
第個章

博物館研究

山 崎 晶 子 ・ 菅 靖 子

錫博物館の方向性の多様化（バーチャル・ミュージアムやハンズオン展示の発展）に

つれて，博物館研究は「展示」の観客の「受容」という問題を１つの焦点とするよ

うになった。それまでの，「量的」調査だけではなく，「自然体の」観客の行為を検

証するために質的調査に関心が典まるようになった。近年では．観客の睦賞行為を

エスノメソドロジーの眼点から分析するやり方が，日本やイギリスにおいても脚光

を浴びるようになってきている。この章では．観客の睦賞行為をビデオ撮影し，そ

れを分析する方法について述べている。とくに，評価，予期．共有空間，参与の枠

組や，シークエンスというエスノメソドロジーの概念を当てはめることによって．

観客の何気ない濫賞行為が何を示すのかをデータを例にとって示している。

ｌ「量的」研究から「質的」研究へ

博物館研究（museumstudics）は，戦後の欧米で発達した学問領域である。ミ

ュージアムという呼称は近代ヨーロッパで一般化し，とくに１８世紀以降，大衆

教育の場としての意図を強くもって数多く設立されている。日本では幕末に「博

物館」の語がミュージアムの訳語に当てられて以来，欧米とは異なり，美術系を

｢美術館｣，それ以外を「博物館」と称してきたが，「博物館研究」と言うときに

は英語の「ミュージアム」と同じく広義の意味で用いる。

博物館事業の３本柱は「収集」「保管」「展示」である。従来はその収蔵品の研

究，または教育的効果の研究が主であったが，近年では博物館は教育学のみなら

ず，文化史やデザイン史，カルチュラル・スタディーズの領域でも「展示」の部

分が研究対象となった。とくにピーター・ヴァーゴによって「ニュー・ミュゼオ
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ロジー（ncwmuseology)」が提唱され（Vcrgo［1989])，博物館のイデオロギー的

側面に注目が巣まるようになって以来，さまざまな角度から博物館という人為的

空間が扱われてきた。しかし，「展示」の領域がどのような文化的・社会的磁場

を形成するのか，観客はどのように展示された空間を経験しているのか，またよ

り厳密には，そこから何を情報として得ているのか，その悩報をどのように確認

し消化しているのか，という博物館の「展示」の具体的な「受容」の側面に閲し

ては，依然として解明されるべきことがらは多い。

これまで博物館の「受容」の問題は，観客の動員数や観客が作品の前に何回，

何秒の間立ち止まったかなど，統計的な，あるいは「量的」とも呼べる調査が主

流であった。ある特定の展覧会における観客の動きを追い，具体的な動線を砿か

めること，また，展覧会を鑑賞し終えた人々にアンケートを依頼することは，展

示作品の効果，あるいは空間デザインの効率性を知るうえで重要である。

ただし，そこには限界もある。「自然体の」鑑賞行為が明らかにされてこなか

ったことである。たとえば，同じ作品の前に立ち止まっていたとしても，視線は

別の作品に向けられている可能性もあり，実質的に目の前の作品を鑑徴している

とは言い切れない。これは増加の傾向にあるインタラクティブな展示作品に関し

ても同様である。昨今のインターネットの普及とともに，博物館も「さまざまな

モノを収集し，ラベルを貼って陳列する」だけのハコから，オンタイムに僧報へ

アクセス可能な端末が展示室内に投腫された，建物にとらわれない性質のものへ

と変貌を遂げた。加えて，ハイテク化，デジタル化に伴い出現した「バーチャ

ル・ミュージアム」はまさに場所に限定されない博物館鑑賞をもたらしており，

近年ではネットを活用したさまざまなプログラムを提供する博物館も多い。

こうしてますます複雑な櫛造へ発展を遂げつつある僻物館では，その受容自体

が多槻化しており，これを充実したものにするために，博物館研究も発展してい

く。とくにバーチャル・ミュージアムに関する研究・実験は盛んである。１９９７

年からは毎年「ミュージアムとウェブ（MuseumsandthCWeb)」国際会蟻が開

催されており，そこでは博物館などの文化施設とウェブとの多彩な連関が縦論さ

れている。また，従来の「量的」な研究を補完する新たな行為分析・展示デザイ

ン分析の研究方法も活発に模索されている。その主流は，教育学において自主的

な学びのあり方を考察する枠組である柵築主義（コンストラクティビズム）の理論

を応用する方法である。この分野では，ジョージ・ハインが「博物館における教
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育や学びを評価する」（I1ein［1995]）などの手法を論じている。これは，博物館

