
として示すことを行わねばならないのだし，また人々によって示されたものによ

ってまずは同定を行わねばならないのである。

このように入り組んだ視線のもと，わたしたちは自らとその振舞いを理解可能

なものに仕立てあげ，互いに示しあう。一般化された可視性というある種の監視

状況のもと，管理されたお互いの振舞いを通じてはじめて集まりと呼ばれる社会

空間が目に見える形で浮かび上がってくる。これはいわば，社会空間を可視化す

る方法なのである。ちなみに補足しておけば，こうした方法の専門的管理役にあ

たるのがたとえば警察だろう。この人々は，こうした方法に依拠して街に現れ，

なおかつ人々がこうした方法に自覚的であること－ゆえに濫用の可能性がある

こと－自体を念頭におきつつ，監視と解読の作業を行うことになるだろう

(SacksO972b])。

一瞥による理解－これは観察とも注目とも異なる視覚の方法である。何より

その時間的射程に違いがある。ゆえにこれは不正確で劣ったものと考えられがち

でもある。けれどもこの一瞥は，一過性と流動性という性質をもった集まりとい

う状況と切り離しがたく，いやむしろ集まりをまさにそれとして成り立たしめる

不可欠な方法なのである。一瞥による理解の可能性こそが，それに対して示され

る振舞いのあり方を用意させ，集まりはそうした振舞いを通じてはじめて成り立

つのだから（Sudnow［1972],ｐ､261)。

したがって一瞥は，いわば都市の典まりを生きる視覚の方法なのである。もち

ろんこうした方法は，産業化され交通の激化した都市の歴史的あり方と切り離し

がたく結びついている（Sennet〔1974＝1991])。しかしそうした都市自体，この

ような方法を通じて生きられる中ではじめて存在しているのも事実である。

３写真という実践

身のまわりには写真があふれている。新聞や雑誌。街頭の看板。財布の中の免

許証……。さまざまな場面でわたしたちはそうした写真を目にし，またそれをさ

まざまに用いている。そして写真を見ることには，いくぶん集まりの中の一櫛と

似た性質がある（Sudnow［1972])。この点をジェユッシの鍍論によりつつ明確に

してみよう（Jayyusi［1991])。

たとえば新聞を手にとりつつ紙面の写真に目をやるとき，わたしたちは写しこ
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まれている光景をすでにある柵えのもとに見ていることになる一一一「そこには何
●●

かがあるはずだ｣。すなわちそれを目にする者は，関心の有無以前にすでに，柵

られるに値するものがそこにあるはずとの柵えに立っているのである。というの

も写真とは，すでにそこにあること自体において，撮られるに値するものがここ

にあるということを自ら指し示しているからである。

キャプションや記事，そして見る者の関心の有無という事柄以前に，すでに写

真はそこに写しこまれている光景を注目すべきものとして枠づけつつ現れている。

つまり写真は，撮られるべくして撮られているのだということ，したがってそれ

は今ではないあるとき，ここではないある場所の光景についての撮影者によるイ

ンデックスあるいは引用だということになる。したがって，この写典の光景とそ

れを見る者の間には，時間的に持続した積極的脈絡がないという意味で，ある隔

たりが存在することになる。かつてのある場所といまこの場所とを写真は断ち切

りつつ，また接合しているのである。

この切断は，ほかでもなく写真を見るということ，さらにいえば写真を擬る･‐

撮られるということを含めた写真という実践全体を成り立たしめるのに不可欠な

要素である。

この切断が持続的な積極的文脈の欠如というものを意味する以上，写っている

人々なり物を同定するカテゴリーには，ある窓意性の余地が存在している。この

切断は，見る者にカテゴリー化の問題を提起しているのである。すなわち，いず

れかのカテゴリー典合からのカテゴリーーで同定はできるのだけれども，そのいず

れですればよいのかは一義的にすでに決まっているというわけではないのである。

であればこそ，撮る者もこの点を念頭におかざるをえない。

「決定的瞬間」（カルチェーブレッソン）を待ちつつファインダーーを覗き込む。あ

るいは，被写体と共同でそうした光景を作り上げたりもする。これ見よがしにデ

フォルメされたポーズと配磁は広告写真などでおなじみの光景だ。そしてわたし

たちも現にスナップ撮影の被写体として，場所と配置を決めたうえでシャッター

の不確かな一瞬を待ちながらぎこちなくポーズをとってみせたりもする。これら

の行いも総じて，写真による切断が提起するカテゴリー化の問題ゆえのものなの

である。

けれどもだからといって，いつときのバルトのように，写真の光景は見る者に
甲●●●

とって本質的に意味を欠いた対象だなどと言いたいわけではない（Barthes［196.1
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＝1984])。もちろんそうなることをめざして撮られる写真はあるものの，そうし

