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１ イントロダクション 

近年のケータイの受容･普及はめざましく，いまや「通

話」から「通信」のための装置としてわれわれの日常生活

に浸透している．ケータイは身体の拡張として機能し，さ

まざまなデータや情報がケータイの“メモリ”として蓄積

されるようになった．なかでも付加機能としてのカメラは，

あたらしいタイプの写真，および写真撮影の実践を生み出

しつつある（たとえば，Okabe and Ito, 2003; Kato, Okabe, 

Ito, and Uemoto, 2005）．写真撮影，送受信（MMS），ウ

ェブ等での公開がきわめて容易となり，カメラ付きケータ

イは，手軽なデジタルカメラとして，われわれの日常生活

の出来事を記録・蓄積し，“絶え間なき交信”のなかで「生

活記録（life document）」（Plummer, 2001）を生成し続

けている． 

また，マーケティング等の分野を中心に，カメラ付きケ

ータイを活用した「モバイルリサーチ」の可能性が注目さ

れている（インフォプラント, 2005）．筆者は，フィール

ドワークをはじめとする定性的な社会調査法において，カ

メラ付きケータイの活用を試みてきた（Kato, 2005b）．

こうした試みは，「まちづくりゲーム」（たとえばサノフ, 

1993）のデザインや地域コミュニティの資源を評価・再

評価する体験学習のプログラム化に適用可能だと考えら

れる．本論文では，フィールドワークの成果を活用した体

験学習プログラムのデザインについて論じる．なお，以下

では具体的な事例として，2004 年 11 月よりすすめてい

る柴又（東京都葛飾区）における調査を紹介しながら説明

する（注１）． 

 

２ カメラ付きケータイを活用したフィールド調査：柴又

における調査を事例として 

2.1 背景 

 地域コミュニティの資源を評価・再評価することは，ま

ちづくりやコミュニティ・マネジメントの問題のみならず，

われわれが“生活者”として共有する社会的記憶やパブリ

ック・ヒストリーの問題（Hayden, 1995），さらには魅力

のある“場（場所）”の要件（Oldenburg, 1989）を考え

る上で，きわめて重要である．また，Ｓ＆Ｇ研究は，こう

した問題を多面的に理解し，コミュニティの成員間で共有

するための仕組みづくりや学習環境のデザインに貢献し

うるであろう． 

2004 年 11 月３日，われわれは柴又（東京都葛飾区）

において，カメラ付きケータイを活用したフィールド調査

をおこなった．これは，カメラ付きケータイを質的調査，

とりわけ地域コミュニティの評価・再評価のためのデバイ

スとして活用する試みであり，ひとつのパイロットケース

として実施した．葛飾柴又は，「寅さん」の町として知ら

れており，映画『男はつらいよ』は，国内のみならず海外

でも良く知られている．同映画は，1969 年に第一作目が

公開されてから，第 48 話まで続いた．近年，地域づくり

のためのひとつの方法として，フィルム・コミッションの

試みがあるが，葛飾柴又では，すでに 20 数年前から地域

が一体となって映画づくりに関わってきたと言える．その

意味で，映画によって地域コミュニティのイメージが構

成・維持されてきたのである．シリーズの主人公である渥

美清氏が 1996 年に他界し，シリーズが終了して以来，柴

又を訪れる観光客の数は，徐々に減少しているという．こ

うした現状をふまえ，地域コミュニティの持つさまざまな

資源を評価・再評価し，地域のアイデンティティを再確認

することが求められていた． 

われわれは，建築や都市計画・地域開発という立場では

なく，もっぱら社会学的な観点から --- “生活者（観光客）”

の立場で --- フィールド調査をおこなうことになった．大

学生，つまり「寅さん」以降の世代の観点から，地域コミ

ュニティに偏在するさまざまな“グッドプレイス（good 

place）”（Oldenburg, 1989）を発見・再発見する試みであ

る．現在進行中の調査は，図１のように相互に関連するス

テップで構成されている． 
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図１ 調査プロセスのデザイン 

 

