
159

Ⅰ．エスノグラフィックリサーチの定義

１．エスノグラフィックリサーチと文化
エスノグラフィックリサーチは，“エスノグラフィックイ

ンタビューと参加観察を主とするフィールドワーク（現地調
査）によって，イーミックとエティックな視点から対象の生
活世界で起きている現象や文化を記述する方法論”である
（法橋，2020a；Hohashi,  2020）。イーミックは“当事者（外
部）の視座”，エティックは“外部者（内部）の視座”で
ある。以下で紹介するように，研究者によってエスノグラ
フィー，エスノナーシングリサーチなど，さまざまな呼称が
使われるが，エスノグラフィックリサーチと総称することを
提案する。なお，本稿で用いた用語解は，表１に示した（法
橋，2020a；法橋・本田・島田・道上，2016；Leininger & 
McFarland,  2006,  pp.35-71）。
質的研究の方法論のひとつとして考えられているエスノ
グラフィックリサーチは，文化人類学分野で研究が始まっ
た。文化人類学におけるエスノグラフィーには，フィール
ドワークの成果をまとめた報告書，フィールドワークとい
う調査の方法あるいはその調査プロセスそのものという２

つの意味がある（本田・法橋，2010；小田，2010，p.9）。
また，エスノグラフィーは“ひとびとから学ぶことによっ

て，ひとびとについて学ぶ研究プロセス”であり，研究者
は，ある集団のひとびとが行っていることの理由を理解
し，記述するためにこのアプローチを使用する（Roper & 
Shapira,  2000,  p.1）。すなわち，エスノグラフィーは，研
究方法論（Hohashi,  2020）であり，特定の集団／組織の
ひとびとのことを理解するために行うプロセスである。
文化の定義はさまざまであるが，看護学における文化
の定義は，“環境に適応するために，ある集団／組織の構
成員間で共有されたビリーフと価値観（潜在文化），それ
らに規定される行為様式（顕在文化）”である（Hohashi,  
2019）。ひとびとが活動と環境との相互作用／交互作用の
結果として習得し，多様性に富んだ文化が形成される。集
団／組織の潜在文化の所産として顕在文化があり，潜在文
化の理解なくして顕在文化の理解はできない。潜在文化は
思想，宗教など外部から観察できないものであるが，顕在
文化は言葉，衣食住など外部から容易に観察できるもので
ある。すなわち，ひとびとがどのように思考しているの
か，行為をしているのかを理解するために，特定の集団／
組織の顕在文化のみならず潜在文化も明らかにしなければ
ならない。
さらに，文化には，ダイバーシティ（多様性）とユ
ニバーサリティ（普遍性）がある（法橋，2020a；法橋，
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表１　エスノグラフィックリサーチの用語解

用語 説明
方法論［methodology］，方法［method］ 方法論は“思考のためのツール”，方法は“行為のためのツール”である。したがって，

研究方法論とは，質的研究，量的研究などのことである。一方，研究方法とは，質問
紙法，面接法，実験などのことである。たとえば，エスノグラフィーが方法論であり，
観察や面接などが方法にあたる。

エスノグラフィックリサーチ［ethnographic 
research］

“エスノグラフィックインタビューと参加観察を主とするフィールドワーク（現地調査）
によって，イーミックとエティックな視点から対象の生活世界で起きている現象や文
化を記述する方法論”である。すなわち，方法論としてエスノグラフィーを使った研
究である。この用語は，法橋が提唱した。なお，筆者らは，ビデオ会議ソフトウェア
（Zoomなど）やソーシャルソフトウェア（LINEなど），360度撮影できる全方位ビデオ
カメラや広角レンズ搭載ビデオカメラを使用し，接続時間無制限のヴァーチャルフィー
ルドワークにより，遠隔地からヴァーチャルエスノグラフィックリサーチを実践して
いる。

トライアンギュレーション［triangulation］ “同一研究内での２つ以上のデータ源，調査者，理論，方法論，方法，分析法の組み合
わせ”である。

エスノグラフィックデータ［ethnographic 
data］

“エスノグラフィックインタビューデータ，参加観察データ，写真，映像，質問紙調査
データ，既存の書籍・文献・ウェブサイト資料など，エスノグラフィックリサーチで
多角的に収集したすべてのデータ”である。

エティック［etic］，イーミック〈エミック〉
［emic］

エティックは“外部者（外部）の視座”，イーミックは“当事者（内部）の視座”であ
る。

準構造化面接〈半構造化面接〉［semi-
structured interview，SSI］

“質問項目や質問順序が決められている構造化面接でもなく，質問項目が決まっていな
い非構造化面接でもない形の面接”である。準構造化面接では，質問項目の大枠は用
意するが，被面接者の応答により，ある程度の自由度をもって進める。“semi-structured 
interview”の訳語には，“半構造化面接”“半構成化面接”などがある。しかし，接頭辞
の“semi-”には，“半分”“準”などの意味があり，“半構造化面接”は構造化面接の半
分の意味ではないので，“準構造化面接”が正しい訳語である。

参加観察〈参与観察〉［participant observa-
tion，participatory observation］

“調査者が，対象者の社会や集団に参加する（生活や活動を共にする）ことを通して観
察データを得る調査方法”である。

フィールドワーク〈現地調査〉［field work］ “現場（現地）に入り，参加観察，インタビュー調査，質問紙調査，資料収集などを行
い，多角的に生のデータを収集する調査技法”である。

ダイバーシティ〈多様性〉［diversity］，ユニ
バーサリティ〈普遍性〉［universality］

多様性〈異質性〉は“異なる群が存在する性質”である。これは，性質が類似した群
が形成されていることであり，さまざまな性質があることとは異なる。普遍性〈共通
性〉は“すべてに共通する性質”であり，多様性を貫いて存在していることである。

文化［culture］ “環境に適応するために，ある集団／組織の構成員間で共有されたビリーフと価値観
（潜在文化），それらに規定される行為様式（顕在文化）”である。潜在文化には思想，
宗教など，顕在文化には言葉，衣食住などがある。

ビリーフ［beliefs］ “ひとの物事のとらえ方”である。ビリーフは，持続してもつ主観的な認識であり，物
事をみるときのフィルターとなる。

フィールドノート〈野帳〉［field note］ “フィールドに携行して記入するための手帳（ノートブック）”である。野帳という訳
語が示すように，エスノグラファーが，フィールドにおいて見たもの，聞いたもの，
感じたものといったすべてのデータを書きとめるための手帳（ノートブック）である。
複数形のフィールドノーツとは区別する。

フィールドノーツ［field notes］ “フィールドノートに書き留められている文章ないしその内容（テキスト）”である。
事実の記述（事実ノーツ），事実の意味の解釈（解釈ノーツ），その後の計画（計画ノー
ツ），研究者自身の意見・コメント（個人ノーツ）に分けられる。１冊のフィールド
ノートに，この４種類のフィールドノーツを区別して書く。単数形のフィールドノー
トとは区別する。

フィールドノート［Family Environment 
Observation/Interview-Field Note，FEO/
I-FN］

“フィールドノートの様式”である。観察，インタビュー／ミーティングなどを実施す
るときは常に携行し，リアルタイムで見聞きしたことなどを書き留める現場ノートで
ある。原則として，FEO/I-FNは水色，FEO/I-RJは桃色のA5サイズの用紙に必要部数
を片面コピーして区別し，２穴バインダーに綴じて使用する。FEO/I-FNレフィルは市
販されている。

