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本稿の目的は、インタビューを相互行為として捉える立場から、摂食障害者がインタビュー
のなかで専門知と経験知をどのように使い分けながら自己を呈示しているのかを記述すること
である。医療において、時に医師や医療の「権力」作用が、患者の経験知を劣ったものと軽視
してきたという批判がなされてきた。これに対してナラティヴや語りに着目するアプローチ
は、経験知を専門知と同じ身分にあるものと捉えようとする。しかし、既存の病いの語り研究
や、当事者研究といった実践においては、専門知と経験知双方を使い分けながら、自らの経験
を語ったり、病者としての自己を位置づけていることが示されてきた。つまり研究者が専門知
と経験知の範囲を確定するのに先だって、語り手はそうした使い分けを行っているのである。
本稿ではこの使い分けを記述することで、専門知による経験知の抑圧という先行研究が示して
きた理解とは異なる理解可能性を示した。
キーワード： 摂食障害、専門知／経験知、相互行為、エスノメソドロジー

Ⅰ．本稿（1）の目的と位置づけ
インタビューに限らず「語る」というこ
とに注目が集まって久しい。「ナラティヴ・
ターン」とも呼ばれるこうした動きは、患者
という位置づけにあって、自らの経験を語る
機会を奪われてきた人びとが、自らの経験を
積極的に語ることによって現実を作り上げて
いくという点に着目したナラティヴ・セラ
ピーのような臨床レベルから拡がり、ガーゲ
ンら社会構成主義者により、ナラティヴ・ア
プローチとしてアカデミックな領域に大きな
影響を与えた。こうしたアプローチに連なる
立場は、医療者の専門性が有する「権力」性
を指摘する（野口 2002: 137–42）。そのう
えで、医療者の専門性を「逆立ちした専門
性」（野口 2002）と位置づけ、既存の専門
性との相対化を図った。また、こうした専門
知から距離をとる動きは、セルフヘルプグ
ループといった活動でも長く取り組まれてき
たが、一方で医学モデルを批判しつつ、他方
でグループを特徴づける際に医学の疾患区分
を容認するといった「二項存立」も指摘され
る（松繁 2010: 120）。

他方、アカデミックの領域においても、病
む人びとの語りに着目する「病いの語り」研
究が、医療社会学において大きな位置を占
めるようになっている。アーサー・フラン
クは自らの物語を医療の専門用語で語るこ
とに同意せざるを得ない要請を「語りの譲り
渡し」（Frank 1995＝2002: 23）と呼び、そ
れを自らの経験のうちに取り戻す「再請求」
（Frank 1995＝2002: 29）が脱近代社会に特
徴的な現象であることを指摘した。そして今
日の医療においてその占める範囲が拡大して
いる精神疾患や糖尿病といった慢性疾患は、
最初に医療にかかった「後」も、医療が患者
や元患者にとって重要な位置を占めることを
示しており、感染症の治療といった従来の治
療とは異なり、患者は積極的な治療への参画
が求められている。こうした点をフランクは
「寛解者の社会」（Frank 1995＝2002）と呼
び、焦点化した。しかしこうした病いの語り
研究に対する批判も存在する。たとえばアト
キンソンは、病いの語り研究が、語り手とそ
の語りを特権化していると批判する（Atkin-
son 1997）。そしてそうした特権化が、放棄
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したはずの合理的な主体というモデル的な
主体を要請してしまっていると指摘し、「た
だひとつの文化、ただひとつのパフォーマン
スモード、ただひとつの種類のテクストを促
進し、現実の最高位モードとして扱う還元
主義」（Atkinson 1997: 342）として批判す
る（2）。こうした病いの語り研究は、患者を
英雄とし、医師を悪者として扱うことで、倫
理的な問題を分析に持ち込んでいるとして批
判されるのである（Thomas 2010）。
ここまでの議論で前提となっているのは、

「専門知」と「経験知」、「専門家」と「素人」
という二項区分であるといえる。こうした区
分は「医療の声が患者の生活世界の声を抑圧
する」（Mishler 1984）という見方に現れて
いるように、専門知が経験知に対して優位に
あることに対する批判的観点を取るという点
で一致している。ところが、こうした観点と
は異なる形で疾患を捉え、折り合いを付けて
いく動きが広まってきている。それが顕著に
現れているのが当事者研究である。自己病名
をつけるという当事者研究は、「医学的診断
名と自分の苦労のタイプを合わせた、いわば
ハイブリッド型の自己病名」であり、「精神
医学的な診断名のこのようなパロディ的な利
用の仕方を『半精神医学quasi-psychiatry』
と呼ぶ」（石原 2013: 37）という特徴をも
つ。そして「当事者研究の自己病名は、そう
した知（専門知——引用者註）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、診断名の意味をずらしていく」（石
原 2013: 38–9）のである。
だがこうした当事者研究の実践のうちに見
られる専門知と経験知の相補的な関係は、実
はすでに人びとの病いの語りのうちに現れて
いたといえる。たとえば中村英代による「摂
食障害者の回復の語り」に着目した研究は、
インタビュー調査を通して、摂食障害者たち
の語りを聞き取り、とりわけ回復過程に着目
した分析を行っている（中村 2011）。そし
て回復した摂食障害者たちが、自らの回復過
程を社会や家族、心理といった解釈に加え

