
れ」とただ言うだけでなく必ず理由を言うことが求められる。

この理由が．ＲＰのとくに第１位の担い手との関係を損なうものであったとし

よう。たとえば，浮気をした相手に脅迫されている妻の場合を考えてみよう。浮

気相手は，これまでの関係を夫にばらすぞといって脅しをかけている。妻はすべ

てを夫に打ち明けて夫に助けを求めるべきかどうかで悩んでいる。夫は，これま

でどんなことでも自分のことを助けてくれた。だが夫が自分のことを助けてくれ

るのはまさに自分の「夫」だからである。浮気のことを夫に打ち明けたなら，

｢夫」との関係そのものが壊れてしまうかもしれない。いわば，妻は夫には打ち

明けられない悩みで悩んでいるのである。だがこれは特定のＲＰの関係にある相

手，この場合には夫に助けを求めることができないということである。同じよう

な例としては，自分の母親が本当の母親ではないと知った娘の賜合を考えること

もできよう。その場合でも，自分を育ててくれた母親には言えないということで

あり，直接的には「誰にも言えない」ということではない。

だがＲというカテゴリーが順位をもっているという性質が，「特定のＲに言え

ない悩み」を「誰にも言えない悩み」に変化させる。夫に言えない悩みは，ＲＰ

の下位の順位にある成員，たとえば夫の弟には言えないのである。義理の弟は，

家に同居しておりいつも自分に親切にしてくれる。今度のことでも，「姉さん，

何か心配ことでもあるの。僕が相談にのるよ」と言ってくれた。だが，夫に言え

ない悩みを夫の弟に打ち明けることは簡単にはできない。もし夫に擬理の弟に最

初に話したということがわかったならば，夫は「なぜ俺に言わないで弟に話した。

お前は，本当は俺より弟のほうを好きなのだろう」と言って怒るに違いない。こ

うして妻は誰にも言えない悩みを抱えることになる。

ここで述べたことは，ただ単にある特定の個人の心の中にある他人には窺い知

れない心の悩みの問題ではない。問題は，上に述べた話をＲについての知識を

もっているすべての人が理解できるということである。ＲＰは，順位をもってい

る。もし夫を，「夫」として，すなわちＲＰの第１位の成員として位固づけたな

ら，他の成員に助けを求めることはできない。もしそうすれば，「夫」ではなく

その相手をＲｐの第１位の成員（たとえば「恋人｣）として位囲づけることになり，

夫との関係を傷つけるのである。

節２章エスノメソドロジーの方淡（１）ｚ，



◇成員カテゴリー化装慨の転換

このように「誰にも言えない」「誰も頼りにならない」という言葉が成立する

別の仕方が存在する。自殺防止センターのスタッフもそのことは理解している。

だから「誰も助けてくれる人はいない」「誰も頼りになる人はいない」という自

殺志願者の話を聞くと，ＲＰの関係にある人に関する悩みで通話をしている可能

性があると理解する。そして「Ｒｐの成員（夫あるいは親）はどうされているんで

すか」と聞くのである。

そしてさらに自殺防止センターのスタッフは成員カテゴリー化の仕方自体をＲ

からＫへと転換させようとする。Ｒという成員カテゴリー装瞳で探しては誰も

助けてくれる人はいない。それゆえＫで探すように，スタッフは自殺志願者に

次のように言う。「そういうことは素人ではわからないんですよ。専門家に相談

しないと。ここのスタッフはみんなそうした悩みに関する専門家です｣。

また自殺志願者は，自殺防止センターに電話するとき，自分の名前を言わない

で匿名で咽話をする場合がある。それは名前を言わないことで，Ｒの関係につい

ての義務を免れようとするからである。この電話で名前を名乗らないという問題

が，第３節で述べる会話分析の発端にもなった。

このようにサックスは，個人の内面の奥底にある他人には窺い知れない心の問

題と思われてきた問題が，じつは人々すべてが知っている成員カテゴリーに関す

る知識の問題として，人々にとって誰にでもわかる仕方で公的に存在しているこ

とを示した。このような視点は，第３章第１節で示す論理文法分析にも受け継が

れていく。

２集合としての成此カテゴリーと推論

◇子どもの鱈るお話の分析可能性

ここでは，「子どもの語るお話の分析可能性」（Sacks［1972c]）を例に，成員カ

テゴリーの問題についてさらに解説をしておこう。ここでの議論の中心は，成員

カテゴリーが集合を櫛成していること，さらにそのことによってさまざまな推論

が可能になっているということである。

サックスは「赤ちゃんが泣いたの。お母さんが赤ちゃんを抱き上げたの」とい

う２歳９カ月の女の子の語ったお話を分析している。このお話には「赤ちゃん」

狸 第１部些礎縄



と「お母さん」という２つの成員カテゴリーがでてくる。このお話を聞くとき，

