
う対象を研究することのもつ意義は，それまでの社会学が詳しく解明したことが

ない領域をあらたに扱ったということだけではなかった。それは，研究によって

得られた知見を以後のさまざまな研究の基盤として使う（｢リソース」にする）こ

とができるという大きな意義をもっていた。

言語あるいは会話というものは，それ自体「行為」である。これを対象として

研究する（｢トピック」とする）ことは社会的な行為を研究対象とする社会学にと

って十分に意義深い。さらにこの研究成果を後に続いていく研究の「リソース」

として磨いていこうとする姿勢は，会話と制度を考えていくためにとても重要な

ものである。というのも，それまでの研究成果をその後の研究の「リソース」と

して用いることができてはじめて，多様な社会制度の場というものが会話分析の

具体的な研究対象として姿を現すからである。

２制度と会話を研究するための前提

◇エスノメソドロジー研究による制度の特定化(1)－帰納に先んずるもの
の再発見

エスノメソドロジー研究と会話分析は社会学一般がそうであるように「社会的

な行為」から成り立つ「社会的な場」を研究対象にしている。社会制度はこの場

のあり方の１つであるといってよいだろう。さて，ここでわざわざ「社会的」と

いう言い方を強調するのには２つの理由がある。あるシンポジウムでディヴィ

ド・サドナウも言っているが，社会的な行為や場を研究対象にしているかぎり，

自然科学やそれを模した研究とは違って，①いかなる研究方法を用いようと，そ

こで扱われる個々の活動には，それを研究対象とする以前に，すでに何がしかの

｢一般的な」パタンが埋め込まれている（IIill＆Criltcndcn二1968])。また，②

個々 の行為から成り立っている場である制度は，当然，それを柵成している社会

的な行為から独立させて同定することはできない。同様にこれは，個々 の社会的

な行為を，それが埋め込まれている社会的な場から独立して，適切に同定するこ

ともできないということでもある。とくに，この②の互いに相手を支えあうとい

う性質については相互反映性という名前が与えられている。

さて，この①と②の２つから，通常の調査論になじんだ社会学者にとって，き

わめて意外なことが言えるようになる。エスノメソドロジー研究以前の社会学は，
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原理的に個々の参与者には見えない「社会榊造」による影哩を想定して社会的な

場や制度の研究を進めていた。だが，①と②が正しければ，じつのところ，事前

にそういうことは想定しなくてもよいし，それはできないということになる。同

じことを別の言い方で言おう。社会制度を含めて社会的な場には①と②という性

質があるということを組め，これを前提にしてみる。すると，それを研究するた

めには，フィールドワークによって，経験的な素材を染めることができるし，そ

れしかできないということになる（岡田［2002]；本需第４章参照)。では，少しこ

れについて考えてみよう。

社会的な行為や場というものを，厳格に帰納的に扱えるのだろうか。ここで帰

納的というのは，そこにあるデータから積み上げて，それだけからいえる法則を

見つけ出そうとすることである。これは，伝統的に社会学が自然科学から受け継

ぎ，掲げてきたやり方である。社会学が採用している多様な説明図式には，帰納

によって得られたものと，何らかの理論に基づいて，いわば外側から，演繰的に
｡●●

押し付けたものがある。どちらであろうと，それはデータにつし､て十分に正しい

税明にはなりえるだろう。だがもともと，社会学の理論の妥当性は，そこで理論

化されている行為がもっている，どこにでもある社会的な場や制度の同定可能性

に依拠していたはずである。それゆえ，それが理論的には正しい同定であっても，

それだからといって状況に埋め込まれた適切な同定となるわけではない。この事

実を重く受け取ると，それがいかに科学的で正しい手続きに見えようとも，厳格

に帰納という戦略をとって発見がなされているとする旧来の社会学の主張のあや

うさが見えてくるだろう。具体例を示そう。

たとえば，教育社会学者は，教室で何が起こっているかを発見するために研究

を行う。しかし，研究者も個々 の行動の記述から研究を始め，その後に，そうし

た出来事が教室で起こっているということが，そこで生じていることについての

「もっとも良い脱明」であると発見するのではない。砿かに，事例の数が増すご

とに，そこにさまざまな出来事が発見されるだろう。しかし，その出来事が，教

室の中の出来事だということを発見することはないのである。また，観察を収集

するために，「教師」と「生徒」がもっとも適切な「関係対」であるということ
●由●●●●●

を発見することも１３:(､だろう。人々 は,観察に基づいて,「教師」と「生徒」と
いう関係対，そして「教室」といったカテゴリーを導くのではなく，逆にまさに

最初からそこに圃かれているそうしたカテゴリーに基づいて自らの観察と記述を
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組織しているからである（Sacks［l972a＝1995]；本蒋粛２章，テーマセッシ副ン３参