て、食事という解釈によって説明することが
あることを見出した。摂食障害の原因は、専
門家によって家族原因説、社会原因説、心理
原因説といった解釈図式によって説明されて
きたが、中村の調査では、それらだけでなく
「食べれば治る」食事という解釈図式を用い
て回復を語るものがいた。つまり、回復者た
ちは、専門的な解釈図式だけでなく、自分た
ちの経験から生まれた解釈図式も用いること
によって、自らの回復についての経験を語っ
ていたのである。
このように、当事者研究以前から、すでに
専門知と経験知の両方を用いて、自らの経験
を語るということが行われていたのである。
であるならば、ある知識に対する、専門知／
経験知という研究者による区分に論理的に先
行している人びとの区別の方法を記述すると
いう研究があっても良いはずである。つま
り、そもそもなぜそうした使い分けが使い分
けとして理解できるのか、その方法を探究し
ようということだ。こうした専門知と経験知
の使い分けといった「人びとの方法」に着目
したのがエスノメソドロジーである（Garfin-
kel 1967）。次章では、インタビューを分析
するにあたって、エスノメソドロジーの方針
を確認していく。

Ⅱ．データと倫理的配慮
1. データの身分
エスノメソドロジー研究におけるインタ
ビューデータの扱いは、難しい立場にある。
たとえば日本を代表するエスノメソドロジス
トである西阪仰は、女性医療にかんする研究
のなかで、インタビュー調査に対して次のよ
うな疑問を投げかけている。第一に、エスノ
メソドロジーや会話分析研究がありふれた、
雑多な日常会話を題材としたことを考える
と、インタビューによって語られた経験は、
インタビューという特有の活動とともに生じ
ているという点である（西阪ほか 2008: 19– 
20）。この点については、あらかじめ用意さ
れた質問とは異なることが語られるがゆえ
にこそ、インタビュー論においては、インタ
ビュイーを単なる「回答の容器」として扱う
のではなく、インタビュアーとインタビュ
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イーとの「対話」が重視されてきたといえよ
う（Holstein & Gubrium 1995＝2004）。問
題は第二の指摘である。

妊婦と患者の（自分の身体、自分自
身、技術、医療等の）経験は、医療専門
家との具体的な相互行為のなかで、ある
いはインタビュアとの具体的な相互行為
のなかで、交渉され、新たな形を受け取
るかもしれない。ところが、実際、イン
タビューにもとづく多くの研究において
は、妊婦・患者の回答のみが引用される
（つまり、質問は引用されない）。あたか
も、回答は、質問とは無関係に、あくま
でも回答者に所属するものであるかのよ
うに。（西阪ほか 2008: 20）

これに答えるなら、次のようになるだろ
う。本稿で取り上げる事例は、調査者とのイ
ンタビューにおけるやり取りが、経験に対し
て新たな意味づけを行うことを可能にした
り、質問そのものがあらかじめ用意されてい
るのではなく、相互行為的に生みだされてい
くものであることを示している。しかしなが
ら問題は、多くのインタビューに基づく調
査では、対話を重視しているにもかかわら
ず、実際の分析で「質問–回答」として語り
を分析している研究の数が少ないということ
である。したがって相互行為としてのインタ
ビューという観点からすれば、インタビュー
という特定の場面でどのような行為が行われ
ているのかをまずは見ていく必要がある。
またそれまでの対話的構築主義のような立
場に立つインタビューが、説明や評価の語り
は取るに足らないものとし、物語の形を取る
語りにのみ価値を認めることに対して、イン
タビューを相互行為として捉える立場から批
判がなされている（鶴田・小宮 2007）。イ
ンタビューを相互行為として捉える立場に立
つならば、語りの事実性を問うたり、類型に
当てはめていくのではなく、説明や評価の記
述そのものが規範についての語りであるの
だ。
最後に、本研究はエスノメソドロジーのア
イデアのもとに分析を進めていくことになる