省察日誌［Family Environment Observation/
Interview-Reflective Journal，FEO/I-RJ］

“省察日誌の様式”である。ブリーフィング／デブリーフィングにおいて計画や反省な
どをまとめたり，協議事項や決定事項などを書き留める記録帳である。原則として，
FEO/I-FNは水色，FEO/I-RJは桃色のA5サイズの用紙に必要部数を片面コピーして区
別し，２穴バインダーに綴じて使用する。FEO/I-RJレフィルは市販されている。

フィールドメモ［Family Environment 
Observation/Interview-Field Memo，FEO/
I-FM］

“フィールドメモの様式”である。現場で限られた記録しかできない場合，一時的なメ
モをとる必要があり，そのメモをフィールドメモという。フィールドメモへの記入は，
単語の羅列でもかまわないが，時間が経つと意味がわからなくなりやすい。記入した
当日のうちに，フィールドメモをFEO/I-FNに文章で書き直して整理しておく。とく
に，固有名詞と数値に関しては，後で再現するのは難しいので，確実に現場でメモを
とるようにする。FEO/I-FMパッドは市販されている。
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表１　エスノグラフィックリサーチの用語解（続き）

用語 説明
エスノグラファー［ethnographer］ “エスノグラフィーの実践者”である。
情報提供者〈インフォーマント〉［informant］“フィールド調査などで研究者にデータを提供するひと”である。
主要情報提供者〈キーインフォーマント〉
［key informant］

“研究者が関心をもっている調査領域〈DOI〉について最も知識をあると，慎重かつ意
図的に選ばれたひと”である。

一般情報提供者［general informant］ “調査領域〈DOI〉について通常十分な知識をもっていないが，一般的な考えをもち，
進んで研究に参加するひと”である。

ゲートキーパー［gatekeeper］ “エスノグラファーとフィールドをつなぐ特定のひと／ひとびと”である。
マドリン・M・ライニンガー［Madeleine M. 
Leininger］

“多様性と普遍性の文化ケア理論［Theory of Culture Care Diversity and Universality］”な
どを提唱したアメリカの看護学者である（1925年７月13日－2012年８月10日，享年
87）。日本語では，レイニンガーとも書かれることもある。

エスノナーシングリサーチメソッド
［ethnonursing research method，ERM］

“ひとびとの身近な環境における多様な文化とケアの要因を研究し，文化を考慮したケ
アサービスを目指すためにケアと文化の相互関係に焦点をあてる，厳密で体系的，深
く掘り下げる方法”である。この用語は，ライニンガーが提唱した。

イネブラー〈達成手段〉［enabler］ “ライニンガーが開発したエスノナーシングの研究ガイドとなるもの”である。１）サ
ンライズイネブラー，２）見知らぬひとから信頼できる友人へのイネブラー，３）観
察・参加・リフレクションイネブラー，４）準構造化質問ガイドイネブラー，５）文
化変容におけるヘルスケアアセスメントイネブラー，６）ライニンガー・テンプリン・
トンプソンのエスノグラフィー記述のコーディングイネブラー，７）ヘルスケアの生
活史イネブラーなどが開発されている。

探求領域［domain of inquiry，DOI］ “調査中の現象または研究の主な焦点”である。
信憑性〈トラストワージネス〉［trustworthi-
ness］

“質的研究において，どこまで信頼できる解釈であるかの程度”である。

信用可能性〈信用性，クレディビリティー〉
［credibility］

“研究者によって表現された知見が，研究参加者がもつ真実と一致しているかどうかの
程度（質的評価基準）”である。これは，長期にわたる参加観察，否定事例分析，メン
バーチェックなどで確定できる。量的研究の内的妥当性［internal validity］に対応する
概念であり，量的研究で用いるvalidity（妥当性）と区別するために credibilityを信用可
能性という。

確認可能性〈確証性，コンフォーマビリ
ティ〉［confirmability］

“研究しようとする現象に関して聞いたこと，見たこと，経験したことを情報提供者に
再確認できる程度（質的評価基準）”である。量的研究における客観性［objectivity］に
対応する概念である。

脈絡に応じた意味〈ミーニングインコンテ
キスト〉［meaning-in-context］

“情報提供者が，慣れ親しんだ自然な環境において理解，解釈できるデータになってい
ること（質的評価基準）”である。

反復的パターン形成〈リカレントパタニン
グ〉［recurrent patterning］

“特定の行動，思考などが反復的にみられ，パターン化されること（質的評価基準）”
である。特定の行動，思考などが繰り返しみられることが，この評価基準を実証でき
る。

飽和〈サチュレーション〉［saturation］ “これ以上新たに収集したデータを分析しても，研究しようとする現象に直結した新し
い知見が得られないと判断される状態（質的評価基準）”である。飽和に達したことは，
特定の現象について理解できる意味を余すところなく検討したことであり，データ収
集を打ち切る基準となる。

転用可能性〈転移可能性，トランスファラ
ビリティー〉［transferability］

“特定の脈絡や研究参加者を対象として得られた知見が，異なる脈絡や研究参加者に対
しても適用可能であるかどうかの程度（質的評価基準）”である。量的研究の外的妥当
性［external validity］に対応する概念である。質的研究は，一般化をもたらすことでは
なく，深い所見を得ることが目的である。

厚い記述〈濃い記述〉［thick description］ “脈絡を壊さずに知見を記述すること”である。厚い記述は，できる限り詳しく知見を
記述することではない。厚い記述を提示することにより，その状況を知らないひとで
も，その知見がよく理解できるようになり，得られた結果の信憑性を担保できる。

シンボル〈象徴記号，象徴〉［symbol］ “コード（ラベル）の内容のエッセンスを凝縮した象徴的な表現”である。記号論では，
記号表現と指示物とがコード（言語）で関連付けられたものをシンボル（象徴）とい
う。

オーバーラポール［over rapport］ “時間の経過とともにラポール形成が深まりすぎて，研究者が対象者と過度に親密化し
たり，同一化することで，客観的なデータを得ることができない状態”である。

引用（一部改変）：法橋尚宏（2020a）．文化を考慮した最善の家族ケア／ケアリング／ヒーリング．文化看護学会第12回学術集会プ
ロシーディング，20-23．；法橋尚宏，本田順子，島田なつき，道上咲季（2016）．家族同心球環境理論への招待：理論と実践．法橋
尚宏（編集）．東京：エディテクス．；Leininger, M.M., McFarland, M.R. （2006）. Culture care diversity and universality: A worldwide nursing 
theory （2nd ed.）. Sudbury, MA: Jones and Bartlett.

注：山括弧〈　〉は言い換え，角括弧［　］は英語を示す。一対のダブルクォーテーション“　”は，文字・記号・用語などをとく
に明らかにする必要がある場合に用いる。スラッシュ／は，“または”か“および”を意味する。
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2020b；法橋，2021）。ユニバーサリティは“すべてに共
通する性質”であり，多様性を貫いて存在している。ダイ
バーシティは“異なる群が存在する性質”である。ユニ
バーサリティとダイバーシティは相互補完関係にあり，ダ
イバーシティのなかでユニバーサリティが成立する。エス
ノグラフィーは，潜在文化と顕在文化を理解し，そのダイ
バーシティとユニバーサリティを明らかにする重要なプロ
セスである。

