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フィクションの分析可能性 ——テクスト資料と概念分析の社会学
1 目的
エスノメソドロジーは人々の実践の方法論を分析し解明する社会学の一領域である。
「概念分析の社会学」とは、エスノメソドロジーをその資料タイプ（会話・ビデオ・テク
ストなど）ではなく、分析の手がかりや得られる知見の身分への着目を促すかたちで定式
化するための、ひとつの表現である。すなわち「概念分析の社会学」という表現は、第 1
に、人々の行為やその理解を可能にする規範的な概念連関が、人々の実践の分析の手がか
りになること、関連して第 2 に、分析の結果得られる知見が、経験的なものというよりも
むしろそれを可能にする前提としての概念的なものであることに焦点を当てるかたちで、
エスノメソドロジーを定式化している（西阪 2001; 酒井ほか編 2009）。
本報告の目的は、こうした概念分析の社会学の立場からのテクスト資料の分析はいかに
して行われるのか、またそうした分析にはいかなる意義があるのかを示すことである。

2 テクスト資料を用いた概念分析の社会学
エスノメソドロジー・概念分析の社会学と聞くと、いまなお会話やビデオデータを資料
とした分析のみを行うというイメージが強いかもしれない。しかし実際には、テクスト資
料を用いたエスノメソドロジー研究もまた展開されてきた。新聞や雑誌などのメディアの
テクスト（Jayyussi 1993; 西阪 1996; Jalbert ed. 1999; 團 2013; 小川 2016; 是永 2017）、学
術的・科学的テクスト（浦野 2009; Watson 2009; 石井 2009; 河村 2013）、判決文のような
法的テクスト（小宮 2011; 岡沢 2016, 2017）、地図（Psathas 1979）、教科書（Sharrock and
Ikeya 2000）、小説（McHoul 1982）、詩（Livingston 1995）など、日常的なものから歴史的
あるいは専門的なものまで、様々なテクスト資料が分析されてきたのである。
重要なのは、これらの研究はテクストを何らかの社会現象の「表象」としてではなく、
「活動」としてとらえたうえで、それぞれのテクストがいかにしてその活動として理解可
能になっているのかを問うていることだ（Watson 2009）。概念分析の社会学は、あるテク
ストの活動としての理解可能性を支える規範的な概念連関（概念の論理文法）を分析する
ことで、この問いに答えようとしてきたのである。

3 分析資料
本報告は、文学作品などのフィクションのテクスト資料を分析する。これによって、概
念分析の社会学の分析方針と分析可能な対象の幅広さを示すとともに、文学社会学と文学
研究に対する意義を示したい。
さて、私たちはフィクションを読むときに、実に様々なことを理解している。私たちは
登場人物がどこで何をしているかだいたいわかるし、彼らがどのような感情を抱いている
かもだいたいわかる。さらに私たちは、語り手が「信頼できない語り手」であることや、
ある作品やそのなかの一部分が「メタフィクション」であることさえ理解できる。
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では、私たちはいかにしてフィクションを理解し経験できているのだろうか。本報告で
は、この問いに答えることを通じて、概念分析の社会学の立場からのテクスト資料の分析
をデモンストレーションしたい。具体的には、カズオ・イシグロの小説『日の名残り』
（Ishiguro 1989=2001）における「信頼できない語り手」の理解可能性について検討する。
なお補論として、クエンティン・タランティーノ監督の映画『イングロリアス・バスタ
ーズ』の脚本における「メタフィクション」に関する分析を付している。

