
至るのと同じである。途中経過で勝っていても，最終的に勝たなければ試合に勝

つとはいえない。一方で，遊ぶ．投げる，走る，泳ぐなどは活動の過程を示すも

のであり過程動詞とされる。人は，遊ぶ過程を楽しむことができるし，途中で止

めることも，また再開することもできる。すなわち過程動詞は，活動している過

程が存在しているのである。しかし，理解については，理解に至る過程で誤解が

判明してしまえばその人はじつは誤解していたことになるのであり，理解してい

たことにはならない。一方で，最終的に理解すれば，そのとき理解に達したとい

うことになる。それゆえに理解しているというときには，その人は「次」に何を

どうすべきかがわかっているのである。

（２）実跳の!''の「理解」この違いこそが理解を１つの（脳内の）悩報処理過

程として見る狙知主義の誤謬を表しているといえよう。人が理解したという言葉

を使うとき，情報処理「過程」がある「から」理解したというわけではない

(｢心の因果説｣)。むしろ理解は相互行為の中でやりとりされ「達成」されるもの

である。サックスが示したように理解は「背後に隠れた」ものではなく実践の中

にあるのである（西阪［2001]，169頁)。

ここで見てきた「理解」と同様に，「意図」「プラン」など従来，認知過程や悩

報処理過程として考えられてきた心の概念についても論理文法から考えることが

できる（Coultcr［1979＝1998]，邦訳81頁)。またこれらの心の概念だけでなく認

知科学や情報科学に関わる「ユーザ」「タスク」「コンテクスト」「コラボレーシ

ョン」といった概念を実践のうちに「再特定化」しようとする（Luffetal．

[2000]，ｐ､18）方向性と一致しているといえよう。このような見方は，マンチェ

スター大学のシャロックやゼロックス研究所のバトン（Buttoncd.［1991〕;Button

etal.〔1995]）などウィトゲンシュタインの影響を受けた社会学者の方法論に通

底するものとして存在している。

◇論理文法と日常性

これまで述べてきたように論理文法分析は，日常生活の中で使用される概念や

カテゴリーや表現を丹念に見ることによって，その言語実践を支えていく論理文

法を明らかにしていくものである。これにより，科学によって櫛築された物語

(たとえば，心の「愉報処理過程｣）に対して，日常的な言語実践をそれ自体として

解明する可能性が示唆される。これは，「インデックス的表現を無限に客観的に
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修復する」形式分析（科学）とエスノメソドロジーの相違とガーフィンケルが言

ったものである。従来の認知科学，言語学，心理学の多くは，日常実践にある状

況依存的な（インデックス的な）現象を，そこから華離した形で収集し客観的な表

現へと修復していく作業といえよう。しかし，エスノメソドロジーによる論理文

法分析はむしろその実践が生み出される現場へと引き戻すのである。このように

社会の中でいかなる論理（馬ocio･logic）が実践されているかを考えるのが論理文

法分析ということができる。

２ワークの研究

エスノメソドロジーの経験的な研究の展開には，会話分析のほかに大きく「ワ

ークの研究」とくくることができるものがある。裁判や科学実験，診察，授業，

航空管制など，さまざまな仕事の場面（ワークプレイス）における仕事（ワーク）

がいかになされるのかということを研究対象としたものが中心である。とくに社

会学の領域を越えて研究が進められているものとしては，悩報システムの設計と

の関係でワークの詳細を見るというＣＳＣＷ（ＣＯmpulerSupporledCooperalive

Work）の領域がある（Luffetal.［2000a];Buttoned.［1993])。さらにはワークプ

レイスに限らず，女性として振る舞うこと（Garfinkcl［1967a＝1987])，受刑者と

して振る舞うこと（Ｗｉｃｄｅｒ〔1974＝1987〕)，カンフーをすることなど多様な現象

を人々によって秩序立てて行われる「ワーク」ととらえた研究がなされている

(初期のものはGarfinkclcd［1986])。本章では，どのような経緯でワーク研究がエ

スノメソドロジーの中で発展してきたのか，そこにある理論的および方法論的関

心をひもときながら，ワークの研究について解説してみることにする。

◇自己組織的なものとしての人々の活動

人々はいかにして互いの行うことを理解し，一緒に何かを達成したりすること

ができるのだろうか。ガーフィンケルは，社会秩序はいかにして成立するのか，

という社会学における問いに対して，じつは社会学者が何か説明を提示する以前

に，すでに秩序は個々の場面における参与者によって連成されているということ

に着目した。そしてその秩序がどのように成立するのかということに焦点を当て

ることによって，社会学における秩序問題に対する従来の解決方法に対する再考
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を促した（流１歳参照)。

