
◇鯛査プランの作成一下鯛べ（下見）

研究は，学問的な興味や関心があって行うわけだが，だからといってそのフィ

ールドのすべてをわたしたちがわかっているわけではない。むしろわかっていな

いため調査をするのである。調査を依頼する側として，どのようなフィールドに

入るときでも，下調べが必要である。資料を取り寄せて読む，ホームページを調

べるなどの努力が必要である。そのような下調べと同時に，実際にその場所を見

学することは，きわめて璽要である。とくに博物館では，展示物や展示室によっ

て担当する学芸員が異なる場合もあるため，綿密な調査プランを提示しなければ

ならない。ビデオ分析をする場合，どのようなアングルで何を撮るか，それによ

って分析できる内容が決まってしまう。つまり，撮影されたビデオデータがその

研究の質自体を決めるといっても過言ではない。そのため，下淵べの際には，以

下の点を明らかにする。

（１）フィールドワークに雄づいて搬影対象の候補を選び州す研究関心に応

じて，撮影する対象を定めることは研究の第一歩である。何をどのように観察す

るかが重要である。しかしまた同時に，調査先のもつ現実的な制約と折り合わな

くてはならない。たとえば，博物館では展示物近辺の人の動きを観察したうえで

決定する必要がある。人気がある展示物ではあまりに人が集まるため，観客１人

ひとりの動きがとらえにくく，結局重なった後ろ姿ばかりが撮影されてしまう。

（２）ビデオカメラやマイクは実際にどこに役慨するかビデオカメラや三脚

が澗査先の妨げにならないように考愈する。賜所によっては，三脚の使用のみな

らずカメラの使用もできないことがある。たとえば，博物館ではビデオカメラを

設置できたとしても，展示物に近く，多少なりとも観客の自然な鑑賞行為の妨げ

になるような場合，許可は下りない。このように調査先の勤線を前もってしっか

りと把握するべきである。これはフィールドワークの第１段階でもある。

それに基づいてマイクの設置法，利用するマイクの種類を工夫する。たとえば，

美術館の場合にはマイクを設置する位置が審美的理由から大幅に限定される。作

品のそばはまず不可能である。

このように綿密に凋査プランを作り上げるのは，人間の行為を分析するためで

ある。行為者の動作，身体配圃，表悩はⅢ要である。これらを考慮して，カメラ

のアングルの決定には，細心の注意を払うべきである。さらに，あまりに混雑し

た場所で撮影すると，大勢の発話が重なって聞き取りにくくなり，トランスクリ
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プト（娠写文）を起こしにくくなる。

◇折衝に赴く

このように準備段階のフィールドワークを行ったうえで，対象を絞ったあとは，

調査先に調査の本格的な許可を求めるための折衝を行わなければならない。大学

生や大学院生の場合，指導教官の監督下にある調査であることを示さなくてはな

らない。まずは先方へ電話で連絡し，研究の概要を説明し，先方の予約をとる。

博物館の場合では，最初は「広報」担当係が対応してくれる場合が多いが，最終

的には学芸員と具体的な話合いをすることになる。どちらと話し合うにせよ，具

体的な説明を誠実に行わなくてはならない。

脱明を行う際には，以下のものを用意していくことが望ましい。

（１）フィールドワーク当日の撤影にⅢいるピデオカメラ，マイク，三脚一式

調査先は「撮影」「実験」といった言葉から，過剰な装画を連想する場合もあ

る。実際に用いるのは小型ビデオカメラや小型の三脚であり，圧迫感のある機器

を用いないことをまずはアピールし，余計な警戒心を相手方に起こさせないよう

にすることが大切である。このときにビデオカメラで実際に綴影してみせること

は，調査先にとってもイメージがわきやすく，有益である。

（２）フィールドワーク当日，掲示するビラこれについては以下のような文

面を用意する。次に示すのは，筆者らが博物館の調査で実際に用いた掲示である。

研究調査へご協力お願い申し上げます

わたしたちは○○大学の研究グループです。○○博物館の許可を得て，観客の鑑賞行

為を調査しています。

撮影を好まれない場合，もしくは撮影された部分を後で消去してほしい場合は．お申

し出ください。カメラをとめる，あるいは搬影された部分を消去するなどの描圃を速や

かに行います。

研究内容についてご質問のある方は，どうぞご遠慮なく責任者か，あるいは下記の連

絡先にお申し出ください。

○○大学○○研究室○○○○

（貴紙者）

連絡先晒鵬番号ＦＡＸの番号Ｅメール

○○年○月○日
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このような掲示の原型を示し，それに適宜調査先にの珊合は仰物館側）からの