経験からどれだけを学んだかということから評価を行っている。

では，鑑賞行為そのものはどのように行われているのか。これも，鑑賞の「質

的」な部分の解明には必要である。このために有効な方法論として考えられるの

が，エスノメソドロジーである。博物館という公共の空間において人はどのよう

に鑑賞行為を行っているのだろうか。人は具体的に作品をどのようにまなざし，

それが身体配圃や発話行為とどのように関わっているのだろうか。視線や身体配

置，発話行為を総合的に分析することを通して，実際に人が展示作品や展示空間

から得た悩報や印象の性質が明らかとなる。それにより，傭報収集がしやすい展

示デザインであるか，魅力的だと感じられるものかどうかを分析することも可能

だろう。エスノメソドロジーの掲げる「自然体の」行為の検証は，博物館におけ

る鐙賞行為の特性を明らかにすることができる。

そこで本章では，主にイギリスや日本で行われている，博物館をフィールドと

した観客の行為分析の手法を紹介するとともに，その研究の意義を提示したい。

２エスノメソドロジーを用いた博物館研究

◇研究動向

博物館研究は，ヨーロッパおよびアメリカで活発になされている。中でもイギ

リスでは，ウェブや３Ｄといったバーチャルな環境で，濫賞者間の社会的コンテ

クストがどのように維持されるのかを実験した，グラスゴー大学の研究者による

「シティ」プロジェクトの報告があり，博物館のハイテク機能とインタラクティ

ブ環境との関連および意義を考察した示唆に富んだ研究がなされている（Galani

＆Chalmers［2002〕)。また，フィジカル（身体的）な観客者どうしの相互行為を

エスノメソドロジーを用いて論じた博物館研究は，ロンドン大学キングス・カレ

ッジの研究者グループによって行われている。彼らは「展示作品の形成一博物

館やギャラリーにおける経験の相互生産」（vomLchnctaI.［2001a])，「相互行為

の展示一博物館やギャラリーにおける行動と共同作業」（vomLehnctaI.［200l

b]）などにおいて，鑑賞行為が鑑賞者のみによって成立するのではなく，たとえ

ば側を通った人や鑑賞者の連れといった，同じ空間にたまたま居合わせた複数の

観客の行為によって形成されていることを論じている。また，こうした先行研究
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を踏まえ，日本でも公立はこだて未来大学や埼玉大学を中心に研究が行われてい

る。「インタラクティヴな展示装置を中心とする観客の相互行為」（菅・山崎・山

崎［2003]）では，インタフェースの順番取りや，装置を動かす実践者とそれ以外

の鑑賞者との間の情報伝達が論じられている。

◇テーマ股定

では実際にどのような研究テーマが考えられるだろうか。博物館に関わる研究

者からは，次のような問題があげられる。

さまざまな形の記憶（歴史系博物館）および価値観（美術系博物館）が，さまざ

まな政治的・社会的コンテクストの中で選ばれ，それが特定の編典を経て展示さ

れる公共の空間として博物館を研究する場合，まずは，

①記憶はいかに経験されるのか

②いかにそれが他人に伝えられるのか

③展示作品はどのように記憶や経験の言脱を助け，鑑賞の体験を組織化する

のかが問題になる。

インタラクティブな展示物の割合が多い科学系博物館においては，憎報は直接

展示物のインタフェースを体験することからも多く引き出される。ただし，たい

ていのインタフェースはボタンやハンドルの数によって一度に体験できる人数が

制限されている。そこで，

①鑑賞者はどのようにインタフェースの順番取りを行うのか

②インタフェースを直接触れる鑑賞者と，その行為を周囲で見ている鑑賞者

との間では，どのように情報が伝達されているか

③インタフェースは鑑賞をどのように助けているのか

などの間遡点があげられる。

また歴史系博物館・美術系博物館・科学系博物館には共通して，展示作品にキ

ャプションその他の情報が必ず付随しており，鑑賞の手助けをしている。そこで，

情報伝連の問題として，

①悩報収集がいかに行われているか

②それが他の鑑賞者へどのように伝わるか

③その結果どのように鑑賞行為を助けているか

があげられる。
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そして鑑賞が個人でなされるかあるいは連れ立ってなされるのか，それに応じ

て鑑賞行為は違った形でなされるか，またこのような社会的関係性と鑑賞行為の

あり方も分析や議論が必要な問題である。

◇エスノメソドロジー的理齢関心のあり方一評価，予期，共有空間，参与

の枠組，シークエンスの開始と終了

このような博物館に関わる研究に内在する論点は，エスノメソドロジーの特色

である「ハイブリッド・サイエンス」からもエスノメソドロジー的に考察されな

くてはならないものである。博物館研究における問題点をエスノメソドロジー的

に検討し，博物館研究およびエスノメソドロジーの双方の研究として成立するア

ウトプットを出すことが意凝深い。

以下で，鑑賞行為を分析するために有効である理論的概念を示すことにしよう。

（１）評価「きれいだ」あるいは「そうだね」などといった評価は，対象物

に対して，それぞれの鑑賞者によって独立になされると思われがちである。とこ

ろが，博物館には観客は連れ立ってくることも多く，その賜合ポメランツが分析

したように評価は互いの社会的関係性の中で作り上げられることがありうる

(Pomerantz［1984])。

（２）共有空間一Ｆフォーメーション，Ｏスペース，ボディ．トルクＦフ

ォーメーションとはケンドンが考察した，人間が共同作業を行う場合にとる陣形

のことである。お互いの共同作業がうまくいく場合，お互いの作業空間の重なり

ができる。そしてこのように共同作業がなされている場合には，Ｏ･spaceという

空間が生まれる。とくに，科学系の博物館では親子や，教師と生徒あるいは生徒

どうしで共同で鑑賞に参加するような，インタラクティブな展示物が配湿されて

いることが多い。その展示が実際にインタラクティブなものであるかどうかを観

察するためには，ＦフォーメーションとＯスペースが形成されているかどうか

という身体配置は，言語行動だけではなく観察するときのキーとなる（Kendon

[1990])。また，観客が展示物以外の方向を見ているようでも，足下はある展示

物の前におかれており，またすぐに展示物への鑑賞に向かうこともよく見られる。

これは，シェグロフが考察したボディ・トルク（身体を同すこと）という概念であ

る（SChegloIf〔1998])。観客どうしの参与の枠組の変化を観察するときにこれも

非常に重要なポイントである。
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（３）参与の枠組ゴッフマンは会話は，話し手と聞き手により共同で達成さ

