
◇素材の配列の組織

上に列挙した受け手の最初の応答の素材の中には，いま見てきた３つのものが

複合したものもある。たとえば，わたしたちは。「はい」と「もしもし」を複合

させるとき，「はいもしもし」と「はい」を先に発し，けっして「もしもしは

い」とは言わないだろう。それは，受け手の最初の順番が，何よりもまずは呼び

かけに対する応答だからである。もし複合が生じるならば，まずは単純な応答が

先にきて，ついでそれ以上の機能を担う素材がくるべきなのだ。「はい○○です」

も同様である。「もしもし」と「○○です」の複合の場合は，あまり「○○です

もしもし」とは言わないだろう。すでに何度も述べているように，チャンネルの

不確定な環境にあっては，呼びかけで応えることは，呼びかけに対する応答とし

て適切なやり方である。そのような意味で，応答において着信点を知らせること

のほうが，応答において呼びかけることよりも，呼びかけ・応答の連鎖の中では，

より付加的な機能であるに違いない。だから，「もしもし」のほうが姓の名乗り

よりも先にくるべきである。「はい」と「もしもし」と「○○です」の３つが複

合する場合は，「はいもしもし○○です」の順序で発話されることになろう。

２相互認識連鎖

シェグロフのいうように，呼びかけ・応答の迎鎖のあと，日本語の咽括でも，

しばしば相互認識達成のための迎鎖が続く。もちろん，例⑤のように相互認識が

そもそも期待されていないような場合もある。が，互いが知人どうしであるなら

ば，例③のように，たとえ最初の受け手が，かけ手の実際に話したい相手ではな

かったとしても，相互認識が行われるように思う。ただし，シェグロフがアメリ

カのデータに即して観察したのは，相手による認識（他背理職）のほうが自分か

らの名乗り（自己名乗り）よりも優先的だということだった（Schcgloff［19791)。

しかしながら，わたしの手元のデータでは，しばしばかけ手は，親しい相手に対

して自ら名乗る。例②がその例である。次の例⑥も，同様の展開になっている。

例⑥

((呼び出し音)）

０１Ａ：はい梶田です
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Ｏ２Ｃ：あ宮野ですけれども

０３Ａ：あども

Ｏ４Ｃ：どうもどうも

０５Ａ：うん

Ｏ６Ｃ：あのさあ，

例②と⑥とでは，股初の受け手の応答のやり方は述っている。が，０２行目の

かけ手の最初の発話（順番2）は，両方とも「あ」プラス「○○ですけれども」

という形になっている。さて，ここから，いきおい，日本語の電話では，シェグ

ロフの観察したような自己名乗りに対する他者認識の優先関係はない，といえそ

うでもある。本当にそうか。これも文化の違いだなどと言うならば，結局は何も

言ったことにならない。まずは，やはりこの位憧でこの素材を用いることが何を

することになるのかを，見ることから始めよう。

◇順番２

別のところで述べたように（西阪［2001])，かけ手が，その最初の発話（順番2）

において名乗るとき，「(あの）○○と申します（けれど)」と言うことが，しばし

ばある。これと比べてみたとき，「(あ）○○です（けれど)」は際立っている。第

１に，受け手の最初の発話から，受け手が誰であるかがわかったことを主張して

いる。第２に，自分がいま述べている名前（および声質）から，自分が誰なのか

受け手にも認識可能であることを主張している。それに対して，順番２において

｢○○と申します」と言うとき，かけ手は，第１に，自分が相手を認識したかど

うかについては何の主張も行わないし，第２に，自分が誰かの（相手による）認

識可能性については，むしろ，そのような認識の可能性が低いことを主張してい

る。例⑥では，０２行目の自己名乗りのあと，０３行目で受け手は，「あ」と言うこ

とでいま相手を認撤したことを主張しながら，挨拶をすることによって（｢ども｣)，

順番２におけるかけ手の相互認識の主張（受け手の認識および自分の認識可能性の主

張）を承認する。ここに相互認識が達成される。「○○と申します」という表現

が用いられるときも，かけ手の主張とは無関係に，受け手が次の順番でただちに

かけ手を認識したのを主張することもある。次の例⑦では，０２行目でかけ手が

｢申します」を用いて自己名乗りをしたあと，０３行目で受け手は，かけ手を認識

したことを主張する。ただし，例⑤と比べたとき，「あ」と「どうも」の間に
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｢はい」が２つ挟み込まれ，その主張は強淵されたものとなっている。

