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本稿の目的は、北海道浦河郡の「べてるの家」で始まり、近年急速に普及している当事者研

究について、これを相互行為の組織方法という観点から検討することである。最初に、精神障

害や発達障害にともなう困難の経験をその障害をもつ人びと自身が共同で研究するという営為
に含まれている課題について明らかにする。そのうえでこの課題に対していかなる実践的な対
処方法がありうるのか、筆者の観察してきた事例にもとづいて考察をおこなう。
キーワード：当事者研究、エスノメソドロジ一、経験への権利、経験の共同的研究

I. はじめに

精神障害をもつ人びとが地域社会において

自身の意思にもとづいて暮らせるような状態

を整えることは、現在の日本において依然と

して大きな課題となっている。 2006 年に施

行された障害者自立支援法により精神障害を

もつ人びとのための自立生活支援センターが

数多く設置され、精神科病院に入院する人び

との数の低下傾向も確固としたものになって

きた。とはいえこれにより、病院の外におい

てこうした人びとと周囲の人びととが共にど

のように暮らしを作るべきかという課題がよ

うやく本格的に意識されはじめるようになっ

たと言うべきだろう。そして「べてるの家」

とそこで生まれた当事者研究が注目を集めて

いる背景には、このような事情もあると思わ

れる。

べてるの家は、 1978 年に浦河の地で活動

を開始した精神障害回復者の集まりである

「どんぐりの会」を前身とし、 1983 年に向谷

地生良と精神障害をもつ人びとによって設立

された。そして当事者研究は、このべてるの

家において 2001 年に始まったと言われてい

る。それは、統合失調症をもつ青年の生活上

の困難に直面しながら、この青年と向谷地と

のあいだで始められた（向谷地 2013: 170) 。

以後、雑誌連載や書籍、テレビ放送などを通

じ、当事者研究という実践は大きな広がりと

浸透を見せる。日本各地や蒋国のNPO法人

や精神科病院のデイケアセンターなどの団体

や組織を拠点に当事者研究会が設立され、ま

たその参加者も精神障害をもつ人びとのみな

らず、発達障害や身体障害、薬物依存症をも

つ人びと、そしてさらには家族や学校などの

生活の諸側面に様々な困難をもつ人びとへと

広がっている。

ちなみに、こうした全国の当事者研究会

の全国大会である当事者研究全国交流集会

は、第 1 回大会が 2004 年に開催されて以

降、 2015 年までに 12 回の開催を数えている。

筆者は 2014 年に東京で開催された第 11 回

大会に参加し、いくつかのセッションにおけ

る研究報告に耳を傾けた。同じ疾患をもつと

される人びとであっても、そのそれぞれの生

活に応じて困難と苦労は多様な形をとるだろ

う。また、生活における微細な局面において

障害が突きつけてくる困難が予想外に大きな

ものでもあること。あるいは、様々な困難と

苦労に対して報告者たちが様々に作り出して

きた知恵と態度のストックとも言いうるも

の―それらは真剣であり、かつユーモラス

な印象を聴く者に与える—があること。こ
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のようなことを各報告に耳を傾けながら筆者

