
第１部

基礎 編

「蕪礎細」では，エスノメソドロジーの発見，成員カ

テゴリー化分析，会繍分析と柑互行為分析，総則文法分

析，ワークの研究を紹介する。エスノメソドロジーとい

う言葉は，人々が日常的な実践を行う際に用いる方法識

を愈味すると同時に，そうした人々の方法勘(エスノ＝

人々の，方法論＝メソドロジー）を研究する研究アプロー

チを意味している。

鋪１章では，研究対象と研究アプローチとに同じ名前

をもつこの奇妙な学1MIの成立を，創始者ガーフィンケル

のINI心に焦点を当てながら跡づける。第２章では，サッ

クスが飴めた，成貝カテゴリー分析と会話分析について

解税する。第３車では，岐近のエスノメソドロジー研究

の蝋点の１つになっている，諭理文法分析とワークの分

析について解説する。

蝉
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第利章

エスノメソドロジーの発見

浜 日 出 夫

詞エスノメソドロジーは．1967年にハロルド・ガーフィンケルが『エスノメソドロ

ジー研究』という名前の書物を出版したときに，社会学の歴史の表舞台に登場した。

｢エスノメソドロジー」という言葉は，ある研究対象，すなわち人々 が日常的な実践

を行う際に用いる方法拾を意味すると同時に，その対象を研究する研究アプローチ

も意味している。すなわち．「エスノメソドロジー」という研究対象を研究する学問

分野がまた「エスノメソドロジー」と呼ばれているのである。この章では，研究対

欺と研究アプローチとに同じ名前をもつ，この奇妙な学問の成立を，ガーフィンケ

ルが学生時代から一貫して「トラブル」に対して向けてきた関心に焦点を当てなが

ら跡づけていく。

Ｉ人種差別へのまなざし

◇カラートラブル

エスノメソドロジーの発見への道のりは，1940年の春，アメリカ南部を走る

長距離バスの中で起こった小さなトラブルから始まる。

1940年３月２３日の夕方，ワシントンＤＣ発ダーラム（ノースカロライナ州）行

のバスが，いつもどおりにバージニア州ピーターズバーグのパス停留所に滑りこ

む。若い黒人のカップルが空いている前方の座席に移動したのを，運転手が見と

がめる。まだ南部では白人と黒人を別々の学校で教育する隔離教育が行われ，駅

の待合室やトイレ，公園や海水浴場も黒人用と白人用に分けられていた時代であ

る。そして，パスも前部の座席が白人用，後部の座席が黒人用と決められていた。

運転手は，黒人は後ろから順番に席を詰めて座らなければならないと定めたバー
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ジニア州法に従って後ろの座席に戻るよう，２人に求めたが，ニューヨークから