例⑦

((呼び出し音)）

０１Ａ：はい，宮野です：：．

Ola（.）

ｏ２ｃ：あの．松川と申しますけれども：：

０３Ａ：あ，はいはい，どうも.．ｈｈ

Ｏ４Ｃ：こんばんは：［：

０５Ａ：［はいはい，［こんばんは

Ｏ ６Ｃ：［わかりますか：：？

それだけでなく，いったん相互認識が連成されたあと，０６行目でかけ手は，

自分がすぐには認識されなかったかもしれない可能性に言及している。

それに対して，例①の順番２におけるかけ手の発話は，名乗りではない。が，

単なるかけ手の２回目の呼びかけでもない（その点で．例⑤と比べて際立っている)。

｢はい」が付加され，発話全体の音調は下降している。そのため，ほとんど「○

○です」と名乗るのと同様，第１に，自分がすでに受け手を認識したこと，第２

に，声（およびその話し方）から自分が誰か（相手により）認識可能であることが

主張されている。03行目で，受け手はく例⑥と同槻に）「どうも」という挨拶によ

ってかけ手の主張を承認している。例①のような際立ったやり方は別として，順

番２においてしばしば，「もしもし」が「南標本」（SchegloIf［1979］〔1986］など）

として用いられる。たとえば，次の例⑧では，順番２の「あ，もしもし」のあと，

03行目で，受け手はかけ手を認識したことを（｢あ．はい」および挨拶によって）主

張している。

例⑧

((呼び出し音)）

０１Ａ：もしもし：認？

０２Ｃ：（.）あ，もしもし：：、

０３Ａ： あ． （. ）はい，おはようご［ざいます：：．（）

Ｏ４Ｃ：［あ，おはようございます：：．

もちろん，順番２で用いられる素材は，ほかにもある。が，それについてはこ
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こでは立ち入らない。

◇順番３

いままでおおむね２つのことを見てきた。第１に，順番２は，まだ呼びかけ・

応答の辿鎖のうちにあるかどうかにかかわらず，同時に相互認識遠成の迎鎖の股

初の発話になっていること。第２に，順番２における発話は，「○○です」のよ

うに，相互認識の主張を含む場合と，「もしもし」や「○○と申します」の場合

のように，単に「声標本」として機能する場合とがあること。上に引用した例に

おいては．（例④と⑤以外は）いずれも，順番２に続く順番３（つまり受け手の節２

の発括）で受け手は相手の認識を主狼していた。例①～③の順番３では，それぞ

れ「どうも」「あ，わたしです」「あ，はいはい」というようにＩ挨拶表現，「あ」

プラス名乗りの変異体，「あ」プラス強調された（繰り返された）「はい」がそれ

ぞれ用いられている。いずれも，順番２におけるかけ手の声もしくは名乗りから，

そのかけ手を認識したことを（受け手は）主張している。ここでは，順番３をも

う少し詳しく見ておこう。

順瀞３で「はい」や「うん」という「弱い」形式が用いられることがある。こ

の形式が「弱い」のは，たとえば，例⑤のように順番２でかけ手が「もしもし」

だけを産出したあと順番３で「はい」だけが産出されても，かけ手を認識したこ

との主張にはならないからだ。それに対して，例⑧では，順番２で同棚に（それ

目体相互昭識に側するいかなる主眼も含まない）「あ，もしもし」が産出されたあと，

｢あ」や挨拶を「はい」とともに産出することで，受け手はかけ手を認識したこ

とを主張している。しかしながら，順番２で受け手の認識および自分の認識可能

性が主張されたあとであれば，順番３の「はい」は，そのままその（かけ手の）

相互認識の主張の承認になっているように見える。たとえば，次の例⑨では’０２

行目で「○○です」という名乗りが用いられ，０３行目で「はい」が用いられて

いる。

例⑨

（(呼び出し音)）

０１Ａ：もしもし．尚木ですけど．

Ｏ２Ｃ：あ．もしもし：：．学内学会の石田です：［：、

０３Ａ：［はい［：．
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０４Ｃ ： ［こんばんわ：:::：、

０４ａ あのですね：：：，

０４～04a行目でかけ手が，挨拶をして，そのまま用件に入っていくとき，彼女

は相互認識がすでに達成されたことを主張している。つまり，０３行目の受け手

の「はい」は，０２行目におけるかけ手の主張の承昭として受け止められている

ことになろう。次の例⑩では，02行目でかけ手は名前を用いているわけではな

いが，基本的に「○○です」と同じ主張を掲げている。そして，03行目で受け

手は，「弱い」応答（｢うん｣）を用いている。かけ手は，例⑨の場合と同様に。そ

の弱い応答により相互認識が達成されたと受け止め．０４行目で用件に入ってい

く。

例⑩

（(呼び出し音)）

０１Ａ：はい，立川でございま：す＝

０２Ｃ：＝あ．ぼくだけど：

０３Ａ：（.）うん

０４Ｃ：あのさ：：

一方，順番２で「○○と申します」や「もしもし」が用いられたとき，順番３

における「はい」は，相互認識達成の迎鎖を完結しない。次の例⑪では，順番２

でかけ手が「○○と申します」を用いたあと，順番３で受け手は「はい」とだけ

言っている。ここでは，例⑨や⑩とは異なり，そのあと０４行目でかけ手は，受

け手にとってより認識しやすいやり方で，つまり，より詳しい説明（｢哲学の教科

排……｣）を加えながら名乗り直している。受け手は，その説明の部分が終わると

ただちに，かけ手の名（｢桃子｣）を呼ぶことで，かけ手を認識したことを，単に

主張しているだけでなく，示している。

例⑪

((呼び出し音)）

０１Ａ：はい，もしも：：し，

０２Ｃ：あ，（.）もしもし．明治学院大学の井筒と申しますが：：，

０３Ａ：は［い：：，

０４Ｃ：［.hｈあの’哲学の教科書のこと：::：‐を．
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次の例⑫と⑬では，順番２でかけ手が「もしもし」と言ったあと，順番３で受