は感じた。

しかしこうした報告内容の多様さもさるこ

とながら、あらためて気づかされたのは、当

事者研究の実践方法の多様さである (1) 。こ

のことが表だって論じられることはあまりな

い。けれどもそれは、報告の端々やデモンス

トレーションからはっきりとうかがえる。各

研究会は、それぞれにあった方法でその研究

を独自に実践しているのである。そしてそ

れはおそらく次のような事情によるのだろ

う。一方において当事者研究の理念は、様々

な刊行物や全国交流集会を通じて比較的容易

に入手できる（べてるしあわせ研究所・向谷

地 2009) 。他方、各研究会は、その設置母

体と運営形態、目的、メンバーのもつ困難の

特徴などの点で多様である。こうした多種多

様な状況のただなかで当事者研究の理念を実

現すべく、各研究会が創意工夫をこらしてい

る。各研究会の実践方法の多様性は、こうし

た結果として考えられるように思われる。

かりにこうした理解が正しいとしよう（今

のところ筆者はそう考えている）。もしそう

だとすれば、今後なされるべき課題のひとつ

には、当事者研究の多様な実践方法が当事者

研究の理念を実現する具体的な仕方を明らか

にすることがあるだろう。すなわち、この理

念を実現するために、それぞれの研究会は発

話と振る舞いのどのような組織方法を採用し

ているのかについて具体的に明らかにするこ

と、このことがなされるべき課題のひとつと

してあるように思われるのである。筆者たち

は現在、こうした見立てのもとに当事者研究

のエスノメソドロジー研究を進めている (2\

とはいえ、この作業はいまだ途上であり、さ

らにはこのような多様な実践方法のすべてを

網羅して検討できるはずもない。このため、

次の事柄を明確にしておくことに以下での課

題をとどめておきたい。すなわち当事者研究

の理念の実現にあたってどのような実践的課

題があり、またその課題に応じるためにはど

のような実践的方法があるのだろうか。今後

の解明のための足掛かりとするために、これ

らの点についての大まかな見取り図を得てお

きたい。

保健医療社会学論集 第 27 巻 1 号 2016

II. 当事者研究の理念について

当事者研究には定型のマニュアルはな

ぃ。そのつどの参加者のもつ様々な困難と苦

労、そして研究会参加者の構成などに合わせ

ながら実際の研究会が進められていくと言

われている（べてるしあわせ研究所・向谷

地 2011: 25) 。これとは対照的に、当事者研

究の理念については、おりに触れてくわしく

説明されている (3)。したがって繰り返しにな

るが、当事者研究の実践方法の多様性は、そ

のつどの偶然的なコンテクストに応じながら

この理念を成し遂げようとするそれぞれの研

究会の創意工夫の結果であると考えられる。

あるいはこう言ってもいいだろう。各研究会

の実践方法は、それぞれの偶然的コンテクス

トのなかにおける各研究会の独自の達成であ

る、と。そしてもしその通りならば、当事者

研究の実践を理解しようとする場合にも、こ

の理念を中心に据え、そのための手段として

実践の多様性を捉える必要があるだろう。す

なわち、理念はどのような目的を見据えてい

るのか、そして各実践はこの目的をどのよう

に実現しようとしているのか、またその実現

のためにはどのような実践方法がありうるの

か、さらにはそれぞれの方法の性能はどうな

のか。その実践の多様性に惑わされないため

には、こういった問いの構えが必要になるだ

ろう。そこで、実際にはこれらの問いの半分

ほどしか扱うことはできないものの、まず

は理念についてその概要を確認しておきた
ぃ (4) 。

当事者研究とは、障害やそのほか様々な事

情によって生活上の困難と苦労を経験してい

る人びとが、その経験を参加者とともに研究

する実践である。すでに述べたようにこの実

践は、まずは精神障害をもつ人びとの間で始

められ、そののちは薬物・アルコール依存症

や発達障害をもつ人びとの間に、さらにはこ

うした公式の名を持たないものの生活の諸局

面に難しさを経験している人びとの間へと広

がってきた。

この実践において、参加者は自身の困難と

苦労を自身の生活の言葉によって表現するこ

とを通じ、これらを説明されるべき症状とし

てではなく理解されるべき経験として捉えな
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がら、共同で研究することになる。ちなみに、

当事者という言葉は批判的・政治的な含意を

込められてしばしば用いられてきた。経験の

帰属先とされる当事者はしたがってその経験

への権利をもち、この権利は他者による代弁

や指図をはねのけるために用いることができ

る。このような性質ゆえに、当事者という言

葉はそこに批判的・政治的な含意を込められ

て用いられてきた。もちろんこのような用い

方の意義についてはあらためて述べるまでも

ない。しかしながら当事者研究の理念は、当

事者に対してこれとは異なる仕方によって自

身の経験にかかわることを目指している。そ

れは、困難と苦労の経験から距離をとってこ

れを「眺める」ことである。周囲によって自

身に帰属され、あるいはみずから自身の権利

のもとに置いてきたこれらの経験について、

当事者研究においてはひとまずはこれを自身

と切り離し、いったんその権利を手放すこ

と。こうした経験へのかかわり方を当事者研

究の理念は目指しているのである。もちろん

実際にこれをどう実現するのかは難しい課題

でありこれについては後述する。しかしそれ

はともかく、参加者の経験はその持ち主の権

利から切り離され、ひとつの研究素材として

研究会の場に提示される、このような事態を

理念は成し遂げようとしているのである。

このようにして参加者に語り出される困難

の経験は、しかしそこにおいて他参加者から

共感を得るために語られるわけではない。共

感を得るためではなく研究するために、言

い換えるならば共同で問い、理解を得るため

に、経験が語られるのである。「自分自身で、

ともに」という理念は、当事者の経験に対す

る参加者のこのようなかかわり方を、すなわ

ち経験を共有することを第一の目的とするの

ではなく、経験から距離を保ちながらこれを

理解していくというかかわり方を重視してい

るように思われる。

そのうえで、参加者によるこのようなかか

わり方を可能にしているのが、当事者の困難

と苦労の経験についての捉え方である。一言

で言えば、これらの経験は「問題」としてで

なく、共同で理解し解明するための「問い」

として捉えられているのである。障害にとも
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なう困難と苦労の多くは、日常生活の規範