来たそのカップルのうち，女性のほうはそれを拒否する。運転手は警官を呼び，

警官と運転手はかわるがわる２人に後ろに移動するように言うが，彼女は，アメ

リカ合衆国憲法が平等な権利を保障していることを主張して動かない。運転手と

警官から見れば，黒人が起こすいつものトラブル（カラートラブル）であるが，彼

女から見れば，トラブルを起こしているのは運転手と警官のほうなのである。約

2時間の押し問答の末，結局２人は逮捕されて，バスから引きずり降ろされ，パ

スはまた何ごともなかったかのように走り始める。

このバスに，ノースカロライナ大学で社会学を専攻している１人の大学院生が

たまたま乗り合わせていた。その学生はバスの車内で目撃したこの躯件を「カラ

ートラブル」（Garfinkel〔1940＝1998]）という短編小説にまとめて発表した（浜

[1998])。この小説は高い評価を受け，翌年，グレアム・グリーン，ウィリア

ム・フォークナーといった大作家たちの作品とともに，『1941年ベスト短編小説

典』に収められた。その学生が，のちにエスノメソドロジーの創始者となるハロ

ルド・ガーフィンケルであった。ガーフィンケルは，この小説の中で，この出来

事を，一方から見ると「自由な市民の椛利と特揃の否定」であるものが，他方か

ら見ると「カラートラブル」と見える，「知覚の衝突」（Garfinkel［1940＝1998]，

邦訳11頁）として描いた。

◇人種間および人種内殺人

ガーフィンケルは1917年10月２９日，ニュージャージー州ニューアークで小

さな家具ビジネスを営むユダヤ人家庭に生まれた。卒業後，家業を手伝う約束で，

ニューアーク大学に入学し経営学と会計学を学んだが，やがてビジネスへの関心

を失い，３９年に卒業すると，社会学を学ぶためにノースカロライナ大学の大学

院に進学した（RaWls［2002])。そこでガーフィンケルが研究テーマとして選ん

だのは人種差別であった。

ガーフィンケルは州内の裁判所を回り，1930年から40年の間にノースカロラ

イナ州で起こった821件の殺人耶件の裁判記録を澗査した。そして，それらを加

害者と被害者の人秘に従って，黒人が白人を殺したケース，白人が白人を殺した

ケース，黒人が黒人を殺したケース，白人が黒人を殺したケースに分け，起訴容

疑，求刑，判決，愚刑などを比較した。その結果，同じように人が殺されている

第１章エスノメソドロジーの発見３



にもかかわらず，加害者と被害者の人種によって，殺人蛎件が法廷で異なった仕

方で処理されていることを発見する。たとえば，同じように白人が殺されたケー

スでも，犯人が白人である場合には，83.6％が第１級殺人で起訴され，6.7％が

第１級殺人の判決を受けているのに対して，黒人が犯人の場合には，94.0％が第

１級殺人で起訴され，最終的に29.4％が第１級殺人の判決を受けている（Garfin・

kcI［1949])。ガーフィンケルは，この述いの原因を，白人で櫛成される法廷がそ

れぞれのケースに対して向けるまなざしの違いに求めた。ガーフィンケルはこの

調査の結果を，修士論文「1930年から1940年の間にノースカロライナ州10郡

で起こった人種間および人種内殺人」（Garfinkel［1942]）にまとめ，1942年，ノ

ースカロライナ大学に提出した。

このような初期における人種差別に対する関心にはおそらくガーフィンケル自

身の生い立ちも関係していたと考えられる。

２述背実験

◇パーソンズのもとへ

ノースカロライナ大学で修士課程を終えた後，ガーフィンケルは兵役につき，

空軍に入った。といってもパイロットになったわけではなく，マイアミピーチに

あるゴルフ場で，実際には存在しない戦車に向かって燭弾を投げつける対戦車戦

の訓練を担当していたという（RawIs[2002])。第２次世界大戦が終わり，１９４６

年に除隊すると，パーソンズのもとでさらに社会学の研究を続けるためにハーバ

ード大学の博士課程に入学した。ガーフィンケルは，1937年，パーソンズの

『社会的行為の構造』が出版されるとすぐにそれを買い求め，パラパラと頁をめ

くりながら，新しい本の匂いを喚いだ。それはガーフィンケルにとって「社会学

との柵事」（Rawls［2002],p､13）であったという。この播物は「いかにして社会

秩序は可能か」という秩序問題を主題としたものであった。この「情事」から芽

生えた社会秩序の研究に対する関心は，それ以来，パーソンズとの“破局”のの

ちも，今日まで一貫して続いている。

◇違背実験

1952年，ガーフインケルは博士論文｢他者の知覚一社会秩序の研究」(Garfin．
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kel［1952]）を完成させてハーバード大学に提出した。この博士論文のためにガ

ーフィンケルは奇妙な実験を行った。

ガーフィンケルは，ある医学校で行われた本物の面接試験の録音だと偽って，

被験者の学生ににせの面接試験の録音を聴かせる。その録音の中の受験生は面接

官に対してなれなれしい口をきき，面接中に煙草をふかしたりする。録音を聞い

た学生は，その受験生を「礼儀知らず」として知覚する。そのあと，ガーフィン

ケルは，学生に，面接官はその受験生を「上品で礼儀正しい青年である。……十

分推薦に足る」と評価したこと，そして「録音を聞いた他の６人の面接官も同じ

意見」であり，「あなたは［実験に協力してくれた］２６人目の学生だが，２３人まで

は［面接官と〕同じ意見」であったなどと伝える。自分が「礼儀知らず」として

知覚した人物が，面接官や他の人たちによって「上品で礼儀正しい青年」として

知覚されていることを知らされ，学生は混乱してしまう。このとき学生は人工的

に作り出された「知覚の衝突」の中に投げ込まれている。ガーフィンケルは，こ

の実験によって，１２年前にバスの中で目撃した状況を再現しようとしているの

である。

ガーフィンケルはそれから学生にもう一度同じ録音を聴かせる。ある学生は，

2度目に録音を聴いたあと，次のように感想を述べた。「彼はさっきよりも感じ

がいい人のように思えました。．．…･彼は今回はさっきより愛想がいいように感じ

ました。彼は明断に話しをしていましたし，何でも筋道立てて話していました。

さっきはそんなふうには感じられなかったのですけれど。たぶんさっきは１つの

ことに引っかかって，そればかり探そうとしてしまったのでしょうね。それが私

の印象を形作ってしまったのです」（Garfinkel［1952],p､492)。この学生は今度は

同じ録音の中に「上品で礼儀正しい青年」を見出すことができたのである。

この実験からわかることは，「礼蝋知らず」も「上品で礼儀正しい青年」も，

録音の中の人物に客観的に備わっている性質ではないということである。同じ録

音が１度目には「礼儀知らず」として知覚され，２度目には「上品で礼儀正しい

青年」として知覚されたとすれば，「礼儀知らず」も「上品で礼儀正しい青年」

も，録音を聴いた被験者の学生によって作り出された性質であると考えるほかな

い。この実験の背景にあったのは，対象を人間の意識によって櫛成されるものと

とらえる現象学の考え方であった。これは，ガーフィンケルが当時，親交を結ん

でいたシュッツやグールヴィッチから取り入れたものであった（浜〔1992])。
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この実験は，のちにエスノメソドロジーの名前を一蹄有名にした一連の「違背