それでは秩序はどのようにして個々の場面の参与者によって成立するのだろう

か。ガーフィンケルが人々の活動について得た洞察の１つは，互いがその場面を

相手にとって理解可能な形で提示しあうということである。進行していく場面を，

参与者がそのつど相手が理解可能な形で組織化していくことで，相互的な理解が

速成されながら，活動が秩序立てて遂行される。この「理解可能な形」という点

については，ガーフィンケルはアカウンタビリティ（accountability）という語を

用いており，記述ができる，報告ができる形で場面を配置するという意味で使用

している。つまり，互いの振舞いがもつ記述可能性の性質によって，互いに相手

に働きかけていく形で活動を遂行することができるようになるのである。そうい

う意味では，人々の活動は自己組織的なものであるということができる（Shar‐

rock＆Anderson［1986])。互いが自分の行為を記述可能なものとして提示し，そ

して相手の行為を記述可能なものとして受け取る，つまりは互いに理解すること

によって活動が進んでいくのである。それを通じて秩序は連成されるということ

ができるようになるのである。

しかしこのことは，つねに参与者が互いに満足する形で理解しあえることを意

味するものではない。ある時点までは理解していたと思っていても，次の瞬間に

自分が間違っていたことに気づき，相手に修正を求めるかもしれないし，相手か

ら修正されるかもしれない。活動が進行する巾で誤りが「誤り」として，修正が

｢修正」として理解可能な形で提示されるのである。

このことは，分析者があらためて理論を持ち込むことによって秩序を税明する

必要がないことを示している。さらに，秩序の達成は参与者の方法を解明するこ

とを通じて記述可能であるということをも示すものである。この点について，次

に見てみよう。

◇人々の方法へのまなざし

人々の活動の自己組織性に目を向けることは，個々の場面において参与者がい

かにして，その場面を組織化して活動を遂行するのかを理解しようとすることで

ある。それは同時に参与者が用いる方法を明らかにし，それがどのように用いら

れているのかを記述することになる。

このように考えると，サックスによって始められた会話分析は，そうしたガー
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フィンケルの研究プログラムに沿って展開されたものとして位悩づけることがで