人々は「お母さん」は赤の他人ではなく，「その赤ちゃんのお母さん」であると

聞くであろう。こうした人々の推論を裏づけるものは何か，それがサックスの問

題だった。

ここでも問題になるのは，成員カテゴリー化装匝である。ここでは「家族」と

｢人生段階」という２つの成員カテゴリー化装倣が登場する。「家族」という成員

カテゴリー化装皿は，「赤ちゃん」「お母さん」「お父さん」という成員カテゴリ

ーを含んでいる。また「人生段階」という成員カテゴリー化装圃は，「赤ちゃん」

｢子ども」「大人」という成員カテゴリーを含んでいる（それぞれの成員カテゴリー

化装団はほかの成同カテゴリーも含んでいるが，ここでは棚略化した形で問題を考えてい

こう)。

問題は，「赤ちゃん」という成員カテゴリーが，２つの異なった成員カテゴリ

ー化装画の集合の中に属するということである。そして同じ名前の成員カテゴリ

ーでも，どの装圃のどの集合に属するかで，その意味するところは変わるのであ

る。

「赤ちゃん」が「人生段階」の装置だとしよう。そうすると，「お母さんは赤ち

ゃんのお母さんだ」という推論は成り立たなくなる。世界中に，「赤ちゃん」は

何億人とおり，「お母さん」も何億人もいる。たまたま「赤ちゃん」を抱き上げ

た「お母さん」が「その赤ちゃんのお母さん」であるという確率はほとんどゼロ

に等しい。では「家族」の中の「赤ちゃん」だとしたらどうか。だが家族の中で

いくつになっても，子ども扱いされたり，赤ちゃん扱いされたりするということ

はよくある。だがこのお話の場合は，「人生段階」の「赤ちゃん」であると人々

は聞くであろう。こうした問題に対して，サックスは２つの独立した推論装腫が

働いていることを示した。

◇経済性規則と－貫性規則

「お母さん」は「赤ちゃんのお母さんだ」という最初の問題から考えていこう。

サックスはここで，成員カテゴリー化装圃の適用に関する規則として，２つの規

則を提示する。

１つは「経済性規則」と呼ばれるもので，１人の人間をカテゴリー化するのに

は１つのカテゴリーで十分だというものである。だが「赤ちゃん」のように同じ

第２章エスノメソドロジーの方法（１）ｚ３



カテゴリーが複数の成員カテゴリー化装圃に属するときもあるので，厳密に言え

ば，その規則は「1つの成員カテゴリー化装囲の１つのカテゴリーで十分カテゴ

リー化できる」と言い換えられる。ただし，これは２つのカテゴリー（あるいは

複数の成員カテゴリー化装世に属する１つのカテゴリー）でカテゴリー化してはいけ

ないということではない。

もう１つは一貫性規則と呼ばれるものであり，成員カテゴリー化装股の一貫的

使用に関する適用規則である。一貫性規則とは，「ある人間の集団がカテゴリー

化されるとき，もし最初の１人をカテゴリー化するのに，ある装硬の中のある成

員カテゴリーが使用されたなら，その集団の別の成員も同じ成員カテゴリーある

いは同じ装圃の中の別の成員カテゴリーによってカテゴリー化可能である」とい

う形で示される。この規則によって，たとえばある典団の最初の１人を「男」と

してカテゴリー化したならば，その集団のほかの人間も「男」あるいは「男」と

同じく「性別」という成員カテゴリー化装圃に属する「女」という成員カテゴリ

ーによってカテゴリー化可能である。

サックスは，さらに一凹性規則からくる推論が存在しているという。すなわち，

同じ話の中に複数の成員カテゴリーが使用された場合には，人々 はそこに明確な

反証がなければ，一貫性規則が使用されたという推論を行うのである。サックス

は，それを一貫性規則からくる聞き手の推論と呼んでいる。その推論によって，

｢お母さん」と「赤ちゃん」という言葉が一度に使用された場合，人々はその言

葉を，この２つの成員カテゴリーが同じ典合に属している成員カテゴリー化装圃，

すなわち「家族」という装固の成員カテゴリーとして聞くのである。

◇｢家族」装盟と二重の組織化

さらにまたサックスは，「家族」という装匝が二曲に組織化されていることに

肴目する。この二重の組織化という考え方は少しわかりづらいので，カードに噸

えて説明してみよう。

ここに「赤ちゃん」「お母さん」「お父さん」という言葉が書いてあるたくさん

のカードが，それぞれの種類ごとに重ねられて、いてあるとしよう。人々は，

｢赤ちゃん」や「お母さん」に出会うごとにこのカードを１枚めくり，それぞれ

の人間に貼りつけるのである。だが人々はこのカードを，二重の仕方で使用して

いる。人々は，「赤ちゃん‐カード１枚，「お母さん」カード1枚，「お父さん」
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図２－２「家族」装囲と二mの組織化

