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第1章

序論

1.1

はじめに

本研究は、コミュニケーションにおける共感の仕組みについて論じるものであ
る。会話の中で、私たちは他者の気持ちや考えを理解しようと試みたり、相手の
気持ちに寄り添う態度を示そうとしたりする。その方法の 1 つに共感を示すこと
が挙げられる。共感を示すことで、相手を励ましたり、褒めたり、慰めたりする
など様々な行為が達成されている。このような行為は、同時に相手を認める 1 つ
の方法であり、人間関係を構築、維持する中で欠かすことのできない営みである。
本研究では、語り手が経験を語る中で、聞き手が語り手に共感 的な反応を示して
いる場面に焦点を当てる。具体的には「自慢」、「悩み」、「不満」、「愚痴」、
「自己卑下」に対して共感的な反応を示しているやりとりを観察し、コミュニケ
ーションにおける共感の仕組みを明らかにする。「自慢」、「悩み」、「不満」、
「愚痴」、「自己卑下」の語りに注目した理由は、単に事実を語ることとは異な
り、経験について語り手の感情が組み込まれているからである。その経験の語り
を聞いている聞き手は、語り手の経験に対する感情を汲み取ることが求められる。
このような状況における語り手と聞き手の発話連鎖を明らかにすることを目的と
する。
本章ではまず、本研究の目的を述べる。次に相手領域とジレンマについて 述べ
る。次に本研究の分析の観点を述べる。最後に本研究の構成を示す。

1

1.2

本研究の目的

本研究は、「自慢」、「悩み」、「不満」、「愚痴」、「自己卑下」における
共感発話の連鎖を明らかにすることを目的とする。語り手は「自慢」、「悩み」、
「不満」、「愚痴」、「自己卑下」の経験を語るときに、単に経験を語るのでは
なく、聞き手から期待する反応が示されるように語っていることが考えられる。
また経験の語りに対して聞き手は、語り手の意図を汲み取って、語り手が期待す
る反応を示そうとすることが想定される。このような経験の語りに対して共感的
な反応を示しているやりとりを「語り手の期待と聞き手の反応」という観点から
分析し、共感の仕組みを解明することを試みる。
まず、本研究で取り上げる「経験」について述べる。本研究では、経験を語っ
ている場面に焦点を当てる。便宜上、経験を語っている場面を「経験報告」と呼
ぶ。経験ではなく、事実を報告している場面を「事実報告」と呼ぶ。以下、「経
験報告」の捉え方を示すため「事実報告」と比較する。まず、「事実報告」と「経
験報告」について、それぞれの発話連鎖が上手くいく例 1と不自然な例を比較しな
がら、聞き手に期待される反応をみていく。

1

出典元を提示していない事例は全て筆者による作例である（以下同様）。

2

＜事実報告＞①
（連鎖が不自然な例）
A：今日の会議は 3 時です。
（B に対する期待：会議の時間を了解したと反応してほしい）
B：そうですか。
（A の期待に対する反応：会議の時間を了解したと反応する）
（A に対する期待：「会議の時間を了解したと反応した」ことに反応して
ほしい）
A：……。それでは、よろしくお願いします。
（B の期待に対する反応：会議の時間を B が了解したと認識したことを
示す）

＜事実報告＞②
（連鎖が上手くいく例）
A：今日の会議は 3 時です。
（B に対する期待：会議の時間を了解したと反応してほしい）
B：了解しました。
（A の期待に対する反応：会議の時間を了解したと反応する）
（A に対する期待：「会議の時間を了解したと反応した」ことに反応して
ほしい）
A：それでは、よろしくお願いします。
（B の期待に対する反応：会議の時間を B が了解したと認識したことを
示す）

3

＜経験報告＞①
（連鎖が不自然な例）
A：昨日彼に振られたの。
（B に対する期待：慰めてほしい）
B：そうですか。
（単に情報を受け止めただけで、A の期待には応えていない）
A：

……。
（A が B に期待した反応がこないため会話が続かない）

＜経験報告＞②
（連鎖が上手くいく例）
A： 昨日彼に振られたの。
（B に対する期待：慰めてほしい）
B： それは辛いね。
（A の期待に対する反応：A を慰める）
（A に対する期待：「A を慰めた」ことに対して反応してほしい）
A： そうなの。
（B の期待に対する反応：B が慰めてくれたことに反応を示す）

上記の「事実報告」と「経験報告」の 2 つを比較すると、表面上は「事実報告」
と「経験報告」のどちらも A は事実の報告をしている。しかし、B に期待する反
応が異なる。
＜事実報告＞①の場合、「今日の会議は 3 時です」という A の「事実報告」に
対して「そうですか」という B の反応は丁寧さに欠けており、＜事実報告＞②の
B の発話のように「了解しました」などの一言があってもよいと考える。しかし 、
会議の時間を了解したと B に反応してほしいという A の期待に、＜事実報告＞①
と＜事実報告＞②は応えている。＜経験報告＞①の場合、「昨日彼に振られたの」
という A の「事実報告」に対して、「そうですか」と B は反応を示している。A
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は B に慰めてほしい、励ましてほしいなどと期待している可能性がある。しかし
B の発話は、A の期待に応えていない。この場合、丁寧さの問題とは別に、A の
感情を汲み取ることが B には欠けており、慰めてもらいたいなどの A の期待に応
えていない点が問題である。A の感情を汲み取り、A の期待に応えた場合は＜経
験報告＞②のような共感発話の連鎖となることが想定される。
＜経験報告＞①と＜経験報告＞②を比べると、＜経験報告＞②は A の事実の報
告に対して B が A の報告を単に事実の報告として受け止めているのではなく、事
実に対する A の感情も汲み取りながら、A が期待する反応を示している点が＜経
験報告＞①と異なる。＜経験報告＞②において、B は振られた事実に伴う A の感
情に反応しており、A の期待に応える反応を示している。つまり、B は A の感情
にまで踏み込んで痛みを汲み取っている。本研究の分析対象とする「自慢」、「悩
み」、「不満」、「愚痴」、「自己卑下」は、この「経験報告」に相当する。「経
験報告」は、語り手と聞き手が互いに相手の反応や出方に合わせながら会話を調
整していることが想定される。本研究ではこうした会話の連鎖を分析する。
次に上記で述べたことをまとめる。まず、「事実報告」の特徴を示す。

＜事実報告＞
A： 事実
（B に対する期待：A の情報を認識したことを示してほしい）
B： 事実に対する反応
（A の期待に対する反応：A の情報を認識したことを示す）
（A に対する期待：「A の情報を認識したことを示した」ことに反応してほしい）
A： B に対する反応
（B の期待に対する反応：B の反応を認識したことを示す）
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「事実報告」の場合は、まず A は事実を報告し、それを受けて B は事実に対し
て反応を示している。ここで注目したいのは「情報の発信と受信」である。 A は
自分が提示した情報を B に認識したことを示してほしいと期待し、それを受けて
B は A の情報を認識したことを示す。一方 B は自分の反応（A の情報を認識した
ことを示した）に対して A から反応が得られることを期待している。このように
「事実報告」の発話連鎖では、A の情報を B が認識したかどうか、更に B がそれ
を認識したことを A が認識したかどうかという事実の確認をし合うことで会話が
成り立っている。この点が事実の報告だけでなく、それに伴う感情の発信や受信
にも重点が置かれる「経験報告」とは対照的である。
次に「経験報告」の特徴を示す。

＜経験報告＞
A： 事実 ＋ 感情 （感情について明確に語らない場合もある）
（B に対する期待：A の感情を認識したことを示してほしい）
B： 事実に対する反応 ＋ 感情に対する反応（事実に対する反応がない場合もある）
（感情に対する反応がない場合もある）
（A の期待に対する反応：A の感情を認識したことを示す）
（A に対する期待：「A の感情を認識したことを示した」ことに反応してほしい）
A： B に対する反応
（B の期待に対する反応：B の反応を認識したことを示す）