れるものであることを示し，とくに「発話者」「聞き手」「傍観者でありながら話

を聞いている人」などのさまざまな会話への参与のあり方を示した（GoIfman

El981])。また，Ｃグッドウィンは言語行為だけでなく，視線などの参与者の身

体行為や配固が参与の枠組を維持する要素であることを明らかにした（Goodwin．

C、［1981])。

（４）鑑賞行為の'1M始と終了会話の開始と終了と同様に（SchcgloIf＆Sacks

[1973＝1995])，鑑賞シークエンスにも開始と終了がある。どのような言語的行為

や身体的行為（上で述べた評価や参与の枠組の変化）をきっかけに鑑賞行為が終了す

るのかは，博物館研究の中でも重要である。

３データ分析の一例

博物館で展示物を鑑賞する場合，複数の悩報源から展示物に関する悩報を得る

ことができる。博物館側が用意するのは展示物自体，展示物を説明するキャプシ

ョン，展示物がグルーピングされたものならそのセクション全体に関するパネル，

などである。一方で，展示物の鑑賞者が連れ立って来館している場合には，共同

鑑賞者との対話から新たな情報を引き出すことができる。また，複数で発話をし

なくても，自分以外の人間が視線をどこに向けているのか，どのくらい熱心にそ

こに向けているのか，といった身体動作から，その展示物が与えるインパクトを

推測し，それに自分の行為を連動させる場合も多くある。博物館という公的な空

間において，人は展示物のみを鑑賞しているのではなく，他者を観察してもいる

のである。

前節で述べたように，こうした他者に対する観察意識の大部分は，「人は次に

どのような行為をとるか」を「予期」するところに注がれるといってよい。人は

継起的に行為を行うため，規範的・社会関係的文脈の中でわたしたちは次の行為

者の行為を予期することが可能なのである。もちろん，次の行為者はいまのコン

テクストにない行為を行うこともある。その場合は次のコンテクストが形成され，

そのコンテクストからまた次の行為者の予期が可能となるのである。
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◇｢エレキテル」

この項では，具体例としてわたしたちが現在も行っている共同研究の一端を紹

介したい。ここで示すデータは，東京にある「ていば－く（逓侭総合博物館)」に

おいて収集されたものである。このデータは，「エレキテル」といい，平賀源内

の考案した発迩装画の仕組みを学ぶためのインタラクティブな展示装圃を鑑賞す

る観客の行為を録画したものである。ここを撮彫するに至った経韓とビデオ撒影

の方法に関しては，本書第５章を読み直されたい。当初わたしたちは，とくにイ

ンタラクティブな展示に対してどのような相互行為がなされるか，そしてその相

互行為がどのように鑑賞行為と結びついているかという研究関心をもっていた。

しかし収典が進む中で，鑑賞時にどのような参与の枠組，すなわち社会的関係が

柵成され，鑑賞の開始と終了そしてその中で下される評価がどのように柵成され

るのかという問題により関心をもった。男性，子どもｌ，子ども２で柵成される

集団，および女性，子ども３で栂成される集団は，それぞれ家族であると思われ

る。前者の鑑賞行為のあり方を，先に示した理論的射程から分析を行いたい。

この場面は，男性，子どもｌ，子ども２がエレキテルの前で形成する共有空間

が，鑑貸行為の開始とともに成立し，参与者の発話や身体的行為によってそれが

解消される過程を分析したものである。

トランスクリプトに書かれたものの前段階を説明しよう。子どもｌがまず画面

に登場（フレームイン）し，その頃男性は別方向に歩いている。子どもｌの目は

エレキテルの装圃に注がれたままで，下部のハンドルをつかみ，回し始める。

男性は後ろの解説パネルにいったん目をやりながら横を歩いていくが，頭は子

どもｌに向いでいる。ただし，視線は状況確認をするようにエレキテルと後ろの

パネルの間を揺れており，展示物に関する情報を得ていることが観察される（写

真12-1)。その後男性は，子どもｌが実際にハンドルを回していることを認識す

ると，足を止め，足と体をエレキテルのほうへと向ける。子ども２も同棟に足を

止める（写真12-2)。

子ども１がエレキテルを操作し，子ども１が指さしながら静電気の位侭を示す。

子ども２はエレキテルの右に位偶する。

子ども３がレファレンス側から入るＵ

Ｏｌ子ども３：これみてこれ（女性は子ども３の動きにうなずく）＊写輿1２－１

０２男性と子どもｌはエレキテルのところ。子ども２は子ども３のほうへ顔を向ける
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◇共有空間の形成過程