２．ライニンガーによるエスノナーシング
エスノグラフィーを看護学分野に初めて応用したのは，
ライニンガー（Madeleine M. Leininger）であった。1960年
代，ライニンガーは看護における文化のダイバーシティと
ユニバーサリティに焦点をあてて看護現象を明らかにする
ため，エスノナーシングリサーチメソッドという看護学に
おける質的研究法論を開発した（筒井，2020）。その開発
の経緯は，ライニンガーが1954年から1960年に看護師とし
てアメリカの小児精神科病棟で働いていたときに，こども
が個別に望む看護と実際の違い，看護師が対応しきれな
かった姿に気づいたことに始まる。そして，こどもの行為
が文化によって組み立てられていること，それがこどもの
望む看護に影響に与えていることを感じた（Leininger, & 
McFarland,  2006,  pp.2-5；筒井，2020，pp.193-194）。看護
職者は，ヒューマンケアに関する看護独自の視点をもつた
めに，科学的，人間的，認識論的，存在論的な基盤を確立
するための研究方法を必要としている（Leininger,  1969）。
そして，1965年に，ライニンガーは文化人類学の博士号を
取得し，文化人類学にもとづく看護学研究の方法論として
エスノナーシングを開発した。エスノナーシングでは，ひ
とびとの身近な環境における多様な文化とケアの要因を研
究し，文化を考慮したケアサービスを目指すためにケアと
文化の相互関係に焦点をあて，厳密で体系的に，深く掘り
下げる（Leininger, & McFarland,  2006,  pp.35-71）。
ライニンガーは，エスノナーシングを開発した後，これ
を用いた研究を精力的に実施した。数多の論文を発表し
（代表的な掲載ジャーナルは Journal of Transcultural Nursing），
30冊余の著書も出版している。代表的な著書は，『Nursing 
and anthropology: Two worlds to blend』『Transcultural nursing: 
Concepts, theories, research & practice』『Culture care diversity and 
universality: A worldwide nursing theory』である。ライニン
ガーの貢献は論文と書著に限らず，ヒューマンケアと文化
のダイバーシティとユニバーサリティを世界と共有するた
め，1974年にはTranscultural Nursing Society（TNS），1978

年には International Association for Human Caring（IAHC）
の創設などにも尽力した。さらに，看護学教育者として，
アメリカの大学で多くの修士課程，博士課程の学生を指導

した。1995年に退職後，アメリカのみならず，海外の大学
でも客員教授を務め，ワークショップや講演などを世界中
で行った。
日本でも，最善の看護実践を構築するために，文化
に焦点をあてた研究が増えている（赤木・法橋，2006；
Hohashi & Honda,  2011； 本 田・ 法 橋，2007；Honda & 
Hohashi,  2015；Irie, Hohashi, Suto, & Fujimoto,  2022）。現
在，エスノナーシング，エスノグラフィックスタディ，エ
スノグラフィックメソッドなどの用語が使われているが，
エスノグラフィーは看護学に限らず，多分野（社会学，医
療学，人類学などを含む）において，研究方法論として使
用されている。法橋は，このような用語を検討したうえ
で，方法論としてエスノグラフィーを使った研究をエスノ
グラフィックリサーチとして用語を定義している。

Ⅱ．エスノグラフィックリサーチの方法

１．研究計画の立案
エスノグラフィックリサーチは，エスノグラフィックイ
ンタビュー，参加観察，質問紙調査，既存の書籍・文献・
ウェブサイト資料の収集，写真撮影，映像撮影など，複数
の方法を併用することが特徴である（図１）。エスノグラ
フィックリサーチは，質的研究に分類されるが，量的研究
方法を含むさまざまな方法でデータを収集するデータトラ
イアンギュレーションである。トライアンギュレーション
を使用すること，研究計画書のデザインとその方法に量
的要素を追加することは，研究を強化し，結果を強める
可能性を与える（Roper & Shapira,  2000,  pp.29-31）。たと
えば，グラウンデッドセオリーアプローチにもとづいて得
られたインタビューデータとエスノグラフィーにもとづい
て得られたインタビューデータのように，異なる方法論に
もとづいて行われた同じ方法から得られたデータを統合
する場合でも，トライアンギュレーションとなる。エス
ノグラフィックリサーチでは，フィールドワーク期間中
は，データを収集しながら分析し，さらにデータを収集す
る。フィールドワークは，問いを見つけ出し，それを研究
設問へと練り上げていく過程としても捉えられる（小田，
2010，p.68）。
また，多角的にデータを収集する過程では，データ同
士の一貫性に対して交差確認を行い，データの信憑性
（trustworthiness）を高めることができる。質的データは主
観的になりやすいと指摘されるが，データトライアンギュ
レーションによってそれを最小限に抑えることができる。
また，複数のエスノグラファーでフィールドワークを行え
ば，研究者同士の交差確認となり，さらにデータの信憑性
を高めることができる。
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ライニンガーのエスノナーシングリサーチの段階を表２

に示す。エスノナーシングリサーチでは，調査している
現象または研究の主な焦点が探求領域（domain of inquiry，
DOI）となる。エスノナーシングリサーチの目的は，DOI
に関連することを見つけ出すことを重視するが，エスノ
ナーシングリサーチの目標は，行為または実践を指向する
ようにし，関連する場面に結果を適用することを重視す
る。研究実施にあたり，DOIを明らかにするためのイン
タビューの質問を準備し，研究の意義を記述し，文献検
討により研究の目的や目標などを修正する。とくに理論
的概念化において，エスノナーシングリサーチは，文化
ケア理論（Cultural Care Theory，CCT）とともに使用する
（Wehbe-Alamah & McFarland,  2020）。CCTは，文化ケア
のダイバーシティとユニバーサリティを明らかにし，文化
を考慮したケアを提供する方法を述べている。焦点を絞っ
たエスノグラフィーは，計画書に特別な注意が必要であ
り，研究のフェーズを明らかにして規定すること，研究の
実施および参加観察の使用に関する理論的根拠を説明する
こと，研究に対する弱みと信憑性の論点を示すことは，計
画書を優れたものにし，承認の見込みを高める（Roper & 
Shapira,  2000,  p.53）。

２．データ収集と信憑性
エスノグラフィックリサーチでは，研究テーマに即した
場所をフィールドとし，フィールドワークによってデータ
収集を行う。エスノグラフィックリサーチによって多角
的に収集したすべてのデータをエスノグラフィックデー
タという（図１）。フィールドワークは，実地調査という
意味だけではなく，このようなすべての方法が含まれる。
フィールドワークは，さまざまな方法で見たり，聞いた
り，話したり，考えたり，行為することを学んだひとびと
にとって，世界はどのようなものであるかに関する統制の
とれた研究を含み，エスノグラフィックリサーチは，ひ
とびとを学ぶというよりも，ひとびとから学ぶことであ
る（Spradley,  1979,  p.3）。フィールドとは，ひとが，何ら
かの活動を行っている場所であればどこでもよい（箕浦，
1999，p.42）。看護学分野では，病棟もフィールドである。
フィールドワークの強みは，対象となるひとびとの生活に
密着して調査を行うことによって，出来事が起こるまさに
その現場で，それをまるごと観察し，理解できる点にある
（佐藤，2006，p.141）。
エスノグラファーは，フィールドのなかのある対象の
生活に参加し，交流し，イーミック［emic］な見方とエ
ティック［etic］な見方の両方で包括的に生活を観察し，