要望を取り入れる。掲示を行うだけではなく，撤影の最中は必ず貿任者がカメラ

の側に立ち，苦悩や質問に随時応対できる旨を伝えるべきである。

（３）これまでの研究内容を示す論文など自らの論文を示すとともに，同様

のフィールドを扱った研究成果によって，同種の他の組織が研究協力を行ったと

いう既成事実があれば，研究に対して理解を示してもらいやすい。

（４）承端書撮影の許可を得て，撮影の掲示を行ったときでも，被写体によ

っては授業や学会などの公の場で映像を発表することを望まない場合がある。ま

た，撮影の範囲が先方の希望で制約されることがある。撮影してはいけない部分，

人，時間などがある。

こうしたことを考慮し，さらにこのような考慮を示すためにも，折衝のときに

これを携えて先方と話し合いながら承諾醤を作成して文嘗を事前に取り交わすこ

とが必要である。

承諾雷の内容としては，基本的に以下の点を押さえなければならない。

①被撮影者の氏名（未成年の場合は親の氏名を啓く欄も）・日付

②調査の目的と趣旨，および方法

③ビデオ撤影を行ってよいか（どこで撮影が可能か）

④ビデオ撮影を行ってよい場合は，どこまで公開してもよいか（学会発表，

論文執壷，授梁での公開など）

⑤調査貿任者氏名・所属機関・役職

博物館の場合は，観客すべてにこのような承諾書を瞥いてもらうことはかえっ

て鑑賞活動の妨げとなる。したがって，博物館側にこのような書類を渡し，撮影

およびデータの公開に関する許可とその程度を考察するうえでの基準としてもら

う。

（５）研究洲従協力依頼郷調査先から研究調査協力依頼櫓等を求められると

きは，各大学が用意している書式を用いて，大学の指導教官もしくは学部長，学

長の名で，研究目的を明記し，博物館長宛てに研究調査協力を依頼する文書を提

出する。

上記に加えて，当日撮影を行う研究者・大学院生・学部生の数と名前を伝え，

希望撮影日時の候補を提示する。たとえば，博物館は午後１時から３時半頃がも

っとも観客数が多く，週末や祝日の来客数が多いため，撮影に適している。
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さらに，プライバシー保猶に留意することを示し，澗査先の妨げとならないこ

とを再硫認し，ビデオデータを扱う際，万全を期すこと，また発表時にもコンピ

ュータでビデオ映像を加工し対象者が特定されないことなどを示すことも行うべ

きである。

また，先方で知りたい問題があるのか，またそれに関してわたしたちが調査を

通じてどのように寄与できるかを話し合う。このような現場の要望は，新しい研

究の方向を示すこともある。さらに，可能であれば，あとで提出する報告書の中

でそのような要望を考慮し，研究成果が調査先にも役立つものであることをアピ

ールできるとよい。

◇扱影機材の準備

（１）ビデオカメラ現在もっとも調査に使いやすいのは，ＤＶ方式のデジタ

ル・ビデオカメラであろう。この方式は画質，保存性，コンピュータへの取り込

みやすさの点で優れている。それ以外の方式であってもコンピュータへの取込み

は可能であるが，コンピュータがどの方式に対応しているかを淵べておく必要が

ある。

（２）バッテリーバッテリーとバッテリー・チャージャーも忘れないように

注意する。とくにバッテリーは予備も含めて事前に充遡しておく。また，ビデオ

カメラのマニュアルもバッグに一緒に入れておくと，さまざまなトラブルに対処

できる。

さらに，ワイドコンバージョン・レンズ（広角レンズ）を持っていくと，被写

体までの距離が短い場合や，広域を撮影しなければならないときに便利である。

（３１ビデオ・カセットテープ撮影予定本数よりも多めに単傭する。あとで

分析や整理を行うため，あらかじめ当日の年月日，場所を僻いたラベルを貼って

おくこと。複数台のカメラで綴彫する場合には，カメラの位慨も記入する。テー

プの本数が多いときには，何本目のテープであるかは，テープ交換ごとにその場

で書き込む。

（４１三脚，およびその付川船カメラは手持ちよりも，三脚を使って撮影し

たほうが手ぶれが少ない。クイックシュー（ビデオカメラと三脚をつなぐ部品）を

利用するタイプの場合は，これを忘れないように注意する。

（５）外付けマイク，ヘッドフォン．音声レコーダービデオカメラの内蔵マ
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イクでは，トランスクリプトをとるのに十分に明瞭な音声を録音することができ