実験（期待破棄実験)」の原型となったものである。ガーフィンケルはその後もさ

まざまな実験を考案した。たとえば，ゲームの最中に勝手に相手のコマを動かし

て相手の反応を観察したり，自分の家で下宿人のように振る舞ってみたり，友人

と会話しているときに当り前の言葉の意味を尋ねたり，また鼻がくっつくほど近

づいて話したりといったものである（GarIinkel［l967c＝1989])。それらの実験は

いずれも人為的にトラブルを起こすことによって，対象を意味あるものとしてい

る知覚や，相互行為を秩序あるものとしている実践を浮彫りにすることを目的と

して行われたものである。

３エスノメソドロジーの発見

◇陪審員研究プロジェクト

「エスノメソドロジー」という言葉は，ガーブィンケルがこの言葉を作るまで

は存在しなかった，ガーフィンケルによる造語である。ガーフィンケルは，この

言葉の由来について，1968年に開かれたあるシンポジウムで次のように説明し

ている。

ガーフィンケルは，博士論文を提出すると，1952年にオハイオ大学に就職し

た。５４年にカリフォルニア大学ロサンジェルス校（UCLA）に移ることになった

が，３月から８月まではすることがなく，友人に誘われて，当時シカゴ大学が行

っていた陪審員研究プロジェクトに参加した。陪審員の審理を録音したテープを

聴いているうちに，ガーフィンケルは「陪審員たちがある一定の知識を用いてい

るという事実に興味をもった」（GarIinkel［1974＝1987]，邦択12頁)。それは，

｢事実」と「空想」の区別，「実際に起こったこと」と「実際に起こったように見

えるだけのこと」の区別，「単なる個人的な意見」と「正しく考えれば誰でもわ

かるはずのこと」の区別などに関する知識である。陪審員たちはこうした知識を

自ら用い，またお互いに要求しあいながら，審理を進めていた。ガーフィンケル

はそこに，「方法論（mcthodoIogy）を実践している陪審員たち」（Garfinkcl［1974

＝1987]，邦訳１４頁）を発見したのである。

ガーフィンケルが「エスノメソドロジー」という名前を思いついたのは，イェ
アウーブ

ール大学が文化の比較研究のために作成した「人間関係地域ファイル（HRAF)」
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に目を通していたときであったという（GarIinkel［1974＝1987]，邦訳14頁)。ガー

フィンケルはその中に「エスノボタニー」「エスノフィジオロジー」といった項

目を見つけた。それらは「エスノサイエンス」と総称されているものの一部であ
る。

「エスノサイエンス」とは「民族の科学」を意味する言葉であり（寺鴫〔2002])，

それぞれの民族が植物や動物・気象など自然界の現象に関してもっている固有の

知識を，近代自然科学（サイエンス）になぞらえて呼んだものである。各民族は

そのような知識を用いて自然を利用しつつ生活している。たとえば，エスノボタ

ニー（民族植物学）は，それぞれの民族がもっている植物の分類に関する知識，

また植物の利用方法についての知識の総体を意味している。

ガーフィンケルはこの「エスノサイエンス」からヒントを得て，陪審員たちが

実践している「方法論」を，「ある社会の人々 が実践している方法論」という意

味で「エスノメソドロジー」と呼んだのである。それは，陪審員に限らず，ある

社会のメンバーが，その社会の常識的な知識を用いて，ほかのメンバーにも何を

しているかが見てわかるように何かをする，その仕方をさしている。

「エスノサイエンス」はそれぞれの民族がもっている知識をさすだけではない。

それは同時に，それぞれの民族が有する知識を対象とする研究も意味している。

すなわち，「エスノ・サイエンスは，それぞれの土地の人々が集積している，い

ろいろな分野についての知識の総体，もしくはそれについての分析的，記述的研

究を意味する」（松井［1987]，104頁）のである。ガーフィンケルもまた，さきほ

どの説明に続けて，「エスノメソドロジーとは，社会のメンバーがもつ，日常的

な出来事やメンバー自身の組織だった営みに関する知識の体系的な研究｣(Garfin‐

kcl［1974＝1987]，邦択17頁）であると述べている。ガーフィンケルはここでは明

らかに，人々がもっている知識に関する研究の名称として「エスノメソドロジ

ー」という言莱を用いている。「エスノメソドロジー」もまた，人々が実践して

いる方法論を意味するだけではなく，同時にその方法論についての研究も意味し

ているのである。

このように見てくると，エスノメソドロジーとは，社会生活の領域で人々が用

いている知識，およびそれを対象とする研究をさす，エスノサイエンスの一種で

あると思われるかもしれない。だが，両者の間にはじつは重大な相違が存在して

いる。
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◇エスノサイエンスとエスノメソドロジー

もう一度，エスノサイエンスに戻ろう。上で述べたように「エスノサイエン

ス」は２通りの意味をもっていることから，混乱を避けるために，たとえば，対
象としてのエスノポタニーは「エスノポタニー（対象)｣，研究としてのエスノポ
タニーは「エスノポタニー〈研究)」と呼ぶことにする。同じように，対象とし

てのエスノメソドロジーは「エスノメソドロジー（対蜘｣，研究としてのエスノ

メソドロジーは「エスノメソドロジー（研究)」と呼ぶ。

エスノポタニー（研究）は必ず，エスノポタニー（対象）における植物名（地方

名）を，サイエンスとしての植物学における種名に対応させて同定するという作

業を含んでいる。たとえば，コンゴのボバンダの社会でヤシ酒を作るために利用
されている‘‘｡i､ｂｉＩａ''と呼ばれている植物は，ヤシ科の植物"Raphiasp."である

として同定される（塙[2002]，111頁)。すなわち，地方名の‘‘｡i・bila''は学名の

"Raphiasp.,'に「翻訳」されるのである。これによって，この植物についての
植物学の研究成果を参照することができるようになるだけでなく，ポパンダの社
会におけるこの植物についての知識を，他の社会における同じ植物についての知