が、その分析は語りを類型化したり、比較す
ることを目指すものではないということを
明示しておきたい。エスノメソドロジー研
究が対象とする秩序現象は、それが生起する
場面に相互反映的に埋め込まれている。こ
の観点は「方法の固有の妥当性要件」とい
うポリシーとして示される（Garfinkel and 
Wieder 1992）。それは研究者が特定の場面
を超えて共通性を見出し、一般化していくや
り方を取らないということだ。同様の立場か
らの研究として、遺伝性疾患を取り上げた前
田と西村の研究がある（前田・西村 2018）。
遺伝性疾患が、その発症の帰責を遺伝に求め
ることができるのに対し、本稿で取り上げ
る摂食障害は、様々な帰責の対象が存在す
る（中村 2011）。であるならば、帰責のロ
ジックやその説明も、遺伝性疾患のそれとは
異なることが推察される。こうした点は、そ
うした帰責を行う当事者にとっての問題であ
り、経験的に明らかにされるべき事柄であ
る。その意味で本稿で行う記述は、前田・西
村（2018）で示された経験の語りの、多様
なバリエーションのひとつである。
本稿では、Dさんという一名の語りを分析
する。事例が一つであることは、その人が用
いる方法を記述するという目的と、方法の固
有の妥当性要件に照らせば、問題ではない。
なぜなら方法の固有性を記述するにあたり、
複数事例を集めれば、記述の妥当性がより確
かなものになるかといえば、必ずしもそうと
は限らないからだ。本稿で試みる記述は、摂
食障害に一般的な特徴に志向しつつ語られ
る、Dさんに固有の経験であり、方法の記述
であるのだ。
なお本研究における調査は、一橋大学大学
院社会学研究科大学院生研究倫理規範に諮
り、インタビュイー本人と主治医に同意を得
たうえで行われた。その際、途中で参加をや
めることができることなどを説明し、患者の
状態については医師の確認と許可のもと行わ
れた。

2. データの概要
本研究では、2つの医療機関における5年
に及ぶフィールドワークのなかで計15人に
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対して、39回インタビューを実施した。D
さんはそのなかでも自らが患者であるとい
う「病者としてのアイデンティティ」にもっ
とも自覚的であった。そのため、アイデン
ティティをいかにして呈示するのか、という
本稿での調査目的に照らして、最適な回答者
であると思われた（3）。Dさんは初回のインタ
ビュー時32歳の女性である。10歳の頃から
強迫性障害（確認障害）の症状が出始めたと
いう。ただし診察を受けたり、診断を受ける
ことはなく、はじめて医者にかかったのは、
13歳の時に体重が26 kgにまで落ちたことが
契機だった。児童精神科のある大きな医療機
関に長いことかかり、この20年近くの間の
三分の一から半分は入院していたという。中
学1年のときに学校に行けなくなり、そのま
ま院内学級へと転校し、中学3年を2回して
いる。高校は通信制に通い、その間も2回入
院しているという。高校を卒業してから短期
大学へ通い、病院から通っていたこともあっ
た。

Ⅲ．医学的概念と規範を用いた自己呈示
1. 精神医学的概念を用いた自己呈示
まず本節では、Dさんが自らを何者として
位置づけているのか、という語りを検討す
る。

［1-5］
I-1：うんうん。さっき、ちょっと話聞
いてる中で、その、もしそのノーマ
ルな人からも、理解が得られるので
あれば、ノーマルな世界にも入って
いけそう？

D-1：（（ノーマルな人たちとの付き合い
があったことが語られる））

 でもー、あの、デイケアとか。病院
とかの、あの、デイケアとかに行っ
たこともあるんですけど。なんかそ
ういうところの人の方が疲れちゃう
かも。あの、表情がない人とかっ
て、何考えているのかわからない
から、怖くて、逆に。で、ま、普通
に話できる人なら大丈夫ですけど。
ま、色んな方いらっしゃるので。そ

ういう世界も、なんか、（　）大変だ
なぁって思います。うーん。なん
か、板挟み？　なんですよね。ノー
マルもしんどいし、そういう障害者
的なもの、俗にいうと統合失調症の
重い方、ちょっと慢性化してしまっ
た方とかと一緒にいるのもしんどい
し。ね。

I-2：グレーゾーンみたい。
D-2：グレーゾーンですよね。で、摂食
障害って、あんまり、ちょっと放置
されていたところがあって。摂食障
害自体もグレーゾーンで。あのー、
神経症だけれど、まあ、治療が難し
かったり、長引くとか。色んな問題
があって。うーん。本当に、で摂食
障害の人だけ集めたデイケアみたい
なものってあんまりなくて。あって
もうまくいかないらしいです（笑）

まず断片［1-5］においてDさんは、ほか
の精神疾患とは異なることを「板挟み」と表
現し、「しんどい」と語る。それを受けて調
査者が I-2で「グレーゾーン」と定式化する
と、Dさんは同意し、メジャーな疾患カテゴ
リーの「当てはまらなさ」を指摘している。
この「当てはまらなさ」は、摂食障害カテゴ
リーにも当てはまるという。断片［3-3］を
見てみよう。