図１　エスノグラフィックリサーチの方法

データ収集と分析のフェーズ

フィールドワーク

エスノグラフィックインタビューデータ

データトライアンギュレーション

参加観察データ，写真，映像

分　析

記述のフェーズ

フィールドノーツ，理論的メモの作成，
コーディング

質問紙調査データ，既存の
書籍・文献・ウェブサイト資料

テーマを導き，テーマにそって記述，
ストーリー化
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データ収集と分析を繰り返しながら，リサーチクエスチョ
ンや仮説を精緻化する。
エスノグラフィックリサーチの目的は，文化集団のメン
バーの見方から自らの経験世界を観察して理解し，それ
から説明や解釈を行うことである。エスノグラフィック
リサーチの参加観察で得られるイーミックとエティック
な見方の相互作用によって，深く豊かな洞察が可能とな
る（Roper & Shapira,  2000,  pp.2-5）。異なる文化について
の文化ケアの知識を，イーミックな見方，すなわちひとび
とを基盤にした見方から見つけ出し，その知識を看護職者
のエティックな見方，すなわち専門的な見方から研究する
（Leininger,  1991/1995）。
エスノグラフィックリサーチで行うインタビュー（面接）

は，とくにエスノグラフィックインタビューとよび，通常
のインタビューとは異なり，フィールドワーク中にリラッ
クスした雰囲気のなかで行われる日常会話も含む。エスノ
グラフィックインタビューは，インタビューガイドを作成
して行うようなフォーマルインタビュー，気さくな会話の
なかで問わず語り（ひとがたずねないのに，自分から話す
こと）のようなやり方を用いるインフォーマルインタビュー
に分けることができる。エスノグラフィックリサーチでの

質問は，“記述的質問”“構造的質問”“対照的質問”の３つ
に分類でき（Spradley,  1979,  p.60），エスノグラフィックイ
ンタビューの構成要素は表３に示すとおりである。
観察者の参加の度合いによって，“完全な参加者”“観察
者としての参加者”“参加者としての観察者”“完全な観察
者”という４つの次元がある。“完全な参加者”は，調査
者の存在が当事者に気付かれない参加観察，“観察者とし
ての参加者”は，参加に重きをおいた参加観察，“参加者
としての観察者”は，観察に重きをおいた参加観察である。
観察に徹して活動に参加しない“完全な観察者”は，参加
観察ではない。家族エスノグラフィーの段階に応じて４つ
の次元を柔軟に行き来しながら，参加観察を続けていく。
なお，ライニンガーの観察・参加・リフレクションイネ
ブラーでは，４つのフェーズが示されている（表４）。イ
ネブラーは，理論の主要な考え方や研究対象となるDOI
を明らかにするファシリテーターであり（Wehbe-Alamah,  
2018a,  p.64），研究のガイドとなる。
フィールドワークは，体験したさまざまなできごとを
観察し，少しずつ描いてみることから始まる。エスノグ
ラファーがフィールドで見たもの，聞いたもの，感じた
ものなど，すべてがエスノグラフィックデータとなりう

表２　ライニンガーのエスノナーシングリサーチの段階

１．研究する現象の範囲，探求領域（DOI），研究課題に焦点をあてながら，自分の研究の一般的な意図もしくは目的を明確にする。
２．看護の知識と実践を発展させるうえで，その研究のもつ潜在的な重要性を明確にする。
３．研究しようとしている領域もしくは現象について，入手可能な文献を検討する。
４．次のような一般的な段階または順序を念頭において，全体の研究計画を考える。
（ａ）現象を研究するための場所，地域，ひとびとを考える。
（ｂ）インフォームドコンセントの問題に対処する。
（ｃ）研究を行う地域，病院，国について調べ，正式な許可を得たうえで徐々にそこに入っていく。
（ｄ）ゲートキーパー，言語，政治的指導者，場所，その他の要因に関する潜在的な阻害因子と促進因子を予測する。
（ｅ）研究過程に関するエスノナーシングリサーチのガイド（たとえば，ライニンガーの見知らぬひとから信頼できる友人へのイ
ネブラー，観察・参加・リフレクションイネブラーなど）を選択し，適切に使用する。研究者は自分の研究に必要なガイドを
自分で開発することもできる。

（ｆ）主要情報提供者と一般情報提供者を選ぶ。
（ｇ）望ましくない事態が起こるのを防ぐため，エスノナーシングリサーチの指導者と相談しながら，ひとびとと信頼できる好ま
しい関係を維持する。

（ｈ）観察，インタビュー，参加体験などによりデータを収集し，確認する（これは研究の最初から最後まで続く連続的な過程で
あり，信憑性を確認するために質的評価基準を使用することが要求される）。

（ｉ）フィールドノートをもとに分析と確認を繰り返し，研究指導者とも討論をしながら，コンピュータで継続的にデータを処理
する。ライニンガー・テンプリン・トンプソンのソフトウェアは，多量の質的データを処理するのに役立つ。

（ｊ）結果の信用可能性と確認可能性を確認するため，頻回に研究対象のひとびとに結果を示し，再確認する。
（ｋ）フィールドや地域を去り，情報提供者と別れる計画を前もって立てておく。

５．研究が終了したら直ちに最終分析を行い，研究結果を執筆する。
６．カンファレンスで結果を発表する用意をする。
７．結果に興味をもつ看護職者とともに結果を議論する。
８．この領域あるいは新しい領域に関する研究を計画する。

引用（一部改変）：Leininger, M.M. （1991）／稲岡文昭監訳（1995）．レイニンガー看護論：文化ケアの多様性と普遍性（第１版）．東
京：医学書院．
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る。エスノグラフィックリサーチでは，エスノグラファー
のコミュニケーション力，観察力などが問われる。情報提
供者とのラポールを形成し，問わず語りの会話のなかで，
現象を捉えるようにする。フィールドワークで得られた
データは，すべてフィールドノートに記入し，フィールド
ノーツを作成する。なお，フィールドノートとフィールド
ノーツという用語は区別して用いる（表１）。エスノグラ
フィックリサーチで携行するフィールドノートだけではな
く，たとえば，病院で使用している看護記録もフィールド
ノートに該当する（法橋・本田，2015）。フィールドノー
ツは，１）事実ノーツ，２）解釈ノーツ（理論ノーツを含
む），３）計画ノーツ（指針ノーツを含む），４）個人ノー
ツに分けられる（表１）。筆者らの実際のフィールドノー
ツの例を表５に示した（法橋・本田，2015）。文字だけで
は十分に書き表すことができない内容もあるため，イラス

トを多用して記すようにする。実際には，フィールドノー
ツの分類によって，３色で記入を行う。フィールドノート
の様式であるFEO/I-FN（Family Environment Observation/
Interview-Field Note）（図２），省察日誌の様式であるFEO/
I-RJ（Family Environment Observation/Interview-Reflective 
Journal）（図３），フィールドメモの様式であるFEO/I-FM
（Family Environment Observation/Interview-Field Memo）
（図４）がある。FEO/I-FNレフィル，FEO/I-RJレフィル，
FEO/I-FMパッド，FEO/I-FMレフィルなどを綴じて携行
するためのFieldnotesリングバインダーなどは市販されてい
る（法橋・本田，2015）。
筆者らは，インタビューを行う際，情報提供者の許可を
得て，できる限りインタビュー内容を ICレコーダに録音
し，それをもとに逐詰録を作成している。参加観察やイン
フォーマルインタビューにおいては，手帳サイズ（A5判）

表３　エスノグラフィックインタビューの構成要素

１．挨拶
２．エスノグラフィーの説明

１）計画の説明
２）質問の説明
３）記録の説明
４）使用言語の説明
５）インタビューの説明

３．エスノグラフィッククエスチョン
１）記述的質問
２）構造的質問
３）対照的質問

４．非対称的な話者交替（エスノグラファーが聞き手，情報提供者が話し手になること）
５．関心の表出
６．文化に関する無知の表出
７．繰り返し
８．情報提供者の言葉の言い換え
９．情報提供者の言葉の組み込み
10．仮説的状況の形成
11．談笑
12．終了

引用（一部改変）：Spradley, J.P. （1979）. The ethnographic interview. New York: Holt, Rinehart 
and Winston.