識と比較することができるようになる。エスノボタニー（研究）はつねにサイエ

ンスとしての植物学と対照させながらエスノポタニー（対象）の記述を行うわけ

ではないとしても，潜在的には必ずエスノポタニー（対象）をサイエンスとして

の植物学に翻訳する作業を内包している。この愈味で，同じ名前で呼ばれていて

も，エスノポタニー（研究）とエスノボタニー（対象）の関係は非対称的である。

シュッツは日常生活の世界における常識的知識を「一次的構成物｣，この常識的

知識について科学者が栂成する科学的な櫛成物を「二次的柵成物」と呼んだ

(SChutz［1962＝1983])。これを用いて言えば，エスノポタニー（研究）は，一次

的柵成物であるエスノボタニー（対象）についての二次的柵成物なのである。

これに対して，エスノメソドロジー（研究）はエスノメソドロジー（対象）に

対してこのような関係に立たない。つまり，エスノメソドロジー（研究）はエス

ノメソドロジー（対象）の二次的柵成物という位匝に立たないのである。なぜな

ら，エスノメソドロジー（研究）はエスノメソドロジー（対象）をサイエンスと

しての社会学に翻訳するという作業を含まないからである。このことは，ガーフ

ィンケルがそのような翻訳作業にトラブルがつきまとうことを見出したことと関

係している。

８節 Ｉ 部 韮 礎編



◇コーディング

ガーフィンケルはＵＣＬＡに移った後，ＵＣＬＡ医療センターの梢神科外来クリ

ニックで調査を行った。そのクリニックでは，外来を訪れた人について，まず受

入れのためのインタビューを行い，その後，心理テスト，受入れ判定会議などを

経て，治療を行うかどうかが決定されていた。ガーフィンケルは，どのような基

単で，治療を行うかどうかの決定がなされているのかを，患者の属性，患者とク

リニックの相互作用などから明らかにしようとしていた。そのためにガーフィン

ケルはＵＣＬＡの社会学専攻の大学院生２人をアルバイトに雇い，クリニックの

診療記録から，必要な梢報を取り出して，決められた用紙に記入する作業を行わ

せた。単純作業のように見えるが，学生たちはそこでさまざまなトラブルに出会

ったのである（Garfinkcl［l967b］［1967.])。

この作業は「コーディング」と呼ばれている作業である。コーディングとは，

｢調査の集計段階において，調査対象者の回答あるいは資料の各標識をいくつか

のカテゴリーに分類し，それらのカテゴリーに対して一定の符号（コード）を定

めたうえで，個々の回答を符号化する作業」（尾蝿〔1993]，467頁）のことである。

コーディングにある困難さがつきまとうことは社会調査の専門家によっても指摘

されている。「符号に直す作業の前提である『回答の分類』という作業は，ばあ

いによっては簡単ではない。ことに自由回答法による回答や，自由面接・非統制

的観察による記録は，これを分類することが大変むずかしい」（安田［1969]，１３

頁)。この「むずかしさ」は何に由来するのであろうか。

学生が出会ったトラブルには，コーディング作業そのものに由来するものと，

クリニックの記録の性質に由来するものとがあった。まず前者から見ていこう。

コーディングという作業は，常識的知識に基づく日常的な分類を科学的な分類

に翻訳する作業の第一歩である。だが，日常的な分類と科学的な分類の間には，

じつはギャップが存在している。質問紙の自由回答棚の記述や，インタビューで

自由に話してもらったことや，クリニックの記録のような資料は，日常の言葉で

自由に書かれたり，語られたりしている。他方，科学的分類で用いられるカテゴ

リーの数は必ず有限個である。コーディングを行う学生は．日常語で自由に番か

れている記録を，指示に従って，あらかじめ決められた有限個のカテゴリーのど

れかに当てはめなければならないのである。だが必ず，どちらに入れればよいか

判断に迷うものや，どこにも当てはまらないようなものが出てくる。それでも学
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生は何とかしてこのギャップを埋めなければならない。このトラブルを，学生は

｢エイヤッ！」とギャップを飛び越すことによって解決するのである。この「エ

イヤッ！」の部分を，ガーフィンケルは「アド・ホッキング（一時しのぎ)」と呼

ぶ（Garfinkcl［l967b].ｐ､２１)。それは「エトセトラ（指示の拡大解釈)」とか「これ

はパス」とか「もうやっちゃったんだからいいことにしよう」といった手続きか

らなる実践である。

アド・ホッキングは社会調査において望ましくないものとされている。だが，

コーディングからアド・ホッキングを完全に取り除くことは不可能である。なぜ

なら，どんなに細かく分類上の指示を与えても，日常的分類と科学的分類の間の

ギャップは完全には埋められないからである。そして，このギャップは結局「エ

イヤッ！」と飛び越すしかないものである。だから，コーディングは「むずかし

い」のである。もしアド・ホッキングが完全に禁じられるなら，いつまでも日常

的分類の側にとどまるしかない。ガーフィンケルによれば，アド・ホッキングは

コーディングを櫛成する本質的な要素であり，アド・ホッキングがなければコー

ディングがもっと完全になるのにと不平を言うのは，壁がなければ何が天井を支

えているのかもっとよく見えるのにと不平を言うようなものなのである（Garfin・

kelU967b].ｐ､22)。

◇相互反映性と文脈依存性

学生が出会ったもう１つのトラブルはクリニックの記録自体に由来するもので

ある。診療記録をコーディングすることがむずかしいだけではなく，そもそも診

療記録そのものが，どれもこれも情報が抜けていたり，あいまいであったり，

(学生から見れば）欠陥だらけであったのである。だが，これはクリニックのスタ

ッフが不注意であったり，怠慢であったりしたことによるのではない。そもそも

診療記録は社会学者の研究用に記録されているわけではないのである。診療記録

は，当然のことながら，患者を治療するというクリニック本来の目的を達成する

ためにつけられているものである。それは単に治療活動を記録しているのではな

く，それ自体，治療活動の一部なのである。それは，クリニックの通常の活動に

ついての知識をもつメンバーが，この知識を用いて，ある特定の状況で，ある特

定の目的のために記録したものであり，その状況においてはそれは十分に明確な

意味を備えており，また同じ知識をもつメンバーが，別の状況で別の目的のため
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に，この記録を続むとき，それはその状況と目的に応じてやはり十分正硫に腕み

