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精神医療の社会学的記述にむけて
―参与者の志向に即した記述―

河村裕樹

要 約
近年、精神医学的な知識や医療をめぐって大きな変化が生じている。ひとつには地域移
行が、もうひとつには精神医療の参与者と精神医学的な知識とのかかわり方の変容があげ
られる。本稿ではこうした変容を受け、社会学は精神医療や精神医学的知識について、ど
のように記述することができるだろうかという問いのもと、これまでの精神医療に関する
社会学的研究を跡付けながら、一つの記述のあり方としてエスノメソドロジー研究を提示
する。そこで、精神医療と社会学的視座とが補い合う形で変容してきたことを次の3つの
段階にわけて論じる。第一に反精神医学とそれを理論的に支えたラベリング論である。第
二に、ナラティヴに着目するナラティヴ・アプローチと社会構築主義である。第三に近年
精神医療の臨床において大きな影響を与える当事者研究である。当事者研究は半精神医学
と呼びうる考えで、知の布置連関の転換をもたらす可能性を有する。本稿では、ラベリン
グ論や社会構築主義とは異なる理解可能性をもたらす視座として、エスノメソドロジーの
アイデアを提示することで、知の新たな布置連関を記述する、一つのあり方を示す。
キーワード：精神医療、専門知／経験知、エスノメソドロジー

1 ．本稿の目的とその背景
近年、精神疾患や精神医療をめぐって大きな変化が生じている。ひとつには、病院中心
の医療から、地域でのケアへと大きな政策転換が行われており、もうひとつには精神医療
あるいは精神医学的な知識とのかかわり方に変化が生じている（1）。本稿では後者の変化に
着目する。この変化とは、精神医療に対して向けられてきた批判的な観点が有していた精
神医学的知識に対する懐疑と抵抗から、それと折り合いを付けるという意味でのかかわり
方の変化である。筆者の念頭にあるのは、当事者研究（浦河べてるの家 2005; 石原編
2013）である。本稿で論じるのは精神医学的知識とのかかわり方の変化であり、その変化
を捉える社会学的記述のひとつのあり方についてである。
では当事者研究とはなにか。その特質を、哲学者である石原孝二は次のように述べる。

べてるの家における自己病名は、専門家の知を否定するのでもなく、またそのまま
受け入れるのでもない。自己病名は「病気」であることを認めつつも、診断名だけで
は捉えきれない当事者個々人の多様な苦労を表現している。それはまさに、反

4

精神医
学ならぬ半

4

精神医学とでもいうべき実践を象徴するものだろう。（石原編2013: 38）

ここで述べられている「反精神医学ならぬ半精神医学」という特徴付けは、当事者研究
の特質を表すと同時に、それを記述する社会学の視座に対しても重要な問いを投げかけて
いる。なぜなら、既存の精神医療に対する社会学的視座は、精神医療に対する批判に向け
られてきたからだ。だが臨床のレベルで上記のような変容が生じているのならば、それを
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記述する社会学の視座もまた、その変容から免れないだろう。本稿では、知の布置連関の
変容を捉え、そうした変容が社会学者にとっての課題である以前に、精神医療の参与者に
とっての課題であることを記述し得る社会学的視座の見取り図を示したい。それに先だっ
て、社会学がどのような視座のもと、精神医療を捉えてきたのかについて、若干の整理を
試みたい。先取りして、これまでの社会学的視座と精神医療とのかかわりを概略的に示す
ならば、以下のようにまとめることができると考える。
本稿の構成は、図1に対応している。第2章では反精神医学とラベリング論とのかかわ
りについて述べ、ラベリング論についてかなり詳細に立ち入って検討する。その理由は、
日本における医療社会学の教科書を見る限り、精神医療の社会学的枠組みとして、シェフ
のラベリング論が未だに紹介されているという現状にある。しかもラベリング論に対する
批判の存在についてごく簡単に触れ、「ある意味で『途方もない』シェフの主張」（中川・
黒田2010: 24）と述べるにもかかわらず、取って代わる社会学的枠組みを示して／示せて
いないのだ。精神医療や専門知と経験知との関係が変容している中、それらについての社
会学的枠組みは1970年代の枠組みにとどまっていると言えよう。
もちろんラベリング論については、批判を含め、これまで膨大な研究の蓄積があるのは
いうまでもない。だが、精神医療に限ってみると、普通一般に想定されるラベリング論と
は異なる論理で展開していたということができる。そのことを本稿では「批判的ラベリン
グ論」という特徴付けのもと、その何が問題であるのかを既存の議論を跡付ける形で論じ
る。第3章では、ナラティヴ・アプローチについて述べる。第4章では、近年精神医療に
おいてその知のあり方について大きな影響を与えている当事者研究を取り上げ、ラベリン
グ論や社会構築主義によるアプローチとは異なる視座について検討する。図1に即して言
えば、図中の「？」に入る視座について論じる。