きる。会緬の内容が何であれ，それぞれの参与者が発術の順番を取得することに

よって会話を進めるというのが，サックスらが明らかにした，会謡をするうえで

の方法であった（第２通参照)。発話の順番の取得にまつわるいくつかのルールに

沿って会話を進めることによって，話し手は，自分が話し終わるまでは聞き手は

蛎し始めないだろうと予想することができるし，また自分が話し終わった時点で

他の人が話し始めない場合には，自分がふたたび話し始めたり，誰かに順番を振

ったりする。話を聞いているほうも，会話のルールに指向しながらその場にいれ

ば，「あなたは？」と言われたときに，自分が発話の機会を振られたのだという

ことがわかるのである。このように会赫分析は，会括をするという活動がどのよ

うに組織化されているのかを理解するうえで必要となる，人々が会話を行ううえ

で用いる方法を明らかにすることに成功したのである。

それでは，その他の活動についてはどうだろうか。たとえば，医師が診断をす

る，陪審員が決定を下す，科学者が実験をする，といった場面がどのように組織

化されているのかをわたしたちが理解しようとするときには，どのようなことを

考慮しなければならないだろうか。1967年にＳ如征花ｓ伽Ｅ伽o"ｊａＡ”oJQgyが

出版されて以降，ガーフィンケルらはこの問題に取り組んだ。それは，以前にガ

ーフィンケルが陪審員の研究に参加した際に，シルズが発した疑問に取り組むこ

とでもあった。シルズは「何が陪審員を小巣団としているのか」という疑問の代

わりに，「何が陪審員を陪審員としているのか」という疑問に答えるべきなので

はないかと投げかけた。シルズは間述った疑問の提示をしているとしてその場で

説得されてしまった。しかしガーフィンケルはこの疑問を引き受け，彼らのどの

ような活動が彼らを陪審員たらしめているのか，という種類の課題に取り組んだ

のである（Garfillkel［1974＝1987J)。それが「エスノメソドロジー的ワーク研究」

と呼ばれるものの起源である。ガーフィンケルらはその後，とくに科学研究の場

面を中心にこの種の研究の展開をしていった（Garfinkeletal.［1981〕;Livingston

[1986];LynChn985b];GarfinkC1［2002])｡

以下では，ワークの研究をエスノメソドロジー研究として行ううえでの方法論

的な方針を紹介していこう。
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◇見落とされてきたこと

ガーフィンケルがワーク研究について輪じる際によく用いる言葉に，「見落と

されていること（missingwhatness)」というのがある。これは，従来の社会学に

おけるワークに関する研究と対比させて，エスノメソドロジーのワーク研究を位

圃づけるために使われる言葉である。従来のワーク研究では，人々が実際に行う

ワークについて記述しているものはほとんどなく，社会学的な分析対象となるワ

ークそれ自体を人々がどのように遂行するのかについての分析がほとんどなされ

ていないということをガーフィンケルは指摘した。つまり，ワーク自体がどのよ

うに現象として，社会的に組織化されているのかについては，社会学において忘

れ去られてきたのである。ガーフィンケルは，このワーク研究をサックスによる

会括実践の分析と関係づけて提示した（Garfinkel［1986])。つまり「ワーク」と

は必ずしも組織における仕事に限定されるわけではなく，広くは会話をすること

や，ジャズピアニストによる即興演奏（Sudnow［1978＝1993]）やカンフーを演

じることなども含まれる。そういう意味では，ワーク研究とは，現象を社会的に

組織化されたものとしてとらえ，その組織化がどのようになされ，その際の方法

がどのようなものなのかを解明することをめざしているということができる。

◇方法の固有性

現象を社会的に組織化されたものとしてとらえ，その組織化を解明するという

ことは，ワーク研究ではどんな現象も研究対象となりうることを示している。エ

スノメソドロジーにとって，研究対象になるものと，そうならないものとの境界

はないのである。ここから，考慮しなければならない方法論的な問題とわたした

ちは出会うことになる。それは，たとえば日常的なおしゃべりと，医師による患

者の診断とは，異なる現象であるということに由来するものである。両者は，違

う形で社会的に組織化されているからこそ，わたしたちはそれぞれの場面を見る

ことで，さらに参与者の間でなされているやりとりを聞くことで，互いを区別で

きるのである。

たとえば，サックスが会話分析をする際にとった方針を基本にして，医師の診

断場面を分析しようとした場合には，どのような考慮が必要だろうか。サックス

は，会話という現象がいかに組織化されているかを理解するために，会話を行う

うえで人々が用いる方法を明らかにした。「医師による診断」という場面をそう
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した場面として分析し，提示するには，「医師による診断」場面がどのように組

織化されているのかを理解し，提示する必要がある。そのためには，その場面の

参与者によって用いられている方法を明らかにすることが求められる。診断場面

ではおそらくさまざまなことが同時に行われていると考えられる。医師がどのよ

うなことを患者から引き出すのか，さらにどのような医学知識を用いて最終的な

診断をするのか，どのように治療の避択肢やその手順を説明し，ある合意に達し

ようとするのか，明らかにすべき点は多様であろう。診断は多くの場合，会話を

通じてなされるため，会話を組織するという点に医師も患者も関心を払っている

ことは確かである。しかしすでに述べたように，診断の一環で医師が考慮するこ

とは会話を遂行すること以外にもいろいろある。診断場面を分析対象とし，その

場面がいかに組織化されているのかを解明しようとするのであれば，診断という

場面に固有のさまざまな組織化の方法を明らかにすることをめざすことで，はじ

めて診断場面がいかにそうした場面として成り立っているのかを記述したことに

なるだろう。つまり，分析者はその場面を固有なものとして理解する能力が求め

られるのであり，それは同時に参与者が用いる，場面に固有の方按を解明するこ

とが求められるということでもある（鋪１３章参照)。

つまりこの問題は，人文社会科学に携わる研究者が現象を理解しようとする際

の，現象へのアプローチの仕方に関わることである。エスノメソドロジーはこの

問題に対して，すでに述べたように，研究対象とする活動において用いられる方

法を理解しようとするには，そもそもそこで用いられる固有の方法を明らかにし

なければならないという指針（uniqueadequacy）を示した。したがって，分析

者は分析対象となる実践者がもつ方法を，彼らと同様な形で彼らの実践を理解で

きるような能力をもつことが求められる。しかしながら実際の問題として，分析

者がどこまで分析対象となる人々の方法について，現象を実践者と同梯に理解で

きるようになれば十分とするのかについては，明らかな解答はない種類の問題で

あろう。というのも，会話の運用能力のように，社会科学の分析者も「社会の成

員」として習得しているものである場合には，固有の方法を理解し，解明するう

えで困難は少ないといえるが，分析者にとってなじみの薄い場面については，そ

の場面に居合わせたり，話を聞いたり，関連の本を銃んだりして知識を得る必要

が出てくるためである（第４章参照)。これはエスノメソドロジーに限らず，人文

社会科学者が抱え続ける問題として存在していくものであろう。
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◇状況に埋め込まれていること

