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社会学論文のエスノメソドロジー（増補稿） 

―学術論文をどう読みほどくか― 

 

真野俊和 

 

序 課題と考察対象 

本稿はエスノメソドロジーethnomethodology の方法によって書かれたある社会学論文を、エス

ノメソドロジーそれ自体の手法に倣いながら読みほどいてみようという試みである。なぜこのよ

うに手のこんだ論考を企てたのか、少し長くなるが、その理由を最初に述べておきたい。 

何かある学問を勉強する学生たちは日々多くの論文を読まなければならない。そしてそれらの

勉強をもとにしたうえで、いつか卒業論文なり修士論文なり自分自身の研究にもとづく論文を書

くことになるだろう。そのとき具体的な執筆方法のモデルになるのは、それまでに読んだいくつ

かの論文であるはずだ。そうした順序は独立した研究者においても基本的には同じである。つま

り学術研究とはまず論文や書物などの学術的著作を“読む”ところから始まらなければならない

のである。加えて研究者の場合には他人が書いた学術書を批評するという、いわゆる書評も少な

からず重要な位置を占めている。 

学術的な批評とは学術的な著作を“読む”こと自体を目的にした行為にほかならないが、この

行為には何か方法といったものがあるのだろうか。“書く”ことに関しては、教師が手取り足取

り教えてくれることもあるだろう。しかし“読む”ことに関しては、ふつう誰も教えてくれない。

大学の授業では読むことそれ自体よりも、書かれている内容についての解説のほうが主になる。

読み方そのものの指導に関しては、むしろ小学校や中学校における国語教育のほうがよほどシス

テマティックな方法を確立しているといえるかもしれない。しかしその読み方と学術的著作に対

するそれとのあいだにかなりのへだたりがあるのは当然である。大学教育における読み方は、や

がて自分自身の著作の書き方につながっていかなければならないからである。 

私も研究者の端くれとしていくつかの書評を書いたことがあるし、読んだことはそれ以上にあ

る。しかし一般的な書評には、すくなからぬ不満を持ち続けてもきた。俗に書評は 8 割ほめて 2

割けなせ、などと言われる。それは論外としても、対象書物の結論に賛成か反対か、資料に間違

いがある、こんな資料が見落とされている、論述が説明不足である、などをあげつらっている限

り、書評はそのトピックに関する内輪話から出ることなしに終わってしまうのが関の山だろう。

少し踏み込んだ書評には書評論文という呼び名が付されるように、それ自体が学術的な営みであ

るはずだ。そうである以上、書評には論理としての普遍性を獲得するための着実な方法論がなけ

ればならないし、少なくとも意識されていなければならない。だが多くの書評は、書評者の手持

ちの知識に照らしあわせて、自分の印象を語っているにとどまる。もちろんさまざまな書評のス

タイルがあるはずで、こうでなければならないと定式化することは、かえって批評という行為を

貧弱にするだけであろう。しかしもっと厳密に、もっと正確に内容を読み取る努力が必要だし、

そのための方法をそれぞれに模索しなければならないと私は考えている。 

さてエスノメソドロジー1)という名称には、現状であまり学術的な匂いのする日本語が与えら

れていない。あえて語るならば、エスノメソッド ethnomethod、つまり「人びとの方法」のありよ

うを解明する学問とでもいえばよいだろうか。つまり人びとによって実践されつつある――言い

換えれば、まだ抽象的なデータとして整理されてしまっていない――行動や行為を観察すること

によって、人びとがおのおのの場面でどのような方法にしたがい、あるいは方法を作りあげてい

るかについて、詳細かつ体系的な解明を目的とする。そしてそのための方法は、学術的著作の読
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みほどきと大きく重なると私は考えるからである。エスノメソドロジーはすでに多くの潮流に分

化していて一概に言い切れないところも多々あるが、本稿で必要な最小限の了解事項として、 

・人びとが自明のこととして特に気づくこともなく実践している各種の方法
、、

（エスノメソッド）

を、 

・ことが行われているその場その場（いま‐ここ
、、、、、

）2)に寄りそいながら、 

明らかにすること、という 2 点をあげておく。そのほか付随する特徴をとして、 

・人びとによる相互的な行為を対象とするが、 

・その行為自体に対する直接の評価とは距離をとることを基本姿勢とする、 

などの点も重要ではある。 

ではその「人びと」とは誰のことか。どこかで会話している二人だけということもあるし、駅

の雑踏を行き来している群衆ということもある。すると「方法」とは、前者の場合では会話を続

けたりやめたりするための暗黙の了解などを意味することになるし、後者ではさしたる混乱に陥

らずに行き交うために行使される暗黙のスキルなどをさすことになる。 

エスノメソドロジストたちは、研究者としてのいわば特権的な高みから「人びとの方法」を見

おろし、そこでさまざまな発見をしたり理論を組み立てたりする。観察される行為は日常のさり

げない風景であることが多いが、そうでなければならないという積極的な理由があるわけでは決

してないはずだ。というわけで、本稿はほかならぬエスノメソドロジー論文を対象とし、その手

法に倣うことによって、学術的な理論のうちに内在しているはずの研究者の「思考方法」を探り

当ててみようという試みなのである。 

本節の最後になったが、考察の対象とする論文をここであげておく（好井 1997）。 

好井裕明「からかわれ、さらされる『身体』と『論理』 

――あるディスコース空間にしくまれ、つくられる性差別現象の解読」 

 