［3-3］
I-1：今って昔と違って学校とかそうい
う括りがない状態じゃないですか。
ある意味社会に丸投げみたいな状
態。その中でなんか、去年くらいま
では普通にノーマルな人と。

D-1：付き合いありました。
I-2：それは、なんか、どんな感じだっ
たんですか？

D-2:（（遊びではあったものの、仲良く
なっていくと病気のことや仕事をし
ていないことを話すことができず、
違和感を感じたこと、頑張って合わ
せていたけれどそれに疲れてもう行
くことはないということが語られる。））
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I-3：話せなかったっていう話されまし
たけれど、話せないんですか？

D-3：うーん、なんかめんどくさいんで
す。なんかちょっと言うと全部言わ
なきゃいけないって思って。勘違い
されたくないんですよね。一般的に
摂食障害って一言で言っても、色ん
な症状があるんですよ。で、すごい
王道の症状。王道の症状（笑）これっ
てあるじゃないですか。それとは
ちょっと違うので。そう勘違いされ
たくないがゆえに言いたくないって
いうのもあるし、さっきも言ったけ
ど、人と違うっていうのが、目立っ
ちゃうのが嫌なんですよね。そこで
なんかいじめじゃないけど、（　）。
でもなんか、皆と合わせていた方
が楽っていうのもあったのかなぁ。
うーん、あまり、地味に生きていた
いんですかね。えー、でもわかんな
い。それがなんでかはわかんない。

第1回目のインタビュー時に、精神疾患を
患っていない、いわば「普通の人」をどのよ
うに名指すか、ということが話題となり、調
査者が「ノーマル」という表現を提案し、そ
れにDさんが同意して以降、Dさんとのやり
取りでは、精神疾患にかかっていない人を
「ノーマル」な人と呼ぶことになった。I-1で
は調査者がこの「ノーマル」な人という表現
を用いて、罹患者以外の人たちとの関係につ
いて質問をしている。それに対してDさん
は、付き合いがあったことを認めたうえで、
自分が摂食障害にかかっていることを「話せ
ない」ことが、一線を置く理由として語られ
ている。その点を I-3で調査者が明確化する
質問をし、D-3においてDさんは摂食障害と
いっても多様な症状があり、そのなかでも「王
道の症状」と自分の症状との違いについて言
及し、そのことを勘違いされたくなかったと
いう理由を語り、それが「ノーマル」な人た
ちと一線を画すひとつの説明となっている。
断片［1-5］では、摂食障害という疾患カ
テゴリーと、神経症といった精神疾患のなか
でも「メジャー」な疾患カテゴリーとの違い

について言及することで、摂食障害を位置づ
けていた。断片［3-3］ではさらに、摂食障
害という疾患カテゴリーにおいても「王道の
症状」というものがあり、やはり自分が経験
している症状とを区別していることがわか
る。このように、Dさんは医学的・専門的な
疾患カテゴリーを用いて、自らの症状がそれ
らに厳密に当てはまらないということを語っ
ていたことがわかる。このことは、Dさんに
とっての「摂食障害」というカテゴリーは、
医学的・専門的「摂食障害」カテゴリーとの
違いによって説明されているということが言
えよう。

2. 「普通であること」という規範を用いた
自己呈示——あるべき摂食障害者
前節では、Dさんは自らの症状が医学的・
専門的カテゴリーに完全には当てはまらない
ということを語っていた。そこからは「摂食
障害者」として一般的にイメージされるもの
とは異なることで、誤解をされること、その
ことがDさんがもっとも避けたい目立つこ
とへと繋がることから避けているということ
が読み取れる。つまり、「ノーマル」な人と
関わりを持てなくなったことの理由を、医学
的・専門的カテゴリーと、自らが経験して
いる疾患カテゴリーとの差異によって説明
しているのである。しかし断片［3-3］の最
後（D-3）で、「人と違う」「目立つことが嫌」
ということの理由を説明しあぐねている。少
なくともこの語りからは「普通であること」
からのずれを気にしていることが読み取れ
る。この点については断片［3-3］に先だっ
て、断片［3-2］で話題になっている。

［3-2］
（（目立ちたくないので周りに合わせてい
たが、友人はいなかったことが語られた））
I-1：なんか、その一人でさびしいとか、
そういうのはなかったんですか？

D-1：でも、もう、あの、えっと友達っ
て、その時の授業で話す子とかはい
るけど、別にそのあと遊んだりと
か、学校外とかで会ったりとかはな
い。で、結構、病気してたんで、人
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とご飯食べれないじゃないですか。
食事って、すごい大事じゃないです
か、友情。それができないんで、必
然的にできないんですよ。皆さん。