た試みがなされるのも，現実には上のような営みの中に埋め込まれつつわたした

ちが写真を一瞥で理解できてしまえるという事態あってのことなのである。写真

はここにおいて，ひとたび切り離したかってのある場所といまこの場所とを接合

しているのである。

もちろん理解するといってもいろいろあるだろう。しかし最低限わたしたちは，

写っているのが何者で，何をしているかを，カテゴリー的に同定することはでき

てしまえる。そこには一定の場面，道具が写っているかもしれない。また人々が

ある特有の形で配慨されており，その人々が特定の外見を示しているかもしれな

い。さらにいえばこうした写典がわたしたちの目に触れる際には，それぞれ特有

の配置のされ方がなされている。記事に取り囲まれキャプションが添えられてい

たり，キャッチ・コピーとメーカー名が埋め込まれていたりする。

とすればどうだろう。たしかに写っているのはいまこの場所とは隔たった一瞬

の光景だ。けれどもこれら具体的要素ゆえにわたしたちは，何者が何をしている

かを，時間的に厚みをもった持続として，その光景の中に理解することができる

のである。写真はやはり一瞥で理解可能なのである。

写真のこうした理解可能性は，写真という実践全体の中に埋め込まれ，その中

の一片として存在している。たんに写真を見ることだけではなく，撮る－撮られ

ることならびにそこで行われる多様な営為，そしてその機会を報道や広告，スナ

ップなど多様な目的で利用すること，さらにいえばそれを具体的な状況において

さまざまに用いること－こうした写真をめぐる実践連関全体の中に埋め込まれ

る中で，この理解可能性ははじめて存在しえているのである。言葉をかえれば，

1枚の写真に写しこまれた光景の理解可能性とは，ほかならぬ写真というメディ

アを支える多棟な実践連関の理解可能性の中にあって，はじめて存在しえている

ということである。そしてその個々のありようは，「見ること一般」とか，さら

にいえば「写真を見ること」などと一括してしまうことが不適切に思えるほど，

多様な形をとっているはずである。

４自然を可視化する火践

同じことは自然現象についての図像にもいえるだろう。自然科学の専門論文を

テーマセッション２実践の巾の視覚ｘ6３



目にしたことがない人でも，そこには自然の柵造について描写したと思われる数

多くの図像やグラフがあることくらいは想像できるだろう。そして対応するよう

に，自然科学という知識自体が自然の柵造を写しとった表象（reprcscntation）と

見なされてもきた。

これはおなじみの世界と表象という二元論である。もちろんこれに反対するこ

ともできる。表象のための装固はあくまでも装世であり，すでにして文化的産物

である。そして人間は自然をつねに表象としてしか知りえない以上，そうした自

然とは文化的に構築されたものであらざるをえない。このような論点は，実在論

と反実在論（社会槻築主義）の対立として論議の的になってきた（lIacking［１９８３

＝1986])。そして次のような例に触れるだけでも，この論議がいくぶんかは妥当

なものと思われてくるかもしれない（Lynch［l985a])。

たとえば肥虫類・両生類についてのフィールドガイドに掲載されたトカゲの生

息領域を示した図。そこには何匹かのトカゲのそれぞれの生息領域が示されてい

る。たしかにこうした図は初歩的なものかもしれないが，やはり自然を写しとっ

た表象であることには違いない。けれども他方，この図は作り上げられたもので

もある。トカゲの個体それぞれを識別できるよう．足の指の切り方をそれぞれ変

えてマーキングし，それぞれにコードを割り振る。トカゲの行動圏に適切と目さ

れる間隔で生息領域に杭を打ち込んでやることで，二次元的な座標空間としての

観察フィールドを作る。そのうえで定期的にトカゲを捕猫し，コード化された各

個体を捕礎された座標上の点として位慨づける。こうした結果としてこの図がで

きているのである。とすればこのようにして表象される自然とは，自然を写しと

ったというよりも，それ自体文化的に栂築されたものではないかとも思われてく

る。

しかしこうした考えは，世界とその表象という批判されるべき図式に引きずら

れるあまり，依然としてあまりにも単純化された見方になってしまっていること

に変わりないように思う。というのもこの図は，リンチが示しているように，何

よりもまず実践そのもののインデックスとして，その実践と切り離しがたく存在

するものだからである。

たとえばトカケヘのマーキング。これは，それぞれユニークなものとも見なし
●●

うる個体を一律にコードの担い手すなわち標本とすることにほかならない。また

図の座標化された特性は，単なる図の特性なのではなく，実際の地形のうえに具
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現された座標空間でもある。したがってそれを作ることは，個別的でユニークな
● ● ● ●

