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本稿の目的は、保健医療分野においてなされてきたエスノメソドロジー研究の意義を評価す

る視点を設定することにある。この目的のもと本稿は、医学的診断とその社会的帰結をめぐる

問題を念頭におきながら、イアン・ハッキングとマイケル・リンチとの問で交わされてきた議

論を検討する。これを通じ、診断と病者の存在を考えるにあたり、診断概念の使用を形づくる

具体的状況の解明が必要となることが示唆されることになる。
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1.診断とその社会的な意味

歴史的な転変のなかにある経験的な概念

が、それにもかかわらず私たちの経験と行

為、存在のあり方を組織する枠組みとして作

用すること。科学哲学者イアン・ハッキング

による「歴史的存在論」は、こうした事態を

見据えた研究プログラムである。現象を把握

し記述するために作られた経験科学の概念

は、たんに物事の新たなものの見方を与える

にとどまらず、たとえばそれが技術のかたち

で具現化されることを通じて、私たちの経験

や行為、存在の意味を大きく変更しうる。な

かでも人間の身体や心理、行為を対象とした

科学における概念の場合には、その影響は大

きい。これらの概念によって、かつてはそも

そも意味すらもなさなかったような経験や行

為、存在のあり方の可能性が、したがってま

た社会関係の新たな編成の可能性が、私たち

に提供されることになるからである。そして

保健医療分野における一連の概念は、それら

が私たちの生存のあり方の根幹にかかわるも

のである点において、日常生活に対してとり

わけ大きな帰結をもたらしうる。

たとえば診断名をめぐって水谷がその経験

を振り返りながら行っている考察は、診断名

という医学上の概念がもっ社会生活へのさま

ざまな含意について教えてくれる(水

谷 2013) 。保健医療分野におけるエスノメ

ソドロジー研究の論点を取り出すために、か

いつまんで紹介しておきたい。

美術館学芸員を務めていた水谷は、アシス

タントから昇格しである展覧会を担当しはじ

めた途端、仕事が思うようにいかなくなる。

企画のさまざまなトラブルに追われ、家庭に

おけるすれ違いもあり、心身に異変を感じる

ようになる。「自分が何に巻き込まれている

のか」がまったく不明ななか、たまたま目に

した雑誌のチェックリストを通じてうつ病の

可能性に思い当たる。うつ病という名は、そ

れが依然として推測の域を出ないにもかかわ

らず、どうしてよいのかわからなかった水谷

にとって「暗闇」をぼんやりと照らす灯りの

ように思えたという。

しかし精神科への受診は、必ずしもこの暗

閣を明るくするものとは言えなかった。多く

の医師たちは、その帰結への配慮や警戒から

か、水谷に診断名をじかに伝えることはな

かったからだ。たしかに薬剤の処方などの実

務において医師は実質的に診断を行ってい

る。そして患者はその診断を、処方された薬

剤とウェブ上のリソースから推測することは

できる。しかし自身の抱える問題について見

通しを求めるつよい思いからすれば、それは

あまりにも不確かすぎる。このような「名づ

けの二重性」という宙吊り状態に水谷はおか

れることになった。そのようななか医師に診
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断名を訊いてみると、双極性障害という診断