4 先行研究の検討——文学社会学と文学研究
・4-1 文学を読む経験をめぐる文学社会学————方法論的検討の進展に向けて
文学社会学は、文学作品を資料としてその当時の社会のあり方について明らかにしよう
とする社会反映論的な立場からの研究（e.g. 内田 2001）だけでなく、文学をめぐる制度の
研究や、読書実践と階級・ジェンダー・エスニシティなどの関連を問う研究——誰が何を
読んでいるのか——を行ってきた（Griswold 1993; Griswold et al. 2005）。
さらにそれだけではなく、受容理論や読者反応批評を参照しながら、人々が文学作品を
どのように読んでいるのかという読書経験をめぐる問いが提起されてきた。そこでは、作
品を読む経験を、作者の行為と読者の理解（や解釈）のセットとして、あるいは作者と読
者のあいだの一種のコミュニケーションとしてとらえる理論が提示されてきたのである
（Griswold 1993; Crouch and Rutherford 2014）。
しかし、結局のところ、フィクションのテクストやそれを読む経験を「作者の行為と読
者の理解のセット」や「作者と読者のコミュニケーション」としてとらえるとはどのよう
なことなのか、その立場からどのような分析が可能なのかについては、十分な展開がなさ
れてこなかった。文学を読む経験に関する社会学研究は、その方法論的検討の不足ゆえ
に、具体的分析を蓄積できていなかったと言える。
それに対して、概念分析の社会学は、作者の活動・語り手の活動・読者による理解を可
能にする概念連関を分析するという仕方で、文学を読む経験を解明できると考えられる。
本報告が示したいのは、概念分析の社会学によって、上記の文学社会学の理論的立場を、
具体的な分析方法論として展開できることである。
・4-2 文学研究——「信頼できない語り手」の類型化への貢献可能性
文学研究一般について論じることは報告者の手に余る。そのため本報告は、「信頼でき
ない語り手」概念の解明を目指す文学研究に焦点を絞り、それに対して概念分析の社会学
が貢献する可能性を示したい。
「信頼できない語り手」とは、フィクションにおいてその信頼性が疑問視される、基本
的には一人称の語り手である。この概念を導入したウェイン・ブース（Booth 1961: 1578）によれば、「信頼できない語り手」とは、内包された作者 implied author（読者がテクス
トから再構成する作者）の規範と一致しない語りや行為を行っている語り手である。たと
えば、語り手は自身を特定の性質（何らかの美徳や悪徳など）を持つ人物だと信じてある
いはそのことを示そうとして語っているが、作者はそれを否定していることがわかると
き、その語り手は「信頼できない」とみなされうる。
その後の文学研究において、信頼できない語り手という概念に関する探求は、その類型

2

化とともに行われてきた。Olson（2003）は、第 1 に、Booth（1961）以来の「信頼できな
い語り手」（という概念）とは何かをめぐる探求が、語り手・内包された作者・読者の 3
者関係のモデル化のもとで行われてきたこと、そのうえで第 2 に信頼できない語り手の類
型化を試みてきたことを指摘している。たとえば信頼できない語り手は、「誤りやすい
fallible」語り手の場合と「信頼に値しない untrustworthy」に類型化可能であり、前者の場
合読者は作品内の他の描写などを頼りに情報のギャップを埋める必要があるのに対し、後
者の場合読者は語り手の非一貫性に対処するべくその語りを文字通りではない仕方で解釈
しなければならない、という（Olson 2003: 104-5）。
ここで、信頼できない語り手は、語り手の活動のバリエーションによっても類型化可能
だと考えられる。たとえば「嘘をつく」「間違える」「弁解する」「隠蔽する」といった
活動の差異に基づいて、信頼できない語り手の類型化が可能である。そうであるならば概
念分析の社会学は、語り手の活動の細かな差異を解明するような分析を行うことによっ
て、文学研究における「信頼できない語り手」の類型化の試みにも貢献しうるだろう。本
報告は、こうしたかたちでの文学研究への貢献可能性を示したい。