いかなる活動も，特定の状況に埋め込まれた形で行われる。人々は，そのつど，

状況に固有な要素を特定の動機や論理と関係づけて考慮に入れながら活動を進め

る。そのことによって，「いまここ」の状況の固有性を帯びながらも，その活動

がある特定の禰顛の活動，すなわち「カウンセリング」や「バスを待つ列を作

る」といった活動として「当たり前」もしくは「典型的な」特徴をもつものとし

て立ち現れてくるように組織化していくのである。人々の活動がどのように社会

的に組織化されるのかについて関心をもつエスノメソドロジーの研究者としては，

したがって，個々の状況に即して行われる活動を詳細に見ていく必要があるとい

うことを意味している。

さらに，活動はつねに特定の状況に埋め込まれた形で行われるという点に注目

するということは，実際に活動を行う人々と同様に，エスノメソドロジーの研究

者が活動の実践的な側面に関心をもっていることを示すものである。つまり，エ

スノメソドロジーの研究者は，活動を抽象化や，一般化するという点に関心をも

たないということである。あくまでも，ある特定の場面にある人々が，どのよう

にその場面をとらえ，活動を組織化していくのかという点に関心があるのである。

ある活動を実践する者にとっては，その状況から突然抜け出すことはできず，直

面する状況の諸要素に対応していかなければならない。彼らにとっては，「一抜

けた！」と急にその状況を抜け出して，実践者とは違う観点からその状況を抽象

化したり，一般化したりする余地はないのである。そしてエスノメソドロジーの

研究者は，そうした実践者の視点に目を向ける。つまり，ある活動を人々はいか

に行うのかという，その活動に対する実践的な観点からの関心をエスノメソドロ

ジーの研究者は崩さないのである。さらに，このように状況に埋め込まれた活動

の実践的な側面に関心をもつことは，活動がもつ即興的な側面，すなわち個々の

状況に人々がどのように対応するのか，異なる状況に対してどれだけ多撒な対応

の仕方があるのか，についても注目することになるということもつけ加えておく

べきであろう。正式に決められた手順やマニュアルなどとは異なる形でなされる

槻子や，とくに実践者によって創意工夫がなされている部分などは，こうした関

心の持ち方によって明らかにされる可能性がある。
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◇エスノメソドロジー的無関心

これまで述べたようなエスノメソドロジーの関心の持ち方を維持することで，

その活動がいかに組織化されているかを実践者の視点に即して理解することをめ

ざすことができるようになる。ここには従来の社会学の現象に対する関心の持ち

方と決定的に異なる点がある。それは，分析者は研究対象について，その活動が

正しいのか正しくないのか，典正のものなのか，そうではないのか，などについ

て判断することには，関心をもたないという点である。逆にそうした関心をもっ

て対象を評価しようと試みることは，すなわち当該活動の実践者の用いるものと

は異なる枠組を持ち込むことになり，結果的に本来エスノメソドロジーの研究者

がもつ関心からはそれることになってしまう。エスノメソドロジーの研究者とし

ては，活動がいかに社会的に組織化されるのかに対して焦点を当てることによっ

て，その一部として，たとえば対象としている実践者が何をどのような手続きに

従って正しいとするのか，間違っていると判断するのかについて詳細に理解しよ

うと試みる。こうした態度は，従来の社会科学は政策的な面に寄与できるという

過信を見直すことを意味するものでもある。そして，このエスノメソドロジー的

無関心の態度を徹底することによって生まれてくる成果としての記述を，実践者

に返すことによって生まれる可能性については，第４章を参照されたい。

◇具現化された実践

これまでに述べたようなワーク研究の研究方針に従って現象を分析することは，

どのような意味をもつのだろうか。はじめに，エスノメソドロジーのワーク研究

においては，科学活動や芸術活動も含む，あらゆる社会的な実践に対して，つね

に「具現化された実践」として関心をもつという点があげられる。現象への関心

を，その社会的な組織化という点に注目するということは，すなわち社会のあら

ゆる実践を抽象的なレベルでとらえようとするのではなく，具体的に実践として

行われるレベルにおいてとらえようとする試みということができる。そして，こ

のような試みは人文，社会科学の諸領域においてさまざまな意味をもちうる。こ

れまで，人間のさまざまな実践に関する考察は，それらがいかに実践がなされる

のかという部分とは切り離して人文，社会科学の領域で論じられてきた。そうし

た考察を，エスノメソドロジー的な関心をもつことによって得られる具体的な実

践に関する理解に基づいて，再考するという機会を投げかけるということを，ま
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ずあげることができる。たとえば，ワーク研究の中心的な対象としてガーフィン