け手は，やはり「はい」だけを言う（例⑬では「はいはい」という「より強い」形式

が用いられているが，ここでの論点に影響はない）。ここでも，このあとただちに用件

に入ることはなく，０４行目でかけ手はこんどは「○○です」と名乗っている。

例⑫

((呼び出し音)）

０１Ａ：はい．もしもし〔：

Ｏ２ Ｃ ： 〔 あ ，もしもし：

０３Ａ：はい．

O‘１ｃ：松川ですけど［：:、

０５Ａ：［あ：，こんばんは

例⑬

((呼び出し音)）

０１Ａ：はい

０２Ｃ：（.）もしもし？：［：

０３Ａ：［はいはい．

Ｏ４Ｃ：（.）後藤です＝

０５Ａ：＝あ，後藤か：：

以上から次のようにいえよう。順番２で相互認識の（強い）主張がなされると

き，順番３において弱い形式だけで，相互認識の連鎖を完結することができる。

そうであるならば，「○○です」と自ら名乗ることは，相互認識に関して，受け

手にとってもっとも負荷の少ないやり方であり，そのかぎりで，かけ手は順番２

でこの形式を用いることの動機づけをもつかもしれない。しかしながら，だから

といって日本語の電話では自己名乗りのほうが他者認識より優先的だということ

にはならない。むしろ，順番２で自己名乗りが多く用いられることは，他者認識
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のほうが優先的であることと両立可能である。実際，例⑬は，その点示唆に富ん

でいる（西阪［2001]，143-44頁も参照)。０４行目でかけ手が「○○です」と名乗る

とき，０３行目の受け手の「はいはい」との間にわずかな間合いがある。かけ手

は，０３行目の「はいはい」のあと受け手がさらに続けることを期待していたに

違いない。０４行目の名乗りは，その期待したものの欠如に対する補唄として産

出されているようにも見える。その名乗りに続いて，０５行目で受け手は，相手

を認識したことをただちに主張するが，とくに，相手の名前のあと音澗を上げず

に「か」と言うことで，あたかもこのかけ手がいま電話をしてきたことが意外で

あったかのように応じている。言い換えれば，あたかも自分が０３行目でかけ手

を認撤できなかったのに訳があった（つまり予想していない晒脇だった）かのよう

な言い方になっている。例⑬で起きていることは，すなわち，次のようなことだ。

順番３で受け手が（順番２における「声標本」から）かけ手を認識しそこなったこ

とが知覚可能となり，０５行目で受け手は自らその失敗に言及しているのである。

単に邸実として相手の認識が遅延されているだけではなく，他者認識の欠如が知

覚されている。この「欠如の知覚」が可能なのは，声標本が提示されたとき，も

し可能であれば，すぐに相手を認識したことを主張（もしくは表示）するべきだ

という期待の枠組が用意されているからにほからない。

他者認識が可能なところでは，自己名乗りを待たずに，他者認識を主張ないし

表示するべきだという期待は，日本の通話においても（たとえ弱い形であっても）

生きている（Park〔2002］も，日本語の咽括と靴国語の電話を吟味しながら，日本語の

晒括においても．相手による認識の優先性が基本的なところで維持されていることを主鴇

している)。実際に，このような一般的な期待があるからこそ，他者認識の機会を

相手に提供することは，相手の負荷を大きくすることでもある（相手に失敗するか

もしれない機会を与えることでもあるから)。実際の相互認識達成の連鎖において自

己名乗りが用いられるか，それとも声棟本だけが提示されるかは，さまざまなこ

とがらが具体的な状況の中で考慮されて決定されるはずだ。自己名乗りに対する

他者認識の優先性は，そのさまざまなことがらの１つにすぎない。

３おわりに

－見生活習憤の違いによるように見える「振舞い上の差異」は．しばしば単に，
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利用可能な素材の違いに越づいているにすぎない｡日本語の賜合，とくに呼びか