「経験報告」の場合は、前述した「事実報告」とは異なり、事実の報告に伴っ
て A の感情が語られる点で特徴的である。しかしながら、A の感情は明確に語ら
れない場合もあり、A の感情を B は汲み取る必要がある。この点においても「事
実報告」とは異なる。ここで注目したいのは「感情の発信と受信」である。A は、
B が自分の感情を認識したことを示してくれることを期待する。それを受けて B
は、A の感情を認識したことを示し、A に自分の反応（A の感情を認識したこと
を示した）に対して反応が得られることを期待している。このように「経験 報告」
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の発話連鎖では、A の経験に伴う感情を B が認識し、A の期待に添った反応を示
しているかどうか、更に B の反応に対して A がどのように受け止めるかが重要と
なる。
最後に、本研究の目的を以下の図 1-1 に示す。図 1-1 の①と②の発話連鎖の観
点から、共感の仕組み（③）を明らかにする。
①では、A が自らの経験（「自慢」、「悩み」、「不満」、「愚痴」、「自己
卑下」）について語っている場合に着目する。そこで、A はどのように自らの経
験を語っているのか、また聞き手にどのような反応を期待しているのかを分析す
る。
②では、A の語りに対して B がどのように A の経験を聞いているのか、またど
のように反応を行っているのかを分析する。
最後に、①と②のやりとりから、協同で創り上げられていると考える「共感の
仕組み」を発話連鎖の観点から分析する。

自慢・悩み・不満・愚痴・自己卑下
A：語り手
①どのように経験を語っているのか
どのような反応を期待しているのか
③共感の仕組み
B：聞き手
②どのように経験を聞いているのか
どのように反応を行っているのか

図 1-1

本研究における目的
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1.3

相手領域とジレンマ

次に共感の仕組みを解明するに当たって重要であると考える相手領域とジレン
マに関して、次の 3 つの点について、論じる。1 つ目は、「相手に認められるこ
と、相手を認めること」である。2 つ目は、「相手の領域に踏み込むこと」であ
る。3 つ目は、「共感を示す際に生じるジレンマ」である。

1.3.1

相手に認められること／相手を認めること

共感を示すことは、同時に相手を認めることでもある。大坊 (2012) は会話に
おける同調傾向について以下のように述べている。

コミュニケーションの過程では、相手が自分の発言をどう受けとったの
かを知ることによって、後の発言は大きく影響される。発言することは
自分の意図を相手に伝えるということにとどまらず、前提として相手の
存在を認めることであり、相手との関係を継続する意志のあることを示
すものである。自分の発言に対して相手が応じてくれることは、嬉しい
ことであり、そのような行動は、相互に促進されるものとも言える。こ
のように社会的受容、承認に結びつくコミュニケーション行動として、
同調傾向を挙げることができる
(大坊 2012：54-55)

大坊 (2012) が述べている同調傾向とは、本研究で考える共感を示すことと同
じことであると考える。私たちは日常生活の様々な場面において共感を示してい
る。例えば、友人が辛い思いをしたと語っているときに一緒に涙を流したり、友
人の結婚や兄弟の大学合格の報告を聞いて一緒に喜んだりすることがある。他者
のポジティブな経験、ネガティブな経験を聞いて、聞き手はその場面を思い浮か
べたり、想像して他者の気持ちを感じたり、他者の立場になって考えたりする。
なぜ、私たちは経験を語るのか、その経験の語りに対してなぜ共感を示そうとす
るのか。そこには、「認めてほしい」、「認めたい」という欲求があることが考
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えられる。例えば、「自慢」の場合は自らの長所を「認めてほしい」という欲求
があり、「悩み」、「不満」、「愚痴」、「自己卑下」の場合は望ましくない立
場にあることを認めてほしいという欲求が生じているのではないか。一方の経験
を聞いている側は、語り手の状況や気持ちを汲み取り、「自慢」に対しては褒め
たり、「悩み」に対しては一緒に解決策を考えようとしたりする。「不満」に対
しては語り手が正しいと伝えたり、「愚痴」に対しては望ましくない状況である
ことに同調したり、「自己卑下」に対しては否定や肯定したりすることで、語り
手を「認めよう」としているのではないか。
以上のように語り手は聞き手に認めてもらうために、まずは自分の気持ちを聞
き手に汲み取ってもらえるように経験を語ることが求められる。一方の聞き手は、
語り手の期待を受け止め、語り手が期待する反応を適切に示すことが求められる。
聞き手は、語り手の期待を誤って読み取り、反応をすると語り手を否定したり、
傷つけたりするリスクを抱えることになる。また、どのような立場から反応を行
うことが期待されているかについても、聞き手は汲み取る必要がある。従って、
聞き手は語り手を認める際に「自分と相手」の立場などにも考慮しながら反応を
示すことになる。

1.3.2

相手の領域に踏み込むこと

1.3.1 において、自らの経験を語ることは「自分を認めてほしい」という欲求が
あり、それを聞いている側も「相手を認めたい」と考えていることが想定される
ことを述べた。このように語り手は聞き手に認めてほしい、聞き手は語り手を認
めたいと考えるのは、「自分は自分」という考えではなく、「自分と相手」とい
う考え方が根底にあることが考えられる。このような考え方が生じるのは、相手
を知りたい、相手と繋がりたいと考えたり、関係を保ちたいと考えたりすること
の表れではないか。相手と関係を構築したいという欲求が生じることで「相手 の
領域に踏み込む」ことの動機となり、共感が創り上げられていくことが考えられ
る。しかし、ここで問題となるのは、相手を認めようとする際にどこまで相手の
領域に踏み込むかということである。語り手はどこまでの関わりを聞き手に求め
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ているのか、また聞き手はどこまで語り手と関わりを求めているのか。これらの
バランスを互いにうまく合わせることが必要である。例えば、恋人に振られたこ
とを報告することで、語り手は励ましてほしいと考えている場合もあれば、別れ
て良かったと言ってほしいと考えている場合もある。一方、聞き手は悲しい出来
事として捉えて励ましたいと考える場合もあれば、何も言わずに聞き役に徹する
ことで悲しみを共有したいと考える場合もある。つまり、どこまで相手の領域に
踏み込むかは、語り手や聞き手が一方的に判断するのではなく、語り手と聞き手
の両者によって、その都度、調整しながら決定付けられていくため、互いに相手
の態度に合わせようとすることが考えられる。
本研究では、相手に認められること、相手を認めることと相手の領域に踏み込
むことが密接に関連しているという視点を取り入れながら、共感の仕組みを明ら
かにする。

1.3.3

共感を示す際に生じるジレンマ

最後に、経験を語る際に生じるジレンマと共感的な反応を示す際に生じるジレ
ンマについて考える。まずは語り手に生じるジレンマを論じ、次に聞き手に生じ
るジレンマを述べる。
語り手は自分のことを語る際に、どのように語るべきか、または語るべきでは
ないのかというジレンマを抱えていると考える。例えば、語り手が「自慢」を語
るときに、良い経験を聞き手にも報告したいが、聞き手にとっても喜ばしい報告
として受け止めてもらえるのか、聞き手を不快にさせないかというジレンマが生
じる。
聞き手は「悩み」などを聞いたとき、語り手がアドバイスを求めているのか、
または賛同を示すことで十分なのかを語り手の発話から汲み取る必要がある。ま
た、自分の立場からアドバイスをすることはふさわしいのか、聞き役に徹するべ
きなのかというジレンマを抱えることになる。「自己卑下」に対して「そんなこ
とはないよ」と言うべきであっても自分の立場を踏まえると、自分がそれを言え
る立場ではないなどのジレンマが生じる場合がある。このように共感的な反応を
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示す際の「ジレンマ」は、共感の仕組みを明らかにする中で重要なポイントとな
る。

Heritage (2011) は、共感を示す際に生じるジレンマについて以下のことを指
摘している。

特に語り手が強い感情（喜び、痛み、楽しさ、悲しみ等）を伴う実体験
を語る時、語り手は体験の主観的価値判断と意味を聞き手に受け入れて
もらい、スタンスを語り手側に引きつけるよう、聞き手を取り込み、会
話を進める傾向が強い。
しかしながら、聞き手にとって共感するタイミングにおいてジレンマが
生じる。なぜなら、聞き手は体験の当事者ではなく、また実体験を知り
得る機会に恵まれず、時には体験を感情的に想定する材料さえ全く与え
られないときに、共感することを求められているからである。

Heritage (2011：160-161 日本語訳は釜田による)