2 ．反精神医学と批判的ラベリング論
（ 1）反精神医学
精神医療には人びとを解放する側面と、人びとを隔離・拘束する側面とが入り混じって
おり、そのことが、精神医療のあり方や、そもそもその前提として精神疾患の実在性に対
する疑念を引き起こすこととなった。その先駆的な運動が反精神医学である。その運動を
牽引した者のうち、トマス・サズ（Szasz 1974=1975）は精神医学の科学性を問題にし、
デイヴィット・クーパー（Cooper 1967=1974）、そしてR. D. レイン（Laing 1967= 1973）
らは、社会的相互作用を重視する立場から、精神疾患の実在そのものを否定した。たとえ
ばレインは、その理論的な主張を展開した『経験の政治学』においてレッテル貼りを社会
的事実であるだけでなく政治的な事実であるとした上で（Laing 1967=1973: 128-9）、精神

臨床レベルでの動き 専門知と経験知の関係 社会学的視座

反精神医学 反専門知・経験知の優位 ラベリング論

ナラティヴ・アプローチ 逆立ちした専門性 社会構築主義

当事者研究 専門知・経験知の併用 ？

図1　社会学的視座と精神医療とのかかわり



― 85―

精神医療の社会学的記述にむけて

疾患というのは、我々「正気」の人びとが「作りだし」、トラブルを生じさせる人に対し
て「ラベリング」した結果であるという。こうした見方は、精神疾患を治療の対象とする
という点では一致していたそれまでの精神医療批判とは一線を画するものであった。すな
わち、精神医療の対象である精神疾患が存在しないのならば、精神医療は不要であり、そ
れでもなお存在するのだとしたらそれは悪であるということになる。
このような主張における「ラベリング」について、社会学的な観点から、すなわち人び
との相互作用という観点から記述したのがラベリング論であるといえよう。ラベリング論
は1960年代から70年代にかけての時代においては、本質主義的な精神疾患に対する理解
に一石を投じたという点で、大きなインパクトがあり、またその意義もあったことは確か
であろう。しかし、精神医療とのかかわりにおいて、ラベリング論はイデオロギー性を帯
びることによって、通常想定されるラベリング論とは異なる展開を見せる。

