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１．はじめに

　本稿はメディア研究，ジャーナリズム研究におけるエスノグラフィーの方法を
主題とする。とくに，メディアやジャーナリズムに関わるグローバルな現象をど
のように調査するのかについて考察する。エスノグラフィーはもともと，ローカ
ルな場において人々のミクロな相互作用に注目する調査法である。しかし今日で
は，エスノグラフィーを用いて，ミクロからマクロなグローバリゼーションとい
う現象を捉えようという試みが数多くなされている。
　本稿では，主に，ニュース制作（news production）とオーディエンス（audi-

ence）のエスノグラフィーを例に考察を進める。この２つの分野を取り上げるのは，
メディア研究，ジャーナリズム研究のうち，エスノグラフィーが調査にしばしば
用いられてきた分野だからである。本稿は，この２つの分野の先行研究を例に，
伝統的なエスノグラフィーと，グローバル化するニュース制作やオーディエンス
の状況を記述するための新しいエスノグラフィーの方法について比較検討するこ
とを目的とする

（１）

。
　以下に，まず伝統的な方法は単一の調査地をどのように調査してきたかについ
て整理する。つぎに，新しい調査方法は国境を越える調査地をどのように記述し
ようと試みているのかについて検討する。最後に，日本の状況について述べたい。
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２．単一の現場と伝統的な調査法

２－１　伝統的なエスノグラフィー
　最初に，伝統的なエスノグラフィーの方法について簡単に整理しておこう。「エ
スノグラフィー」という語は，主に，⑴調査方法論，⑵調査に基づき書かれた成
果物という２つの側面で用いられる。調査方法論としてのエスノグラフィーは参
与観察（participant observation）を基本としているが，参与観察をともなわない
インタヴュー調査もエスノグラフィーと呼ばれるようになっている

（２）

。参与観察と
は，調査者が研究テーマに関わるフィールドに自ら入って，人々の生活や活動に
参加し，観察を行う質的調査法である。調査者は，数ヶ月から数年にわたって，
フィールドで観察したり，活動に参加したりする。また現場にいる人々から個別
に話を聞く機会を設けてインタヴューを行うこともある。そして，フィールドで
見聞きしたり考えたりしたことを，フィールドノートに記録し，これをデータと
して分析に用いる。
　エスノグラフィーは，欧米の白人研究者によって発展を遂げてきた。文化人類
学では，南米やアジア，オセアニア，アフリカなどのフィールドに赴き，現地の
人々の生活や社会を観察するという形で調査が行われてきた。社会学では，都市
に見られるスラムや移民コミュニティを対象に参与観察が行われてきた。従来，
伝統的なエスノグラフィーは，境界づけられた地域や小集団の文化の全体的な

（holistic）記述を行うことをめざしていた。言い換えれば，ローカルなコミュニ
ティなどの単一の現場（site）で参与観察を行う方法が一般的であった。社会学
でその典型といえば，Whyte が書いた Street Corner Society（1943＝2000）である。
20世紀前半，シカゴ学派と呼ばれる社会学者たちによって優れた民族誌が数多く
生まれたが，Whyte の方法は後の社会学における民族誌の手本となった。それは，
調査者自身がイタリア系移民の集住するボストンのスラム地区に住み，現地の若
者たちと行動をともにしながら参与観察を行うという方法だった（藤田 2013）。

２－２　ニュース制作
　このようなアメリカ社会学の流れから，ニュース制作のエスノグラフィーが行
われた。その調査方法は，調査者がニュース組織に通って，ニュースの制作過程
に参加して観察を行い，関係者にインタヴューをするという方法である。取材す
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る記者を研究者が取材する，ともいえるだろう。ニュース制作の研究にエスノグ
ラフィーが用いられるのは，職業社会学的アプローチから，日常の職業的ルーテ
ィーンを明らかにするためである。すなわち，ジャーナリストは組織に所属して
働く専門家とみなされ，ジャーナリストが探し出し，解釈し，加工した産物がニ
ュースであると捉えられる。ニュースは事実の客観的記述というよりも，組織に
属する専門家の行為の結果であるから，職業的ルーティーンを探ることが重要な
のである。
　主要な研究として Tuchman（1978＝1991）の Making News があげられる。彼
女は，ニューヨークのテレビ局，新聞社，市民活動，市庁舎のプレスルームをフ
ィールドとして，10年にわたって参与観察を行った。同様の調査に，Gans（1979）