人間の集まり人IIIlの集まり

● １組の家族カード

持っている。これが「単位とカードを１枚ずつまずめくり，それぞれを組にして持っている。これが「単位と

しての家族」を示すものになる（これを家族カードと呼ぼう)。そして「お母さん」

とか「赤ちゃん」という形でカテゴリー化を行うときには，この組となった家族

カードを利用してカテゴリー化を行うのである。このようにして，それぞれの家

族を１組にしてカテゴリー化を行うことが可能になる（図2-2)。もちろん，現実

の家族は，この組の中のすべてのカードがそろっていない場合もある。だがその

ときには，「赤ちゃん」のいない家族，「お母さん」のいない家族といった形で，

不在を含み込んだ形でカテゴリー化可能になるのである。

一貫性規則に関する聞き手の推論は，この二重の組織化というレベルでも働く。

人々は「赤ちゃん」と「お母さん」を同じ家族という１つの組の中のカテゴリー

として聞く。そしてわれわれの社会では，家族という組の中のお母さんのカード

の標幽枚数は１枚と決まっている。それゆえ，「赤ちゃん」は「そのお母さんの

赤ちゃん」だと人々は聞くのである。

◇カテゴリーに結びついた行動

では，このお話の中の「赤ちゃん」を「人生段階」の中の「赤ちゃん」として

も人々が聞くのはなぜなのだろうか。「赤ちゃん」という言葉とともに使われて

いる「泣いた」という言葉にポイントがあるとサックスはいう。サックスはこう

した言葉を「カテゴリーに結びついた行動」と呼んでいる。

第２章エスノメ､ノドロジーの方法（１）巧



３会砺分析

◇会話の自然な流れ（シークエンス）

サックスの『会話に関する獅義録』（Sacks［1992]）は，1964年の秋の獅義か

ら始まっている。そこでサックスは，自殺予防センターのプロジェクトで染めた

会話データを扱っている。サックスがそこで取り上げるのは，救急梢神病院にか

かってきた次のような電話である。

はい，こちらスミスです。どのようなご用件ですか。

よく聞こえなかったんですが。

スミスです。

ああ．スミスさん。

■
■
●
●
■
■
ｂ
ｂ

Ａ
Ｂ
Ａ
Ｂ
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ただこのことは「赤ちゃん」という成員カテゴリーが単に「泣く」ということ