ない場合がある。そのため，外付けマイクを用意して，その出力をピデオカメラ

のマイク端子に接続することが必要となる。フィールドによって指向性または無

指向性，またタイピン型やスタンド・マイクなどを使い分ける。

撮影中は画像とともにヘッドフォンを用いて音声のチェックをするべきである。

また，音声記録に失敗した燭合に備えて，小型の音声レコーダー（カセット・レ

コーダー，ＭＤなど）を適当な場所に設置して録音をすることも有効である。

（６）ケーブル頚事前に配線図を描いたり実機を仮接続して，必要なＡＶ

ケーブルやテーブルタップの本数や長さを見積もる。当日は予備も含めて十分な

本数のケーブルを持って行く。

（７）ノートおよびWal↓，テープ，はさみビデオ撮影だけでは足りない補

足情報（ビデオには撮影されていない事象や注目すべき事象）を実験中に記録するた

めに，ノートと筆記用具を持参する。またテープやはさみを持参して，三脚やコ

ードの固定に用いる。これは，被写体（被験者）の安全確保のためにも必要であ

る。掲示を貼るときにも有効である。博物館内では，展示の雰囲気を妨げないよ

う，なるべく色の薄いものがよい。展示室を傷つけないようにするためには，紙

テープ（養生テープ）がよい。紙テープはあとではがしやすく，一時的な利用に

は便利である。

２倣影当日の留意点

◇撮影準備

撮影の当日にも，下調べのときと同様に，気をつけるべき点が多い。機材の設

囲などにあたり，次のことに岡意したい。

（１）蛎前確認撮影開始より十分に早く調査先に集合してミーティングを行

い，先方の責任者に挨拶をし，最終的な確認および撮影許可を示す腕章などの受

け渡しを行う。

（２）カメラの投脱次に，あらかじめ決めておいた場所にカメラを没慨し，

搬影角度や視野角を渦整し，分析に必要な悩報がすべて撮彫できていることを確

認する。このとき，カメラの設憧位置を変更する必要がある場合には先方の関係

者の立会いのもとで行う。博物館側は，消防法の関係や展示壁の素材，照明との
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兼ね合いなど，こちらの気づかないさまざまな側面を考慮のうえで許可を与えて

いるので，独断でカメラの位樋を変更するべきではない。

（３）マイクの設侭マイクの設置は，配線のチェックをしながら慎重に行う。

マイクコードはテープなどで固定し，足をひっかけたりしないようにする。そし

て，ヘッドフォンを用いて音声が録音できているかチェックする。実験後の分析

のためにも，なるべくよい音質で録音できるように心がける。

（４）観客に対する掲示観客に対する掲示も忘れずに行う。掲示する場所は，

とくに博物館側から指定がなければ，観客にわかりやすいように，カメラか三脚

に留めておけばよい。読みやすい，大きめの字で作成するべきである。

◇掘影時の注意

（１）撒影の確恐実験開始直前にすべてのビデオカメラのテープが回ってい

ることを確認し，モニタで録画画像をチェックする。テープの残量はもちろん，

バッテリーを使う場合には，バッテリーの残量にもつねに注意を払う。

（２）尖験尚柾醤の常駐搬影中は，観客からの質問や苦悩に備え，必ず資任

者がカメラの近くに待機する。ただし，スタッフの行動が被写体に影狸を与えた

り，スタッフの音声が録音されてしまったりしないように注意する。

◇扱影終了後

（１）テープの確泌撒影終了後，データ編集および，次の調査研究へとスム

ーズに移行するために，テープの本数やラベルを必ず確認して，整理を行う。ま

た，撮影機材の確認も必ず行うこと。調査を続けて行う場合は，バッテリーの充

電も忘れないようにする。

（２）挨拶・研究成果の仏述調査先に，調査終了の報告とともにお礼の挨拶

をする。また，研究結果は，次節を参考にして，スタッフや学芸員にも読みやす

い形で提出し，博物館側へのフィードバックを行うことが大切である。調査先と

連絡を密にとることは，人間関係のみならず研究にも有効である。

6６第Ⅱ部実践絹

’