Ⅰ 好井論文の概要 

好井論文が執筆されたきっかけは、好井の勤務先の大学で男女差別を巡る討論会が行われれ、

同僚教員からそのビデオ映像を預けられたことにある。同僚教員のコメントと依頼は、「見るか

ぎり女性の主張が圧倒的に勝っているのに、印象としては男性が勝っている」（p.234）。なぜそ

ういう印象をうけてしまうのかエスノメソドロジーによって読み解いてもらいたい、というもの

であった。したがって好井は討論会の現場にはたちあっておらず、検討対象はあくまでそのビデ

オ映像のみだった。そして好井もその映像記録から、依頼者と同様の印象を受け取ったのだとい

う。 

討論会は次のような形式で行われた。主催は学友会の人権推進委員会、会場は学内の講義室、

中央に男性の司会者（素性の記載はない）がすわり、討論参加者として男女学生が 3 名ずつそれ

ぞれ二手に分かれて長机の前にいる。ほかに聴衆（人数や構成等の記載もない。）がいた。ビデ

オ映像を提供した教員の位置づけついても記載はない。討論の時間は約 70 分であった。 

以上の形式のもとに実施された討論会を対象にして、好井論文はつぎのように構成された。付

された表題だけを列挙しておく。 

１ 「男女の不平等」をめぐる学生討論会 

２ 討論会の全般的な特徴 

1 討論の形式的特徴 

2 討論の概要 
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3 討論空間の非対称性 

(1)司会（男性）がつくる男性の優先性 

(2)男性の「語り方」――聴衆への共犯関係の強制 

３ からかわれ・さらされる女性――トランスクリプトからの例証 

1 〈からかい〉と〈皮肉り〉――「かわいい奥さんもらって」 

2 〈さらし・からかう〉――「ちょっと、まてやぁ、このミニスカート、…（略）」 

3 〈からかい・撤退し・からかう〉――「俺たちはレイプやったらあかん派やなぁ」 

４ “螺旋運動”としての批判的エスノメソドロジー 

やりとりされた討論内容を好井の整理にしたがって記すと、おおむね次のようであった。 

まず今の世の中で男と女のどちらが得をしているかというトピックから討論ははじまった。男

性のほうからは、パチンコ屋やガソリンスタンドにレディースデイがもうけられる、デートで女

性が金を払わず男が損をしている、自治会やサークルなどでもしんどい仕事はいつも男性にまわ

ってくるなどの言い分が投げかけられる。それにたいして女性のほうからは女子学生の就職率が

悪いという現実のあることや、家のなかでの日常的な細かい気遣いなどを含めてさまざまな家事

の負担が女性にかかっているなどの反論がある。このあたりまではさほど差し障りのないやりと

りであったが、男性のほうから、女性たちは派手な服装や化粧をすることで男性に媚びを売って

いるではないかという発言があったあたりから、徐々にやりとりは深刻になってくる。ついには

「そんなかっこうで夜道を一人でふらふら歩いていて、痴漢やレイプにあっても自業自得だ」と

いう意味の発言があるに至って対立は決定的になった。女性の一人から、自分は日常的にレイプ

に対する恐怖感を抱いており、多かれ少なかれ女性に共通すると思うこと、その点を男性は理解

してほしいという発言もある。その後すこしばかりのやりとりがあったあと、時間がやってきた

ので討論会はなかば強制的に打ち切られた。 

この好井論文のテーマは「男女の不平等」という事象そのものに対する好井の論評ではなく、

あくまでこの問題をめぐって男女討論者双方がどのような方法（戦術、と言い換えてもよい）に

より討論を行ったかということへの分析にある。そして好井は上述したように、その討論全体か

ら、男性のほうが勝っているという印象を受け取った。したがって好井論文を対象とする最も主

要な論点は、男性たちがなぜそのような印象を好井に――同時に依頼者である教員にも――与え

ることができたのか、という点に関する好井自身による解明でなければならない。すなわちすで

に述べたように本稿の課題は、好井がどのような「方法」を通してわれわれ読者に好井自身の見

解を伝えようとしたのか、というところにあることを再度確認しておきたい。 

好井は以上の討論におけるそれぞれの主張内容に対しては、直接の論評をしない。そのかわり

に討論全体に関して、大きく二つの特徴を指摘した。 

1）討論および会場全体にみられる男性の優先性（上記構成の「２－3－(1)」にあたる） 

司会による進行のさせかたにおいて、無意識にではあるのかも知れないが随所で男性の優先性

が表現され、それが討論の大枠を男性優位のものに作りあげてしまっていた。一つは自己紹介の

順序が、男性→司会（男性）→女性というふうに、討論会のテーマからずれる形で指示されたこ

と、二つ目は、女性の側からまず不平等についてトピックを提示してもらいそれに男性が反論す

るという進行方式を説明したにもかかわらず、実際には最初の発言が男性の側に指示された、と

いう二つの観察事実をあげた。ただこの点についての具体例としては冒頭部分での司会の発言に

限られており、全体としては「男性の優先性を、その場その場でつくりあげていることが、ビデ
、、

オ映像からは明らか
、、、、、、、、、

なのである」（p.243）と言うに止まっている。 
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2）男性討論者の語り方に見られる特徴（上記構成の「２－3－(2)」に対応） 

実際の討論場面において男女双方には対照的な相違が見られた。女性の場合には討論相手であ

る男性たちに向かって語りかけるか、女性同士で確認し合うような語り方が中心であった。それ

に対して男性たちの場合は、直接女性にむけられる言葉による応答のほか、フロアの聴衆に語り

かけたり視線をむけたり不特定の誰かを指さしたり、というようにさまざまな身体表現をともな

う訴え方が目立ったという。そして〈おとしめる‐おとしめられる〉〈からかう‐からかわれる〉

〈さらす‐さらされる〉という男女間の非対称的な関係をあらわす言葉が集中的にこの項で使用

される。そしてこれらの言葉で表される具体的な語りや身体表現が最大限に駆使されることによ

って、第三者であるはずの聴衆を次第に巻き込んでいったという状況が描かれる。こうして男性

討論者たちは女性たちを圧倒することに成功したのだという。 

これら 2 点の特徴に関する好井の論述は、比較的淡々と進められたそれまでの叙述にくらべる

とはるかに分析的である。むしろこの部分にこそ好井論文の主張があるとさえいってよい。ただ

重要なキー行為として示される〈おとしめ〉〈からかい〉〈さらし〉のうち、最も中心に置かれ

るのは後述するように〈からかい〉である。〈おとしめ〉の位置はさほど高いといえず、具体性

にも乏しい。またタイトルとして二つ並べられたうちの〈さらし〉は実際の場面に登場するもの

の、これも全体を包摂するほどの広がりや強さはあまり持たないといえる。 

以上の特徴がどのような読み取りによって導き出されたのか、具体的なデータに基づいて例証

されたのがつぎの「３」である。一般にエスノメソドロジー分析のために文字化されたデータは

トランスクリプトとよばれるが、本論文では三つの場面からそれぞれ相応の分量をもって作成さ

れた。ここには言葉による相互のやりとりのほか、相手の発言途中での割り込み発言、いわゆる

「ト書き」に相当する身体表現、沈黙状態の発生、場内の反応（主として笑い声）などが、おそ

らく可能な限り詳細に記録されている。ただどれほど具体的か詳細かといっても、データが文字

として提示されなければならない以上、不可避な制約はある。与えられた映像の中から何をどの

ように拾い出すかが、トランスクリプト作成のための最重要関門になるからでである。それゆえ、

私を含めた好井論文の読者たちが直接討論の場に立ち会うこともビデオ映像を見ることもできな

い以上、一定の様式にしたがって作成されたトランスクリプト自体もまた好井の議論の一部を構

成していることを前提に、考察を進めてゆかなければならない。 

 

Ⅱ 解釈と仮説――好井の方法・その 1 

上述した「２－3－(2)」で特徴とされた聴衆への働きかけが実際にはどのように行われたのか、

トランスクリプト（pp.248-249）によって、もう少し具体的にそのやりとりをみておこう。 

一人の女性が、自分は就職したいと考えているのだが、一方で自分のこと、夫のこと、子ども

のこと、近所づきあいや親戚づきあいなどが女性のほうにばかりかかってくる、という旨の発言

をする。もう一人の女性がそれをうけて「男はどうせ仕事のことだけ考えていればいいんじゃな

いか」と続ける。それに対して男性の一人は、仕事のことだけを考えているような男は最近はい

ないとか、たまたま理解のない男とばかり接してきたせいで、マイナスのほうに考えがいってし

まう、と反論する。この反論が現実に女性たちの主張への反論になりえているのか、という事実

認識の当否は別において、注目すべきはその反論にともなう男性たちの身体表現である。この発

言の際に、彼はまず他の男性に目をやって同意を求めるそぶりをし、次に「フロアーに視線を向

け、顔を前に少し出し、フロアに訴えるしぐさ」をする。さらに続いて「両手を前に出し、手を

あわせるというしぐさをしながら、フロアーに視線を向けながら、フロアーに向かって同意をえ

るように」、「ちゃんと嫁さんと一緒にがんばっていこうって。ねぇ」と発言する。すると二人
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目の男性が、女性たちが視野をもうすこし広げれば「俺らみたいに理解ある男だっておるんやか