（ 2）批判的ラベリング論
シェフは精神疾患をフィールドとし、主にラベリング論を理論的支柱に据える社会学者
である。ラベリング論は、逸脱付与者と逸脱を付与される者との相互作用を捉えようとし
た。逸脱に対するラベリング論の見方は、1960年代の社会政治的情勢と、機能主義的社
会学の退潮という条件も相まって、相応のインパクトを与えた。それは、従来の逸脱研究
が逸脱行動の動機をその行為者に帰属してきたのに対し、それを対他関係に据えたからで
ある。この逸脱の一つの領域として精神疾患がある。彼らを専門的に扱うシェフは、ベッ
カーの観点を引き継いだ上で、精神疾患の症状を、残余的ルール違反（residual rule break-
ing）と捉える（2）（Scheff 1966=1979: 32）。シェフによれば、社会が用意する逸脱に対する
用語で捉えきれない残余に対して精神疾患というラベルが貼られることになる。
ここでルール違反というときのルールとは、破られるとは思いもよらない、いうまでも
ない規範であるとシェフはいう。そして、残余的ルール違反に関する彼の主張を本文中で
9つの命題としてまとめている。その主張は次の通りである。すなわち、多くの残余的ルー
ル違反が気づかれないか無視されるか否定され、合理化されることで、精神病という役割
へと結びつかなければ、それは逸脱者の経歴にはならない。しかしマスメディアを通じて
ステレオタイプは強い影響力を有し、そうしたステレオタイプ化された患者像を演じる患
者に対して医療者は報酬を与えるようになる。結果として被暗示性が高まった患者は、こ
うしたステレオタイプ化した役割を、唯一の選択肢として受け入れるようになる。これら
の過程は「烙印をおされることによって開始され、それ以上の烙印を避けるために引きこ
もり、その影響によって烙印をおされるといったぐあいに円環をめぐってますます悪く
なっていく悪循環として解釈できる」（Scheff 1966=1979: 99）というものである。
このように整理したうえで、シェフは具体的な事例によってこれらを証明してみせるので
ある。その証明作業は、医学的な診断における規範に向けられる。その規範とは「病人を
健康だと判断することは健康な人を病気だと判断することよりも避けなければならないとい
う規範」（Scheff 1966=1979: 109）である。そして「医者にとって、患者が本当は病気であ
るのに退院させることは第一種の過誤であり、病気でないのに健康な患者を入院させてお
くのは第二種の過誤」（Scheff 1966=1979: 114）であり、避けられるべきは第一種の過誤で
あるのだ。また第二種の過誤は、患者を病人役割へと固定してしまう危険性がある。
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このように精神病者にかんするラベリング論による研究として最も大きな影響力を有す
るシェフの研究は、精神医学的な条件依存性よりも社会的な条件依存性が重要性を帯びる
と主張する。そのうえでシェフによれば、ルール違反（rule-breaking）は社会規範の侵犯
を意味し、逸脱とは公的に、当局によって規範の侵犯としてラベルを貼られた特定の行為
を指すことになる（Scheff 1966=1979: 54）。逸脱という経歴は、社会的反作用と病人とい
う役割演技に依存しているのである。
しかしラベリング論と括られるなかでも、シェフが言うところのラベリング論と、ベッ
カーらによるラベリング論には相当な乖離がある。次節で確認するが、ゴウブらシェフに
対する批判者は、シェフがその根拠としたデータの恣意的な選択を批判した。それに対し
てシェフは、データについてはラベリング論を支持するデータを示すことで反論し、さら
にゴウブらの姿勢を精神医学的なイデオロギーとして批判する（Scheff 1975b）。この論争
についての理解には、ゴウブによるペースにシェフがのってしまい、不毛な議論になって
しまったというものがあるが、むしろ注意すべきは、シェフがラベリング論を精神医学に
対するカウンターイデオロギーとして位置づけている点だ。
シェフのこの態度が、その後どのようにして精神医療の社会学研究へと継承されていっ
たのかについては、更なる精査が必要である。しかし現在の精神医療に関する社会学的研
究の多くは、近代精神医学の代替肢となる民間療法や多文化精神医学への着目、医療者で
はなく患者の声や語りを重視する傾向が明らかに認められる（野口2002, 2005）。そこに
は、シェフと同様の批判的なイデオロギーを見ることができる。だがこのような組み立て
のもとに行われる精神医療についての社会学的研究は、当の精神医療の変容を捉え、記述
できているのであろうか。本稿の問題意識はここにある。本稿が目指すところは、精神医
学的知識と日常知とのかかわりが変容する中で、精神医療における活動を、価値判断に伴
う隘路に陥らずに社会学的に記述していく視座を提示することである。
そこでまずは、価値判断に伴う隘路とはどのようなことなのかを、批判的ラベリング論
者であるシェフと、実証主義に拠り、精神医学を肯定的に捉えるゴウブとの間で繰り広げ
られた論争の検討を通して考えてみる。

（ 3）シェフ=ゴウブ論争
本節では、シェフに対して向けられた批判のなかで、もっとも激しいものとなり、その
分論点が明確であったゴウブの批判とシェフのそれへの応答を検討していく。シェフは一
貫してラベリング論は有効であるという立場に立っており、それに対してゴウブは、医療
モデルからのアプローチを支持する。これらの点は『Being Mentally』の邦訳『狂気の烙印』
訳者あとがきにおいても、若干の整理が試みられている。しかしこの整理では、シェフが
論争のなかで示したイデオロギー的スタンスが、ほかならぬ精神医療を対象とする社会学
研究の系譜において述べられたことについては、あまり注意が払われていなかった。そこ
でまずはゴウブとシェフの論争を跡づけ、シェフの態度について検討することにする。
ゴウブによるシェフに対する批判（Gove 1970a, 1970b, 1974, 1975, 1975 ed.）は、概ね次
のようにまとめることができるだろう。ゴウブはまずシェフの議論では、ある人がラベル
を貼られ、ある人が貼られないという違いについて考慮されておらず、自発的に治療を受
けにやってくる人びとがいることを無視していると主張する。そして自発的であれ非自発
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的であれ、実際に入院する際には厳しいスクリーニングが働き、安易な収容はなされてい
ないと指摘する。次に、人は何ら理由なしに逸脱をしないということを考慮すれば、ラベ
リング論は第一次的逸脱を説明し得ないし、もともと存在するかもしれない精神医学的症
状の存在を無視することによって逸脱者というステイタスが他の属性を無効にし、一度ラ
ベルを貼られたら取り消し不可能なものとして扱っていると主張するのである。
そして、実際の統計的調査を引き合いに出し、「多くの研究は、ラベリング論をテストす

