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1.はじめに
本稿では､教師と学生の個人面談形式の卒論指導や修論指導の会話をデ-夕として､

論文指導という目的の一つの会話の流れが､複数の異なる性質の会話から成 り立って
いることを観察し､そのような現象が生じる理由として､会話者は会話の状況に応 じ
て自分の役割を変更しながら会話を行っているということを論じる｡
会話において会話者が役割を変更するという現象は､例えば Goffman(1981)で述べ

られている '7footing'.の概念に通じるものであり､またDiamond(1996)や Ribeiro(1996)
などでも実際の会話データをもとに分析が行われているOしかし､これらの研究はい
ずれも会話者の役割が一面的にしか捉えられていないという点で問題があると思われ
る｡どんな会話者も話 し手 ･聞き手など会話を行う基本となる役割だけでなく､会話
の目的に関連した役割 (依頼者と非依頼者など)､人間関係的な役割 (友人､親子な
ど)､性別や人種などの属性を反映した役割､観織の中での役割 (上司と部下など)
など､複数のさまざまな役割を同時に背負っているのであり､これら複数の役割のう
ちの一つだけを取り上げて分析を行うことは､会話の中で起こっていることの一側面
のみに焦点を当てることになり､その結果他の役割の影響などを見過ごしてしまうこ
とにもなりかねない｡
本轟では､会話者の役割の重層性を考慮に入れた分析を試み､役割の変更が会話に

及ぼす影響の一端を明らかにする｡

2.指導的な会話と相談的な会話
会話というものは､おそらく一貫して同じトーンで進行するということはまれであ

ろう｡本稿で扱う論文指導の会話においても､いくつかの局面で異なる様相のや りと
りが見られた｡ここではそれを大きく二つに分けて､ ｢指導的な会話｣と ｢相談的な
会話｣と呼ぶことにする1｡データで観察されたこの二つの会話の形式的な特徴と､発
話機能の組み合わせによる典型的な会話の流れのパターン2を以下に示す｡

指導的な会話 :疑問形による質問や言い切りによる回答など､発話横能が直接的に
言語化される｡普通の速度ではっきりした音調の発話がなされ､沈
黙も少ない｡
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論文の進行状況の報告

T‥ 甲 T‥ 甲
S: 圧雪 S: E≡璽

T:防針の提司
t

s:[三回

相談的な会話 :独り言的な形式の発話が多く､発話機能が間接的な言語形式で表さ
れる発話も多い｡発話速度が相対的に遅くなり､しばしば声 も弱 く

1ここでの ｢会話｣という語は､Gorfman(1974)の言うNframeMや GumpeE71(1982)の言うHspu hactivityMなどの

ような ｢会話者が現時点で行っていること｣の意味で便宜上用いている｡

2SとTはそれぞれ学生と教師の役割を担った会話者を指す｡
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小さくなる｡沈黙の回数も増え､時間も長い｡

S: l塵藍直垂塵表
J.L

この二種類の会話は連続的なものであり､明確にその境界を区切ることができるわ
けではないが､会話全体を通して見た場合､その違いは言語的､非言語的､パラ言語
的形式によってかなりはっきりと表れるeまた､この二つは論文指導の会話の中で対
等な位置にあるというよ鋸まt.むしろ指導的な会話が標準であり相談的蜜会話はそこ
からの逸脱であるというような非対称的な関係にある｡会話者はこの二つの会話の仕
方をいわば状況によって使い分けながら､会話を進行させているのであるO

では､実際の会話例で具体約に見ていこう｡競柘の都合上､ここでは問題点の提示
に始まる会話の流れのパターンを例にとって比較する3｡

沌)指導的な会話
-T:女性､33歳 S三女性､大学4卑生,22歳
英語の参考文献の暮き方について
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3(1)と(2)はビデオ録画した同じ一つの会話の中からの抜粋である｡デ-タの文字化に用いた記号は以下のとお

り1//i://の後の発話が次の発番と同時に発せられたことを示すO(0.5):ポーズの長さ(秒)oi?I:上昇イント

ネーション.lojl.下降イントネーション｡ト】:短い沈黙｡いiごく短い音の切れ目｡Fi:二つの発話がつな
がって発話されたことを示す｡壬を:非言語行動｡ ( ):聞き取りにくい発話｡小さい字:相対的に/jr､さい