ケルらが取り上げてきた科学実践においては，具体的な科学活動の実践に関して

フィールドワークを中心にした研究に基づいて，たとえば「発見」という概念

(GarfinkelctaI.［1981]）や科学における「合意」という概念（LynchU985bl)，

さらには「測定」という概念などの再考を行っている。こうした再考は，科学哲

学が提示してきた科学に対する理解を前提としながら，科学哲学によって提示さ

れた概念的な問題を経験的な方法で解決しようと試みる科学社会学の方向性に対

して疑問を提起することにもつながっている（Lynch＆Sharrock［2003])。

このような動きは，科学という実践をめぐる研究に限定されるわけではない。

これまでの人文，社会科学において提示された諸概念を具体的な実践の場におい

て「翻訳」することを通じて，これまでの研究のあり方に対する再考を促すこと

は十分に可能であり，そうした試みは，たとえば心理学（テーマセッション３参

照）や経済学，科学社会学などに対してもなされた例がある（Coullern979b＝

1998]；Andersonet・ａｌ［1988]；Butlon（cd､）［1991]；Ｂｕｔｔｏｎｅｔａｌ．［1995]；Lynch

[1993];Sharrock＆Ikcya［1998];Sharrock＆Ｒｅａｄ［2002〕;Sharr()ｃｋ［20021)。

さらに，「具現化された実践」に関心をもち，それをエスノメソドロジー的に

記述することによって，その記述が有益なものとして映る場合もある。これまで，

エスノメソドロジーの研究者は「ワーク」の中でもとくに仕事場，すなわちワー

クプレイスに関する研究を多く行ってきている。たとえば，組織の畷境にある悩

報システムや，教育システムの開発，遠隔における作業を支援するような，コン

ピュータ支援による協同作業を研究する際には，人々の行為を詳細に理解し記述

する試みが，システムの設計やその運用，評価において有意義な情報を提供する

ものと見なされている。また，具現化された実践の記述は，組織における実践に

ついて，政策的なレベルの評価および変革に有益な悩観として見なされる潜在的

な可能性があることは，欧米のエスノメソドロジー研究者が多様な組織からフィ

ールドワークを依頼されてきた実績からも読み取ることができよう。

このように，ワークの研究は，人文社会科学研究のあり方を再考する契機を提

示するという試みにおいて，またシステム開発における共同研究の遂行，さらに

は学問という垣根を越えた実践の場において，有用と見なされるような材料を提

供する可能性をもっているという点において，社会学を越えたところでの営みも

広がりつつある。



第ｕ部

実践編

「実賎綱｣では，エスノメソドロジーとフィールドワーク

(第４軍)，ビデオを用いた相互行為分析(節５京)，会話

分析(節６章)，さらにそれぞれの方法をⅢいた社会調査

(第７寂)，についての実践的な研究の仕方を解説する。

また付録のＣＤ,ＲＯＭに背声データや映像データ，ビデ

オ分析ツール(CIAO)を入れ，トランスクリプトの書き

方や分析法を実践的に学べるよう工夫した。



第4章

エスノメソドロジーとフィールドワーク

池谷のぞみ

閉エスノメソドロジーの研究についてあげられる１つの特徴的なことは，日常会砧を

すること．医師による懸者の診断，航空管制官による飛行機の発著陸のコントロー

ル，陪審員による被告人に関する決定など，人々のさまざまな活動を記述しようと

する試みが成果のかなりを占めているという点であろう。ここでは，エスノメソド

ロジーの研究者がどのような選択肢としてフィールドワークを行うことを遡び，そ

れをいかに行おうとするのかについて解税しようと思う。

ｌドキュメンタリー・メソッド

そもそもエスノメソドロジーはある特定の理論を遡択することが，同時に特定

の認識論的および存在論的な選択を行うことになってしまうという点に注目した。

それは．言い換えれば，１つの理論を選択すれば，その理論が踏まえている諸前

提を受け入れざるをえないということに由来する。そこであえて特定の理論を選

択しないことによって，現象の理解をめざすに至ったのがエスノメソドロジーで

ある。それは，人々が参与する場面において。その場面を理解しながら活動を遂

行する際の態度，つまりシュッツのいう「自然的態度」に注目することでもある。

社会学の理論的な枠組を持ち込まないことにより，はじめて人々の方法を理解す

る方向性が開かれてくるとするのである（池谷［2001])。

この辿択によって明らかになることは，分析者は対象とする人々の行っている

ことを理解するうえで，ある動機や論理と関わらせようとするという点である。

これをガーフィンケルは「ドキュメントタリー・メソッド（documentarymeth。
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od)」と呼んだ。つまり，なされている特定の行為をある動機や論理に言及した

「ドキュメント」と見なして，人々の一連の行為を理解しようとする方法をこう

名づけたのである。これは分析者に限らず人々がつねに行っていることであり，

その作業によって日常のさまざまな場面が問題のない，当たり前の場面として維

持・達成されるのである。そしてエスノメソドロジーの研究者がめざすのは，当

たり前の場面をそのような場面としていかに人々は維持・遂行するのか，その際

の方法を理解し，記述することなのである。ワーク研究も会話分析も，この問題

意識から始められたものである。

２フィールドワークの下法

それでは，エスノメソドロジーの研究者はフィールドワークを行う際に，何か

固有の特別な方法をもっているのだろうか。この時点ですでに気づかれている読

者もあると思われるが，エスノメソドロジーの研究者は特定の理論を持ち込まな

いのと同梯に，特定の方法論を持ち込むこともしないのである。他のフィールド

ワーカーと同様に，たとえばミーティングに参加したりメモをとったりしながら

調査の対象となる人々 と同じ場面にできるだけ居合わせようと試みる。機会を見

つけて立ち話で何が起こっているのかその場而について話してもらうこともある

だろうし，あらためて時間を設定し，インタビューを行うこともあるかもしれな

い。フィールドの性質や，フィールドに入る際にどのような経緯があったかによ

って，研究者がどのようにフィールドで振る舞えるかが，おのずと決められるこ

とも少なくない。しかしながら，フィールドワークの対象となっている人々 との

やりとりによって，研究者がフィールドにおいてより広く受け入れられるように

なるかもしれないし，また逆の賜合に変化する可能性が十分あることは留意する

ことが必要であろう。

記録もメモをとるだけではなく，録音やビデオ録画などをすることもしばしば

ある。録音や録画をすることの利点は，会話分析を始めたサックスも指摘してい

るとおり主に２点ある。第１に，行為や活動を直接そして繰り返し観察できると

いう点である。これは，その賜而の参与者たちにとって「当たり前」とされてい

ることに沿って現象を詳細に理解しようとする際に大きな助けとなる。第２に，

他の研究者がそのデータにアクセスすることによって，研究の検証が可能になる
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という点である。さらに付け加えれば，データを保管しておけば，のちにまた別

