはこの祭り
に携わることを楽しみにし、誇りとしている。「野沢の
男たちはこの祭りに携わることは、宿命的なものとして
受け止めており、この厄年行事を務めることにより、初
めて村の大人の仲間入りができ、一人前として認められ
るとされている。」(小島 2002, p. 169)
道祖神祭りの中心は、火をつけた松明を持って社殿に
突進する火付け役の攻撃に対して、25 歳厄年の人たちが
社殿下で防御し、それを社殿上から 42 歳厄年の人たち
が見守るという場面である。これには「火つけに参加す
る者は当村住民に限る」という厳格なルールがある。し
たがって、都市部のイベント性の高い祭りとは異なり、
観光客が祭りに参加することはできない。元来、道祖神
祭りは民間信仰の神「道祖神」に根ざしたものであり、
イベントではない。宗教的側面を持ったものなのである
（実際、御神木伐採や社殿上棟式では神事が執り行われ
る）。それを「見物人」に見せるという「祭礼」の形式
をとっているのである (柳田 1969=2013)。調査チーム

*3
*2

方言札とは、沖縄の子供が日本語（「標準語」）を話せるようにな
る目的で導入されたもので、主に小学校で方言を話した子供に持
たされていた札である。札には、
「私は方言を使いました」などと
書かれていたという (近藤 2005, 猿田 2007)。

*4
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かつてはもう 1 校ずつあったが、統合された。
「三夜講」は、ある年に数え年 42 歳（厄年）
・41 歳・40 歳である
3 つの年齢層の男性たちによって構成され、3 年間同じメンバー
で活動する。各年齢層には「寶友会」「成翔会」「煌心会」といっ
た名前が付いている。