ら」と説得発言をおこなう。三人目の男性もまたそれに同調する発言とともに、ここでもまたフ

ロアーを意識した身振りをする。さらになかの一人は直接フロアーにむかって、聴衆自身からの

発言を求めるという場面さえあった。 

以上のようにこの部分では男性三人の発言内容ばかりでなく、フロアーにむける身体表現にお

いてもまた見事に連携がとれていたことが読み取れるであろう。好井はこのように積極的な身振

りをともなう応酬を 

ここで男性たちは、聴衆を巧みに自分たちの“サイド”にとりこんでいく。女性たちの主

張に対して、そんな男はいまどきいない、と直接反論しても、やりとりとしては展開可能な

場である。しかし、男性たちは互いに協力し、聴衆に自分たちの反論への“同意”を強制し

ていくのである。（中略）男性たちは、聴衆に同意をゆるやかに強制していくこうした方法

をさかんに討論のなかで用いていたのだ。（pp.243-244） 

と総括した。ここで好井が述べた「直接反論」は、相互のやりとりの言葉部分だけをとりだせば

そのとおりなされていたといえるはずである。それゆえ好井がこのやりとりにそれ以上の意味を

見出したとすれば、男性三人が協同して行う聴衆への働きかけという身体表現および言語表現へ

の観察が根拠の一つになったと考えなければならない 3)。もっとも好井がこのやりとりを、男性

から女性への〈おとしめ〉と位置づけたことにはいささかうなづけないものがある。なぜならば、

討論相手の主張を事実に反するとか矛盾があるとかいう理由で否定的な評価を述べることは、討

論としてごく真っ当な手法であり、それを〈おとしめ〉というにはあたらないからである。実際

〈おとしめ〉という言葉は、このくだりに登場するだけで、以後はまったく姿をあらわさない。

それにもかかわらず上記の好井の指摘は重要な意味をもっている。ただそれは〈おとしめ〉より

はむしろ〈からかい〉の文脈で語られるほうがはるかにふさわしいと私は考えている。 

ともあれここまではビデオ映像を実際に見るのでなければ十分には理解できないかもしれない、

エスノグラフィックな叙述と分析であった。ところがつぎにあげたい討論場面は、身体表現をほ

とんど前提にしない純然たる会話分析である。 

さきに述べたように、エスノメソドロジーは分析にあたって〈いま‐ここ〉という時間と場に

きわめて大きな意義を見出そうとすることを特徴とする。好井もまた、つい聞き過ごしてしまい

そうなやりとりを微細に分析することによって、互いの言語表現が今まさにその場で生起してい

く様相を描きだす。分析の一例をあげてみよう（以下 pp.248-249．Fは女性、M は男性を表す）。 

F：女の人が社会に出てね、働こうと思ったら、がんばることがたくさんありすぎるんですよ。

たとえば、私が就職したいのは、就職したいからしたいんだけど、就職して、結婚して、

… 

M：まぁ、できればね 

F：うるさい（場内爆笑）。結婚して、自分のことと、だんなのことと、子どものことと…（後

略） 

この発言はさきほどの、男性の無理解や非協力をめぐるやりとりの直前部分にあたる。読んだ

とおり Fの発言に対して M は「まぁ、できればね」と一種の〈からかい〉で介入し、F はそれに

「うるさい」と切り返す。好井はこの種の〈からかい〉はそれだけをみれば日常的にみられる類

のものだという認識を示す。つまり双方の関係の親密さが互いに了解しあえているような場合で

あれば、特に深い意味のないジョークにすぎないという一般的な理解も可能であるはずだと、い

ったんはいうのである。 

しかし好井はその一般的な理解に満足しなかった。好井が注目するのは、さきほどのやりとり
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のしばらく後になされた Fの次の発言である。 

F：じゃあ、あんたたちがね、結婚して、かわいい奥さんもらって、まぁぶさいくかも。 

M：（何かを応答し、場内爆笑） 

好井はこの F発言を〈皮肉り〉と称したうえで、その〈皮肉り〉がなぜここで生じたのかを分

析しようとする。その問いに対しては二つの仮説が示された。 

①男性たちが述べる家庭や家族のイメージ、男性中心とした「しあわせな結婚、家庭生活」イ

メージがあまりにもステレオタイプであり、その問題性を直接指摘するよりも、ゆるやかに

皮肉ったほうが効果があると、Fは考えた。 

②さきほどの応答における「まぁできればね」という M の〈からかい〉発話に対抗するかたち

で、F によるこの〈皮肉り〉が生起した。 

これら二つの仮説のうちから、好井は明らかに②のほうにより高い妥当性を見出している。そ

の選択の根拠が直接に示されるわけではないが、好井のつぎの判断は、好井自身の思考方法をよ

く表していると考えられる。 

討論の全般をみるかぎり、こうした〈からかい〉〈皮肉り〉の応酬は、よくみられた。そ

れは、一方的になされるのではなく、双方がやりあい、やられれば、やりかえす、という形

でいわば〈からかい〉のバランスとでもいえるものがある。このケースもその応酬といえ、

F も、さきに受けた〈からかい〉に応酬するために「かわいい奥さんもらって」と男性たち

を〈皮肉った〉のかもしれない。（p.250） 

これら二つの仮説にはどのような違いがあるのだろうか。好井の見解を要約すれば、①のほう

は男性側の認識に大きな問題があると女性側はとらえ、その問題性をより深く認識させるために

は〈皮肉り〉のほうが効果的であると女性発言者は判断した、というものであるといってよい。

つまりその〈皮肉り〉の意図が実際上どれほど男性に伝わるかは別にして、相手の理性に訴え刺

激するという方法をとったのだ、という説明の仕方となっている。それに対して②のほうで摘出

されたのは、「応酬」という言葉が使われたように、まさしく言葉によるけんかである。「やら

れれば、やりかえす」という、〈いま‐ここ〉でなされていることへの、〈いま‐ここ〉での瞬

間的な反応がこのようなやりとりを生起させた、という説明の仕方である。 

しかし対抗する二つの仮説のどちらのほうにより高い妥当性を見出したかという点についてい

うならば、決定的な根拠が示されたわけではかならずしもない。①に関していえば、男性側のそ

うしたステレオタイプ・イメージは、この部分以前から頻繁に呈示されていて、討論の終わりま

でほとんど変わることがなかったと、好井はいう。いっぽう②に関しては、討論の全般を通じて

このような応酬が随所にみられたという好井の観察が根拠になる。それにもかかわらず②が選ば

れたのは、この論文での記述にみる限り、推論の原則に関する好井の嗜好 4)が〈いま‐ここ〉を

より重視する側に傾いていたから、というほかないのである。 

以上、眼前にある事象に対する好井の分析方法について、ここまでの考察で判明したこととを

あらためて整理しておく。①討論会場の外に存在しているはずの一切を考慮することなく、ただ

〈いま‐ここ〉で生起され続けている事実だけに焦点をあわせつづけること。②やりとりの一部

だけを単独で取り出し、一般的で分かりやすい通念などにしたがって理解してしまうのでなく、

できるだけ広い討論の文脈においてそれを検討すること。 

もっともこれら 2 点は、エスノメソドロジーの、とりわけ会話分析という方法に忠実にしたが

っていたという指摘をとくに出るものとはいえない。だがもう一つ大事な問題が認められた。結

論という形をとる学術的仮説は、いつでもデータそれ自体から一意的に導き出されるとは限らな

いということである。むしろ可能ないくつかの対抗する仮説をあげ、そのなかでもっとも妥当性
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の高いそれを選ぶという段階を経るという手続きが、論文の説得性を担保する。ただ困難なのは、