取ることができるのである。ところが，クリニックの目的とは異なる目的をもっ

て，学生がその記録を，それらが醤かれたり読まれたりする状況から切り離して，

クリニックの活動を記述したものとして読もうとすると，それらはとたんにベー

ルがかかったようにあいまいで不正砿なものとなってしまうのである。

「記録活動，その活動の産物，その産物の利用，これらは，それらが記述して

いる当の社会秩序の不可分の柵成要素である」（Garfinkcl［1967.],p､192)。ある

社会秩序について記述している記録が，それ自体，それが記述しているところの

社会秩序の一部分であるという，記録と社会秩序の間のこの循現的な関係を，ガ

ーフィンケルは「相互反映性（唾flexivity)」と呼ぶ。また，それゆえに同じ記録

であっても，記録が行われる状況やそれが利用される状況に応じて，その意味が

変化することを，「文脈依存性(indexiCalily)」と呼んだ。相互反映性と文脈依存

性は，クリニックにおける記録活動にのみ特有のものではない。常識的知識を用

いて特定の状況において行われるあらゆる活動，すなわちエスノメソドロジー

(対蒙）に本質的に備わっている性質である。

◇｛｝→（）

ガーフィンケルは，この調査から，コーディングはいいかげんなものであると

か，結局コーディングなんて不可能であるといった結論を導き出すのではない。

学生はトラブルには出会ったけれども，それによってコーディングが不可能にな

ったわけではない。トラブルにもかかわらず，コーディングはつねに可能なので

ある。

ガーフィンケルはここで研究上の大きな分岐点に立っている。1つは，学生が

行ったコーディングの結果を用いて，当初の叶画どおり，クリニックにおける患

者の選定活動に関する輪文を醤くことであった。もう１つは，コーディング以前

の状態にさかのぼって，コーディングのための資料である診療記録がそもそもク

リニックのメンバーによってどのようにしてつけられ，どのように用いられてい

るのかを，「それ自身の梱利において社会学的現象として記述する」（Garfinkel

[1967.],pl91）ことである。そして，ガーフインケルが週んだのはこの後者の道

であった。

ガーフィンケルはのちにこの分岐点を「｛｝→（）」という奇妙な公式によ
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って表現した（Garfinkel＆Wieder［1992])。ガーフィンケルはこれを「翻訳定

理」と呼ぶ。チックかっこ｛｝は，ある場面で起きている具体的な現象をさす。

矢印→は，専門的な研究者による方法手続きの使用を，マルかっこ（）は，こ

の方法手続きを使用した結果得られる，記号化された対象をさす。したがって，

この公式は，専門的な研究者が，方法手続き→を用いて，具体的な現象｛｝を，

記号化された対象（）に翻訳する作業を示している。

従来の社会学の考え方によれば，具体的な現象｛｝はそれ自体では無秩序で

あり（欠陥だらけの記録)，秩序は，専門的研究者が方法手続き→を使用すること

によって（コーディング)，記号化された対象（）として二次的に柵成されるも

のであった（｢クリニックの患者逆定活動｣)。エスノボタニー（研究）が，ボバンダ

のエスノボタニー（対巣）で"di・bila，'と呼ばれている植物を‘‘Raphiasp."とし

て同定するときに行っているのがこの作業であるし，またパーソンズが，パター

ン変数がとる特定の値の組合せとして具体的な行為を記述するときに行っている

のも，この作業である。パーソンズにとって，秩序とはこの翻訳作業を通して二

次的に獲得されるものであった。ガーフィンケルは，パーソンズが行っているこ

のような翻訳作業を「柵築的分析」（Garfinkel＆Sacks〔1970],ｐ､340）と呼ぶ。

そして，ガーフィンケルはここでパーソンズと快を分かつのである。

ガーフィンケルがクリニックの調査で発見したことは，具体的な現象｛｝は

けっして無秩序ではなく，それ自体秩序立ったものであることであった。研究者

から見れば「欠陥だらけ」であっても，診療記録をつけたりそれを読んだりする

活動は，クリニックの活動を櫛成している一部分なのであり，それらがクリニッ

クのメンバーにとって互いに見てわかるものであるかぎり，そこにはすでに秩序

が備わっているのである。そして，ガーフィンケルは，具体的な現象｛｝を

（）に翻訳することによって二次的に秩序を櫛成するのではなく，具体的な現

象｛｝の中にすでに備わっている秩序を，「それ自身の梅利において社会学的

現象として記述」しようとするのである。すなわち，クリニックのメンバーが，

クリニックにおける常識的な知識を用いて，ほかのメンバーにも何をしているか

が見てわかるように，記録をつけたり読んだりしている，その活動，つまり，ク

リニックのメンバーが実践しているエスノメソドロジー（対象）を，それに備わ

っている相互反映性と文脈依存性という性質に即して記述しようとする。それが，

エスノメソドロジー（研究）であった。したがって，エスノメソドロジー（研究）
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はエスノメソドロジー（対象）の二次的な柵成物ではないのである。エスノメソ