けだけのために用意された表現（｢もしもし｣）が利用可能であることが，おそら

く重要である。

呼びかけ・応答の連鎖であれ，相互認識達成の連鎖であれ，利用可能な素材は

さまざまである。たとえば，英語の挨拶表現である「Hello」が，呼びかけもし

くはその応答になりうるのは，それがどのような状況におけるどのような位磁に

値かれるかに依存している。同様に日本語の挨拶表現も，会話のどの位圃に世か

れるかによって，それは，むしろ，相互認識の主張の承認でありうる。たとえば，

例①の「どうも」がそうである。順番３における挨拶表現が，一方で挨拶でもあ

りうる以上，その挨拶に挨拶が返されることもある。たとえば，例⑥である。た

だ，この場合問題なのは，このように挨拶連鎖が独立の連鎖として成立してしま

った場合，それが完結したあとにくるのは，受け手の順番である。だが，この位

圃でなされるべきことは，最初の話題（電話の用件）の導入にほかならない。用

件を導入できるのは，通常，かけ手のみである。そのため，例⑥では，０５行目

で受け手は，順番をとるのをいわばパスしなければならなかった。それに対して，

例①では，かけ手は，挨拶を返すのをいわばスキップして，そのまま用件の導入

を試みていく。このようなスキップが可能なのは．順番３における挨拶表現が，

まずは相互認識の主張の承認であり，「主張・承認」の連鎖の完結点を櫛成して

いるからだろう。

例②は，さらに複雑である。順番３は相互認識の主張の承認であるのだから，

かけ手は，そのまま04行目で用件を導入してもよいはずだった。ところが，こ

の電話は，折り返しかけられた電話で，この会話をそもそも「仕掛けた」のは受

け手のほうである。であるならば，用件を導入できるのは，かけ手ではなく受け

手である。一方，順番３（iあ，わたしです｣）は，「○○です」の形式をとってお

り，それ自体，自分が認識されうることの主張になっている。かけ手は05行目

で挨拶表現によりそれに対して承認を与えることで，次の順番（06行目）で受け

手が用件を導入できるチャンスを与えている。

こうして最初の「なぞ」が解けていく。日本語で「もしもし」という呼びかけ

表現が順番２と３で（英猫では挨拶表現の行う仕耶，つまり恵標本の提示をするのに）

利用可能なこと，および日本拾でも挨拶表現がさまざまな辿鎖上の位圃で挨拶以

外の仕事（つまり相互認識に関する主張）のために利用されていること，このこと
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が，おそらく日本語と英語の電話の開始における挨拶のやり方の「振舞い上の」

違いを（少なくとも部分的に〉説明してくれるように思う。

〔謝辞〕カリフォルニア大学ロサンジェルス校（UCLA）の岩崎志典子氏には，最初

の草稿に対して．非常に細かい丁軍なコメントをいただいた。記して感謝したい。
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第９章

子どもの分析

－大人が子どもを理解するということ

山 田 富 秋

詞子どもは砿かに心理的にも経済的にも大人に依存している。しかも．社会化輪の多

くは子どもを大人に指導される受動的なものと考えてきた。ところが子どもは．大

人に依存するだけでなく，独自の文化を作り出す能動的な存在でもある。本章では

子どもの文化を再評価したサックスの考え方を出発点として，社会の変化や歴史の

変遷によって，子どもという存在自体が変化するものであることを，アリエスらの

社会史の視点によって明らかにする。この社会柵築主義的な視点を立脚点としなが

ら，子どもが社会を作り出していく能力（コンビタンス）に肴目し，会話分析の成

果を取り入れた微細なフィールドワークによって，子どもの所有権をめぐる争いの

エピソードを具体的に見ていこう。

ｌはじめに－保捜される子ども

◇子どもという政治的カテゴリー

サックスが早くから指摘していたように，現代産業社会における「子ども」と

いうカテゴリーは「大人への依存」を含意した政治的なカテゴリーである

(SacksU979＝1987])。つまり「子ども」は彼ら自身だけでは自立したものと見

なされず，その意味では，大人の保謹や観察の対象として有徴化されている。た

とえば，子どもが事件を起こすと，子ども自身の権利が主張されて久しいにもか

かわらず，いったい保謹監督者は何をしているのかという言説が出てくることも

まれではない。サックスの憩眼によれば，耶件の説明がたとえ子ども自身によっ

てなされたとしても，それは本人が語る橘利をもつ説明として扱われるのではな

く，大人の「まね」かテレビなどメディアの模倣として扱われるのである（山田
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[2000])。そしてこれにフーコー的な関心を付加するなら，梢神医学的管理が顕

著な現代社会においては，少年少女の「語り」は「異常な心理状態」を示す記号

となり，この記号を解読する権利をもつのは，少年少女自身ではなく，精神科医

や犯罪学者など専門知識をもった専門家なのである。このような「子ども」カテ

ゴリーの政治的な含意は，たとえば，セックス・ワーカーなどスティグマを付与

されたジェンダー対象に向けられるまなざしによく似ている。つまり，セック

ス・ワーカーもまた長い間「保護監督」されたり，「処刑」すべき対象としてま

なざされてきた。セックス・ワーカーが労働する権利をもった労働者（ワーカー）

として扱われるようになってきたのはごく最近である。

◇子どものコンピタンス

以上から，子どもを研究しようとするとき，まず最初に明らかにしなければな

らないのは，「子ども」というカテゴリーの政治性である。フーコーが犯罪者と

子どもは「下降方向の個別化」というスティグマを付与されると指摘しているが

(Foucault［1975＝1977〕，邦択194-95頁)，子どもをめぐる澗査や研究自体が子ど

もの保護監督の手段として実施されることによって，このスティグマ付与に力を

貸してきた。そしていま，子ども独自の活動とされる「遊び」が，そこから比較

的自由な研究対象として，いわばカッコでくくられてきたのである。近代の子ど

も研究の批判的検討から出てくるのは，政治的カテゴリーとしての「子ども」と

調査の作り出す関係性を問い直す必要性である。それはこれまでの研究のように，

調査され保護される客体としての「子ども」を再生産するのではなく，子ども自

身がローカルな状況で，社会関係を作り出すコンピタンス（能力）をもっている

存在としてとらえ直すことにもつながっていく。子ども自身のコンピタンスを研

究の中心にⅢく立場は，近年イギリスを中心とした「子どもと社会的コンピタン

ス（ChildrenandSocialCompetence)」学派が提唱している。（Huchby＆Moran・

Elliseds.［1998〕)。そして，この視点の転換には，エスノメソドロジーや会話分

析の貢献が大きいことも確かである。すなわち，エスノメソドロジーに影響を受

けた微細なフィールドワークは，子ども自身が具体的な社会状況において，他の

子どもや大人たちとどのような相互行為をしているのか，次々と明らかにしてい

ったからである。こうしてコルサロが主張するように「文化を自らの視点から解

釈しながら，再櫛築していく」存在として子どもをとらえることができるように
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なる（Corsaro［1997])。