声の発着｡見やすくするために､間窺点の捷示と了解をゴシックの斜体字､回答と不確実な回答をゴシック体で
表記している｡

72



31S
32 (i.3)isメモしているを
33S:で､真贋 の-本の膚合が-
34T:
35S:あ九 ･本の膚倉Li､

36T:イタリックかアンダーライン0

37 :(2.0)
38S:藩名ば ?
39T: ん｡
40T:だから書名はみんなイタリックかアンダ-ラインt,
41S:

42S:Llい.′/わかりfした0
43T: ん｡

あー一一一O

-箭静

-摩題意 の慶扉

-因等

-雷屠

ここでは､Sが且Sから且2Sで英語の参考文献のタイトルにはダブji,クオ-チ-シヨン
マ--タをつけるのかどうかということを ｢ですよねえ｣という確認の形で発話 し､問
題点の提示を行っている｡それに対してTは ｢これ 可いらない｣という断定の形で回答
を示している了rはその後も拘答を重ね､最終的にSは31Sとj2Sで 卜はあい｣｢はい､
わかりました｣と明確を了解の発語を行っているoこのような明瞭を 〈開選点の提示
-j･回答-了解)という流れが指導的な会話の典型の一つであるO ここでは沈黙 も起こ
らず､また発語の遅れや速度の低下なども起こらない｡ほぼ一定してリズミ労ルに発
話の交換がなされている｡

相談的な会話
T :女性､33歳 S:女性､大学4年生､22歳
会話の中でブーメランスピーチ (話者Aカ℃目当てで表面的にはBに向けた発話を行い､Cが応答する現象)
をする目的について

1T:ブーメランは?配慮なんかなあ｡
2 :(2.6)
3S:配慮 ･ていうか､
4 :(1.8)
5S://ん--0
6T:丁寧さを保ちつつ､親近感を･出す工夫?

7S:なんか､あの一一(31)ですます体､を-(1.6)なんか使いたくないというか ･使いたくないときに
(1.0)ブーメランをしてるっ//ていうか､

8T: 壬無声笑いiん--o

g :(2.0)
10S:合一ん､､どんなとさにブーメランをt,てるのかをあ O -層雷慮帝慶扉

ll :(3.5)
12S:こういう会話の始まりの時には､やっぱり､巻き込もうとしてるのかもしれないんです

けど-､ -不磯嚢な圃寄
13T: ん-0
14 :(7.2)
1.57:こないだ成功したときは会話の､始//まり-じゃなかったよねえ｡
16S:途中一一一一一一 ｡てゆか､
17S:あいだがあいたんで//すけど一､
18T: ん-ん-ん-｡
19S:でも一､一応一 ･流れとしてはおんなじ一､
20T:

21S三あの-(鋸同じ畜最の一会者 ｡//で一､
22T: ん-0
23 :(10.6)
24S:あーでもやっぱり､

25T: ん-.

26S:金串に加わってほしいと患ってるのかなあ｡

27S:ん一一0

28 :(3.7)

ん一一O
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29T:̂1.- - ｡.

30 :(7.5)
31T:や/.)っぼりでもその間があいたってい う--ことと関係 あるん顔%易 L.-琴車重を園等

32S: ん-7
3古宇:わかんないrJ･ちょっとリノ(と)ってみないと,
34S:その一､でもその常､問の-～/.,/前は一､
35T: ん-0

368:けっこう､こう彼氏と二人で着一 ･してるんです//よ-0
377: あー-0
38S:で一一その間があいて､

40S:でその-
4jT: ∧ノ-一一…

42S:-時に､
43T://描弓い笑いi
1■〉-J -/YC.1メーノ′､_′J'ノl}JYd･.)ち
45T:
46S:参加 - しては しいのかなあu
47T:
48S:

ん-- -

かなあO

かなあ｡

尋-革磯豪を観客

この例ではSが=)Sで問敷板i)提示を行-Lr･ているが､そのW,式は f-･かなあ_ih -う独

に対して沈黙が起こったため､Sは且望Sで自ら回答の一つを述べるが､それに対する管の
確証が得られず､25Sから26S､さらに46Sで私不確実を回答を発着しても-るO-方Tも
慧且Tで不確実な回答を発話してhJ為るが､これらの回答は開産点の縫泰と同株摘1なあ｣
という形をと-_;1ているOこJ.)会話では数秒間の長い沈黙が佃空も起こ･)ており-.会話

の速度も遅く声も小さくなりがちで､(I)のようなリズミか しな発話交換とは全く異な
る会話の進行の任方であると言えるCこのようを 〈間遺点の提示--+不確実な回答〉と
いう流れで..しかも回答者の役割も固定していか･､のが相談的な会話の典型であるO
以上のよJ-'な全く異なるふるまいを会蕃者が･一-/_)の会話'/)中で行い,それによ･Jて

それが会話全体にとって､また会話者にとってどのような意味を持つものをのかとい
うことを考えるためには､そのようなふるまいの変化の背後にある要因を明らかにし
なければならないだろう0本轟では､ふるまいの変化を会話者の役割の変更であると
起え､以下の考察を進めていく｡

次節では,会話者の持つ役割とその重層性という観点から､異なる種類の会話が起
こる要因を明らかにし,会話者が役割を変更することの意味を探ることを試みる｡

3.会話者の役割と会話の種類
論文指導の会話を行う会話者はどのような役割を担ってLt/-るのだろうか｡本稿では

帝に論文指導という相互行為に直接的に関わる役割について論じることにする40 具体
的には､会話者が属する社会観織や制度に関して発生する以下のような役割である｡

表 1
個人 論文の制度社会的身分
T 教師 評価者 指導教官

S 学生
l l

作成者 指導される学生

4論文指導の会誌を成立させるための役割以外にも､会静者はさまざまなレべ)i,の役割-囲えば会静の開始や終

了､爵老展開F'などに関わる会話管理の役割-を担って発高を行っているが､ここでは詳しく論じない0
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個人である会話者TとSは大学という組織に属していることによって､教師と学生
という身分を与えられる｡また､卒業論文 ･修士論文を書いて単位を取るという制度

によって､Sは 【論文作成者】､Tは 【論文の評価者】という役割を担う｡さらに教
師が特定の学生を指導するという制度によって､Tは 【指導教官】､Sは 【指導され
る学生】という役割を担うことになる｡これらの役割は､論文指導の会話を行う際の
前提として会話者が担っている役割である｡

これらの役割のうち､論文指導の会話を行う際に積極的に遂行されるべき役割は

【指導教官】と 【指導される学生】であろう｡この役割を果たすために期待される具
体的な役割行為は､次のようなものである｡

表2
指導される学生 指導教官

論文の進行状況の報告 報告内容の評価と方針の提示
論文を進める上での問題点の提示 問題点-の回答

これらの行為を会話の中で行うことによって,会話者はお互いを 【滑導教官】と
【指導される学生】として認識し､論文指導の会話を作り上げていくのである｡すな
わち､ 【指導教官】と 【指導される学生】に典型的な発話を行うことが､論文指導の
会話を行うことなのであり､他の種類の発話を行ったとしたら､それは典型的な論文
指導の会話ではなくなってしまうということである｡

このように､会話者を複数の役割を担った存在と考えると､2節で見た指導的な会
話と相談的な会話の両者が一つの会話の中に現れるという現象は以下のように説潤 す
ることができる｡すなわち､会話者は 【指導教官】と 【指導される学生】の役割を十
分に遂行することができる限りは､その役割を体現する発話を行うため指導的な会話
が進行するが､なんらかの理由でその役割を遂行することができなくなると､その役
割を背後に隠し､ 【論文作成者】と便宜上 【静文作成協力者】とでも言うべき役割
(これについては後述する)による発話を行うため､会話が相談的なものになるのだ
ということである｡
例えば2節で見た会話例(2)では､Tは回答を与えるという 【指導教官】の役割行為