ものでもありうる地形を，一般性を帯びた観察フィールドへと変換する操作その

ものなのである。そしてそのあり方には，観察されるべき自然一トカゲの生息

領域一の性質とその観察の仕方とがあらかじめ汲み入れられている。最後に，

座標空間上の点としてのトカゲの位圃。これは個々 の捕獲という出来事を，互い
由●●●

に等価な座標点の位世の観察へと等li9tすることである。捕猫という出来事の個々

の多様性は無関連なものとされ，コード化されたトカゲの座標空間上の位置だけ

が観察されるべきものとして指定されるのである（同様の論点は．Goodwin

［1994］も参照してほしい)。

とすれば，この図は何よりもまずひとつの実践のあり方を具現したインデック

スであるというべきだろう。言葉をかえればそれは，こうした一連の操作の中に

あり，同時にその操作そのものとして存在しているのである。すなわち，観察さ

れるべきフィールドを作り，観察されるべき対象の形式を指定し，一定の様式の

もとに観察を規格化する。そしてそのもとにおいて自然は理解可能なひとつの形

へと変換される。もちろんその理解可能性は，特定の学問的実践へと差し向けら
れまたその中において，存在しているのである。

こうした事態をさして，なおも文化的櫛築を云々 することもできよう。けれど

も注意してほしい。そうした見方は，その言わんとすることの射程があまりにも

一般的すぎて，個々 の具体的瑚例についてさして語るべきことをもたないという

こと。そしてさらに，個々 の事例をそれが埋め込まれている一連の実践連関から

引き剥がしてしまうかぎりにおいて言われることにすぎないということ。しかし

ながら，ひとつの図が自然の表象なのかそれとも人為的に構築されたものかとい

う問題は，その実践連関の中にある規単に壁づいて問われるかぎりにおいて，は

じめて意味をもつ事柄であるはずなのである（LynchU985b],ppll9-121)。した

がって，多様な形で存在するこうした個々 の実践辿関とその規準をぬきにして示

されるような一般的立場など，実際には宙に浮いた説明にすぎないというべきだ
ろう。

５おわりに－多槻性としての視覚の実践

見られる物とその見方の具体的ありようは，それを見る身体のおかれた状況と

テーマセッション２実践の中の視覚’6ぅ



ともにあり，またその状況を成り立たしめる不可欠な一片としてある。そしてそ

の状況とは，多様なメディア技術と社会的状況に取り囲まれる中で存在している。

これがエスノメソドロジーにおける視覚研究を特徴づけるポイントである。ただ

しその多様性ゆえに，ここで触れることができなかった論点も数多い（とりわけ

会話などの無点の定まった相互行為における視覚について触れることはできなかった。そ

の笛眼点と概要については本香の第２章３節とテーマセッション１，３および西阪［2001］

を参照してほしい)。とはいえ最後に，視覚の実践の多様性についてはさらに念を

押しておきたい。

たとえば集まりでの一瞥。これは観察とも注目とも異なり，また写真を見るこ

ととも異なった固有の実践を形作っている。その性質とそれが不可欠な一片とな

っている実践のあり方には，他には還元しえないそれ固有の性質がある。別の言

い方をすればこうなるだろう。「一瞥すること」と「注目すること｣，「観察する

こと」と「探すこと｣，「描画を見ること」と「写真を見ること｣，さらには「報

道写真を見ること」と「広告写真を見ること」……。これらはそれぞれ互いに異

なる状況における異なる実践として組織されている。その何よりの証拠は，当た

り前であるからこそ無視されがちだった次の事実にある。すなわちわたしたち自

身が現に，それぞれを異なる概念とその連関によって記述し把握しているし，ま

たそうした記述のもとで実際の実践を組織しているという事実である。そしても

しそうだとすれば，それぞれの実践には固有の状況と組織のされ方が備わってお

り．なおかつそれぞれを区別して記述し把握する実践上の規単が現に存在してい

るはずなのである（CouIter＆Parsons［1991])。

視覚の実践のこのような多様性はおそらく，「視覚」とか「見ること」といっ

た概念で一括してしまうのが不適当なほどであるはずなのである。したがって日

ごろわたしたちが用いているこの概念も，しょせんは便宜的なものにすぎない。

つまり「視覚」とか「見ること」という概念は，これら多棟な諸実践の「家族的

類似性」（familyresemblances）を言い表した見出し以上のものではありえない

のである（Wittgenstein［1953＝1976],§67)。逆にいえば，それぞれが近接しつつ

存在している視覚の実践の多様性を，それらすべてに共通する過程一たとえば

網膜像と心の意味付与という過程一へと通元し，それによって脱明しつくして
しまうことなどできはしないということである。なぜなら，こうした説明は現に

存在している視覚の実践の多様性とそれぞれがその中でもっている個別性とを消
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し去ってしまうからである。いわば，税明すべき対象の存在を当の脱明自体が消
し去ってしまっているのである。