の Deciding What’s News がある。彼は，ジャーナリスト自身が何を考慮してニ
ュースを選択しているのか明らかにしようと，CBS，NBC，Time，Newsweek
の編集局でそれぞれ数ヶ月間，参与観察を実施した。
　筆者は大学院生のとき，Gans の指導の下，同様の参与観察を試みた（藤

田 2002）。アメリカのコロンビア大学社会学部に設置されていた Gans の「Field 
Research Methods」というセミナーで参与観察のトレーニングを受けていたた
めであり

（３）

，その具体的な調査方法は次の通りである。まず調査の対象に，米国ニ
ューヨーク市で日系紙の OCS News と The Yomiuri America の２紙を選んだ。
現在両紙とも廃刊したが，当時，この２紙は長年存続しており（前者は1975年創刊，

後者は1985年創刊），読者数も多く（両紙とも公表発行部数２万部），ニューヨーク
市の代表的な日系新聞であった。最初にフィールドに入ること（entry）に大き
な困難は伴わず，両紙の編集長からそれぞれ調査の許可を得ることができた。約
１年間，毎週，ニューヨークのミッドタウンにある編集局や印刷所に通った。「イ
ンターン」として日常的な記事作成や編集会議に参加した。また，日系人会の墓
参りや盆踊りなど多くの取材現場にも付いていった。そして，取材現場で質問を
した記者に，「なぜその質問をしたのか」などと調査者である自分が質問をした。
見聞きしたすべての出来事を詳細に英語と日本語でフィールドノートに記述し，
約18万語のフィールド・ノートを作成し，コード化して分析した。
　上記の各研究は複数のメディアを調査しているが，それは特定のパターンを探
ることができるからである。その意味では「複数の調査地」といえるが，「繋が
り」「関係性」を重視して調査地を選択しているわけではないので，後述の新し
い調査法とは異なるといえるだろう。
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　Tuchman や Gans らの初期のニュース制作のエスノグラフィーが出版されて
から約40年が過ぎたが，現在アメリカはニュース・エスノグラフィーの「第２の
黄金期」を迎えている（Anderson 2013）。なぜなら，デジタル化やグローバル化
によって，ニュース制作過程が大きく変化しているからだ。たとえば，フィラデ
ルフィアの複数の新聞 （Anderson 2013）やニューヨークタイムズ（Usher 2014）

の編集局で参与観察を行った博士論文が出版されており，前者が International 
Communication Association，後者が the Association for Education in Journalism 
and Mass Communication で学会賞を受賞している。

２－３　オーディエンス・エスノグラフィー
　ニュース制作以上に，オーディエンス研究はエスノグラフィーを用いた研究成
果を多く産出してきた。よく知られているように，イギリスのカルチュラル・ス
タディーズはアメリカのコミュニケーション研究における利用と満足研究を批判
しつつ，オーディエンスがどのようにメディアテクストを解釈するのかを問題と
し，その社会的な文脈を重視してきた。エスノグラフィーという調査法は文脈を
明らかにするという点で優れており，オーディエンス研究に応用されてきた。
　オーディエンス・エスノグラフィーの古典として知られる研究の１つとして，
Morley の Family Television（1986）があげられる。彼の調査方法は，サウスロ
ンドンで暮らす白人の労働者階級と下層中産階級の18世帯を訪れ，テレビ視聴に
関するインタヴューと観察を行うという方法であった。その結果，「視聴スタイル」