2.2 データの収集・蓄積 

 われわれの日常生活にはさまざまな個人的記録がある．

たとえば写真，手紙，日記，切符，伝票，成績表など，す

べて広い意味で「生活記録」と呼ぶべきものである．生活

史・誌やライフヒストリー・アプローチと呼ばれる分野に

おいては，こうした「生活記録」をつうじて，自らの生活

が埋め込まれた社会的・文化的な文脈や，自分の内面につ

いて洞察をくわえる試みがなされている．ケータイのカメ

ラによって切り取られる日常生活の「ひとコマ」も，ひと

つの「生活記録」として理解することができる．たとえば，

写真を時間的に，あるいは空間的に分類・配列することに

よって，個人の行動軌跡や人々が集った“現場”をある程

度再現することができる． 

 本調査においては，カメラ付きケータイをもちいたフィ

ールド調査を試みた．モブログを活用し，あらかじめ登録

されていた調査者が，“現場”で撮影した写真を指定され

たアドレスに送信すると，逐次ウェブに掲載されていくよ
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うな仕組みを事前に準備しておいた．これは，複数の調査

者で共有する画像データのアーカイブのようなもので，時

間および撮影者については自動的に記録することができ

た（Kato and Shimizu, 2005）．また，画像を添付する際

のメールの件名や本文は，フィールドノーツとして，併せ

て記録された． 

2004 年 11 月の調査には 21 名の学生（学部生・大学院

生）が調査者として参画した．大部分の調査者にとって，

柴又を訪れるのは今回が初めてであり，“観察者（観光客）”

の立場から，フィールドワークに取り組んだ．調査にあた

っては，とくに詳細なガイドラインはなく，あらかじめ決

められたエリア内を個人またはグループで歩き回り，気に

なった〈モノ・コト〉を撮影するというスタイルをとった．

6 時間ほどの調査で，モブログにはおよそ 280 枚の写真

が投稿された． 

 

  
 

図２ カメラ付きケータイをもちいたフィールドワーク 

 

2.2 データの編集・意味づけ 

続くステップでは，各自が，“現場”で撮影されウェブ

に蓄積された写真の選別をおこなった．たとえば撮影され

た時間に沿って配列したり，あるいは地図上に布置したり

することによって，それぞれの「ひとコマ」どうしの関係

性が明らかになる．一枚一枚の写真として記録された地域

コミュニティの風景は，ひとつの連なりとなって理解され

ることになる．さらに，調査者は，自らの体験を 500 字

程度の文章で綴った．選別・レイアウトされた写真に文章

を添えて，ひとりの調査者のフィールドにおける体験や

「気づき」をポストカード（カード）として編集，印刷し

た（図３）． 

 

 
 

図３ フィールドノートとしてのポストカード 

 

2.3 データの流通・共有 

 フィールドワークをおこなう際，地域コミュニティのメ

ンバーとどのような関係性を築くかという，アクセスやメ

ンバーシップの問題はきわめて重要である．通常は，今回

のように“現場”に直接関わりを持たない“観察者（観光

客）”としての立場で調査をスタートするが，参与観察を

すすめるうちに，やがては“寄留者”としての立場を獲得

し，調査のデザインによっては“新参者”として，地域コ

ミュニティの成員に認知されることを目指す場合もある．

いずれの場合も，地域の特質を理解し，また調査結果を地

域コミュニティに還元することを考えると，こうした関係

性の構築・維持はきわめて重要な課題である．われわれが

作成したポストカード（全 23 種類）は，地元の信用金庫

や商店街等に置いて，無料で配布した．ポストカードには，

調査者の氏名と筆者の研究室の住所を明記することで責

任の所在を明確にするとともに，フィードバックを受けら

れるようにした．実際に，われわれが作成，配布したポス

トカードを手にした地元の人びとから，封書やハガキによ

るコメントが届き，やりとりが続いた． 

 