表４　ライニンガーの観察・参加・リフレクションイネブラーの４フェーズ

第１フェーズ　主として観察と積極的傾聴（積極的に参加しない）

第２フェーズ　主として限定的な参加をした観察

第３フェーズ　主として継続的な観察をした参加

第４フェーズ　主として情報提供者への結果のリフレクションと再確認

引用（一部改変）：Leininger, M.M. （1991）／稲岡文昭監訳（1995）．レイニンガー看護
論：文化ケアの多様性と普遍性（第１版）．東京：医学書院．

Leininger, M.M., McFarland, M.R. （2006）. Culture care diversity and universality: A worldwide 
nursing theory （2nd ed.）. Sudbury, MA: Jones and Bartlett.
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のフィールドノートを常に持ち歩き，見たものや聞いたも
の，自分の印象やその場の雰囲気などを書き留める。ま
た，イラストや絵を描いたり，デジタルビデオカメラやデ
ジタルカメラを用いて，視覚的なデータも収集する。
フィールドワークの期間中は，日々のフィールドワー
クの結果をまとめ，次のデータ収集に生かすようにする。
フィールドノーツは見聞きしたことをそのまま丸写しし
たものではないので（法橋・本田，2015），フィールドを
離れてフィールドノーツを書くという行為そのものが，
フィールドで体験したことを相対化，客観化するのを助け
る（箕浦，1999，p.54）。筆者らは，１日の終わりにフィー
ルドワークの結果をまとめ，新しい知見や疑問を明らかに
し，翌日のフィールドワークにつなげるために研究日誌
を作成している（法橋・本田，2015）。複数のエスノグラ
ファーがフィールドワークを行っている場合は，全員でデ
ブリーフィングを行い，新しい知見や疑問を議論しながら
研究日誌を作成することで，研究者のトライアンギュレー
シヨンが可能となる。フィールドワークでそのつど沸き起
こったアイデアから，データを分析していくための新しい
カテゴリが生まれたり，理論の萌芽になることもあるし，
何度も繰り返し出てくるアイデアは研究者にとってこだわ
りのある新しいテーマである場合もあるので，思いついた
ことは何でも記録しておく（箕浦，1999，p.54）。
エスノナーシングリサーチメソッドでは，情報提供者の
選択基準とインタビューの考慮事項として，DOIに関連
する主要情報提供者と一般情報提供者を選択するための基
準を作成し，インタビューの頻度と期間を検討しなければ
ならない。また，マキシ／マクロなエスノナーシングリ

サーチでは，12名から15名の主要情報提供者と，その約２

倍の人数の一般情報提供者が必要である。ミニ／ミクロな
エスノナーシングリサーチでは，６名から８名の主要情報
提供者と，12名から16名の一般情報提供者が必要である
（Leininger,  1991/1995）。
フィールドワークをいつ終了するか，明確な終わりはな
い（本田・法橋，2010）。研究費助成期間の終了や論文執
筆などの期限がある場合は，その締め切りに間に合うよ
うにフィールドワークを終了させるかもしれない。しか
し，このような期限設定がない場合は，フィールドワーク
が継続され，研究成果を公表しないまま時間が過ぎてしま
う可能性がある。期限に合わせてフィールドワークを切り
上げるのがよいとは一概にはいえないが，研究結果はある
程度のまとまりごとに成果として公表すべきであろう。ま
た，その結果をフィールドに返し，研究結果の信憑性を確
保しながら，問い（リサーチクエスチョン）や仮説を精緻
化していく過程も必要である。なお，エスノナーシングリ
サーチメソッドにおける飽和は，特定の現象について全般
的に知ることあるいは理解することができるすべての情報
の意味を，包括的かつ網羅的に余すところなく考慮したこ
とである。すなわち，研究者は研究課題について余すとこ
ろなく調査を終えており，もはや情報提供者からも観察か
らもそれ以上データや洞察が得られないことを意味する
（Leininger,  1991/1995）。フィールドを離れることは，研究
の終わりではない。これは，データを分析し，報告書を
書き上げるという作業の始まりである（Roper & Shapira,  
2000,  p.89）。

表５　フィールドノーツの分類と記入例

分類 内容 記入例（ターミナル期にある夫と
その妻の家族ケース）

事実ノーツ
［fact notes，FN］

客観的事実に関する内容である。観察ノーツを含む。できる
だけ具体的に，幅広い現象を網羅して客観描写する。必要時，
フィールドノーツに記入する前に“FN：”を付けておく（筆者
らは，黒色で記入するようにしている）。

FN：Ｈａ）が語っている間，Ｗｂ）はH
の表情をじっと見ている。時折，深く
頷く。Hは「なぜ私が？　納得できな
い。」と言う。

解釈ノーツ
［interpretation notes，IN］

事実を解釈したり説明できそうな理論や仮説，または関連する
思いつきや着想に関する内容である。理論ノーツを含む。必要
時，フィールドノーツに記入する前に“IN：”を付けておく（筆
者らは，青色で記入するようにしている）。

IN：キューブラー・ロスの“怒り”の
段階か？

計画ノーツ
［agenda notes，AN］

観察と解釈から論理的に判断し，次に何を行うべきかという計
画に関する内容である。指針ノーツを含む。必要時，フィール
ドノーツに記入する前に“AN：”を付けておく（筆者らは，赤
色で記入するようにしている）。

AN：Ｗがもつ心配事をアセスメント
する。Ｗには，別途，Ｈとは別にイン
タビューをしたほうがよい。

個人ノーツ
［personal notes，PN］

自分が考えたことのなかでも，自分の個人的な思いや感情に関
する内容である。必要時，フィールドノーツに記入する前に
“PN：”を付けておく（筆者らは，青色で記入するようにして
いる）。

PN：ＷはＨが自分の状況を受け入れ
られていないと感じているのだろう
か？　心配そうにＨを見つめている
が，何を心配しているのだろうか？

注：ａ）Ｈは，夫（husband）を意味している。ｂ）Ｗは，妻（wife）を意味している。
引用（一部改変）：法橋尚宏，本田順子（2015）．FEO/I-J（家族環境観察／インタビュー）のアセスメントガイド．法橋尚宏（編）．

10，東京：エディテクス．
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３．倫理的配慮
今日議論されている倫理的配慮の多くは，看護学研究に
も適応されているが，エスノグラフィックリサーチではそ
の特徴的な性質から厳格に適応するのは難しい。実際の

フィールドワークでは，ガイドラインだけでは処理できな
いような問題に直面することが少なくない（佐藤，2006，
p.271）。研究者は，最終的に社会一般に対して，自分が研
究した地域社会の姿を提示するが，それは住民にとっては

図２　フィールドノートの様式（FEO/I-FN）

◀

記載日：　　　　年　　　月　　　日（　　）	 場所：　　　　　　　　　　　　　　　　No.　　　/

温度：　　　　℃　　　湿度：　　　　％	 天気：　　　　　　　　記載者（イニシャル）：

〜 1 

・

・

・

・
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・

・

・

・

11

・

・

・

・
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・

・

・
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・

・
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・
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・

・

・
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36
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・

・

・

・
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・

・

・

・

Ⓒ Naohiro Hohashi FEO/I-FN（3.0JA）

B

： ：
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利益になることもあれば不利益になることもある。研究者
は参加観察の倫理に関する厳格なルールを守ることが礼儀
となる（Kiefer,  2007/2010,  p.100）。
研究対象となるひとびとの権利と安全を守るためにも，