I-2：そのことに対して、その、悲しさ
みたいなものってあります？

D-2：なんか悲しいんですけど、でも人
と一緒にご飯を食べるくらいなら、
友達とかいらないって感じです。わ
かんないですね（笑）それぐらい食べ
物に対する恐怖みたいな方が強いの
で。それしかないんですよ。人間関
係とかどうでもいい。

断片［3-2］では、友情を育むにあたり、
食事が重要であることを述べたうえで、人と
一緒に食事をするくらいなら友達はいらない
と語る。それは「食べ物に対する恐怖みたい
な」ものであり、人間関係を凌駕するのであ
る。しかしこの説明では調査者が理解できな
いであろうことをD-2で「わかんないですよ
ね」と表現することで示している。事実、調
査者はあくまでインタビューで語られたこと
がらを「つらさ」と関連づけて理解しようと
している。それが端的に表れているのが、次
の断片［4-2］である。

［4-2］
（（つらさについて質問したところ、出さ
れたものは全部食べなきゃいけないみた
いな感覚の人の存在が語られる。そして
食べないとそのことを指摘されると語る））
I-7：ああ。それは、ま、つらかった…
D-7：つらいってほどじゃないですけ
ど。一番辛かったのはでも、うー
ん、無理矢理食べる、食べなきゃい
けなかったこと、あわせて。食べた
くない時でも、まったく食べないと
やっぱ変だし。それがつらかったで
す。

I-8：その、少し食べる、その少しもつ
らいっていう感じなんですかね。
やっぱり。

D-8：でも少しは大丈夫でした。ただ、
普通にみんなが一人前食べてて、私

は、どのくらい、三分の一くらい？　
としても、やっぱ変じゃ、不自然
じゃないですか。で病気は隠してる
から。うーん、どんだけ小食なんだ
よって思われたし、と思った。もっ
たいないし。っていう風に思われて
しまった…。

I-9：ま、そういうのが、まあ、まあ、
つらいっていうよりもしんどくなっ
たていう感じですかね。

D-9：うん、そうですね。

断片［4-2］では、「出されたものは全部食
べなきゃ」という規範を用いて「食べれな
い」ことを説明している。このとき調査者の
質問 I-1が隠していることのつらさであると
いう理解をDさんが示し（D-1）、調査者も
それに同意している。しかしその後のやり
取りからは、調査者の「つらさ」が「少しも
食べられない」ことのつらさであるのに対し
て、Dさんにとっての「つらさ」は「出され
たものは食べなくてはいけない」という規範
から外れる「不自然さ」と結びつけられて説
明されていることがわかる。そうした説明を
受けて I-9で調査者は「つらい」というより
も「しんどい」という表現に置き換えて、D
さんの説明を理解しようとしていることが
わかる。しかしそれでも調査者は、あくまで
「食べられないことを隠して嘘をつくことの
つらさ」にこだわっていることが、次の断片
［4-3］で明らかとなる。

［4-3］
I-1：なんか、その、まぁ、嘘をつきつづ
けることの、そのつらさみたいなも
のってありました？　感情的な面で。

D-1：うーん。病気、何かの病気ってい
うのは言ってたんですよ。でも多分
みんな身体の病気だと思ってたと思
うし、うーん。まあ、あんまり健康
そうには見えないみたいで。その辺
は助かったていうか。一応病気があ
るから、仕事もバイトしかできない
んだよ、みたいな。うーん。あ、そ
れともう一個は、なん、、、私あんま
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学校生活営んでないじゃないです
か。でもみんなそれは当たり前に
やってきた人たちなので、その昔
の話、中学時代こうだったよね、と
か。大体どの世代も、その時流行っ
たものとか、話になって、もうつい
ていけなくて。うーん。で部活とか
も何やってたのみたいな話になっ
たり。その時の、なかなか話せない
し。その、やっぱりその普通の人と
の差があった、かな。

断片［4-3］では、隠し続けることのつら
さにこだわる調査者の質問に対して、誰もが
持っている学校生活の思い出といった「当た
り前」を共有できないつらさであることが述
べられている。しかしそれでも、調査者に
とっては、「人前で食べることが出来ない」
ことの理由として理解できていない。断片
［5-2］を見てみよう。

［5-2］
I-1：あの、今、そのご飯を食べる時一
人で食べていらっしゃいますよね。
それって何かやっぱり理由ってある
んですか、こう、見られたくない？

D-1：見られたくないし、何ていうんだ
ろう。うーん、難しいんですけど、
表現するのが。うーん、なんか食べ
方が汚いっていうか。あとは、やっ
ぱり私の場合は、うーん、ちょっと
言いづらいけど、でも、食べて飲み
込まないで出したりとか、結構多く
て。人前だとそれができないじゃな
いですか、堂々と。だから、一人
だったら別にできるじゃないです
か。それが一番おっきいかな。