名があっけなく返ってくる。とはいえしか

し、じつはそんな答えが欲しかったのではな

かったことにも気づく。知りたかったのは、

「自分に何が起こっているのか。どうして私

はこんなに困ってきたのか」であったからで

あり、そのような問いのもつ厚みにくらべる

と診断名はあまりに薄いものだったからであ

る。

とはいえ、与えられた診断名の意義は別の

ところにあった。診断名が、医療へと繋がる

チケットの役割を果たしていることはもちろ

んだが、同時に診断を同じくする仲間、当事

者との交流へのチケットでもあった。診断名

は、それを同じくする人びとと、そうした診

断が与えられるようなそれぞれの困難の体験

について語り、一緒に考えていく機会への媒

介となっていたのである。診断を同じくする

にもかかわらず、その困難の体験は生活状況

に応じて多様である。ともに語り考えること

を通じてこのような気づきを得ることによっ

て、診断と困難との位置づけが変わってい

く。診断は困難を説明してくれるわけではな

い。むしろ自身の固有の体験へと注意を向け

るためのひとつの契機であり、また厚みのあ

る体験によって意味を充填され、時に体験に

沿うようにその意味が捉え直されるべき媒体

なのである。こうして水谷は自身の困難に対

して自身の言葉によって「額縁問題」という

名づけを与え、これに自身の問題として取り

幸丑んでいくことになる。

診断名という保健医療分野における概念

が、社会生活のさまざまな局面のなかに位置

づけられつつこの生活を組み立てており、さ

らにはこれを通じて元々の概念の意味じたい

が捉え直されていくこともありうるというこ

と。生活のなかの異変がどう診断概念へと結

びつけられ、それによって自己とその関係は

どう捉え直されるのか。そしてこの概念を管

理する権能をもっ専門家や診断を同じくする

人びととどのような関係の可能性のなかにお

かれ、診断じたいに対していかなる再帰的な

かかわり方をとりうるのか。水谷の論考はこ

うしたことについて教えてくれる。
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II. 歴史的存在論

診断と社会生活へのその帰結をめぐって水

谷の述べている事柄は、冒頭に触れた歴史的

存在論というプロジ、エクトにとって中心をな

す主題のひとつである。実際、ハッキングは

このプロジェクトの課題を、「名づけという

われわれの営みが、われわれが名づける対象

といかなる相互作用を及ぼし合うのか」をめ

ぐるものであると述べている (Hacking

2002: 2 = 2012: 2f.) 。名づけと対象との相互

作用とはどのようなことか、そしてこの相互

作用をめぐる探求がどのような理由で歴史的

存在論と呼ばれるのか、またこれに応じてど

のような方法が採られることになるのか、そ

れぞれ確認しておこう。

ある疾患をわずらう病者が存在するために

は、その疾患の概念が存在しなければならな

い。たしかに疾患そのものについて、それを

名指す概念がなければ存在しえないなどと言

うことはできないだろう。身体的疾患の場合

や身体的原因をもつことの明らかな疾患の場

合、疾患はそれを名指す概念とは独立した存

在をもつはずだからである。他方、その疾患

をわずらう病者の存在はどうだろうか。他で

もなく「その疾患をわずらう病者」が存在す

ると言いうるためには、その疾患の概念が存

在しなければならない。疾患概念はその疾患

をわずらう病者が存在するための条件なので

ある。日常生活の異変のなかで、あるいは診

断という「名づけ」を通じて、人びとは疾患

概念と「相互作用j することになる。名づけ

を通じて、人びとは(時にそれまでの環境か

ら引きはがされて)特定の環境のなかにおか

れ、治療を施されあるいは療養を行う。もち

ろん病者はただ名づけられ、治療を受けるだ

けの存在ではない。すでに見たように、疾患

概念は病者のアイデンテイテイの基盤となり

その社会関係を再編成するとともに、疾患概

念じたいが病者の体験を充填されながらその

内包や外延を変えていくことになる。

このように概念は、現実を表すただの媒体

なのではなく、それを用いることによって人

びとの体験とその社会関係を積極的に形づく

る機能をもっている。たとえば過去から現在

に至る困難な体験についての疑問という暗闇

-11 ー



に、疾患の概念は何らかの名づけを与え、何

ほどか灯りを与えてくれることがあるかもし

れない。この場合、自身の体験は新たな連関

と意味を与えられ、さらにはそれに対する感

情が改められることもあるだろう。また、か

つての社会に開けていた選択肢が捉え直され

ることにより、じっさいに採られた行為につ

いてその意味や評価が捉え直されることもあ

るかもしれない。なお、このような捉え直し

は、現時点で持ちえている概念と知識に依拠

して行われる。このため、時にアナクロニズ

ムを犯すこともあるかもしれない。しかしそ

れにもかかわらず、あるいはだからこそ、新

たな概念によって過去を捉え直すことは現実

を新たに形づくることなのである。それに

よって、自身を含むかつての社会関係が新た

に編成される。また、この捉え直しの言明は

何らかの行為を形づくり、それが差し向けら

れた人びととの社会関係が新たに編成される

ことになるからである (Hacking 1995, 
2003) 。もちろん、こうした捉え直しは現在

と未来において理解可能な行為の選択肢につ

いてもあてはまる。

このように考えると、概念は現実の積極的

な一部をなしており、名づけを通して私たち

は新しい社会的世界に入るのだと言えるだろ

う (Hacking 1999: 160 = 2006: 332) 。そし

て名づけとその対象とのこのような相互作用

をしてハッキングが「歴史的存在論」と呼ぶ

ことの意味も、ここにある。疾患概念は歴史

的な社会文化的状況に応じて多様であり可変

的である(この多様性や変化をどのように評

価するのかはともかくとして)。そして疾患

概念が、ある疾患の病者の存在する条件であ

るとするならば、病者の存在もまた歴史的に

多様かっ可変的となるだろう。すなわち、疾

患概念の存在が歴史的な社会的状況に局限さ

れているのだとするならば、病者の存在も同

様であるということである。このあたりの事

情をハッキングは次のように表現している。

「この普遍者〔分類概念，引用者註〕は歴史的

なものであって、無時間的な存在ではなく、新

たな普遍者が登場するごとに、その事例、すな

わち「特定の子ども」や「特定のトラウマ患

者」が新たに形成され、従来の普遍者やその
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事例たちも変化を被ることになるのである」