研究者は倫理審査委員会などの公式的な承認手続きを経る
必要がある。エスノグラフィックリサーチにおける倫理的
配慮として，インフォームドコンセントに加え，身体的・
心理的な不快感を与えないこと，プライバシーの保護，匿

図３　省察日誌の様式（FEO/I-RJ）

◀

記載日：　　　				年　　  月　　 日（　　）　場所：　　　　　　記載者（イニシャル）：　　　	　No.　　　/
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・
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行動計画（Action	Plan：AP）　	

Ⓒ Naohiro Hohashi FEO/I-RJ（3.0JA）

P
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名性，秘密の保持など，研究者は対象の人権を保護する
ための配慮に敏感になる必要がある（金川・田高，2011，
p.75）。参加観察を行う場合，施設や代表者に研究の目的
や内容，倫理的配慮について説明し，同意を得ることは可

能であるが，公共の場などではフィールドにいる一人ひと
りから同意を得ることは難しく，個人が特定されないデー
タの場合は正式な手続きを踏んで同意を求めることはでき
ない。エスノグラフィックリサーチでは，対象者の文化に

図４　フィールドメモの様式（FEO/I-FM）

Memos

FEO/I-FM（3.0JA）

メ　モ
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配慮した同意書を作成して交渉すること，代替案を考慮し
ておくこと，必要に応じて，写真撮影，映像撮影，インタ
ビューの録音を行うための許可を取得しなければならな
い。
また，エスノグラフィックリサーチでは，エスノグラ
ファーがフィールドに深く関与する。これは，研究者とい
う立場を超えて，一般的な人間関係としても関係が深まる
ことを意味し，オーバーラポールとして指摘されている。
たとえば，在日フィリピン人の生態に関する研究をしてい
るうちに，対象のフィリピンパブ従業者と恋愛関係になっ
たように，ある集団について調べるために，その集団の一
員となってフィールドに入り，フィールドワークを行って
いるうちにエティックな見方を失い，そのまま単なるその
集団の一員となってしまうようなことである。エスノグラ
ファーは，フィールドに深く入ったとしても，研究者とし
ての立場や目的を見失うことなく，インフォームドコンセ
ントやプライバシーの保護など，可能な限り倫理的配慮に
努めなければならない。

４．分　　析
エスノナーシングリサーチの過程において，情報提供
者に深く掘り下げ，開放型のインタビューを促すために，
オープンクエスチョンガイドイネブラーが開発されている
（McFarland, Mixer, Webhe-Alamah, & Burk,  2012）。これは，
CCTとサンライズイネブラーの構成要素にもとづいてお
り，DOIとリサーチクエスチョンに応じて各研究におい
て変更する。開発されている一般的なイネブラーは，サン
ライズイネブラー，見知らぬひとから信頼できる友人への
イネブラー，観察・参加・リフレクションイネブラー，準
構造化質問ガイドイネブラー，文化変容におけるヘルスケ
アアセスメントイネブラー，ライニンガー・テンプリン・
トンプソン（Leininger, Templin, Thompson，LTT）のエス
ノグラフィー記述のコーディングイネブラー，ヘルスケア
の生活史イネブラーなどがある。エスノナーシングの研究
者は，上記のほとんどのイネブラーを使用することが多い
が，研究の焦点に応じて使い分ける。
文化ケアを見出すためのサンライズイネブラーは，CCT

の認識地図であり，個人，家族，グループ，コミュニティ，
または施設のケア，健康（ウェルビーイング），障害，病気，
死と死に影響を与える傾向のあるさまざまなホリスティッ
クな要因を自然な環境下でみたり，アセスメントするた
めの視覚的な補助ツールである（Wehbe-Alamah,  2018a,  
pp.60-62）。見知らぬひとから信頼できる友人へのイネブ
ラーは，正確で深掘りした信憑性のあるデータを得るた
め，研究者がどのように見知らぬひとから信頼できる友人
に移行するかを示すガイドである（Wehbe-Alamah,  2018a,  

pp.62-64）。
観察・参加・リフレクションイネブラーは，研究者が情
報提供者のもとに入り，研究の遂行を可能にする，最も有
用かつ不可欠なガイドとして繰り返し使用される。このイ
ネブラーを使って，研究者は，観察者や聞き手の役割か
ら，情報提供者や研究対象の現象への参加者や内省者の
役割へと徐々に移行する。イネブラーは，情報提供者に
焦点をあて，研究者が積極的に聞き役に徹しながら，研
究対象の状況や現象の全体を観察するように促す（Wehbe-
Alamah,  2018a,  pp.64-65）。文化ケアと健康をアセスメン
トするための準構造化質問ガイドイネブラーは，エスノ
ナーシングリサーチにおいて，主要情報提供者や一般情報
提供者との文化アセスメントやインタビューを行う際に使
用される。
イネブラーにもとづいて集められたデータは文字として
記述し，観察内容やインフォーマルな会話はフィールド
ノーツに書き留めるため，これらのテキストデータを分類
するためにコード化が必要となる。分析には，ライニン
ガーのデータ分析イネブラーの４フェーズを用い，研究者
は研究初日からデータ分析を開始し，研究終了まで定期的
にコーディングと分析を継続する。分析を繰り返すことに
より理論的考察が深まるため，理論的メモとして，そのと
きの考えやアイデアを残しながら分析を進めるとよい。
ライニンガーのデータ分析イネブラーの第１フェーズ

は，生データの収集，記述，コンピュータへの記録であ
る。研究者は目的，DOI，研究中の疑問に対して，データ
を収集，記述，記録し，分析を開始する。この段階では，
主要情報提供者や一般情報提供者へのインタビューの録音
データ，参加観察の記録，脈絡に応じた意味の同定，シン
ボルを特定する。シンボルとは，“コード（ラベル）の内
容のエッセンスを凝縮した象徴的な表現”である（表１）。
主にイーミックな見方で対象となるDOIや現象に関連す
るデータを記録する。エティックな見方にも注意してデー
タを記録し，フィールドで得たデータは直接コンピュータ
で処理，コード化し，分析の準備ができる（Wehbe-Alamah,  
2018a,  pp.68-78）。
大量な研究データをコード化するために，ライニンガー・
テンプリン・トンプソンのエスノグラフィー記述のコー
ディングイネブラーが開発されており，コーディング過程
を簡略化できる。カテゴリは，カテゴリⅠ（統合文化的，
ホリスティックなDOI），カテゴリⅡ（文化的，社会構造
データの領域（規範となる価値，パターン，機能，対立を
含む）），カテゴリⅢ（ひとびとと専門家の生活様式とシス
テムのケア，キュア，健康（ウェルビーイング），病い），
カテゴリⅣ（ヘルスケア，社会機構施設／システム（脈絡
に応じた意味をもつ行政規範，ビリーフ，行為を含む）），
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カテゴリⅤ（世代間および世代内のパターンをもつライフ
サイクル（宗教的儀式，ビリーフ，式典を含む））の５つ
に分類できる（Wehbe-Alamah,  2018a,  pp.73-78）。
データのカテゴリ化とコード分類には，Microsoft Excel
を活用してマトリックスを作成したり，QDA（qualitative 
data analysis，質的データ分析）ソフトウエアを活用する
と分類しやすい（本田・法橋，2010）。QDAソフトウエア
には，MAXQDA，NVivo，Ethnographなどがある。ただ
し，これらのQDAソフトウエアは，データの分類や整理
の補助的な手段である。
第２フェーズは，記述と構成要素の明確化，カテゴリ化
であり，データをDOIやリサーチクエスチョンに関連し
て分類，コーディングを行い，カテゴリ化する。イーミッ
クな記述とエティックな記述の脈絡のなかで，類似性と相
違性を明らかにする。ここでは，繰り返し構成要素の意味
を探求する。
第３フェーズは，パターンと脈絡の分析であり，データ
を精選し，アイデアの飽和状態や類似した意味の繰り返し
やパターンを探す。これは，一般的な法則を見出す段階
ともいえ，構成概念や理論にもとづく分析が必要となる。
この段階でCCTを活用することにより，ケアの普遍的な
意味と多様な意味の両方を明らかにできる（McFarland, et 
al.,  2012）。情報提供者から得られる価値，ビリーフ，実
践のパターンを，脈絡や環境データとともに特定すること
に重点を置き，データを検証することで脈絡に応じた意味
に関連するパターン化を確認でき，明らかにしたことを確
認し，信憑性を深める。
第４フェーズは，主要なテーマ，研究結果，理論の説