るよう設計されていないがゆえに、その結果はラベリング論と矛盾する」（Scheff 1974: 
448）と述べるシェフに対して、そもそも科学的な研究というものは、どのような条件であっ
てもその知見がエビデンスによって支持されるかどうかを精査するものであってシェフの
主張は科学的なものではないと断ずる。そして、ある人が精神疾患と見なされる過程のう
ち、どこを切り取るかというcutting point（Gove 1970b）に問題があると批判するのである。
シェフはそれに対して、ほかの社会学理論も明示的な意味を欠いており、一つのタイプ
の科学しか存在しないということを示唆しているとして反論した。むしろシェフにとって
のラベリング論は、人びとが織りなす日常世界の態度に刺激を与える敏感理論であるとい
う。そして敏感理論が曖昧であり、イデオロギー的な偏りがあり、文字どおりの真実では
ないこと（現実を正しく反映していないということ）は科学の進歩にとって有益であり、
必要ですらあると述べるのだ（Scheff 1974）。
そうした上で、シェフはゴウブが示した実証主義的研究に対する解釈に反論をしてい
く。その中で言われていることは、ゴウブが引用した研究は、ラベリング論をテストする
ために組織されたものではなく、ラベリング論が示唆するどんな可能な解釈についても鈍
い（innocent）（Scheff 1974: 446）という批判にはじまり、そもそもデータのどこを切り取
るかという cutting pointの問題、ならびにサンプリングの問題（Scheff 1974）という批判
が展開される。またその翌年の再反論論文では「ゴウブは明らかに精神疾患が個人の内側
にあり、精神疾患と診断された人のなかでのみ研究できると想定していることは明らか
だ」とし、ゴウブの姿勢を精神医学的イデオロギーとして批判するのである（Scheff 
1975a）。そしてシェフが編者をつとめた『Labelling Madness』のなかで、精神疾患の医学
モデルが精神医学的秩序の公的なイデオロギーとして見なされうるように、ラベリング論
は、カウンターイデオロギーとして見ることができると述べる（Scheff ed. 1975b）。
この一連の論争で筆者が着目したいのは、シェフによるラベリング論が医学モデルに対
するカウンターイデオロギーであるという定式化についてである。この点において、シェ
フが言うラベリング論と、一般的に想定されるラベリング理論とは異質な関係にあるとい
えよう。ここまで筆者がシェフが用いる文脈では「ラベリング理論」と表記しなかったの
もこのためである。こうした経緯から、本論文ではシェフのラベリング論を「批判的ラベ
リング論」と呼びたい。その含意は「精神医学やそれが立脚する科学に対するカウンター
イデオロギーとしてのラベリング論」ということである。シェフの批判的ラベリング論が
精神医療を対象とする社会学研究に与えた影響は、このカウンターイデオロギーとしての
研究スタンスであるといえる。このスタンスは、今日においても引き継がれている。すな
わち、患者を精神医療の犠牲者と位置づけ、近代的精神医療の権力性や恣意性を暴く研究
がそれだ。しかしこうしたスタンスでは、精神医療に対して批判的な知見を得ることが目
的となり、議論が方向付けられてしまうという隘路に陥ってしまう。その結果、批判の対
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象である精神医療で行われている様々な事柄が批判的観点のうちに回収され、当の精神医
療の参与者たちが織りなす様々な営みを捉え損ねてしまうのである。

3．ナラティヴ・アプローチと構築主義
レインやクーパーら反精神医学の試みは失敗した。しかし、反精神医学やその理論的支柱で
あったラベリング論は、精神医療という文脈では、そのカウンターイデオロギー性は生き残っ
ている。そうした状況において、ナラティヴへの着目が1980年代後半より様々な分野で生じる
ことになる（野口2002: 3）。家族療法の領域からは、ナラティヴ・セラピーという臨床技法が
1990年代より拡がりを見せ始めた。医療人類学においては、「病いの語り」に着目した研究が
注目を浴び、臨床領域においては、それまでのエビデンス・ベイスド・メディスンからナラティ
ヴ・ベイスド・メディスンへの移行が主張されるようになった。これらナラティヴに着目する
動きを総称して「ナラティヴ・アプローチ」という（野口2002: 4）。このナラティヴ・アプロー
チは、「ラベリング理論」が退潮した後に拡がりを見せた社会構築主義と深いかかわりがある。
ナラティヴには、「語り」と「物語」という2つの意味があるとされる（野口2002: 20）。こ