トランスクリプトの前段階の‘悦明にあったように，ワ)性は，子どもｌが爽隙に

ハンドルを回していることを認識すると，足を止め，足と体をエレキテルのほう

へと向ける。子ども２も同様の身体行為をとり，２人とも最初ば進行方向へ体も

｜
劃

０３子ども２：子ども３が女性に辿れられてモールスは号へ近づくのを見てい；５

０４女性：フレームイン．モールス信号へ向かう。

０５男性：これがばらっと（）ほら，ぐるぐるまわしてみ，ほら

０６子どもｌ：あ,ほんとだ

()７‐ｆども２：ねえやらＩてよ：

０８リＷｋ：よ－く見てみろほらすごい

０９子ども２：（(回しはじめる)）

１０男性：今，ほら

lｌ子ども２：うわ：

１２男性：すごいnの陥晒気だね

】３（(笑って子どもｌにjWiを向けＩＩＬ合わせようとする)）

Ｍ子ども１：（(瓶いて，上を指さしながら)）こんなIﾘIるくちや見えないよ

'５男性：それもそうだ（(同時に身体の向きを左に変える)）

１６男性：むこういってみようか

１７子ども２：（(すぐに男性の後を追う)）＊写典１２－２

(()）は動作を，（）は|Ⅲ取りｲ<能を表す。
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足も向けているが，頭がほぼ同時に子どもｌの方へ向いている。そして２人とも

足を止め，身体の向きを変えて，エレキテルを中心とした身体配皿を形成する。

１行目では，Ｆフォーメーションがとられ，共有空間としてのＯスペースが男

性，子ども１，子ども２という参与者の中で成立している。この空間で最初にハ

ンドルをとりインタフェースを実践する実践者は子どもｌであり，男性と子ども

２は傍観者である。しかし，男性は指さしを行う知識伝達者としてより積極的に

参与する傍観者である。しかし，０３行目で子ども２はエレキテルヘ志向する発

話を行う子ども３と一緒にいる女性の方向を見つめている。しかし子ども２の足

のつま先はＦフォーメーションをとり，Ｏスペースに志向している。上半身の

志向と下半身の志向が食い述うが，ボディ・トルクの概念で説明されるように子

ども２の基本的な志向はＯスペースに向けられている。子ども１は，静電気の

発電を２回成し遂げる。それは発生の音と光で周囲に観察可能なものである。０６

行目で，子どもｌが「あ，ほんとだ」というエレキテルという装腫に対する働き

かけが目標を達成したという評価のリスポンス・クライを行っている。

この放電とそれに伴うバチッという音は，エレキテルの鑑世に対する目的を達

成したことを示している。しかし，何度目的を達成したとしても艦批行為が終了

したかどうかは，０５行目の男性の解説の発話に対する０６行目の「あ，ほんと

だ」という評価の発話（リスポンス・クライ）によって，鑑賞行為が終了場面にあ

ることを観察させ，シークエンスの終了の予期を可能としている。

そのために，０６行目の発話のあと，０７行目で子ども２は「ねえやらしてよ：」

と傍観者から行為者へと役割を変更しようとしている。それに対して，子どもｌ

はハンドルから手をひき傍観者となり，男性は０８行目で「よ－く見てみろほら

すごい」と引き続き解説を行う情報伝達を行う積極的な傍観者として，参与の枠

組を櫛成する。

◇鑑賞の終結

０９行目で子ども２がハンドルを握り，男性，子ども３は，子ども２を実践者

として新たに柵成された参与の枠組からさらに共有空間としてのＦフォーメー

ションとＯスペースを再柵成する。男性は10行目で「今ほら」と子ども２に

話しかけエレキテルに関する知識の伝違を行う。１１行目で子ども２は「うわ：」

と発話し，自らの行為に対して評価を行うとともに，男性の１０行目の発話を理
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解したことを示す。さらに男性は，１２行目でその評価に対して「すごい皿の静