３ヒデオデータの分析

◇ビデオ画像のコンピュータへの取込み

ビデオデータを分析するには，デジタルデータとしてコンピュータに取り込み，

コンピュータ上で再生すると便利である。

（１）データの１V唯と分析コンピュータに動画データを取り込むことの利点

は，何度再生しても劣化することがないうえ，簡単な操作で何度でも分析したい

部分の映像を再生できることである。動画再生用のソフトウェアを利用して，ス

ロー再生，逆熊再生，牌止等を行いながら，会話，視線や身体の配固．動きなど

を詳細に分析することができる。これは，トランスクリプト作成に非常に便利で

ある。また，分析を容易にするためには，映像編典用ソフトウェアを利用して，

短時間のデータに分けておくと扱いやすい。

コンピュータに取り込むことによって音声の分析も容易になる。たとえば，肯

定的な評価の際や気分が高柵した場合には，音声のピッチが上昇することが知ら

れている。こうした分析も，無料のソフト等を利用して容易に行うことができる。

（２）トランスクリプトの作成分析を行う際には，まずトランスクリプトを

作成する（第６竃２節を参照)。このために，ビデオを再生しながら，１つひとつ

音声を聞き取ったり，動作を醤き取ったりしなければならない。ピデオデータか

らトランスクリプトを啓き起こす際には，ビデオデータ特有の香き方がある。

まずは音声データを第６章２節の注意に従って録音する。次に重要なことは，

ビデオに映る人の身体配置や視線をトランスクリプトに表すことである。次に述

べるように，画像データを処理し，これを用いてトランスクリプトで扱っている

身体配侭や状況を表す。トランスクリプトの上で表すことができるのは，視線で

ある。それぞれの話者の発話の上の行に，視線の入りを「轡」として表し，そし

てその視線が推に向けられたのかを明記してそこから実線を引く。また，その向

けられた視線が終了するときには，視線の出として「-」を記して，それを示す。

お互いの視線があったところには，ｘという記号を入れる。
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例①

(視線の入り〉
時

話し手：こんにちは元気でやってる？

Ｘ

冊き手：

(視線の終わり）
働

またこれ以外にも，視線の向かっている対象物をＸＸＸＹＹＹとして表す方法

もある。

例②

xxxx

話し手：これをみて

ＸＸＸ ＹＹＹ

聞き手： きれいだね

ここで示した２つの例以外にもいろいろな方法があるが，それらは第６漁を参

照されたい。

◇論文の作成

(1)画像データの処理ビデオデータから特徴的な場面を静止画として取り

込むことも重要である。静止画を論文やレポートに利用すれば，その内容はより

説得力のあるものとなる。また，トランスクリプトに挿入すれば，その場面に関

するより正確な理解や分析が可能となるのである。

さて，ワープロを利用して文瀧に獅止画を挿入する前に，画像加工ソフトウェ

アを利用して，画像を修正するとよい。たとえば，フィールドを撮影した画像は

暗くて見づらいことが多いが，コンピュータに取り込んだあとは，見やすくなる

ように，明るさやコントラストを上げることができる。

静止画に登場する人物のプライバシーを保護するために，画像の輪郭だけを抽

出するような聯合にも，画像加工ソフトウェアが便利である。図5-1の左は実験

の槻子を擬影した写典，右は，画像加工ソフトウェアを利用して，写真を輪郭抽

出した結果である。輪郭抽出ではフィールドの状況がわかりづらくなるような場

合には，顔の部分だけぼかすこともできる。
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図５－１実験の様子を撮影した例と．それを画像加工ソフトウヱアで稽郭抽出した例

（科学技術館姫京｜の協力による）

◇口頭発表に向けて

分析結果はゼミや学会などで発表することもあるだろう。このような場合にも，

コンピュータに取り込んだビデオデータや静l上画像を，プレゼンテーション．ソ

フトウェアで利用することが可能である。

ピデオデータを見せる際にもっとも留意しなければならない点は，発表者本人

はデータを何庇も兇ているが聴衆にとっては初見であるということであるその

ため，全体の流れを把握できるように一度はビデオを通して再生し，次に詳細に

分析する部分のトランスクリフトと，それに対応する部分だけを抜き出した短い

第５煮調登の叩(術しヒデ柿･一クの分冊法６り

静止画の中のある部分だけ強調したい場合には，その部分を丸で囲んだり，画

像のその部分だけ明るくして他の部分を暗くすることができる。また，画像中に

矢印を加えた')テキストを加えるなどのl:夫も，読者の叩解を肋(|るよい方法で
ある。

櫛止lIIliを提'パしても，・ｌＩｌｆ賎か込み入ってい/とり人放が多くてわかり)にくい場合

などは，図示化することが好ましい。

（2ト研究成果の発炎研究結果をまとめたら，論文を公開し、学会と博物館

の双方からフ′一ドパンクを得る学生や院生の場合は，指郷教･I．ｆと博物館にレ

ポート・論文を提出するまた，できれば，全体的な報告'1ドを別に作成し，博物

館側のディスプレイに関する観客の反応を分析し，展示デザインの改善点などを
あげることが望ましい。
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ピデオデータを流すべきである。