を示しているのではない。「お母さん」も泣くし，「男」も泣くし，「女」も泣く。

ここでも問題は，成員カテゴリーが集合を構成しているということに関係してい

る。

「人生段階」という成員カテゴリー化装固は，この言葉でも示されるように，

そこに含まれる「成員カテゴリー」の間に，「赤ちゃん」→「子ども」一・「大人」

という段階を組み込んでいる。そして「泣く」という「カテゴリーに結びついた

行動」は，それぞれの段階についての評価と結びついている。「赤ちゃん」が泣

けば，それは当然である。だが「子ども」が泣けば，「まだまだ赤ちゃんなのね」

と言われて，段階が下のものとして評価される。「子ども」が泣かなければ「も

う大人ね」と言われて，段階が上のものとして評価される。「泣く」という行動

は，このように集合の中に組織化された仕方で，「人生段階」の装世，とくに

｢赤ちゃん」と結びついているのである。それによって，「赤ちゃん」と「泣く」

という言葉が一度に語られた場合，「赤ちゃん」を人生段階の「赤ちゃん」とし

て聞くという推論が可能になるのである。

このように，成員カテゴリー化装世は集合としての性格をもち，さまざまな推

論を人々の中に生み出していく。さらなる成員カテゴリー分析の適用に関しては，

第９章，第１０章，第１１章，第１４章を参照されたい。



Ａは勉話で相談を受けるスタッフであり，Ｂは電話相談者である。サックスは，

自殺防止センターの電話を分析しているときに上のような会話が頻繁に生じてい

るのを見出した。この会話は一見すると，Ａの名前に関する問題が生じている

会話だと思われるかもしれない。だがサックスは，この会話はむしろＢの名前

に関する問題が生じている会話だという。すでに述べたように，電話相談者は，

自分の名前を名乗りたがらない。サックスは，こうした形で会括をすることで，

Ｂは自分の名前を名乗らないで相談を続けることができるのだという。

この問題は，１つひとつの言葉を検討するだけでは解けない。「よく聞こえな

かったんですが」という言葉は，それだけを取り上げれば，Ａの名前に関する

問題であり，Ｂ自身の名前に関する問題ではないからである。サックスは，上の

会話を次のような会話と比較する。

Ａ：はい，こちらスミスです。どのよう雌ご用件ですか。

Ｂ：あつ’わたしはブラウンといいます。

こうした会話は電話の始まりにおいてごく普通に見られるものである。この会

話では，Ａが自分の名前を名乗ったあとで，Ｂも自分の名前を名乗っている。す

なわち，Ａの発話のあとでＢの発話といった形で，会話は継起的に進行してい

る。サックスは，こうした会話の継起的な流れを，会話のシークエンスと呼んで

いる。

さらにまたこの会話では，「自分の名前の名乗り」「自分の名前の名乗り」とい

う形で，２つの発話が１つの対（ペア）となった形で存在している。

この会話が，Ｂに名前を名乗らせる効果をもつのは，それが会話の流れの中で，

｢自分の名前の名乗り」「自分の名前の名乗り」という対となった会話として存在

しているからである。Ｂは「よく聞こえなかったんですが.ｌと訂うことで，この

会話の流れを止めた。そしてこの会誌の流れが止められたあとでは，もはやＢ

は自分の名前を自ら名乗る必要はなくなる。もちろんあとで．ＡはＢの名前を

聞くことで，Ｂの名前を得ることはできるかもしれない。だがその場合には，Ｂ

は，「なぜ，名前を知ることが必要なのか」と問うことができる。そしてＢは，

理由によっては，名前を答えるのを拒否することもできるのである。名前を聞く

ことは，「自分の名前の名乗り」「自分の名前の名乗り」という対となったシーク

エンスのように，自ら名前を名乗らせる効果をもつことはできない。

痢２亜エスノメソドロジーの方法（１）２７



この「会話のシークエンス」や「対となった発話」が，会話分析においてもっ

とも重要な考え方である。この節では，この２つの考え方に絞って，サックスが

始めた会話分析について解説をしていこう。

◇会賭の順番取りシステム

会話のシークエンスの問題で，会話分析でもっとも有名なのは，サックスが共

同研究者であるシェグロフとジェファーソンと一緒に嘗いた「会話の順番取りシ

ステム」（Sacks,Schegloff＆Jenerson［1974]）である。

サックスらによれば，われわれの社会における日常会話には２つの大きな特徴

がある。１つは．「一度にしゃべる人は１人」という特徴である。もちろん，１つ

の会話において，一度に２人以上の人がしゃべっていることもある。だが，その

時間は短い。またそれぞれの発話は，ほとんど沈黙をおかずに発せられている。

もう１つの特徴は，「話し手はつねに交代する」という特徴である。確かに，儀

式とか制度化された会話においては，１人の人がずっとしゃべっている場合もあ

る。だが日常の会括においては，話し手はつねに交代している。このことから，

会話は，話をする順番がつねに交代するシステムだと考えることができる。

このとき，話し手をＡ，Ｂというアルファベットの大文字で表する。またそれ

ぞれが，話していることを，ａ，ｂという小文字で表すとする。２人の会話の場

合には，会話者のシークエンスは，ＡＢＡＢＡＢＡＢで記述できる。また会話のシ

ークエンスもababababという仕方で記述できる。だが,abababというそれぞ

れの会話において何をしゃべるかは，日常の会話においてあらかじめ決められて

いない。そしてさらに，「a」「b」というそれぞれの話をどれくらいしゃべるこ

とができるのかという問題が存在している。次に３人の会話を考えてみよう。こ

の場合には，２人の会話のような仕方では会話のシークエンスは記述できない。

3人の会話では，ABCABCABCあるいはabcabcabcというような仕方では会話

は進行しない。ＡＢＣの順で話すというような仕方で，会話の順番を決めるよう

な規則は日常の会話においては存在しない（このことは、４人以上の会話でも同じで

ある)。だが会話は，でたらめな仕方で行われているわけではない。会話者はど

のような順番で括すのかを会話をしているときにはわかっているのである。そう

した人々が会話をしているときには使っている知識を，もっとも簡単な仕方で記

述しようとしたのが「会話の順番取りシステム」である。
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◇順番取りシステムの仕組み

会話の順番取りシステムは，それぞれの話を１人の話し手がどれくらいしゃべ

ることができるのかを決める「順番構成的成分」と，どのように順番が交代する

のかを決める「順番配分的成分」の２つの部分からなる。

「順番概成的成分」は，言語の栂造と関係している。わたしたちの話す言葉は，

単語，句，文といった単位を櫛成している。会括者は相手の言葉を冊くとき，そ

の言葉が，「お母さ－ん」という単語という単位で発せられたのか，「お母さんと

学校に行く」というような文という単位で発せられたのかをそのイントネーショ

ンから聞き分けることができる（これは．第６軍で解説するプロソディの問題と関係

している)。さらに会括者は，単語や句や文といったそれぞれの単位でなされた発

話が，どこで終わるのかを予期することができる。この単位の最初の終了点とな

る場が，順番が適切に移行する場となる。

言葉が単位を構成しており，それぞれの話を構成する単位の終了点が予期でき

ることは，重要な意味をもっている。もし相手の話が終わるのを待ってそれを確

かめてから次の人が話し出すとしたら，その間にいくぶんかの沈黙があるはずで

ある。実際，トランシーバーなどの無線での会話では，そのような形で会話が進

行する。だが日常の会話や電話では，ほとんど沈黙なしに，あるいはわずかの重

なりや沈黙を伴って，会話の順番の移行がなされている。それは会話者が相手の

言葉をよく聞いて，相手の言葉がどこで区切られるのか，すなわち単位の終了点

はどこか，を予期し，その場所で，すなわち順番の移行が適切な場で，括し始め

るからである。

「順番配分的成分」は，「順番交代のテクニック」と「順番の交代に関する優先

規則」からなる。「順番交代のテクニック」は，「いまの話し手が次の話し手を選

択するテクニック」と「括したい人が自分から話し手となるためのテクニック」

の２つからなる。「いまの話し手が次の話し手を選択するテクニック」としては，

相手の名前を呼ぶ，相手の方を向くというようなものがある。また次節で述べる，

｢質問」や「呼びかけ」のような対となった発話（隣接対）の片割れが一緒に使わ

れることも多い。「話したい人が自分から話し手となるためのテクニック」でも

っとも重要なことは，ともかく先に話し出すことである。

順番の交代は，順番の移行が適切となる場で，次のような優先規則に沿って行

われる。
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(1)いまの話し手が話している間に，いまの話し手が次の話し手を選択するテ