こに、ナラティヴ・アプローチと、自己とは社会的に構築された産物であるという構築主義
をベースにした物語論的自己論とが接合することによって、次のような展開を見ることにな
る。つまり、自己は物語を語ることによって構成されるという見方である。こうした意味に
おいて、自己とは社会的構築の産物なのである。このような自己に対する見方は、「問題の
原因を、『個人』、『関係』、『社会』のいずれかに特定することはできない。そもそも、それ
らは原理的に循環している。したがって、常にこの循環を前提にし臨床的現実を理解するこ
とが要請される」（野口2005: 48）という認識論的転換をもたらした。ここにおいて、問題を
個人のなかにあるものとして措定する従来の医学モデルは、その限界へ突き当たることとな
る。つまり個人を変えたところで、関係を変えなければ、問題は解決されないのである。
こうしてナラティヴ・アプローチは、ラベリング論がラベリングをめぐる相互作用に着
目してきたのに対し、自己物語を中心に据えて、その構成要素としてラベリングを捉えた
のである。一見するとラベリング論との違いはあまり明瞭でないように思われるかもしれ
ないが、野口によれば、「精神病」といったラベルを問題にするのではなく、自己を自己
たらしめる自己物語が構築される過程に着目したという点にその違いがあるという（野口
2005: 55-6）。自己物語への着目は、ラベリング論がどのようにしたらそのラベルをはがす
ことができるのかという点を説明できなかったのに対し、自己物語を書き換えていくこと
によって回復へと導くことができるという特徴を持つのである。
それでは、ナラティヴ・アプローチにおける専門家とはどのような位置にあるのだろう
か。それは治療者という立場から、自己物語の書き換えを手助けする立場へと変わるので
ある。ナラティヴ・アプローチによる実践は、専門家や専門知が有する権力性に敏感であ
り、それをいかにして無効化するかということを重視する点で共通しているという（野口
2002: 140）。そして、「外在化」や「無知の姿勢」、「観察される側に回ること」によって、
専門性が有する特徴を否定するのである。またナラティヴ・アプローチと似た実践として
「セルフヘルプ・グループ」や、アルコール依存症者のAA（Alcoholics Anonymous）があ
げられる。これらのアプローチも、専門家は実質的に参加せず、あくまで患者の主体的な
運営であった点が特徴である。野口はこうした専門性を「逆立ちした専門性」（野口2002; 
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2005）と呼び、新しい専門性として位置づけた（3）。
この「逆立ちした専門性」は精神医療で行われてきた専門性を批判的に捉えると言う意味
で「反専門性」と言えるだろう。だが、こうした精神医学的説明を無効化していく研究はあ
る難点を抱えている。ここで西阪（1996）を導きとして考えてみたい。西阪はまず、精神疾患
の社会学的研究が「精神疾患は神話である」という声と混ざり合ってしまったことを指摘し
ている。このことは次のことを意味している。つまり、「もし精神病の社会学的分析が、精神
病的な行動の社会的な理由もしくは原因を特定してしまうならば、やはりそれはその理由・原
因ゆえの行動となり、もはや『精神病のゆえ』ではない。（中略）社会学的分析は、成功した
とたんに、その対象を失ってしまう」（西阪1996: 61）というパラドクスを社会学的分析は有
しているということだ。言い換えるならば、社会学的な「説明」は、その対象となる行動なり
現象の理由を「説明」しえないかぎりにおいて、その行動や現象の「説明」たりうると言うこ
とができるのだ。このように社会学的説明は、精神医学的説明を無効化しうるのである。これ
は、ナラティヴ・アプローチが、問題の根源を対他関係のなかに求めることにも通じる。
こうした、構築主義をはじめとする社会学的説明を与えて精神医学的説明を無効化する
研究は、ふたたび批判的ラベリング論が抱えるイデオロギー性に行き着いてしまう。この
点を科学哲学者イアン・ハッキングの構築主義に関する議論を参照して考えてみよう。
ハッキングはカール・マンハイムが言う「仮面はがし（unmasking）」という態度に着目す
る。仮面はがしとは、「標的となった観念を論駁することを目指すのではなく、それらが
果たしている機能を暴くことで、それらの力を殺ぐことを狙う立場」（Hacking 1999=2006: 
45）を指す。すなわちそのような立場は（1）「Xは不可避ではない」というテーゼのみな
らず、（2）「Xは悪いものだ」というテーゼ、さらには（3）「Xがなければ世の中はそれだ
け良くなる」というテーゼにまでコミットしていることになる（Hacking 1999=2006: 46）。
Xに精神医療を代入すれば、ことは明瞭である。こうしたアイロニカルな構築主義が行き
着くところは、反精神医学に代表される政治的・イデオロギー的な運動であるだろう。こ
こでふたたび、他ならぬ当の精神医療の参与者たちが、精神医療をどのように経験し、位
置づけているのかという点が、議論から抜け落ちるという問題に行き着くことになる。

