
デジタル化したほうがよい。

音声編集ソフトは，ウィンドウズやマック用にさまざまなものが出回っており，
ソフトを使うとかなり長い音声ファイル（数十分から１時間以上）を作ることがで

きる。最初にデータを取り込むときには，通常22kHz，１６ビットのサンプリン

グレートで分析に十分な音質が保たれる。いったん取り込んだ音声ファイルでト

ランスクリプトを作成するには，次のような方法がある。

（１）一度に数秒間のインターバルを選択し，ループ機能で自動的にリプレーし

ながら記述する。

（２）話す速度が速すぎたり，聞き取りにくい個所はテンポを落として聞く。音

凪も調節できる。

（３）沈黙の長さを測定する。

（４）参与者の話が重なる位圃を正確に確認する。

また，１節で述べたコレクションを作る際にも，会話の断片のサウンドファイ

ルの整理・管理に有用である。たとえば，選択したインターバルに対応するトラ

ンスクリプトのライン番号などをつけることにより，長時間の音声ファイルの中

で該当する部分に簡単にアクセスできるようになる。その部分を独立した音声フ

ァイルとして保存し，分類することもできる。

◇音声分析ソフトによる音の大きさ，長さ．ピッチ，テンポなどの測定

近年，プロソディ（訓律）が会話においていかに璽要な役割を果たしているか

ということが，会話分析者の間で，徐々に認められるようになってきた（Selting

＆Couper･Kuhleneds．［1996];CouperKuhlen＆Ｆｏｒｄeds．［forthcoming］参照)。と

くに，会話の順番の末尾のイントネーションが，発話の潜在的完結点（possiblc

completionpoint）の指標としてどのように用いられているか，あるいは応答詞

(たとえば英語の‘0h.）が相互行為の中でどのように使われているか，などが音声

特性を通して検証されている。これらの研究の多くは印象的な音声分析（耳で聞

いて分析する方法）によって行われている。しかし，音調のパターンや音の長さを

より正確に把握するために，音声分析ソフトが補足的に利用されることもある。

このような試みの間単な例を以下に示すことにする。

日本語の会話では「あいづち」や応答詞がよく使われるとしばしば指摘されて

いる。また，会話データを見ると，応答詞の音が英語の，Oh.などと比べて，非

鋪６章金納分析の方法と会話データの妃述法８１
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図6-3は．横軸が時間で，縦軸は灰色の波に対しては音の大きさ（amplilude)，

太線に対しては音調（ビソチ）をヘルツで炎しており，５行１１のエリの

｢あ:::::」という引き伸ばされた応答を描いたものである。あいづちとして使わ

れる応答詞「あ：：」は．このように、非常に平らなピッチパターンを示すこと

があり，大きさも緩やかに減衰していることかわかる。つまり，他の諦青の話を

音緋的にできるだけ妨げないような音声特性を生かすことによって，あいづちの

機能を果たしているともいえる（1anak勘［2002])。

図６３音声分析ソフトによる測定
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常に長く引き延ばされることがあり，また他の人が話している最中に受け答えと

して使われる応答詞は．通常話の妨げとしては扱われていないようである。音声

分析ソフトを使うと，応答詞の音声特徴が相互行為においてどのように活用され

ているかをより深く調べることができる。

例蛎健は友人の披露宴に擬音が大勢出席していた話をしている

（〕ｌ他：…やっはりすごいな：:：とゆうか，

０２エリ：へ：::：［：：::：：::：:：：:：:］

０３侭：‐もう殆ど医者ちや］うみたいな＝

０４健：感じで［さ．

０５→エリ：［あ:：：：：：：：：：:：：:：：：:：：：：：::：:::：：:：：:：
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リ
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録音装慨にはいろいろな祁類があるが，コンピュータに音を取り込むためには，ＤＡＴ

またはデジタルＶＴＲが勧められている。ＭＤは音を加工するので，音)制ソフトでの分

析には適していないといわれている（斉藤「2001].１１７頁)。

音声ソフトは価格も比較的安く，中にはフリーウェアもある。長い音を録音する音声

編典ソフトは．ＣｏｏｌＥｄｉｔ（Syntrillium社)，ＧｏｌｄＷａｖｃ（GoldWavc社)，Sound

Edit（Macromcdia社)，音御分析ソフトは，Praat（AmslcrdamUniversily)、SignaI、

yze（InfoSignal社)．Multi､Speech（Kay社）など，さまざまなものがある。チュー

トーリアルつきのものも多い。

４おわりに

本章では，会話分析の方法から始まって，会話データの記述法，そして音声ソ

フトの利用方について，簡単に取り上げた。トランスクリプトを丹念に記述する

ことは，会話の規範的柵造を解きあかすという会話分析の基本的な目的を達成す

るための第一歩である。そして，音声ソフトは通常のトランスクリプトでは麦せ

ないようなプロソディの特徴を分析可能にする。紹介した方法を修得するために

は，試行錯誤を重ねながら作業を実践してみることである。

園日本路データを英胴で発表する仕方一

日本略のトランスクリプトを英諮で鯛告する賜合は，通常３行柵成で提示する。

下の断片を例として取り上げる。

Ａ：で，食事は？

Ｂ：食事いらな：い。

これを３行に展開する。

Ａ：Ｄ２･shoだ〃i“？

ａｎｄｌｕｎｃｈＴＯＰ

‘ＡｎｄｗｈａｔａｂｏｕｔｌｕｎｃＩ１?’