「番組選択権」「テレビに関する会話」などが，ジェンダーにもとづく権力関係に
影響を受けている状況が明らかになった。エスノグラフィーは，家庭という閉ざ
された場で人々がどのようにテレビ番組を選択し，視聴し，内容について話して
いるのかに関して，新しい研究方法と視点を提示した。
　その一方で，オーディエンス・エスノグラフィーは繰り返し方法上の批判も浴
びてきた。個々の家庭を一度だけ訪れたところで，文脈を理解するための「厚い
記述

（４）

」を生むことはできないという批判である。
　こうした批判を浴びつつも，オーディエンス・エスノグラフィーは続々と発表
されていった（e.g., Lull 1990；Gillespie 1995；Takahashi 2009）。筆者らは，家庭
における大学生のテレビ視聴とメディア並行利用行動に関する研究にオーディエ
ンス・エスノグラフィーを用いた（志岐・村山・藤田 2009）。その方法は，女性調
査者が女子学生，男性調査者が男子学生の家を訪問し（計18世帯），ともにテレビ
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を視聴しながら観察とインタヴューを行うという方法である。調査当日の調査対
象者の緊張を可能な限り排除するよう，あらかじめ本調査の数日前までに面接を
行い，事前にラポールを形成した。さらに，家庭内におけるメディア並行利用行
動の状況を写真で記録した。
　このような家庭での観察は今日でも研究上の意義があるが，テレビや電話など
のメディアは利用者とともに移動するようになり，家庭という単一の場で利用す
るものではなくなった。そのうえ，オーディエンス自身が国境を越えて移動し始
めたのである。

３．複数の現場と新しい調査方法

３－１　方法論的ナショナリズムの限界
　メディアに関わるエスノグラフィー調査は，主に，社会学や文化人類学などの
学問分野で行われてきた。社会学では，従来，人々の生活が１つの国の中で完結
することを前提に，国民国家を重要な分析枠組みとして，社会の構造や人々の日
常生活を調査してきた。また，文化人類学では文化が地理的な場所に結びつけら
れてきたが，その枠組みは必ずしも国民国家を超えるものではなく，「日本」に
は「日本文化」があるというように，１つの国に１つの文化があるという前提が
あった。
　しかし，1980年代に入ると急速にグローバリゼーションが進展し，上記のよう
な国民国家という枠組みを自明視する研究の限界が指摘され始めた。今日，多く
の人々が，格段に発達し低価格化した交通手段を用いて，２国間やそれ以上の国々
を頻繁に行き来している。そのうえ，世界各地で衛星放送やインターネットが普
及し，地理的に離れた国にいる人々が国境を越えてつながり始めた。
　以上のようなグローバリゼーションの進展と社会・文化・技術の変容を受けて，
エスノグラフィーの新たな方法についても議論がなされるようになった。また同
時期にポストモダンの潮流が強まったことも，エスノグラフィーの方法論に影響
を与えた。その代表的研究者の１人がアメリカの文化人類学者 Marcus である。
彼は1995年に“Ethnography in/of the World System: The Emergence of Multi-
Sited Ethnography”という題の論文を発表した。その後，この multi-sited eth-
nography（以下，MSE と略）という方法に賛否両論が巻き起こり，また多数の研
究者が応用・実践するようになった。この MSE は，複数の調査地（sites）を横
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断する文化的現象を追いかけながら参与観察を行う方法である。この方法の１つ
の重要な意義は，複数の現場の関連性や繋がりを記述によって構成することで，
グローバル化する世界を捉えようとする点にある。
　Marcus の MSE の特徴を理解するには，アメリカ社会学で影響力を持つ Bura-
woy が提案したグローバル・エスノグラフィー（以下，GE と略）との比較が役に
立つ。この MSE と GE の方法論はどのように違うのか，どのような特徴や論争
点があるのか，以下に検討していきたい。