クニックが使われていたならば，遡択された人が優先的な話し手となる。

(2)いまの話し手が話している間に，いまの話し手が次の話し手を選択するテ

クニックが使われていなかった場合には，話したい人が次の話し手となる。

その場合には，一番初めに話し出した話し手が優先的な話し手となる。

(3)誰も自分から話し出さなかったときには，いまの話し手がさらに話を続け

ることができる。またその間に，いまの話し手が次の話し手を選択する言葉

を付け加えることもできる（｢でどう思うＡさん｣)。このようにして，さらに

(1)から(3)が繰り返される。

◇聞くことの重要性

一見すると会話の順番取りシステムは，人々の振舞いから離れた抽象的なルー

ルのように思われるかもしれない。だが，自分が仲間との会話においてどのよう

に振る舞うかを考えると，それが人々の振る舞いや動機づけを的砿に記述したも

のであるということがわかる。

他の人が話しているときに何かしゃべりたくなった場合，わたしたちはすぐに

口を開いたりはしない。わたしたちはいましゃべっている人の話がどこで区切ら

れるかを相手の話を聞きながら予想し，待ち受ける。だが相手の話の途中で，相

手が他の人に話を振ったなら，自分からはしゃべりだせない。相手が推にも話を

振っていないことを確認し，いざしゃくり出そうとしても，他の人が一瞬でも早

くしゃべりだしたら，いったん口に出した言葉を飲み込まなくてはならない。今

度こそはと思って，早くしゃべりだしすぎると，相手の話と重なってしまい，口

に出した言葉を最後まで続けられなくなる。しかも，言葉は．会話の流れ（会話

のシークエンス）の中で意味をもつ。適切な場所で言えなかったことは，あとで

言い出すことはできない。それゆえ，自分がしゃべりたいときには，相手の話を

よく聞き，その話の区切りがどこであるかを予想し，相手が他の人に話を振って

いないかをよく聞き分け，他の人よりも早くしゃべりださなくてはならない。

どちらにしろ，しゃべるためには相手の話を聞く必要がある。順番取りシステ

ムは，こうした人々の振る舞いや聞くことへの動機づけを，間潔かつ的確に表現

しているのである。
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◇話し手に何ができるか

次に話し手に何ができるかを考えよう。会話は，あくまで会話に参加している

人々によって作られているものである。だが，会話は１人の話し手のみによって

作られているわけではない。会話は会話者どうしによって相互的に作られている。

また会話はつねに順番ごとに生み出されている。話し手はいまの話を生み出し，

さらに次の話し手を週ぶこともできる。だが，次の話し手が，その話の中で元の

話し手を次の話し手として選んでくれるとは限らない。さらに会話が順番ごとに

生み出されることから，後の会話がどう展開するかは，元の話し手には確実には

わからない。話し手が確実に何かできるのは，いまとその次の話でしかないので

ある。それゆえ，会話においてはこの「いまとその次」という部分が，他の何よ

りもまして重要になる。

会話分析では，この「いまとその次」が「対となった」発話が，「隣接対」と

呼ばれ，分析の焦点の１つになっている。会話分析が，会話分析といいながら会

話の内容や会話全体の柵造の分析に最初の焦点をおかず，「いまの話とその次の

話」という会話の局域的な側面に関心を払うのを奇妙なことだと感じる人もいる

かもしれない。だが，この「いまとその次」という会話の局域的な部分は，会話

者自身にとって，自分が操作することができ，さらにまた他者とともに共同で作

り出すことができる，もっとも重要な部分なのである。そして会話全体の柵造も

また，この「いまとその次」という局域的な櫛造に基づいて作られているのであ

る。

◇隣接対（対となった発話）

隣接対とは，２つの発話が，「挨拶一挨拶」「呼びかけ一応答」「質問一応答」

｢要請一受諾」などのように対（ベア）として類型化されたものである（SchcgIoff

＆Sacks［1973＝1995])。

「隣接対」は，①2つの発話からなり，②その発話が隣接的な位置におかれ，

③各々の発話が，それぞれ別の話し手によって生成されるという特徴をもってい

る。また。対として類型化されていることから，④対となった発話の最初の部分

と２番目の部分に順序が存在し，⑤一方が他方を特定化する関係にある。すなわ

ち，質問と応答はこの順序で起こる。また質問は，次の行為として挨拶ではなく

応答を適切にする。
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隣接対は，会話においていまと次の会話を結ぶ亜要な部分となっている。それ

は，会話が次から次へと継起的に展開するための資源となっている。会話の順番

取りシステムにおいて，隣接対はいまの話し手が次の話し手を選択するテクニッ

クの主要な櫛成要素である。わたしたちは「質問一応答」という隣接対の初めの

部分である「質問」を用いて，自分の話（質問）と相手の話（応答）を次から次

へと組織することもできる。サックスは，それを「質問一応答」連鎖と呼ぶ。た

とえばインタビューのような制度化された会話は，この「質問一応答」連鎖によ

って構成される（制度化された会謡については，テーマセッションＩを参照)。

隣接対はまた，相互理解のための重要な資源となっている。たとえば，「こん

にちは」という挨拶に対して「こんにちは」と答えたとしよう。この２番目の

｢こんにちは」という言葉は，蝋に相手と同じ言葉を繰り返しているのではない。

｢こんにちは」と答えた人は，相手の「こんにちは」という言葉が自分に対する

挨拶であると理解したことを，「こんにちは」という挨拶で答える中で相手に示

しているのである。さらに相手もまた，自分の「こんにちは」という言葉に対し

て相手が「こんにちは」と答えているかどうかを観察することで，相手が自分の

発話を理解しているかどうかを観察している。隣接的に連なった行為は，お互い

がお互いを理解しているかどうかを確かめあう場となっているのである。さらに

またそのことが，研究者にも，研究のための基盤を与える（この問題については，

第６章を参照)。

隣接対はまた，参加者が互いの共同の了解を櫛成する場でもある。隣接対は，

お互いの理解をお互いに確かめあうことができる場である。さらにまた隣接対は，

自分と相手が共同で「いまの話」と「その次の話」を作り上げることができる最

小の組織でもある。それゆえそれはまた，人々が何事かを取り決めることができ，

またその取り決めをお互いに了解しあうことのできる般小の組織にもなっている。

もちろん，すべての取り決めが，この隣接対の場で行われるわけではない。しか

し，互いの了解を構成する最小の単位である隣接的な組織が，人々がさらに行為

を全体的に組織化するための，組織的な基盤になっている。たとえば，会話を始

めたり，会話を終了したりするためには，隣接対が使われる。会話分析では，こ

の隣接対を基本に，会話全体の柵造を分析するのである。
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◇会話分析の広がり