Ｂ：ＳＡＯだ”j””：i

lunchdon，L､“。

．((1)）ｄｏ､､tmccdlunch.，

第６厳会話分析の方抜と会話データの肥述法８３



１行目は，日本語の発拙をローマ字のイタリック字体で記述する。

２行目は，硲黛を一堀一句英訳して各々 の語箕の典下に智く。「いらな：い」のよ

うに，日本語の単語が１つ以上の単語で英訳される場合には，それらをピリオド「.」
でつなげる。

３行目は，発話全体を英訳して引用符で囲む。

なぜ２行目が必要であるかというと，①日本譜と英語は語順が異なるので．１行目

の発話全体を英択しただけでは.語順を表せないこと，②3行目では発話がⅢなって

いる場所を正確に記すことが困難であるからである。紀述に閲していくつか漉愈す

べき点がある。日本語は主語などがしばしば省略されるが，英訳するときには省略

された言葉を補う必要がある。上の断片における「食邸いらな：い｡」では．一人称

が省略されているので，英訳する際には．‘I･を二亜九括弧で補足する。肋岡や体言

など，相当する言莱が英錨に存在しない場合は，択譜の代わりに文法的な税明を２

行目に欝く･たとえばＡの発話では，助詞「は」の下に，「係り助詞」‘topicparti・

cle,を‘TOP.と略して記す。他に以下のような略語が頻繁に使われている。

主格助詞nominfhtivcparticleSUB

対格助詞accus3tivcparticleOBj

終助詞finalI》ｉ１ｒｌｉｃｌｅＦＰ

属格助凋gemi1ivcparlicleGEN

体言Ｃ【〕pUlaCOP

本章に関迎するデータが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。

8４第Ⅱ部実践縄



第了章

調査実習としてのエスノメソドロジー

樫 田 美 雄

閉エスノメソドロジーには，会話分析・ビデオ分析などの有力な洲商技法があり．お

そらく日本では，エスノメソドロジーを専攻するすべての研究者が多かれ少なかれ

調査活動を行っている。ｒ実践エスノメソドロジー入門』と名づけられている本番の

目的の１つは．エスノメソドロジーを栄んでいる学部学生・大学院生の皆さんが．

敦貝と一緒に，あるいは皆さん自身で自主的にさまざまな領域でのビデオ分析や参

与肌察を進めることができるようにサポートすることである。木賦では，この目的

を連成するために，まず,ある学生による個人調査の実例をあげ，ついで，エスノ

メソドロジーの立場で社会研究をするときに，どのような知的成果がどのような学

習展開のもとで得られるのか，ということを吟味する。最後にＣＤ･ROM掲載の諸デ

ータの而単な紹介と使い方の挽明を行うこととする。

１ビデオ分析はおもしろい－学生による研究実践の紹介

論より証拠，まずは学生による調査の実例を見ることから始めよう。以下で紹

介するのは，徳島大学のＨＰ（サイトアドレスhltI》://wwwjas,tokushima.u・ac.jp／

social/）にアップされている平成１２年度ゼミナール調査報告沓『現代社会の探

究』（樫田編［2001]）掲載論文である。大学での学生調査はどこまでいくことが

できるのか。その１つの到達点といえるのではないだろうか（この詰文は付録の

CD,ＲＯＭの節７軍関連データの「実習報告典」内に収録してある)。

論文のタイトルは「美容院における相互行為分析」であり，当時私のゼミ生で

あった，小漬智子が１年間の調査をもとに執筆したものである。詳しくは論文本

体を読んでもらいたいが，誰もが不思議に思う美容院における２つの謎が相互行

８ラ
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写真７１雑誌による「無関心」の提示写真７２雑誌による「チェック」の提示