5 分析
『日の名残り』は、現在はアメリカ人ファラディの所有物となっているイギリスの屋敷
に仕えている執事のスティーブンスが、休暇をもらい国内旅行をしながら、自らの人生に
ついて回顧的に語るという形式を持つ文学作品である。そして、スティーブンスは信頼で
きない語り手の一例であり、「彼の語りはある種の告白であるが、それは回りくどい自己
正当化と独特な弁解によって混乱したものになっている」（Lodge 1992: 155）とされる1。
では、語り手はいかなる活動を行っているのか。作者はいかにして「信頼できない語り
手」を描くという活動を行っているのか。読者はいかにしてこうした活動を理解できるの
か。これらを分析するために以下では、スティーブンスの元主人であり、2 つの世界大戦
間に英国においてナチスドイツに協力的・迎合的であったとされるダーリントン卿の「反
ユダヤ主義」について、スティーブンスが語る部分に焦点を当てる。
[断片 1]
ここで、リッベントロップ様[ヒットラー内閣における外交特使、駐英大使、外務大
臣を歴任]について一言申し上げておくべきかと存じます。もちろん、今日では、リッ
ベントロップ様はペテン師だということになっております。ヒットラーは、できるだ
け長い間、その本心をイギリスから隠しておきたかったのだ。リッベントロップの唯
一の任務は、イギリスでの隠蔽工作を指揮することだったのだ、と。それが、いま、
一般的な見方でございまして、わたしもここであえて異を唱えるつもりはありませ
ん。しかし、今日、人々がまるで自分は一瞬たりともリッベントロップに丸め込まれ
たことがなく、リッベントロップを名誉ある紳士と信じて協力したのは、ダーリント
1

なお、こうした信頼できない語り手が作品と読者にもたらすひとつの効果について、ロ
ッジは次のように述べている。「信頼できない語り手を用いることのポイントは、興味深
い仕方で見かけと現実の差異を暴露すること、またいかに人間が現実を捻じ曲げ隠蔽する
かを示すことにある」（Lodge 1992: 155）。
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ン卿だけであるかのように語るのを聞きますと、やはり違和感を覚えます。
真実は違います。30 年代全般を通じて、リッベントロップ様は国中の最高のお屋敷
で尊敬され、「引っ張りだこ」でさえあったお方でした。とくに 1936、7 年ごろに
は、ダーリントン・ホールを訪れる他家の従者が召使部屋で語ることといえば、あの
「ドイツからの大使」のことばかりだったと言ってもよく、その話の内容から、この
国の著名な紳士淑女の多くがリッベントロップ様に夢中だったことは明らかでした。
その同じ人々が、今日、当時を振り返って語っておられることを——とくにダーリン
トン卿について語っておられることを——聞きますと、先ほど申し上げましたよう
に、私としては違和感を覚えずにはいられません。これらの人々のお屋敷へ行き、当
時の招待客名簿を一つでも二つでも見せてもらえば、その人々の大いなる偽善がただ
ちに明らかになりましょう。（Ishiguro 1989=2001: 193-4）
語り手は、リッベントロップに騙されていたのはダーリントン卿だけではないとして、
ダーリントン卿に関する人々の語りへの不満を示している。「人々」という表現は、それ
が一定数いること、また特定の属性を持つというよりはむしろ一般的な存在であることを
含意している。すなわち、リッベントロップに騙されることを例外的な事態とするのでは
なく、その当時のイギリスにおける一般的な事態として記述している。こうした語り手に
よる問題含みの振る舞いの一般化は、ダーリントン卿の「弁護」という活動として理解す
ることができるだろう。
語り手は、リッベントロップに騙され協力的な態度をとったというダーリントン卿の振
る舞い自体の悪さについては、「あえて異を唱えるつもりはありません」と消極的に認め
ている。この点で、ダーリントン卿の振る舞いを倫理的観点から「正当化」しているわけ
ではない。しかし、こうした倫理的観点から問題ある振る舞いは、他にも様々な人々がや
っていたことだと一般化することによって、ダーリントン卿だけがことさらに責めを負う
必要はないとしている2。すなわち、ダーリントン卿の振る舞いの責任を低減させるという
「免責」を通じて「弁護」を行っているのである。
また語り手は、ダーリントン卿とイギリス・ファシスト同盟の一員との関係、そして反
ユダヤ主義と言われる根拠となりうる「事件」をめぐり、次のように述べている。
[断片 2]
そして、卿とオズワルド様[オズワルド・モーズレー。イギリス・ファシスト同盟の
指導者]のわずかな接触も、その夏の数週間に起こったことでした。さらに、ダーリン
トン・ホールにまったく似つかわしくないいくつかの事件が起こりましたのも、同じ
くその数週間のことでした。それが、現在飛び交っている愚かしい噂に、薄弱とはい
え、根拠らしきものを与えているに違いありますまい。
私はいま「事件」と申し上げましたが、そのうちのいくつかは、事件とはとうてい
呼べない些細なことです。……[ダーリントン卿がある新聞について「ユダヤ人のプロ
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さらに語り手は、リッベントロップと関わっていたが現在ではダーリントン卿を批判し
ている人々に対して、「偽善」という語を用いて非難している。
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パガンダ紙」と述べたこと、地元の慈善団体への寄付を取り止める理由として運営委
員会のメンバーが「ほとんどユダヤ人ばかりだ」と述べたこと、が語られる]……私が
こうしたことを覚えておりますのは、それが常日頃の卿からは考えられない、じつに
意外なお言葉であったからにほかなりません。ダーリントン卿がユダヤ人への敵意を
お見せになったことなど、それ以前にはまったくなかったのです。（Ishiguro
1989=2001: 203-4）
まず語り手は、ダーリントン卿のファシスト組織の指導者との接触を「わずかな」と記
述し、反ユダヤ主義的な振る舞いについても「事件」とカッコをつけて表記し、「些細
な」と記述している。このようにして、ダーリントン卿の反ユダヤ主義的な振る舞いを重
大でないものとして評価しているのである。
また、反ユダヤ主義的な言動についても「ダーリントン・ホールにまったく似つかわし
くない」「常日頃の卿からは考えられない、じつに意外なお言葉」という語りによって、
通常の場所や時間であれば起こらない出来事として例外化している。この例外化という行
為においては、自身が執事として普段の卿について知識を持っている存在であることがリ
ソースとして用いられている。そして、「それ以前」すなわちオズワルドと出会う以前に
はそうした振る舞いがなかった、と語ることによって、そうした例外的な言動が生じた理
由や責任をダーリントン卿というよりはむしろオズワルドに帰属している。すなわち語り
手は、「責任の他者帰属」を通じてダーリントン卿を「弁護」しているのである。
＊
断片 1 と 2 の語り手の語りは、ともに「弁護」という活動として理解できる。ただし、
前者ではダーリントン卿の振る舞いの責任を低減させる「免責」によって「弁護」を行っ
ているのに対して、後者では「責任の他者帰属」によって「弁護」を行っている。概念分
析の社会学は、このように活動の細かな差異を明らかにすることを可能にする。
語り手による活動の理解可能性は、「免責」や「責任の他者帰属」や「弁護」などの概
念連関に支えられている。そして、倫理的に問題のある振る舞いを行った人物を「弁護」
することは、弁護した人物の「信頼性」を損ねうる。この概念連関によって、語り手が
「信頼できない語り手」であることも理解可能になるのである。
加えて、このように語り手の語りを組織することで、作者は「信頼できない語り手」を
描くという活動を行っている。作者によるこの活動は、語り手による語りを「弁護」とし
て理解できるようなかたちで書くことで可能になっている。またそこでは「一般的にフィ
クションの語り手は一定程度信頼できる」というフィクションに関する規範もまた、用い
られていると言えるだろう。