の観点から分析することができるという点も利点としてあげられる。

しかしながら録音や録画をすることが許可されるとは限らない。エスノメソド

ロジーの研究者は，あくまでも暴露に基づいて相手を批判することを目的として

フィールドワークをするわけではないという点に留意し，必ず相手の許可をとる

ことが求められる。

３分析の際の視点

◇エスノメソドロジー的無関心

第３章２節で述べたように，エスノメソドロジーの研究者は人々の活動の詳細

に関心をもって分析を行う。何がその場面において「共通に知られていること」

とされ，それに沿ってどのようにその場面を維持するのかに焦点を当てることは，

すなわち，分析者があらためて解釈枠組を持ち込むことをしないということでも

ある。さらにいえば，これは解釈枠組を持ち込むことによる一般化をもめざさな

いことをも意味する。何が一般的で何が特殊か，何が正しくて何が正しくないか

などの問題は，活動を通じて参与者が決定していくものである。エスノメソドロ

ジーはその際に用いられる方法を記述することにあくまでも関心をもつ。

このように，エスノメソドロジーの研究者がフィールドワークを行う際には，

何が正しくて何が正しくないか，もしくは何が存在して何が存在しないかを研究

者が自分の視点で決めることを目的としないのである。たとえば医師の診断が正

しくないとしたり，医師と患者の間に権力関係があると判断したりすることをめ

ざそうとはしない。そのような問いに対して研究者自身が判断して答えを与えよ

うとするのではなく、そうした問いがどのように参与者によって扱われ，解決さ

れているのかについて詳細に明らかにしようとするのである。このエスノメソド

ロジー的無関心（ethnomelhodologicalindiIIcrcncc）という方針は，価値自由を

めざすものではなく，参与者による活動の組織化に焦点を当てようとする際の戦

略としてたてられた問いの転換なのである（GarIinkel［1986])。

このことはつまり，フィールドワーカーは基本的にフィールドで活動している

人々から，彼らがどのように活動を遂行しようとするのかを「教わる」立場にあ

るということになる。この立場を忘れてしまっては，参与者が何を「当たり前」
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のこととすることによって，その活動が遂行されるのかについて記述するのは困

難をきわめることになるであろう。とくにその場面が「社会の成員」としての研

究者にとっても非常になじみが薄く，専門性が高いような場合にはなおさらのこ

とである。

◇｢教わる」立場と評価

フィールドワーカーはフィールドの人々から「教わる」立場にあるという点を

踏まえることは，フィールドワークを行おうとするフィールドに対して評価をす

るということについて，慎爾な態度をもつことになることは明らかであろう。そ

もそも評価を行うということは，ある特定の評価指標を用いることである。しか

しながらここで何を指標とするかが問題となる。エスノメソドロジーの研究者と

しては，フィールドの外から指標を持ち込むことは，研究方針から考えてできな

い。もし新たに指標を作ることが必要であるならば，エスノメソドロジーの研究

者としてはまず活動がいかに遂行されるのかを詳細に理解し，記述することが先

決ということになる。ＣＳＣＷ関連のプロジェクトでは評価者としてエスノメソ

ドロジーの研究者が関わることも住々にしてあり，その場合は純粋な研究を行う

場合に比べて制約は大きいことが予想される。そうした制約の中でも，上述の点

は留意して進めることが重要と思われる（CSCWについては第１５章参照)。

そして評価を第一蕊的な目的としないということは，じつはフィールドの当事

者に対してアピールできることでもあるという点にも注目したい。というのも，

実際的に考えてみた場合，それまで当該フィールドでまったく活動をしたことも

なかった人が，自分たちの活動を評価したいと言ってきたときに相手を容易に受

け入れるだろうか。もし万が一受け入れたとしても，フィールドに関する理解を

踏まえないままに作られた指標でなされた評価は，当彼フィールドではきわめて

限定的な意味でしか受け入れられないであろう。

すでにいくつかのフィールドでの経験を踏まえて言えることは，人々は，自分

たちの仕事など，活動の詳細を知りたいという求めに対して快く応じてくれるこ

とが少なくないということであろう。フィールドへのアクセスを得るという，実

際的なレベルに照らしてみても，エスノメソドロジーの方針に沿って，活動の詳

細を理解することを目的として提示することは，意味のあることである。

第４章エスノメソドロジーとフィールドワーク”