明，課題の明確化である。研究者は，結果の統合を行い，
主要なテーマ，ケアに関する行為や決定，新たな理論的説
明などの提示が必要となる。理論体系に照らして新たな所
見を得ることに重点を置き，情報提供者に説明，確認し
て，信憑性を高めることも必要である（McFarland, et al.,  
2012）。ライニンガーは，データ分析が直線的ではなく，
４つのフェーズすべてに関与していることに留意する必要
があると述べている（Leininger，2002）。
研究者は，特定の集団の価値観やビリーフがひとびとの
日々の行為にどのように影響するかについて，観察と解釈
を同時に経験している。そのため，観察と解釈を分けて
フィールドノーツに記録することが求められる。フィール
ドノーツを書くには，事実を記述するだけでなく，調査者
としての解釈も必要となる。これらのすべての解釈が解釈
ノーツとなる。調査対象の文化的世界に関する知見を一般
化するために，参加者のイーミックな意味や世界観と，研
究者のエティックな解釈との間に関連を見出し，両方の視
点を考慮に入れた理論的理解を行う必要がある（Roper & 

Shapira,  2000,  pp.91-119）。

５．記　　述
研究終了後直ちに最終的なデータ分析を行い，研究結果
を確定し，報告書や論文を記述する。研究者は，データ分
析のフェーズの最終点検において，最終的なテーマが，分
析のすべてのフェーズで明らかになったデータによって裏
付けられているかどうかを再確認する。最終報告書には，
理論（仮定の前提）やDOIが実質的な根拠によって立証
または反証されたかどうかを記述する（Wehbe-Alamah,  
2018a,  pp.79-83）。
質的評価基準として，信用可能性（credibility），確認可能
性（confirmability），脈絡に応じた意味（meaning-in-context），
反復的パターン形成（recurrent patterning），飽和（saturation），
転用可能性（transferability）などがある（表１）。このよう
な評価基準は，質的研究を開始する前に検討すべきであ
る（Wehbe-Alamah,  2018a,  pp.78-79）。また，これらの基
準は，研究をとおして明らかになった内容を確認・再確認
し，最終的な分析や結果の解釈の際にも再確認するもので
ある（Wehbe-Alamah,  2018a,  pp.78-79）。質的評価基準を
確認しながら，DOIの研究で明らかになった理論やテー
マについて，報告書を記述することも重要である。これら
の評価は，研究の最後まで待つのではなく，データの収集
と分析を行いながら，異なる脈絡と所見を記録するために
日々用いるべきである（Wehbe-Alamah,  2018a,  pp.78-79）。
転用可能性の基準は，研究の最後に検討され，結果が同様
の状況に転用可能かどうかを判断するために，慎重な検討
が必要である（Wehbe-Alamah,  2018a,  pp.78-79）。
主要な研究結果の要約を，まず関係者（情報提供者や共
同研究者など）と共有する。エスノナーシングリサーチに
おいて，情報提供者が知見の内容に関心を持ち，公に発表
される前に知っておく必要があるため，結果を共有するこ
とが不可欠である。研究結果の要約は，研究現場の近くで
発表するために，簡単な報告書にする。その後，研究者は
研究結果の詳細を，原稿，地域・国内・国際的なプレゼ
ンテーションの形で公表し，広めていく（Wehbe-Alamah,  
2018a,  p.82）。
一方，Flick（2007/2011,  pp.505-507）は，研究結果を提
示する方策として，データとその解釈から理論を開発する
こと，研究者が見出した事象や意味の関連を引き出すこと
を目指す“フィールドからのストーリー”について説明し
ている。また，佐藤（2008，pp.160-166）は，報告書の作
成は分析をストーリー化する最終段階に位置付けている
が，データ分析の段階での厚い記述，すなわち報告書や論
文の信憑性を担保するために，早い段階から分析をはじ
め，比較検討，メモ，脈絡に目を向けることが重要である
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としている。箕浦（2009，pp.44-48）は，分析結果は中核
部分であり，テーマごとに導入部，引用，分析，小結に分
けて分析結果を述べること，テーマにそった分析のエッセ
ンスを示すようなエピソードがある場合は，論文に挿入す
ることで析出した分析概念がフィールドの日常のなかでど
のように表れるかを読者に示すことができると述べてい
る。また，データ収集や分析の段階から理論的枠組みをも
とに分析し，概念モデルのダイアグラム（図式表示）の作
成やストーリー化を検討し，伝わりやすい表現を検討する
ことも必要である。このように，分析結果を事象や関連の
あるストーリーとして読み手に伝えることにより，より深
く理解できるようになる。
フィールドにおいて集められた豊富なデータは，理論的
背景にもとづいて分析し，報告書としてまとめられること
によって，多様な文化やケアに活用するための新しい知見
や知識を生み出すことができる。エスノナーシング，エス
ノグラフィーによって，ケア，ウェルビーイング，ホリ
スティックヘルス，障がい，病気，死，そして，文化的
知識に関連するほとんど知られていない，あるいは漠然
と知られている複雑な看護現象を明らかにできる（Wehbe-
Alamah,  2018a,  pp.79-84）。さらに，研究者がひとびとの
文化世界に入り込むことで，人間のケアと健康に関するビ
リーフ，価値，経験，生活様式，ケアの意味，表現，実
践，シンボルやメタファーに関する知識を深く学ぶもしく
は明らかにすることにつながり，結果的に看護実践，看護
学研究，看護教育における潜在的な意義を明らかにし，学
術，実践，研究の分野で看護学の知識体系を前進させるこ
とにつながる（Wehbe-Alamah,  2018a,  pp.79-84）。

Ⅲ．エスノグラフィックリサーチの事例

ここでは，Irie, et al. （2022）のエスノグラフィックリ
サーチを紹介する。本論文は，日本の中山間地域で暮らす
高齢者がもつ文化的な価値／ビリーフ，それらが健康活動
とどのような関係があるのかを明らかにすることを目的と
し，ライニンガーのエスノナーシングを用いて研究を行っ

た。ライニンガーの文化ケアのダイバーシティとユニバー
サリティ理論（Leininger’s theory of culture care diversity and 
universality）を理論的枠組みとして用いている。この理論
的枠組みにしたがって，高齢者の機能障害を予防する視点
から，地域健康活動を推進する際に，高齢者がもつ文化的
な価値観／ビリーフをどのように考慮できるのかを明らか
にした。
データ収集と分析は，ライニンガーのエスノナーシング
におけるデータ分析のイネーブラー（表６）にしたがって
行った（Wehbe-Alamah,  2018b,  pp.111-130）。これには４

つのフェーズがあり，第１フェーズは，フィールドでの観
察，インフォーマルインタビュー，人口統計データの収集
である。人口統計データでは，フィールドの65歳以上の人
口が総人口の50％を超えた超高齢社会であった。また，10