（客の下向き視線に注目）（客の前向き視線に注目）

為的に解かれている点に私は感心した。すなわち，①美容院ではなぜ客は雑誌を

あんなに熱心に続んでいるのか，②美容院ではなぜ技術背と群が比絞的多く会話

をするときと，あまり会話をしないときがあるのか，という２つの謎である。こ

れらの疑問が，「鏡」を介してのコミニニケーションの詳細な分析によって，解

かれている。

まずは，①の謎解きのほうから彼女の議論をぷぞっていってみよう。小波は，

美容院における雑誌をめぐる相互行為のポイントは．それが「兇ることと見ない

こと」の差違を際立たせる点にある、という。古くはジンメルが地下鉄車内での

新聞の効用として説いたように，まずは雑誌は視線の「無害さ」を表示する道具

として伽いているというのである。すなわち，「私はあなた＝技術者を，いまは

監視していない」という状態の表示道具として、読んでいるときの雑誌は働いて

いる。けれども，雑誌を見るという振る舞いはそのように無関心の表示装置」

としてだけ有効となっているのではない。それは，じつは対比として「関心の表

示を際立たせる装蝕」にもなっているのである。これが，小涜のビデオ分析によ

る結論であった。すなわち．「鏡に映った自分の喪を見る」ときに，その「見る」

という振る郷いが，その直前の「1,J‘ていない」という振るＪＩＦいからlIlIi然と区切ら

れたものとしてあることを表示する装置として，ｒ雑誌」があるというのである。

ビデオカメラによる動画像分析によって．これらの発見はなされた。前頁の２つ

8６堀Ⅱ部実跳編



図７－１美容院における「反射的インタラクション」

▽鏡上写像のインタラクション

③

②
△実像のインタラクション

(出所）小演｛2001]、６５頁を改変。

←鏡の中の技術者（美容師）
※境の中で視線を交わしている

←鏡の中の客

←実在の客（視界は鏡方向のみ）
燕鏡を通してのコミュニケーション

←爽祢の技術希（美秤師）

の写真にみるように，客は自分の視線がどこに向いているかを常に見られてしま

っている。そのことを客も技術者も相互に知りあっている状況下では，視線を向

ける方向は慎重に管理されなければならないのである。つまり，視線以外が同一

の状態である中で，いかに視線の動きが有意味なものになっているか，われわれ

は体験的に知っていたといえるが，しかしそんなことは通常意識していない。こ

の通常意識していないことをビデオカメラでとった画像を繰り返し見ることによ

って，小演は追体験し，かつ意識化することに成功したのである。

小漬本人によるまとめを再掲すると以下のようになる。

「客は鏡を時折見ている。鏡を見ることは雑誌を見ることとの対比によって，

浮き彫りにされ，鏡を見ることがチェックとして参与者たちに理解可能になって

いる。このように，雑誌は見ないこと（＝無関心）を示すものであると同時に，

鏡を見ることをチェックとして示す道具となっている。そして，このように雑誌

に関わって２種の状態があることが，その双方をそれぞれ『無関心』と『(髪の）

チェック』として，参与者たちに理解可能なものにしているのである｡」（小漬
[2001]．６６頁）

２つ目の謎に挑んでみよう。美容院ではなぜ技術者と客が会話をするときとし

ないときがあるのか，このことが第２の謎であった。小演は，この謎を解くのに，

美容院での標準的なコミュニケーションが，鏡を介した複雑な視線の重なり関係

第７章調迩実習としてのエスノメソドロジー８７



写真７－３手鏡でのチェック視線の重ね合わせの相互確

認ができないとき，発話が重要となる（小演

［2001]、６９頁を改変)。

にあることにまず注目する。美容院では，客と技術者（美容師）との関わりは，

｢鏡に映った客」と「銃に映った技術者」が，鏡の巾での相互の視線を，相互に

向かわせあったものとして確認している，という削互確認がなされることによっ

て標準的には支えられているのである（図７－１参照)。

そして●視線による示唆がコミュニケーションを進行させる主駆動力になって

いるのである。けれども’手鏡を川いているとき，｜貞接の言蕊交わしやうなずき

が猟繁に起こるようになっている。これはなぜだろうか，と小波は考え，ビデオ

を詳細に分肝し始める。すると，そこでは、「視界の重ね合わせ」による。「鏡上
での視線の重なりの相互確認」はできなくなっていること，そしてそのことを補

うように絹相互行為が起きていることが発見されるのである（誠７－３参照)。

小禰の論文は，話すことも話さないことも，状況に合わせた秩序立ったものと
してあることを，このようにビデオ分析によって示した好著であった。じつはこ

の論文の執筆時には小演はまだ大学３年生であり，エスノメソドロジーの訓練は
ゼミによる２単位だけしか受けていない。それでもこれだけの分析ができるのは

エスノメソドロジーがわれわれの躯活そのものを研究のフィールドにしているこ

と，そこにある諸間脳を（外部から知識を導入するというやり方ではなく）場而に埋

泌込まれた秩序を詳細に観察しながら分析するという手段で探求していくやり方

を方法論としていること，これら２点に負っている。ということは，適切なテー