的・道徳的構えのもとにあって、逸脱的な問

題として出現し、経験される。したがってそ

れを語り、検討する場合にも、そのやりとり

はともすると教育的な相互行為の形式をとり

やすい。非難と謝罪、指導と反省、教示と練

習、評価といった行為を連ねながら、そこで

は道徳的要素を多く含んだ教示がなされてい

くだろう。場合によればその先には、聴取と

回答、診断とその受容、語りと訓練や働きか

けといった治療的な相互行為の形式が控えて

いるかもしれない。これとは対照的に当事者

研究は、問題として捉えられてきた経験を問

いへと捉え直すことによってこれらの相互行

為形式から距離をとり、別の相互行為の形式

を、すなわち共同研究のための相互行為を切

り開くことへと向かっている。こうして、語

られる困難と苦労の経験は、それらを新たな

概念によって眺めるべくそれに当てはまる新

たな言葉を探し、当事者が新たな概念のもと

で捉え返されていく研究素材として捉え直さ

れることになるのである。

m. 課題としての「経験への権利」
障害に結びついた困難について、これを問

題として捉える構えから離れて語り、聴き、

これを通じて参加者とともに研究すること。

この理念を心構えひとつで実現できるという

ことはとうていありえない。実際、何らかの

問題をめぐってどのような他人とかかわりを

もつ場合にも、私たちは既存の概念連関にも

とづいて相互行為を組織することによってそ

れを行わざるをえない。その問題がどう捉え

られ、どう対処するのがふさわしいのか。そ

の対処にさいしてどのような他者と、どのよ

うなかかわりをもつことが適切なのか。この

ような事柄についての概念連関を規範として

参照することから逃れることは、私たちに

とってとても難しい（石原 2013: 18) 。この

ことは、障害にともなう困難と苦労の経験に

ついてはなおさら当てはまる。日常生活にお

ける逸脱と捉えられがちなこれらの経験に対

し、どのようにして教育的・医療的相互行為

の形式から離れてかかわることができるのだ

ろうか。当事者研究の理念は、その実現にあ

ー 20 -



たってこのような課題に向き合っており、し

たがってその実践方法の多様性は、この課題

に対する各研究会による創意工夫の成果であ

ると考えられる。

以下では、こうした実践方法のいくつかに

触れることになるが、その前にまず、こうし

た方法が向き合っている課題のなかでもその

中心にあると思われる事柄について、確認し

ておきたい。それは、自身の経験に対して語

り手のもつ権利に由来する、相互行為の組織

方法にかかわっている。便宜的に、非対称性

の問題と評価の問題とに分けたうえで順に述

べる。

たとえば私が自身の経験を語る場合、私に

ついて私が語るというかたちをとる。すなわ

ち、経験の主体（つまり語られている当の経

験がそこに現れているとされる者）である

私について、語る主体（目下の相互行為にお

いて語り手となる者）である私が、語るので

ある。ここで、語る主体は語られている経験

の主体と数的に同一の人物であるとされてい

る。時間的な隔たりゆえに両者の間にどれほ

どの質的な差異があったとしても、その差異

を「変化」として—つまり文字どおりの意

味での「別人」としてでなく――寸足えるため

には、この数的同一性を前提としなければな

らない。自身の経験を語るという実践は、こ

うした前提のうえに成立している。そして、

この同一性ゆえに、通常、語る主体は語られ

る経験に対して一種の所有権をもつ者として

位置づけられ、そう扱われることになる。す

なわち、語る主体は語られている経験の主体

と同一である、したがって語られる経験はこ

の語る主体に帰属するはずであり、帰属する

べきである一—このような捉え方のもとに、

経験の語りは相互行為のなかに現れることに

なるのである。そしてこのような状況におい

て、語り手はこの経験に対して他者には持ち

えない仕方で所有権をもつ、と言うことがで

きる。そしてこれを H. サックスは「経験ヘ

の権利 (entitlement to experience) 」と呼

んだ (Sacks 1992: 246) 。

それでは、この経験への権利において、語

る主体の権利のもとに置かれているのは正確

には何か。もちろん、それは経験である。し
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かしそれでは経験とは、あるいはこの問い