Heritage (2011) が主張しているように、共感を示すことが求められたとき、
聞き手はジレンマを背負いながらも相手に合わせようとすることがあり、それは
労力を伴うものである。西阪 (2013) は、2011 年に起きた東日本大震災、及び福
島第一原子力発電所事故によって避難を余儀なくされた人々と、現地の、または
日本の各地から福島県を訪れた足湯ボランティア達との会話に着目している。ボ
ランティアに携わる人が、被災者から厳しい体験を聞き、どのように応えていい
かわからなかったということについて取り上げている。西阪 (2013) は、このよ
うな困惑の背景には、相手が語ったことをどう受け止めるべきかに関する一般的
な困難があることを指摘している。Heritage (2011) が指摘しているジレンマを
踏まえて西阪 (2013) は、以下のように述べている。
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辛い経験が語られたとき、私たちは、それに心からの共感を示したいと
思う。が、自分が経験したことのないような辛い経験に対して、相手に
受け入れてもらえるような（白々しくない）共感を示すことはできるの
だろうか。反対に、ありふれた経験が語られたのであれば、自分の経験
と容易に引き合わせて共感を示すことができるだろうけれど、それはし
ょせんありふれた経験だから、心からの共感を表すことが期待されてい
るとはかぎらない、と。つまり、ほんとうに共感を必要としているよう
な発言にかぎって、それに対する共感を示すのが難しい、というジレン
マである。
西阪 (2013：113-114)

共感を示す際に生じるジレンマについて、Heritage (2011) と西阪 (2013) の
指摘を整理すると、以下の①と②の間でジレンマが生じることが考えられる。

①

道徳的な判断

②

相手の経験と自分の経験

ホフマン(2001) は道徳的な判断に関して以下のように述べている（太字は原文
ママ）。

誰かが（身体的・情動的・経済的に）痛がっていたり・苦しんでいる
たりするのを見ているという罪のない傍観者の場合である。その相手
を助けるか、助けなかったときには、どのように感じるかが、この際
の道徳的論点である。
(ホフマン 2001：4)

ホフマン (2001) の指摘から、私たちは相手が何を望んでいるかを汲み取りな
がら道徳的な判断によって自らの振る舞いを決定していることが考えられる。
12

まず、①の道徳的な判断について述べる。本研究で取り上げる「自慢」、「悩
み」、「不満」、「愚痴」、「自己卑下」の 5 つの語りにおいて、以下のような
ジレンマが生じることが考えられる。「自慢」を語る場合、褒めてもらいたいと
考える一方で、傲慢な人だと思われるのではないかというジレンマを抱える。そ
れを受けた聞き手には、賞賛を示すべきなのか、または心地良いと感じられない
場合においても賞賛を示すべきなのかなどのジレンマが生じる。「悩み」を 語る
場合、語り手は悩みを打ち明けることで、解決策を一緒に考えてほしいと望む一
方で、心配してほしいとアピールしている人だと思われるのではないかというジ
レンマを抱える。それを受けた聞き手には、アドバイスをするべきなのか、また
は解決策があってもアドバイスはせずに聞き役に徹するべきかなどのジレンマが
生じる。「不満」を語る場合、語り手は自分が正しいと認めてもらいたいと考え
る一方で、うんざりする人だと思われるのではないかというジレンマを抱える。
それを受けた聞き手には、語り手の正当性を認めるべきか、または正当性が認め
られない場合も正当性を認める反応をするべきかというジレンマが生じる。「愚
痴」を語る場合、語り手は自分が望ましくない状況であることを聞き手に理解し
てほしいと考える一方で、同情を誘っている人だと思われるのではないかという
ジレンマを抱えることになる。それを受けた聞き手には、同調すべきか、または
同調できない場合においても同調すべきかなどというジレンマが生じる。「自己
卑下」を語る場合、語り手は自分の弱点や短所を語ることで聞き手から否定的・
肯定的な反応が得られることを望む一方で、ごますりをしている人だと思われる
のではないかというジレンマを抱えることになる。それを受けた聞き手には、語
り手の能力や経験に直接関わることを否定するべきか、肯定するべきか、または
語り手の能力に評価をする立場にない、評価するべきではないなどというジレン
マが生じる。以上のように、語り手と聞き手は、それぞれジレンマを抱えながら
も相手に合わせようとすることが考えられる。
次に②の相手の経験と自分の経験について述べる。串田 (2001) は経験につい
て以下のように指摘している。
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知識は話し手と同じような形で聞き手によっても「所有」されうるが、
経験はそうでない。知識は教えればわかるが、経験は経験してない者に
はわからない
串田 (2001：37)

串田 (2001) の指摘からもわかる通り、知識は教えればわかるが、経験に つい
ては経験していない者にはわからない。経験していない者にはその経験がわから
ないはずである。しかしながら、私たちは相手が経験したことを自分の経験に引
き付けて考えたり、想像を働かせたりすることで相手を理解しようとすることが
できる。自分も同じような経験をしたことがある場合、当時の状況や心境を思い
出しながら相手の話に耳を傾けることが可能である。相手が経験したことを自分
は経験したことがない場合や全く見当もつかない経験の場合、その状況を想像す
ることや相手の気持ちを推測することが困難な場合もある。しかしながら、それ
でも私たちは相手に合わせながら、相手の感情を汲み取り、心を察しようとする。
そこには、相手を「認めること」、相手から「認められること」がジレンマと密
接に関わっていることが考えられる。

1.4

本研究の分析の観点

最後に、本研究における分析の観点を述べる。本研究は「語り手の期待と聞き
手の反応」という観点から共感の仕組みを分析する。語り手が経験を語る際、単
に経験談を語るだけではなく、聞き手に共感を求めることがある。一方、聞き手
は単にその経験談を聞くだけでなく、その期待に添う反応をしようとすることが
ある。本研究では「語り手の期待」と「聞き手の反応」に着目して共感発話の連
鎖を分析する。本研究で着目するのは以下のような発話連鎖である。経験を語り、
それに対して共感的な反応を示している場合である。
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(1)

1 A：昨日、彼に振られたの。
2 B：それは辛い。

まず、「語り手の期待」に注目して関連する概念をみる。次に、「聞き手の反
応」に焦点を当てて関連する概念をみる。最後に本研究における分析の観点をま
とめる。
最初に「語り手の期待」についてみていく。語り手は経験を語る場合、単に語
るのではなく、聞き手から共感的な反応が得られることを期待していることが考
えられる。「自慢」、「悩み」、「不満」、「愚痴」、「自己卑下」を語る場合、
語り手は聞き手からなんらかの反応がくることを期待している。しかし、聞き手
からの反応がない場合、語り手は不安になる。経験を語った場合に語り手は聞き
手から反応がくることを期待し、聞き手は経験の語りに対する反応を示そうとす
る。このような語り手と聞き手 の連鎖タイプを Schegloff & Sacks (1973) は
Adjacency pair（隣接対）と呼んでいる。隣接対について、串田 (2013) は自分
が第一対偶成分 (first pair part) を発した場合、相手は次に、第一対偶成分に対
応する第二対偶成分 (second pair part) を発するはずであるという期待を持つ
ことが可能であると述べている。第一対偶成分とは質問や誘いなどのことで、第
二対偶成分とは質問に対する応答や誘いに対する受け入れや断りの ことである 。
語り手が経験を語った場合、自らが語った経験に対してなんらかの反応が聞き
手からくることを期待する。事例 (1) のように経験の語りに対して期待される反
応が、語りの直後にくる場合もあれば、事例 (2) のようにすぐにこない場合も考
えられる。しかし、経験の語りに対して期待される反応を示しているという点で
は共通している。本研究はこのようなやりとりをみる。
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(1)

(2)

1 A：昨日、彼に振られたの。

第一対偶成分 (first pair part)

2 B：それは辛い。

第二対偶成分 (second pair part)

1 A：昨日、彼に振られたの。

第一対偶成分 (first pair part)

2 B：なんて言われたの？
3 A：急に別れようって言われた。
4 B：それは辛い。

第二対偶成分 (second pair part)

上記の事例 (1) の 1A の発話の後に、聞き手から反応がこない場合はどうか。

(3)

1 A：昨日、彼に振られたの。
2 B：……。

事例 (3) のような場合、A は自分の経験の語りが B にとって受け入れられない
ものであったのか、なんらかのトラブルが生じていることに気付くのではないか。
一方の B は反応に戸惑っている、または反応することができないことが考えられ
る。次に事例 (4) をみる。事例 (4) は事例 (3) のように全く反応がないわけで
はなく、一応反応を示しているが十分な反応とはいえず、単に情報として受け取
っているようにみえる。

(4)