サックスは，交通聯故で1975年に亡くなった。だがサックスの共同研究者で

あったシェグロフやジェファーソン，またカルフォルニア大学のアーバイン校時

代に教えを受けた，ポメランツらによって会話分析は世界中に広まり，現在では，

｢会話」や「相互行為における話」を研究する標鵡的な方法として，社会学，言

語学，人類学，教育学，認知科学，梢報工学といったさまざまな分野で研究され

るようになっている。

現在，会話分析では，さまざまな会話の組織が研究されている。たとえば，

｢優先柵造」（Pomerantz［1978])，「会話の開始」（Schegloff［1968]）と「会話の終

了」（ScheglofI＆Sacks［1973])，「修復」（Schegloff･Jeffe｢Son＆Sack勝［1977]）と

いった研究がなされている。会話分析の研究に関しては，第６章，テーマセッシ

ョン’’第８章も参照されたい。

'１会話と身体的行為

◇聞き手の行為

最後に，会話と身体的行為の関係について述べておこう。会話分析は，もとも

と言葉そのものに対する関心から始まったわけではない。サックスらの関心は，

｢相互行為における言葉や話」にあった。ジェスチャーや身体的行為に対する関

心も，ある特定のジェスチャーや身体的行為が蝋独でどのような意味をもつかに

あるのではなく，あくまで「相互行為におけるジェスチャーや身体的行為」にあ

った。さらに会話分析が発見したのは，ジェスチャーや身体的行為が，会話その

ものと強く結びついていることだった。

身体的行為の問題について，エスノメソドロジーでもっとも亜要なものは，ｃ

グッドウィンの研究（Goodwin,Ｃ,［19811）である。すでに，会話における「聞く

ことの重要性」について述べた。だが，聞くこと自体の問題は，初期の会話分析

ではあまり焦点化されてこなかった。その一つの原因は，初期の会話分析がもっ

ぱらテープレコーダーによる音声記録を中心に研究を行ってきたことと関係して

いるかもしれない。Ｃ●グッドウィンは，ビデオデータを用いた会括の分析によ

って，聞き手の行為が，「話す」という行為と関係していることを見出した。

会話における言葉は，途切れがちであり，繰り返しや言い直しが多く，文とい
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う形を成していない断片的なものも多い。Ｃ・グッドウィンは，こうした現象が，

無秩序に生じているのではなく，話し手と聞き手の相互行為によって秩序あるも

のとして成立していることを示した。Ｃ､グッドウィンが注目したのは，聞き手

の視線である。会話の途切れや，繰り返しや言い直しの部分をよく聞いてみると，

その言葉は「非文法的な文の断片」→「文法的な文」という順序で発話されてい

ることが多い。またこの間に沈黙のはさまる場合も多い。Ｃ・グッドウィンはビ

デオデータを用いた会話の分析によって，こうした現象が聞き手の視線と関係し

ていることを示した。聞き手が話し手を見たときに，話し手は途中まで話した言

葉をやめ，もう一度最初から言葉を言い直していたのである。さらにまたＣ､グ

ッドウィンは，こうした話の間にはさまる沈黙（言蕊の途切れ）や，断片的な言

葉を話すこと自体が，聞き手に話し手の方向を見させる効果をもつことも示した。

聞き手は，話し手を見ることで，自分が相手の話を聞いていることを示し，話し

手は聞き手が自分の話を聞いているかどうかをよく観察しながら，自分の話を組

み立てていたのである。すなわち，順番の交代だけでなく，順番におけるそれぞ

れの話自体が，話し手と聞き手の相互行為によって，作り上げられているのであ

る。

◇参与の枠組と相互行為分析

こうしたＣ､グッドウィンの研究以来，ビデオデータを用いた会話分析はます

ます盛んになっている。とくに，聞き手の問題を「受け手性」という言葉で一般

化し，病院での診断場面における患者と医者の相互行為やビデオ会議システムの

問題を研究したヒースの研究（Heatｈ［1986],Heath＆Ｌｕｆｆ［1991]）や，Ｃ､グッド

ウインによる海洋調査船（Goodwin,Ｃ､［1995]）やグッドウィン夫妻による飛行場

の研究（Goodwin,Ｃ＆Goodwin.Ｍ［1996]）が有名である（テーマセッション3，

第１５軍を参照)。

現在では，聞き手の問題は，話し手や聞き手が会話場面にどのような仕方で参

与するか（｢参与の枠組｣）という形で問題にされるようになっている。「参与の枠

組｣の研究では,子どもどうしのけんかを分析したＭグッドウィンの研究(Good・

win,Ｍ，［1993]）が有名である（輔９軍を参照)。

また視線の問題は，人やモノに対する身体的な体勢や，参与枠組と身体の配腿

の問題として，頭および胴体の動きや指さしなどの手の動き，足の置かれる位硬
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や動きというものを含んだ形で分析されるようになっている。このときに，ケン