は広大すぎるので射程を限定して、語られる

経験とは、どのような特徴を備えているの

か。それは、出来事についての知識、言い換

えれば出来事についての客観的記述とは異な

る。もちろん語られる経験にも出来事の客観

的な記述は含まれる。しかし経験の語りは出

来事とその展開についてただ記述するもので

はない。かりに出来事を記述するにしても、

経験の語りはそれらを経験の主体の認識と行

為の記述のなかに埋め込み、それに関連づけ

る組織だった仕方で記述していく。そしてこ

の認識と行為についても同様である。それら

が経験の主体のどのような理解に基づきなが

らどのように展開したのか、聞き手たちに理

解できるよう、組織だった仕方で記述してい

く。すなわち経験の語りは、経験の主体のも

つ（あるいはもっていた）知識状態や規範や

これらに基づく推論と判断、評価と結びつけ

ながら、認識と行為の展開を記述していくの

である。これらを踏まえるとこう言えるだろ

う。経験の語りとは、経験の主体という媒体

を透過した一―すなわちその認識と行為の展

開、そしてそれを導く知識と規範、価値と関

連づけて組織された限りでの―出来事の記

述なのである。そして自身の経験の語りにお

いて語る主体がその所有権をもつとされるの

は、この経験の主体という媒体を通した限り

での出来事のあり方、すなわち自身のあり方

のなかに埋め込み、組織的に関連づけた記述

によって語る、こうした出来事に対する記述

の仕方なのである (5) 。

こうした経験への権利ゆえに語る主体すな

わち語り手は、自身の経験についてこれに受

け手が自身と同じ立場からかかわることを、

またこれを自身のものとして語ることを、つ

よく制約することになる。たしかに他者によ

る安易な共有を許さない経験の語りは、した

がって他者の語りうる範囲を限定し、またそ

の言葉を批判する資源として用いることがで

きる。しかし他方においてこの権利は、語り

に対する受け手のかかわりを制約するゆえ....... 
に、語り手とともにこの経験を検討すること

を、したがって当事者研究の理念の実現を、

難しくすることになるだろう。
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M 課題としての評価のレリヴァンス

こうした制約にもかかわらず、受け手が語

り手と同じ立場からその経験にかかわれるよ

うにする方法がある。それをサックスは「第

二の物語」と呼んだ (Sacks 1992: 249) 。語

り手による経験の語りに対し、その受け手が

これに類似するとおぼしき自身の経験を語る

ことによって理解と共感を示す。これを最初

の語り手が認めることによって両者が同じ経

験をもつことを認め合う。同じ経験をこのよ

うに作り上げる実践により、この経験に両者

は同じ立場からかかわることができるように

なる (6)。なお、この実践は、なにか共通性

をもった出来事について報告し合うこととは

まったく異なる。すでに見たように、経験の

語りとは、語り手である経験の主体の行為と

理由づけ、評価の展開に埋め込まれた出来事

の記述だった。つまり経験の主体を透過した

出来事についての語りが、経験の語りなので

ある。したがって、第二の物語を通じて成し

遂げられているのは、じつは出来事じたいの

共通性なのではなく、出来事への経験の主体

のかかわり方、すなわちその捉え方や評価に

おける共通性の方なのである（げんに私たち

は、別個の-時にはまったく異なって見え

るような―出来事についての語りを重ねな

がら、その捉え方や感じ方、評価をめぐる共

通性を確認していることがしばしばあるだろ

う）。

こう考えるならば、第二の物語の実践を、

相互行為における評価という行為の働き方と

類似するものと考えることができる。一方の

相互行為参加者による評価の行為は、その相

手が同様の評価を示す環境を用意し、述べら

れている事柄についての立場の一致を両者の

間で作るための誘いとして働く (Goodwin

and Goodwin 1987) 。これと同じように、経

験を語ることは、行為と出来事の展開の記述

のうちに具現される捉え方や評価を通じ、こ

れに一致した評価へと受け手を誘いかける。

そしてこの一致を作り上げる強い仕方が、受

け手が自身の経験を実際に語ることによって

その一致を作り上げようとする、第二の物語

なのである。

たしかに経験の語りは、語り手たる経験
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の主体の権利のもとにあり、「孤立した性格
('. 1solatmg character of experiences) 」を帯

びる傾向にある (Sacks 1992: 246) 。しかし

これと同時に、経験の語りは語り手を通じて

その経験の主体の評価を具現し、それが語ら

れる状況において一致した評価を誘いかけて

いる。したがって経験を語ることには、この

誘いかけを通じて受け手から第二の物語を導

き出し、そこで経験の共通性を形成する独自

の仕組みが備わっていると言える。これによ

ることで、たしかに語り手たちは経験の共通

性を作り上げ、その共通性に対して同じ立場

からかかわることができるだろう。この共通

の経験について、喜びや怒り、つらさを共有

し、共感することができるかもしれない。し

かし他方で、このような方法によって同じ立

場を作ることは、それぞれの経験についてと

もに研究すること、共同で吟味・検討するこ

とにとって障害になるとも考えることができ

る。経験の共通性を作る起点にある評価への

誘いかけは、それに一致する反応を優先す

る規範がげんに働いている点において「同

化圧力」が存在すると言いうるからだ（石

原 2013: 51) 。

評価と共感にかかわる当事者研究にとって

のこうした課題も、語る主体と経験の主体と

の同一性を前提とすることに由来している。

語る主体は、出来事を自身の認識と行為、評

価の記述に関連づけながら出来事について語

る。この時、すでに述べたように、語る主体

と経験の主体は定義上、同ーである。そして

この同一性を踏まえるならば、語られている

経験は語る主体に帰属するはずのものとし

て、あるいは帰属されるべきものとして、把

握されるだろう。この結果、経験の主体のな

す判断と評価は、語る主体を通して、この語

る主体の判断と評価として目下の相互行為場

面に現れ、これが評価の一致への誘いかけを

形づくることになるのである。

ところで、語る主体と経験の主体との同一

性はまた、これとは別の仕方において経験の

共同的検討にとっての障害をもたらしうる。

それは、先とはちょうど正反対の方向、すな

わち受け手の側から次のような仕方でやって

来る。語る主体と経験の主体との同一性を踏
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まえると、受け手は語られた経験を、語る主