1 A：昨日、彼に振られたの。
2 B：ふーん。
3 A：……。

このような場合、A は自分の経験は B には受け止めてもらうことができなかっ
た、または B は自分の気持ちを汲み取ってくれなかったと考える可能性がある。
一方 B は A の経験を単なる情報として受け止めた、または共感的な反応を示すこ
とができないなんからのトラブルがあった可能性も考えられる。次に事例 (5) を
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みる。事例 (4) とは異なり、A の感情を汲み取って反応を示しそうとしているが、
A の期待に応えた反応ではないことが次の 3A の発話からも窺える。

(5)

1 A：昨日、彼に振られたの。
2 B：A がいろいろ我慢し過ぎたことが原因だよ。
3 A：……。

このような場合、A の感情に B は反応しようとしているが、A が期待する反応
ではない。本研究のデータにおいても認識のズレが生じている場面があった。 A
が期待している反応が B からこなかった場合にどのように A と B が認識のズレ
に対処しているのか、調整の仕方も発話連鎖から観察する。以上の事例を踏まえ
ると、A は経験を語った場合に、B から反応がくるはずであるという期待を持つ。
このように経験を語るという第一対偶成分を発した場合に、聞き手から経験の語
りに対する反応（第二対偶成分）がくる「はずである」という期待で繋 がってい
るのが隣接対である。従って「はずである」ものがない場合に、語り手はトラブ
ルが生じていることに気付くことができる。
「はずである」ものがきている場合、
きていない場合という視点を持つことで、会話に参加していない観察者によって
も「語り手の期待」をデータから観察することができる。
次に「聞き手の反応」に注目する。前述した通り、語り手は自らの経験を語る
場合、聞き手から反応が得られるはずであるという期待を持つ。本研究で焦点を
当てる「自慢」、「悩み」、「不満」、「愚痴」、「自己卑下」の 5 つの語りが
語られた場合、語り手は聞き手から単に反応が示されることを期待するだけでな
く、ある特定の反応を期待することが想定される。ある特定の期待とは何かを分
析し、この特定の期待に対して聞き手がどのように語り手の意図を汲み取って、
期待に添う反応を行っているのか、または期待に添う反応を行っていないのかを
「聞き手の反応」に着目して考える。経験の語りを聞いて、聞き手は語り手の期
待に添う反応を示そうとすることもあれば、期待に添う反応を示すことができな
い場合もある。Sacks (1987) は、語り手の期待に聞き手が合わせながら応答を行
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うことで、聞き手は語り手に同意できない場合においても、同意に近いかたちで
期待に添う反応を示そうとすることがあると述べている。

(6) A： That where you live ? Florida ?
B： That’s where I was born.

どこに住んでるの？フロリダ？
そこは私が生まれた場所だよ。

Sacks (1987：60,62 の事例(6) 日本語訳は釜田による)

Sacks (1987：62) は、この事例について以下のように指摘している。フロリダ
に住んでいるかどうかについての質問に対して、B は今、実際に住んではいない
が、生まれたところがフロリダであると述べている。同意に近いかたちで反応す
ることで、同意できないことを示している (Sacks：1987)。本研究で焦点を当て
る「自慢」、「悩み」、「不満」、「愚痴」、「自己卑下」の 5 つの語りにおい
ては、語り手が聞き手に期待している反応が以下のように考えられる。

「自慢」
語り手：聞き手から賞賛されることを期待
「悩み」
語り手：聞き手から解決策が得られることを期待
「不満」
語り手：聞き手から正当性が認められることを期待
「愚痴」
語り手：聞き手から同調してもらえることを期待
「自己卑下」
語り手：聞き手から「そんなことないよ」と否定・「そうだね」と肯定され
ることを期待
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本研究では語り手が経験（「自慢」、「悩み」、「不満」、「愚痴」、「自己
卑下」）を語る際に、聞き手から期待する反応がくるようにどのように経験を語
っているのか、それに対して聞き手はどのように語り手が期待する反応を示そう
としているかを「語り手の期待と聞き手の反応」という観点から共感発話を分析
する。

1.5

本研究の構成

本章では本研究の目的を述べた。以下、第 2 章ではまず、これまでの共感に関
する先行研究について概観し、本研究における共感の定義を提示する。次に「自
慢」、「悩み」、「不満」、「愚痴」、「自己卑下」の 5 つの語りと共感に関す
る先行研究を概観する。第 3 章では、本研究の調査の概要について示す。第 4 章
では 5 つの語りにおける共感発話の連鎖を分析し、その特徴を明らかにする。第
5 章では第 4 章の結果を踏まえて、「自慢」、「悩み」、「不満」、「愚痴」、
「自己卑下」の連鎖を「態度のすり合わせ」の観点から分析する。第 6 章では、
本研究で考察した 5 つの語りの発話連鎖を整理し、今後の課題を述べる。
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第2章

先行研究

2.1

はじめに

本章では、共感に関する先行研究を整理し、本研究における研究の立場を示す。2.2
ではこれまでの研究における共感の定義について概観し、その後に本研究における共
感の定義を述べる。2.3 では共感発話の特徴に関する先行研究に着目する。2.4 では「自
慢」、「悩み」、「不満」、「愚痴」、「自己卑下」における共感発話に関連する研
究を整理する。2.5 では「自慢」、「悩み」、「不満」、「愚痴」、「自己卑下」の
特徴をみる。2.6 では本研究の意義と目的を述べる。

2.2

共感の定義

共感ということばは、一般的にどのような意味で捉えられているのか。辞書に記さ
れている「共感」を簡単に概観する。

考えや感情に親しみをもって、相手と同じように感じること。Sympathy
比較

共鳴。用法

―を覚える
『日本語大辞典』第二版

(1995：546)

①他人の考え・行動に、全くそのとおりだと感ずること。同感
『－を覚える』『彼の人生観に－する』
②『心』[sympathy] 他人の体験する感情を自分のもののように感じること
③『心』[empathy]⇒感情移入
『大辞林』第三版
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(2006：646)

（Sympathy の訳語） 他人の体験する感情や心的状態、あるいは人の主張など
を、自分も全く同じように感じたり理解したりすること。同感
『－を覚える』『－を呼ぶ』→感情移入
『広辞苑』第六版

(2008：735)

その通りと共に感ずる
『日本語源広辞典』 (2012：289)

共感とは、『日本語大辞典』第二版 (1995)、『大辞林』第三版 (2006)、『広辞苑』
第六版 (2008) の辞書において、相手と同じように感じることであると共通して記載
されている。それぞれの辞書の記載を細かくみると、『大辞林』 第三版 (2006) は、
sympathy と empathy を区別している。sympathy は他人の体験する感情を自分のも
ののように感じること、empathy は感情移入とし、empathy は sympathy よりも相
手の感情に入り込むこととして捉えられている。『広辞苑』 第六版 (2008) は、
Sympathy の訳語として共感が解釈されており、同じように感じたり、理解すること
と記載されている。また、感情だけでなく、人の主張も対象としている点が特徴的で
ある。
辞書では、共感とは同じように感じたり、理解したりすることと捉えられている。
従って、共感的な反応を示す場合、まずは同じように感じたり理解しようとしたりす
る、つまり相手の感情を認識することが最初の段階であることが考えられる。そして
次のステップにおいて相手の気持ちや主張を理解したことを相手に伝える、伝えない
場合が想定される。
次に共感の先行研究を概観する。これまでの共感の定義は、研究者によって様々で
ある。特に、心理学の分野を中心に共感の定義に関する議論が行われている。梅田
(2014) は、共感をどのように捉えるかについて、他者の感情状態を共有する神経機能
には、認知的共感と情動的共感の 2 つの要素があることを指摘している。
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・認知的共感 (cognitive empathy)
「他者の心の状態を頭の中で推論し、理解する」：クールな機能
・情動的共感 (emotional empathy)
「他者の心の状態を頭の中で推論するだけでなく、身体反応を伴って理解する」
：ホットな機能

梅田 (2014) は、認知的共感と情動的共感の違いについて、以下のように述べてい
る。
「認知的共感」は、比較的意図的なプロセスを含んでおり、スイッチにた
とえれば、オンオフの切り替えがある程度可能である。たとえば、善人が
何の罪もないのに何らかの罰を受けているようなシーンを見せられると、
それは不適切であると判断し、いやな気持ちや悲しい気持ちを感じたり、
場合によっては、憤りを感じるかもしれない。それはスイッチがオンの状
態である。情報処理の方向性としては、基本的にはトップダウン型の処理
であると考えられる。
「情動的共感」のほうは、スイッチをオフにすることは困難である。情動
的な共感が生じる背景としては、まずその場の状況に接した時点で自動的
に身体が反応してしまい、同時に他者の心の状態を考え、その結果として
共感が認識される。情動的共感は、情報処理の方向性としては、基本的に
はボトムアップ型の処理であえると考えられる。
梅田 (2014：4-5)