照)。すなわち，この「教師」と「生徒」という関係対は，記述されている社会

的な場，制度に，つねにすでに存在している。そして，そうした人々 をそれ以外

の仕方で記述しようとすると逆にそれを正当化する説明が必要になってしまう。

こうした点からも，この関係対はその場，制度で起こった出来事を記述する，普

通で自然な肥述の方法であるということができるだろう。それは，帰納に先立っ

てそこにあり，その場を作り上げている記述の方法なのである。

このように個々の出来事を普通に記述するカテゴリーの中には，たやすく目に

入る「一般性」が，つねにすでに，埋め込まれている。すなわち，わたしたちは，

教室という場についての知識やそうした場にいる人たちがもつはずの動機がわか

ってはじめて，個々 の行為を目撃することが可能になるのである。たとえば３節

の事例で①として示すように「生徒の理解度を確認し，さらに説明を続けていく

ために教師が質問する」ことが，わたしたちに，それとして観察可能になるので
ある。

◇エスノメソドロジー研究による制度の特定化（２）－見えないものを見る
手立て

エスノメソドロジー研究には特有な関心がある。つねに目に入ってはいるが，

気づかれないものを解明しようとする関心である。別の言い方をするなら，日常

的には可視性をもつがこれまでの社会学においてシステマチックに不可視であっ

たものを解明しようとする関心である。ガーフィンケルは，社会的な場には，参

与者の「目に入ってはいるが気づかれることのない」という特性があると述べて

いる（Garfinkelu967a])。制度場面を会話分析によって扱うときに有効なエスノ

メソドロジー研究による会話分析は，以下で述べるような手立てを通して，その

場で目に入ってはいるが気づかれることのない何物かを，語りや会話のシークエ

ンス（第２章３節参照）を比較するといった具体的でシステマチックな探求の「ト

ピック」にしていく。

まず，会話分析で「目にすることのできる不在」と呼ばれてきたものがある

(Schegloff［l970a＝2003])。ある項目が「不在」と言えるようになるのは，それ

が生じないことが，相互行為の参与者によって明確に気づかれ，行為の中で指向

されている場合である。具体的な活動が進行していく中で，呼びかけがあれば応
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えが予期される。そういった形で，生じるはずの何かについての予期が生み出さ

れ，もし適切な応えがそこにないなら，あるべき応えが「不在」であるとして特

定できるようになる。具体的には，呼びかけが繰り返される，あるいは近くにい

てそれに気づいた人が肩を叩いて知らせてあげるといった参与者の反応によって

その場での「不在」が顕在化させられる。この手順を経ることに，参与者たちが

理解を表示している発総や発掘以外の行為を証拠に対象を具体的に同定していく

会話分析という手法の厳密さ，周到さが見出せるだろう。

会話分析には，参与者たちの理解に基づき現象を内側から見るという研究の方

針がある。直観的に特徴があるように見えるシークエンスについても，それをそ

れぞれの場や制度に通有する「一般的な」ものであるというためには，次のよう

な手順を踏む必要がある。まず第１は，そこにいる人がその場でそれをどう扱っ

ているかを見るということである。先に述べた，あるはずのものがないといった

場合，たとえば，「隣接対」で適切な反応が直ちに産出されないといったことが

起こったときの処理がこれにあたる。この場合，繰り返しや手助け，あるいは適

切な反応が亜出されないことを正当化する税明が示されるかもしれない。また，

シークエンスを始めた人が，しばらく間があったあとで，適切な項目を繰り返し

て，そこにいる人が中断したシークエンスを「修正」しようとするかもしれない。

こうした場合，どれも，具体的な行為を通して，そこにあるはずで「不在」への

指向が喪示されているといえるだろう。こうした手Il1nは，会話分析の根幹にある。

会話分析が，伝統的に社会学が制度として研究してきた場を研究対象にすると

き，しばしば，いくつかの場を横断する事例を比較するということが行われる。

そして可能なら，それぞれの場について，そこでの活動を特徴づけて社会制度と

して固定しているシークエンスを特定化することが求められる。それゆえ，不可

視のものを可視化する手順の２悉目は，それぞれの制度の場に特有のシークエン

スを記述するというものである。そして，それぞれに，そのシークエンスによっ

て制度を支えているどのような活動がそこで達成されているのかを解析しようと

する。さらに，それが，その環境をどのように変形するのかを明らかにしようと

する。その有名な例は，以下のジェファーソンとリーによる，「トラブルを告げ

る」シークエンスとそれと関わるものである（jcffcr瓢、＆J“〔1992])。

ときとして．日常の会話で個人的なトラブルが持ち出されるということがある。

この場合，会話の相手はそのトラブルへの理解と共感を表示して応答するのが普
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通だろう。トラブルについての話が続いている局面では，機が熟するまで，アド

バイスが差し控えられ，あるいは拒絶されて，聞き手と話し手という関係対がほ

ぼ固定されることになるだろう。しかし，もしそれまで聞き手であった人がトラ

ブルにこまごまとアドバイスを与え始めて，それが受け入れられていくようにな

ると，今度は，もっぱら話し手となる人と聞き手となる人がそれ以前と逆撮する

という局面が生じる。双方がそれぞれに，それまでと異なる談話上のアイデンテ

ィティで活動に関わるようになるということである。たとえば，これが中毒110

番への相談であれば，トラブルを告げることから，アドバイスを与えることへの

移行は，必要に応じて最短でなされるだろう。また命の電話といったものであれ

ば，相談員が，ひたすらクライアントの話を聞き続けるということがなされ，ア

ドバイスを与えることが最後までなされないかもしれない。すなわち，晒話相談

にはアドバイスが最短でなされることが適切な場とそれに応じたシークエンスが

ある。そしてそれとは対照的に，アドバイスがないことが普通というアドバイス

の「システマチックな不在」を含む場とシークエンスがある。このことは，普通

は同じ電話相談として括られる制度における活動にも秘差があり，そこで行われ

ている活動に固有の性質とシークエンスの形が深く関わっているということを示

している。これらの各ケースで，与えられたシークエンスの形式は，別の活動と

して見るならその話や語りが適切になりうる地点で，ある種の話や語りが問題な

く普通に不在になっているシークエンスであることが面要である。こうした不在

が，その場で理にかなっているということに２つの総点がある。

第１にこうした不在は，当刻の話や語りのユニットが，進行中のより大きなシ

ークエンスの１つの構成要素であることから生じている。したがってこれはそれ

ぞれの順番が，より大きなシークエンスに指向していることを示している。第２

に，制度と会話という観点からは，より璽要なのだが，こうした不在は特定の活

動と結びついたシークエンスの実現を促しているのである。ある項目が「システ

マチックに不在」だとする特徴づけは，さまざまな制度の場を比較することによ

って可能になる。これについては，次節で例示する。ここでは，具体的には制度

についての会話分析が以下の３つの手順を踏んでなされるということを指摘して

おく。すなわち，研究者が，①手元のシークエンスを形式的に特徴づける。②問

題となっている部分が，別の状況では普通に生じることを示す。③いま扱ってい

る状況の集合においては，その項目が，普通に不在であると示す。それぞれのシ
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一クエンスの特徴は，こうした一見，帰納法に類似した手順から得られている。