電気だね」と肯定的である二次的な評価を行い，子ども２が相互行為の中で展望

的指標であったものを描写することで理解したことを男性が理解したことを示し

ている。いわば，ここで鑑賞行為が終了してもよい場面であるが，子ども２の鑑

賞行為は続いている。１３行目で，子どもｌの方向に頭を動かし視線を向け，先

ほどよりも参与の枠組に消極的な傍観者となっている。ここで，新しい参与者枠

組が再編成され，依然としてＦフォーメーションはあるもののＯスペースに対

して傍観者２人が志向を向けない状態となっている。子どもｌは１４行目で「こ

んなに明るくちゃ見えないよ」と発話する。１５行目の次の順番で，男性は「そ

れもそうだ」といって，今度は左の方向に身体を向ける。

子どもｌは男性の身体の方向が変わったときに，自らの身体の方向を変える。

そして１６行目で男性は「むこういってみようか」と発話する。その発話後，子

ども２は男性の後を追う。

男性が身体の方向を変えたと認識した瞬間，ハンドル回しを終了し，鑑賞行為

を終了する。その後子どもｌも同じ方向に歩き始める。参与の枠組が再編成され

ることが09行目，１３行目と実践者の評価や傍観者の二次的評価の発話とともに

なされていたが，その中でも維持されてきた共有空間であるＯスペースとＦフ

ォーメーションは解消される。エレキテルの鑑賞行為のシークエンスも終了する。

◇錨鯖

このデータは，評価と予期，および参与の枠組との鑑賞活動との関係をよく表

している。子どもｌの鑑賞活動では，「あ，ほんとだ」というリスポンス・クラ

イでもある評価が移行関連場となり，終了を周囲に予期させる。しかし，子ども

2の「うわ：」は移行関連場として働いてはいない。むしろ傍観者である男性に

対する子ども２の予期的モニターが行為の終結をさせている。行為者当人ではな

く，傍観者である男性が鑑賞シークエンスの終了のきっかけを作り出している。

以上に述べたエスノメソドロジー的分析によって，インタラクティブな展示は，

従来観察していたよりも傍観者の役割がより大きいことがわかった。つまり，イ

ンタラクティブな展示の前スペースの問題や，より整序化された展示を行うこと

の有用性が確認できた。
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４博物館研究の意義

以上のように，鑑斌行為の成立過程を分析していく中から，展示物が具体的に

鑑賞者に与える影聯や鑑賞者から引き出す反応を考察することができる。これは，

データと分析が相まって展示デザインの客観評価を下す際に亜要なデータとなろ

う。また，今後の展示デザインや．僻物館教育の発展に大きく参与するデータを

提供することは，エスノメソドロジー的手法に基づく博物館研究の１つの学術的

意義である。

第１２服博物館研究 １９】



篤個章

病院組織のフィールドワーク

池谷のぞみ・岡田光弘・藤守義光

詞病院などの医療組織に関わるエスノメソドロジーの研究は多く行われている。それ

らの研究は，フィールドワークに基づいた研究と，会話分析に基づいた医療一患者

間の相互行為研究の２つに大きく分けることができる。ここでは，救急病院のフィ

ールドワークの成果を紹介しながら．医療実践のように高度に専門化した組織にお

ける活動を対象としたときのエスノメソドロジー研究がもつ特徴や．直而せざるを

えない方法倫的な問題について考えてみたいと思う。

ｌはじめに

その草創期からエスノメソドロジーは，診察などを含めた，病院など医療組織

における医療従事者のさまざまな活動を，しばしば研究の対象としてきた。ガー

フィンケルの著書Ｓ畝dねｓｍＥ的"o瓶gIAodoJOgyを見ただけでも，「アグネス｣，

病院の診療記録，精神科外来と，３つの章が医療に関わりの深いものとなってい

る（Garfinkcl［l967a〕)。また，同じ年にはサドナウがRIsSi7ago〃（原題の直訳

『死にゆくこと』，翻訳邦題『iij院でつくられる死一「死」と「死につつあること」の社

会学』）という，病院をフィールドとしたエスノグラフィーを出版している（Sud，

now［1967＝1992])。会話分析の創始者とされているサックスも自殺予防センタ

ーでデータの収集を行い，それをもとにして博士論文を醤き上げている（Sacks

[1966])。また，同様に初期のエスノメソドロジストたちの多くは．アメリカ国

立精神衛生研究所やアメリカ公衆衛生局などから研究助成を受け，医療に関わる

研究に携わっていた。
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医療組織における医療従事者のさまざまな活動に関わるエスノメソドロジーの

これまでの研究は，大きく２つに分けることができる。まず，手法によって分け

ると，会話分析に基づいたもの，およびフィールドワークに基づいたものである。

そしてこの手法に基づく分け方は，研究の焦点の当て方による分け方とほぼ一致

する。会話分析に基づいたものとしては，カンファレンスなどの場面における医

師どうしのやりとりを研究の対象としたものもある。だが，診察場面における医

師と患者間のやりとりを研究の対象にしたものがその多くを占める。

他方，フィールドワークに基づいた研究は，診察の場面に限定せず，多様な医

療場面を対象とする。たとえばガーフィンケルは，病院におけるカルテの記述が

いかにしてさまざまな医療活動と結びついた形で成り立っているかを明らかにし

ている（Garfinkel［1967.])。またサドナウは，患者に来るべき死，訪れた死との

関わりでどのように医療従事者による医療活動が組織化されるのかをつぶさに記

述している（Sudnow［1967＝1992])。

以下では，エスノメソドロジーにおける医療の場を対象とした研究のこうした

2つの大きな流れを踏まえ，まず会話分析に基づいた研究について概観すること

にする。そのうえで，フィールドワークに基づいた研究の特徴を具体的な研究を

紹介しながら説明していこうと思う。

２会話分析に雑づいた医師一患者間の相互行為研究

第２章で紹介されているように，サックスやシェグロフらによって会話分析と

いう手法がエスノメソドロジーの流れを汲んで確立された。その過程で日常の会

話を櫛成している順番取得のシステムなどが経験的な材料から特定化されていっ

た。また，これによって順番を櫛成している順位とそのシークエンスという視点

から，さまざまな相互行為の場面について，それを経験的に比較していくことが

可能となっていった。そうして研究を可能にしていくリソースが次々に横み上げ

られていくと，さまざまな制度的場面で見られる特徴的な順番取得の仕方を具体

的にデータに基づいて明らかにする比較研究への機運が徐々に高まってきた。順

番取得のシステムを比較のための軸にすることで，それまでの社会学で抽象的に

いわれてきた，医療場面の権力性といったもの，すなわち，専門家による素人へ

の支配や男性による女性への抑圧というものの姿を経験的に示すことが可能にな
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ってきたのである（Todd＆Fishcrcds，［1993]；レビューはＨａｖｅ［1995])。そうし