の面々もこの祭りのそういった側面を踏まえて行動して

言が上手」な部類であり、調査者には完全な母語話者だ

いる。例えば、御神木里引きの際に、地面に横たわる御

としか思われないが、それでも確かめる必要があるよう

神木をまたいではならないというルールがあるが、調査

だ。方言の巧拙によって彼らが何を意味しているのかま

チームもそれを遵守している。

だよくわからないが、「方言が上手」な人しか調査に協
力してくれていないのではないかと最近感じている。し

調査対象の人たちとの関わり方

4
4.1

かし我々にとっては「方言が下手」な人も貴重な母語話
者であるので、彼らの自然な語りも収録できる機会を手

石垣の場合

2010 年以来、中川は石垣に調査に行っている。前述

に入れたいと考えている。

のとおり、開放的で入りやすい雰囲気であり、またサー

調査者である中川は地元ではなく、内地の出身であ

ビス精神旺盛な文化も手伝ってか、農作業・祭りの準備

り、琉球列島に侵入してきた日本語を母語とするため、

などの忙しい時期であっても無理をして調査に付き合っ

また方言の話者もほぼ全員バイリンガルで日本語を流暢

てもらってしまっていることがある。地元の人にとっ

に話すため、媒介言語として日本語を使用している。調

て、方言と文化は一体であるようで、「方言を調べてい

査者も方言を習得しようとしているが、まだ自然に話す

るんだったら祭りを見ないといけない」とよく言われ

ことはできず、振る舞い・話し方などが内地風の調査者

る。2010 年に初めて行ったときは何も知らなかったた

の前では、自然な談話を収録したくても、方言が自然に

め、夏の一番大きな祭りである豊年祭*5 の前日に帰るス

出てこない話者も多い。マルチリンガルの話者のコード

ケジュールを組んでしまい、とてもがっかりされた。そ

スイッチングには、聞き手の母語や社会的な地位も関係

れ以来、夏に行くときは必ず豊年祭を見るようにしてい

していることが指摘されており (Ledvinka 1972, Beebe

るが、豊年祭のあとは旧盆の準備に忙しくなるため、祭

1977)、自然な談話を収録しようとするときには調査者

りは見るべきだが忙しい中調査に時間を割いてもらって

はその場にいないようにするなどの心がけが必要であ

無理をさせてはいけないという板挟みに苦しんでいる。

る。マイクやカメラの存在自体が発話に影響している可

地元の人たちはとてもサービス精神旺盛であるが、
「方

能性もある。

言を教えてください」というと「自分なんかにはとても

白保を含めた石垣市全体が移民を多く受け入れ、「石

できない」と言われることもある。これには少なくとも

垣は合衆国」であるとよく言われる。このため、様々な

2 つ理由があることに気づいた。1 つは、方言を教える

文化が混在しており、人付き合いで戸惑う場面もある。

というと何かとても難しいことをやらされるような気

例えば沖縄本島に由来する人たち（石垣生まれも含む）

になり、自分にはとてもできないと思うことが要因であ

は「出会ったら皆兄弟」のことわざどおり、初対面でも

ると考えられる。さらに、中川は調査当初、京都大学の

出会った瞬間から家族のように接してくれることも多

大学院生で、京都大学や琉球大学の教授たち、ハーバー

い。一方、石垣ネイティブの人たちは、そのような文化

ド大学の大学院生などと一緒に調査しており、「教えて

を持たないように思われる。しかし、外から来た調査者

あげる」ためには不適切な人たちに見えたのかもしれな

にとっては、どの人がどの由来を持つ人なのかがわから

い。実際は世間話を収録したり、日本語を方言に翻訳し

ず、したがってどのように接すれば良いかもわからな

たり、日本語と方言が流暢に操れる人にしかできないこ

い。中川の場合、付き合いが長くなるに従って何となく

とをお願いしたいだけなので、もっと断られなさそうな

わかってくるということはないので、文化に敏感な人
（マイノリティーに多いように思われる）に出会って話

頼み方を考えなければならない。
もう 1 つの理由は、現地の人々の方言に対する考え方
にあるようだ。中川ら調査者から見れば、方言を操る人

す機会があればこれも調査したいと考えている。

4.2

はみんな完全な母語話者に見えるが、彼らはそんな母語

野沢の場合

伝が野沢のフィールドに初めて入ったのは 2012 年 10

話者の方言の巧拙についてよく語る。例えば、方言を教

月のことである。以来、4 年間道祖神祭りの調査を続け

わっているお年寄りの中でも最高齢に属する 90 歳代の

ている。調査を始めた当初は、この種のフィールド調査

お婆さんが語るところによれば、彼女の孫に頼まれて日

に慣れていなかったこともあり、いろいろ戸惑いもし

本語の童話を方言に直したが、孫に手渡す前に、方言が

た。なにより、この地域に住む特定の年代の男性のみが

上手とされている人のところへ行き、方言が合っている

祭りに関わる作業・行事に参加する/できるといった、あ

かどうか確かめたという。おそらくそのお婆さんも「方

る種の「閉鎖性」が壁を感じさせた。しかし、回数を重
ねるにつれてこの壁はなくなっていった。その理由はい

*5

豊年祭とは、7〜8 月に行われる米の収穫を感謝する祭りである。

くつかある。
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まず第一に、このフィールドに対する理解が深まった