6 結論
本報告は、小説というフィクションのテクストの分析を通じて、概念分析の社会学の立
場からのテクスト資料の分析はどのようにして行われるのか、それにはいかなる意義があ
るのかを示すことを目指した。
概念分析の社会学の立場からのテクスト資料の分析方針とは、テクストを活動としてと
らえ、その活動としての理解可能性を支える規範的な概念連関を分析するというものだ。
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本報告が行った、語り手による「弁護」という活動と、作者による「信頼できない語り手
を描く」という活動の分析から明らかになったように、ことフィクションのテクストの分
析にあたっては、一人称語り手含む登場人物の活動を解明することによって、作者の活動
を解明することができるのである。
こうした概念分析の社会学は、第 1 に文学社会学の方法論的検討の進展に資する。文学
社会学は文学を読む経験の解明を目指すなかで、フィクションのテクストを「作者の行為
と読者の理解のセット」や「作者と読者のコミュニケーション」としてとらえる理論的立
場を示してきた。それに対して概念分析の社会学は、こうした理論的立場を、語り手（や
登場人物）と作者による活動と、読者によるその理解を分析するという具体的な方法論と
して展開することを可能にする。
また第 2 に、文学研究における「信頼できない語り手」の類型化の試みに貢献できる可
能性がある。文学研究は、語り手・内包された作者・読者の 3 者関係のモデル化のもとで
「信頼できない語り手」の類型化を試みてきた。活動の細かな差異（たとえば免責による
弁護と、責任の他者帰属による弁護の差異）に注意しながら、語り手の活動と読者による
その理解を解明する概念分析の社会学は、信頼できない語り手の様々なバリエーションを
その活動の種類に即して区別することによって、そうした類型化の試みにも貢献しうると
考えられるのである。
＊
また、こうしてみたとき、概念分析の社会学の立場を参考にすることで、文学社会学と
文学研究が文学を書く・読む実践について共同的に研究を行う可能性についても、考察を
開始することができるのではないだろうか3。
********************************************************************************