ドロジー（対象）についての記述がふたたび「エスノメソドロジー」と呼ばれる

のはこのためである。

◇エスノメソドロジーとは何か

最後にもう一度エスノメソドロジーを従来の社会学と比較しながら，エスノメ

ソドロジーとは何かについて考えてみよう。

まずエスノメソドロジーは，従来の社会学と違う新しい対象を研究しているの

ではない。どちらも研究しているのは同じ具体的な現象｛｝である。

また，エスノメソドロジーは具体的な現象｛｝を人々の実践によって達成さ

れたものとして研究するという言い方も，エスノメソドロジーを従来の社会学か

ら正確に区別するものではない。具体的現象を人々の実践によって達成されたも

のとしてとらえる見方は，ウェーバーやホマンズ，象徴的相互作用論，さらには

初期のパーソンズとすら共通するものである。

エスノメソドロジーを従来の社会学から決定的に区別するのは，具体的現象を

連成している人々の実践を，相互反映性と文脈依存性を備えたものとして，すな

わちエスノメソドロジーとしてとらえ，このエスノメソドロジーを，それが状況

の中で有する相互反映性と文脈依存性に即して記述することである。これに対し

て，従来の社会学は，この同じ実践を，それが有する相互反映性と文脈依存性か

ら切り離し，記号化された対象（）へと翻訳するのである。人々の実践が相互

反映性と文脈依存性を備えているという発見こそガーフィンケルの最大の発見で

あった。そして，人々の実践を，相互反映性と文脈依存性を備えたものとして，

すなわちエスノメソドロジーとして記述するかぎり，その実践が陪審員の審理で

あろうと，クリニックの記録活動であろうと，それは法社会学や医療社会学では

なく，エスノメソドロジーなのである。そして，エスノメソドロジーをエスノメ

ソドロジーとして記述するものであるかぎり，それが「成員カテゴリー分析」

(第２章）であれ，「会話分析」（同）であれ，「相互行為分析」（同）であれ，「論理

文法分析」（第３章）であれ．「ワークの研究」（剛であれ，それらは依然として

エスノメソドロジーなのである。

それでは，エスノメソドロジーを記述するというエスノメソドロジーの営みに

はいったいどのような意味があるのだろうか。日本の代表的なエスノメソドロジ
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一研究者の１人による次の説明がわかりやすい。これを般後に引用しておこう。

「言葉をもちいてなにかを記述していく以上，エスノメソドロジーもなんらか

の『一般化』をおこなっているはずだ。そして，そうであるかぎり，それはやは

りなんらかの合理的特徴を『構築』する営みにちがいない。このことを否定する

必要［は］ない。亜要なのはつぎのことだ。合理的特徴の産出・柵築の手続きを

一般的な形で示しているからといって，その産出・柵築のための必要条件なり十

分条件なりが示されるわけではない。人びと（あるいは‘日ごろの自分たち）が実

際に行なっていることが概観されているにすぎない。表現や行為が理解可能なし

かたで，すなわち合理的にもちいられ実行されている以上，それを行なっている

当人は，そのもちい方・実行のしかたを知っているはずだ（なにもわからずやるこ

とは，すなわち，出たら目にやることに他ならない)。この当人たちの知識を見通しの

きいたかたちで跡付けること，これがエスノメソドロジーの方針であると言って

よい」（西阪［2000])。

自分たちが日ごろやっていることを見通しのきいたかたちで跡づけること，こ

れはけっして単純なことでも，簡単なことでも，無意味なことでもない。
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第Ｚ章