,ｌフィールドへの還元可能性

以上述べてきた中で明らかになったことの１つは，エスノメソドロジーによる

研究の成果として提示されるものが，フィールドにいる人々にとってまったく新

たに目にするものとなることはほぼないということである。このことが場合によ

っては．フィールドにいる人々の期待を裏切ることになる場合もありえよう。と

はいえ，フィールドにおける活動のなされ方を記述したものを提示したとき，フ

ィールドの当事者が「それはまさにわたしたちが行っていることです」という反

応が得られたら，むしろエスノメソドロジーの研究者としては喜ばしいことであ

る。しかしその先はどうなのだろうか。エスノメソドロジーの研究者は，フィー

ルドへ何らかの形で自分の成果を還元することができないのだろうか。

ここで少しエスノメソドロジーの研究状況を見てみると，本瞥の第３章，第

１４章および第１５章でも明らかなように，エスノメソドロジーの研究成果の還元

可能性について示唆を与える研究が，社会学という領域を越えてなされつつある

ことが見てとれる。とくにＣＳＣＷの領域では，工学研究者やシステム設計者と

エスノメソドロジーの研究者との協力関係のもとでフィールドワークが行われる

ことも少なくない。以下ではＣＳＣＷの領域を中心として見ながら，エスノメソ

ドロジーによるフィールドワークの成果のフィールドへの還元可能性について考

えてみたい。

◇組織と情報システム設計

組織に導入する傭報システムを設計するうえでまず顕著なことの１つは，その

悩報システムのユーザとなる集団とその設計者とは，システムに対する立場が異

なり，さらに設計者は住々 にしてユーザとなる巣団が属している組織の外の組織

に属する場合が多いということである。そこでまず問題になるのが，システムの

設計者にとってはなじみの薄い活動を行う人々 が，どのように活動を行うのかを

詳細に把握し，それに基づいてシステムの投針を行い，プログラムを組まなけれ

ばならないということである。しかしながら，システムの設計者は本来システム

を設計し，プログラムを組むことについては自分の専門領域内のことと心得てい

るが，人々 が実際にいかに活動を行うのかについて詳細に把握すること自体につ
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いては，直接には自分の得意な領域とは言いがたいに違いない。

ところが，さまざまな仕事の細部にいたるまで情報システムの導入が進んでき

ている現在，システム導入前後の仕事の継続性やシステムの使い勝手などの要素

を考えあわせると，ユーザの仕事の細部を把握したうえでシステムの設計をする

ことがますます求められるようになってきている。しかしこれは単純なことでは

ない。組織が大きければそれだけ分業体制も複雑となり，組織の中にいても自分

の部門以外がどのように仕事を行っているかを細部にわたって知りうることが困

難な場合も少なくないからである。したがって，システム設計者が理解の対象と

すべきものは膨大なものになる可能性があり，実際にはすでに文書の形で定式化

されているものに頼らざるをえないこともしばしばあるといわれる。

◇エスノメソドロジーの関心と適合した研究協力関係

（１）情報システム設計の文脈ここにエスノメソドロジーの研究者が協力者

として固有の役割を担える可能性がある。というのも，人々がどのように活動を

遂行するのかを詳細に理解することに，エスノメソドロジーの研究者はそもそも

関心をもっているからである。システム投計者の代わりに，当該システムのユー

ザがいかにして他の部門との相互依存の関係のもとで仕事を進めようとするのか

を詳細に理解し記述すれば，システム設計者が仕事をするうえでの材料を提供す

ることになる。実際のところ，そうした工学者やシステム設計昔とエスノメソド

ロジーの研究者との協力関係は，欧米を中心にこの10年余り行われてきている

(Suchman［1987＝1999]:Buttoned．［1993];LuIfctaLcds．「2000a];池谷［2002])。

エスノメソドロジーの研究者がこうした協力関係のもとでフィールドワークを

行うことには，もう１つの利点がある。それは，エスノメソドロジーの研究者が

システム設計という枠組に比較的とらわれずに，ユーザの世界を理解しようと努

めるという点である。従来，システム設計者が，自ら設計するシステムの導入先

の組織をさまざまな形で把握するという試みがなされてきた。しかし彼らは，シ

ステム設計という枠組を世界に当てはめてシステムを構築しようとすることが専

門である。そうした人々に対して，その枠組をはずして世界を理解するようにと

要請することはかなりの困難に違いない。しかしながら，その枠組を当てはいて

しまうと見えなくなることはあるだろう。枠組を当てはめない段階で見えること

をできるだけ把握したうえでシステム設計の枠組を用いることは，細部に目配り
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をきかせたシステムの設計を可能にするであろうし，導入後の仕事の仕方をユー