て，さまざまな関心に基づき，会話分析という手法を用いながら，臨床の蝋をフ

ィールドとした医師一患者間の相互行為（Doctor,Patientlnteraction：以下，ＤＰＩ）

研究が行われることになる。

とくに初期のDPI研究の多くは，一言でいうなら，社会学的な関心を実証す

る道具として会話分析を用いている。これは上述のような，研究方法と関心との

間に少なからず分離が見られるということである。たとえば，社会言語学ないし

は会話分析の立場から医療の場を扱っている代表的な研究に，専門家／素人と

いう属性が際立っている場面として，臨床の場を選んでいるように見える研究が

ある。割込みや質問の回数を指標として非対称性の存在を実証しようといった関

心に基づく研究である（Ｗｅｓｔ［1983];Frankel［1990];West＆Frankel［1991])。現

在，こうした研究の指向は，さらに，医療経済学や倫理学が提出したさまざまな

問題について，会話分析という視点から，ミクロな場面に照単して解答を与える

という形の研究を数多く生み出している（Morris＆Chenailcds.［1995])。また同

様に「当惑」「恥」といった相互行為秩序（intcractionalorder）を成り立たせて

いる現象の詳細を臨床場面に求めるものがある（Hcalh［1988])。さらに，録画デ

ータを用いた相互行為分析という分析方法を臨床場面に応用し，相互行為の非言

語的な側面をつまびらかにしていくというものもある（Heatｈ［1986])。

こうした研究群は会話分析のもつ可能性を狭める部分はあるにしろ，それまで

の医療社会学に比べ，実際の臨床の場での医師と患者との相互行為について経験

的な知見を蓄積してきたという点で，大きな成果を上げている。

３フィールドワークに基づいた医療活動の研究

初期のエスノメソドロジーの研究者たちが行った臨床の場と病院組織の研究を

概観してまず気づくことは，それらがフィールドワークとして行われていること，

あるいはエスノグラフィーの手法を用いた研究である，ということであろう。た

とえばガーフィンケルがビットナーと共同で行った病院の診療記録の研究は，

｢UCLAメディカル・センターの糟神科外来において，（患者の治療に関する）週
●●●●●●●

択がどのように行われるのかを数年にわたって検討した」（GarIinkel［1967.]．

p､１８６，強澗は筆者）ものだし，サドナウは"sS伽ｇ”の冒頭で「この研究は，
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●●●●■●●●●●

何にもましてまず第一に，一つのエスノグラフィ一であり，これまで--.度として

記述されたことのない『死に関する仕事』の社会組織を描写しようとするもの」

である，と述べている（Sudnow［1967＝1992]、邦訳３頁，強調は筆者)。これら一

連の研究において彼らが抱いていた一番の関心は，現場で医療に携わっている人

たちが，実際に作業を進める槻子や手順を，具体的かつ詳細に再樹成しようとす

ることであった。たとえばガーフィンケルは，一見欠陥だらけに思える診療記録

が，じつは，そのクリニックにおける医療実践と結びつく形で，現場の実践を滞

りなく成り立たせるリソースとしてきわめて「論理的」に構成されていることを

提示した。またサドナウは，病院という１つの組織の中で「死」という出来事が，

どのように日常的に扱われているのか，どのような活動を通して患者の死が病院

の中で取り扱われていくのか，ということに注目している。そこでは，単に会話

データや医療記録だけでなく，それぞれの現場で成員がどのように組織され，ま

た彼らがどのような知識のストックをもとに協働するのか，ということが重要に

なってくる（池谷［2001])。

その後，医療組織の場面におけるエスノメソドロジーーの研究においては，さま

ざまな社会的な出来事の詳細を経験的に観察する手法として，会話分析を用いる

ものが圧倒的に多くなった。近年，それ以外の多様な方法論的への目配りも見ら

れるようになってはきたが（Maynard［2003＝2004])，DPI研究では現在でも，会

話分析という手法に多くを依拠するという傾向は続いている。

他方，マンチェスター大学を中心としてふたたびフィールドワークを主体とし

た研究が現れるようになった。たとえば，1970年代にクルターがイギリスとス

ーダンで精神病に関するフィールドワーークを長期間にわたって行い（Coultcr

[1975];[l979b])，シャロックもまた８０年代に入って小児科医のワーークフローに関

する研究や，病院内で使用されているさまざまなサインや仕邸に関する研究など

を行っている（Sharrock＆Anderson［1980]:[1987〕)。最近では，医療とテクノロ

ジーをめぐる研究や看護師に関する研究が，会話やピデオデータを含めた，参与

観察によって得られる内容を生かしながら，綴密かつ厚い記述を蓄積してきてい

る。

これらの研究では，単に会話データや医療記録だけでなく，それぞれの現場に

おける人々の活動がどのように組織されるのかが燃点になっている。言い換える

と，フィールドワークに基づく研究では，彼らが活動する組織に固有な，どのよ
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うな知識のストックに基づいて互いに，いかに協働するのか，という点を詳細に