妥当性の高さに対する判定規準である。好井はその段階で十分な根拠をあげることをしなかった

が、それでもその背後に〈いま‐ここ〉でというエスノメソドロジーの原則が見え隠れしていた

ことは認めてよいであろう。 

なお好井の論述には、〈いま‐ここ〉において生起されるやりとりの仕組みを指摘するだけで

終わらず、それが聴衆を引き込むのにいかに効果的だったかを分析した続きがある。応酬として

のバランスがとれてはいない、というのだ。M による〈からかい〉が女性の願望を全否定する可

能性をもつのにたいし、F からの〈皮肉り〉は男性にとっての実現可能な想像をまったく否定す

るものではなく、軽く〈皮肉る〉程度で終わってしまっていると好井は判定した。つまり「形と

しては『応酬』となっているが、討論の展開の〈いま‐ここ〉にこうした発話が組み込まれてい

る以上、それらは、圧倒的な効果の違いが、そこでつくりだされている」（p.251）という。すく

なくとも好井はこのくだりのやりとりを以上のような文脈でうけとめ、「男性が勝っている」と

いう印象の根拠としていることが理解できるであろう。 

 

Ⅲ 実験室――好井の方法・その 2 

好井がこの討論会において発見した重要なことの一つは聴衆という存在であった。男性たちは

様々な方法を駆使して、聴衆を討論の当事者として引き込み、かつ味方につけることに成功した、

ということは、すでに指摘したとおりである。そこで次にはこの結論をめぐって、これまでと全

く異なる観点から考察してみよう。 

仮にこの討論が街角とか公園の一角でおこなわれていたとしたら、どんな展開になるだろうか。

最も異なる点は、一定の聴衆が存在しなくなるということである。通り過ぎる人びとは、数人の

男女が何か言いあいをしていると横目で眺めながら通り過ぎていくだけであろう。ところが会場

に使用された講義室という閉ざされた空間は、そうではなかった。もともとが討論に耳をかたむ

けることを目的として集まった聴衆である。そしてきわめて重要な事実は、聴衆が単なる聴衆と

いう位置にとどまることなく、独自の方法でこの討論会という状況を生成する一員になった。つ

まりこの討論会の当事者として、互いに意見を述べあう男女三人ずつの討論者のほか、聴衆も加

わることになった。結果として、エスノメソッド（人びとの方法）が駆使される組み合わせが二

通りから三通りに増加し、これら三者だけのあいだで種々のコミュニケーションが展開されるこ

とになった。言い換えれば、好井にとってこの討論会場は外に閉ざされた、しかし観察に十分値

する一種の実験室
、、、

に変貌したのである。そしてこの実験
、、

における最大のポイントを「発見」とい

う言葉で表すならば、再三述べてきたように「聴衆」という存在とその役割であった。 

男性女性間の討論が必ずしも正面から立ち向かうものではなく、微妙なずれがあったことはす

でにみてきたたとおりである。問題は聴衆と討論者との間のコミュニケーションである。これに

ついても好井は詳細に触れている。彼が注目したのは討論者と聴衆たちとのあいだで行われた、

具体的な相互行為であった。男女討論者たちのそれぞれが聴衆の前にたち、男女差別のありかた

を実例をまじえながら意見を述べ、自分たちの意見の正当なることを訴えようとする行為に集中

していたとするならば、聴衆は討論の第三者であるにとどまって、聴衆との間に何らの相互行為

は生成されなかっただろうし、好井の関心をひくこともなかっただろう。 

もう一度全体を整理しておくならば、男性側は女性のたちの発言に対してしきりに〈からかい〉

をなげかけて直接の論争を回避しようとしただけでなく、セクシャルな笑いを喚起させることに

よって聴衆を自分たちの“サイド”に引き込もうとした。この戦術は見事に効を奏し、ビデオ映
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像をみた二人の教員にさえ「男性が勝っている」という印象を持たせたのである。 