２社会的構築物としての「子ども」

◇社会史における子ども

わたしはこれまで「子ども」カテゴリーの政治性と，調査研究による「下降方

向の」個別化の問題を指摘した。ところが，これに対抗するために，「子ども」

自身のコンピタンスを認めようとしても，他方では子どもをつねに抑圧された存

在としてとらえる良が待ちかまえている。この問題を解決するためにはどうした

らいいだろうか。それには「子ども」カテゴリーが歴史や社会によって変化する

社会的な栂築物（socialconstruction）であることを示すことが役立つだろう。

まず「子ども」カテゴリーの歴史的変遷に目を向ければ，ドンズロやアリエス

の歴史社会学が明らかにしているように，近代の「子どもの誕生」は小家族化し

た核家族という近代家族の誕生と一体化している（DonzelotU977＝1991];Aries

[1960＝1980])。すなわち，近代社会は初期の女性・子ども労働者を「保謹」の名

目のもとに「市場」から放逐し，代わりに家長を「家族」の代表として厨用する

という歴史的プロセスをとった。こうして「近代的核家族」と「主婦」が誕生す

る。牟田和恵が指摘するように，この過程は同時に国家の代理人として子どもを

保健衛生的・教育的に監督し，保護する主婦＝母親の誕生を意味する（牟田

[1996])。また，同時に推進された「生一樋力」としての梱祉・衛生政策（＝ポリ

ス・ポリツァイ）もまた，ドンズロの指摘するように主婦＝母親を中心に規格化

された家族を作り出すのに貢献したことはいうまでもない（Foucaull［1976＝

1986])。そして近代社会は，国民国家形成の途上で「国民」を産出するために，

徴兵制と並んで，画一的な教育制度を義務化し，子どもを学校制度に沿った長い

｢子ども期」にとどめおくことになる。こうした政治的・社会的変動の中で，２０

世紀の初頭には12～１３歳で子どもから大人へと移行していったと考えられるの

に対して，現代日本では最長は高校卒業まで「子ども」として扱われるようにな

ったのかもしれない。子ども期の延長である。

◇社会的柵築物としての子ども

ここから出てくる結論は，「子ども期皇が自然な現象ではなく，むしろ，歴史
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的に変動する社会的柵築物であるということになる。この視点に立てば，「子ど

も」がさまざまな文化や社会的状況によって，想像以上に多搬な仕方で社会的に

構築されていることがわかる。たとえば近年問題になってきている，家庭におけ

る子どもの性的虐待の報告が示していることは，パーソンズのように家族をつね

に安定した社会化の根拠地として前提することが誤りであるばかりでなく，家族

がつねに避難所として機能すると考えることも誤りになる。ある時代の家族や

｢子ども」像を普逼的なものとして固定化したとたんに，現実の多様性が捨象さ

れてしまう。ここで善悪の価値判断をいったん脇において，現代の世界における

子どもの生き方の多械性をみていくと，たとえば兵士として子どもが訓練される

社会もあるし，アジアやラテンアメリカ諸国のように，戦争や貧困などの理由で

子どもたちがストリート・チルドレンとして生きる社会もある。さらにまた，パ

ーソンズの仮説を裏切るように，ワンペアレント・ファミリーが全家庭の半分以

上を占める北欧諸国で育つ「子ども」たちもいる。わたしたちはこうした「子ど

も」の多微性について具体的に明らかにする必要があるだろう。

ここから子どもの世界の研究方法が提唱される。も-,とも亜要な目標は，子ど

もの視点に立って，子どもが生きている世界にアプローチすることである。さら

にこの方針に基づくフィールドワークは，「子ども」を調査する研究者自体にも

自己言及的な省察を要諦する。というのも，研究者も大人である以上，その場の

制度的状況が子どもに及ぼしている社会的桶力に研究者自身も一体化しているこ

とが往々 だからである。そして，当該研究者がどのような大人の磁力と一体化し

ているのか，それ自体を自己言及的に解明する必要がある。さらにまた，これま

で明らかにしてきたように，「子ども」カテゴリーが当該の文化や社会を越えた

普遍的な概念ではない以上．ある文化や社会の内部にいる研究者自身が暗黙裡に

持ち込んでいる「子ども」槻自体も明らかにする必要がある。このためには，大

人が現在生活している社会を自明視するのではなく，大人と子どもも含めた現在

の社会・政治的状況を相対化しながら批判的に検討する婆勢が必要になる。こう

して、研究者には周囲の大人の視点から離脱し，子どもたち自身が集合的に体験

している現実を，子どもたち自身の視点から明らかにする第一歩が櫨偲されるだ
ろう。

前節で紹介したコンピタンスの概念にこの研究方法を応用するなら，コンピタ

ンスを大人を頂点として穫得されるものととらえるのではなく，むしろ「状況依
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存的に連成されるもの」としてとらえるのである。ハチュビーによれば「子ども