ドンが提示したＦフォーメーションという考え方が使われる場合が多い（Ken．

｡｡ｎ［1990])。Ｆフォーメーションとは，複数の作業者が，お互いの作業領域の

重なりを，互いに共有することができるような身体的体勢である（第12章を参

照)。こうした研究については，ピデオデータの分析法（姉５衆）や，博物館の研

究（朔12疏)，協同学習支授の研究（第14鞭）や，コンピュータ支援の協同作業

の研究（第１５五）を参照されたい。ピデオデータを用いた会謡分析的研究（相互

行為分析と呼ばれることもある）は，社会学や言語学の枠組を越えて，さまざまな
甲

分野で用いられるようになっているのである。
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第３章

エスノメソドロジーの方法（２）

水川喜文・池谷のぞみ

錫この章では．エスノメソドロジーの新しいアプローチとして近年注目を染めている，

論理文法分析（1節）とワークの研究（2節）について解説する。

Ｉ論理文法分析

論理文法分析は，私的で個人の「内面」にあるとされる「心」「意図」「考え」

などが，言葉や概念の使い方（言語使用）を見ることによって，誰でもやりとり

の中で示しあっている公的なものであることを明らかにした。この章では，エス

ノメソドロジーの手法としての論理文法分析について「会話の論理」と「心の概

念」という２つの蟻論に分けて紹介する。

論理文法分析を展開するボストン大学教授のクルターは，1970年代中旬まで

マンチェスター大学において社会学を学んだ。マンチェスター大学は，当時から

シャロックを中心にイギリスにおけるエスノメソドロジーの研究センターとなっ

ており，ガーフィンケル，サックスなどがその初期から訪問し識裳した数少ない

大学の１つであった。また，サックスのもとで会話分析の研究をしていたジェフ

ァーソンもジョン・リーの共同研究者として同大学に所属していたこともあり，

数多くの特徴のある研究者を生み出した。

マンチェスター大学のエスノメソドロジー研究の特徴は，ウィトゲンシュダイ

ンやライルなどに代表されるいわゆる言語哲学との影僻関係にある。この２つの

流れの合流点で論理文法分析の発想は生まれた。

クルターによれば，論理文法分析とは「日常的な状況において言葉が，どのよ
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うにしかるべきしかたで使用されているかを，丹念に調べることから出発する」

(Coulter〔l979b＝1988〕,ｐｐ､l1ff.)。そこにはガーフィンケルのいう常識的知識が

それ自体として秩序だっているという考察や，ウィトゲンシュダインやライルに

よる言語をその使用から考えていくという方向性が結実している。

◇会詰の論理一偶発性とアプリオリな柵造

（１）会話分析と紬剛文法論理文法分析の特徴の１つは，サックスの会話分

析や成員カテゴリー分析の成果（第２童参照）を，「論理」（あるいは，社会一議理）

の問題としてとらえ直したことにある。

たとえば，次のような会話の断片を考えてみよう。

Ａ：まだ，レポート，出してないの？

Ｂ ：うん

Ａの発話は疑問文という形を取っているとともに，１つの行為となっている。

すなわちＡは「質問」という行為をしている，というように分析できる。それ

に対してＢの発括は，「応答」という行為となる。同時に，Ｂは「応答」するこ

とにより，Ａの発話を「質問」として理解したことを発話によって示していた

ことになる。このことは，会話分析によれば，このＡとＢの発話は「質問」と

｢応答」の隣接対（鋪２素参照）をなすと考えることができる。

論理文法分析では，たとえばこのような隣接対（および会砧分析のさまざまな成

果）を論理的関係としてとらえる。つまり，「質問」と「応答」という隣接対が

規範的に結合している「概念の論理文法」と見ていくのである。

（２）会話の偶発性さて，このような「質問一応答」という対は，どのよう

な論理関係にあるのか。それは，「質問」のあとに必ず「応答」がくるという自

然科学でいう法則（law）によって決定されているわけではない。たとえば，次

のように「質問」のあとに「質問」がくることもできる。

Ｂ：今日．提出日だった？

この場合，ＢはＡが質問をしたことを理解したうえで，Ｂが「質問」するこ

とによりＡの発話内容を確認している。では，Ｂが「ほっといてよ」と言った

らどうだろうか。同じＡの発話は，Ｂによって「非難」と理解され，Ｂが「応
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酬」を行うことになり「非難一応酬」の隣接対が生み出されたことになる。