だが，もとをただせばそこに発見されたシークエンスの特性は，それぞれの状況

に埋め込まれた活動のシステムが，その範囲に通有的にもっており，その活動を

それとして成り立たせていた特性なのである。このようにエスノメソドロジー研

究による会話分析という手法は，社会的な場，制度から得られた経験的なデータ

を周到に比較することによって，日常において実践的かつ暗黙裡に知られており，

リソースとされている活動の特性をトピックとしてシステマチックかつ明示的に

定式化するのである。

３制度と会話についての洲研究

◇来歴一エスノグラフィ－からエスノメソドロジーによる会話分析へ

エスノメソドロジー研究において，会話分析という手法が花開く前にも，社会

制度における話や語りを扱ったいくつかの先行研究がある。たとえば，エスノメ

ソドロジー研究という名称自体，1950年代に行われたガーフィンケルの陪審員

研究に端を発している。研究の中で．彼は「話や語りというものは『場の存在に

よって成り立つ，場についてのものでありながら，語られている当の場を樹成し

ている』」といったことに気づき，そういったものをエスノメソドロジーと呼ん

だ（GarIinkeIU976b]）（第１章，鋪１０章参照)。６０年代には，サドナウが，救急病

院でのフィールドワークに基づいて，話や語りと関わるさまざまな事例を報告し

ている。たとえば，ある人が亡くなったということをどういった順序で，どうや

って親族や知人に知らせるのかといったことは，普段はその重要性に気づかない

が実際の場では重大な帰結を生みかねない事柄である（Sudnow［1967＝1992]･ブ

ックガイド参照)。また，エスノグラフィ－と会括分析を結びつけて用いているも

のに，ヒュー・ミアンによる教室場面についての70年代の調査研究がある。こ

れは，質問一答え一評価といった３つの順番を基本的な櫛成要素とするシークエ

ンスの存在が，教室という制度とそこでの有能さと深く関わりがあるということ

を示した研究として有名である（Ｍchan〔1985])。

すでに述べたように，会話分析は，現象としてのシークエンスの組織化を同定

した。これによって，それまで社会学的な探求の「リソース」であったもの（た

とえば言語や実践的推詰）を「トピック」とするというエスノメソドロジー研究の
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実践を，さらに一歩推し進めることになった。すなわち，サックスは，シークエ

ンスの組織化という領域を１つの研究の「トピック」として確立したばかりでな

く，さらにそこでの知見を，日常的な活動を達成するプロセスを研究し続けるた

めの「リソース」として使えるものにしたのである。現在では，これが会話分析

という確固とした研究プログラムとなっている。そしてさらに，同じ「リソー

ス」を活用することで，日常会話で使用されているものの一部がｒシステマチッ

クに不在」になったり，付加的な要素が付け足され「拡張」されたりするバリエ

ーションによって構成される，制度の場に特徴的な話や語りの形式に目を向ける

ことも可能になってきている。

すでに述べたように，制度の特性とされるものは，隣接対に基づいて「目にす

ることのできる不在」を特定したのと厳密に同じ方法で導き出されるものではな

い。制度の場を研究している会話分析者は，比較研究を重要な手法としている。

そしてそれを通して，そこで展開されている相互行為のさまざまな可能性に対し

て，それがどう展開していくのかについてシークエンスに注目して分析を試みる

のである（Drew＆Hcrilagccds.〔1992])。また，エスノメソドロジー研究の伝統

に従って制度場面を研究しようとしている会話分析者も数多く存在する。伝統的

に会話分析で用いられてきた手法にこだわらず，さまざまな手法を用いて，外見

上，自然な会話のパタンとその産出と維持に含まれる構成のプロセスを経験的に

再発見しようとする方向性である（M細ynard［2003＝2004])。社会学が伝統的に制

度と呼び習わしてきた領域を経験的かつ具体的に取り扱うために，今後ますます

こうしたアプローチが用いられることになるだろう。

以下で事例と呼ぶものは，説明のために過度の単純化がなされている。そうい

った単純化は，エスノメソドロジー研究と会話分析のもともとの趣旨に反する。

だが，制度における会話を研究して得られる知見の大まかな見取り図を得るため，

紙幅の許すかぎり，蛮勇を苗い例示していこう。

◇率例一制度場面での評価の不在とバリエーション

教室での話や語りによく見られるのは，「教師による質問一生徒の答え一教師

による評価」といった３つの順滞を甚本的な柵成要素とするシークエンスであっ

た。３番目の場所を占めるものが「よくできました」といった「評価」であると

いうのが公的な授業の特徴であるとされた（以下の①)。知りたいことがあって，
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その内容についての情報提供を求める質問であったなら，普通は，この３番目の