エスノメソドロジーの方法（１）

山崎敬一

易この章では，成凹カテゴリー分析（第１節，第２節）と会話分析（第３節，第４

節）という，エスノメソドロジーの基本的方法について解説する。まずはそれぞれ

の考え方がどのような問題から生まれてきたのかを紹介し，それぞれの基本的概念

について解説する。

ｌ成員カテゴリー分析

◇ガーフィンケルとサックス

成員カテゴリー分析と会話分析というエスノメソドロジーのもっとも基本的な

2つの方法を生み出したのは，ハーヴィー．サックスである。このサックスとガ

ーフィンケルの出会いが，現在のエスノメソドロジーの繁栄をもたらしたといっ

てよい。

ガーフィンケルとサックスが最初に出会ったのは，1959年ハーバード大学で

のパーソンズのゼミであったといわれる。サックスはコロンビア大学を卒藁し，

イェール大学のロースクールで学び，当時はＭＩＴの政治学科の大学院生兼研究

助手であった。ガーフィンケルは，カルフォルニア大学ロサンジェルス校

(UCLA）ですでに教鞭をとっており，その時期は博士論文を誓いたハーバード大

学でサバティカル（研究休暇）を過ごしていた。この般初の出会いのあと，サッ

クスは，イェール大学での師ハロルド．ラスウェル（現代政治学の父ともいわれる

有名な政治学者）のすすめでカルフォルニア大学バークレー校の社会学の大学院

に移った。サックスはバークレーで学ぶとともに，ＵＣＬＡにいたガーフィンケ

喝



ルと接触をもち続けた。サックスは，バークレーの大学院生仲間にガーフィンケ

ルの新しく生まれつつあったエスノメソドロジーの考え方を伝えた（Schegloff

[1992])。

サックスは，1963年から６４年にかけて，ガーフィンケルとともにロサンジェ

ルスの自殺研究センターの研究員となる。そこで彼は，自殺防止センター（命の

晒詰）にかかってくる遡話のデータに出会う。この電話データとの出会いが，成

員カテゴリー分析を生み出すとともに，会話分析の最初のアイデアを生み出すこ

とになる。

サックスは，この自殺防止センターへの電話データを元に博士論文（｢誰も助け

てくれる人はいない｣）を密いた。博士論文そのものは公刊されていないがサック

スは，博士論文を元に，成貝カテゴリー化の考え方を展開した「会話データの利

用法一会話分析事始め」（Sacks［l972a＝1995]）という論文を書いた。また，

最初はＵＣＬＡで，後にはカルフォルニア大学アーバイン校で，会話分析に関す

る識義を始めた。サックスの講義録は，現在ジェファーソンによって編集され，

『会話に関する講義録』（Sacks［1992]）として出版されている。この節と次の節

では，「会話データの利用法」と，『会話に関する識義録｣，とくに，独立の論文

としても出版された「こどもの語る物語の分析可能性」（Sacks［l972c]）を中心

に，「成員カテゴリー分析」について解説しよう。

◇誰も助けてくれる人はいない

サックスは，自殺志願者および自殺志願者の周りの人から，自殺防止センター

にかかってくる電話データを分析した。サックスが注目したのは「誰も助けてく

れる人はいない」「誰も頼りになる人はいない」という言葉が，電話の中で自殺

志願者によって自殺防止センターのスタッフに対して繰り返し語られることであ

った。

普通に考えてみれば，自殺志願者がこんなことを言うのは不思議なことではな

いかもしれない。だがサックスは，ここに１つの解くべき問題があるということ

を見出した。

自殺防止センターは，自殺志願者に生きる助けを与えるために設立されたもの

である。自殺防止センターのスタッフは，自殺志願者に生きる助けを与えたいと

考えて活動している。また，自殺志願者やその周りの人は，自殺防止センターに
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電話をかけるぐらいだから，自殺防止センターのスタッフを当然「助けてくれる

人」と考えて電話しているはずである。それなのに，「推も助けてくれる人はい

ない」「誰も頼りになる人はいない」と自殺防止センターのスタッフに言うのは

なぜなのか。これが，サックスが最初に気づいた問題だった。

ところでこの問題は，従来の社会学の方法輪的な問題点も示している。従来の

社会学的方法では，自殺防止センターのスタッフは，自殺に関する悩みの「専門

家」として分類され，カテゴリー化されるであろう。「専門家」であれば，当然

分類上は「助けてくれる人」となる。だが，自殺志願者は，「誰も助けてくれる

人はいない」とスタッフに言うのだから，スタッフを必ずしも助けてくれる人で

ある「専門家」として考えてはいない。同じ人間が，別の言葉で分類され，カテ

ゴリー化される可能性もあるのである。「専門家」についての社会学的分析を行

う前に，どのようにして社会成員によってある人間が分類され，カテゴリー化さ

れるかが解明されなければならない。この問題が，成員カテゴリー化の問題であ

った。

◇成員カテゴリー化装遇

サックスは，まず「成員カテゴリー化装置」という考え方を導入する。この考

え方のポイントは，社会成員を分類しカテゴリー化する言葉（カテゴリー）が，

いくつかの自然な集まり（典合）を作っているということだった。人々は，単に

あるカテゴリーを用いて１人の人間をカテゴリー化しているのではなく，カテゴ

リーの集合を用いてある人間の集団を分類し，それによって個々の人間をカテゴ

リー化している。

具体的な形で示したほうがわかりやすいので，「成員カテゴリー化装瞳」の１

つである「性別」を取り上げてみよう。「性別」というカテゴリー化装伍は，

｢男」と「女」という２つの成員カテゴリーを含んでいる。人々 は，「性別」とい

う成員カテゴリー化装置から「男」という成員カテゴリーを取り出し，それを人

間の築団の中の１人の人間（社会成員）に適用し，男としてその成員をカテゴリ

ー化する（図2-1)。

すでに述べたように，自殺防止センターのスタッフは，「専門家」として分類

できる。そこで用いられる成員カテゴリー化装圃を，サックスは自殺に関する悩

みについての専門的知識（knowledgc）の配分による分類ということから，Ｋと
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図２－１「性別」というカテゴリー化装匝

人川の染まり成側カテゴリーの染まり

(性別）

(男

「男」としてカテゴリー化

呼ぶ。Ｋは，「専門家」（=期''1的知識をもっている者）と，「素人」（=専門的知識を

もっていない者）の２つの成員カテゴリーからなる成員カテゴリー化装腫である。

Ｋを用いて，電話のかけ手である自殺志願者やその周りの人たちをすべて「素

人」としてカテゴリー化でき，自殺防止センターのスタッフを「専門家」として

分類できる。

もしＫだけが，自殺志願者や周りの人がスタッフに対して当てはまる成員カ

テゴリー化装磁であるとしたら，問題は単純であろう。だが「誰も助けてくれる

人はいない」という言葉で示されるように，ここで適用されている成員カテゴリ

ー化装圃はほかにもあるのである。

◇Ｒ（関係対）

サックスは，自殺志願者とスタッフや，自殺志願者と他の人との関係に対して

当てはまる成員カテゴリー化装圃として，Ｒ（RelationalPair:関係対）という成

員カテゴリー化装匝を導入する。Ｒとは，２つずつ対関係をなすカテゴリーの梨

合であり，その築合全体をさす総称である。Ｒには，「夫一姿」「親一子」「隣人

一隣人」「恋人一恋人」「友人一友人」「赤の他人一赤の他人」といったカテゴリ

ーの対（ペア）がある。

サックスによれば，Ｒは標恥化されている。それによって，もし任意の人間

Ｘが「夫」であるとしたらＹ「姿」がＸにとってどんな関係であるかがわかる。

またＹ「姿」にとって，Ｘ「夫」がどんな関係にあるかがわかる。そのことは当

事者本人たちにとってわかるとともに，第三者にとってもわかる。
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さらにまたサックスは明確に述べているわけではないが，それぞれの成員に適