(Hacking 2002: 26 = 2012: 62)。したがって
また、概念とその事例である特定の人びとと

は、特定の歴史的状況のなかにおいて「手に

手を取り合って共に出現するのであり、互い

にその誕生を促しあう」ことになる (Hack

ing 2002: 106 = 2012: 222) 。

III. 相互作用はどのようにして可能か?

このような主題から要請される方法が、歴

史的な場のなかにおける概念の分析、すなわ

ち具体的な歴史的状況のなかで概念がどのよ

うに用いられ、そのことがどのような実践を

組み立てているのかを明らかにするという課

題である (Hacking 2002: 24 = 2012: 59) 。

これを疾患と診断にかかわる事象について敷

桁するならば、たとえば次のようになるだろ

う。すなわち、ある疾患をわずらう病者の存

在はどのように作りあげられるのだろうか。

そしてこれへの答えは、次を明らかにするこ

とによって得られることになるだろう。「ど

のような権限と能力を具えた人物」が、「ど

のような問題を抱えた人物」に対してどのよ

うにこの疾患の概念を適用するのか。あるい

は、そもそもこの問題はどのような歴史的状

況のもとで「医療に関わりのある問題J とし

て位置づけられるに至ったのか。また、ひと

たび適用されたこの概念は、「病者」とその

「社会関係」に対していかなる含意をもって

おり、したがってその使用はこれらをどのよ

うに再編成していくのか。多重人格障害(mul

tiple personality disorder) と遁走 (fugue)

をめぐるハッキングの探求は、強調点の相違

はあるものの、このように歴史的な場におけ

る一連の実践についてそれを組み立てている

概念連関を明らかにしていく形で進められて

いる (Hacking 1995, 1998) 。

ところで、ハッキングによるこの二つの探

求について、マイケル・リンチはとくにその

方法に焦点をあてながら二度にわたって批判

的検討を行っている (Lynch 1995, 2001) 。

これらの検討は、疾患概念と診断をめぐるエ

スノメソドロジーの研究がどこに課題を見い

だしているのかを教えてくれるものである。

一方で、リンチは、ハッキングの探求が「意
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味論的な」観点から行われていることを評価

している。これは、多重人格障害や遁走と

いった概念が意味をなすための日常的なもの

をも含めた一連の概念的条件を明らかにして

いることや、この概念と人びととの相互作用

がいかなる実践を理解可能なものとして形づ

くることになるのかを明らかにしていること

による。またこの点については、疾患の概念

と病者の存在を、それらをもたらす歴史社会

的要因の説明によってむしろ消去していく指

向をもっ社会構築主義との対比において、リ

ンチ自身が進もうとしている方向とほぼ一致

していると言ってよい。

他方、批判が向けられているのは、ハッキ

ングの探求が単一の概念的源泉を追い求める

あまり、疾患の概念が実際の使用において埋

め込まれている日常的概念群にしかるべき目

配りを行っていない点である。たとえば

Hacking (1995) は、多重人格障害者の治療

法である記憶回復療法をきっかけにして引き

起こされた記憶の政治を主題としながら、こ

の政治の前提となりこれを可能にしていると

される記憶概念の形成を 19 世紀後半にさか

のぼって明らかにしている。また遁走を主題

にした Hacking (1998) にしても、そのよう

な由来を求める代わりに遁走概念の位置づく

歴史的・文化的環境にある程度の目配りはな

されているものの、この概念が当時の社会生

活のなかで持っていた位置と役割についてま

で分析が及ぶことはない。こうした点を踏ま

えてリンチは次のように指摘する。ハッキン

グは疾患概念と人びととの相互作用を自身の

主題としてはいるものの、こうした相互作用

が「専門的そして非専門的な多様な言説と実

践からなる様々な糸と網の目の中で、絡み合っ

ていることを考えようとはしていない」、と

(Lynch 2001: 249) 。

この指摘をもう少し敷桁してみよう。たと

えば疾患の概念ひとつとってみても、その意

味は分厚い日常的な概念に支えられているこ

とは言うまでもない。公式の診断基準に見い

だされる定義や、ウェブ上に掲載されている

知識は、それだけで疾患概念を個物としての

このケースに適用することを可能にするもの

ではない。それができるためには、定義など
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に含まれる概念がどのように用いられるのか