場所には，（明示的なものとは限らないが）情報内容を理解したということを示す言

葉や質問に答えてもらったことへの謝意の「ありがとう」（以下の②）が続くと期

待されるだろう。

①何時ですか－８時30分です一「よくできました」

②何時ですか－８時30分です一「そうですか。ありがとう」

「質問」をする前提には質問する側の情報の欠如があるはずである。にもかか

わらず，「よくできました」と「評価」することは，そうした前提に連反してい

るように思える。それゆえ①は教室のような場に圃かれないかぎり奇妙なシーク

エンスである。すなわち，３つの順番を基本的な櫛成要素とするシークエンスに

おいて３番目の場所に評価があることは，違和感なくそれが行われている場面自

体の特性をさし示しているものであるように思われる。さらにいくつかの制度の

場に特徴的なシークエンスを比較することで，こうした直観について解明を進め

ていこう。

さて，問い－答えを梢報の要諦と提供であると考えると，その後，以下の③の

ように，「ああ」（あるいは「まあ」「あつ」など，以下同様）を序にして発話するこ

とで，情報を得たという「知識状態の変化」を示して，それに無理なく接続する

ことができる。これは，①と比べてとても自然なシークエンスであるようにみえ

る。またここで注目すべきは，「ああ」を序にした発話には，②での「謝意」が

そうであるように，問い－答えで始まったシークエンスをそこで切り上げてしま

うという性質があるということである（岡田［２００２])。すなわち，「ああ」を序に

した発話は，要請した，あるいはそれ以上の情報が得られたとして３つの順番を

ひとまとまりのものとするように働くことができるのである。

③何時ですか（Q)－８時30分です（Ａ)一「ああもうそんな時間」

さらに，別の制度の場を考えてみよう。テレビで目にするニュースインタビュ

ーにおいて．インタビューをしている人と受けている人との間で，しばらくの間，

｢質問一答え」というシークエンスが続くことがままある。この賜合，インタビ

ュアは知識状態の変化の「ああ」や評価をめったに発しない。３つの順番を基本

的な構成要素とするシークエンスというものがあるとすると，３番目の場所に評
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価がないことで，シークエンスがとぎれずに質問一答えというシークエンスが続

いているということになるだろう。また，こうした３番目の場所での評価の「シ

ステマチックな不在」は，中立的にニュースを聞き取るという制度の存在を刻印

しているともいわれる（Clayman＆Heritage［2002])。

場を変えて，さらに比較を重ねることができる。就職時の面接（インタビュー）

や面接によるテストにも同じように修正や評価の不在が認められている。しかし

この場合は，ニュースインタビューとも少し違ったシークエンスの特徴が見られ

るという。それは，たとえ，面接を受けている人が，質問に対して適切さをもた

ないような答えをしても，それを「面接を受けている人独自の答え」とするため，

面接官は，知識状態の変化の「ああ」や「評価」だけでなく，以下の④のように，

｢修正」すらしないというのである（Button［1992])。

④何時ですか（Q)－８日です（A)－「はい」

このように，さまざまなインタビューや教室という，その制度の中で，質問者

は，そこでの活動の特性によって独特の形で悩報に関わっている。質問者が，個

人的に情報内容に関心をもっているのではないという点は共通しているが，それ

ぞれの情報への独特の関わり方は，３つの順番を基本的な栂成要素とするシーク

エンスの３番目となる場所のあり方に刻印されている。

順を追ってみてきたように．いくつかの例と対比させることで，①のようなシ

ークエンスから，根拠をもって，いくつかのことを観察することが可能になる。

(1)質問者は情報内容を知りたいではなく，答える人が悩報内容を知っているとい

うことが知りたいのである。さらに，質問者が，評価の可能な場所をつねに確保

し続けていることから，(2)必要とあれば答えの内容を吟味し，そこで話を断ち切

らずに引き受けて，教授を続けていくことを可能にするやり方を採用している。

ここからは，授業の進行という先を見通した指向が統み取れるかもしれない。そ

して①のようなシークエンスによって成り立つ活動は，④と同じ形式が面接によ

るテストとして実際に同じ教室で用いられることはあるにせよ，④の例のように，

答える人が何を答えてもかまわないというシークエンスによるものとはまったく

対照的な活動である。

このようにさまざまな制度の場と比較することによって「制度と会話」につい

て再発見がなされている。それによって，たとえば，先の２節で，論理文法分析
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あるいは成員性カテゴリーの分析によって示した「生徒の理解度を確認し，さら

に脱明を続けていくために教師が質問する」ということが②③④ではなく，①の

ようなシークエンスによって，成し遂げられているということが経験的に再発見

されるのである。

◇119番通報と死の告知一積み重ねられる話や贈り

制度場面においては，日常生活にある活動の特定の側面が強調されて，その場

での課題を果たすような相互行為が進行していく。エスノメソドロジー研究によ

る会話分析では，そういった場面にシステマチックに要荊されている緊急性や恢

重さといったものが特定のシークエンスの形と緒びついていることの再発見と特

定化がなされている。たとえば，１１９番通報では，日常の通話には普通にあるも

のが「システマチックに不在」にされるといったメカニズムが活用され，現場で

の課題が遂行されている。典型的には，冒頭の挨拶の部分がつねに不在にされ

｢火事ですか救急ですか？」といった言葉で通話が始められることが場面の性質

を自ら明らかにしている。さらにいうならば，119番通報や110番通報に制度と

して埋め込まれている「かけなおし」のシステムは，かかってきた電話が切れる

という意味での応答の不在に「緊急事態の可能性」を見出しているものである

(岡田［2001])。

これとは対照的に，言葉を重ねることで慎重さが見て取れる場面もある。それ

は，「告知すべき出来率」があり，それを告げるという課題が「お伝えしたいこ

とがあるのですが」といった「前触れ」を用いることで遂行されていく場面であ

る（Sudnow［1967＝1992］；Maynard［2003＝2004]・ブックガイド参照)。この前触

れのシークエンスは，構造上，そのあとにくるベースとなるシークエンスの「第

２成分」（2章31-32頁「隣接対（対となった発話)｣）に作用し，制約を加える。告知

についていうなら，これは，前触れが受け入れられると，告知が受け入れやすく

させられるということである。

同様のメカニズムは，発話以外の「行為」によっても成り立つ。たとえば，死

亡の告知をする前に，家族に心電図のモニタを見せ，脈がないことを確認すると

いった作業がそれにあたる。砿者が観察を許された救命救急というフィールドの

場合（岡田ほか［1997])，実際の死の告知に至るまでに，そこで起こっていること

の意味がさし示され，次に起こるであろうことの予期を生み出す，さまざまな過
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程が見られた。家族にとってそれは以下のような過程であるかもしれない。まず，