用可能なＲのレパートリーが存在している。それによって，それぞれの成員に

対して，「恋人一恋人」「親一子」といった関係対が最初に適用されるので，対関

係の中の誰かがいないという言明，たとえば「恋人がいない」「親がいない」と

いった言明が有意味なものとして聞こえてくる。

自殺を考えるような危機的な状況において，「その担い手に頼るべき」として

桶利と義務を内屈させているものを，Ｒｐ（適切なＲ）と呼ぶ。「その担い手に頼

るべきでない」とされているものをＲｉ（不適切なＲ）と呼ぶ。さらに，Ｒｐに属

するカテゴリーの対の間にも「誰に最初に助けを求めるべきか」に関する強い順

位があり，「第１位」のカテゴリーの成員がいるならば「第２位」以下の成員に

頼ることはできない。

少しわかりづらいかもしれないので，具体的な例をあげてみよう。「親一子」

というのはＲｐ（適切なＲ）の第１位となる関係対の１つである。「親一子」にお

いては，「子」は自殺をするのではなく「親」に助けを求める権利と義務をもっ

ている。また「親」は「子」に対して助けを与える義務と，自殺をするのではな

く自分に頼るべきだという権利をもっている。さらにまた「親」は「子」に対し

て，ほかの者ではなく自分にこそ頼るべきだという権利ももっている。それは，

人々が，「親一子」というカテゴリーの対（ベア）が，Ｒの中でＲｐに属するもの

であり，しかもＲＰの中で第１位の順位にあることを成員カテゴリーに関する知

職としてもっているからである。人々は，ある特定の人物もまたその親も具体的

には知らない場合でも，「親子」という形でその２人をカテゴリー化したとき，

そうしたことをあらかじめ想定するのである。それに対して，その２人が「赤の

他人一赤の他人」としてカテゴリー化されたときには，Ｒｉ（不適切なＲ）として

カテゴリー化され，「赤の他人」には頼るべきでないとされるのである。

ここで「誰も助けてくれる人はいない」という言葉をどうしてスタッフに言う

のかという問題に対する最初の答えを得ることができる。人々は，助けを求める

とき，Ｒを用いて助けてくれる人を探している。「誰も助けてくれる人はいない」

というのは，その人にとって，適切なＲ（Rp）がいないということである。自殺

防止センターのスタッフは，Ｒを用いた場合には，「赤の他人」であり不適切な

Ｒ（Ri）である。それゆえ,「誰も助けてくれる人はいない」すなわち「適切なＲ

が誰もいない」とスタッフに言うことは適切である。
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だがこれはまだ話の半分でしかない。確かに，親もなく，子もなく，雲とは別

れ，恋人はもちろん友達もいないというケースでは，「適切なＲがいない」とい

う言葉が直接当てはまるであろう。だがすべての自殺志願者が，身よりの者が誰

もいないというわけではない。それなのに「誰も助けてくれる人はいない」「誰

も頼りになる人はいない」と自殺志願者はスタッフに繰り返し言う。この問題に

ついてサックスに従って，さらに考えてみよう。

◇本気と冗談

まず一般的に，Ｒに助けを求めることの難しさという問題がある。人々は「死

にたい」「助けてくれ」と助けを求める言葉をＲに言う。だが，言葉で助けを求

めたからといって，Ｒが必ず助けてくれるとは限らない。その言葉が，Ｒによっ

て本気と受け取られない場合があるのである。

サックスは，どのような言明でも本気なものとは受け取られずに「冗談」とし

て受け取られる可能性があるという。助けを求めた相手は，「また冗談ばかり言

って」と言って，笑って答えるかもしれない。自殺志願者は，自分の言明が本気

なものとして受け取られずに，笑われてしまうことを恐れると，サックスはいう。

それはただ自分の言葉が相手に理解されないということがいやだというだけでは

ない。どのような言葉もあいまいさをもっており，本気で言ったのに冗談だと受

け取られる可能性があるということは自殺志願者にもわかっている（それゆえ，

自殺志噸昔は自分が本気だと示すために，狂言自殺を試みたりする)。だが，本気で助

けを求めたのに，Ｒが笑いで答えたとしよう。自殺志願者は，死ぬのではなく，

Ｒに助けを求める義務を負っている。だが助けを求めたのにＲが本気で受け取

ってくれなかったのなら，自殺志願者はもうＲに対する義務は果たしたのだか

ら死ぬしかなくなってしまうという気持ちになるだろう。こう考えてみると，た

とえ適切なＲがいる場合でも，「助けてくれ」とＲに実際に言うのは難しいとい

うことがわかる。

◇特定のケース

さらに「助けてくれ」とＲに言うのが難しい特定のケースを考えてみよう。Ｒ

に対して助けを求める場合には，自分の言明が本気であることを示したり，また

何が適切な救いの手なのかを相手にわかってもらったりするために，「助けてく
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