４おわりに

マッケーは，「ビデオは両刃の剣である」と述べている（Mackay［1995])。ビ

デオは視覚的に視聴者に主張を伝えることができるという点で非常に強い武器で

あるが，同時に意図的・無意識的に視聴者に誤解を与えたり，プライバシーを傷

つける可能性があるという点で利用には注意が必要である。われわれはこの利点

をよく知っているが，撮影される側はこのマッケーがあげた欠点をより強く意識

していることを忘れてはならない。

本章に関連するデータが付録ＣＤ･ROMに収録されています。巻末の「付録ＣＤ、

ＲＯＭについて」を参照してください。
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第6章

会話分析の方法と会話データの記述法

田中博子

銅エスノメソドロジーを基礎とする会紹分析は，日常会話や制度的状況の会話を社会

的現象として扱う手法である。会括分析の目的は，会話に加わる者が，どのような

手段あるいは潜在的な志向のもとで会話を進めたり，また理解するのかを解明する
ことである。この目的を達成するために，自然的な相互行為の場面をビデオまたは

音声メディアに収録したものと，それを細かく記述したトランスクリプトとを素材
にして，発話や行動を分析するという手法が取られてきた。ここでは，まず会話分
析の方法について述べ．次にトランスクリプトの書き方と音声ソフトの利用法に焦
点を当てて解説する。

ｌ会話分析の方法

◇会話分析の基本となる方法蹟的前提

会話分析を行うにあたっては，以下の基本となる方法論的前提がある（Hcri・

tage［l984a]・pp241-244参照)。

（１）社会的行為とりわけ社会的相互行為には，秩序ある柵造またはパターンが

存在する。会話の参与者は，たとえ意識しているか否かにかかわらず，このよう

な構造またはパターンに関する知識や指向に基づいて相互行為を営んでいる。そ
れを解きあかすことが会話分析の目標である。

（２）会話の参与者は，時間の流れにおけるシークエンスの中で会話の進展を理

解している（第２軍参照)。つまり，現在進行中の発話は，直前の発話を含むそれ

までの文脈を背景として理解され，同時に，現在進行中の発話はそれまでの文脈

を更新するだけではなく，すぐそのあとに続く発話にとって新しい文脈を提供す
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図６－１シークエンスの中での現在進行中の発胎と直前・直後の発脂との関係

一倭

②

Ａの現在進行中の発話

この発話は①を含むこ

れまでの文脈の中でな

きれ，

さらに①の文脈を史新

し，③の文脈の形成に

貢献する。

→

一・は時川の流れ

る。仮にＡ，Ｂという２人の参与者の会話を想定すると，隣接する発話の間には

通常以下のような関係がある。

シークエンスの中の発話間には図6-1のような関係性があるので，現在進行中

のＡの発話②に注目すれば，Ａが直前のＢの発話①をどのように理解したかの

手がかりが得られる。また，発話②と③の間にも同様なつながりがある。会禰が

このような仕組みで成り立っていることを認識するのが，会話分析の基本原則で

ある。

（３）データは，アプリオリの理論的枠組に当てはめて解釈するのではなく，あ

くまでも参与者自身の視点から解読していくのが原則である。したがって，会話

のどのような微細な部分についても，データに基づいた根拠がなければ．参与者

にとってそれが無意味であると決めつけることは避けるべきである。

このような方法論的前提に立って，会話分析研究者は刻一刻と展開する自然な

会話を経験主義的にとらえる手法を開拓してきた。

◇会賭分析の作業過程

会話分析は通常図6-2のように進められる。

まず自然的に生起した会話の映像・音声をビデオなどの装置を使って収録する

(a）（第５章参照)。次に，そのデータを繰り返し再生しながら（b）トランスクリ

プトを作成する（c)。なお，トランスクリプトの僻き方は，次節で詳しく述べる。

過程（｡）と（e）に関しては，若干説明を要する。会話分析の考察は，会話デ

ータ（つまり元の音声・映像データとそのトランスクリプト）をじっくりと観察する
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ぐ=，作業の双方向性