の日常的な人間関係を通して，コンピタンスがどのように周囲に認められたり，

あるいは子どもによって表現されたり，また別の場合には，それが隠蔽されたり

するのか」を問題にする必要がある（Huchby＆MoranElliscds.［1998])。彼の例

を紹介しよう。たとえば学校においては，先生に従順に従うというコンピタンス

が半ば強制的に習得されるが，このことばかりに注目すると，学校以外の場で自

然に表現される他のコンピタンスがわからなくなってしまうという。学校以外の

場所では，たとえば友達と仲よくなるといった，自主的に人間関係を樹立してい

くコンピタンスなどが，それに代わって優勢となるだろう。

３子どもの所有椛主張の分析

◇子どもという成員カテゴリー化装置

子どもというカテゴリーと子ども時代（childhood）は，人間集団の自然で普遍

的な特徴ではなく，むしろ社会的に柵築されたものである。したがって「子ど

も」は歴史が通ったり，文化が違えば変わってくるものであり，社会階級やジェ

ンダーやエスニシティといった要因と切り離すことはできない。にもかかわらず，

子どもたちの社会関係と文化は，大人の視点や利害関心とは独立して存在してお

り，それ自身の見地から研究に値するものである。たとえば以下に紹介する例は，

子どもの所有桶をめぐる争いについてのあるエピソードである。これは大人から

みれば「遊び」に分類されるものかもしれない。なぜなら，金銭を稼ぐ労働と直

結していないからである。「遊んでる」という表現が大人にとっては何もしない

でぶらぶらしているという意味を含み，「笑われたり」非難される可能性をもっ

ているが，他方子どもは労働から排除されているため，子どもに特有の文化的活

動であると認識されている（山田［2001])。しかし，以下の子どもどうしの相互

行為をみるなら，大人の考えるような「他愛ない」遊びが展開しているというよ

りはむしろ．誰に「ファミコンの説明書」が帰属するかという所有権の問題をめ

ぐって，きわめてシーリアスな相互交渉が展開していると考えることができる。

子どもたちは大人も含めた周囲の人々 と相互行為しながら，自分たちの社会生活

を作り出す積極的な主体でもある。
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◇所有権をめぐる子どもの争い

以下のエピソードは大学附属幼稚園（1986年当時，山口女子大学附属幼稚団）の

遊び場において，学生が卒業論文のための調査の股中に偶然収録したものである

(なお登場する子どもの名前はすべて仮名であり．実際の名に近いものに変形してある)。

このエピソードは般初に女の子どうしの友人Ｍ「みか」とＳ「さち」が園庭で

見つけたファミコンの脱明啓を興味をもって見ていると，そこにＳＩ「しようた｣，

ＭＡ「まさる｣，Ｔ「たけし｣，Ｕ「ゆうた」の４人の男の子のグループがやって

くる。のちに判明することは，この説明書は最初に「おれのよ」と言ったＵの

所有物であるようだが．ＭとＳはそれがさちの兄の所有物であると主張し，い

ったんはその場に居合わせた４人の男の子を説得することに成功する［局面①]。

ここで２人の女の子はしばらくそれで遊ぶが，すぐにＵの所有権主張を輿づけ

る「目撃談」（Ｕが落とすのを見た）をもって，Ｔが他の３人の男の子たちを連れ

てやってくる。ここでファミコンの説明書が本当は誰の持ち物なのか，女の子た

ち対男の子たちといったジェンダーによる対立櫛図ができあがる。ところが，Ｍ

の作り上げたｓの兄の所有であるという物語は，ファミコンについての前提知

識を問うＳＩの巧妙な攻撃に敗れ，作り話であることが暴露される［局面②]。そ

の結果，ＳがＭにだまされたとしてＭから離れ，女の子のチームは崩壊する。
最後はＭが残りの全員と対立することになり，ようやくＵに説明書をしぶしぶ
返す［局面③]。

◇参与の枠組とけんか

このエピソードを分析するために，ここでは参与の枠組（participanlframe，

Works）の概念を導入しよう。会話分析の観点から争いやけんかを考えると，そ

の一般的な形式は「非難/応酬」の隣接対の無限迎鎖になるだろう（隣接対につい

ては，好井・山田・西阪網〔1999］参照)。つまり，非難と応酬の関係に入り込んだ

２人の参加者は，この隣接対を終結させることが難しい状態になり，また，他の

参加者がこの隣接対に参加することも難しい，いわば一種の「閉じた状態」が継

続する可能性が生まれる。ゴッフマンによって最初に考えられた参与の枠組

(Goffman［1981]）の概念がこの状態を説明するのに役立つ。つまり，けんかに

おいては非難する者と応酬する者だけを排他的に参加させる参与の枠組が働いて

いると考えられる。そして，その場にいる他の者たちは，２人のけんかを見る観
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衆として位倣づけられることになる。しかしながら，けんかを有利に進めるため