８８鞠II部突賎鞘



マ設定さえできれば，あなたにも同じような研究ができる，ということである。

2節以下，および本書の他の論文を参照しながら，各自が興味をもったテーマで，

実践的なフィールド調査に挑んでみてほしい。

２社会研究の前提としての社会

◇社会研究の前提としての社会の存在とエスノメソドロジーによるその発見

どんな学問にも，その学問固有のスタート地点がある。すなわち，ことさらに

は確認されないがその学問である以上は当然に分かちもたれていると想定されて

いる前提がある。医学なら病気がある（満凱の状態と健康の状態に違いがあって，健

康のほうが安定的だ）ということだろうし，心理学なら，心があるということだろ

う。精神分析なら無意識があるということであるだろうし，政治学なら政治とい

う営みがある，ということになるだろう。では社会研究は当然の前提として何を

侭いているのだろうか。社会研究の場合は社会がある，ということが（たいてい

の甥合は）前提にされているように思われる。

では，社会がある，とはどういうことなのか。心があるということも，健康と

病気に区別があるということもわかる気がする。けれども，社会がある，とはど

ういうことかよくわからない。これが社会研究を始める前の，現在の大学生の実

感なのではないだろうか。たとえば，2002年の私の授業職雑形式）では，以下

のような意見が「出席確潔票（兼コメントシート)」に智かれていた。「社会という

と私にはスケールがもう大きすぎて，考えがおよびません」（Ｋさん。2002年５月

9日)。このような意見が教室で語られるのは珍しいことではない。背景には，社

会が「複雑化』し，その不透明性を増大させている中で．「素人」にとって，社

会は操作しようにも複雑で巨大なものになりすぎているという実感，社会を意識

しても仕方ない，社会を考える意義が失われているという実感があるのだろう。

人々が，操作可能なものとして社会を考えなくなれば，「社会研究」はその基盤

を失う。そういう社会では，社会を考えることにリアリティがないからである。

けれども，社会研究の前提，社会研究の対象としての「社会」は本当に見えな

いものなのだろうか。これまでの手段では「操作しにくくなった」にもかかわら

ず，それなりの見る手段を活用すれば「存在する」ものとして．目に見えてくる

のではないか。エスノメソドロジーによる社会研究をすることの学習上の意義の

第７章洲代実仰としてのエスノメゾドロジー８９



１つは，この点にあるのだと思う。そして，社会をリアリティあるものとして看

取することは，少なくともこの世にまだ社会の操作に関わる猪専門職（行政，政

治，経済等々）がある以上，市民による基本的学びとしてまだまだ必要なことだ

とも思うのである。

◇エスノメソドロジーの学習的憲義と調査

ところで，社会があるということを学ぶには，特別な対象を考える必要はない。

そもそも，じつは社会研究の立場からすれば，「心」があるということも，「政

治」があるということも，「健康と病気」の区別があるということもすべて「社

会的事実」ということになるからである。このような対象選択の容易さ，対象の

幅広さが「社会」を研究対象として扱う場合の利点である。すなわち，社会研究

は定義上すべての事象を「社会的事実」として扱うので「社会としてのリアリテ

ィ（現実味)」がなくなった「社会」をも，研究対象として研究をしていくことが

できるのである。

とはいっても，社会研究もただ「すべての事実は社会的事実である」というだ

けでは失われた説得力を十分に回復することはできない。細菌学が，顕微鏡の開

発発展によってリアリティをもったように，現代社会研究にもそのリアリティ維

持にふさわしい方法論と，その具体的対象がやはりあったほうがよい。というこ

とは何かしら「調査による発見」というような手続き的なものが有用だというこ

とである。世界は複雑で，教えられる知識は十分に疑わしいので，いまや教埋の

上からの鯛義で「社会の現象」や「社会の仕組み」を知識として注入されても，

人々はその知識に，もはやリアリティを感じなくなっているのである。そこで思

いつかれるリアリティ維持の実習的猪方法のうち，有力なものの1つにエスノメ

ソドロジーによる調査実習があると私は思っている。他の有力な方法としては，

ネットワーク分析，進化輪的ゲーム理論による実習や多変量解析を含む社会統計

学を用いた実習がありうるが，これらにはいずれもコンピュータといういささか

取つつきがたい新しい分析道具が必要である。エスノメソドロジーは，電話機，

録音機，ビデオカメラというようなより生活になじみ深い機器で調査に入れる点

で，社会を実感するための般初の調査に適しているだろう。

このような観点から，私は1997年以来，７年間にわたって調査実習およびゼ

ミ調査の指導を行ってきた。本章が主張するのは，この調査指導経験によって実
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感されてきた，エスノメソドロジーの社会研究上の有効性，および社会研究学習