・補論

メタフィクションの理解可能性

・『イングロリアス・バスターズ』とメタフィクション
クエンティン・タランティーノ監督『イングロリアス・バスターズ』（2009 年）は、第
二次世界大戦を描いた戦争映画である。本報告で着目するのはそのオープニングシーンで
あり、1941 年のドイツ軍占領下におけるフランスはナンシーの田舎にある質素な酪農場に
おいて、ナチス親衛隊ハンス・ランダ大佐が隊員を引き連れ、あるユダヤ人一家の行方を
知るために、酪農家ペリエ・ラパディットに尋問する場面である。そこでの会話の「メタ
フィクション」としての理解可能性を、脚本（http://www.imsdb.com/scripts/InglouriousBasterds.html）を資料として分析する。
メタフィクションとは、フィクションのジャンルあるいはそこでの語りの技法である。
メタフィクションの作品あるいは技法は、まさにその作品がフィクションであることを読
者に思い起こさせたり、そのことに注意を向けさせたりする。では、私たちはいかにし
て、ある発話や会話をメタフィクションとして理解できるのだろうか。

3

たとえば秋草（2011）は、ナボコフによる作品の組織の方法（ミスリードの方法も含
む）＝それを理解する読者の方法についての分析としても読むことができる。
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・具体的分析——受け手によるメタフィクションの理解を予期した脚本の組織
この場面で特徴的なのは、脚本に「The S.S. COLONEL yells to The Farmer in FRENCH,
SUBTITLED IN ENGLISH」と明記されているように、基本的にランダ大佐とペリエ・ラパ
ディットはフランス語で会話しており、英語の字幕がついていることだ。ところが、この
状態のまま、次のような会話が交わされる。なお、ランダ=L、ラパディット=P と表記、
四角囲みは脚本におけるセリフ以外の記載を示す。
[断片 3]
01:L

Monsieur LaPadite, I regret to inform you I've exhausted the extent of my French. To
continue to speak it so inadequately, would only serve to embarrass me. However,
I've been led to believe you speak English quite well?
ラパディットさん、残念ながら私は自分のフランス語の程度に嫌気がさして
きた。このように下手なフランス語を話し続けても、恥ずかしい思いをする
ばかりだ。しかし、あなたは英語を非常に上手に話すように思われるのだ
が？

02:P

Oui.

03:L

Well, it just so happens, I do as well. This being your house, I ask your permission to

はい。

switch to English, for the remainder of the conversation?
偶然にも、私もそうだ。あなたのお宅ではあるが、これからの話を英語に切
り替えてもよいだろうか？
04:P

By all means.

どうぞ。
They now speak ENGLISH

さて、この会話、特に 03 のランダの発話について、どのように理解するだろうか。大
まかに言って、ランダによるラパディットの英語が達者であることについての「確認の求
め（01）」-「確認を与える（02）」-これから英語で会話することについての「依頼（03）」
-「受諾（04）」という行為連鎖が生じている。あるいは 01 について「依頼の前置き」とい
う記述を与えることもできるだろう。これらのことは、文法形式によって4容易に理解でき
るようになっている。
しかし、この会話（とその後実際に両者が英語で話し始めること）についてしばしば言
われるのは、特に 03 の発話が観客の笑いを引き起こすものだということだ。なぜ笑える
のか。それは、この発話がメタフィクション的発話としての理解可能性を備えているから
だ。この点について、一連の会話の文脈における不自然さ・唐突さとフィクションをめぐ
る規範という点から考えたい。
まず、01 におけるランダによる自身のフランス語の下手さに関する記述は、脚本の英語
表現の質からみて、いささか不可解なものである5。加えて、それまでの描写においても両