このようなわけで，必要となるのはむしろ，わたしたち自身が現にそのもとで

生きている視覚の実践の多様性とそれを形作る概念的多様性とを，見出しの共通

性がともするともたらせてしまう還元的脱明の誘惑に抗して記述し，解明してい

くことなのである（その試みについては本仰の以下の各章を参考にしてほしい)。そし

て付け加えておけば，視覚の実践についてこれから記述していくべき事柄はまだ
まだ数多く残されているはずなのである。

画プックガイド

日常的虹概念の用法に着目することを通じて社会的実践を経験的に解明していく

という研究方針については，ジェフ・クルター［1998］「心の社会的柵成』IjWI渡仰択．

新附社をまずは参照しておいてほしい。そこで示された方針から，本文でも紹介し

たクルターらの指摘は導き出されている。すなわち，一口で「視覚」とか「見るこ

と」とついつい言いがちだがそれがじつは異梱混成的な現象からなっているという
指摘である。

この点をきちんと踏まえておいたうえで，概念的了解と「見ること」との関係に

ついては．西阪仰［2001］ｒ心と行為一エスノメソドロジーの視点』料波瞥店のと

りわけ第２軍を参照してほしい。けれども，焦点の定まった相互行為を超えたこの

現粟の広がりと多梯性とを把握するには，未邦訳だか本文で言及したＤ･サドナウの

胸文（Sudnow［1972],"Temp⑥mlPlurumctcrHofIntcrpcrsonnIOb“rw1tlon',）

に挑戦してほしい。ともすると理論的問題へと切り縮められがちなカテゴリー化の
問題が，固有の状況における現象としてある点を正確に踏まえたうえで，それが典

まりの中の一幣と振舞いに対してどのような関連性をもっているのかが鮮やかに示
されている。

また，メディア表象について現在進められている解明の作業は，未邦訳ながらＰ・

ジャルバートの編集による輪文典(Jalberted.［1999],jMPdmS畑｡i“ｆＥｆＡｎ０ｍ“ん

０㎡oIOgjmI4”roacAes，UniversityPrc顕ｏｒAmerica）がさしあたり参考になる。

ただし注意しておいてほしい。ここに収められた論文の多くは，わたしたちの経験
においてさまざまなメディアが存在しているということ自体は自明にしたうえで．

カテゴリー分析をさまざまなメディア表粟に対して適用していくという分析にとど

まっている（もちろんそれだけでも大変な仕躯なのだけれど)。したがってこれらは，

そもそも肝心のメディアの経験そのもの自体には接近しえていないのである。

この点からいえば，本章でも紹介したＬ･ジェユッシの請文（Jayyusi［1991]，
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"TI1CRCflcxivcNcxU5：Photo･PmCtiCCImdNatl1rallIist⑥ry･‘）は啓発的だろう。

この論文は，写真というメディアを経験するということが，どのよう芯社会関係と

了解，そして実践的課遡を経験することとして存在しているのかという点を掘り下

げていった点で．メディアの経験そのものに迫りえたきわめて世並な仕事だと思う。

こうした点を広告について検討していく本書の第11瓶とあわせて，ぜひ一読をお勧

めしたい。
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篇Ⅱ 章

メディア分析

是永論

詞本蹴では，メディアに対するエスノメソドロジー的な研究方法の一例として，日常

にある「広告」がどのように理解されているかを考えてみたい。以下では，まず従

来のメディア研究の中で広告がどのような特徴をもって扱われてきたのかを見てい

く。次にエスノメソドロジー的な立場から新たに「社会的実践」という視点を考え

ながら．それが広告の理解を考える賜合に，従来の研究について兇落とされている

部分になっていることを述べる。そして吸後に，あるテレビＣＭを囲材にしながら，

そこで行われている社会的な実践の具体例について説明することで．「広告」を見る

ことが一定の特徴をもった社会的実践であることについて示していきたい。

Ｉ従来のメディア研究における広符

◇効果輪的アプローチ

従来のメディア研究において，広告はマス・メディアで行われる言語的な行為

(言説）として考えられてきた。その「マス・コミュニケーション」という形式

のうえで，比較的長い間とられてきたのがいわゆる「メディア効果論（mcdiacI・

Icct）的アプローチ」である。

これは一般的なマス・コミュニケーションの形式として，広告主などの（多く

は単一の）「送り手」と消費者などの不特定多数の「受け手」がいることを前提に，

前者から後者に対し，こんな商品があるといった「情報」やこの商品を使ってほ

しいといった「意図」を，ある広告を通じていかに「効果的に」伝連することが

できるかを考えるものである。

ここでは広告効果についての実際にはとくにふれず，こうした「効果」という
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考え方にある特徴的な点をまず指摘しておきたい。それは，１つに，特定の「送