4 ．当事者研究とエスノメソドロジー
（ 1）当事者研究
本稿にとって重要なのは、それまで専門知と対抗的な知を創出しようとした動きに対し
て、当事者研究はそれを取り入れるべきは取り入れるというスタンスをとっているという
ことだ。石原孝二は、当事者研究のこうしたスタンスを反精神医学になぞらえて、「半精
神医学」と名づけた（石原2013: 37）。それは当事者研究に特徴的な自己病名に現れる。
たとえば「統合失調症サトラレ型」といった、統合失調症○○型という形で示される。

専門的な知は、その性質上、体系的で網羅的なものである。専門知は事象をあらゆ
る方面から分析し、事象がその網の目から逃れることがないような体系的な知を作り
上げる。当事者研究の自己病名は、そうした知と全面的に対立する対抗知を作り出す
のではなく、使えるところは取り入れながら、専門知によってはカバーすることがで
きない要素を付け加えながら自己病名を作り上げていくことによって、診断名の意味
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をずらしていくのである。（石原2013: 38-9）

当事者研究が有する専門知／経験知という二項区分の解体は、こうした二項区分を用い
て、それまでの精神医療を相対化し、批判してきた流れとは異なる、ある種の認識論的転
換をもたらしたと言っても過言ではない。それでは、当事者研究が示すこうした転換を社
会学の観点からアプローチするとして、どのようなアイデアに基づけばよいのだろうか、
という疑問が生じる。とりわけ、ラベリング論的観点からすれば、ラベルを貼られること
によって受動的な存在としての患者が作り上げられるのに対し、その貼られたラベルを当
の患者が研究する当事者研究という営みは、いかなる観点から記述し得るのだろうか。

（ 2）エスノメソドロジー
当事者研究についての社会学的研究としては、既に浦野（2016, 2017, 2018）を中心とし
た研究が存在する。浦野の研究はエスノメソドロジーのアイデアをもとに、当事者研究の
場面を分析することで、当事者研究の仕組みにアプローチを試みるもので、実践へと還元
可能な、有意義な知見を提出している。たとえば、「言いっぱなし聞きっぱなし」という
ルールが、私たちが普段用いている「順番交替」のメカニズムを無効化することで成り立っ
ていることを明らかにした（浦野2016）。この点は、当事者研究に限らず、同様の言いっ
ぱなし聞きっぱなしルールを用いている自助グループにも適用可能な知見である。ただこ
こで注意したいのは、精神医療の臨床において、「順番交替」のメカニズムを無効化する
ならば、臨床そのものが成り立たなくなってしまうということだ。では、いかなる意味で
エスノメソドロジー研究が精神医療における専門知と経験知とのかかわりの変容について
の有意義な知見を導き出すことができるのか。また、当事者研究という場面以外でも、患
者が日常的に精神医学的知識を用いることがあるが、こうした点についてはいかなるアプ
ローチが可能だろうか。この問いに対して、本稿では二つの水準で考えてみたい。
第一に、ラベリングそのものは公的な場面に限らず、様々な場面の相互行為において行
われるという事実である。この点にかんして、エスノメソドロジストであるメイナードや
クルターは、ラベリング論をラベル付与がいかになされているのかという実践を見落とし
ていると批判し、遡及的な記述ではなく、labelingという動名詞で表現されるように、シー
クエンスで見ていく必要があると主張する（Gill and Maynard 1995; Coulter 1973）。メイ
ナードらはさらに、どの疾病カテゴリーをラベリングするかということ（たとえば精神遅
滞と診断するか学習障害と診断するか）についても、患者らとの相互行為を通じて達成さ
れる事例を示し、相互行為を重視しなければならないとラベリング論者も主張している
が、そこでいう相互行為は一方通行で、非偶有的であるとして批判する。これらの批判は、
ラベリングそのものが、人に対して行われるという事実と、何が専門知で、何が経験知な
のかは所与ではなく、相互行為において達成されていくという事実を思い起こさせる。
さらに、もし患者にとって精神医療が抑圧的なものとして経験されるとして、そうした
経験は医療従事者とのかかわりにおいて経験されるという点を鑑みるならば、研究者によ
る外挿的な特徴付けに先立って、そうした経験が具体的な相互行為においてどのように形
づくられていくかを記述していく研究が目指されるべきだろう。なぜなら精神医療の抑圧
性という問題は、社会学的な問いである以前に当の参与者たちにとっての問題だからだ。
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また、精神医療の権威性が問題とされるとき、患者は医師や精神医学的知識の専門性を
求めて医療にかかるという事実をどう考えるか、という問題もある。医師と患者の知識の
非対称性はむしろ必要であり、求められているといえよう。さらに、「患者参加型医療」
に代表されるように、医療の側も専門性を維持しつつ、非対称性が抑圧的なものにならな
いよう、様々な工夫を行っている。すなわち、非対称性があるからと言って、それが直ち
に権威性や権力として立ち現れるのではないということだ。にもかかわらず、批判的ラベ
リング論のように専門知を無前提に批判することは、こうした実践を見落としてしまう。
第二に、私たちが、研究者による記述に先立って、ある社会現象について複数ある可能
な記述のなかから、ある記述のもとでその現象を理解しているという事実についてであ
る。たとえば、子どもが授業中、授業に集中しないで教室を歩き回っているというとき、
ある人は注意欠陥多動性障害という記述のもとで理解する場合もあれば、子どもとはそう
いうものだ、と理解する場合もある。そうであるならば、もし社会学者が、参与者たちの
理解や行為の特徴付けを記述することができれば、ひとまず社会学者にとって、複数ある
可能な記述から、どの記述が適切である（レリバントである）かを判断する複数記述問題
に悩む必要はなくなるということになる（小宮2011: 104）。
つまり、人びとが何らかの事象や行為を、複数記述できるのにもかかわらず、精神病的
なるものとして記述しているのであれば、まずもってなされるべきは、その精神病的なる
ものとしての記述が、ほかの記述と区別されるその方法を探究することである、というこ
とだ。たとえば研究者がある現象を取り上げ、理論化するというとき、それに先だってそ
の現象がそうした現象として理解可能でなければ、研究者による記述も不可能であるとい
う点に着目するのである。こうして、ある現象がそれとして理解可能なのはどのようにし
てか、という観点からのアプローチが開かれることになる。そして、このような研究の方
向を選択するならば、記述の適切性は、参与者たち自身が用いる方法を記述することに
よって担保されるということになる。このような方針をとるならば、精神医療に対する批
判的な価値判断そのものも、記述の対象とすることができる（Schegloff 1988; 小宮2005）。
このようにエスノメソドロジー研究のアイデアは、社会の成員であれば誰もが有してい
る能力を用いて、そうした理解を導くことができるのであり、そこには観察者は客観性を
保たなければならないといったことは問題ではなくなる。