上の有効性である。それは，相互行為を検討する点でリアリティがあり，ローカ

ルな場面的な秩序を扱う点で知的な驚きが伴うような体験である。以下，調査実

習で実際に採取・分析した実例を上げて解説するので，ｗｗｗサイトおよびＣＤ・

ＲＯＭ所収のデータを追体験しながら，リアリティと驚きを共に追体験してほし

い。そのうえで，あなた方自身の調査に進んでいってほしい。

◇小括一社会研究とエスノメソドロジー

実例の提示に入る前に，ここまでの議論をまとめつつ，エスノメソドロジーの

特徴を指摘し，次節へのつなぎとしよう。「社会がある」「社会的だと思われてい

ない現象もまた社会的達成としてそのようなものになっている」という発想は，

社会研究の公理的前提である。そしてこれらは，社会研究のあり方であると同時

に，エスノメソドロジー研究のあり方でもある。エスノメソドロジーの特徴は，

これらのことをさし示す（例示する）にあたって，それらを直接，相互行為の中

に見て取れるものとしてさし示すという方法をとっていることである。

エスノメソドロジー（ethnomethodology）を「人々 の（elhno)方法学(method・

logy)」と分析的に解説することがあるが，これは社会研究に引きつけていえば

｢人々が社会を作り上げている方法，あるいはそのことに関する学」のことであ

り，上記の溌論に結びつけていえば「社会を愈識していようがいまいが，そこで

なされていることを社会的なことがらとして，すなわち相互行為的なことがらと

して分析説明することに関する学問」である，ということになる。エスノメソド

ロジーの有力な手法に「会話分析」があるが，たとえば「会話分析」は，この

｢社会的達成」を，人々が会話の中で／会話を通して実際に行っていることとし

て，分析している。会話が，相互に互いの発括を秩序化することによって，すな

わち，相互の発話の意味を互いに形作りながら，続けられているものであること

を会話分析は明らかにしたが，他のエスノメソドロジーも多かれ少なかれ同様の

仕方で相互行為に照準している。すなわち，できごとをその場でローカルに（局

域的に）迎成されている秩序として，「相互行為的速成」として示すことが，エ

スノメソドロジーの行っていることなのである。「わからない」ということすら，

｢無視」ということすら，相互行為的に達成されている。「他人の心」という

｢闇」ですら，相互行為的に場面の中で達成されているのである。

第７章調査実習としてのエスノメソドロジー，ｘ



本節の議論をまとめておこう。エスノメソドロジーの立場で調査に参加するこ

とは，社会を知り，社会を考えるためのよい機会になると思われる。すなわち，

第１に，それは相互行為に照準しているため，社会がある，という社会研究の発

想になじむ，よいきっかけになるだろう。第２に，それは，場面の中で相互行為

的に，ローカルに成り立っている秩序というものを，そのメカニズムごと現実に

追体験できるため，「複雑でよくわからないもの」と見えていた社会が「理解可

能で秩序だっているもの」に見え方が変わるという体験にもなりうるだろう。わ

かるきっかけが得られれば，考え続ける動機づけが強まることが予想される。こ

れらの意義があるので，のちにどのような分野の猪社会科学に進むにしろ，社会

研究の学習のはじめにあたって，エスノメソドロジーの立場による調査を体験す

るのがよいと私は思っている。次節はそのような意装をもつと思われる共同調査

の実例である。

３エスノメソドロジーによる調査実習の実際

◇息を吸うことの社会研究

私たちは，毎日息を吸っている。主たる目的は肺によるガス交換（酸素と二酸

化炭素の交換）のためだといえるだろう。けれども，それだけのためではないと

思えるときがある。たとえば，以下のように（できれば，ここで動画を見ながら，以

下のI､ランスクリプトをなぞって矢印の部分で何が起きているか，考えてみてほしい。動

画は，付録CD-ROMをパソコンにセットし，掲載の７章関連データ中の「ラジオスタジ

オの相互行為分析」内の「アナウンサーの息づかいの相互行為的意味」ファイルをクリッ

クすると．見ることができる。クイックタイムやインターネットエクスプローラー等のソ

フトが必要である。動画の見方の詳細は巻末「付録ＣＤ･ROMについて」を見ること)。

｢雨下百壱丁詞面詞アナウンサーの息づかいの相互行為的意味

(Ｘラジオスタジオ：９時57分１５秒ぐらい～9時58分１６秒）（行削除による簡易記載）

０１Ｙ：結局ｈｈｈあの：祇王という白拍子を：愛しておりまして（.）で.始めの頃

０２Ｙ：よ良かったんですけどそのうちに仏って（.）ま変な名前ですがね，あの
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０３Ｙ：白拍子を好きんなってで新しい恋人のために前の恋人にですね（･）

０４Ｙ：あの：：まあ師りをさせたんですね：（.）お［

０５１ ：［ お： ：

0６

０７

０８

Ｙ：そういうあの残酷な［

Ｉ ：［hhhhhh

S ：［ いやでしょうね：：

まあそれがきっかけであの：:：

０９Ｙ：出家しましてね［その祇王は［で仏も（.）あのこんな人と一緒に

１０１：［ええ［ええ

ｌｌＹｇおったらなにされるやわからんつんであの：一緒に：出家して

ｌ２Ｙ：後を追うという柵もあるわけですけど［こういう：：あの：女性も

１ ３１：［ああ：：

ｌ４Ｙ：おりますし．あのさきほどの（.）巴御前みたいな美しい［(.）強い

１５１：う：：ん［・hhh

【ここに注目．Ｉアナの息に↑注目】

【９：５８：０１にＩγ･吸気音】

１６Ｙ ： ［ 女性も＝＝そうですねひとつのタイプです

１７１：［・ｈｈ＝美しくて強いのが理想的なひとつの＝

【iiKIiiiのケストの発話のリピートでかつ定式化→コーナーの終了へ】

１８Ｙ:よこれあの＝＝理想の＝

１９１ ：［ はい ．ｈｈ＝＝やその女性像も（.）これから（.）

２０ Ｓ：＝ふ［ ：：ん

↑【９：５８：０８にも１アナの強い吸気音】
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２６１：ええ今日は元○立文併航館艮。◎。◎さんにお碓を伺いました(.）□□の歴史