4

映像においては、語尾を上げるイントネーション等によってもこのことは理解できる。
脚本だけでなく映像を見た場合には、そのフランス語の流暢さからも、この記述が不可
解に思われる。
5

7

者がコミュニケーション・トラブルを抱えるような場面は一切なく、その点で 01 と 03 に
おける自虐と依頼は唐突で不自然なものに聞こえる。
次に、ラパディットが 02 で自らの英語能力の高さに関する確認を与え、英語へのスイ
ッチの依頼をすんなり受諾する。ここにもまた不自然さが感じられる。すなわち、脚本に
「ナンシーの田舎の質素な酪農場 The modest dairy farm in the countryside of Nancy,

France」と書かれているように、舞台はフランスの田舎なのであり、そこに住む酪農家に
は、英語に関する高い能力が規範的に期待できない。「酪農家」カテゴリーにせよ「フラ
ンス人」カテゴリーにせよ、「英語」の能力と結びついていない。それゆえに、こうした
発話に不自然さを感じることが可能になる。
そして何よりも、フィクションの作り手はもちろんしばしば受け手もまた、フィクショ
ンをめぐる規範を前提として持っている。すなわち「アメリカ映画（英語圏の映画）にお
いて、主要な登場人物はその出自等の設定に関わらず英語で話してもよい」というフィク
ションのルールを知っている。こうしたフィクションに関する規範への知識によって、03
における英語へのスイッチを唐突に依頼する発話とこの一連の会話を、まさにフィクショ
ンのルールに言及するメタフィクションの表現として理解することができるのである。
しかし、話はここで終わらない。実は、この発話は単にメタフィクション的な機能を果
たしているだけではなく、ストーリーの展開においても重要な意味を担っている。この
後、ランダはラパディットが床下にユダヤ人一家を匿っているとの言質を引き出す。そし
て、彼らが匿っている位置を示させる。そのあとの会話が以下である。
[断片 4]
L

Since I haven't heard any disturbance,I assume that while their listening,they don't speak
english?

何も騒ぎが聞こえないことから推測するに、彼らは聞いているけれど英

語ができないな？
P

Yes. はい。

L

I'm going to switch back to French now, and I want you to follow my masquerade. Is that
clear? 今からフランス語に戻すから、私の芝居に合わせてほしい、わかったか？

P

Yes. はい。

この後またランダはフランス語で話し始め、英語の字幕が出現する。あたかも友好的な
セリフを発しながら、ナチスの兵士たちを家に入れ、床下のユダヤ人一家に向けて射撃を
開始させる。すなわち、会話を英語にスイッチすることは、隠れたユダヤ人一家に理解さ
せない形で尋問を行うというランダの活動において、重要な意味を持っていたのである。
実際にはメタフィクション的発話であることとストーリーの展開上意味を持つ発話であ
ることは、矛盾せず両立可能である。しかし、私たちはしばしばメタフィクション的発話
を「単なる」メタフィクション的発話として理解してしまう。このように、単なるメタフ
ィクション的発話として理解し、フィクションにおける外国語使用に関するルールに直接
言及する発話に対して笑った受け手は、それがストーリーにおいても重要な意味を持つ発
話だということに気づき——すなわち期待を裏切られ——その二重の理解可能性を楽しむ
ことができる。
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＊
作者による「メタフィクションを書く」活動の理解可能性は、登場人物の活動の理解可
能性に支えられている。そして、登場人物がメタフィクション的発話を行っていることの
理解可能性は、分析において見てきたような常識的な概念連関やフィクションをめぐる規
範に支えられているのである。
・[付記] 本研究は JSPS 特別研究員奨励費 (16J00740)の助成を受けたものです。
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