梅田 (2014) は上記の区分のプロセスにおいて、他者の心理的状態の推論は必要な
要素であり、それを引き起こす手掛かりとして、身体の反応を前提とする場合が「情
動的共感」であり、身体の反応を前提としない場合が「認知的共感」であると述べて
いる。この区別は共感を示す主体の状態を認識する上で重要な区分であると指摘して
いる。梅田 (2014) が述べている概念を簡単にまとめると以下のようになる。
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情報処理

情報処理

意図的に
オンオフの切り替え替え

身体が自動的に反応

認知的共感

図 2-1

情動的共感

共感を示す主体の状態 (梅田 2014 の概念を筆者が図にまとめた)

梅田 (2014) の指摘は、本研究において重要な示唆を与えている。なぜなら、語り
手と聞き手の発話連鎖の観点から共感の仕組みを分析する際に、認知的共感と情動的
共感の 2 つの要素があることを念頭に置くことで、共感的な反応を示すまでに段階が
あることを踏まえて観察することができるからである。その段階とは「他者の心の状
態を頭の中で推論する」プロセスを経ることである。つまり、語り手の経験を聞いて、
聞き手は単に語り手の感情を推論するだけでなく、反応を示すことで推論したことを
言語化して反映していると解釈することができる。聞き手は語り手の感情を推測し、
語り手が意図していることを汲み取り、その意図を認識したことを伝えているという
視点から発話を観察することができる。
上記で取り上げた「認知的共感」と「情動的共感」の 2 つの要素以外に、研究者に
よっては、共感 (Empathy) と同情 (Sympathy) を区別して分析を行っている場合も
ある。以下の表 2-1 は、共感の定義を本文中で扱っている研究を簡単にまとめたもの
である。

23

表 2-1

先行研究

これまでの共感の定義

定義

Köhler

他者の経験を「感じる」ことを重視。

(1929)

相手と感情を共有することよりも、相手を理解することが重要。

Dymond

他者についての正確な知覚と同じもの。

(1948)
Stotland

観察者が、他者が経験している、または、ある感情を体験しようとしているのを知覚し

(1969：272)

たため、観察者に生じる感情的な反応。

春木

「ある人が感情 （情動） 状態を体験し、それが表出されているとき、それにさらされ

(1975：4)

た他の人が同じような感情状態を体験し、表出するようになること」

Hoffman

他者に代わって、情動的な反応をする。

(1977：713)
Wispé
(1986：318)

共感：相手を理解しようとする試み。
経験に即して他者が何を感じたか内的経験をしたり、相手に関する模倣をしたり
するなど、高度な技術や努力が伴う。
互いを理解するうえで非常に重要だが、それ（理解）があっているかどうかがわ
かることは、非常に少ない。
同情：苦しんでいる他者を見て、それを軽減しようとする意識の高まり。

Redmond

合意を形成するなど、人間関係構築における基本的な要素

(1989)
Eisenberg &
Fabes
(1990

共感：他者の感情や状態に対する感情的な反応。
他者が感じている感情と同じ感情状態になる。
同情：他者が感じる感情と同様の感情状態であるということではない。

：132-133)
澤田

「単なる他者理解という認知過程ではなく、認知と感情の両方を含む過程であり、他者

(1992：18)

の感情の代理的経験、あるいは、共有を必ず伴う」

Davis

これまでの共感の定義を以下のようにまとめている。

(1996：3-7)

共感：積極的。意図的で知的な努力を伴い、他者の「内部に」入りこうもうとする試み。
同情：受動的。他者の情動を観察すると、観察者の中に同じ情動が生み出される。
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ホフマン

自分自身よりも他人の置かれた状況に適した感情的反応。

(2001：5)
梅田

Sympathy：感情の「共鳴現象」的な側面を意味する。受身的な要素。

(2014：6-7)

「これまでの社会心理学的な見解によれば、sympathy は、他者の心の状態とそれに共
鳴する受け手の心の状態が異なる。例えば、自分の大切な人が攻撃を受けていて、悲し
がっているのをみて、悲しみを感じずに、攻撃している人に怒りを感じる場合、他者と
受け手の反応が同じではないことがわかる」
Empathy：「感情移入」的な側面を意味する。能動的な要素。
感情移入：他者と受け手の感情が類似している必要がある。
相手の心の状態を知るための、積極的な手段として考えられてきた。
「1900 年よりも前の哲学や心理学での文献では、sympathy という語しか用いられて
いない。1909 年に感情移入という意味で empathy を心理学者の Edward Bradford
Titchener が対応させことが始まりとされる」

表 2-1 をみると、Köhler (1929) から Hoffman (1977) までの研究では、共感とは
他者の感情や経験から生じる反応であるという点で、概ね共通している。その後、
Wispé (1986) の定義では、共感は、より積極的で努力が伴うことであるとされてい
る。相手への働きかけを伴うことが特徴的であるということが、Davis (1996) の定義
からも窺える。Eisenberg & Fabes (1990) の定義では、共感は相手と同様の感情状態
であり、一方の同情は、必ずしも同じ感情状態である必要はないとされている。
先行研究では、共感とは相手の感情や経験に影響され、相手と類似した感情状態に
なり、相手の心の状態を知るために積極的な働きかけを行うことであるとされている。
一方、同情は、必ずしも相手と同じ、または類似した感情状態である必要はない。
以上の研究を踏まえ、本研究では相手に対しての意識の高まり (Wispé 1986) を越
えて、相手を知ろうと積極的に働きかけること (Davis 1996) で相手の期待に添おう
とすることを共感として捉える。
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2.2.1

同意と共感

本節では、同意と共感について述べる。Pomerantz (1984：65-69) は、評価に対し
て同意を行う場合に、以下の 3 つの特徴があることを挙げている。その 3 つの特徴と
は、最初に評価を行った話者の評価を基準とし、評価に対して同意を行っている話者
の評価表現の程度を 3 つに分類したものである。以下の表 2-2 に示す（日本語訳は釜
田による）。
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表 2-2

Pomerantz (1984) による同意の特徴

Upgrade（格上げ）
J:
→L:

T’s- tsuh beautiful day out isn’t it?

良い天気だね？

Yeh it’s just gorgeous･･･

素晴らしい天気

J は天気が良いと評価をして、L に同意を求めている。L は素晴らしい天気で
であると述べている。天気という同じ評価対象に対して L は J の評価よりも
高めて同意をしている。

Same evaluate（同じ評価）
C:

… She was a nice lady - - I liked her

彼女は素敵な女性だった…
私は好きだった

→G:

I liked her too

私も彼女が好きだった

C は人物を素敵な女性と評価をしている。G も、彼女が好きだったと C と
同じ評価をして同意をしている。

Downgrade（格下げ）
G:
→B:
G:

That’s fantastic

それは素晴らしい

Isn’t that good

それは良いね

That’s marvelous

それは素晴らしい

G は素晴らしいと評価をしており、それに対して B は良いと評価している。
つまり、B は G が最初に行った評価の程度を下げて同意をしている。
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表 2-2 からもわかる通り、格上げ (Upgrade) が最も強い同意を示し、格下げ
(Downgrade) が最も弱い同意である (Pomerantz：1984)。同意は、最初に評価を示
した発話者の評価が基準となっている。共感的な反応を示す場合も、語り手の発話が
基準となっている。しかしながら、同意を示すことと、共感を示すことは異なる点が
ある。それは、なにに同意をするか、共感を示すかということである。例えば、「明
日の待ち合わせは 12 時でいい？」という発話に対して「いいよ」という反応は明日
の予定（待ち合わせ時間）を決めることに対する同意である。しかし、共感的な反応
は、語り手の経験、それに伴う感情に対する反応である。例えば「昨日、振られちゃ
ったの」という発話に対して「大変だったね」という反応は、同意のように「良い」
「良くない」という同意・非同意の観点から反応を行うことができない。つまり、語
り手の経験、感情に対して良い・悪いなどの判断から反応を行うことができない。同
意の場合は「格上げ」によって強い同意を示すことができるが、共感的な反応を示す
場合に、必ずしも「格上げ」が強い共感を示すことになるとは限らない。それは、語
り手がどのような経験として、聞き手に聞いてほしいかに依存するからである。
Pomerantz (1984) の同意を示す場合の「格上げ」、「同じ評価」、「格下げ」の 3
つの特徴は、共感的な反応を示す場合と必ずしも一致するとは限らない。しかし、
Pomerantz (1984) の指摘は、語り手の経験の語り方、聞き手に期待する反応を観察
する際の一つの手掛かりとして本研究に重要な示唆を与えている。
ここまで、同意と共感では異なる特徴があると述べた。しかし、同意と共感には重
なる部分もある。重なる部分は評価の発話という点である。以下の[同意]と[共感]の事
例を参照しながら、重なる部分について述べる。