エスノメソドロジーにはこのようなトランスクリプト（娠写文）を用いて，場

面の秩序を表現する習慣がある。撒き起こし（転写）の見方は，そこに使われて

いる記号の意味も含めて，第６流を見てほしい。見方を簡単に説明すると，その

場にいる複数人の振る舞い（発話と動作）を，楽譜のように左から右に，上から

下に時間の流れに沿って書き下しているのである。これは，実際の相互行為その

ものではないが，相互行為で何が起きているかを気づく助けにはなる。誰のどの

ような振る舞いが別の人のどのような振る舞いと，同時に起きているのか，どち

らかが先に起きているのか，というようなことが見て取りやすくなっている。二

重線（＝）で挟まれた複数の行は，そこで左から右に時間が同時に進行している

ことを示している。

９４第Ⅱ部実践編

２ １Ｙ：［はい

２２１：鎌倉時代入ってどう変わっていくかつてのまた次回に［楽しみですね

(出所）樫田隅〔1998]、９２頁を一郎改変。

↑【次回へ言及する←会話の

終了部への1つの入り方】

ｌ：んｈどうもありがとう［ございました

Ｓ：［ありがと［うございまし た

Ｇ：［お世括になりました：：

３
４
５

２
２
２

■
■
■
■
①
●

》
》
．
。
》
■
■
ユ
《
』
《
》

＝あどうも＝

どうもありがとうございました＝

＝あり

[ありがとうございました

[がとうございました

２９s：HoldOnTogethCr」

２７１：シリーズでした

２８s：それでは音楽をお届けしましょう（.）ダイアナ・ロス「IｆＷｅ

０
１
２

３
３
３



さて，上記のトランスクリプトでのポイントは，矢印で示してある部分である。

特徴的な吸気が２カ所で起きている。ここに注目してこの場面の秩序を考えてい

こう。とはいえ，具体的な考察に入る前に少し文脈的なことを補充情報として香

いておきたい。この場面は，ある地方放送局で，日畷日の午前に放送されている

ラジオ番組の中の，毎回25分ほどの歴史解説コーナーの，その回の終了場面で

ある。参加者は，アナウンサーが３名（IとＳとＧ)，ゲストが１名（Y)，コメン

テーターが１名（K）の合計５名であった（CD,ROM内の静止画「座席配圃図」を参

照せよ)。コーナーの櫛成は，地域に関わる歴史上のトピックについて（このとき

は平家物語に関連したことが語られていた）ゲストが主として話をして，その話に対

して，アナウンサーとコメンテーターが感想や意見を述べながら進行するという

形になっている。２５分ほどたって終了時間が迫っているのに，ゲストが話を続

けている（CDROM内の紳止画「ディレクターからの指示」を参照せよ)。さて，そこ

でアナウンサーは何をしたのか，という設定になっている。ここに「息を吸うこ

との社会学」がある，という分析を私たちは調査実習において行った。以下追体

験してみてほしい。

◇相互行為秩序の塙面的連成

矢印の部分で何が起きているかまず，確認してみよう。Ｉアナは，【９：５８：０１

(9時58分０１秒)】＝１５行目＝の吸気音で，ケストＹの発話を中断させ，顔を上

げさせ，注視を得ることで発話樋を得て，それまでの識論を定式化（まとめるこ

と）し，議論を終了に持ち込んでいる。その際，吸気音だけをさせて間をおくこ

とで，すなわち，直接の割りこみ発話をしないようにすること，話し続けている

ケストの発話が自主的に停止するのを待つことで，少なくとも結果としては，ゲ

ストＹが発話樋を自発的に委誼した形にすることに成功している。自発的にこ

の行為がなされたことによってＹ氏の体面（facc）は傷つけられずに，Ｉアナの

目的は達成されている。そういう相互行為秩序がここにある（CD・ROM内の岬止

画「視線の秩序」を参照せよ)。

このような解釈に関しては，そもそもここでの「吸気音」と「ゲストＹの発

話の中断」に関係がある，といえるのかどうかという疑問がありうるだろう。こ

の点については，まず第１に，われわれの文化において，吸気音が発話の単備と

して聞かれうる状況というものが存在する，といっておきたい。われわれは同席
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している人間の吸気音を「発話の準備」として聞く耳をもっているのである。け