体に帰属することになるだろう。すなわち、

目下の相互行為場面に現れる経験の主体の判

断と評価あるいはその由来となる知識状態と

規範、価値は、語る主体のそれとして捉えら

れ、対処されることになる。受け手は、語り

に現れる経験の主体の認識や行為、判断、評

価などにもとづき様々な判断を行うだろう。

こうした判断のひとつとして、この主体に

ついての道徳的判断がある。語り手の語る経

験に耳を傾けながら、受け手は語っている語

り手自身の道徳的性質を推測し、判断してい

るのである。もちろん語り手自身もその語り

において、目下の相互行為の受け手のあり方

を考慮しながらその記述を組織しているがゆ

えに、このことに十分自覚的である。記述の

仕方を調節して受け手の出方を試しつつ語る

ことは、日頃から私たちが語り手として行っ

ていることである。そして語り手をめぐって

受け手から否定的評価がなされうる事柄につ

いては、やはり記述の組織方法を調節し、あ

るいは曖昧にするなどの仕方によって、語り

を「防御的にデザイン」することもあるだろ

う (Sacks 1992: 456) 。

このことはとりわけ逸脱的問題と捉えられ

がちな経験を語る場合に当てはまる。そして

言うまでもなく、こうした経験についての共

同的検討である当事者研究にとり、このこと

は障害となるだろう。たとえば、肝心の困難

と苦労の経験じたいを語り手が語ることが妨

げられることがあるだろう。あるいは、それ

を語る仕方が、たとえば正当化や弁解などの

ような、語る主体を道徳的に擁護する行為を

形づくるような仕方でしか語ることができな

いということもあるだろう。いずれの場合で

あれ、困難と苦労の経験について、語る主体

についての道徳的判断に対する手段としての

地位から離れて、これを記述し、語ることが

強く制約されることになる。こうして、困難

と苦労の経験を共同的な検討のための公共的

対象とすることが難しくなるのである。

V. 経験の共同的研究の方法

自身の経験を語ることとは、そのもとに経

験が現れる経験の主体について、これと同一
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の人物が語ることである。語る主体と経験の

主体とのこうした同一性は、語る主体を、語

られた経験の帰属先もしくは所有者として位

置づけることになる。したがって目下の相互

行為における参加者の間には、この語られた

経験に対する権利の非対称性が生じることに

なる。ある出来事について誰が語りえて誰が

語りえないのか。そこで用いられている記述

の組織方法の是非について最終的には誰が判

断しうるのか。経験への権利に由来する、経

験へのかかわり方の優先性の非対称性は、経

験を共同で研究することを難しくするだろ

う。これとともに、経験の主体の認識と行為、

判断、評価あるいはその前提となる知識状態

や規範、価値は、この経験が語る主体の所有

物とされるがゆえに、これらについての評価

は語る主体へと及ぶ。これは、語りを受けと

る側からすると一致への誘いかけとなり、語

り手の側からすると自身について評価を考慮

して語りを統制するための条件となる。これ

もやはり経験を共同で吟味検討することを難

しくするだろう。こうして経験は、語る個人

に属すものとして捉えられ、時にみずから進

んでそうすることになる。おそらく先に述べ

た教育的・医療的相互行為の多くはこうした

形式のもとに、問題経験を、それを語る個人

に帰属したうえでこれに対処していくのだろ
ぅ (7\

他方、これとちょうど反対の立場にあるも

のとして、先に述べた当事者研究の理念を考

えることができる。経験から距離をとってこ

れを眺める（あるいは向谷地によると「外在

化する」）という態度は、経験への権利を解

除することにより、語られる経験に対する参

加者の対称性を作り上げる進み方を示してい

る（向谷地 2002: 159) 。もちろん、そのよ

うな方法そのものは、私たち自身も経験する

相互行為の随所に見いだされる方法である。

たとえば冗談において私たちは、経験の主体

の認識や評価に対して対照的なそれらを示し

ながら語る (Sacks 1992: 483) 。この経験の

主体が別人の場合もあるだろうし、自身であ

ることもある。あたかも冗談めかして自身の

経験を語ることでこの経験やそれに備わる評

価などへの権利を手放す。これによって、経
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験の主体のなした判断や評価への一致を受け