３ POST による体験学習 

上述のとおり，柴又におけるフィールド調査の成果は，

ポストカードとして編集，印刷した．ポスト（POST）は，

こうして作成されたポストカード（カード）を活用した，

あたらしい体験学習の方法論である．POST は，フィール

ドワークをはじめとする定性的調査法の教科書，まち歩き

のためのガイドブック，あるいは文献カードとして，さま

ざまな使いかたができるカードの束である．POST は，

“KJ 法”（川喜田, 1967）やアイデアプロセッサー的な発

想，さらには IDEO の Method Card などからヒントを得

てデザインをすすめている．POST を使うことによって，

社会や文化を理解するためのものの見かたや，フィールド

でのふるまいかたを学ぶことができる．さらに，自らが見

たこと・感じたことをカードとして作成する（＝POST す

る）ことで，POST そのものを拡げていくことも可能であ

る． 

POST によって構成される一連のふるまいは，体験学習

のプロセスやグラウンデッド・セオリー・アプローチ（e.g., 

Strauss and Corbin, 1990）の考え方をベースにデザイン

されている．体験学習の理論は，われわれの日常生活にお

ける直接体験こそが学習の源泉であるという仮定に依拠

しており，たとえば，D. コルブ（Kolb, 1984）は，概念

化・実践・経験・省察という４つのフェーズで，学習プロ

セスを理解することを提案している．こうした体験学習的

なプロセスについては，計画（Plan）・実行（Do）・評価

（Check）・改善（Act）という PDCA サイクルによる理

解のほうが馴染みぶかいかもしれないが，POST において

は，Practice・Observe・Search・Think の４つの基本動

作で学習プロセスを構成している．ハガキサイズのカード

は，これら４つのカテゴリーのいずれかに，あらかじめ分

類されている（図４）． 

3.1 Ｐ（Practice） 

P（Practice）は，フィールドワークの「しかた」を練

習するためのカードである．実際に，（比較的簡単に）試

すことのできる演習課題とサンプル（写真）で構成されて

いる．筆者は，大学での開講科目である「フィールドワー

ク法」で，すでに POST を教材として活用している．受

講者は，学期中に６～７回，Ｐカテゴリーのポストカード

を受け取り，カメラ付きケータイとポストカードを持って

まちを歩くことが求められる．たとえば被写体（調査対象）

との距離の問題，定点観測の考え方など，カードごとにテ

ーマはことなるが，一連のカードで実習をおこなうことで，



フィールドワークの基礎を学ぶことができるようになっ

ている． 

3.2 Ｏ（Observe） 

O（Observe）は，フィールドでの観察・記録の結果や

調査者の所感がまとめられたカードで，いわゆる“ケース

（個別具体的な事例）”として読むことができる．今回の

葛飾柴又でのフィールドワークの成果は，このカテゴリー

のカードとして 23 種類作成された． 

3.3 Ｓ（Search） 

S（Search）は，本や論文などからの引用文である．す

でに，〈誰か〉のことばによって語られた社会や文化につ

いて，知識を増やすことができる．“ケース（個別具体的

な事例）”の内容を整理するヒントになるとともに，フィ

ールド調査に必要なボキャブラリーづくりに役立つカー

ドである． 

3.4 Ｔ（Think） 

T（Think）は，フィールドワークや，さらに広い意味

での知識の獲得，創造的な活動に役立つような，（より抽

象度の高い）概念やキーワードを説明したカードである． 
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図４ POST による体験学習のプロセス 

 

3.5 体験学習プログラムへの展開 

ここで重要なのは，４種類のカードが相互に関連しなが

ら，フィールドワークという学習プロセスの諸側面の理解

に役立つという点である．つまり，一枚一枚のカードのみ

ならず，カードとカードの関係性について考えることで，

学習がうながされてゆく．フィールドワークの現場で，あ

るいは，調査の日に書き留めるフィールドノートは“ふだ

ん着”感覚（＝ふだん記）で，もっぱら調査者が自らのふ

るまいをふり返るための素材として，性格づけることがで

きる（「ふだん記」については，橋本, 1978 を参照）．い

っぽう POST は，もう少し広く「読者」を想定して綴ら

れるので，“よそ行き”（＝よそゆ記）の性格を持つ．「ふ

だん記」と織り交ぜることによって，自らの投げ込まれた

社会や文化の状況を，ひとつのカードの束として考えるこ

とができる．  

 POST による体験学習の試みは，たとえば「おはなしあ

そび」（齊藤・島田・下村, 2003）といったＳ＆Ｇとの関

連でさらに発展させる方向性も考えられる．「おはなしあ

そび」は，筆者の研究室で考案・デザインした学習用ゲー

ミングで，「カードによって得た複数の知識を１つの物語

として関連付け，擬似的に１つの新しい体験として身に付

ける」ことを目指すものである．いわゆる暗記ではなく，

イメージをともなうある種の「思い出」の生成を試みるカ

ードゲームとして試作した．「おはなしあそび」では，あ

らかじめ用意された情報カードを利用することになって

いるが，フィールド調査と連動させるバージョンもデザイ

ンすることができるはずである．ゲームのプレイヤーが，

ゲームで使うためのカードそのものを作成するところか

ら関わる，あたらしい参加のスタイルも提案できるだろう． 

 