り手」と「受け手」というものが存在し，それぞれが個々の関係を結んで，（送

り手が使っているものをそのまま受け手が使うなどの意味で）商品を使うといった行動

(または意図）の「受渡し」をしているということが考えられている点である。そ

してもう１つは，その「受渡し」の成立が，そのまま何かの社会的な行為の発生

を意味していると考えられていることである。それは極端にいえば，広告に関し

て「送り手」と「受け手」というそれぞれの独立した役割をもつ人たちがいる，

1つの閉じられた空間ができあがっていて，そこで意図や何かの「受渡し」が行

われた，という事実の成立を見れば，広告が社会的な行為として成立しているか

どうかを見ることができる，と考えていることを意味する。

この意味での広告は，「送り手」であるタレントがおいしそうにビールを飲む

といった行動を，そのまま「受け手」である消費者に「受渡し」をすることで，

実際の社会でそのビールが飲まれるという目的を達成していると考えることがで

きる。仮にビールが飲まれていないとしたら，それは「受渡し」がうまく（効果

的に）行われていないからだ，と考えることになる。

◇記号賎的アプローチ

しかし，単純に考えてみてもわかるように，このような考え方だけによって実

際の社会で「広告」として成立しているものを扱うことは難しい。なぜなら，空

を飛んだりするとか，とりあえず商品とはまったく関係のない（現実にもありえな

い）「行動」が行われている広告はけっして珍しくない。また，行動の「受渡し」

ということをもう少し厳密に考えるなら，ビールの「味」を宣伝する場合など，

他人とまったく同じやり方（感覚）でビールを「味わう」などということになる

ように，確かに他人と同じように「飲む」ということはできても，それ自体の

｢受渡し」が不可能に近い場合もある。

その一方で，近年のメディア研究もまた現実的な伝達効果のレベルだけで広告

の成立を語ることができないことにそれなりに対応してきた。それが，「記号論

(semiotics）的アプローチ」とされるものである。

「記号論」についてはさまざま考え方があるが，とりあえず，ここでは独自に

｢目の前にあるもの（表示）が，目の前にはないものへの関係を示す（共示）こと

ができる作用」をもっているものを「記号」としておく。たとえば，映像として

ｌ７ｏ粥Ⅲ部展開鶴



表示/共示３

表示/共示２

表示/共派１

図１１－１表示と共示のレベル

｢高原のようなぎわやかき」

｢高原」 ｢きわやかさ」

映像（緑） 商原

｢さわやかな味のビール」

ある緑いっぱいの風景（高原）が描かれた（表示）ビールの広告があるとしたと

き，ビールの味はとくに目の前にはないが，目の前の広告で描かれている「高

原」が「さわやかさ」を示す（共示）ことで，その「さわやかさ」という関係か

らビールの味を示すことができるという意味で，この高原は「記号」となる，と

いったものである。

このことをもう少し原理的に考えると，図ｌｌ－ｌのように，映像がまず高原で

あるという関係を示し，さらに「高原」が「さわやかさ」とつながる関係を示し，

そしてさらに「高原のようなさわやかさ」が「さわやかなビール」の関係を示す

という，共示のレベルがいくつも層を重ねることで拡大しているものと考えるこ

とができる。

記号論は，このような表示からの共示が多層にわたって繰り返されることが，

実際の広告が社会的に成立するための１つの仕組みであることを示してきた。

この立場から，広告についてふだんからよくいわれる「イメージ」というもの

を考えることができるだろう。つまり，空を飛んだりする行動はとくに表面上の

レベル（表示）で伝達されるべきものでなく，それが示している「空を飛ぶよう

に」「気持ちがいい」といった「イメージ」のレベル（共示）で伝達されている

と考えることができるのである。

２社会的実践としての広告

◇日常において「広告」を理解すること

以上の溌輪は，確かに最初から「広告」とされているものを取り出して考えよ

うとするとき（つまり「広告とは何か」と孝えるとき）は，どれも間述っているとは

いえないだろう。しかし，それはあくまではじめに「広告」があると（前提的に）

考えているかぎりにおいてのことであって，逆に日常場面にある広告について，
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それがどのようにして「広告」として理解されるといえるのか，と考えるとき，

耶態は少し異なってくる。

たとえば，われわれはテレビをつけた瞬間しばらくして，何が映っているのか

ということについて，その画面にいちいち「これは広告です」のようなことが書

いていなくても，それが「何である」かということを知ることができるだろう。

そのとき，それがどうして「広告である」かということは，「その時点」にテレ

ビ画面に映っているものだけから「受渡し」されているのではなく，画面以外の

さまざまなものが関連している中で，その理解を作られていると考えられるので

ある。たとえば，その時点について夜に家でテレビを見ているという状況があっ

て，いまはドラマを見ているところで，そこでときどき途中にＣＭが入ること

があるということがわかっている（じっさい鯨国などでは迩粥番組の途中にＣＭは入

らない)，など。以上の太字のものに関して日常の中で行われているさまざまな

理解をここでは「概念」と呼ぶことにするが，いま目の前にあるものが「ＣＭ－，

であるかどうかを理解するためには，少なくともＣＭというものが，そうした

概念と，状況に応じてどのように関係しあうかが理解されていなければならない

だろう。

さらに，たとえばある人が「いまドラマを見ているから忙しい」といいながら，

その時間にたまたま挿入されているＣＭを見ているからといって，普通はその

瞬間をさして「ドラマなんて見てないじゃないか」ということはないだろう。逆

にＣＭという概念もまた，こうした日常に繰り広げられているドラマなどに関

するさまざまな概念の結びつきの中で理解されていると考えられる。このような

形で，人々が日常に行っている，それぞれの状況に応じて概念どうしの関係を結
● ｐＧ ｅ

びつけていく（あるいはつけないようにする）やり方を，エスノメソドロジーでは

(社会的）実践と呼ぶ。

このとき，「広告」を見るということは，閉じられた空間で何かを「受け渡す」

ことに終わらない，さまざまな社会的実践に対して開かれていることがまず指摘

できるだろう。

◇社会的実践による連成としての「広告」

以上でみたように，「広告」を見るということが日常のさまざまな実践の中に

あるという点に加え，「広告」を目の前にあるものとして語ることもまた，それ
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自体が固有の社会的実践として成立しているということを，さらに指摘する必要