れども，たしかに，つねに吸気音が「発話単備」として聞かれるわけではない。

それは状況に依存している。この，人々の相互行為秩序が状況的である，という

点については，データに基づいて述べるしかない。場面に対して別様の解釈が成

り立つかどうか，は個別場面ごとに解決するしかない問題なのである。そして，

上述のデータに即してこの点を見てみるならば，以下のようになるだろう。まず，

Ｉアナウンサーの１７行目の発話内容が，それまで繰り返されていたＹ氏へのた

んなる「あいづち」ではなく，積極的に話をまとめる方向での発話になっている

こと，ついで，１９行目，および22行目では直接「次回」に言及していること，

これらのことに注目してほしい。このような増面の終了を明らかに志向している

発話に後続される形で，１５行目の吸気音が発されていること，このことが翻っ

て，１５行目の吸気の意味を決めていくといえよう。さらに，この吸気音以下のＩ

アナウンサーのまとめ的発話に呼応して，ゲストのＹ氏も，巴御前が「理想の」

女性像であると発言する形でまとめの一部を担っている（１８行目)。すなわち，

ここでＹ氏は，もう新しいことを話すのではなく，Ｉアナウンサーの総括的評価

を受け入れる形で，それまでの自分の話への評価を行っているようにみえる。こ

れらのことを総合的に考えると，１５行目での吸気音は，場面の転換に寄与して

いるといえると思う。

ここまでの議論をまとめておこう。このスタジオ場面では，「息を吸うこと」

は，「社会性」を帯びている。推もそうとは意識していないかもしれないが，「相

互行為」の一部になって会話を終了に持ち込むきっかけとして働いている。Ｉア

ナウンサーの吸気音は，自発的な「他者の注視」を呼び込んでおり，そして，そ

の他者からの注視を活用することによって場面の転換（コーナーの終了）が協同的

な達成として可能になっている。このように，人は他者とローカルな，局所的な

秩序を形作っているといえよう。すなわち，番組表に終了時間が轡かれているか

ら，コーナーが終わっているというだけではない，コーナーが終わる，という社

会的事実を可能にする相互行為がここに見て取れるのである。

これは，社会研究にとって，いったいどういう事態なのだろうか。煩璃になる

が政要なのでもう一度まとめておこう。

（１）ここでは，相互行為の秩序が場面的に述成されている。そういう意味で，

社会がここにあるといえる。定時のコマーシャル（午前10時にデパートが開店する
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というＣＭ，時報とセットになっている）を入れるために，急いでコーナーを終わら