年以上前から地域に根ざしたグラウンドゴルフというコ
ミュニティスポーツ活動が広く普及していることがわかっ
た。
そこに，見知らぬひとから信頼できる友人へのイネブ
ラーの方法で，研究者の知り合いであるゲートキーパーを
とおして，スノーボールサンプリングで研究対象者を探し
た。本研究のゲートキーパーは，現地で勤務している保健
師であった。フィールドでの観察では，７ヵ月にわたって
週２日，現地にあるコミュニティスポーツクラブに参加し
た。観察とインフォーマルインタビューは，１）観察者
としての参加者，２）参加者としての観察者，３）イン
フォーマルインタビュー，４）主要情報提供者へのインタ
ビューのリフレクションの４つのレベルで行った。観察者
が聞いたこと，見たこと，感じたこと，考えたことなどを
メモに記した。また，写真，図，絵などの視覚データも収
集した。これらのデータをまとめてフィールドノートを作
成した。
参加観察を開始してから約４ヵ月後に，主要情報提供者

にフォーマルインタビューを行った。また，フォーマルイ
ンタビューは，２名のインタビュアーが同席し，イーミック
とエティックの役割を分担し，合計14名に対して実施した。
エスノナーシングリサーチの質的評価基準（Wehbe- 

表６　ライニンガーのデータ分析イネブラーの４フェーズ

第１フェーズ フィールドでの観察，インフォーマルインタビュー，人口統計データの収集を行った。

第２フェーズ 主要情報提供者へのインタビューから逐語録を作成した。データを収集しながら分析を行った。インフォー
マルインタビューと主要情報提供者へのインタビューのコードからカテゴリを作成した。

第３フェーズ カテゴリ化した後に，テーマとパターンを作成した。

第４フェーズ 各テーマを効果的に表現している代表的な会話を選択した。

引用（一部改変）：Irie, Y., Hohashi, N., Suto, S., Fujimoto, Y. （2022）. Culturally congruent health activities for the prevention of 
functional disabilities among older adults in Japan’s forest communities. Journal of Transcultural Nursing, 33（1）, 16-25. https://doi.
org/10.1177/10436596211042072
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Alamah,  2018a,  p.78）を検討した。信用可能性は，エティッ
クとイーミック，デブリーフィングの段階で検討した。確
認可能性と脈絡に応じた意味は，ライニンガーの観察・参
加・リフレクションイネブラーとライニンガーの見知らぬ
ひとから信頼できる友人へのイネブラーにもとづき，慣れ
親しんだ自然な文化的脈絡のなかで調査を行って成し遂げ
た。転用可能性と反復的パターン形成は，２名のゲート
キーパーによって分析結果が参加者の経験や生き方と一致
することを確認することで達成した。最後に，飽和は，観
察やインタビューから新しい情報が得られなくなったこと
で確認した。
インフォーマルインタビューを行いながら，並行して逐
語録を作成し，分析を行った。分析結果は，ゲートキー
パーに確認してもらい，データが飽和していることもゲー
トキーパーに確認した。フィールドノーツと逐語録の内容
をコーディングし，カテゴリ化した後にテーマと特定のパ
ターンを作成した。最後に，各テーマを効果的に表現して
いる代表的な会話を選択し，例示した。
ライニンガーの文化ケアのダイバーシティとユニバーサ
リティ理論を理論的枠組みとして，４つのテーマ（ダイ
バーシティとユニバーサリティは各２つ），10パターン，
10カテゴリ，30サブカテゴリが明らかになった。ユニバー
サリティの視点では，１）高齢者が健康活動に参加し続け
るか否かは，コミュニティアイデンティティと関係してい
ること，２）コミュニティを基盤とした健康活動は，コ
ミュニティメンバーの凝集力とコミュニティのキャパシ
ティーにつながることであった。ダイバーシティの視点で
は，１）異なるコミュニティにおいても一緒に過ごす時
間を楽しむこと，２）“our（自分たち）”と“my（自分）”
のコンピテンシーは，コミュニティに根ざした健康活動を
生み出すことであった。そして，ダイバーシティとユニ
バーサリティの視点から，文化的な価値観／ビリーフと文
化に適応した健康活動は関連があることが明らかになっ
た。これらの価値観／ビリーフは，健康活動をめぐる重層
的なネットワークを構築し，高齢者の機能障害を予防する
ことが示された。
看護実践への示唆としては，文化的なダイバーシティは
健康活動に影響を与えており，医療従事者は，トップダウ
ンアプローチで健康活動を指導するのではなく，コミュニ
ティにおける高齢者自身が自らの文化的価値観／ビリーフ
にもとづいた健康活動において主導的な役割を果たすべき
であると考えられた。

Ⅳ．エスノグラフィックリサーチの意義

エスノグラフィックリサーチでは，現場主義を貫き，対

象の生活世界で起きている現象や文化を探索し，言葉にで
きない暗黙知の理解を可能にする。文化は，ビリーフと価
値観（潜在文化），それらに規定される行為様式（顕在文
化）を含む（Hohashi,  2019）。
エスノグラフィックリサーチは，エスノグラフィックイ
ンタビュー，参加観察，質問紙調査，既存の書籍・文献・
ウェブサイト資料の収集，写真撮影，映像撮影など，方法
のトライアンギュレーションにより，多角的に生のデータ
を収集でき，現象に対して誤った認識をもつことを防ぐこ
とができる。とくにエスノグラフィックインタビューは，
フォーマルインタビューだけではなくインフォーマルイン
タビューがあり，気さくな会話のなかでのインフォーマル
インタビューだからこそ語られる真実がある。研究者の解
釈枠組みの押しつけを避けることができ，対象のありよう
それ自体を発見するために有効である。さらに，信用可能
性，確認可能性，脈絡に応じた意味，反復的パターン形
成，飽和，転用可能性などにより，分析の信憑性を確保で
きる。
また，研究者は研究の道具として，エティックな視座か
ら現象を解釈することが，エスノグラフィックリサーチの
醍醐味である。対象にとってあまりにも当り前で，語るこ
とも意識に上がることさえもないようなデータでも，エ
ティックな視座から発見し，収集できるのである。このよ
うに，エスノグラフィックリサーチは，既存の方法論から
は予測し得なかったデータを得ることが可能であり，DOI
を深く解明できる強力な方法論といえる。
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General Remark

Procedures for Conducting Ethnographic 
Research and Research Case Studies
Naohiro Hohashi, PhD, RN, PHN, LSN, HS, FAAN, 
Hiroko Ota, MS, RN, Qiting Lin, MS, RN, 
Taketo Watsuji, BS, RN, PHN
Division of Family Health Care Nursing, Graduate School of Health Sciences, Kobe University, Kobe, Japan

Abstract
Ethnographic research is “a methodology for describing phenomena and cultures occurring in the living world of 
subjects from emic and etic perspectives, performed through fieldwork that consists primarily of ethnographic 
interviews and participant observation.” This is conducted through a triangulation of methods: formal and 
informal interviews, participant observation, questionnaire surveys, collection of existing books, literatures, 
website materials, photography and video recording. Questions and hypotheses are refined through repeated 
data collection and analysis. Trustworthiness is ensured by criteria to evaluate qualitative research studies, 
including credibility, confirmability, meaning-in-context, recurrent patterning, saturation, transferability. All data 
are qualitatively described in fieldnotes, encoded, categorized in terms of similarities and differences in codes, 
after which it is summarized in a narrative report on stories in accordance with a theme.
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