４ まとめ：フィールドワークの想像力 

カメラ付きケータイを活用したフィールド調査および

POST による学習プロセスには，どのような社会的意味が

あるのだろうか．まず，素朴なことながら，個人的な経験

や価値観が，たとえばポストカードとして流通することで，

人びとに共有されうるものとしての意味をもつようにな

る．そのこと自体は，従来の写真においても見られたこと

だが，カメラ付きケータイの手軽さによって，その機会を

大きく拡げることになるだろう．その結果として，カメラ

付きケータイによる写真は，意識的にも無意識的にも，誰

かに「見せる」ことを前提とした写真へと変容する可能性

がある． 

このことは，カメラ付きケータイが「（未だに知らない）

他者」との交流をうながす，“コミュニティ・ビルダー”

として機能しうることを示唆している．カメラ付きケータ

イを活用したフィールド調査は，自らが，いつ，どのよう

な場所立ち寄るのかということについて意識させると同

時に，その場所に以前立ち寄った人びとの意識を掘り起こ

すきっかけにもなる．われわれの日常生活のなかで，逐次，

蓄積されてゆく写真が持つ多様性は，人びとの経験や多様

な価値観の発見によって，つながりのあるものとして並べ

られていく．このことは，一回性のイベント的な市民参加

として，見知らぬ他者との社会的コミュニケーションが生

み出されるものではなく，多様な「当事者」との継続的な

コミュニケーションがおこなわれるコミュニティの構

築・参加へとつながるだろう．都市景観を理解するための

あたらしいアプローチの可能性について，D. ハイデン

（1995）は，以下のように述べている． 

 

社会のさまざまな断面が包括されている都市のラ

ンドスケープの歴史は，パブリック・ヒストリーと

都市保存への新たなアプローチの基礎となり得る．

このアプローチは建築保存の基礎を成してきた美

術史的な建築アプローチを補うものではあっても，

本質においてこれとは別個のものである．より包括

的な都市のランドスケープの歴史は都市デザイン

の新しいアプローチにも刺激を与えてくれる．それ

は例えば，市民のみならずデザイナー，芸術家，作

家達の参加も得て，都市のある場所の歴史上の際立

った意味を表現する都市芸術の創造に役立つ．これ

こそが空間を公共に開放するとともに都市社会の

多様性を認める都市デザインではないだろうか．そ

れは形態のみを追求した建築，あるいは不動産投機

によってもたらされた記念碑的な建築としての都

市デザインとは全く異質なものである（邦訳, 2002, 

pp. 35-36）． 

 

 このような状況が実現するには，人びとのものの見方・

考え方が，自発的に選別・蓄積され，ネットワークを介し

て相互に参照できる仕組みづくりが必要となる．ここでい

う自発性は，人びとの記憶の不確実性による過去（あるい

は未来）についての不安を，「生活記録」の保存・共有を



つうじて他者との間で相互に担保し合おうという意識か

ら生まれるものとして理解できるだろう．近年の環境問題

への意識の高まりをふまえると，こうしたイメージや社会

的記憶の共有はきわめて有意味だと考えられる．ブログ

（モブログ）などに見られる個人による記録の蓄積と公開

の拡がりは，その象徴的なものといえるだろう．今後も，

引き続きフィールドワークをはじめとする実践をすすめ

るとともに，POST のプロセスの中で，その可能性をさぐ

りたい． 
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注 

注１：葛飾柴又におけるプロジェクトは現在も進行中であ

る．補足資料としては以下を参照のこと． 

(1)「街に学生の力を！」 シリーズ「地域再生しんき

ん運動」推進事例 - 22：亀有信用金庫『信用金庫』（社

団法人 全国信用金庫協会）2005 年８月号（pp. 40-43） 

(2) 朝日新聞（東東京朝刊）2005/2/18 携帯で撮影，

柴又応援「寅さん後」を慶大生が探す 

(3) 読売新聞（東京夕刊）2005/1/25 [こだわりワー

ク事情] 街おこし，観光名所発掘…地域の魅力は学生

に聞け！ 

(4) 日本経済新聞（朝刊・首都圏経済）2004/11/9 柴

又観光に慶大生が新風，亀有信金，助言生かし活性化 

--- 脱「寅さん頼み」 

注２：2004 年 11月に実施したフィールド調査の成果は，

科学技術融合振興財団（FOST）平成 15 年度調査研究助

成「創造的チームワーク醸成のためのカードゲームのデザ

インおよび実践に関する研究」により，編集・印刷した． 
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