I-2：あの、た、食べて口の中に入れて、
それをそのまま元に戻すって感じ？

D-2：そうです。でも、でも、細かく
言うとそうなんですけど。うーん。
チューイングっていうんですけど。
でもチューイングと違って噛まない
から、違うのかな。噛んで出す時
もあるけど、そういう風な食べ方と

か。ちょっと独特なんですよ。ま、
外ではしないから。

（（インタビュアーが体内へ取り込むこと
への躊躇としてDさんの語りを定式化
したが、Dさんはそれもあるけれども、
と完全には同意しない））
I-5：あー。やっぱそれは親、お母さんも
ほら、あの親の会にも出ていて病気
のことも知っているわけですよね。

D-5：そうです。
I-6：それでもやっぱ母親の前では
ちょっとしたくない？

D-6：だっていやじゃないですか（笑）

断片［5-2］では、人前で食べることがで
きない理由を調査者が尋ねると、体内へ取り
込むことへの躊躇という調査者の想定ではな
く、食べ方が一般的に見て嫌悪感を抱かれ
るものであること、さらに親の会などに参加
し、ある程度の知識がある母親であっても嫌
悪感を抱くであろうことが語られている。ま
た自らの食べ方をチューイングという専門用
語を用いて、それとの違いによって説明して
いることに注意したい。
本節で取り上げたインタビュー場面でのや
り取りでは、調査者による「摂食障害」カテ
ゴリーに対する理解、たとえば誰かと一緒に
食べるときでも少ししか食べられず、摂食障
害であることを隠さなくてはならないから
つらい、という解釈と、他者との共在におけ
る規範から外れていることがつらいというD
さんの説明モデルとの不一致が延々と続いて
いるということがわかる。つまり同じ摂食障
害カテゴリーであっても、それを誰がどのよ
うに用いるかで違ってくるのである。このこ
とは「回復」観にも影響を与えている。調査
者の解釈からすれば、疾患に起因する症状が
解消されれば回復するのに対して、Dさんに
とっての問題はそう単純ではないということ
が明らかになる。次節で検討しよう。

3. 回復
［1-4］
（（Dさんに思い描く回復の状態について
質問をすると、働くこと、と答える。そ
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れに対して調査者が疾患を患っていない
ノーマルな人と一緒に働く方が働きやす
いかどうかを質問し、その自信はないと
Dさんが答える。））
I-10：特になんか自分を偽るというか、
必要はない。

D-10：必要ないし、病院とかだと、楽
です。その、精神科とか系、精神科
系だと、普通に楽。楽ですねぇ。で
も、歯医者は怖いです。ふふ。

I-11：歯医者はちょっと違いますよね。
あれは独特な。

D-11：あと歯医者とかも怖いし、皮膚
科とかも、普通の32歳の人って見
られるじゃないですか。でも精神科
とかって、病気の、なんだろうな、
ちょっと不思議な人っていったら失
礼だけれど、ちょっと、何かあって
もおかしくない人って見られるから、
そっちの方が楽じゃないですか。

I-12：なるほどねー。
D-12：たぶん普通に今大学行ってらっ
しゃっるから違うと思うんですけ
れど、私の場合は、そういう一般社
会、の人に会うのが怖くて。うー
ん。今お母さんと一緒に歯医者とか
行ってるし。なんか、一人前に見ら
れるのが怖いです。なんか話が違っ
てきちゃう？

I-12：いえいえいえ。

断片［1-4］では規範的な「普通であるこ
と」「普通の生活」「普通の生き方」が回復と
関わりがあるということが語られる。D-11
において「普通」は「精神科系」と関連づけ
られたうえで「何かあってもおかしくない」
と見られることと対比され、D-12では「一
人前」という能力と結びつけられる。ここで
は自らを一人前ではない者としてカテゴライ
ズし、そうした普通であれば規範的に求めら
れる能力のなさが許容される病院という場面
にいた方が、仕事をするといったことよりも
楽だということが語られている。D-4（トラ
ンスクリプトでは省略）で仕事をすることが
回復と結びつけて語られているが、まずは仕

事をするというある種当然のことであり、一
人前の証でもあることが普通であるというこ
とを認める。そのうえでD-6（トランスクリ
プトでは省略）で「摂食障害の患者さんに多
い」と自分だけの問題ではないということを
示しながら、普通であることを達成する困難
を疾患に帰責している。ここでは、摂食障害
だから回復が思い描けないというより、普通
であれば求められる規範を達成することが困
難であることから回復を思い描くことができ
ず、その理由づけとして摂食障害という疾患
カテゴリーが用いられているのである。