せて終了に持ち込むというＩアナウンサーの努力は，一方的な柵力行使というよ

りは，相手の相互行為儀礼(①吸気音には，自分の発話を止めて，関心を示すこと，②

話題の主人公である巴御前を「理想の女性」と評価して，話をまとめることがコーナーの

終了への助走であることを相互了解すること．③次回に言及することがコーナーの最終場

面を形作っていることを相互了解すること）を利用しながら，協同的になされている。

（２）ここでは，データに基づいた秩序の存在を実感することができる。すなわ

ち，このようにして，順序的（シークエンシャル）に秩序が連成されているのなら

ば，社会研究は「吸気音は，明硫な意図の表明とはいえない。ただの息継ぎかも

しれない」という不可知輪的な搬論から抜け出すことが可能になるだろう。あい

まいなものがあいまいなまま，多義的なものが多装的なまま，それでも，後続す

る相互行為が十分に組織だった形で存在することによって，秩序というものが，

その場その場で生み出されていることを社会研究は示すことができ，そういう基

盤にたって，研究を進めていく道筋がこのような研究の袖み亜ねのはてにひらか

れることになるであろう。

４まとめにかえて－ここからどこへいくか,今後の学習のために

澗査実習は，社会一般を学ぶために組織される場合よりも，個別課題を解明し

ようと組織される場合のほうが多いだろう。ＣＤ,ROM内に所収の３つの実習報

告は，それぞれの固有の解明課題をもって行われたエスノメソドロジーによる調

査実習の例（抜粋版）である。1997年度の実習報告は，「ラジオスタジオの相互

行為秩序」を明らかにしようとしたものである。1999年度の実習報告は，「障害

者スポーツの世界」がいかに独自の秩序性をもったものとして存在しているか，

ということを明らかにしようとしてまとめられたものである。2002年度の実習

報告は，「福祉の現場」における会話秩序がどのように作り上げられているかを

明らかにしようとしてまとめられたものである。個別の研究テーマに従って研究

をする際に，どのようにエスノメソドロジーの方法が組み合わされて活用されて

いるのか，ということについては，これらの報告智などを参考に学習を続けてい

ってほしい。

確かにどの報告書にも「社会が相互行為的に成り立っていることがわかった」

第７童調査実習としてのエスノメソドロジー９７，



という普測的一般的決まり文句的な総括が含まれている。その点では，マンネリ

ズムに少し陥ってしまっているかもしれない。しかし，それぞれのデータの多彩
｡0●●●●●●●●●●●●●

さに助けられて，「いったいどのようlこ相互行為と結びついて秩序が達成されて

いるのか」という点はそれなりに明らかにされているようにも思う。そういう視
点で読んでもらいたい。

他に，実習類似の作業でまとめらた「ゼミ論架（個人研究による調査報告)」か

らの論文抜粋（6筒）もＣＤ､ROMには収録されている。これらは，ほとんどの

場合，学生の個人研究としてなされている。１人でもこれだけのことができると

いう実例として活用してほしい。なお，データ収集に使われた機材は，すべて民

生用の取材装腫（ビデオカメラ，テープレコーダ）である。調査の実際に関するイ

ンストラクション（たとえば，テレホンピックアップを電話機に取り付ける方法の実際

『2002年度実習報告（第２版)』194頁など）も掲戦されているので参考にしてほしい。

また，最近の調査報告では，プレゼンテーションも重要な要素となってきてい

る。とりわけ，ビデオ分析を用いたエスノメソドロジーでは，データの提示に工

夫がないと何を主張しているのかが伝わりにくい。付録ＣＤ･ROMには．そのよ

うな意味で，動画を用いたデータ提示方按用ソフトとして，ＣＩＡＯ（チャオ：メデ

ィア教育開発センター開発の学術研究用複数ビデオ画像統合提示ソフトウエア）も掲赦さ

れている（CD,ROM内末尾)。使えるソフトだと思う。

これらは，2003年秋時点の徳島大学総合科学部社会学研究室の研究成果であ

る。徳島大学の社会学研究室のホームページサイト（http://www.i制s､tokusllima．u・

acjp/social/）では，０３年度末以降に作成された報告書も随時褐戦していく予定

となっている。著作権法に則っているかぎり，利用は自由とするので活用してい

ただければ幸いである。

本章に関迎するデータが付録ＣＤＲＯＭ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。

9８鋪ｎ部実践編



第山部

展開編

「展ＩＩＭ絹｣では，fuiWIの会話(第８軍)，子ども（鋪９章)，

法現象(第１０軍),メディア(節11職)，博物節(節１２章)，

病院組織(第１３承)，コンピュータを通した学び(第１４

章)や，コンピュータ支援の協同作業(第１５章)，といつ

たきまざまな分野に腿１Ｍしたエスノメソドロジー研究や，

研究の仕方を解説する。とくに，各索にデータを入れる

ことで(第１１承と節１５軍では付録のCD,ROMにも映像

データを取り入れた），実践的な入門となることを意図

した。

「テーマセッションｌ制度と会鯖」「テーマセッション

２実肌の中の視覚｣「テーマセッション３越知科学・愉

報科学とエスノメソドロジー」は，さまざまな方向から

新しくエスノメソドロジー的な研究に入る人たちの道し

るべになるだろう。会話分析や社会制度の研究に関心の

ある人は，テーマセッションｌから第８章，第９章，節

１０鞭へと脱み巡めることで，エスノメソドロジーと社

会学的研究の関係について理解を深めることができるだ

ろう。身体的行為や見ることのIMI題，フィールドワーク

に関心のある人は，テーマセッション２から節１１章，

節１２衆，第１３京へと鋭み巡めるとよい。腿知科学・

教育工学・怖報科学に側心のある人は，テーマセッショ

ン３から第１４承，節１５京へと鋭み進めるとよい。



テーマセッション 利

制度と会話

一エスノメソドロジー研究による会話分析

岡田光弘

詞会話分析は．実際の相互行為から得られたデータによって，研究対蒙を経験的に扱

うことを可能にする。この章では，概税的になるが，社会学という営みを先鋭化す

る可能性をもつこの手法の核心の一端に触れてもらうため，その「手の内」の一部

を明らかにし，会話の中に「制度」が刻印されている「証拠」のいくつか示す。一

見すると単純な知見（第３節）とその背後にある梨論（第２節）の奥行きを味わっ

ていただきたい。

Ｉはじめに

普段のおしゃべりという意味での「会話」は，社会生活を成り立たせているが，

社会生活の１つの部分であるにすぎない。一方，本章で依拠する会話分析という

手法は，社会学や言語学で広く知られている学問領域を示す固有名詞である。そ

れゆえ，狭い意味での「会話」を超えて，「話や語りによる相互行為（talk､in・

interaclion)」の全体をその研究対象としている。ほぼすべての社会生活は，話

や語りが介在することによって成り立っている。このことから，会話分析の研究

対象となる領域は想像以上に多岐にわたる。その中には社会学が伝統的に研究対

象としてきた「制度」というものが含まれている。

本章では，制度と会話について考察していく。社会学にとって，会話というも

のは，これまで，それほど中心的な研究対象ではなかった。このことから，会話

分析があらたに会話を研究対象としたこと目体にも，それなりの意義があるよう

に思われる。しかし，会話分析の創始者であるサックスにとって，話や語りとい

ＩＯＣ第Ⅲ部腰開鱈