観察者は、単に「身を引いた」観察者として対象を記述しているというよりもむし
ろ、みずからの社会成員としての能力を用いて対象であるところの、その理解を支え
ているさまざまな基準、そしてその理解に示される多様な技法を描き出そうとしてい
るのである。（小宮2011: 128）

したがって、分析者が参与者の振る舞いに説明を与えるのではない。このことは、論争
的なテーマについて論じる際、きわめて重要な意味を帯びてくる。なぜなら、説明を研究
者が与える際には、分析者の主観性と客観性が常に問題とされるからだ。たとえば当事者
研究について、半精神医学という特徴付けは、精神医学的知識に基づいた精神医療を批判
する立場であれ、擁護する立場であれ、それまでの立場に沿った記述の再考を迫るもので
ある。しかしそこでもし、従来の社会学的説明を試みるならば、主観・客観問題を招き入
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れることになる。また、専門知を経験知と対立するものとして研究者が措定してしまうこ
とは、当の精神医療にかかわる人びとが、専門知と経験知をどのように捉えているのかと
いう点を議論から捨象してしまうことにもなる。この点、参与者の志向に即した記述を試
みるエスノメソドロジーのアイデアは、こうしたアポリアを解消し得るのである。
ここまで、エスノメソドロジー研究の方針を見てきた。それでは、当事者研究が示す知
の布置連関の変容をエスノメソドロジー研究はどのように捉えることができるのか、簡単
ではあるが考えてみたい。当事者研究の特徴は、それまでの当事者運動に代表されるよう
な、自己決定の権利を取り戻すという意味での当事者性ではなく「自分のことは、自分が
一番“わかりにくい”」（向谷地2006: 44）という当事者性の理解のもと、仲間とともに研
究する対象として自らの困難を引き受けていくことにある。従来、専門家と患者の間には、
知識と経験についてそれぞれ傾きの異なる非対称性が措定されていたが、当事者研究で
は、専門的知識だけでは捉え損ねてしまう自身の経験を、わからないという理解のもとで
研究の対象として切り離し、仲間と共に研究していく。そして本章冒頭の引用で示されて
いるとおり、専門知を取り入れながら自身の困難を枠づけていくのである。仲間と共に進
める研究という相互行為の過程で、使える知識を使っていく、言い換えるならば知識の身
分や非対称性を問題としない形で研究に取り入れていくのである。
だとすれば、専門知と経験知を厳密に定義したり、その優劣を論じることに意味はなく