突然，家族のある人が，事故や病気で入院したという電話が受入れ先の救急病院

からかかってくる。病院に着き待合室で待っていると，ナースに呼ばれ部屋に入

る。このとき，医師やナースから人工呼吸器や心電図のモニタなどの機器につい

て説明を受けると同時に，まだ暖かい受傷者の身体に触るように促されるという

ことがあるかもしれない。そうした段階を経るなら，その過程で徐々に家族は，

｢8時30分ご臨終です」と言って黙鱒する医師の発話の意味が理解できるよう

にされていくだろう。語りや会話は制度の中にあり，家族は順を追って自分たち

が遺族になることを受け入れる醜備をさせられていくのである。

4‘まとめと展望

前半では「不在」を，後半では比較を中心にして，社会制度と会話について考

察してきた。これを要約的にいうなら，制度と会話を扱うエスノメソドロジー研

究による会話分析は，制度の甥における活動の文法（テーマセッシ詞ン３参照）を，

順番とシークエンスという点から経験的に示していくものであるということであ

る（第６章，第８章参照)。これが今，伝統的に社会学が設定する問題関心である

｢制度」を研究していく中で花開き，おびただしい数の研究が今まさに蓄積され

つつある。フィールドワークに基づいて社会組織について研究していく流れとと

もに（第４章，第13章参照)，エスノメソドロジー研究による会話分析は，成員性

カテゴリー分析を用いた研究（Watson〔1983＝1996]）を含め，経験的なエスノメ

ソドロジー研究の主要な部分になっている。

本章でこれまで述べてきたように，会話，そして話や語りに照準して制度や組

織を研究することは，一見茂葉という麦層を扱っているようでありながら，じつ

のところ，一段と深いところに視点を定めて，社会制度というものについて解明

していくことになっている。これは，今後も，多くの実りをもたらしつつも，伝

統的な社会学に対する根底的な挑戦であり革新であり続けるだろう。

函ブックガイド－－－－－－－－

会話と制度について，エスノメソドロジー研究によって扱っている先駆的な文献

に，デヴィッド・サドナウ［1967＝1992］『摘院でつくられる死』君田啓端ほかM1(，
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せりか神川がある。まずは，参照してほしい。同香は，医療社会学の古典の１つに