を遮らないように気づかっていたが、いまでは平気でカ

ことがある。当初は、三夜講のことも、彼らの作業内容

メラの前を横切る。そこには、自分たちの言動を記録し

についても何も知らなかった。わけも分からず、やみく

にきている「お客さん」という意識はない。祭りの準備

もに撮影していた。そのうち知識が増えてくると、撮影

をする人々とそれを収録する人々とが、いわば一体化し

もある程度焦点化されたものになってくる。特定の人の

た一つの「系」となって存在しているのである。

そばにいることが多くなるので、話しかけられたりする

その一方で、彼らとの関わり合いにおいて考えさせら

こともでてきた。また、作業内容に関する知識が増える

れることもある。前述したように、この祭りは当村住民

と、彼らの動きをある程度予測できるようになる。道祖

だけが参加するものであり、どれほど仲良くなっても調

神祭りの準備作業はしばしば危険を伴う。重機が行き来

査者たちは部外者である。このことは普段の付き合いに

しているし、巨大な木材を運搬したり、チェーンソーで

おいてはほとんど意識されない。しかし、御神木伐採や

木を切ったり、造営中の社殿の上から木の切れ端を投げ

御神木里引きなど観光客を含めた見物人が多くいる機会

落としたりしてくる。調査者たちが未熟だった頃はさぞ

では、顕在化することがある。調査者のスキルの向上と

危なっかしかったことであろう。動きを予測できるよう

それまでにない映像を撮りたいという思いから、近年は

になるとみずから危険を回避できるので、「この人たち

しばしば、まわりから見れば「異常」とも思える位置や

は大丈夫」といった信頼感も得られるようになる。

距離での撮影になることがある。見物人がいない状況で

第二に、調査対象の人たちの調査者に対する理解の深

は、我々に対する信頼から、このことが問題化されるこ

まりというのもある。主だった作業・行事には地元のテ

とはほとんどない。しかし、見物人が多くいる状況では

レビ局などが撮影に来る。当初は、我々調査チームもテ

問題になる。見物人から見れば我々も同じ「見物人」で

レビ局だと思われていた。いまでは、三夜講や祭り関係

あり、我々の行動はともすれば他の見物人の危険な行動

者のほとんどの方に、我々が大学から来た調査チームで

を引き出しかねない。それゆえ、第三者の前では、祭り

あることを知ってもらっている。もちろん、研究の目的

に携わる者とそれを見物する者との間の明確な線引きが

や内容をきちんと理解してもらっているわけではない。

必要なのである*6 。その意味では、調査対象者たちとの

それでも、彼らの活動の一部始終を収録したいのだとい

ラポールに基づく仲間意識と、調査行為自体が見物人の

うことはわかってくれている。前述したように、この祭

目にさらされていることから要請されるウチ・ソトの関

りの準備作業は過酷である。その一部始終をくまなく収

係性の二重構造があるように最近は感じている。

録することもまた大変なことである。そのような調査
チームの「意気込み」も、彼らの祭りへの「意気込み」

5 調査結果の還元

に通じるところがあるのかもしれない。

調査結果を現地へ還元するには、何をすればよいだろ

第三に、繰り返し当地を訪れ、顔を合わせていると、

うか。研究が実践と直結している（例えば医学・教育学

自然と仲良くなるということがある。文化人類学や民族

などの）分野では、現場の人たちのためにできることは

学におけるフィールド調査の例に漏れず、野沢の人たち

自明であるかもしれない*7 。一方、消えゆく方言の調査

とも酒を飲み交わすことによって心理的な距離が随分と

や伝統行事である祭りの撮影などが実践にどう結びつく

近づいた。彼らの作業後の打ち上げに参加させてもらう

のかは自明ではない。また、筆者らのフィールドは発展

こともあるし、作業・行事とは関係なく私的に飲む人た

途上国でもなく、現地の人々は、薬がなくて困っていた

ちもいる。とくに、調査地に入った当初から継続的に接

り、適切な教育を受けることができないわけでもない。

している人たちとは仲がよい。その一方で、上の世代の

よって、熊谷 (2013), 門司ほか (2015) のように、現地の

人たち（前三夜講の正副委員長 = 保存会）とは、個人的

人々の手助けを必要としているわけでもない。

には距離を感じていた。それが、村内の飲み屋でたまた

筆者らの場合、問題点はより抽象的あるいは観念的で

ま出くわして、一緒に飲んだということをきっかけに、

あるように思われる。筆者らのフィールドは村落部（い

一気に距離が近づいた。

わゆる「田舎」
）である。一般には、都市部は優れていて

こういった経験を通じて、調査対象の人たちとのラ

村落部は劣っていると考えられている。筆者らに投げか

ポールを形成し、スムーズな調査を継続できている。こ

けられる、わざわざこんなところに何を調べに来ている

のことは、調査者たちの撮影データにも痕跡として残っ
ている。当初は概して遠い距離から遠慮がちに撮影して
いるが、慣れてくるにつけ被写体との距離が近づいてい
く (伝 2015)。また、調査対象の人たちも当初はカメラ

*6

このことは、比較的付き合いの長い、三夜講のある方に実際に指
摘していただいた。
*7 しかし、
「役に立つ」ことが自明に思える分野でも、改めて現場へ
の還元が提唱されていることから、ここでも研究と実践の乖離は
存在することがうかがわれる (例えば 熊谷 2013, 志水 2001)。
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のか、こんなことを調べて何になるのかといった地元の

いう学問の成果は何らかの貢献を成しうるだろうかとい

人たちの疑問の中にも、自分たちの言語・文化の価値を

う問いは、今でも筆者の中に未解決のまま燻っている」

どう評価してよいのかわからない様子が感じられる。そ

(p. 50) と述べている。そして、結果としていまある「祭

れでも、彼らが自分たちの言語・文化に誇りを持ってい

りの姿」だけを調査研究の資料として対象化するのでは

ることは間違いない*8 。

なく、祭りや芸能の準備や稽古の過程を含めた、ダイナ

それでも、石垣の人々、特に若者は、その多くが地元

ミックに祭りが作られる「実践の場」を対象とすべきで

を離れて、進学・就職・結婚のため内地や沖縄本島に住

あり、
「[そのような] 実践がある限り、いつでも、どこに

んでいる*9 。野沢でも状況は同じで、近年は東京近辺に

でも祭りという現象は存在する」(p. 101) と述べている。

就職する者も多く、若い世代での地元居住者も出生率も

筆者らのフィールドワークに共通しているのも、現地

著しく減少している*10 。このような状況で、自分たちの

の人々の生の声や姿を「できごと」として収録している

子孫に言語・文化を伝えることは困難、あるいは不可能

ことである。これらのデータはたんに研究者や第三者に

だろう。誇りを持っていても、その誇りが子どもたちに

とって有用であるという以上に、現地の人々にとっても

伝えられないのはつらく悲しいことである。

有用なのではないだろうか。彼らは自分たちの言語・文

フィールドワーカーは、このような人々に何ができ

化を誇りに思っているけれども、どこがどうすごいのか

るだろうか。Hale (1992a,b), Bradley & Bradlay (2002),

説明できない。我々のデータによって、彼らが自分たち

Chelliah & de Reuse (2011) などによれば、言語学の

の言語・文化を客体化し、彼ら自身にその価値を再認識

フィールドワーカーの責任として、辞書・談話集・参照

してもらうことが成果還元の一つの姿だと思う。そうす

文法を出版し、それによって地域の人たちが知識を継承

ることによって、彼ら自身の中で自分たちの言語・文化

したり学んだりできるようにしておくべきであるとい

を継承しようという気持ちがより強くなれば、研究者と

う*11 。琉球列島における言語と文化の保存・継承の試み

地元の人々が一体化した、「嬉しい」フィールドワーク

は田窪 (2013) などで紹介されている。また、ひらがなで

になるのではないだろうか。

は書きづらい琉球諸語の書記体系を提案した小川 (2015)
もある。
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