(具体的な生活状況のどのような事象にこれ

らの概念は適用できるのか)が分かっていな

ければならない。そしてそのためには、日常

生活状況や行為についての一連の概念に習熟

している必要がある (1)。疾患概念の個々の

ケースへの適用は、これらにもとづいて成し

遂げられねばならないのである。検査や診察

についても同様で、ある。そこには、すでに確

立された専門的診断技術やマニュアルが存在

しているだろう。しかしこれらを適切に用い

るためには、使用者は日常的概念を通じてそ

の使用方法を習得・把握している必要があ

る。さらには、これらを用いた実際の検査や

診察は、指示と応答、質問と回答、触れるこ

とと反応することなどといった数限りない日

常的概念に依拠しながらやりとりを組み立て

ていくことを通じて、成し遂げられる (2)。告

げられる病名によっては重大な社会的世界の

移行点に位置する診断についても、それが疾

患の概念を患者の経験に重ね合わせ、その生

活世界のなかに着床させる実践である以上、

同様のことが言える (3)。さらにひとたびその

生活世界に着床させられた疾患の概念は、そ

のことによってその意味が捉え直され、ある

いは読み替えられることになるかもしれな
し、 (4) 。

以上のいずれにおいてもその焦点には、名

づけあるいは概念と対象との相互作用があ

る。しかし重要なことは、これらの相互作用

は成し遂げられなければならないということ

である。すなわち具体的状況のなかで理解可

能な実践として、この相互作用は成し遂げら

れなければならない。そしてこれが成し遂げ

られるためには、疾患概念と対象を取り囲ん

でいる広範な日常的概念の支えを必要とする

のである。しかしながら、リンチが見るとこ

ろ、ハッキングの探求にはこの点への目配り

が欠けている。事実、分類概念とその事例と

しての人びとは「手に手を取り合って共に出

現する」とハッキングは述べてはいたものの、

そもそもどのようにして手を取り合うことが

できるのか、それがどのようにして成し遂げ

られているのかについては、彼の探求は等閑

視しているように思われる。たしかにある疾
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患の概念の出現について問われることはある

ものの、「その症例」の存在の可能性が、言

いかえるならば疾患概念がいかにして人びと

に適用されるのかが側面が検討されていると

言い得ないことが、その証左である。

W. 産出の実践をめぐる問い

このような指摘にもとづきながら、リンチ

はアーヴイング・ゴ、ツフマンによる精神疾患

をめぐる一連の研究を参照し、これを精神疾

患についてのエコロジー的態度と呼んでハツ

キングのそれに対置している (Lynch 2001: 

247)。ここでのリンチの強調点は、概念と

対象の相互作用それじたいの検討であり、そ

のためには疾患の概念が生活状況のなかでの

レリヴァンスを明らかにすることが必要とな

るというものである。そしてこの作業は、疾

患の概念をふくめた一連の概念を用いながら

具体的状況のなかで実践がどう理解可能な仕

方で組み立てられるのかを明らかにすること

によって行われることになる。端的に言えば

それは、産出の実践一ーすなわち異変や症

状、診察や診断などの活動、そして病者の存

在といった理解可能な事象を産出する実践

ーーを解明の対象にするということである

(Lynch 2001: 251) 。

ちなみに、こうした課題は目新しいもので

はない。個々それぞれの死に対して検死官や

自殺防止センターの職員が既存の死亡分類を

適用する実践を主題にした時、ハロルド・

ガーフィンケルはすでにこうした課題に取り

組んでいた (Garfinkel 1967) 。また、個々

それぞれの入院患者に対して「死につつある

患者J という概念を適用する方法を主題にし

たデヴイッド・サドナウにしても、同様であ

る (Sudnow 1967 = 1992)。いずれにおい

ても、焦点となっているのは具体的状況とい

う偶有性のなかでの概念適用の実践であり、

それを支える概念連関の解明が目指されてい

る。これがリンチによる指摘のポイントであ

る (5)。そしてあらかじめ述べておけば、ここ

で目指されているのは産出の実践の解明であ

り、相互行為の解明ではない。

ところで、ハッキングはこの指摘をひとま

ずは受け入れているようにみえる (Hacking
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2004) 。その受け止め方は「総合的」とでも