あげられるものである。救急病院という場をフィールドワークして．実際に起きて

いる出来躯の細部を．現場での業務と具体的な相互行為との結びつきを丹念に解明

していくという作業によって明らかにしていく。とりわけ第５章「悪い知らせ」は，

｢告知すべき出来事」をめぐる言葉と語りに熊点を合わせて，医療の現甥を会括とい

う視点から見るうえでの豊かなヒントに満ち溢れている。実際のフィールドワーク

の成果を，録音・録画データの分析以外の形で作品にしていく．さまざまな可能性

に開かれた著作である。

また，ローレンス・ウィーダー［1974＝1987］「受刑者コード」（｢エスノメソドロ

ジーー社会学的思考の解体」山田富秋ほか訳，せりか書房．155-214頁）は，中間

施般をフィールドワークして，具体的な制度の甥での話と語りの密を明らかにして

おり参考になる。手法としては，伝統的なエスノグラフィ－とエスノメソドロジー

研究によるエスノグラフィ－とが対比的に用いられている。まずもって，制唆瑚面

のフィールドワーク自体が興味深いものであるが，制度場面で「何が語られている

のか」というよりも，その現場で「話や語りによって何が成しとげられているのか」

という点，そして会話と制度の相互反映的な側面に焦点が合わせられているという

点が意雑深い。このように実際の日常的な相互行為のもつ一般的な特性に注目する

という視点は，初期のエスノメソドロジー研究の特徴でもある。

さらに会話という側面を深めていこうとすると．ダグラス・メイナード［2003＝

2004］ｒ医澱現場の会話分析』樫、美雄・岡田光弘訳．動草書脇がとても参考にほる。

この本では，実際の臨床の場でのデータがエスノメソドロジー研究による会砧分析

によって解析されている｡たとえば，医療瑚面を中心とする臨床の現燭で，さまざ

まな良い知らせと悪い知らせが「ニュースを伝えるシークエンス」によって伝えら

れる姿が明らかにされている。病院という制度の場における会話の具体例に満ちて

おり，ぜひ一読をお勧めしたい。
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第８章

電話の会話分析

一日本語の竃話の開始

西阪仰

里会澱なんかに社会学者がなんで関心をもつのか。社会にはもっと「大きな」問題が

たくさんある。戦争もあれば耐性菌による環境破壊もある。しかし考えてみよう。

閣僚たちの間で戦争はどう提案され，その提案はどう受け入れられるのか。診察室

で抗生物質が処方されるのはどのようにしてか。これらはすべて何らかの「会話」

の中で行われているはずだ。わたしたちは「会話」なしには何もできない．この

I会紬」がどう組織されているかを丁寧にみること。そこから何が引き出せるかを見

定め，あるいは展望すること。これが本章のねらいである。本章は「会砧分析」と

してはまだ雑駁すぎる。それでも会話分析について，何かを感じとってもらえれば

と思う。

実際の会緒を録音することに関心をもったサックスとシェグロフは，まずは遡

話の録音を染め始めた。当時ビデオが現在のように利用できなかったので，電話

の録音は当事者たち自身にとって利用可能な情報すべてが分析者にも利用可能に

なるという利点が，確かにあった（より詳しくは，SChegloff［2002a])。しかし，

咽話でのやりとりはそれが機械に媒介されているがゆえに，当然「通常の」やり

とりとは異なったものになっているに違いない。しかも，彼らが最初に巣めてい

たのは，自殺予防センターへの自殺志願者がかけてくる相談の電話であったり，

警察にかかってくる電話もしくは警察がかける電話であったり，いわゆる「日

常」会話ではなかった。相談や通報の電話もまた，やはり日常（｢通常の｣）会話

が何らかの形で順応・変化したものに違いない（本評のテーマセッションｌを参剛)◎

にもかかわらず，まずはそこで相互行為がどのように行われているかを見ること，

それが相互行為である以上，その組織化はそれ自体で１つの独自に研究されるべ

【１３



き現象であること，このことをサックスとシェグロフは主張した。本章では，シ

ェグロフが英語の電話について観察したこと（Schcgl⑥ff［1968］［l970b］［1979］

[1986］［2002a］［2002b］など）のいくつかを確認しながら，日本語の私的な（つま

り会社の電話など不特定多数に開かれたものでは燕､)砿話について，とくに受け手
とかけ手の，それぞれの最初の発話について考えてみたい。

１受け手の岐初の応答

例①はいかにもありがちな電話の開始である。シェグロフ（SChegloff［1968〕

[2002b]）のいうように．受け手の股初の発話は．呼び出し音による呼びかけに

対する応答になっている。

例①

((呼び出し背)）

ＯＩＡ：（.）はいもしもし［：、

Ｏ２Ｃ：［はいもしもし：：、

０３Ａ：［どうも：：？，

０４Ｃ：〔､I1hhhhhええとですね：，nhnhn（(咳払い)）

受け手（A）は「はいもしもし」と応答している。日本語の電話では「はい

もしもし」もしくは「もしもし」が典型的な．受け手の最初の発話である。「は

い」という応えも結柵ある。シニグロフの観察（sch昭1off［1986]）によれば，続

いて，互いに相手が誰であるかの認識を達成するやりとりがあり，ついで，挨拶