がある。

その１つとして，逆説的であるが，「広告であること」が直接には送り手側に
● ● ● ｡ ●

も受け手側にも積極的に語られない，という実践を日常的に伴っているというこ
■■由●●

とがある。このことは従来の広告研究においても，「広告なので，買ってくださ
●●●●

い」とわざわざ語ること目体が１つの「ウ､ノっぽさ」を出してしまい．その信頼

性をかえって損ねてしまうという点として実際に指摘されていることでもある

(辻［1998])。

そこから，画面に映る映像が「ＣＭであること」（または「広告である」とする理
●●●●

解）をわざわざ主張することはそれだけで何かの意味をもつのではなくて，その

｢ＣＭ」に関わる概念が，ある「やり方」で適切に結びつけられる実践を伴うこ
●●●

とではじめて自然に理解されることになる。逆に，そのような実践を伴わないで

ただ単に「これはＣＭだ」ということは何がしかの不自然さがつきまとう。つ
甲●●●

まり，わざわざそのように言うことは，ただ目の前にあるものが広告なんだとい

う以上に，（画面に映っている以外の）何か他の概念を繕びつけながらそう言って

いるということを他の人に指示（参照）させることになるのであって，むしろそ

のような実践なしに純粋に「広告」を指示することには困難がある。こうした参

照が場面それぞれについて適切に行われるかどうかということは，何らかの「伝

連」をするための情報や，あるいは「記号」として示すものがその映像中に必ず

(本質として）認められるということに一方的に依存しているのではないだろう。

たとえばあなたがいま。たまたま家のテレビである映像を目にしていたところ，

ちょうど友人から「いま何してる？」というメールが入ってくる場面があるとす
① ● ● ●

る。そのとき，その返事に最初から「ＣＭ見ていたんだ」とわざわざ．暫くなら，

あなたと友人はそこから続くやりとりの中で，確かに，新しいビールが出たとい

った「梢報」や，さわやかさなどの「イメージ」といった概念を参照することで，

その「広告」としての理解を適切に作り出すことはできる。しかし同時に，だか

らといって，そういう情報やイメージを必ず参照しないと「広告を見ていた」こ
●＄● ●●●ゆ

とを自然に理解されないということではないだろう。むしろ，日常でわざわざそ
●●

んなことを櫓〈なら「よほどヒマしてたんだ」とまず理解されるのが自然である

ように。

この点で「伝達」や「記号」といったものは，「広告」という理解の前提にあ
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るのではなくて，その映像に関して人々が実際に行う社会的実践を通じて，さま

ざまな概念の関迎が，その時点で適切に作り上げられること（違成）によって，

認められるものにすぎない。広告がこのような「達成」によって理解される以上，

あなたは目の前に机があることを示すようなやり方で，そこに「広告がある」と

いうことを示すことはできないのである。

◇広告に埋め込まれた実践

以上の点を踏まえたうえで．ここでようやく「広告」を理解することがどのよ

うなものであるか，という問いそのものに向かうことができる。このとき，まず，

1つの広告作品（テキスト）については，それは前提的に（本質として）「広告」で

あるのではなくて，そのテキストの柵成に沿った人々の社会的な実践によって日

常的な概念の結びつきが達成されるかぎりにおいて，はじめてそれが「広告であ

る」という理解が生じてくる，と考えられる。そしてその場合，テキストが外部

にある社会的な状況から閉ざされたまま，ただ何かをそのまま「受渡し」するの

ではなくて，「広告」について結びつけられる概念の関係づけが，テキストの

｢柵成」を通じて，理解を行う場面について１つの実践を導くために「埋め込ま

れて」いるものとしてとらえられる。

ここでいうテキストの「構成」とは，とりあえず映像，音声，言語といったも

のに分けられるさまざまな要素を通じて作り出される場面設定や登場人物などの

関係を示している。しかしながら，ここでは，記号論でみたように，要素それぞ

れが何かの「イメージ」といったものをそのまま表す（共示する）という考え方

をするのではない。実際に記号論に関する議論でも，テキストの内部に直接的に

何かのイメージを作り出す源泉があるとすることについては，明らかな批判があ

る（難波［2000])。その一方で，人々がテキストを解釈する場面について，その

場面の外側にあって見えない個人の「意図」しだいで，テキストからさまざまな

理解が無作為に取り出されるだろう，という考え方もしない。先にみた，あるも

のを「広告である」と語ろうとする振舞い自体がそうであったように，「広告」

に関する概念どうしの関連づけは，日常の状況について特定の方向づけをする力

(規範）に従っていると考えられるからである。この規範は，「論理文法」（Coul・

lcrn979b]，本評第３章，テーマセッシ劃ン２などを参照）と呼ばれるように，言葉

の使われ方によく似ており，日常で誰もが実際に従っているが，意識しないとで
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きないというものではない。その意味で，ここで考えられている実践は個人の