[同意]
1 A: 今日も一日曇りだね
→2 B: うん
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[共感]
1 A: 今日も一日曇りだね
→2 B: 憂鬱だよね

上記の [同意]と[共感]の事例をみると、どちらの事例も 1A の発話において評価を
行っている点が共通している。しかし 2B において異なる部分がある。[同意]の場合、
1A の曇りという評価をしている発話に対して、2B で同じ評価であることを表明して
いる。一方の[共感]の場合、1A の曇りという評価をしている発話に対して、2B で 1A
の気持ちを汲み取ろうとしている。従って、A の感情に踏み込んでいる。
本研究では、[同意]の 2B の反応のように A の評価に対して B の評価を表明してい
る場合を同意、[共感]の 2B のように A の気持ちや考えを汲み取ろうとしている場合
を共感と解釈する。

2.2.2

本研究における共感の定義

2.2 と 2.2.1 で概観した先行研究を踏まえて、
本研究における共感の定義を提示する。
前述した通り、Wispé (1986) は共感を示すことは、相手を理解しようとする試みで
あり、自らが示した理解があっているかどうかわかることは少ないと指摘している。
相手を理解しようとする試みではあるが、自らが示した理解が正しいかどうかわから
ないという点が、本研究において重要な指摘であると考える。つまり、理解しようと
する試みが共感の特徴といえる。同意においても評価が行われた発話に対して相手の
期待に添う反応をしようとする。しかし、同意の場合は、評価を行った最初の話者の
発話から、聞き手にその評価に対してどう反応を示しほしいかがわかる。本研究で考
える共感は、語り手の考えや気持ちが表明されていない場合や、聞き手にどう反応し
てほしいかが明確に示されていない場合においても、聞き手は語り手の気持ちを汲み
取り、期待に添おうとする態度を表明すると考える。本研究では、以下のように共感
を定義する。
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本研究における共感の定義

相手の考えや気持ちを理解して、相手の期待に添おうとする態度

2.3

共感発話に関する研究

本節では、まず、共感発話に関するこれまでの研究を概観する。
田中 (2002) は、友人同士の雑談において、共感を示している発話に着目し、相手
の心情に共感を示す際の特徴を述べている。そして、相手の心情に賛意を示す場合と
相手の心情を推測して確認する場合があることを指摘している。両者は相手の心情に
共感を示しているが、相手の心情を推測した後が異なる。相手の心情を推測し、その
理解が正しいかどうかを確認する場合としない場合である。田中 (2002) は相手の心
情に共感を示す際の特徴を以下のように分類している。

＜相手の心情に共感を示す＞
①相手の心情に賛意を示す
相手の心情を理解し、それに対する賛意を積極的に示すことで共感を表す。
相手の心情を推測しただけで、実際に正しく理解しているかどうかを確認しない。

②相手の心情を推測して確認する
相手の心情を推測し、言語化することで、その推測が正しいかどうか確認する。
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①と②の特徴を、それぞれ事例に沿って概観する。まず①の事例をみる。

(1)

[以前、バスの中で高校生がマスカラについて話していたという話]

G1： あたしその時マスカラってもんが何か知らなくてー，ほんとに知
らな＝かった，
H2： ＆ わかる，わかる。
G3 :

ほんとに知ら＝なかった

H4： ＆その気持ちよくわかる。んん。
田中 (2002：56)

2

この事例 の G と H は、19 歳の大学生（女性）で、サークル仲間である。G1 のマ
スカラについて知らなかったという発話に対して H2、H4 で「その気持ちがわかる」
と相手の心情に賛意を示している (田中：2002)。
次に②の事例をみる。

(2)

[G が祝日に靴屋のアルバイトをした話]

H1： いっぱい来るでしょ？ 家族連れで。
G2： そう，すごかったよもう子供ギャンギャン泣き騒いでてさもうう
るさいのって何のって。
H3： 靴を倒すなーみたいな？
G4： （笑）そう。
田中 (2002：58)

2

3

トランスクリプトの記号の意味 (田中 2002：51-52)
[ ] 話題に関する説明。 下線 田中(2002) で注目する聞き手の発話。
＝／＆ オーバーラップ開始部。＝は先行発話に、＆は後続発話に記す。
トランスクリプトの記号の意味 (田中 2002：51-52)
[ ] 話題に関する説明。 下線 田中(2002) で注目する聞き手の発話。
（笑）笑い声
？
疑問を表す上昇調のイントネーション
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3

H3 において「靴を倒すなー」と G の心情を代弁し、「みたいな？」と推測が正し
いかどうかを確認している (田中：2002)。
筒井 (2012) も相手の心情を先取りして共感を示すことがあると指摘している。

(3)

[28：(d) 現状（一方）]
（妹が老後のことを気にしているので驚いたという H の話の後）

01G : そっか：でもあたしもさ：もう最近,

情報提供（概要）

02G : .hh ん：なんかちょっと先のことを考えるかな：だ[からそれこそ,

情報提供（概要）

03H :
04

[↓えっ↓何↓考↓え↓て

: (h)ん(h)の(h)？ [hhhhhhh.hh hhh

05G :

継続支持
継続支持

[↑そ↑れ↑こそ老後プランじゃないけど：,=

情報提供（詳細）

06H : =うん.=
07G : =う：んなんか，

情報提供（詳細）

08H : うん.
09G : あ(.) このまま歳い-(.)いったらどうしよう：みたい：[な：=
10H :

情報提供（詳細）

[hhhh

11G : =でそん時に(.) [に-困らへん：：：(.)ように：？
12H :

情報提供（詳細）

[ん.

13H : うんうん.
14G : するにはどう s-したらいいんやろうとか：，.hh なんか：,

情報提供（詳細）

15H : う[ん.
16G :

[ ＞m 前は＜↑さ↑んじゅう(.)前まではいっさい考えれんかったけ[ど：その,

17H :
18

[うん.
(0.3)

19H :[[ (

)

20G :[[ 20 代の頃は [ね：？
21H :

情報提供（詳細）

情報提供（詳細）

[うん.

22G : う:んでも:30 代に入ってからかな:，.hh なんかちょっとずつそういうのも,
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情報提供（詳細）

23H : うん.
24G : [[考え-

情報提供（詳細）

25H : [[うん将来を,

理解

26G : そう s-そうそうそうやっぱ先のこととかもな:？.hh なんか，
27H : ふ::ん.

理解

28G : うん[考えて,
29H :

情報提供（詳細）

[不安になるよね.＝

共感

30G : ＝不[安になる.＝う[:::::::ん.
31H :

[hhhh

情報提供（詳細）

心情の表明

[あたしもすごい不安になる[わ.

32G :

共感

[う::::ん.＝で,

33H : う:[:ん.