なる。意味があるとすれば、当事者研究という実践において、当事者たちが様々な知識を
用いる、そのやり方を記述し、それによって何を達成しているのかを、当事者の志向にそっ
て跡づけていくことだ。そうすることによって、当事者研究という名の下で、自己病名をつ
けるというラベリングが、仲間との研究を通してどのようになされて、それによってなにを
していることになるかが見えてくるだろう。また、医療社会学では患者を自分自身の専門家
であると位置づけ、その専門性を支える経験知に着目してきた。しかし、自分のことは自
分が一番わかりにくいという当事者たちの特徴付けは、経験知そのものも所与としてある
わけではないということを示唆している。であるならば、当人たちはどのようにして自らの
経験に根拠を与えているのか、その方法を記述する研究も意味を持つであろう。

5 ．結びにかえて
以上、精神医療をめぐる社会学的記述について、きわめて簡便な形ではあるが、その展
開を跡づけ、精神医学的な専門知への批判的イデオロギーやアプローチが、社会学的な理
論と密接なつながりを有する流れを確認してきた。そして近年、精神医療や精神病患者の
なかに、専門知に対する批判的な観点からの転換の動きが見られる中で、いかなる社会学
的記述が可能であるか、という問いのもと参与者の志向に即した記述という研究のあり方
を見てきた。とかく価値判断が問題となる領域では、分析者の主観性や研究の客観性が問
題とされてきたが、それに先だって、そもそもある現象がある価値の下で記述されるのは
どのようにして可能であり、それによって何をしているのかということが理解できなけれ
ばならない。このように考えるならば、まずは、精神医療の参与者の志向に即した記述が、
研究者の記述に先立ってなされるべきであろう。シェフとゴウブの論争で見たように、
データのどの部分を切り取るかという社会学者の問題に先立って、そもそもそのデータに
示されている問題は誰にとっての問題なのかを検討する必要があるだろう。そうしない限
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り、精神医療における問題は、社会学者にとっての問題となってしまう。
こうして参与者の志向に即した記述という、エスノメソドロジー研究の方針は、精神医
療やその参与者が織りなす営みを探究するにあたり、有益な知見を提供する。だが小宮
（2005）が注意を促しているように、参与者の志向に即した記述も、それ自体相互行為上
の指し手であり、探究するに値する社会学的記述のトピックであるという点に注意しなけ
ればならない。また、エスノメソドロジー研究を標榜していても、精神医療に対する批判
を所与とした研究も存在する。たとえば山田富秋の精神病院でのフィールドワーク研究
は、職員と患者のかかわりに抑圧性を見ていく（山田1991）。その際、職員や患者の志向
ならびにそのレリバンスを一切無視して論を展開している。そして、調査者のこうした特
徴付けが、参与者たちの志向と適切な形で結びついているか（レリバントであるかどうか）
を見ずして論を展開することは、単なる調査者の前提の押しつけになってしまう（4）。
レリバンス性に注意を払いつつ、参与者の志向に即した記述を目指すエスノメソドロジー
研究の方針は、精神医療という営みを理解する上で、有益な知見を提供し得るのである。

【注】
（1）　精神医療とはなにか、精神医学的知識とはなにか、という問いはそれ自体きわめて重要な問いである

ことは言うまでもない。ただすでにハッキング（1998=2017）や佐藤（2013）が述べているように、
精神医療やその知識は社会とのかかわりにおいて変容する。本稿はその変容に応じた、社会学的記述の
ひとつのあり方を示すものである。

（2）　なお訳書では残基的ルール違反という訳が当てられているが、本稿では残余と訳す。なお同様の訳出
は、中川・黒田（2010）でも用いられている。

（3）　これら個々の取り組みについては、McNamee & Gergen（1992=1997）を参照のこと。
（4）　記述の適切性については、Schegloff（1987=1998）で鮮やかに述べられている。
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Toward a Sociological Description of Psychiatry: 
a Vernacular Description

KAWAMURA Yuki
In recent years, there have been huge changes in psychiatric knowledge and psychiatric treatment. One is the 

shift from hospital care to community care. Another is the transformation of how mental health care participants in-
teract with psychiatric knowledge. This paper attempts to trace the development of a sociological perspective on 
mental health using the question of how a sociological perspective can describe psychiatric treatment and it's knowl-
edge. In this paper, I discuss the development in the following three stages. The first stage is anti-psychiatry and the 
labeling theory that supported this. The second stage is the narrative approach and social constructionism. The third 
stage involves the assessment and rehabilitation of those who have mental disorders and their families. These have 
had a great influence on psychiatric practice in recent years. This presents a sociological perspective for describing 
the relations among such knowledge shifts by presenting the idea of ethnomethodology as a viewpoint that brings a 
different understanding from that provided by labeling theory and social constructionism.

Key words: Psychiatry, lay/expert knowledge, Etnomethodology