言うべきものである。しかしこの総合は、き

わめて分かりやすくはあるものの、あるいは

だからこそと言うべきか、じつは的を外して

いる。ハッキングはここで、リンチカ宝ゴッフ

マンに依拠しながら指摘した上記の論点を、

ミシェル・フーコーに依拠してきた自身の議

論を補完するものとして扱っている。すなわ

ち自身は、フーコーに依拠しながら、その中

において狂気や精神疾患の概念に意味が与え

られる言説編成を対象としてきた。他方、リ

ンチはゴッフマンに依拠しながら、精神疾患

をもっ患者が組み込まれていく対面的相互行

為的メカニズムについて注意を促しているの

だ、と。そのうえで精神疾患にかかわる歴史

的存在論にとって、前者はトップダウン的

に、後者はボトムアップ的にアプローチして

いるという意味において両者は相補的である

と、ハッキングはまとめている。

リンチによる指摘への応答という文脈を外

して読むならば、こうした総合はそれなりに

理解できる整理の仕方ではある。いずれもが

精神疾患とその病者の存在にかかわる理解に

根ざした実践を主題としながらも、ゴッフマ

ンとフーコーとでは扱う資料が対面的相互行

為と言説というように異なっている。した

がってそれぞれの扱う時間的範囲も異なるだ

ろうからだ(これはどことなくミクローマク

ロという図式を思い浮かばせる整理の仕方で

ある)。

しかしリンチによる指摘は、このような整

理を許すようなもので、はなかった。彼がその

指摘において一貫して照準していたのは、産

出の問題、たとえばある疾患をわずらう病者

が存在するということそのもののへの問いで

ある。そしてこの間いは、この疾患概念の適

用がなされる実践への問いであり、したがっ

て一方においてこの疾患概念の学問的由来が

踏まえられなければならないもののその適用

がなされる具体的生活状況こそが対象とされ

なければない。この限りにおいて、この生活

状況を組み立てている雑多とも言える日常的

概念との連関において、疾患概念の適用方法

を明らかにすることが必要になる。そしてこ

の雑多な日常的概念を爽雑物として分析から
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省いてしまうならば、疾患概念は人びとのも

とにけっして到達することはない。リンチに

よる指摘は、ハッキングによる総合を拒みつ

つも、じつはその根本にある聞い、すなわち

概念と対象との相互作用にダイレクトに照準

するものとなっているのである(ちなみにリ

ンチは、認識する主体の存在を社会的技術と

身体技法とからなる歴史的な実践のなかに特

定した点において、フーコーの仕事を評価し

ている。フーコー評価をめぐるこのような相

違からも、リンチの指摘がハッキングによる

総合に回収できるものでないことがわかるだ

ろう (Lynch 1993: 131 = 2012: 155)) 。

V. 結びにかえて

以上に基づくことで、保健医療分野におい

てなされてきたエスノメソドロジー研究のも

つ意義について、よりふさわしい評価を行う

ことができるように思われる。個別的状況に

基づいた詳細な実践の記述は、ともすると近

視眼的であると受け止められてきたのかもし

れない。しかしそのような個別的状況におい

てこそ、一連の概念の組織された実際のあり

方を想像の域を超えて捉えることができるだ

ろう。そしてさらに言えば、そもそもそのよ

うな状況を取り去ってしまうならば、肝心の

現象そのものの存在をも見失ってしまうこと

になるだろう。

補注

(1) この点については、 Blum (1970)。なお、本

稿における注記はいずれも、本文の該当箇所に

かかわるエスノメソドロジーの先行研究を紹介

することにあてられている(ただし紙幅の都合
上、紹介できるのはそのごく一部にすぎない)。

(2) この点を論じたものとして、 Coulter (1979 = 

1998) 、 Lynch (1984) 、 Heath (1989) 、 Peyrot

(1995) 、西阪ほか (2008) 、 Stivers (2007) 。ま
た診察に先立つ日常生活状況における疾患に関

わる推論を主題としたものとして Locker
(1981) 、 Lynch (1983)、木下 (2012) 。

(3) Gill & Maynard (1995) 、 Maynard (2003 = 

2004) 。

(4) 前回 (2009) 、粛藤・樫田 (2011) 、浦野 (2013) 。

(5) 同様の論点については、かならずしも保健医療
分野の主題とは言えないものの以下が分かりやす
い。 Sudnow (1965) 、 Martin & Lynch (2009) 。
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英文要約

The purpose of this article is to establish a 

framework to evaluate the significance of the ethｭ
nomethodological studies that have been made in 

the field of health care. For this purpose, this artiｭ
cle examines the discussions that have been exｭ

changed between Michael Lynch and Ian Hacking, 
while taking the problem over medical diagnosis 

and its social implications into consideration. 

Through this examination, it will be suggested that 
elucidation of the embodied situation in which the 

diagnosis concept is used is necessary in order to 
think about the relation between the diagnosis and 

the sick. 
(Shigeru URANO: shigeruu@blue.ocn.ne.jp) 
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