手に促すようなことを控える。また、この同

じ判断や評価を語る主体にも帰属しないよう

な仕方で、語りにかかわるよう受け手を導き

入れる。このようなことは私たちがしばしば

行う実践である (8)。そしておそらく、当事

者研究の実践は、このような日常的な実践を

様々な形で取り入れ、組み合わせることに

よって、その理念を実現しているのではない

かと筆者は考えている。以下では、筆者の観

察にもとづき、したがってあくまでも断片的

なものにすぎないことをお断りしたうえで、

いくつかの例とごく粗い見解を紹介したい。

1. 公的対象としてのパターンを構成する

当事者研究の研究会の組織運営方法は様々

だが、そこで自身の経験を語る者（時に「研

究者」とも呼ばれている）は、多くの場合、

困難や苦労の具体的なエピソードを語る。す

なわち具体的なエピソードを語る。一人の語

り手がこうしたエピソードを複数個語ること

を中心に運営されている研究会もあれば、参

加者各自がそれぞれ語っていく研究会もあ

る。他方、それぞれの研究会は、やはり様々

な運営方法を通じてであるが、こうした個々

の語りに対して独特な仕方でかかわっている

ように思われる。一言で言えば、エピソード

からパターンを作り上げる（時に「苦労のメ

カニズム」とも呼ばれている）、というもの

である。その仕方としては、たとえばファシ

リテーターが一人の語り手に対してその経験

について、関連する別の経験やコンテクスト

に触れながら質疑を行うものがあるだろう。

あるいは事前に設定されたテーマに沿って複

数の参加者が経験を語っていくなかで、それ

ぞれの経験の間の共通性を浮き彫りにしてい

くようなものもある（浦野ほか 2015) 。

ところで、こうした研究会の組織方法の多

様性はひとまず脇におき、ここでは、エピ

ソードとパターンとの違いについて触れてお

く。前者は、原則として場所、関係する人び

とが特定できる出来事をめぐる経験の記述か

らなり、他方、後者は傾向性やパターン、法

則などの記述からなっており、当然だが両者

は論理的に異なった位置づけをもっている。
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たとえば前者について原因と結果、理由と責

任を問うことは意味をなすが、後者について

はそうではない。これらは事柄や人物のもつ

属性や能力、傾向、メカニズムについて述べ.... 
ており、これについての記述そのものは具体

的な時と場所における事柄について記述する

ものではない (9)。これを踏まえると次のよう

に言える。すなわち、当事者研究会は、個々

のエピソードを通してそれらに何らかのパ

ターンを見いだすべく組織されている点にお

いて、個々のエピソードについての対応をめ

ぐって交わされる相談という相互行為の形式

とは異なっている。しかしとはいえ、こうし

た一般性に照準する相互行為の特徴は、その

ことによって責任にかかわる問題を脇に置い

て進められる診断や治療、訓練などとも共通

する形式であり (10)、したがってこれらとの

違いがどこにあるのかさらに特定する必要が

ある。

これに関連して筆者にひとまず思い当たる

のは、このようなパターンが当事者研究とい

う相互行為のなかで占めている地位である。

当事者研究においては、このようなパターン

は公的な対象としての地位を与えられてい

る。言い換えるならば、パターンの作成じた

いが語り手とファシリテーター、そしてその

ほかの参加者とともに共同で行われ、また参

加者にとって理解可能なものとして提示され

る。たとえば語り手の語る内容は、ファシリ

テーターによってホワイト・ボードに記入さ

れ、これを参照しながら他の参加者との質疑

応答を通じてその細部がさらに書き込まれて

いく。あるいはこのような参加者からの質疑

を採用せずに、参加者がただテーマに沿った

経験を語っていくのみの場合であっても、そ

こで語られた事柄はホワイト・ボードやコン

ピュータを接続したスクリーンで誰もが見

ることができる（綾屋· 熊谷 2010; 浦野ほ

か 2015) 。さらに別の場合には、当の語り

手とは別の参加者を募ってロールプレイ場面

を一緒に構成し、そこで語られた経験を参加

者の前で再現することもある（べてるしあわ

せ研究所・向谷地 2009) 。このように、参

加者の全員にとっての入手可能性と理解可能

性を指向しながら、パターンの構成が行われ
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ているのである。パターンが公的対象である