図６－２会脂分析の道め方

(c）トランスク

リプトを作成

する
く●

(d）特定の現象

を含む事例の

コレクション

を作る

ぐ二＞

(f）研究レポー

卜を作成する

１
Ｖ０

(e）分析を行う

ことから始まる。会話データを念入りに吟味していると，一見取り立てて変わっ

ているとはいえないさまざまな現象が目に入ってくる。この中には，①特定の行

為（action）または，②会話的手順（practice）や言語的形式（linguislicIorm）な

どが含まれる。目に止まった現象を１つ週び，それと同じような事例を複数集め

て，徐々にコレクションを作り上げる。集まった事例を体系的に比較・分類する

ことにより，その現象に関係する何らかのパターンが存在するか否かを帰納法に

よって調べる（テーマセッションｌ参照)。ただし，この作業は必ずしも容易では

ない。たとえば，事例を集めているうちに何を集めているのかが不明瞭になって

くる場合もある（Schegloff〔1997],ｐ502)。また，ケースの数が足りないときに

は新たなトランスクリプトを作成する必要も出てくる。あるいは，元のトランス

クリプトに戻り，事例を含む箇所をより詳細に記述し，検討し直すことによって，

それまで気がつかなった側面が見えてくることもある。なお，分析がうまくいか

ないときには，コレクションを別の視点から典め直すのも１つのやり方である。

このような方法で作成されたコレクションの分析を経験的に裏づけるために，

以下の２つの取組み方が指摘されている（Schegloff［1996],ｐ・’72；Sclting＆

Coupcr･Kuhleneds．［2001].ｐ,３参照)。

（１）観察された特定の行為（たとえば「褒める」「質問する」「自己師正する｣）を選

び，どのような会話的手順または言語的形式によって，その行為が実行されてい

るか検討する方法。代表的な例としては，会話の順番取りシステムの研究
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(Sacks,SchcgIof『＆Jcffcrson［1974]）（第２軍参照）や褒める行為に対する応答の

研究（Pomcrantz〔1978]）などがある。

（２）逆に特定の会話的手順または言語的形式（たとえば「他者の発話を部分的に

繰り返す」「ああ」「副詞｣）に注目し，それが相互行為においてどのような行為を

行うために活用されているかを調べる方法。たとえば，応答詞‘Oh，「ああ」の

利用に関する考察（Hcril勘ｇｅ［1984b]）や，副詞が発話の先を予測するためにど

う利用されるかについての研究（Tanaka［2001]）などがある。

こうして，分析を通して現象に関わるパターンや規則性が判明する。しかし，

それから一見はみ出ているような事例も含めて検証すると（dcvianlcaseanaly．

si馬)，当該現象をいっそう深く理解することができる。以上の過程を経て研究レ

ポートを作成する(1)。

２トランスクリプトの書き方と記号の説明

すでに述べたように，トランスクリブトは分析作業の中できわめて亜要な位腫

を占めている。トランスクリプトの記述は機械的，または事務的な作業であると

見なされがちであるが，会話分析の実践においては不可欠な過程である（Moer，

man［1996〕,ｐ､149)。テープを聞きながらトランスクリプトを香く作業を繰り返

すことにより，細かい点まで注意が行き渡り，記憶に頼ったりフィールドワーク

では見逃してしまう会話の部分が見えて新しい発見にもつながる（流４単参照)。

会話分析では，会話の詳細をできるだけ忠実に書きとどめることが肝要である。

この作業はかなり時間を要するが，ひとたびトランスクリプトができあがれば何

度も再利用できるというメリットがある。さらに，研究報告簡等にトランスクリ

プトの抜粋を職せることにより，報告作成者の分析を読者も独自に砿認すること

ができる。

会話分析で一般的に使われる記述法はジェファーソンが提唱したシステムに由

来しており，研究の進歩およびコンピュータやワープロの普及に伴って徐々に改

良されてきている。ただ，会話分析者によって記号の使い方に微妙な違いがあり，

必ずしも統一されているとはいえない。誼要なのは，記述法が会話の詳細を的確

にとらえることができ，同時に「読みやすさ」の条件も満たすことである。した

がって，音声学で使われているような複雑な記号等は，避けられている。
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◇音を表す記号