ここまでの好井による読み取りは十分に説得力をもつものであった。好井論文の質の高さを示

す論旨の展開があったと評するにやぶさかではない。 

だがここで一つの疑問が生じてくる。たとえ司会の進行ぶりが男性側にいくぶんかの優位性を

もたらしたということはあったにしても、討論者たちにゆだねられた限りでは条件は同じだった

はずである。それにもかかわらずなぜ男性たちは討論において女性たちを圧倒することに成功し

たのか、女性たちはなぜそれができなかったのか、ということへの理由である。それが具体的な

討論戦術の違いにあったと好井に指摘されたとおりであることを、ひとまずは承認しておこう。 

それでは男性側討論者たちは、そのように巧妙な戦術があることをどこで知り、またそれを適

切に使いこなすスキルをどのように身につけたのだろうか。反対に女性たちはなぜそのことを知

らなかったのか。あるいは仮に知っていたとしても、あえてその戦術を避けただけなのだろうか。 

そのようにつめてくると、考え得る最良の答え（＝仮説）は、男性側は自分たち優位の男女差

別が日常的に存在する社会環境において学んできたから、ということになるのではないか。好井

は最後の節で、すこし違った文脈で、この環境について述べている。好井がたまたま見た TV ド

ラマの冒頭と終了の場面で、男性主人公が女性職員の尻をさわるというシーンが登場しているこ

とに触れ、ドラマの開始と終了のアクセントとして積極的に利用されていると言う。つまり「端

的にいって、こうしたセクシャル・ハラスメントや性的からかいを積極的に容認していく日常を、

わたしたちは生きている」（p.263）と言う。このエピソードは現実を反映したシンボリックな虚

構にとどまるが、実例はいくらでも見聞することができる。東京都議会の本会議において、ある

女性議員が女性の社会的活動環境の不備に関連して晩婚化対策少子化対策等の質問をしている際、

複数の男性議員から「早く結婚すればいいじゃないか」「まずは自分が産めよ」などのヤジが飛

んだという一件があった 5)。このヤジは異なる意見に反対する不規則発言というよりは、あえて

侮辱するためになす、つまり好井がいうところの〈おとしめ〉発言にほかならない。議会という

最大限に公共の場においてさえこの類の言動は蔓延しているのである。すなわち男性討論者たち

はこうして身につけてきた日常性を、この実験室
、、、

においてものの見事に再現してみせたというこ

とにほかならない。 

さらにもう一つ指摘しておくならば、聴衆の笑いを喚起することによって徐々に味方にとりこ

んでいくという戦術も、じつは人びとによく知られた方法である。好井論文を読みながら私が思

い出していたのは、映画「アラバマ物語」の 1 シーンであった。アメリカで黒人差別がまだまだ

過酷な時代、南部の小さな町で一人の黒人が白人女性に暴行を働こうとしたかどで告発され、裁

判にかけられる（映画の描写から読み取れる限り、それはあきらかに冤罪であった）。裁判所の

1 階で椅子に座ることができるのは白人だけであり、黒人たちは 2 階のベランダ様の場所から立

ったままで傍聴するほかはない。陪審員たちも全員が白人である。保安官と裁判長は中立的な姿

勢を保っているように描かれている。まず被害者とされる女性の父親が証言席に座り、白人検事

から簡単な証言を求められる。それが終わって主人公である弁護士アティカス（白人である）が

反対尋問のために証言席に近づこうとしたとき、早くも退場しようとした父親と肩どうしがぶつ

かってしまった。父親はその瞬間、何とも言えない笑い声をあげながら傍聴席全体を見渡した。

これに呼応するかのように、傍聴席のほうからも笑い声がおきた（ただし画面には現れず、声だ

けだったが）。このシーン、せまい机の間を二人が同時に通り抜けようとしたため、すれ違いざ

まにおきた偶発的なできごとととれないこともない。けれども直後のなんとも言えない顔つきと

挑発的な笑い声、そしてここでは紹介しないが、そのあとの少々いやみを含んだセリフから、む
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しろ意図的な行為であったと見るほうが妥当であるように思える。 

この映画の 1 シーンと、討論会での男性側討論者と聴衆の笑いを介した相互行為は見事に符合

するといわなければならない。映画のほうはあくまで演出上のできごとだから、登場人物自身の

方法でないのはもちろんだが、監督はこのような方法があることを知った上でそれを意図的に再

現したことは間違いない。言い換えれば、〈からかい〉と笑いの呼応関係は、好井が新たに発見

したわけでも、エスノメソドロジーという手続きが必須だったというわけでもない。つまりエス

ノメソドロジーによってはじめて発見される事実など、ほとんど存在しないのだ。エスノメソド

ロジーが、自明のこととして社会のなかに埋没していた「人びとの方法」を白日のもとに引き出

すところに目標を定めているのだとする以上、それは当然である。 

そうだとするならば、好井がこの論文において見出したこととはいったい何だったということ

になるのだろうか。けれども好井はそれを直接には語らない。そのかわりに、これから先にある

べき課題という形で語ろうとする。だがその前に私のほうから一つだけ指摘しておかなければな

らないことがある。エスノメソドロジーがしきりに強調する〈いま‐ここ〉は、文字どおりの〈い

ま‐ここ〉だけで成り立つことなど決してないはずなのだ。たしかにその瞬間、その場所で行わ

れていることを〈いま‐ここ〉という言葉で表現することは可能である。しかしその〈いま‐こ

こ〉は、多様な日常のなかの一コマとしてのそれであるにすぎないし、さらにはもっと長い生活

史の結果としての〈いま‐ここ〉であるともいわなければならない。この討論会における〈いま

‐ここ〉がそれだけの背景をもちながら成立していたにちがいないことは、さきほど指摘したと

おりである。その点をふまえたうえで、好井の一見相反する二つの文章を引用しておくことにす

る。 

・日常的に差別現象を構成する常識的推論、ひとびとの方法。そうしたものは、それだけ独立

してどこかに存在しているのでない。つねにひとびとが生活する〈いま‐ここ〉に息づいて

いる。(p.263) 

・エスノメソドロジーは「ローカリティ(locality)」に注目するという。このローカリティとは、

まさに個別具体的な生、すなわち生活史的基盤をもつ個人が“生きてある”その場そのとき、

ということなのだ。そこには、もちろん複数の“生活史的知”が錯綜し、あるいはせめぎあ

う。こうした“せめぎあい”をどうトピックとして解読し得るのか。「よりローカルに根ざ

した自明なるもの」の主題化というさらなるエスノメソドロジー的問題だ。今のところ、わ

たしには、この問題に対して、これは、という「処方」もないし「解法」もない。ただ「解

法」にいたる一つの手がかりとして考えているのが、ライフヒストリーの“実践”であり、

ライフヒストリーを語ること、聞き取ることがもつ“思想”だ。（好井 1998 p.52） 

エスノメソドロジーは〈いま‐ここ〉の積み重ねこそが日常を生成していくのだと主張する。

その主張に私も全く異存はないし、そのための方法論にも関心をもった。だがそれを反対側から

みていくこともできるはずだ。すなわち人びとの日常の一断面として以外に〈いま‐ここ〉は決

してありえない、ということである。たとえてみるならば、戦略も戦術もないその時その場での

ボールの蹴り合いでしかないサッカーを観戦させられるほど退屈な体験はないということだ。 

 