というのはこのような意味においてである。

同じく特定参加者に見られる何らかのパター

ンを作り上げるとはいえ、診断や治療、訓練

と当事者研究とはこの点において大きく異

なっていると思われる (11) 。

したがって次のように言えるだろう。経験

の語りへの聴取を通じて、当事者研究はこう

した個々のエピソードがそこに収まるパター

ンの構成へと指向している。このパターン

は、参加者によって共同で行われ、参加者に

入手可能で理解可能な仕方において構成され

る。ちなみにパターンについての記述は、ラ

イルによると「推論のチケット (inference

ticket) 」の役割を果たすという (Ryle 1949 

= 1987: 169) 。パターンの記述は、出来事そ
のものについて述べるのでなく、特定条件下

において生じうる事実について述べている

（たとえば「もし……ならば…••であろう」）。

これによって、ある出来事の発生にもとづい

て別の出来事について推論することができ

る。したがって、経験の語りを通じ、その困

難や苦労について構成された理解可能なパ

ターンは、語り手はもちろん参加者たちが自

身の経験する様々な事柄について貞身亡埋解...... 
できる仕方で推論するための資源となりうる
だろう。

2. 評価のレリヴァンスヘの対処

かりにパターンを共同で構成することに指

向することにより責任の問題を脇に置くこと

ができるとしても、そこで行われる経験の語

りはエピソードについての語りであることに

変わりない。このため、経験の語りにそなわ

る経験への権利に由来する課題はいぜんとし

て残る。すなわち、評価のレリヴァンスをめ

ぐる課題である。経験の主体と語りの主体の

同一性は、一方で語る主体を通じて、経験の

主体の認識と判断、評価に対する一致を誘い

かけ、したがってこれを吟味検討の対象とす

ることを阻害しうる。また他方で、この同じ

認識と判断、評価は語る主体についての評価

となり、このために実際の語りはあらかじめ

防御的に統制されたものになりがちである。

これもやはり、経験の共同的な検討を阻害し
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うる。この課題に対してはどのような対応の

方法があるのだろうか。

これについては、おそらく実に多様な方法

があると予想される。ただしそのいずれも

が、語りの主体と経験の主体とを関係づける

仕方を改めることにより、経験の主体と語り

の主体そして受け手との布置を組織し直すも

のとなっているだろうと思われる。もちろん

こうした操作は、ただ語る仕方に変更を加え

るだけでできることでなく、その語りが位置

づいている相互行為の組織の仕方として成し

遂げられるはずである。そしてこうした例の

ひとつとして筆者に思い当たるのは「言いっ

ぱなし聞きっぱなし」の手法である（綾屋·

熊谷 2010; 上岡・大嶋 2010) 。この手法に

おいて参加者は、あらかじめ決められた一般

的なテーマのもと、座席順のような形式的順

序にしたがって、自身の経験を語っていく。

それぞれの語りに対する反応は、それぞれの

順番の終了を印づける合図をファシリテー

ターが行う以外には原則としてなされない。

したがって語り手は、第一に、順番をとって

語るのは、形式的に定められた順番に従った

だけのことだから、そこでいまこのことを語

るのかを受け手に対して示す必要はない。第

ニに、語りに対する反応を示す機会が体系的

に排除されているのだから、語り手は、受け

手によって自身に帰属されうる評価反応を考

慮に入れることなく、語ることができる。つ

まり語りを防御的に統制する必要性は、全部

とは言わないまでも、ある程度は緩められ

る。最後にもちろん、経験の語りにともなっ

て生じる受け手に対する一致の誘いかけ（「同

化圧力」）もありえない（浦野ほか 2015) 。

この方法は、個々の語りの間に通常であれ

ば成立するはずの行為連鎖の形成の可能性

を、あらかじめ摘む。これによって経験の語

りを、目下の状況が課してくる相互行為上の

制約（すなわち行為の有意味な連鎖を組織す

るという要請）と切り離し、したがって目下

の状況における語る主体のあり方と切り離

し、経験の語りを相互行為の場へと持ち寄る

ことを可能にする。受け手にとっても同様

に、語りに対して接続する行為のことを考慮

することなく、これに耳を傾け、検討するこ
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とが可能になるだろう。