音に関する記号の中には，イントネーション，音調，速度，強弱，長短，その

他のプロソディ（洲iIl，つまり発話の音楽的特色）を示すものが含まれる。

（１）イントネーション句読点で示す。しかし，「｡」「？」「！」は必ずしも

文の終わりでないこともあり，「？」は質問のあとにくるとは限らない。

(2)音調音調がとくに上下する箇所を↑↓の矢印で示す。

下降調のイントネーション

上昇洲のイントネーション

平らなイントネーシ罰ン

生きいきとした調子を示す

。または．

？
●

、または，

里
子
里

①
絵
慶
絵

例

避本的に，トランスクリプトは劇の台本のように，話者の名前(侭樹を保つた

めに通常仮名または丁ルファベットの文字が使われる）を行の左側にコロンを添えて

瞥き，右側にその話者の発話を記述する。また，時系列にそって左から右，そし

て上から下へと進むように普く。

記号の種類は，大きく分けて，音に関係するもの，シークエンス（つまりどの

ような順序で発話が行われたか）を表すもの（鋼２和参照)，誰記者のコメント，お

よびノンバーバルな行動を示すものの４稲瓶がある。ここでは般初の３種類のう

ちでもっとも普遍的に利用されていると思われる記号を紹介する（ビデオ録画の

方法およびノンパーパルな側面の記述法に閲しては鋪５章．第12索，および鋪15章を参

照。例の中には．あとで晩明される記号もある)。

１
１

記号直後の音測が上がっていることを示す。

記号直前の音測が下がっていることを示す。

第６流会iI＃分析の方法と会話データの妃述法万



例②（簡単に示すために，発淵の皿なりの部分は省略してある）

慶子：じゃこ勺↑ちで待ってればいいんだよね？

（0.3）

絵里：↑そうそう↓そう↓そのまま直接じゃあ↓

行っ↑ちゃうわＩ。

（３）迷腿発話の速度が速い個所を示す記号は２種類ある。しかし遅い場合

を示す記号はとくに使われていない。

＞＜

＜

この２つの記号で囲まれた発話の部分の速艇が迎いことを示す。

急いで発譜が始まっている状態を示す。

例③佐藤さんが同隙の吉田さんへ，これから事務所へ向かうことを辿絡している電話

の会話。

佐鮪：＞じゃできるだけ急ぎますんでく。

吉田：はい

佐鮒：ん

佐磯：＜あｈ１それからね：，

（４）音の強弱周りより静かな音を示す記号は「。。」で統一されている。

英語のトランスクリプトでは音が大きいことを通常大文字で記しているが，日本

語には大小文字の区別がないので，下線がその代わりに使われる場合が多い。下

線はストレス（強勢）がかかっている箇所を記すこともある。

下線
００

比較的大きな音．または強調されている部分

｢。」で囲まれた発脳の音が周りより静かなとき

例④下線の例「ゆりかちやん」は「母」の孫。

母：ゆりかちやん元気？

（0.4）

娘：おなかこわした：。

7６流ｎ部実践縄



例⑤。。の例

母：冷蔵血に入れてあるから，（0.4）。だ↓から：･焼いて・

硬ぐなるったんだね：，焼いて食べればいい

。と思うんだけど。。＝

娘：＝ん：

（５）音の長短音が引き伸ばされていることを示す記号は長母音の場合には

使わず，ふだん伸ばさない音が伸びている場合に限って使う。音の途切れは自己

訂正の際によく見られる。

音が伸ばされている状態を示す。音が長く伸ばされている程度に応じてコロ

ンの数を噸やす。

音が途切れている箇所を示す。

例⑥：：の例真一は，母親が昔，一度に５リットルのミルクとお米をｌ袋買い，

束まで持って帰っていた話をしている。

真一：すっごいな：：と思って：：（.）

＜２往復とか＞してたからねくそいで。

洋子：（え↑え）す↑ご：:：い↓･

例⑦・の例この会合ではアンケートの回答をどのような形で雑誌に褐戦するかを

相縦している。

Ｍ：これを全部出すんです↑ね？

（0.9）

Ｇ：だ‐こ‐これを（.）だ．ま．出し方（）（.）

全部と言うかど・どういう＝

（６）特殊な青呼気音はｈで示し，吸気音はピリオドをｈの前につける

(第７章参照)。各々の場合，音の長さに応じてｈの数を増やす。喉音はｇｈで表

す。笑いのように言葉以外の特殊な音を表すにはｈｕｈｈｕｈｈｉｈｈｉｈのように，

聞こえたようにローマ字で綴る。

第６承会胎分析の方法と会話データの妃述按７７



◇シークエンスの順序を示す記号

第１節で前述したように，発話が組み立てられているシークエンスを正確に記

すことによって話者がどの時点で，どのような理解を示しているかを細かくたど