３－２　複数地のエスノグラフィー
　⑴　フィールド

　MSE の最大の特徴は，その名に表されるように，複数の現場で調査を行うこ
とにある。MSE においてフィールドは，調査者によって「選択」されるという
よりも，「構築」されるものとみなされる。つまり，調査者は移動する人々やモ
ノを追跡することを通して，フィールドを構築していく。より具体的に言えば，「人
の追跡」では，特定のグループの移動にあわせて追いかけたり留まったりする。
その典型は移民や移住者の研究である。また，「モノの追跡」では，複数の場所
で循環する有形物　　商品，アート作品，知的財産など　　を追いかけ，異なる
文脈でどのように循環しているのかを明らかにする。このほかに，「メタファー
や象徴の追跡」「物語の追跡」「ライフストーリーの追跡」「論争の追跡」の手法
が提案されている（Marcus 1995）。このように，フィールドは「空間」というよ
りも，「繋がり」や「関係性」という視点から構成される。

　⑵　理　論

　伝統的なエスノグラフィーは，境界づけられた地域や小集団の文化の全体的な
記述を行うことをめざしていた。Marcus はこのような方法論を批判し，境界を
超えて移動する人やモノの関係性を明らかにする重要性を指摘している。彼は世
界システム論を批判的に検討しつつ，複数調査地で観察される大規模な連関を「シ
ステム」として捉え，それ自体をテクストに書き込むことを提案した。このよう
に Marcus は，文化と政治経済のシステムとの関わりを重視するが，エスノグラ
ファーが理論化への偏重や先入観を持つことについては批判的である。MSE に
おける理論とは，エスノグラフィーが行われる複数の調査地間の相互関係を検討
するときに現れてくるものなのである（Marcus 1998：19）。したがって，フィー
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ルドワークが理論を導くのであって，その逆であってはならない（Lapegna  
2009：14）。

　⑶　論争点

　MSE に関して，最もよく批判される点の１つは，「厚い記述」の問題である。
MSE は追跡をその中心的手法とし，頻繁に調査地を移動するために，１つの調
査地における観察期間が短くなるという弱点がある。たとえば地理的に隣接して
いない３，４ヶ所の地域に渡って特定の現象を追いかける場合，調査者が移動を
繰り返しつつ各現場に深く参与することは難しい。現場に深く関われなければ，
そこに存在する複雑な社会関係について，「厚い」エスノグラフィーを書くこと
も難しいといえる（Hage 2007＝2005）。伝統的な文化人類学的研究，すなわち特
定の集団やコミュニティの文化を全体的に記述するような研究は，MSE を用い
れば途方もない時間がかかる。たとえば大学で授業を担当している研究者が複数
の場所を移動しながら十分な参与観察をすることは現実的にほぼ不可能だろう。

３－３　グローバル・エスノグラフィー
　⑴　フィールド

　他方，社会学者である Burawoy が提案する GE の特徴は，グローバリゼーシ
ョンに関する社会理論の発展をめざす点にあり，site の複数性ではない。調査地
の選択には，まず，グローバリゼーションの経済的・政治的影響力が，人々によ
って受容されたり，抵抗されたりしてきた過程を歴史的に検討することが重要で
ある。そのためには，調査地の歴史資料や，同じ調査地を扱った過去のエスノグ
ラフィー研究を参照しながら，「いま」の現場に見出せる変化をあぶりだすこと
が必要である。言い換えれば，そうした歴史的変化が見出せそうな現場を調査地
として選ぶことが，研究計画を立てる段階で重要になってくる。つぎに，人々が
国境を越えて持続的な結びつきを形成したり，想像力を働かせたりする過程をた
どることである（藤田・額賀 2013）。

　⑵　理　論

　Burawoy は，エスノグラフィーを既存の社会学理論を発展させる方法として
位置づけている。そこでは既存の社会学理論を参照して調査地の選定が行われ，
観察がなされる。また，調査結果の分析の際にも理論が重視される（藤田・額
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賀 2013）。
　この Burawoy の手法は extended case method と呼ばれるが，この方法は事
例から一般性を抽出し，ミクロからマクロへと視点を移し，現在と過去を結びつ
けるために，「再帰的科学」をエスノグラフィーに応用する。よって，彼は実証
主義（positivism）の立場ではなく，またエスノグラフィーを人文学的なテクスト
の生産とみなすこともない。彼にとっての再帰性とは，調査者と現地の人々の対
話，理論と観察の往復，調査地の断続的な再訪などを指している（Burawoy 1998）。