筒井 (2012：149-150)

4

4

トランスクリプトの記号の意味 (筒井 2012：346-347)『社会言語科学』第 10 巻第 2 号で特集「相互
行為における言語使用：会話データを用いた研究」が組まれた際に掲載されていた記号一覧
からの抜粋であると述べている。
[
複数の参与者の発する音声が重なり始めている時点は、角括弧( [ ) によって示される。
[[
2 人の話し手が同時に発話を開始するとき、それは、特に 2 重の角括弧 ( [[ ) によって示
される。
( )
聞き取り不可能な箇所は、( ) で示される。空白の大きさは、聞き取り不可能な音声の相
対的な長さに対応している。
(.)
0.2 秒以下の短い間合いは、( ) 内にピリオドを打った記号、つまり (.) という記号によっ
て示される。
=
2 つの発話が途切れなく密着していることは、等号 (＝) で示される。
言葉：： 直前の音が延ばされていることは、コロンで示される。コロンの数は引き伸ばしの相対的
な長さに対応している。
言言葉が不完全なまま途切れていることは、ハイフンで示される。
h
呼気音は h で示される。h の数はそれぞれの音の相対的な長さに対応している。
.h
吸気音は.h で示される。h の数はそれぞれの音の相対的な長さに対応している。
言(h)
呼気音の記号は、笑いを表すのにも用いられる。とくに笑いながら発話が産出されるとき
そのことは、吸気を伴う音のあとに (h) または h を挟むことで示される。
言葉
音の強さは下線によって示される。
言葉： 強勢のおかれた場所は音が高くなりがちである。発話の区切りなどで音が少し高められた
あと、すぐにもとの高さに戻るといったことが、しばしば観察される。このような発声は、
最後の音を表す文字に下線を引き、そのあとに下線のない「引き延ばし」記号 (:) を付すこ
とで示される。
.,?
語尾の音が下がって区切りがついたことはピリオド (.) で示される。音が少し下がって弾
みが付いていることはカンマ (,) で示される。語尾の音が上がっていることは疑問符 (?) で
示さる。
↓↑
音調の極端な上がり下がりは、それぞれ上向き矢印 (↑) と下向き (↓) で示される。
> <
発話のスピードが目立って速くなる部分は、左引きの不等号と右開きの不等号で囲まれる。
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筒井 (2012) は、先の事例について以下のように述べている。G が「やっぱ先のこ
ととかも」「考えて」(26、28 行目) と言ったところで、H は「不安になるよね.」(29
行目) と、G の心情を先取りして共感を示し、G は、先取りを受けて「不安になる.」
と、改めて自らの心情を表明し、H が先取りした発話を受け入れている。H の共感発
話 (29 行目) は、単に G の心情を先取りしているだけなく、「よね」と確認している
点から、田中 (2002) の②に相当することが考えられる。
本研究では、共感を示す際にその理解が正しいかどうか確認している場合と、確認
していない場合のどちらもみていく。その理由は、どちらの場合も語り手が期待する
反応を示そうとしているからである。また、これまでの研究では、どのように共感的
な反応を示しているか、聞き手の発話に焦点が当てられてきた。しかし、語り手がど
のような反応を期待しているかにも注目する必要があると考える。

共感的な反応を示す際の技法に関する研究に Heritage (2011) がある。Heritage
(2011) は、共感的な反応を会話相手の知識や経験の領域の観点から分析を行っている。
語り手は、聞き手が同じ経験をしていない状況においても利用可能なリソースの一部
を述べることで、聞き手に共感的な関与を促進することができると指摘している。

評価を行うことについて、出来事や活動、感覚などは、人がそれらを経験す
ると、評価することの権利を与えられ、経験が共有されると、評価を共有す
ることが可能になる

Heritage (2011：160 日本語訳は釜田による)

本節では、相手領域に関わると考えられる Heritage (2011) の共感を示す際の技法
を取り上げる。
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＜Parallel assessments＞

パラレル（相当）評価

Parallel assessments（パラレル（相当）評価：日本語訳は釜田による）とは「語
り手が語った経験に対して、聞き手が経験を特定せずに、似たようなことを述べるこ
とである。これらの評価は、報告された語り手の経験に、直接的に関与することなく、
「My side」（私の側）の評価として支持したり、語り手が述べたことへの「second」
（2 番目）を表明することである」と Heritage (2011：68 日本語訳は釜田による) は
述べている。以下の事例の発話者の名前について、Dia は Dianne、Cla は Clacia の
ことである。

(4)
1

[ Goodwin and Goodwin 1987：24 ]
Dia:

2
3

Cla: →

4

Dia:

Jeff made en asparagus pie

ジェフはアスパラガスパイを作ってくれた

it was s:::so [: goo:d.

それはとても美味しかった。

[I love it. °Yeah I love [tha:t.

それ大好き。あれが大好き

[<He pu:t uhm,

彼は

Heritage (2011：168 の事例 (11) 日本語訳は釜田による)

5

トランスクリプトの記号の意味 (Stivers, Mondada & Steensig 2011：xiv -xvii)

[

＝
/
(0.5)
.
?

,
::
word
゜

5

Separate left square brackets, one above the other on two successive lines with
utterances by different speakers, indicate a point of overlap onset, whether at the
start of an utterance or later.
Equal signs ordinarily com in pairs – one at the end a line and another at the star of
the next line or one shortly thereafter.
A single slash indicates embodied action that coincides with talk.
Numbers in parentheses indicate silence, represented in seconds; what is given here in
the left here in the left margin indicates second of silence.
The punctuation marks are not used grammatically, but to indicate intonation.
The period indicates a falling, or final, intonation contour, not necessarily the end of a
sentence. Similarly, a question mark indicates rising intonation, not necessarily a
question,
and a comma indicates slightly rising intonation, not necessarily a clause boundary.
A hyphen after a word or part of a word indicates a cut-off or self-interruption.
Colons are used to indicate the prolongation or stretching of the sound just preceding
them. The more colons, the longer the stretching.
Underlining is used to indicate some form of stress or emphasis, either by increased
loudness or higher pitch. The more underling, the greater the emphasis.
The degree sign indicates that the talk following it was markedly quiet or soft.
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「3 行目の Clacia の応答は、時制のシフトをし、また 2 行目の it を that に修復し
て評価を繰り返している。ここでは、直接、経験していることよりもむしろ彼女もま
た、アスパラガスパイが好きであることを明確にしている」と Heritage (2011：168 日
本語訳は釜田による) は述べている。

＜Subjunctive assessments＞

仮定法的評価

Subjunctive assessments（仮定法的評価：日本語訳は釜田による）とは、Parallel
assessments と関連しており、語り手が述べた経験と同じ経験をしたら、同じように
感じるだろうと聞き手が共感を示すことを試みることであると Heritage (2011) は指
摘している。

(5)

[(13)]

1

Dia:

2

:

3

Cla:

4

Dia:

5

:

゜゜
^
|
<

>

<
hhh
(hh)
.hh
(( ))

(word)
BOLD

Jeff made en asparagus pie
it was s:::so [: goo:d.

ジェフはアスパラガスパイを作ってくれた
それはとても美味しかった

[I love it. °Yeah I love [tha:t. それ大好き。あれが大好き。
[<He pu:t uhm, 彼は
(0.7)
When there are two degree signs, the talk between them is markedly softer than the
talk around it.
The circumflex symbol indicates a rise in pitch.
The pipe symbol indicates a fall in pitch.
Used in the reverse order, they indicate that a stretch of talk is markedly slowed or
drawn out.
The “less than” symbol by itself indicates that the immediately following talk is
“jump-started”, i.e., sounds like it starts with a rush.
hearable aspiration is shown where it occurs in the talk by the letter “h” – the more h’s,
the more aspiration. The aspiration may represent breathing, laughter, etc.
If it occurs inside the boundaries of a word, it may be enclosed in parentheses in order
to set it apart from the sounds of the word.
If the aspiration is an inhalation, it is shown with a period before it.
Double parentheses are used to mark transcriber’s descriptions of events, rather than
representations of them. Thus ((cough)), ((sniff)), ((telephone rings)), ((footsteps)),
((whispered)), ((pause)) and the like.
When all or part of an utterance is in parentheses, or the speaker identification is, this
indicates uncertainty on the transcriber’s part, but represents a likely possibility.
In different chapter. They may indicate an embodied action or the focal phenomenon,
and in chapters relying on languages other than English, they may indicate the
original language.
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6

Dia:

Tch! Put crabmeat on th’bo::dum.

蟹の身ものっていた

7

Cla:

Oh:[::.

おぉ

8

Dia:

9

Cla:

=[゜Yeah. Right.

10

Dia:

=[En then jus’ (cut up)/(covered it with) the broc- ’r the

11

:

12

Dia: →

=゜It wz so good

それはとても美味しかった

13

Cla:

゜Right.

そう

14

Cla: →

゜゜(Oh: Go:d that’d be fantastic.)