っていくことができる。

（１）発綴のinなりとつながり主に３棚類の記号が使われているが，発話の

亜なりが終わる個所を記す記号］は使われないこともある。

ｈ呼気音

・ｈ吸気音

gｈ喉音

heh､ｈｕｈなど笑いなど

例⑧ｈ,.ｈと笑いの例２行目において，呼気音と笑いが苗葉の中に散りばめられて

いる。

Ｇ：．hhhあれがあの方の何となくこう

防衛ｈてｈきｈなｈｈｕｈｈｕｈた・た．態度なのｈかｈなａｈ

例⑨

Ｇ：

１－１：

Ｇ：

ｇｈの例

なｇｈかｇｈなｇｈかｇｈ＝

＝むずかしい＝

＝むずｇｈかしいｇｈ＝

２人以上の参与者の発話の亜なりが始まる個所を記す。

2人以上の参与者の発話の亜なりが終わる個所を肥す。

言莱と首蕊，または発話と発蹄が逸切れがなくつばがっている個所を肥す。

Ⅲ
１

例⑩Ｈの提案（1,2行）を受けて，Ｍの返耶が３行目から始まっているが，Ｈのあい

づち「ん」（‘１行目）がＭの発話（3行目）と亜なっている。また．Ｍが完全に

答え終える前にＭの話の要点を予想して（9行目)．ＨがＭと、【なって発話して

いるのが［］によって示されている。

０１Ｈ：＞そのく佐繍さん↑以外↓の人にIⅢいたらどうかな

０２その＞湯沢くさんが。（1.4）むしろ。
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０３Ｍ：あ，渦沢さんは：いまはね［ちょっと：：あの：：ほら＝

０４Ｈ： ［ん

０５Ｍ：＝５月でもう決算なって忙しくてね：，（.）

０６ Ｈ：ん＝

０７Ｍ：＝ん．ちょっと（0.2）

０８ｇｇｈあの：［時間取↑れないてｌ〕ゆんだよ。

０９１１：［あだめなの（か｡)］

冒頭で述べたように，時間の流れはトランスクリプトの頁の上から下へと表す

ので，たとえば以下のような重なりの密き方は時間が前後しており，あまり良い

例とはいえない。

例⑪悪い例

０１園田：んんそう［ね［そうなんで［しようね

０２江原：［それはあるでしよ［うね［んそれは･･･

同じ断片を時間にそって香き直すと以下のようになる。

例⑫良い例

Ｏｌ園田：んんそう［ね

Ｏ２江原 ：［ それはあるでしよ［うね

０３閲田：〔そうなんで［しよ う ね

Ｏ４江原：［んそれは･･･

後者の例を見れば,２人の参与者がお互いの順番の移行が適切となる場(,mnsi・

tion,rclcvanceplalcc）を随時予期し（鋪２章参照)，その直前に話し始めている様

子が窺える。

（２）沈黙あるIln器と次の111,番の間の沈黙は新しい行に（独克して）記述す

る。順番の最中の沈黙を記す場合には，改行しなくてもよい。

(0.1）

(.）

0.1秒蝋位で数えた沈黙の畏さ

非常に短い間合

順番間の沈黙の例は②,④,⑦を参照。順番内の沈黙は⑤,⑥,⑦,⑩を参照。

鋪６歳会話分析の方決と会話データの記述法うり



例⑬

饗：

(（））の例夫が飲み屋から妻にかけている電話の会話

（(からかってるような声で)）じゃあ早く帰ってきて

ゆりひやんのおもりしてく↑れ。

（(甘えてるような窟で)）↑やだよｈｈ[ｈ

［ｈｅｈｈｅｈ↓

↑ゆりちゃん寝てる頃帰るよ俺。

．hｈ↑ｈｉｈ

)） 筆記者のコメントを補足したい時，二亜丸括弧の中に入れる。

間取りが不可能または不確実な部分を囲む。

注目する現象が現れる行をさす。

（（

（

→

）

すでに紹介した記号などで，うまく記述できないような説明を二亜丸括弧に入

れる。

◇篭記者の妃述など

■
●
■
●
●
■
ゆ
ゆ

夫
要
夫
饗

聞取り不可能な言葉は，丸括弧の中で，余白をその部分の長さに対応する数だ

け挿入する。間取りに確信をもてない場合は，聞こえたように，丸括弧の中に書

く。

例⑭

→Ｎ：（ほうもつけんで）ラーメン食ってかｈえｈるｈよ'ｌｈｏ

Ｙ：わかった。＜太るぞ太る↑ぞ

◇音声縞集ソフトによるトランスクリプトの作成

会話データの作成は，ビデオ・オーディオテープなどで収録されたものを繰り

返し再生装圃のボタンを操作しながら記述するやり方もあるが，音声編粟ソフト

で音をコンピュータに取り込むことにより，記述を効率的に行うことができる。

音声Ｉ編染ソフトは，音声のデジタル・ファイルを作成したり整理するためにも便

利である。とくにカセットテープは劣化したり切れたりするおそれがあるので，

８ｏ第Ⅱ部実践編

３音声ソフトとプロソディの分析