Ⅳ 文体――好井の方法・その 3 

本稿で読み解こうとするテーマは、論文執筆という行為における「人びとの方法」そのもので

あった。私は好井裕明の論文を素材にして「方法」を読み解くことにつとめてきたわけだが、好

井論文に限っていえば「人びとの方法」は三つのレベルで表れたことになる。最表層には好井に

よって解き明かされた討論者たちによる「討論のための方法」があった。それが好井論文が目的



10 

としていた好井による解答にほかならない。したがってその次の層には、この問題を解くため好

井自身によって意図的に選択され論理的に駆使された「解答のための方法」がなければならない。

前節までで、読み手としての私が読みほどきを試みたのはここまでであった。だが論文執筆者の

立場に立った場合、論理的実践としての「方法」はここから直ちにいかなる前提もなく始まるは

ずはない。なぜなら一本の論文を書くためには、論者自身の立っている場所がなければならない

からである。科学哲学上、その場所のことをパラダイムなどと呼ぶこともある。ただこの言葉は

一定の研究者集団や学術的潮流を前提とした概念であるから、本稿の文脈に必ずしも添うとはい

えない。わたしが目を向けたいのは、著者個人のより深いところで機能しているはずの思考の形

式である。それは普通、なかば無意識のうちに内在しているものであろうから、著者自身に直接

語らせることはあまり期待できない。そこでわたしはそのような「方法」を、文章で著すという

表現実践そのものをとおしてすかし見ることはできないかと考えてみた。それが「人びとの方法」

の第三のレベルである。 

通常、学術論文において「方法」といえば資料の収集と提示、解釈、推論、全体の章構成など

をさすことになる。けれども私がここで最初に考えてみたいのは、この論文における表現方法、

つまり文体である。だがそもそも文体は「方法」の範疇に属するといえるのだろうか。まずはこ

の点について一言しておかなければならない。 

読者の側に立つならば、読み手はその論文に表れた文体を通して当該論文に接することが最初

の段階になる。地の文に限っても論文で通常は常体文が採られることになるが、例外的に敬体文

が使用されるここともある。日本語論文である以上、和語が主体になるのはもちろんであるにし

ても、そのなかで漢語や漢字の使用頻度はどのくらいになるか。一文の長さをとっても長短さま

ざまがある。淡々と叙述を進めていく文体もあれば、さまざまな、ときにはきらびやかなほどの

修辞法が駆使される論文もあるだろう。 

執筆者の側に立つとそこに各種の学術用語が入り込んでくることになる。類似の意味をもつ用

語に対しても、学統上の立場によって選択される語彙とその表記方法はことなってくる。もちろ

んそれ以前に、学問分野によって学術用語のスタイル自体に大きな違いがあるだろう。自然科学

系の論文において学術用語は意味内容が厳密に定義されるのが普通であるから、用語の使用法に

ついて執筆者にそれほど裁量の余地はない。それに対して人文科学系では必ずしも厳密な用語使

用を強制されるとは限らないし、それ以前に用語の厳密さ自体に限界がある。それでもなんとか

意味を推測することは可能だったりすることのほうが多い。 

哲学者の廣松渉は、哲学における文体について興味深い指摘を行っている。西洋の哲学者たち

による専門用語の使用は意外なほどに少なく、ほとんどが日常的な用語であるという。それでも

哲学の文章が難解になるのは特殊な単語を使うことによるのではなく、意味が日常的な用法とズ

レているためなのだというのである（廣松 1988 p.8）。このズレという点だけをとってみれば、

後述するように隠喩の多用という形で好井も採用する文章技法となる。 

廣松の指摘は、哲学研究における方法と文体との直截な関係を語るものとして受け止めること

ができよう。それに対し、両者の関係を人文学一般における必然として指摘したのは長谷川一で

ある（長谷川 2008）。長谷川は卑近な例として、ある論文が「そんな浅薄な発想じゃ、しっかり

した論理の枠組みにならないよ」と批評されたとするとき、その発言は隠喩に依存しているとい

う。なぜなら「浅薄な発想」は紙のように薄っぺらい格好をした物体としてイメージされている

だろうし、「しっかりした枠組み」はコンクリートを固めるときに用いられるような堅固な型枠

のようなものとしてイメージされるに違いないからである。そこから長谷川は次のように主張す

る。 
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比喩は、一般に漠然とそう信じられているような修辞上の装飾であるとはかぎらない。な

かでも隠喩は、人間が認識し思考するうえで、けっして欠くことのできない基盤を織りなし

ている。（中略） 

隠喩とは、事物を別の事物に置き換えるのではなく、事物と事物を結ぶ関係に注目し、さ

らに別の事物間の関係とのあいだに共通性を見いだすことで成立する。したがって、隠喩は

つねに、隠喩によって成り立っている概念を意味するのだ。（長谷川 2008 p.5） 

言い換えれば人文学における論文とは、たとえば数学などにおけるように論理記号と推論規則

だけでなりたっているわけではないのだ。書き手にしてみればそれ以外のさまざまな文体上の工

夫が主張の一部分をなしていることになるし、読み手にとっては地の文章部分と学術的な分析部

分のどちらにしても、最初に文体をとおして書き手のメッセージを受け取るほかないのである。

その意味で「文体」は「方法」の一部分を構成していると確信しうる。 

日常語 最初にとりあげたいのは、討論というこの場での相互行為自体を語るための言葉である。

男女双方ともにそれなりの工夫があるのだが、本論文で最も重視されるのは「からかい」「さら

し」という二つの語である。どちらも「からかう」「さらす」という形で男性から女性に働きか

けが行われ、そこからこの場において差別が生成されていく様相が描かれる。しかし論文タイト

ルに採用されたのは「からかわれる」「さらされる」という受動態のほうであった。女性を主語

とするこのような使用法が、はからずも好井の立ち位置を示している。 

このほか男性側からの働きかけとして「おとしめる」があり、女性側からのこのレベルでの数

少ない働きかけとして「皮肉る」がある。この四つの言葉のうちでもっとも頻繁に使われている

のは「からかう」であり、男性側からの討論戦術の中核をなしていたことがわかる。それに対し

て女性側からの討論戦術はあまり詳しく記述されない。わずかな例外として女性側による「から

かい」「皮肉り」が指摘されるが、あとは包括的に「理屈や論理的な説得性」(p.235)があげられ

るに止まっているといってよい。つまり男性側の討論戦術は、基本的に日常語彙の範疇によって

叙述されていることがわかる。一例を引用してみよう。 

女性たちが語り議論を深めたい不平等な事実やそこにはらまれる論理、情緒が、男性たち

に〈からかわれ〉続ける。聴衆は、この〈からかい〉に“適切に”反応し、あるときは、率

直に〈からかい〉を笑い、あるときは、男性たちの“過剰な”〈からかい〉を「そこまで言

うのか」「それは言い過ぎではないのか」と言った意味をこめていると思われるようなざわ

めきの「笑い」で応答する。 

〈からかい〉に対して、そのまま承認して「笑おう」と、抵抗を示しつつ「冷笑」しよう

と、〈からかい〉を〈からかい〉として成立させていることに基本的に変わりはない。聴衆

の多様な笑いが男性による〈からかい〉にちからをあたえているのだ。(p.245) 

この引用にある各種のカッコはすべて原文のままである。しかもこの数行の引用のなかで〈か

らかい〉は 8 回にもわたって登場するのである。つまり実際のからかい方表現 6)はそのたびに異

なっているにしても、戦術としてのあるいは概念としての〈からかい〉がいかに有効に機能して

いるかを語った一文である。 

ところで通常の学術論文ならば、これほど重要な機能をになわされた概念を和語や日常語で表

記することはないだろう。しかしそれをたとえば「揶揄」というような、普通には使われること

がない漢語で記述した場合とくらべて、読み手の印象はかなり違ってくるにちがいない。なぜな

らば私たちは日常生活のなかで人を「からかう」ことはあっても、「揶揄」することはほとんど

ないと考えられるからだ。「揶揄」は大半の読者にとって単に言葉として知っているにすぎない

だろう。いっぽう「からかい」はどんな状況で用いられ、あるいは用いられてはいけないか、肯
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定的否定的のどちらにしろどんな人間関係を前提とし、そこからどんな人間関係を生みだすか、

それらすべてをほかならぬ読者自身が身につけている言葉である。だから論旨のポイントとなる

概念をあえて日常語で表現することは、大きな意味をもつと言わなければならない。この討論の

場合、〈からかい〉は単に討論相手が主張する論理を冗談交じりに反論しているだけでなく、相

手の存在そのものの価値を否定するという効果をも持ってしまうのだ。それゆえ〈からかい〉は

好井があげたもう一つの〈おとしめ〉に通じるものをもってしまうことにつながる。 

つまり男性たちによって働きかけられる行為が、読者自身が微妙な意味合いにいたるまで熟知

している言葉で語られることによって、好井の判断は強いリアリティを獲得し、その正しさを読

者に訴えかけてくるにちがいないのである。 

ほかの三つの言葉、「さらす」「おとしめる」「皮肉る」に対応する適切な漢語表現を思い浮

かべることはなかなか難しいので、好井にとって日常語による表記はやむを得ない選択であった

かもしれない。しかし訴求効果という点から考えるならば、なかば概念語――むしろキーワード

と言ってよいかも知れない――化された日常語彙の頻繁な使用は、あきらかに好井自身にとって

のエスノメソッドの範疇に属すると、私は考えている。 

隠喩 学術語としての響きの弱い言葉群は、好井自身が考察を重ねていく文脈でも多用される。

いささかくどくなりそうだが、いくつかの実例をまず挙げてみることにしよう。なお、以下の引

用で各種のカッコは原文のまま、該当部分を示す傍点は筆者が付したものである。 

・聴衆はこの〈からかい〉に“適切に
、、、

”反応し、あるときは率直に〈からかい〉を笑い、あると

きは……ざわめきの「笑い」で応答する。(p.245) 