しようとする。すでにあげた既存の研究の詳細な検討をここではできないが，以

下では，フィールドワークに基づいた医療活動に関する研究の特徴というべき点

を，救急医療の実践の場に関する研究を例にとりながら示していきたい。

'1．救急医縦はいかに社会的に組織化されているか

わたしたちは数年前に，３次救急病院（とくに救命処置を施す体制を備える医療機

関）におけるフィールドワークを始めた。救急車で患者が運ばれる処置室での治

療の嫌子や，個々の患者の経過について上級医に説明するカンファレンス，消防

庁からの慰者搬送の電話連絡に対して医師や看謹師が対応していく場面などに居

合わせ，そのつど可能なかぎり従砺者の方々から話を聞き，しばしば録画や録音

も行ってきた（Ikeya［2003];Ikeyaetal.［forthcoming]。その他，救急医療に関する

研究には以下のものがある。高山・行岡［1997］；岡田ほか［1997］；椎野縄［1996])。

わたしたちが詳しく注目して見た場面の中に，毎朝行われるカンファレンスが

ある。このカンファレンスは，当核病院における日々の実践のひとこまでしかな

い。したがって当然のことながら，このカンファレンスを取り上げることで，こ

の病院における救急医療の実践が全貌できると主張することはできない。しかし

ながらカンファレンスの場に繰り返し同席し，そのビデオの記録を聞き直し，そ

の一部を文字に起こして医師の方々から話を聞くうちに，救急医療というものの

実践を，たとえばカンファレンスという具現化された活動を通して理解すること

の意義を見出してきた。救急医療の従事者らは，医師を中心として，病院という

医療の実践のために組み立てられた組織内に，とくに救急医療の実践のための体

制を組織し，医療活動を行っている。たとえばカンファレンスという実践を理解

しようと試みることは，そのような組織の中で，救急医療従馴者らがいかに具体

的な業務を行っていくのかを理解することにつながることがわかってきたのであ

る。そしてこうした理解は，問題とする，実践のために組み立てられた組織につ

いて評価を行い，よりよいものに組み替えるというような際に不可欠なこととい

える。

ｪ9６第Ⅲ部展開編



◇ケースのモニタリングをする

カンファレンスと一口にいっても医療組織によってさまざまな樋顛のものがあ

るが，ここで取り上げるのは，各チームが受け入れ，担当している患者がどのよ

うな経過をたどっているのか，チームの判断に基づいた治療経過を上級医に報告

するものである。別称では「上申」とも呼ばれるもので，全体を監督する立場に

ある上級医に個々のケースについて最新の慨報を知らせ，モニタリングが可能に

なるようにするための仕組みである。特定の患者を担当しない上級医とチームを

櫛成する医師らとの分業のもとで，その分業を可能とするように当該病院に特有

な形で組織化されている。医師らはカンファレンスという場に関する理解に基づ

いてケースの報告を行い，上級医はそれに対して評価をする。

（１）定式化されたケース報僻各ケースの報告は，当然のことながら，監督

者である上級医がモニターできるように，そして必要とあれば適切な助言を与え

られるように，十分に情報を与える形で組織化されていなければならない。実際

のところ，各患者に関する諸項目の憎報はある一定のフォーマットに沿った形で

報告されることによってのみ，１つの「ケース（耶例)‐として上級医に理解され

ることになる。そのフォーマットは実際に起きたこと，および将来起きるであろ

うことを時間系に従って，同時に，医学的な知識によって再櫛成された因果関係

に従って組織化されている。

･忠秤の氏料，年齢．性別．来院Ｈ時

･既椛歴

･今回の問題の現在までの継過（主訴‘現在の問題がどのように生じたか，どのように

当該病院に搬送されたか，来院時の病状,これまでの治療．考えられる原因．経過。

現在の病状）

･見通し（治療計画，悪者の病状の予測．忠荷の低院 ･低床・退院叶画）

時間系に沿って組織化されるというのは，①これまでチームがどのようにその

患者に対応してきたか（遡及的)，②チームはこれからどのようにその患者に対応

しようとしているか（将来的)，の２点についての概要を医師は上級医に報告する

ようになっているからである。まず，蝋者の氏名．性別，来院日時，既往歴．現

在までの経過を述べることを通じて，チームがどのようにその患者に対応してき

たかを報告し，後半では，検査や治療の計画，転院や病院内の他科への転床，退
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院などの計画を述べることで，忠者に関してどのような見通しをたてているのか