Ⅳ．考察
Dさんとのインタビューでは、疾患カテゴ
リーは病者としての自分を説明する説明モデ
ルのリソースであり、原因や理由は何なの
か、ということよりも、「食べる」という規
範との関わりにおけるつらさを説明するた
めに用いられていた。その際、いわゆる「王
道」の摂食障害カテゴリーに一致しないとい
うことを繰り返し語ることで、自らの「つら
さ」が杓子定規的に「摂食障害のつらさ」と
して理解されることに抵抗していたといえ
る。たとえば自らの摂食障害の症状につい
て、王道の摂食障害（食べたら吐く過食嘔
吐）という専門知を用いて、王道からの差異
が語られ（嘔吐はない）、それがDさん自身
の摂食障害についての経験知（摂食障害カテ
ゴリーには当てはまらない摂食障害）を根拠
づけていたのである。そして「食べることの
つらさ」はむしろ摂食障害カテゴリーとの差
異であったり、「ノーマルであれば誰もが有
しているべき経験」という規範との関わりに
よって説明されているのである。したがっ
て、専門知／経験知、医療／日常という二分
法を前提とし、前者から後者に対する一方
通行による「抑圧」という見方はあまりに単
純に過ぎる。そうではなく両者は、アイデン
ティティや自らの症状を語る際に、必要に応
じて使い分けがされていたという意味で、そ
れぞれの知識の身分に優劣があるわけではな
い。
このインタビュー場面では、摂食障害者に
その経験を聞き取るという活動が行われ、イ
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ンタビュイーには摂食障害者として語る、と
いうことが規範的に期待されていた。そし
て摂食障害者として語る際に、常に「インタ
ビュイーとして摂食障害を語る」という規範
を参照し、自らの語りがそれに沿っているか
どうか、脱線してはいないか、といった点に
気を配っていたことが語りにも現れていた。
それは裏を返せば、インタビュイーの経験や
その説明モデルが、インタビュアーがインタ
ビューに臨む際に有している「摂食障害につ
いての語り」像とは異なっているという可能
性が生じていたということでもある。たとえ
ば抜粋［1-4］におけるD-12は、そうした可
能性について、インタビュイーが気にかけて
いることを示している。
すでに検討してきたように、インタビュ
アーが想定していた「つらさ」は、「食べる
ことができない」といった摂食障害に対す
る一般的な理解に基づく「つらさ」であっ
た。第1回目のインタビュー冒頭で、まずD
さんの診断名を確認し、摂食障害一般につ
いての情報収集の一環として、「摂食障害の
治療でどんなことやるんですか？」とインタ
ビュアーが質問したところ、「薬では治らな
い」とDさんは答えた。続けてインタビュ
アーは「日常困ることってあります？」と、
摂食障害を患うことに伴う困難さについて質
問をした。しかしDさんがまず語ったのは
「あまり食べられない」がゆえに「人から心
配され」、「人とご飯が食べられない」という
ことであった（断片［1-1］）。そしてインタ
ビューが進行するにつれ、精神科がその治療
に当たる摂食障害者であれば「普通の32歳」
とは見られないから「楽」であり、それは
歯科や皮膚科が治療に当たる「普通の32歳」
として見られる疾患との違いによって説明さ
れていた。そして「普通である」という規範
がDさんにとって問題であり、規範からの
ずれをDさんにとっての「摂食障害」によっ
てアカウントしていたと言える。
ここで、II.1.で触れた遺伝性疾患を抱え
る患者たちの方法を探求した前田と西村の研
究（前田・西村 2018）と、Dさんの方法と
を比較することにより、Dさんの方法を明確
化したい。前田らは遺伝性疾患である遺伝性