｢意図」とされるものとは別の次元にある。

以上のように．広告が何らかの概念どうしの関係についての日常的な規範をも

って社会的に成立しているという考えにのっとり，次の節では，具体的なＣＭ

を題材にしながら，そこで「広告」として理解する適切な「やり方」として，ど

のような概念の結びつき方が実践として埋め込まれているのかという，いわゆる

広告についての「論理文法」を明らかにしていく。

３「広告」として理解するということ－あるＣＭを酬例として

ここでは表１１~1のような韓国語のテレビＣＭを取り上げながら，篭者が以前

ある研究として実験的な状況で人に視聴をさせたとき（是永［2004]）に，そこで

実際に理解のために用いられたものを中心に，このＣＭの櫛成について見られ

る具体的な実践のいくつかを紹介していく（読者の多くの方が的国語を理解しないも

のと思われるが，その方はまず択絡を挑まないで．ＣＤ･ROMにあるＣＭを何回か見てか

ら，内容がどのくらいわかるか，そしてどうしてそれが「わかる」のか，を試しに考えて

みると，以下の意味が通じやすくなると思う)。

◇｢成員カテゴリー化装題」による実践

このＣＭの理解に際して，まず瀞目できるのが，「誰が何をしている」という

意味での，登場人物と行為の結びつきであろう。Ｓ４が皿の柱のように見えるも

のに対して何をしているかは別として，ここでまず，画面にいるＳ４が，Ｓｌに

とって「ママ｣，Ｓ２にとって「君」と呼ばれていることが示されている。ここ

には，「成員カテゴリー化装腫（mcmbcrshipcatcgorizationdcvicc)」（木碑第２章

参照）として，Ｓ４がＳｌやＳ２とある概念のもとに関連づけられていることが

わかる。つまり，ある人を「お母さん」というカテゴリーで呼びかけるというこ

とは，呼びかけている人がその「家族」そして「子ども」であることを意味して

いる。

ここではただ当たり前のことをなぞっているのではなく､画要なのは，あくま

でテキストの櫛成に即した「呼びかけ」という実践によって．そうした関係を概

念として示すことが可能になり，さらに示されたその概念が新たな行為や関係を
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示す実践のための「元手」（リソース）になるということである。たとえば恋人の