言いっぱなし聞きっぱなしは、常識的に期

待される有意味な行為連鎖の形成を制限する

相互行為の組織方法である。これを通じて、

経験を語るための環境を変容させることによ

り、語る主体と経験の主体および受け手の布

置関係を改められることになる。これによっ

てあるいは語り手は、受け手と近い立場から

あたかも他人のごとく経験の主体について検

討する、そのような可能性が与えられるのか

もしれない。もちろんこの点はこれからさら

に検討しなければならない課題として残って

いる。

VI. 結びにかえて

当事者研究とは、障害にともなう困難や苦

労について、これを逸脱と捉える見方から

離れて検討する共同的な実践である。すな

わち、問題とされてきた自身の経験につい

て、これを研究するという態度のもとで問い

の対象と捉え直しながら、参加者とともに理

解していこうとする試みである。こうした理

念を実際の相互行為の形として組織していく

ためには、様々な課題がある。これは、それ

ぞれの当事者研究会がそれぞれの研究会の組

織方法に創意工夫をこらすことで取り組んで

いる課題である。おそらくきわめて多種多様

であると思われる当事者研究会の組織方法の

うち、本稿はそのごく一部を、しかも断片的

にのみ検討しているにすぎない。当事者研究

において実際に用いられている実践方法には

どのようなものがあり、それぞれはどのよう

な特徴をもっているのか。その答えを見つけ

ていくのは筆者の今後の課題である (12)。と

はいえ、ひとまずの結論としてこう述べるこ

とができるだろう。自身の経験を共同研究の

対象とするということは、組織だった仕方に

よって成し遂げられる実践的な達成なのであ

る。
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補注

(1) とはいえ、筆者が当事者研究に触れた機会は
次のようにごく限られたものである。この 3 年

ほど筆者が定期的に参加・見学をしている、あ

る精神科病院の地域連携室において開催されて

いる当事者研究会。また、浦河べてるの家およ
びNecco 当事者研究会における当事者研究会。
その他、第 11 回当事者研究全国交流集会など

の当事者研究にかかわる一般的な講演会、そし
て筆者が連携研究者として関わっている科研費
プロジェクト（「新学術領域研究構成論的発達科

学」）における共同研究。
(2) 筆者が代表者をつとめる科研費プロジェクト

（「精神障害者の当事者研究場面の相互行為的構
造：エスノメソドロジーによる解明」）。分担研

究者は、水川喜文（北星学園大学）・中村和生（青
森大学）。

(3) べてるしあわせ研究所・向谷地 (2009, 2011) 。
また、第 11 回当事者研究全国交流集会の抄録集
にも、この理念集が掲示されている。ちなみに筆
者が参加・見学している当事者研究会でも、新し
い参加者が参加する場合には、研究会開始時に
この理念について簡単な説明がなされている。ま

た、当事者研究会の方法や研究成果を蓄積する目

的で作成された当事者研究ネットワークによる次

のウェブページも参照 (http://toukennet.jp) 。
(4) その内容については、べてるしあわせ研究所・

向谷地 (2009, 2011) 、また詳細な検討について
は石原 (2013) を参照。

(5) ここで述べているのは、経験の語りのもつ主

観的な特徴についてであり、その意味でこれは
ごく当たり前の事柄である。ただし注意するべ
きなのは「主観的である」ということの意味で
ある。それは、出来事の記述に対して追加され

る意見や感想などを指すのにとどまるものでな

く、その出来事を語る仕方の条件、およびその

出来事についてそもそも語りうるための条件を
指している。この点については、 Lynch and Boｭ

gen (1996: 163ff.) の議論を参照。
(6) その方法の具体例については、串田 (2009)
の第 6 章を参照。

(7) M. フーコーにならって、これを「個人化の
技法 (techniques de !'individualisation) 」と
呼んでもよいだろう (Foucault [1981] 2001 = 
2001: 411) 。 ... 

(8) そしてこうした実践を通じて成立する結果と... 
しての語る主体と経験の主体、受け手のなす布
置関係について、これを分析的に記述する道
具立てがE. ゴッフマンの示した「産出フォー
マット」および「参与構造」の概念である (Goff
man 1981) 。なお、こうした布置関係を作る実

践とその意義について、かつて筆者は社会人類
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学的インタビュー調査場面を対象に分析を行っ
た（浦野 1998) 。

(9) 両者の区別については、出来事と傾向性の概
念をめぐる G. ライルによる議論を参照 (Ryle
1949 = 1987: chap. 5) 。

(10) 発達障害児を対象とした社会生活技能訓練
(SST) について、かつて筆者はこの点について

検討を行った（浦野 2013) 。
(11) この点については、医師と患者の診察の相互

行為における医療記録の位置づけと対照しても
よいかもしれない (Heath 1986: chap. 7) 。

(12) 当事者研究の実践は、それが困難を抱える人
びとの経験に対して研究として向き合う実践で
あるという意味において、保健医療コミュニケー

ション研究の対象であるのみならず、その研究

実践のひとつでもある。つまり、当事者研究の

なかに、すでに保健医療コミュニケーションの

研究は存在し、実践されているのである。この
意味において、保健医療コミュニケーション研

究は、当事者研究の実践と連携することにより、
多くの示唆を得ることができるはずだと筆者は
考えている（この論点については、本特集の編

者による示唆にもとづいている）。
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英文要約

This article examines Tojisha-Kenkyu (which 

roughly means "self-help studies by people with 
disabilities") as a socially organized phenomenon. 

For this purpose, the difficulties for those who 

have mental or developmental disabilities to exｭ

amine the structures of their troubled experiences 

collaboratively are to be examined. Through this 

clarification, the significances of the methods some 

Tojisha-Kenkyu groups adopts to implement their 

sessions will be suggested. 
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