　⑶　論争点

　Burawoy の理論への偏重は GE に反映されており，それによって現場の生き
生きとした多様性を看過しているという批判がなされている（Hargrove 2001）。
さらに，事例の独自性が見失われてしまう，既存の理論の応用にこだわって新し
い仮説を見出すことができない，などの問題点が指摘されている。

３－４　国境を越えるニュース制作とオーディエンス
　MSE と GE の広まりに関して言えば，複数の調査地を志向する MSE のほうが，
ディシプリンを越えて多くの研究で引用・応用されている。実際，MSE につい
ては，ニュース制作やオーディエンスの研究でもしばしば言及されている。たと
えば Cottle は，現在のニュース制作は，初期のニュース制作のエスノグラフィ
ーが記述してきたような，１つのセンターで行われているものではないと述べて
いる。今日では，移動する記者たちが，離れた複数の場所から，異なるプラット
フォームを利用して，伝達する情報によってニュースの制作が行われている。異
なる場所にいる編集者・記者が同じニュースストーリーの制作に関わって，情報

調査地の数 フィールドを
決める視点 フィールドを構成する視点

伝統的なエスノグラ
フィー 単一の調査地 選択 場所，空間

Marcus の Multi-sit-
ed Ethnography 複数の調査地 構築 繋がり，関係性

Burawoy の Global 
Ethnography 主に単一の調査地 選択 歴史的変化が見出せる場所，

持続的な繋がり

図１　MSEと GEの比較
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を送り編集するという状況にある。この複雑なニュース制作過程を明らかにする
には複数地のエスノグラフィーが有効であり，そのためには国際的な共同研究が
必要だという（Cottle 2007）。この点を考慮した研究も試みられている（cf. Bird 

2009）。
　筆者自身は MSE を調査に用いて，「人の追跡」を試みた。メディアを利用す
る若者を国境を越えて追いかけたので，オーディエンスの追跡ともいえるだろう。

（藤田 2008；Fujita 2009）。これは筆者がロンドン大学に提出した博士論文であり，
指導教官は前述の Morley である。彼の助言のおかげで MSE を調査方法に用い
ることになったのだが，彼自身は実践した経験がなかったこともあり，当初の予
想以上に労力がかかった。その具体的方法は，まず東京のアメリカ大使館やブリ
ティッシュカウンシルの前に立って，ニューヨークまたはロンドンに移住する計
画を立てている若者が来るのを待って声をかけリクルートした。22人の調査参加
者を集めるのに約６ヶ月間かかり，その後この若者たちに対して５年間にわたっ
て参与観察とインタヴューを続けた。若者たちが出国した後，調査地はニューヨ
ークとロンドンに移ったが，追跡できなければ調査は失敗に終わる。何度も E
メールを送って，移住先の新しい住所や電話番号を聞いた。なかなか返信のない
者もいたが，ほぼ全員と３ヶ月後には再会することができた。その後は，家を訪
れたり，ぶらついたり，話を聞いたりしてすごした。さらに帰国後には東京で再
会しインタヴューを行った。このような方法で報告者は東京―ニューヨーク―ロ
ンドンというフィールドを「構築」し，これらの都市間を途上国の航空会社の格
安航空券を購入して何度も行き来した。
　このエスノグラフィー調査では，MSE の手法を参考にしながらも，理論的枠
組みを調査の前に設定した。Appadurai（1996＝2004）のメディアと移住の議論
を基に「どのようにして若者たちはニューヨーク／ロンドンへの移動に文化的な
動機を見出すようになったのか」という問いを立てて考察した。移住前と移住後，
若者たちがどのようにメディア（テレビ番組や新聞，E メール，SNS 等）を利用し
ているのか，その結果，どのようにメディアが伝えるイメージや情報が現地で暮
らす自己の姿を想像する資源となり，実際に海を渡って行ったのか，また，どの
ように日本という「想像の共同体」を心に描くのかについて調査と分析を行った。
　MSE を応用しての実感は，第１に，複数地を行き来するだけでなく，理論と
研究の問いとフィールドを何度も行き来しつつ，ときには問いを修正しながら調
査を行うことが必要だということである。第２に，複数の調査地，複数の事例を
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比較するのであれば，やはり最低でも数年間の調査期間を費やしフィールドと深
く関わることが望ましい。この調査では，調査地に住みながら，３都市でのフィ
ールド調査に５年かけた。数ヶ月から１年程度の調査期間では厚い記述をめざす
ことは難しかったといえる。
　以上のように，MSE をメディア研究に応用するには，フィールド，理論，「厚
い記述」などに関わる問題を検討し，研究目的に応じて修正・解決していく必要
がある。この作業を通して MSE は有効な調査法となりうるだろう。