いる男性が，恋人の父親の前で結婚の承諾を得るときに「お父さん！」と呼びか

けて，父親に「お前にお父さんと呼ばれる筋合いはない！」という言われ方をす

る状況が刺などでよく描かれることがある。この場合，父親は，日本語として

｢他人」をそう呼ぶことも正当な使い方である（先生が家庭訪問先で生徒の保識者を

｢お母さん」と呼ぶ場合など）にもかかわらず，わざとその呼びかけが示す「家族」

という関係づけのほうをとっている。このとき父親は，むしろそれを「元手」と

して，男性側の「恋人と結婚したい」という意味を先取りしつつ，相手の男性を

(この場合「お父さん」以外の呼び方が難しいことも含めて）封じ込めるために使って

いるものとして見ることができる。「呼びかけ」はこのようにして相手を（ただ

目の前にいる以外の）「何もの」かとして実践的に「見る」ことにもつながってい

る。

映像に戻ると，これらの「呼びかけ」はこうした「家族」の関係をリソースと

して，ｓ４を「主婦」というカテゴリーとして示し，柱になっている「皿」にＳ

４が「主婦」として「関わるべきもの」になる，という関係をさらに参照するこ

とができる。その意味で，カテゴリー化実践とは，特定の場面での行為者におけ

る特定の「活動」が，社会的カテゴリーに結びつけられているものとして解釈す

る１つの実践であるともいえる（Sacksn972c]，上谷［1996])。

この「皿洗い」に「関わるべきもの」（支えるべきもの）として見なされるｓ４

の身体は，しかしながら，それが示しているカテゴリーとは一方で述った関係を

見せている。それはその身体にある「マニキュア（の爪)」や「ハイヒール」と

いう特徴が，「家の外でされる行為」として「皿洗い」という「家の中でされる

行為」にカテゴリカルに対立しているという点である。しかしながら，これらの

特徴はけっして後づけ的に見出されるのではなく，Ｖ３のように「マニキュア」

が画像としてクローズアップされたり，Ｖ４のように身体活動として明示的にＳ

４が靴を触るなどのテキストの櫛成によって，その場面にとっての関連づけをも

たらされている。この「ハイヒール｣－｢皿洗い」というカテゴリカルな対立を示

す関係を仲立ちとして，「皿」は「主婦」としてのＳ４が関わるべき対象である

と同時に．またＳ４の身体について対立的な要素になっていることが場面におい

て示されている。
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◇フッティングという実践

以上の関係に関辿するが，さらに続いてＶ６からは，それまでＳ４自らが支え

ていた皿を床にたたきつけるという，同一人物によりまったく反対の方向をもっ

た行為がなされている。この「支えられるもの」がそのまま「壊されるもの」に

逆転する転換については，「支える」という部分を，先の項でカテゴリカルに示

された「主婦」として「関わるべき」行動と考えるだけでは，普通の「主婦」の

行動として不自然であるだけでなく，そのままでは転換として理解ができない。

それに対して，ここでは，この転換がＳ３からの「呼びかけ」をきっかけとし

て行われているように観察されることに注目したい。つまり，Ｓ３は呼びかける

順番（lurn）を確保しながら，同時にそのことで「主婦」が「皿」に関わる行為

について，「見たまま」のもの（たとえば「皿を棚む作業をしている」など）として

行われていない次元（主婦が皿に関わることの「忙しさ」など）がその行為にあると

いうことを参照しているのである。

さらに，Ｓ３の呼びかけにある「皿洗いなんかより家族に戻ってください」と

いう「メッセージ」が「そうでしよ」という言葉によって，ｓｌとｓ２からのカ

テゴリカルな呼びかけに呼応しながら行われていることに注意したい。このよう

な「メッセージ」は，いきなり現れても場面に関して関連性をもつことは難しく，

あくまでこのような登場人物のいる次元を「足場」にすることで，スムーズにそ

の違う次元の足場を確保することができている。このような行為が行われる次元

の切替えは，まさに「足場」という日本語に通じるように「フッティング（foot，

ing)」（Goffman［1981]）と呼ばれている。この足場にのっとって，Ｓ４は「皿」

に対して「関わらない」という立場の表明として，皿を壊したうえで「すっきり

した」と言う資格をもつことになると同時に，また皿に対する「主婦」としては

別の関わり方として，ｖｌｌ以降に食器洗浄機に皿を入れて「スイッチを押す」

という行為を行うことになる（ｖｌｌではそこで同時に「マニキュア」が強調される)。

以上のような形で，このＣＭは，画面の登場人物として「主婦」を成立させ

ながらも，同時に（｢主婦」だから「洗わなければならない」といった）カテゴリカル

に求められる「皿」に対する関わり方に対して，「家族の近く」にいる「主婦」

という足場を切り替えた別の次元を成立させている。そして，そのような実践的

な手続きのうえに，「主婦」以外としての皿に対する別の関わり方（｢皿洗いから

遠くなる」こと）を示していると考えられる。ここにおいて，その次元を示すこ
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と自体もまた，「主婦」の身体的特徴に対立した「マニキュア」や「ハイヒール」

などの身体的な特徴に関辿づけられることで，実践の中で速成されていることが

指摘される。

こうしたさまざまな実践にそって，「皿に関わって忙しい」はずの「主婦」が

食器洗浄機という商品によって「マニキュアやハイヒール」を楽しめる（そうし

た身体になれる）という「解放」が．直接わざわざ語られることがないにもかか

わらず，この「広告」における「訴求点」（アピールするイメージ）になっている

ことが１つの理解として現れてくる（達成される）だろう。

４おわりに一言晩バランスの実践的な維持

以上にみたように，１つの広告作品においては，同じ画面上の言説であっても，

それぞれの行為がよって立つ足場は，それぞれによって異なっていることがわか

る。逆にいえば，このテキストを「広告として見る」ということは，このような

足場を適切なやり方で切り稗える実践によって，言税を「登場人物の次元」と

｢メッセージの次元」それぞれに分けて，なおかつ両者のバランスを維持しなが

ら理解を達成していることにほかならない。

逆に，このテキストが「広告」として見えなくなるということもまた，けっし

て個人の気まぐれによるものではなく，あくまでこうした「概念」を前提としな

がら’その関連づけから外す実践として行われていると考えられる。その際に亜

要なのは，これらの言説次元間のバランスが実践の中で破綻してしまうことによ

って，「広告」として規範的にあるべき理解から離れてしまうということである。

つまり，見たままに「ハイヒールを胴いた主婦」としてとらえれば，「こんなの

ありえない」ということになるし，まったくの仮想上として見れば，当の食器洗

浄機の存在そのものも，現実から離れて（商品でなくなって）しまうことになる。
●●●●

したがって，日常の場面であるＣＭについて「これは広告です」とわざわざ

語ってしまうことは，それ自体が一定の規範に基づく「広告」理解の場面的実践

から離れてしまうことで，逆に以上のような「広告」としての理解のバランスを

爵かす危険をはらんでいるともいえる。

一方，この映像を含めて，通常ＣＭの中では「洗っている」はずの皿（や身

体）がしばしば本当には「汚れていない」ことに気がつかれただろうか。しかし，
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それが「不自然」に見えるのは，あくまで「広告として見る」ことの逮成がなさ

れないかぎりにおいてであり，普通わたしたちはそのようなことにも容易に気が
●●●

つかないくらい自然に広告を見ているのである。

本流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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