には，観衆を何らかの方法を通して，自分の味方に引き入れる（迎榔する）こと

も必要であり，そのためには原則として二者間に限定されているけんかの参与の

枠組を変形して，観衆をけんかに参加させることが必要になる。ここで考察した

いのは，子どもたちがどのようにして観衆を参加させるような参与の枠組の変形

を行っているのか，その点にある。この視点から子どもたちのけんかを分析した

のはマジョーリ・グッドウィンである。彼女は，進行中の二者間のけんかの中に，

物語や間接的な陰口を導入することで．現在の参与の枠組を変形させ，進行中の

けんかを観衆にも評価させるかたちで参加させ，その結果味方に引き入れること

に成功するという，手の込んだ峨略を明らかにしている（Goodwin‘Ｍ・［1990])。

◇実際の相互行為から

以下に会話の抜粋を示しながら，このエピソードの展開を３局面に分けて，細

かく見ていこう。トランスクリプト記号は，（）は沈黙で，数字は沈黙のだいた

いの秒数を示す。／/は割込みの簡所で下の段の者が発言・割込みをしている。

[は同時スタート。：：は音の伸ばし。.……･･は発謡はあるが，聞き取れない箇所
を示す。＝全角イコールは発話が続いていることを示す。発話者はＭ：みか，

Ｓ：さち．ＳＩ：しようた，ＭＡ：まさる．Ｔ：たけし，Ｕ：ゆうた，Ｋ：こうへい，

である。

[局而①］女の子たちの成功した所有榊主張「さっちゃんのよ」

０１Ｍ：さっちゃんのよ：（3.0）さっちゃんのよれえ

（7.0）

Ｏ２ＳＩ：もっと見せてっちゃ：

（3.0）

０３Ｍ：〔さっちゃんこれちょうだい

Ｏ４Ｓ１：［はやこれこれ

０５ＭＡ：ファミコンなんてかいちゃるんか，これ

（2.0）

０６ＭＡ：ねえねえしようた君．ファミコンな：んて［将いてあるんか

０７Ｍ： ［だめよれ：

Ｏ８ＳＩ：おねがい，おねがい
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Ｕ
副
Ｍ
副
Ｍ

９
０
１
２
３

０
１
１
１
１

ｌ４ＳＩ

１５Ｍ

l６ＳＩ

１７Ｍ

ファミコンの説明書の取り合いからこの相互行為は始まる。説明替を見ている

Ｍ（みか）とＳ（さち）の２人を，４人の男の子が取り巻いている。そのうちＳＩ

(しようた）とＴ（たけし）の２人はこのあと，女の子チームと対立する中心的な

人物となる。１Ｍ（みか）は，男の子たちに対して，ファミコンの説明轡がＳ（さ

ち）のものであると即興的に主張する。しかしこれはあとでわかるように，Ｍ

(みか）がＳ（さち）を巻き込んで説明書を独占しようとする作り話である。この

架空の物語を啓き上げているのはＭ（みか）である。その内容は，３Ｍ（みか）

の「さっちゃん，これちょうだい」からわかるように，説明沓をいったんＳ（さ

ち）のものにしておいて，彼女から自分がもらうという手の込んだものである。

これに対してＳＩ（しようた）は２ＳＬ８ＳＩにおいて，自分にも見せてほしいと訴

えている。おもしろい点は，９Ｕ（ゆうた）において本当の持ち主である「ゆう

た」が自分のものであると言うと，映像では確認できるが，ＳＩ（しようた）は今

度は彼のほうに向かって見せてほしいと頼んでいる（ｌＯＳＩｒいい？｣)。しかし

｢ゆうた」の主張は，１１Ｍ（みか）でのＳＩ（しようた）に対する拒否「だめ」によ

って，事実上無視される。そのことは，１２ＳI以降ＳＩ（しようた）の懇願はＭ

(みか）にだけ向けられていくことでもわかる。そこでＭ（みか）は，この説明香

が「さっちゃん」のお兄ちゃんのものだから．見てはいけないという理由をアド

リブ的に提示する（13行目)。しかし，それがＭ（みか）自身にも適用されること

を14ＳＩ（しようた）で指摘される。するとＭ（みか）はさらに，Ｓ（さち）の兄を
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おれのよ