・聴衆が理解できているか否かは、関係がない。先に述べたような、聴衆を自分たちの“サイド
、、、

”

にとりこんでしまうという方法の行使である。(p.254) 

・「女らしさ」という言葉は、いったん女性の説明によって意味をこめられていたのが、M1 の

発話以降、司会の整理をとおして、ゆるやかに
、、、、、

かつ確実に“脱色
、、

”されていくわけである。こ

の状況で M2 は意味が“脱色
、、

”され空虚
、、

となり討論空間
、、、、

を浮遊する
、、、、

「女らしさ」にさきにあげ

たような女性に対する偏見を一挙に充填する
、、、、

形で、当該状況で問題とすべき「女らしさ」の内

容を強引に転換し、F3 を〈さらし・からかっていく〉のだ。(p.256) 

・「痴漢とかレイプ」という言葉が空間に放出される
、、、、、、、、

。(p.258) 

・F1 の発話は男性の〈からかい〉による応酬の“いきおい
、、、、

”を一挙に減退させていく。(p.259) 

・「俺たちはレイプやったらあかん派やなぁ」と自らを“戯画化
、、、

”し、〈からかわれる〉対象と

して、討論の〈いま‐ここ
、、、、、

〉7)から撤退
、、

していくのである。(p.259) 

・このテーマ（レイプに関するやりとりをさしている）を男性たちの〈からかい〉の次元に回収
、、

する
、、

ことも成功していない。(p.260) 

さらに改めて最初から好井論文を読み直してみれば、論文タイトルそのものからしてきわめて

隠喩的であることにも気づくであろう。このような修辞技法の多用は、文体に関する著者の好み

に属する一面がなくもないとはいえるかもしれない。しかしいっぽうで第 3 節に置かれた、トラ

ンスクリプトにもとづく例証・考察のくだりにこのような表現が頻出してくることも見落として

はならない。すなわち好井による具体的な解析作業は、これらの（もしかしたら意図的な）修辞

法と密接不可分に行われているというべきなのだ。 

一般にアカデミズムに属する文章において、このような文章技法は忌避されるのが普通である。
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一つは隠喩法に用いられたことばは日常語であることがほとんどであり、日常語であるがゆえに

学術上の厳密な定義・概念化とは相容れない。二つ目には、隠喩という技法においては表現の解

釈が読者にゆだねられ、言葉の意味の幅を広くあいまいにしてしまうからである。反対側から見

れば、好井は明確に定義された学術用語や専門用語、概念化された語を用いて自分の主張の正面

突破をはかろうとするのでなく、あくまで日常用語をとおして読者がみずから納得するという方

法を採用した。つまり有無を言わせぬ言葉で読者を圧倒してしまわず、読者が通常の感覚で理解

できる語彙を多用しながら、そこに少しばかりの違和感を持たせることで読者をとりこもうとす

る戦術を目論んだのである。そのための仕掛けがカッコ書き（＝マーキング）であった。そのま

まではあまりに明快で素通りしてしまいかねない、つまり「自明性」のなかに埋没してしまいか

ねない言葉たちを使って、もしかしたらもう少し異なった角度からの意味を読み取るべきではな

いのかと推量させるための仕掛けといってよい。読者たちは普段から目に慣れた言葉に接しなが

らも、それらの言葉たちに少しばかり躓いてしまい、異なったメッセージを探そうとする。 

だから上述の引用例で「適切に」と言ったとき、それはあらかじめ社会的文化的にあるいは論

理的合理的に正しいとされる答えを言い当てるということでなく、この文脈では、その時その場

で自分に働きかけてきた討論者の意図に添うかたちで、という意味合いが含まれていることに気

がつくであろう。 

さらにもう少し下の引用に現れた「脱色」という言い回しなどは隠喩の典型といえるかも知れ

ない。この部分に対応するトランスクリプトがないので、私の受け止め方も不十分にならざるを

えない。それでも好井の叙述にしたがうならば、女性が主張していた女「らしさ」の内容がおも

に外見的なものでなく、女性としての内面やトータルな存在にかかわるものであったはずが、司

会の整理を含めた討論の進行によってほとんど「消え去って」(p.256)しまった、という状況をさ

しているようである。つまり意味内容を色彩に見立て、「脱色」とはその直前の「消え去って」

に対応する表現であろうと推察できる。そしてある時点までは明瞭な色彩をもち、それゆえに一

定の明晰さをもって存在していた意味が「脱色」されることによって、あてもなく浮遊するだけ

の空虚な何かになり果てていった、というニュアンスがここには込められているのだろう。 

すなわちこれらの論文表現において修辞法はたんなる文体への趣味や飾りなどではない。隠喩

とは言葉を文字どおり、あるいは辞書に書いてある意味どおりにうけとめさせるのでなく、その

言葉を少しずらしたところから解釈しなおさせるための技法といえる。いいかえれば隠喩――あ

るいは修辞法一般にと言ってしまってよいのだが――とは叙述されたことへの読者からの能動的

な働きかけを誘い出すという機能をはたしているのである。 

この文体技法から、私は二つの点に気がついた。一つは好井が別の文脈で指摘した、男性討論

者による討論戦術との相似性である。先述したように彼らはさまざまな言語表現や身体表現を駆

使し、聴衆に討論の場への参加を事実上求めることによって「同意をゆるやかに強制していく」

と、好井は述べていた。隠喩という修辞法もこれとよく似てはいないだろうか。隠喩とは使い手

の意図が受け手である読者に対して確定的に伝えられるというコミュニケーション技法ではない。

読者もまた言葉の意味の生成への参加を要請されるのである。しかもそれは強引な参加要請では

なく、まさしく“ゆるやかな”強制にほかならないのである。もちろん使用した「方法」は全く

別物ではあるが、興味深い相似形ではあった。 

そしてもう一つは、さきほどの廣松渉による哲学の文体への指摘である。哲学の文体が特殊に

ならざるをえないことのより根本的な理由について、彼は次のように語った。 

哲学のとっつきにくさ、六ヶ敷さは、しかし、言葉そのものの問題ではなく、根本的には、

それが普通には自明の理とされている事柄をことごとしく掘り返し、往々にして通念に異を
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唱えること、通念的ヒュポダイム 8)を批判すること、この学問的特性に由来する次第なので