ザに説明するうえでも有益となるだろう。このように，じっはエスノメソドロジ

ー的無関心を徹底することが，フィールドへの研究成果の還元可能性を大きくし

うるという例をここに見てとることができる。

こうした協力関係は工学者やシステム投計者との間に限られるものなのだろう

か。たとえこの関係に限られるものだとしても，エスノメソドロジーの研究者が，

自らの成果をもって何らかの貢献をできる可能性はかなり大きくなる。それは，

たいていの組織が何らかの情報システムを導入することによって自らの活動を遂

行しようとしているからである。組織は会社や，工場，教育機関，医療機関，研

究機関などさまざまな領域にあり，それぞれの組織における活動は非常に多岐に

わたる。各組織に導入される情報システムがそれぞれの活動を適切に支援できる

ように設計するために，各組織における活動のあり方について詳細に理解すると

いう作業はつねに求められ続けるものであろう。

（２）組織の迎僻という文脈他方，傭報システムの差し迫った導入や変更な

どが予定されていないようなフィールドでのフィールドワークの週元可能性につ

いてはどのように考えることができるだろうか。たとえば１つの部門において仕

事の進め方を改善しようとしているとする。どのように変更すれば改善となるの

か，それを決めるには順序として，現状について把握することが必要である。正

確な現状の把握ができていれば，何が現在の問題点なのかを押さえ，どの部分を

どのように変えれば，いかなる改善点が得られるかなどを予測できる可能性が高

くなるからである。しかしながらそのためには，現状の仕事の仕方について細部

にわたる理解が求められる。「確かあの部分はこのようになっているはず」とい

った，大まかな把握では，改善の予測がたつような変更はなかなか実現できない

のである。

エスノメソドロジーの研究者が関心をもっているような，活動の詳細な理解は，

現状のあり方を把握するうえで有益な材料を提供できる可能性はある。しかも，

エスノメソドロジーの研究者の関心は，その活動を行う人々の視点から，その活

動がどのように組織化されるのかについてとらえることにある。したがって，直

接その活動に桃わっていない上司や他部門の人が改善策を作成しようとするとき

に，彼らの理解を補えるようなものを提供できることになるかもしれない。

また，これまでのやり方を変えようとするときに，他部門の仕事にどのような
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影智があるのか，他部門に不都合にならないように変えるにはどのようにしたら

よいのかなどの点を考えることが必要となるであろう。他部門の視点からその仕

事の流れを見るとどうなのか，フィールドワークによって得られる理解は他部門

に対する理解を促進し，分業体制の改善に寄与する可能性をもつといえる。

現代社会に顕著なことの１つは，すでに述べたように分業体制が複雑であると

いうことである。それはシステムの設計者とシステムのユーザとの関係などに見

られるように，組織間においてのみならず，１つの組織内についても見られるこ

とである。したがって，１つの組織内において各部門がどのように仕事を遂行し

ているのかを詳細に把握することは難しいし，したがって相互依存関係にある部

門どうしが調整を行うことはしばしば容易なことではない。管理者の立場になれ

ばなおさら，各部門で働く当蛎者の立場に立った視点を理解すること自体も単純

なことではなくなってくる。そして分業関係にあれば相互依存性は高まり，調整

機能はますます重要になってくることは必至である。

また，さまざまに異なる専門知識をもち，異なる立場から１つの目的を共同で

迩成するような場面において,共同の作業を凋整してよりよいものにするために

は，それぞれの立場からの視点を理解することは有効である。また，新たにその

場の作業に加わっていこうとする人が，その場での作業がどのようになされてい

るのか，異なる視点から理解することも有益であろう。

どのような実践者にとっても，日常での自分たちの仕事を自分たちの立場から

遂行することがまず先決である。他者の視点を理解することをあらためて組織立

てて行うことは，日常的な実践に加えて別に行わなければならないことであり，

かなりの労力が必要となる。こうした点を考えると，人々の活動の詳細を理解す

ることに関心をもつエスノメソドロジーの研究者によるフィールドワークは，こ

のように複雑な分業の中で活動するために欠かせない，共同作業相手に関する詳

細な理解を提示するという点で貢献する可能性をもつということができる。

以上のような点から，組織におけるフィールドワークに基づいたエスノメソド

ロジー研究は，組織研究の１つの方向性を示しているということができる

(Lynch［l985b];Andersonctal．［1989];AckroydetaI．［1992];Travers［1997];Har・

per［1998];Harpcretal．［2000])。
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薦5章

調査の準備とビデオデータの分析法

一博物館調査を例として

山崎晶子・菅靖子・葛岡英明

閉研究テーマが決まっても，拠際に調査を行うために叩備を整えることが，じつはも

っとも困難な場合が多い。第Ⅲ部展開網で示すようにさまざまなフィールドが調査

の対象となる。しかし，ここでは，博物館を１つの例としてどのように調査の準備

をし，ビデオ撮影を行い，データを取り込むのか，そしてその映像データをどのよ

うにしてトランスクリブト化するのか（音声データに関しては節６索２節を参照）

を税明したい。この蛾で仰物館の例を取り上げているが，ここで脱明する手順た

とえば洲査先との協力のとり方，掲示などはどのフィールドでも共通するものであ

る。

Ｉ捌衡の準備

調査を行うためには，調査先の協力が不可欠であるが，調査目的やアウトプッ

ト，成果があいまいである場合，協力を得ることは困難である。はじめてとりか

かる研究であり前例がない場合，調査先はどのような調査になるのかイメージを

もつことが難しい。しかし，極力，調査目的をはっきりと伝え，どのような調査

になるのか脱明して相手の協力を仰がなくてはならない。

とくに，ビデオ撮影を行う場合は綿密な調査プランを提出し，淵査先の危倶を

最小にしなければならない。たとえば博物館の調査では，博物館側は撮影が観客

の鑑賞行為を妨げる可能性をもっとも危倶する。このように調査先にとって抽象

的調査プランだけでは納得できない場合，何度でも出向き，誠実さを示さなけれ

ばならない。たとえば，相手方が必要とする場合には，研究機関としての調査協

力依頼書を，調査時に掲示したり，承諾書とともに提出することも必要である。
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