の交換，ときに機嫌同（｢Howa“you?｣）の交換が続き，般初の話題(咽話の用

件）に入っていく。例①でも，０２～03行目で互いの認識を達成している。しか

し，一方，０３行目では受け手が挨拶表現を用いているものの，かけ手のほうが

挨拶を返すことのないまま０４行目で最初の話題に入っていく。例②も似たよう

な開始になっている。

例②

((呼び出し音)）

０１Ａ：はいもしもし：
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２
３
４
５
６

０
０
０
０
０

０１行目で受け手が応答したあと，０２～03行目で相互認識が逮成される。０４行

目で挨拶表現が用いられるものの，ここでも挨拶が返されることはないまま，

｢あのね」と言って，受け手のほうが最初の話題に入っていく。さらに，次の断

片のように挨拶がまったくない場合もある。

例③

((呼び出し音)）

０１Ａ：はい．もしもし：：、

Ｏ２Ｃ：あ，もしもし，みさこ．桃子です［けど：：

０３Ａ：［あ，はいはい（.）［うん

Ｏ ４Ｃ：［・hｈ

Ｏ５良太いる：：？

０６Ａ：いるよ：：：，

例③は，０２～03行目で相互認識が連成されたあと，04～05行目で別の人への

取次ぎが依頼される。その間，（かけ手と受け手が知人どうしであることが明らかにな

るにもかかわらず)挨拶表現はいっさいない。挨拶の交換が「ない」ことは，英語

の電話との対比で(第三者としての）分析者にとって明らかになるものの，日本語

の電話の場合，当砺者たちにとくに「欠如」として知覚されるようには思えない

(英悟の場合だと，挨拶の欠如は，たとえばとくに「急いでいる」と知覚されるかもしれな

い)。なぜか。早急に文化の違いを持ち出したがる向きには，ウェーバーがミル

トンとダンテの態度の違いを「国民性」に訴えて税明しようとする人たちに向け

た言葉を，いま一度思い出してもらおう。「国民性に訴えることは，無知の表明

であるだけではなく，この場合は端的に間違っている」（Weber［1920＝1989])。

シェグロフがいうように，般初に言葉を発するのは，たいてい受け手であり，

それは，呼び出し音の「呼びかけ」に対する応答になっている。そのとき，実際

にどのような「紫材」が用いられているか，手元のデータから列挙してみよう。

第８飛電括の会話分析Ⅱ喝

Ｃ：あ，加々美ですけれ［ども：：

Ａ：［あ：：わたしです：［：

Ｃ：［やあ：：ｈａｈｈｈ

Ａ：あのね：：，

Ｃ：うん．



｢はい，もしもし」「もしもし」「はい」「○○です（でございます)」「はい○○で

す（でございます)」「もしもし，○○ですけど」「はいもしもし○○です｣。す

ぐ気づくことは，いずれもすぐれて電話に固有な応答のやり方になっている点で

ある。後ろから名前で呼びかけられたとき，あるいは会議中に横から「ねえ」と

呼びかけられたとき，上のいずれかで応えることがあるだろうか。あまりないよ

うに思う。「はい？」と音を上げて応えることはあるかもしれないけれど，音調

を下げながら「はい」と応えることは，（病院の待合室で呼ばれるようなときを除い

て）やはりあまりないように思う。もちろん，本当にあるのかないのかが問題な

のではない。このように応答することで何をやっているか，これが問題である。

◇｢もしもし」

剛話の応答でもっとも特徴的なことの１つは，呼びかけに対する応答のために，

しばしばそれ自体呼びかけに特化した素材（つまり「もしもし｣）が用いられるこ

とである。この点と関辿して，シェグロフが「呼びかけ」と「応答」の連鎖につ

いて観察していることを振り返っておこう。彼は次の３つの特徴をあげている

(Schcgloff［1968］［2002b])。１つは「条件つき適切性｣。呼びかけが行われるなら

ば，次に応答がくることが一般的に期待できる。つまり応答が，呼びかけの事実

に条件づけられて適切に（つまり，なすべきものと）なるというわけだ。これが

｢条件つき適切性」である。言い換えれば，「呼びかけ」と「応答」とは２つの発

話の辿鎖として１つの「迎鎖タイプ」を作っている。だから，もし呼びかけがあ

ったにもかかわらず，応答がないならば，その不在(｢ないということ｣）が知覚可

能となり，その「なかった」応答を求めて，しばしば呼びかけが反復される。も

う１つは「非終結性｣。「呼びかけ」と「応答」はそれだけで完結した連鎖になる

けれども，その連鎖そのものは，別の行為の一般的な先行連鎖となっている

(SchcRloIf〔1995］も参照)。つまり，雛かに呼びかけた以上，応答をえたならば，

その呼びかけた者は．次に必ず何かを言わなければ（もしくは，しなければ）なら

ない。一方，応じたほうは，次に語られること，もしくは行われることに耳を，

あるいは注意を傾けなければならない。このような義務が，呼びかけ・応答の述

鎖に仕組まれている。この「先行辿鎖」としての性格が‘「非終結性」である。

そして般後に「非反復性｣。もしいったん応答が与えられ，呼びかけ・応答の連

鎖が完結するならば，呼びかけ（・応答の連鎖）は反復されない（もし呼びかけが
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反復されるならば，それは，応答が聞こえなかったから，などと理解されよう)。さて．