す。（廣松 1988 p.9） 

先述したように、哲学研究の文体的特徴は意味のズレの意識的な駆使にあると廣松は語ってい

た。だがその根本には「普通には自明の理とされている事柄をことごとしく掘り返」す作業があ

るのだという。つまり哲学では「自明の理」といい、エスノメソドロジーでは「自明の方法」と

呼ぶ違いはあるものの、日常のなかに埋もれてしまっている「自明」性をあえて対象にするとこ

ろに両者の共通性があることになる。エスノメソドロジー論文が常に文章上の技巧性に富んでい

るとは言い切れないかも知れない。しかし少なくともこの好井論文に関する限り、文体技法の背

景に自明性を巡る問題設定があったという推察は可能かと考えられる。 

以上にみたような読みほどき方にどこまで普遍性を認められるか、一概に言い切れないかも知

れない。しかし論文の「方法」を徹底的に明らかにしようとする試みにおいては、文体をめぐる

分析にまでまなざしが及ばなければなるまいと私は確信している次第である。 

 

結 エスノメソドロジーの可能性、そして論文批評へ 

率直に明かせば、私はエスノメソドロジーに関して全くの門外漢である。これからさきもオー

ソドックスなエスノメソドロジー論文を書く機会などあるとは思えない。ただ何よりも最初に断

っておきたいのは、私はこの好井論文を非常に優れた、説得力あるものとして受け止めたという

実感である。本稿はその実感がよってくる所以の解明を目指したものであり、その一部について

おおよそは示しえたと考えている。その一つは、Ⅱで主題にしたような、いわば一字一句をもゆ

るがせにしない、けれども全体の文脈からその意味を読み取ろうとする姿勢である。そしてもう

一つはⅢで閉ざされた実験室とたとえたような、厳格な条件のもとにおける分析である。その二

つの前提に可能な限り忠実にしたがうことで、好井論文は高い質を達成しえた。そしてエスノメ

ソドロジーの可能性もまた同様であると期待したい。だが同時に、厳格な観察条件はときとして

諸刃の剣にもなるであろう。上述したように好井はすでにそのことに気づいていた。エスノメソ

ドロジーを縛る枠組みは、人びとの日常一般に対してはどこまで有効性をもちうるのだろうか。

その検討はエスノメソドロジストのみならず、フィールドワークという学術研究の方法にたずさ

わる研究者全体に与えられた課題でなければならない。 

さて再び、「序」で表明した学術的著作に対する批評への適用可能性について述べておきたい。

ある一定の前提のもとでは、一般的にエスノメソドロジーの分析方法はきわめて高い可能性をも

つ。そして書評・論文批評という学術的作業はその前提を十分にみたしていると、私は考えてい

る。まず学術書（論文を含んで）を書くという行為は、まさに広く相互行為の範疇に属するはず

だ。たしかに学術的著作自体に、〈いま‐ここ〉は言葉どおりには存在しない。しかし視野をす

こしだけ広げてみれば、その相手にあたるものはいくらでも存在する。最初の説得相手は自分自

身である。自分自身で納得できる論旨が構成できなければ、筆は全く進んでいかない。また日頃

の論敵がいるならば、気持ちの中でひそかに、この文章で相手を論破できるかどうかの仮想討論

をしているはずだ。さらにずっと外側にはそのテーマ以外の研究者やときには専門外の読者を想

定することもあろう。すなわち「序で」あげた「人びとの相互的な行為を対象とし」というエス

ノメソドロジーの条件の一つはおおかた満たされている。また詳細なトランスクリプトは書物や

論文という形ですでに目の前にあるし、〈いま‐ここ〉はその中にこそ存在している。それゆえ

個々のエスノメソドロジー論文が直ちに学術批評への役にたつはずはないとしても、エスノメソ

ドロジーが対象に立ち向かい、できるかぎり深く読み込んでいこうとする姿勢と分析フォーマッ

トには大いに学ばなければならないと考えている 9)。 
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注 

1)エスノメソドロジストたちはやむをえずエスノメソッドを「人びとの方法」などと呼び、「人

びと」とは誰のことか、「方法」とは何のためのどのような方法なのか、などについて煩瑣な

説明を強いられているのが実情である。 

2)エスノメソドロジーは「いま‐ここ」という表現を好んで使う。しかしこの表現は「その現場

に同時進行で立ち会いながら」という事態を直接には意味しない。実見や録音、ビデオ映像な

どに基づいて作成された、詳細な行動記録や発言録（トランスクリプト）に依拠している。論

文という言語表現において直接の素材は、そうした言語化記録にならざるをえない。 

3)この好井論文では触れられていないが、ここに表れた男性側の討論術を、古代ギリシア以来の

修辞技法の一つとして位置づけることもできるであろう。すなわちプラトン、アリストテレス

らの著作で論じられた修辞学（レトリック）とは、今日一般に受け止められているようなたん

なる言語上の表現技法に限定されるものではなかった。それは身振りや発声法なども含んだ広

い概念であって、相手をいかに効果的に説得するかという弁論術・雄弁術なども含む、その意

味では政治的な機能をもつ技法でもあった。もちろんアリストテレスらによって詳細に論じら

れたほどに洗練されていないにせよ、男性討論者のほうがこの技法により長けていたという事

実は、エスノメソドロジーにおける「いま‐ここ」という分析基準と併行的に注目されなけれ

ばならない重要な課題であろうと考える。 

4)「嗜好」といういささかこの場にふさわしくない表現をあえて使ったのは、①のほうが「説明

としては弱いように思える」（p.250）と言うにとどまってしまっているからである。 

5)2014 年 6 月の東京都議会本会議でのできごとである。いわゆるセクハラ発言としてほとんどの

マスメディアが大きくとりあげた。発言した当人の一人は事実を認めて謝罪に追い込まれたが、

他の発言者たちは特定されずになお口をぬぐったままであった。 

6)トランスクリプトの中から具体的な一例を引いておく。映像を見ていた好井自身が「もっとも

驚きあきれた部分」(p.252)として紹介されているところで、男性の一人が女性の一人を名指し

てフロアに引っ張り出し、その服装などについて露骨に〈からかって〉いる場面である。論文

タイトルにある〈さらし〉もこの場面に対応している。 

それこそ女らしさを武器にしとるでしょう。男にたいして。で俺らがやぁミニスカートとか

なんとか言ったら、やぁーこのやらしいとか言うからさぁ〔場内の笑い〕。結局、そういう

のでさぁ、俺らがえらいめにあうということやん〔場内の笑い〕。(p.255) 

7)このくだりにある〈いま‐ここ〉は、討論の当事者にとっては、文字通りの〈いま‐ここ〉に

ほかならない。しかし注 2)で述べたように、著者である好井にとってそれは文字通りの〈いま

‐ここ〉ではありえない。それゆえ好井によって「撤退」と評価された〈いま‐ここ〉は、隠

喩のレベルに転移させられてしまったというべきである。 

8)この概念について廣松は、「当事者たちは不協和を明識しない信念や知識の秩序態、そこでの

基幹的発想の枠組み」（廣松 1998 p.5）と説明している。 

9)ただ「序」でも述べたように、ほかの視点――たとえば学問をするという営みの中での位置づ

けだとか意味づけのような――の一切を否定しようというわけでは決してない。 
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