腎嚢胞を抱える患者へのインタビューを通じ
て、患者たちの方法の固有性と、連帯への
志向を記述した。遺伝性疾患に特有なのは、
「『原因は遺伝である』（過去）、『根治療法が
ない』（現在）、『いずれは透析に入る』（未来）
という時系列」であり、「医療者から提供さ
れる説明は、その人のみの物語ではなく、家
族全体と結びつけられていくこと」であると
いう（前田・西村 2018: 52）。したがって、
家族同士の連帯だけではなく、次世代への知
識の継承を目的とした患者会の存在など、同
じ病いを経験しているというシティズンシッ
プを形成していくという特徴がある。そして
患者会での活動を通して新たな専門知を獲得
し、そうした新たな知識によってもたらされ
る文脈に応じて、自らの経験の理解が更新さ
れていくのである。こうした流れにおいて
は、患者個々人の差異を前提としつつ、連帯
を目指すという活動が実践されていたのであ
る。
しかし、こうした遺伝性疾患の患者たち
の方法とは異なり、Dさんは自らの「摂食障
害」を、一般的な理解に基づく摂食障害と差
異化することで、Dさんにとっての「摂食障
害」を呈示し、自らの「摂食障害」者として
のアイデンティティをアカウントしていた。
そこでは、他の摂食障害者に対する連帯とは
異なる志向が語られていた。断片［1-5］の
D-2では、摂食障害者向けのデイケアの存在
を「うまくいかない」と特徴づける。5回目
のインタビューでは患者会に参加しない理由
を次のように語っている。「みんな、すごい
他人を見て、観察しちゃうので。観察という
か、ね。ライバル心じゃないけど、病気の特
性上。（…）外見だけじゃなくて、競争し合っ
ちゃう。この人は今何してんのかな、とか。
でも私は何もしてないから、とか。比べちゃ
うんです」。このようにDさんは、摂食障害
者に共通の特性を「みんな」という表現で表
しつつ、「競争し合っちゃう」「比べちゃう」
と述べる。つまり遺伝性疾患者が「差異」を
前提としつつ、連帯を目指すのに対して、D
さんは摂食障害者の「共通の特性」という
「同質性」を前提としつつ、「私の場合は」（断
片［5-2］ D-1）といった表現による自身を
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「除外する実践」（山崎 2010）を通して自己
を呈示していた。先行研究で示されたよう
に、摂食障害と一括りに言っても、その語り
は多様である（中村 2011）。その意味で、D
さんの専門知と経験知の使い分けはDさん
にとっての「摂食障害」に固有の方法である
のだ。そして、こうした個別的な語りから得
られた知見を積み重ねていくことによって、
摂食障害への多様な理解が可能になるのであ
る。

Ⅴ．まとめ
ここまでDさんとのインタビューを分析
してきた。その語りと分析からは、専門知／
経験知という二分法では捉えることのできな
い様々な方法や実践が存在していることが明
らかとなった。そして、Dさんは自らの語り
を規範、言い換えれば「普通であること」と
の差異によって語り、根拠づけていたのであ
る。このように見ると、一部の人にはDさ
んこそが医学的言説による生活経験の植民地
化という意味での医療の犠牲者であると見る
向きがあるかもしれない。しかし、実際には
Dさんが様々な方法を用いて自らの生活を組
み立て、現状を語るそのやり方を検討する限
り、むしろ医学的なカテゴリーはDさんの経
験を意味づける際のリソースとして用いられ
ていたのである。
既存の研究の一部が指摘するように、専門
知と経験知という単純な二項対立は、たしか
に語り手によって解消され、使い分けられて
いた。だが、そうした使い分けはどのように
なされ、そうすることによって何をしている
のか、という点についての考察は、十分にな
されてきたとは言いがたい。本稿で検討し
てきたのは、インタビューという活動におい
て、専門知と経験知の使い分けや、摂食障害
一般との同質性への志向と個別化への志向と
いう対比が、方法として組み込まれていたと
いうことである。そして、そうした方法を用
いることによって、ほかならぬDさん自身の
「摂食障害」者としてのアイデンティティを、
他者に理解可能な形でアカウントすることを
可能にしているのである。

補 注
（1） 本稿は2018年10月に一橋大学大学院社会学
研究科に提出した博士論文（未公刊）の一部を
改稿したものである。

（2） この論文をめぐっていくつかのやり取りが行
われた。Sociology of Health & Illness誌32巻4
号（2010）を参照のこと。なおこの論争の存在
は、関西社会学会第69回大会若手企画部会で知
ることとなった。

（3） Dさんとのインタビューは、2014年4月17
日、5月 8日、7月 3日、2015年 4月 2日、6月
4日に行った。断片冒頭に付してある数字は、
［1-5］であれば、第1回目のインタビューをト
ピックごとにわけた際に、最初から数えて5番
目ということを示している。Iはインタビュアー
を指す。
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英文要約
This paper describes how an eating disorder 

patient presents herself while using the expert/lay 
knowledge properly in an interview. The approach 
focusing on narratives treats expert/lay knowledge 
as the same status. It is because the lay knowledge 
has been seen as being inferior to the expert one 

by the medical power. However, in the practices of 
sick narrative or toujisya-kenkyu, people narrate 
own experiences or position his/her identity using 
the expert/lay knowledge properly. In other words, 
before the researcher sets the range of expert/lay 
knowledge, people do such distinction. This paper 
focuses on this point and describes how people use 
the expert/lay knowledge properly in the present-
ing him/herself. By doing so, this paper has shown 
a possibility of different understanding from the 
understanding that the previous research on sup-
pression of experience knowledge by expertise has 
shown.
(Yuki KAWAMURA: kawamura.youki@gmail.com)
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