４．おわりに

　以上，ニュース制作とオーディエンス研究の分野を取り上げ，グローバリゼー
ションをどのように記述するのかについて検討してきた。英米ではエスノグラフ
ィーの方法論が変化し洗練もされてきた。この状況の下，メディア研究，ジャー
ナリズム研究においても，エスノグラフィーを用いた研究成果が積み重ねられて
いる。
　他方，日本のメディア研究，ジャーナリズム研究では，インタヴューによるエ
スノグラフィーの蓄積はある程度みられるものの，参与観察を用いたエスノグラ
フィーはごくわずかである（cf. 小黒 2017）。その理由として，メディア研究者が
多い社会学関連の学部において，アメリカの大学のように参与観察法を専門的に
トレーニングする授業が設置されていることが少なく，大学院生が参与観察法を
専門的・実践的に学ぶことができないという制度上の課題があげられる。
　しかし，日本においても，ニュース制作過程はデジタル化・グローバル化のな
か変化し，新聞経営も困難に直面している。さらに，国境を越えて移動する人・
情報・文化の流れはますます活発になっている。これらの状況を調査するうえで，
参与観察を中心としたエスノグラフィーは有効な方法であり，今後，国内での教
育上・研究上の発展が望まれる。

注
（１）　近年増加しているサイバー空間を主題としたエスノグラフィーについては他稿

に譲りたい。だが，Hallett and Barber（2014）が議論しているように，「リアルな
空間」を対象とするエスノグラフィーにおいても，SNS などオンライン上での相互
作用をどのように調査に統合していくかが模索されている。

（２）　最近では，（参与観察をともなわない）インタヴュー，研究者の自伝（オート



グローバリゼーションをいかに記述するのか　15

エスノグラフィー），文書や映像・音声などの分析，ライフストーリー，オーラル
ヒストリーなどの質的調査法も，しばしば「エスノグラフィック（ethnographic）」
な調査法と呼ばれている。したがって，エスノグラフィーにはこの参与観察を用い
る狭義のエスノグラフィーと，参与観察以外の質的調査法も含める広義のエスノグ
ラフィーがある。これらのさまざまな方法の共通点を一言で表すならば，人や文化
について「記述すること」を重視していることだろう。

（３）　少人数のセミナーで，毎週，参与観察とフィールドノート執筆の実践トレーニ
ングと添削をうけた。

（４）　この有名な語は，文化人類学者クリフォード・ギアツが用いた語で，ギアツの
解釈人類学と密接に関係している。調査者は，行為者による意味づけや解釈を読み
取る作業をする。そのうえで調査者自身がどのように二次的な意味づけや解釈を与
えたかについても記述する。このとき，できあがった民族誌を読み手が理解できる
ように，行為が行われた文脈について説明する詳細な記述をしなければならない。
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