問題は，呼びかけのための表現を応答の素材に用いることが，この２つの性格，

とくに後者（非反復性）に何をもたらすかである。

呼びかけにさまざまな素材（名前，挨拶表現，謝罪表現〔｢失礼します」「すみませ

ん」など〕，「おーい｣，「ねえ｣，「もしもし｣，「あの｣，手を振ること．屑を叩くこと，呼び

鈴，など）を用いることができるのと同様，応答にもさまざまな素材を用いるこ

とができる。与えられた呼びかけに対してどのような素材で応答するかによって，

じつは，その呼びかけが開始しようとしている相互行為のさまざまな性質を応答

者がどう予想しているかが明らかになる。一義的に「呼びかけ」となるような素

材を応答に用いることは，そこで開始される相互行為のどのような性質を会話者

が志向していることを明らかにするのか。

シェグロフが呼びかけに関して観察していることに，もう１つある（SchegIoff

[2002b])。呼びかけることができるのは，必ず次のような場合である。つまり，

呼びかけが開始しようとしている相互行為に，呼びかけられる者は参加する用意

があるかどうか，これが不確定である場合だ。面と向かいあっている相手に呼び

かけることはあまりない。たいてい，相手が別の活動に樵わっていて，自分がそ

の人とともに行いたい活動（会話を含む）にその人が参加してくれるかについて，

一定程度の不確定さがあるとき，呼びかけはなされる（まったく参加の用意がない

ことが明らかな賜合も，呼びかけはなされないだろう)。晒括の場合は，相手がいま何

をしているか基本的にわからない以上，呼びかけはいつも適切である。一方，電

話の場合，かけ手および受け手は，受け手側の会話参加への用意に関する不確定

さだけではなく，じつは物理的な意味で声が聞き届けられるかどうかの不確定さ，

すなわち，コミュニケーション・チャンネルの不砿定さに志向しているように思

える。この点を以下述べていこう。

応答に呼びかけ表現が用いられているとしても，それは第一義的にはあくまで

も応答であって，それ自体が必ずしも呼びかけである必要はない。一方，受け手

の最初の「もしもし」は，呼びかけである必要はないが，呼びかけであってはい

けないわけでもない。たとえば，実際，途中で一方の話し手が電話の傍らにいる

別の人物と話を始めて，しばらくして電話に「戻ってきた」ときなど，明白に，

最初の「もしもし」は呼びかけで，次の「もしもし」はそれに対する応答として

聞く（例④)。
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例④

((晒謡の中断)）

０１Ａ：もしも：:：：し．

０２Ｂ：もしも：::：し．

注意しなければならないのは，例①のように「もしもし」が２つ辿なるかぎり

においては，応答が不在であるがゆえに呼びかけが反復されたというふうに，わ

たしたちは聞かない，ということだ。例①では，最初に呼び出し音による呼びか

けがなされたあと，もう一度かけ手により「もしもし」と呼びかけがなされてい

る。しかし，それは第１の呼びかけ（呼び出し音）への受け手による応答が「な

かった」もしくは「聞こえなかった」からではない（それに対して，もしかけ手の

2つ目の呼びかけ〔第３の呼びかけ〕のあとに，受け手がさらに「もしもし」と言うなら

ば．わたしたちはきっと，受け手はかけ手の「もしもし」が聞こえなかったに違いないと

思うだろう)。次の例⑤の場合，いったん０１行目で呼びかけ・応答の連鎖が完結

しているにもかかわらず，もう一度02～03行目で呼びかけ・応答が反復されて

いる。しかも，だからといって，応答がIⅢこえなかったというふうでもない。

例⑤

((呼び出し音)）

０１Ａ：もしもし．

０２Ｃ：もしもし：：，

０３Ａ：はい．

０４Ｃ：あの’浜野さんのお毛ですか．

０５Ａ：はい．

０６Ｃ：あの：：，湯川と申しますが：：，さっきちゃん，いらっしゃいますか．

実際にこの01～03行目のやりとりは何をやっているのだろうか。（受け手によ

る）般初の応答は電話がつながったこと，最初の呼びかけ（呼び出し音）を聞いた

こと，そして自分がとりあえず稲話の会話を続けることの可能な状態にあること

を端的に示している。一方，受け手が音声を発するのは０１行目が般初である。

(かけ手による）第２の呼びかけ（02行目〉は，受け手の呼びかけに対する応答で

あるかぎりにおいて,受け手のその声を聞いたことを示すことになる。また，か

け手が自分の声を最初に発するのは，０２行目である。つまり，かけ手はそこで

ｚＩ８第111部展開編



相手に呼びかけることで，自分の声が聞こえたことの砿狙を求めてもよいはずだ。

受け手による第２の応答（03行目）は，かけ手の声を聞いたことを示している

(もし受け手の最初の「もしもし」が応答であると同時に呼びかけでもあったとしても，次

にその第２の呼びかけに対してかけ手が「呼びかけ・応答の連鎖」を完結するような応え

方をすることはできない。そんなことをすれば，呼びかけが先行的に投射した会話を受け

手が開始しばければならなくぱる。そうだとすれば，かけ手にできることは．同時に新た

な発話連鎖を開始する応答を行うか，そうでなければ．もう一度呼びかけ表現によって応

答するかであろう)。このようにして，チャンネルの不確定な環境において，互い

の声が聞こえるかどうかの砿認は，おそらく基本的に最長（期待可能な「最長｣）３

つの順番で達成される。だから，それ以上，呼びかけが反復されるならば，チャ

ンネル上のトラブル（機械的なものであれ人的なものであれ）があったとみなされる

に違いない（ちなみに．わたしたちはチャンネルの不確定な環境で呼びかけに呼びかけ

で応えるやり方をほかにも知っている。たとえば．遠くの人に「おーい」と呼びかけたと

き，その応えもしばしば「おーい」である。西阪［1999］参照)。

◇｢○○です」

呼び出し音への応答に姓を述べることが用いられることがある。「○○です」

という応答は，電話の着信点をその電話のおかれている「家族」もしくは「住

人」の姓によって示している（受け手が誰かを示しているわけではないことに注意し

よう。実際，互いが雄であるかの昭職は別のやりとりによって連成される。次節参照)。

呼びかけへの応答において着信点を示すこと自体，コミュニケーション・チャン

ネルの不砿定さへの志向の現れであるに違いない。もちろん，着信点を示すのに

姓を名乗る必要はないかもしれない。通話番号，住所，など他の指標も当然あり

うる。しかし，一方，かけ手の蹄したい相手の使用している電話に蕃信したかど

うかを，かけ手に対しもっとも単純に示すことができるのは，その電話を所有し

ている（もしくは共有している）家族もしくは住人の姓である。なぜなら，わたし

たちは個人の識別をまずは（名よりも）姓によって行っているからだ。とはいえ，

着信点という意味では，あくまでも個人の特定ではなく電話の所在の特定が重要

なのだから，たとえば，括したい相手の父親が電話に出てきて，姓名ともに名乗

られても，ちっともうれしくない。だから，個人の識別を姓に基づいて行う習慣

のない社会では，姓を述べて着信点を示すことができないだろう。かといって，
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名を述べても意味がない。実際，アメリカの私的な電溌では，名乗りによる応答

はあまりない。しかし，アメリカで名乗り型の応答が稀なのは，個人の職別の仕

方が姓によらないからに違いない。日本では名乗ることが大切にされているから

などという単純な話ではない。

◇「はい」

おそらくもっとも単純な応答が「はい」である。ただし，単純だというのは単
●●

に短いといったたぐいのことではない。この応答が示しているのは，単に呼び出
●●

し音を聞いたということ，自分はいま電話で話す余裕があるということだけであ

り，たとえば，「もしもし」のように逆に呼びかけであるようなもの（自分の商が

Ⅲき届けられないかもしれない可能性を示唆するもの）はないし，「○○です」のよう

に着信点を示しているわけでもない。「はい」は，「もしもし」と比べて何かが欠

如しているという感覚を生じさせるかぎりにおいて（そして「もしもし」は「○○
■ ●

です」に比べて必ずしもそのような欠如感を生じさせないかぎりにおいて)，日本語の電

話の場合，受け手の般初の応答の素材として「もしもし」を用いることが「もっ

とも普通のやり方」になっているといえるかもしれない。

一方，たとえば，食堂で呼びかけられて「え？」「はい？」「何？」と音調を上

げながら応えるときは，呼びかけた当人を本題となる発言もしくは行為へと積極

的に促している。それに対して，下降音調の「はい」は，相手の次の行為には無

関心であるように聞こえる。あくまでも単に自分が存在していることだけを，つ

まり，自分がいま話すことのできるというその状況だけを，まずは示している。

もし電話でいきなり「え？」「何？」と応えにくいとすれば，それは，おそらく

まだチャンネルが十分開いていないからに違いない。呼びかけ表現（｢もしもし｣〉

であれ，着信点表示であれ，「はい」であれ，いずれの応答に用いるにせよ，呼

び出し音に対する応答は，いま開始されようとしている会話が，電話という機械

に媒介された会話（｢テレ」フォニックな会話）であることに敏感な形で組織されて

いる。おそらく，このように組織された応答であるからこそ，その応答に対して

ふたたび呼びかけによって応じることが可能になっているという言い方が，より

繍確だろうく実際，受け手による般初の応答が「はい」のときも，そのあとかけ手が

「もしもし」と呼びかけることもある)。
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