このように，「質問」のあとに「応答」がくることは，法則として決定されて

いるわけではない。むしろ，相手（次の行為者）がどのように発話するかという

偶発性（contingcnl）によっている。

しかし，次に何がきてもいいわけではない。そこには，次に何がくるべきかに

ついての規範的な制約がある。そのことは，Ａの発話のあとに「沈黙」がくる

と「Ｂの応答がない」ことが理解可能になる，ということからもわかる。この場

合，Ｂは動作も発話もしないで「沈黙」という行為をしたことになるのである。

さらに，Ａの発話が「質問」とされるか「非難」とされるかは，この「沈黙」

に続く会話を見ていかなければわからない。

このように見てくると，会話のシークエンス（流れ）における次の一手は偶発

性によるが，一定の規範的な制約がされているといってよいだろう。同様のこと

はもちろん「質問一応答」という隣接対だけではなく，「非難一応酬」「挨拶一挨

拶」などの隣接対にもいうことができる。

（３）会禰のアプリオリな柵造また．このような隣接対の存在は統計による

帰納的な結論ではない。質問のあとに応答がくる可能性が高いとか，ある条件の

もとで何％の発生頻度・確率があるからこの隣接対が存在するわけではない。

むしろ，「質問一応答」という概念の慣習的ペアが，頻度を数える「前に（アプ

リオリに)」存在していなければならない。

たとえば，先に出たようにＢが「ほっといてよ」という「応酬」をしたなら

ば，その前のＡの発話は「質問」と理解されていないことがわかる。これは，

｢質問一応酬」というペアは慣習的に結びつかない（論理文按違反）からである。

Ｂの「応酬」に慣習的に対応するペアは「非難一応酬」である。そのため，Ａの

発話は「質問」ではなく「非難」と理解され，「非難一応酬」というペアが生み

出されたことになる（もちろん，その後の会話でこのベアがどのように扱われるかは，

続く会話をより詳しく見ていかなければならない)。

このアプリオリな構造（aprioristructure）は，その論理を使っている自然言

語の共同体にいるものなら誰でも見て言える（理解可能な）ものなのである（その

ため「正しい」かどうか交渉可能となる)。このように論理文法分析によれば，会話

は一方で偶発性によりながら，他方で規範としての「アプリオリな櫛造」に基づ

きながら進行していると考えられる（Coulter［1983])。
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論理文法分析によれば，言語を日常生活で使用している人々（自然首語の使用

者）は，これまでみたような論理文法をさまざまな場而で多様な形式で使ってい

る。そして，そのことにより，相手の意図を理解し交渉し，状況を定義し相互行

為を遂行しているのである。

いままで見てきた概念の論理文法は，会話の参与者が自覚的に使っているとは

限らない。むしろ，このような知識は身につけてはいるが，言葉にしたり襟き出

したりすることのできないような「やり方の知識」（ライル）である。同棟に，研

究者にとっても直観的に判断できないものであるため，具体的な言語実践を分析

することによって明らかにすべきものである。

◇理解の達成とその誤腰

（１）理解と実践次に，言語哲学の成果をエスノメソドロジーがどのように

導入したか，典型的な認知活動である「理解」を例にとって考察する。これによ

り，エスノメソドロジーといわゆる認知主義との基本的な発想の違いを確認する

ことになるだろう。クルターらによる，「理解」に関する論理文法分析の方向性

は，認知主義による悩報処理過程のモデル櫛築と異なり，「理解」という言葉が

どのように使われるかという実践の場に戻してもう少し精密に見ていこうという

ものである（Coullern979b＝1998]，邦訳33頁以下．７５頁以下；西阪［1997〕、166頁

以下)。

まず，ある人が理解したと言えたり，理解していると言えるとき，それはどの

ように成し遂げられているか考えてみよう。ある状況の参加者はその人に話しか

けたり，質問したり，コメントを求めたりしてその人が理解しているかどうかを

砿かめあっていることが観察できる。しかも，こういったことは意識しなくても

やっている。その結果，その人に対して，理解している人，まだ理解していない

人，誤解している人という判断がなされることになる。これは，ある状況の中の

参加者にとって理解というものが状況から切り離されたものではなく，理解とい

うものはその状況の中で実践されているものだからである。

（２）珊解の主扱とその糾搬このとき，理解したかどうかその参加者当人に

聞けばいいのか，といえばそうではないだろう。人は時として「わたしは理解し

ている」とわざわざ主張することがあるが，これは理解について疑問や不安など

何らかの問題があるときに発せられると考えてよい。つまり，この発話は「理解
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している」と主張していることであって，理解していることとは独立に考えるべ

きである。また，主観的な意識として理解しているとある人が考えることだけを

もってして理解しているとはいえない。それは理解していると感じることであり，

ある人の感覚にすぎない。つまり，「私は理解している」という主観的な意識が

あるということも，理解しているという「感じ」や「感覚」をもったというく主

張の根拠〉としてしか意味をなさないのである。これは他者と共在する社会的賜

面での理解とはいえないのである。

このように考えていくと，ある人が理解しているとき，必ずしも口に出してわ

ざわざ言う必要もないし，主観的な意識として理解したと実感する必要もないこ

とがわかる。つまり，ある社会的場面を考えた場合，理解したということはその

場の実践的な目的や必要性にそってお互いに確認され連成されるものといえるだ

ろう。しかし，その理解という言葉を，いったん状況と切り離して考えてしまう

と，内的で心理的な活動を表すかのように現れてくる。たとえば，脳内に情報処

理過程が実在し，その過程そのものが「理解」であるかのように考えてしまうの

が「認知主義」である。

◇心の論理文法

これまで議論してきたことは,エスノメソドロジーと言語哲学の合流点に位図

する論点である。ライルをはじめとする言語哲学は，「理解」「意図」「想起」な

ど心的概念の「使用中の論理（Iogic､in・usc)」を解明してきた。とくに，心的概

念が実際の言葉のやりとりの中でどのように使われるか考察した。一方で，エス

ノメソドロジーは，身体や言語を使う具体的な実践の中で「理解」や「意図」な

ど主観的現象とされるものがどのように成し遂げられているか考えてきた。ここ

では，ライルによる言語使用における達成動詞と過程動詞の迎いという譲論をし

ながら，それがエスノメソドロジーとどのように関連しているか考察する。

（１）述成動詞としての「蝿解」ライルによれば「理解する」という動詞は

｢勝つ」などと同様に達成動詞とされる。これは，「遊ぶ」「投げる」のような過

程動詞と対比されることになる。たとえば，「理解する」という場合，その場面

の参加者はある人が理解したかどうか聞き直したり言い換えたりさまざまな言語

実践をすることによって確認することになる。それらの結果として「理解する」

が達成される。これはちょうど試合で攻撃や防御をして試合終了時に「勝つ」に
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