いい？

だめ／／だめ／／だめ

いい？いい？

さっちゃん，いけんのよれ，おにいちゃんのだから．いけんのよれ．おにい

ちゃんのやから

なら．おまえもだめじゃ：

(2.0）でも，さっちゃんのおにいちゃんさ：知つちよる人だけいいんじゃ

もん，わたし，さっちゃんち来る人は．ええんじゃもん。さっちゃんち知つ

ちよる？

知っちよるって？

しようたくん，知ってないわ：ねえ



[局面②］

３９Ｔ：

男の子たちの反撃

そうよ．今のおれ走りよったらな：ゆうたくんのポケットからドスンと落ち

た。

(5.0）

わぁ：：ぼくもゆうた君がさあ

((全回すくり台に上がる））

ちがう

さっちゃんのよ

わからんよ：

だって．さっちゃんのにいちゃんが持ってきただけだもんねえ。

でもさあ．たけしがゆうたのポケットから落ちたって言ったよ。

本当じゃもん。落ちたもん。ぼくちゃんとこの目で見とったもん。

(3.0）

だから，ち//がう

でもこれは，さっちゃんのです。

だめ：：ちがうよ：：なら//･･････ないのに

なら．ゆうたくんがさ：：

＝ひろってからさ：さっちゃんがさ，もうとってから，ゆうたくんの

ちがうよ：ゆうたくんがポケットから落ちたって言ったんやもん

(3.0）だって本当やもん

(3.0）うそつき

本当じゃもん

4OＳＩ

Ｓ
Ｓ
Ｓ
Ｓ
副
Ｔ
Ｓ
副
Ｍ
副
Ｍ
Ｍ
割
Ｍ
副
Ｍ

Ｉ

Ｉ

１
２
３
４
５
６
７
８
９
０
１
２
３
４
５
６

４
４
４
４
４
４
４
４
４
５
５
５
５
５
５
５

ここで劇的に状況が変化するのは，３９Ｔ（たけし）の目撃談によってである。

いったんは無視された「ゆうた」君の発言は，Ｔ（たけし）の目雛証言によって

再浮上する。そしてそれを支持したＳｌ（しようた）は，すべり台の上で再度女の

子チームと対決することになる。ここで興味深いのは，女の子だけの閉じた参与

の枠組がこれによって変化し，彼女たちを取り囲む形で，Ｓｌ（しようた）とＴ

８３８節Ⅲ部眼Ⅲ編

知っている人だけ見ることができるという理屈を考え出す（１５行目)。このやり

とりを通して女の子チームは男の子チームを排除することに成功し，税明番を独

占する。ここでおもしろいのは，所有柵をめぐって対立するチームが男の子対

女の子というジェンダーによって形成されている点である。



(たけし）がそこに入ってくることである。そしてここで般初に男の子チームの対

抗的主張に反輪したのは，股初にこの物語を11FいたＭ（みか）ではなくＳ（さち

42s）である。ここでＳ（さち）はＭ（みか）のシナリオに忠実に反論している

(44Ｓ）ように見える。そして４７Ｓ（さち）で反論につまったとき，Ｍ（みか）が

代わりに登場してくる（49Ｍ，５１Ｍ，５２Ｍ，５４Ｍ，５６Ｍ)。

次にこの参与の枠組の内容が変化するのは，この非難/応酬の潜在的無限連鎖

を74ＳＩ（しようた）の「ねえ，ファミコン持つちよる？」という所有の前提知識

を問題にする問いかけである。

[局面③］

７４sｌ：

７５s：

７６sｌ：

７７ｓ：

７８Ｍ：

７９ｓ：

８ＯＳＩ：

８１Ｔ：

８２Ｍ：

８３Ｔ：

８４s：

８５sＩ：

８６s：

８７Ｋ：

８８Ｔ：

８９Ｍ：

９０s：

９１Ｔ：

９２sＩ：

９３Ｔ：

９４ＳＩ：

９５Ｔ：

所有柵の前提への問いかけ

ねえ，ファミコン持つちよる？

持つちよるよ

なんのファミコン？

……/／

持っていったんよれ。

カセット/／

ファミコン勉に持つちよるんか？

めずらしいの，しようちゃ：：ん？

そうやってね

[めずらしいの．しようちゃん．くれるん？

[いろいろなもん．持つちよるんよ･

いろいろなもんじゃわからん。（3.0）なら，スパルタン持つちよる？

持つちよるよ

ぼくの｡..･･････しよう？

ドッキングカー［オプスリー

［しよ”

は？

ドッキングカーオプスリー

スリー

ドッキングカーオプスリー

ゆうたなんか，持つちよるんど．ドッキング//スリー

持ってぷいも：：ん

(3.0）
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Ｓ
Ｓ
副
Ｔ
Ｓ
Ｓ

Ｉ

Ｉ

卵
師
卵
的
Ⅲ
Ⅲ

あ………は？あ，ちがう……カンフーンってどういうの？

持つちよる？

やってないも：ん．まだやってないも§：ん，にいちゃんまだ……

だから………だからあれは，おまえのじゃありませ：：ん.．……･ね，ゆうた･

ここでの応酬は，Ｓ（さち）が中心に対応している（75S，７７Ｓ，７９S，８４Ｓ，８６

S）ようだが，その途中でＭ（みか）はこの「集まり」から退出する（89Ｍ)。Ｍ

(みか）と入れ違いに，争点になっているファミコンの説明智の所有者であるＵ

(ゆうた）が，単なる聴衆の位世から，この染まりに参加するポジションに移動す

る。そして94ＳＩ（しようた）において，この局面において指さしを受けながら，

はじめて引き合いにだされる。そしてlOOS（さち）までの苦しい答弁に対して，

lOlSI（しようた）の結論「だからあれは，おまえのじゃありませ：：ん．．…･ね，

ゆうた」が最終的に出される。ここで興味深いのは，ファミコンを持っているか

どうかという前提に関わる蝋論において，Ｕ（ゆうた）が発言はしないものの，

この参与の枠組の中でＳＩ（しようた）とＴ（たけし）の鍛論を支持し，証明する

位置づけを与えられていることである。このやりとりにおいて，Ｓ（さち）とＭ

(みか）の女の子チームは決定的に敗北を喫することになる。

[局面④〕裏切りと所有桶の香掘

・最後は裏切りとＭ（みか）の敗北である。まずlO9SIにおいてＳ（さち）を

懐柔しようとする動きがなされる。それにＳ（さち）は応じ（110～lllS)，Ｍ

(みか）との決裂は決定的になる（117Ｍ/ｌｌ８Ｓ)。こうしてＭ（みか）とＳ（さ

ち）という女の子チームの中での非難/応酬の連鎖が始まる（120Ｍ～127Ｍ)。

参与の枠組が決定的に変化する局面である。だがこれはl28T（たけし）の割

込みによって中断され．129ｓ（さち）の「かえさんや：おこるよ：」によって

一気に殿終的な解決へと持ち込まれる。最後の場面で「泣きそうな」Ｕ（ゆう

た）が参与の枠組の中に持ち込まれ，実際に泣くことによって，その場の中心

的登場人物となり，Ｍ（みか）はしぶしぶＵ（ゆうた）にファミコンの脱明書を

投げて返す。

14.鋪Ⅲ部展開編

ならドッキング･･…･…れば？