を報告することができるように放っている。

同時に，ケース報告の形式は，因果関係によって組織化されていることも見て
とることができる。つまり，時間系に沿って項目が並べられるだけではなく，あ

る症状がどのような原因で生じているかという．科学的な意味での因果性という

点からも組織化されている。したがって，たとえば患者の既往歴は今回来院に至

った問題との関係で時系列的に説明されるのみならず，現在の癖状の原因として

説明されることがある。

しかしながら，こうした形式は業務マニュアルや教科書などに明示的に示され

ているものではなく，あくまでもカンファレンスに焦点を当てた分析を通して明

らかになったものである。そういう意味では，口承として共有された知識である

ということができる。

１２）質の管理上述のようなケースの報告をMHいて，上級医はチームが患者

に対して提供してきた，そしてこれから提供しようとしている医療の質の管理と

いう観点から評価を行う。報告をilHきながら上級医が砿組することは，①チーム

が手持ちの検査データ間について適切で一貫性のある因果関係を打ち立てること

ができているか，②そしてそれに基づいた適切な治療を施すことができているか，

さらに③適切で一貫した分析により，見通しに関する妥当な判断ができているか

などの点である。また上級医は，問題に対する別の定式化の方法や。データ間に

ついて別の関係づけの方法がないかどうか，チームのメンバーに考えさせるよう

に仕向けることがある。それは，明らかにチームの判断に誤りがあるときのみな

らず，チームの判断に妥当性がある際にも，万が一の間違いの可能性があること

を指摘して慎函になることを促し，また他の可能性がないということをあらため

て砿認することを勧める。救急患者として迎ばれる場合には，診断名がついてい

ないことが多く，また既往捉などの情報も不足していることも多々 あり，即座の

診断が容易でないことが少なくない。本来の原因をつきとめるには検査を重ねて

時間をかける必要があり，治療と診断が同時に進むこともまれではないという状

況から，つねに仙菰になることが必要だからである。また，救急医療においては，

病状が急変することが多い点も．上級医が慎双さを求める理由である。このよう

にして，上級医はできるかぎりミスを未然に防止しようとするのである。

（３）ペッドの怖理このカンファレンスで上級医は，チームの報告に基づい
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て，各々の患者の入退院，転院，転床および死亡などを入院台帳と呼ばれる帳簿

に記録する。さらに上級医は，チームの報告をもとに，忠者の蛎院や転床をチー

ムに促すことがある。というのも，上級医はしばしばチームの報告をもとに患者

の病態の見通しをたてることができるからである。もし患者が間もなく救命処置

を必要としなくなることが予想される場合には，チームのメンバーに転床や転院

を考えさせる。こうして限られたベッド数を効率的に管理することによって，真

に救命処磁が必要な患者だけがこの３次救急のベッドを利用するように心がける

のである。

◇トレーニングをする

カンファレンスにおける各ケースのモニタリングを通して，医師たちは提供す

る医療の質の管理，およびベッドの管理という点からチームの実践をモニターし，

評価するということを述べてきた。さらに，医師らはカンファレンスを経験の浅

い医師に対するトレーニングの場としてもとらえている。そしてチームのリーダ

ーは，しばしば経験が３年に満たないような研修医らに個々のケースの報告をさ

せるのである｡チームでは経験が10年以上のリーダークラスの医師らと少なく

とも４年以上の医師らが中心となって意思決定をし，処置や治療を行う。したが

って彼らが報告を行えば，報告は簡潔になされ，少なくとも必要な惰報の提供と

いう点で困難を伴うことはない。

しかしながら，彼らはあえて経験の浅い医師らにケースの報告をさせる。報告

では，観察や検査から得られた数々のデータを概観し，またそれらのデータをも

とになされたさまざまな意思決定についても言及しなければならない。たいてい

の場合，経験の浅い医師らは，実際に慰者を治療する場面では，上の医師からの

指示に従っていろいろな処個や治療を行うのだが，個々の作業の愈思決定の背後

にある論理づけについて，また，その患者に対する治療の全体においてどのよう

な意味をもっているかについて，実際にそれらの意思決定を行った医師らと情報

を必ずしも十分に共有していないことがしばしば起こる。ことに救急医療の現場

では，意思決定のための時間を長くとれない場合が多いため，その場で経験の浅

い医師たちに対して説明する代わりに指示を与えるという形になることも多いの

である。

したがって，チームリーダーが経験の浅い医師らに報告をさせるということは，

鋪１３章病院組織のフィールドワーク】”



処置や治療の場では理解しえなかったかもしれない特定の患者の治療経過および

病態の推移を，報告のために再柵成する機会を与えるということになるのである。

つまり，カンファレンスにおいて経験の浅い医師らは，さまざまな憎報の断片を

集めて１つの「ケース」として再櫛成したうえで報告しなければならない。そし

てそれは一定の形式に従って情報を組織化していくことであり，形式を学ぶ過程

にある者にとってはけっして単純な課題ではない。またケースの報告に対して上

級医から受ける質問に対する受け答えをすることも，経験の浅い医師にとっては

トレーニングを受ける機会となるのである。

他方報告を受ける上級医は，個々の患者の詳細な経緯を知るわけではない。そ

れは担当するチームが一番よく知っていることである。しかしながら，上級医は

過去の経験や，教科啓的な医学の知識に加えて治療や研究の般新悩報を手持ちの

知識としてもっている。それらに基づいて上級医は当該患者がどのような状態に

おり，またどのような経過をたどっていくかについて予測をたてることはできる。

それに関連してどのような点に注意しなければならないかについても指摘するこ

とがたいていの場合できるのである。つまり，上級医は，報告を聞きながらその

特定の患者の問題が再柵成されたものを「通常のケース」として理解することが

できれば，評価や助言を与えることができるようになる（SUdnow［1965])。しか

しながら医師による報告が，「通常のケース」として般初は理解できないような

場合もままある。そのような際，上級医は報告者から詳細を少しずつ得ながら，

それらを１つの「ケース」として再柵成していく。このようにして，カンファレ

ンスにおけるケース報告はしばしば，上級医と報告者との協働による櫛成という

色合いが濃くなるのである。

５医縦場面の実践を記述すること

前節で示したものは，わたしたちのフィールドワークで対象とした病院におけ

る上級医とチームのメンバーがそれぞれ，カンファレンスを遂行する際に依拠す

るドキュメンタリー・メソッドを，上級医のものを中心に記述したものである。

状況の多様性に呼応した内容も，わたしたちが現時点で把握できたものをほぼ網

羅している。そしてこの記述を通して明らかなことは，カンファレンスを行うと

いうことが当然のことながら，個々の患者について話しあうということに限定さ
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