を行っていないわけであるが､これはTが 【指導される学生】が提示した問題点-の
回答を持っていないために 【指導教官】の役割を遂行することが不可能となったこと
によるものである｡その結果､Tの発話はSの問題解決に協力しようとするより個人
的な立場からの発話とならざるをえず､それによって社会的 ･制度的に与えちれた役
割から､現場のやりとりの中で発生した 【論文作成協力者】の役割-の移行が起こっ
ているのである｡

さらに､このTの役割変更によって､Sは 【指導される学生】から 【論文作成者】
の役割-の役割変更を暗に要求されることになる｡というのも､ 【指導される学生】
の役割は 【指導教官】と対になるべき役割であり､ 【論文作成協力者】とは対になら
ないので､会話がうまくかみ合わなくなる恐れがあるからである｡実際､Sは提示 し
た問題に対して自分で不確実な回答を与えることによって､開港解決を自分で行わな
ければならない 【論文作成者】としての発話を行っている｡このように､一方が役割
を変えると他方もそれに合わせて役割の調整を迫られるのである｡

それに比べて､(1)の会話では会話者は常に 【指導教官】tと 【指導される学生】であ
り続け､それによって会話は指導的な会話としてスムーズに進行しているo 会話の目
的を達成するために期待される役割を常にお互いが遂行し続ければ､役割調整も不必
要であり､会話全体も目的に向けて効率良く進む簡潔なものとなるのである｡
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4.役割と力関係
本稿のデータとなった会話は､全体を通して指導的な会話と相談的な会話のシフト

が何度も起こるのであるが､注目すべき点は､指導的な会話から積読的な会話への移
行は常にTが .E指導教官】の役割から 【論文作成協力者王の役割へ移行することに

よって行われており､Sが率先して 指 導される学年ヨの役割を降りるという場面は
見られなかったという･=とである｡このことは何を意味しているのだろうか｡

ここではTとSがそもそも 【教師】と E学生】という社会的身分による役割を背
負っているということを考慮しなければならない｡この会話でTだけが役割を自分か
ら変えることができたという事実は､ 蔓教師量の方だけに役割変更の自由が許されう
るのだとも"う会話者の認識を暗示しており､そこには社会的上下関係にある 邑教師Ij
と E学生】の力の差が反映されていると考えられるのである｡この力の差は一般的に
あるいは少なくともSにとってはおそらく常に維持されるべきものであるため.～Sが
自ら 監論文作成者3となりTに自分の協力者という同等か下の位置にある役割を担う
ことを要求するということが起こらないのだろう｡実際､Tが 【指導教官】から 【論
文作成協力者】になると､Sが積極的に 臼肯導される学生】としての発話を行ってT
を 【指導教官】に引き戻すことによって上F関係を保とうとするという硯象も見られ
･才,>
7しO

このことから､会話者は 【指導教官】と E指導される学生】､あるいは【論文作成
者表と 監論文作成協力者選として会話を希っている閏も､常に 監教師題と 監学生題と
!{3う役割を背後に担っているのだと言うことができる｡これは嚢叢者が終始上下関係
を明らかにするような待遇表現を健潤して0品という現象からも明らかだろうOより-
般的には､会話者は複数の役割を常に重層的に担っており､それらはすべてが会嵩に
おいて明示催されることはないものの､相互に関わり合い､さまざまなレペJUで会話
に影響を与えているのだということであるOそしT､会孟引こおいて期待される役割を
降りることは､会素の目的の達成に協力的でなW行為であるだけでなく､上に述べた
ように会話者の力関係の葬対称性を再生産ずることになる場合もある｡会話者の担う
ある摘 ま合着者が実践するさまざまな種類の役割を考慮して会話を分析すること碁こ
よって､会話という相互行為をより多面的に養えることが可能になるということを､
ここで改めて述べておきたい.

5℡あわりに
本塙では､複数の役割を重層的に担う会話者が会話を行う際に､状況に応じて役割

を変更することによって会話の様相が変わることを観察し､それぞれの役割に関わる
力関係が役割選択に影響することを論じた｡会話の管理に関わる役割など本稿で触れ
られなかった役割､役割相互の力関係とその会話への影響などについては､親幅の都
合上詳しく考察することができなかった｡塙を改めて論じたい｡
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