あれは最高にちがいない

[(Y’ know)/(Made it) with chee::se,=

それにチーズものっていて
そう、そう

asparagus coming out in spokes.=

Heritage (2011：169-170 の事例 (13) 日本語訳は釜田による)

6

「Dianne は、4 行目から 11 行目にかけて、Jeff が作ったアスパラガスパイの特別
な特徴をいくつか述べ、12 行目でアスパラガスパイに対する評価をしている。そして、
14 行目で Clacia が仮定的な表現を示しながら、upgrade（格上げ：日本語訳は釜田
による）をするかたちで反応している。Clacia は、アスパラガスパイを食べた経験が
欠如している状況の中でも、2 つ目の仮定法的評価を行う権限が与えられている」と
Heritage (2011) は述べている。このように、応答者は直接、または似ている経験が
明らかに欠如していても、相手に合わせることが必要とされる状況に置かれているこ
とに気付き、合わせながら応答を行うことは、重要な取り組みである (Heritage
2011：169-171)。
Heritage (2011) の示している技法は、第 1 章で述べた相手領域と密接に関わって
いる。どのように相手の領域に踏み込むことが求められているのか、領域に踏み込ん
でいくかは語り手と聞き手の間で決められていく。このやりとりに本研究は着目する。

6

トランスクリプトの記号の意味は脚注 5 と同様である。
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2.4

「自慢」・「悩み」・「不満」・「愚痴」・「自己卑下」の共感発話

本節では「自慢」、「悩み」、「不満」、「愚痴」、「自己卑下」に対する共感発
話に関連するこれまでの研究を概観する。その目的は「自慢」、「悩み」、「不満」、
「愚痴」、「自己卑下」のそれぞれの語りの特徴を先行研究でみることによって、本
研究で目指す共感発話の連鎖の特徴を体系的に捉える際の手掛かりを得ることである。

2.4.1

「自慢」に対する共感発話

まず、「自慢」に対する共感発話についての先行研究を概観する。「自慢」は、自
分自身で優れていることを誇ることもできれば、他者が賞賛を行い、それに応えるこ
とで、はじめて「自慢」になる場合もある。例えば以下のような場合である。

＜自身による自慢＞
A：「私、実は昔オリンピックでメダルを取ったことがあるの」
B：「え、すごいね」

＜他者に促された自慢＞
B：「この前、友人から聞いたんだけど、A さんは昔オリンピックに出場してメダ
ルを取ったって本当？」
A：「そうなの」
B: 「え、すごいね」

上記の「自身による自慢」の事例は、自分の経験を誇っている場合である。「他者
に促された自慢」の場合は、B の発話に対して A が肯定的な応答や B の発話を受け入
れることで、はじめて「自慢」となる。もし A が「違うの」と理由説明を開始した場
合は、B の発話を否定し、受け入れていないことになり、「自慢」を回避することに
なる。本研究では、前者の「自身による自慢」に着目する。「自慢」を自らが語る場
合、語り手は聞き手から「すごいね」と賞賛されたり、「良いな」と羨まれるような
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反応が示されたりすること期待している。しかしながら、積極的に「自慢」を語ると
聞き手に不快感を与えてしまうリスクも生じる。本研究では、このようなリスクがあ
りながらも語り手は、聞き手に賞賛されたいと期待する場合、どのように語ることで
聞き手に「自慢」が受け入れられるのか、または受け入れられないのかを検討する。
Pomerantz (1978) は「自慢」が語られるときの特徴について、「自慢」を制御す
る「自慢」の制約システムがあると述べている。そのシステムとは、語り手自身、ま
たは他者によって「自慢」が回避されるものである。他者によって「自慢」の制約シ
ステムが実施される場合は、語り手が「自慢」を回避せずに語たることで、聞き手が
語り手の次のターンで「自慢」を抑えるべきであると気付かせるようなときである。
その方法の 1 つには、語り手が「自慢」をしたことに対して、聞き手が批判的な評価
を行うような方法が挙げられると Pomerantz (1978) は指摘している。以下の事例
(6) は他者によって「自慢」が抑えられている。事例 (7) は他者によって「自慢」が
促されている。

(6)

[GTS:2:17]
K:

・ A:

..Y’ see I’m so terrific,

私は素晴らしい

Y’ see folks, he is very vain, an’ he realizes his

彼はうぬぼれている、

mature talents compared to our meager con-

私たちの脳と比べて

tents of our minds.

彼がどれだけ優れているか

Pomerantz (1978：89 日本語訳は釜田による)
7

トランスクリプトの記号の意味 (Schenkein 1978：xii -xvi)
(0.0)
Intervals within and between utternces
When intervals in the stream of talk occur, they are timed in tenths of a second and
inserted within parentheses, either within an utterance:
(0.0) LIL: When I was (0.6) oh nine or ten
or between utterances:
HAL: Step right up
(1.3)
HAL: I said step right up
(0.8)
JOE:
Are you talking to me
－
A short untimed pause within an utterance is indicated by a dash:
－ DEE: Umm － my mother will be right in
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7

(7)
・ R:

[GTS:2:17]

You should see this paper she wrote. －Eighty
pages.

(21)

80 ページ彼女が書いたのをあなたは見るべきだよ
(1.0)

・ R:

I have to brag about you Dotty.

あなたを誇りに思うよ

(1.5)
・ R:
D:

Quite a masterpiece.

かなりの傑作だよ

Thank you.

ありがとう
Pomerantz

(1978：91 日本語訳は釜田による)

8

事例 (6) では、K の「自慢」に対して A が批判的な評価を行っており、事例 (7) で
は、D が書いたものについて R が褒めているが、D は R の発話の後にすぐに反応を示
しておらず、「かなりの傑作だよ」という発話の後に「ありがとう」と反応を示して
いる (Pomerantz：1978)。語り手自身による「自慢」の回避については、会話者たち
が互いに尊敬しており、聞き手によって適切に賞賛が示されることで、当事者は自分
から「自慢」を言うことを回避することがあると Pomerantz (1978) は述べている。

A period indicates a stopping fall in tone, not necessarily the end of a sentence.
A comma indicates a continuing intonation, not necessarily between clauses of
sentences.
A single dash indicates a halting, abrupt cutoff, or, when multiple dashes hyphenate
the syllables of a word or connect strings of words, the stream of talk so marked has a
stammering quality.
Italics Emphasis is indicated by varieties of italics, the larger the italics, the greater is the
relative local stress:
italics ANN: It happens to be mine
・
The left-hand margin og the transcript is sometimes used to point to a feature of
interst to the analyst at the time the fragment is introduced in the text. Very often the
reader is drawn to lines in the transcript where the phenomenon of interest occurs by
large dots (bullets) in the left-hand margin; for example, if the analyst had been
involved in a discussion of “ continuations” and introduced the following fragment,
DON: I like that blue one very much
・ SAM: And I’ll bet your wife would like it
DON: If I had the money I’d get one for her
・ SAM: And one for your mother too I’ll bet
・・・
Horizontal ellipses indicates that an utterance is being reported only in part, with
additional speech either coming before, in the middle, or after the reported fragment,
depending on the location of the ellipses.
トランスクリプトの記号の意味は脚注 7 と同様である。
．
,

8
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以上のように、一般的には「自慢」を積極的に語ることが避けられるという傾向が
ある。その理由の 1 つには積極的に「自慢」を語ることでそれを聞いている側に不快
感を与えてしまう可能性が挙げられる。本研究では自らの経験をポジティブな経験と
して誇る場合に、どのようにそれを語るのか、聞き手は賞賛を示すような反応を行う
のかどうかに焦点を当てる。

2.4.2

「悩み」に対する共感発話

本節では「悩み」に対する共感発話についての先行研究を概観する。「悩み」の語
りに対する共感発話に着目している研究に、安井 (2012) の研究が挙げられる。実際
の会話の中で「でも、わかる」のように、先行する発話に対して理解を示す前に、こ
れまで逆説と考えられている「でも」を使うことが観察され、更に「でも」に続く内
容は、反論ではなく理解の提示が続いている (安井：2012)。

(8)

[Japanese Friends Talk, Turtleneck2]

1

Y:

2

M:

3→

H:

もうあきらめた [ って言って
[ いや－
でもね

気持ちはわかる
安井 (2012：89 の事例(1))

9

安井 (2012) は、このような「でも」が観察されるのは、語られた悩みや、問題が
一般的に理解・共感できないと思われるような場合や、話し手とは共通の経験を持た
ない立場にある聞き手が、話し手の悩み語りに対して、理解や共感を示す場合にみら
れると述べている。悩みを聞いた後、聞き手が容易に「そう、わかる」と言い、その
まますぐに共感を示すことが不自然に感じられる文脈において「でも」の使用が可能
9

Jefforson の CA のトランスクリプション規則に従ったと安井 (2012) は述べている。
トランスクリプトの記号の意味 (安井 2012：100-101) 。
[
発話の重なりの開始
直前の音が中断されている
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となっている (安井：2012)。
戸江 (2008) は、「悩み」の前触れについての特徴を指摘している。乳幼児を持つ
母親同士の子育てに関する悩みごとの会話を分析対象としている。まず、質問が行わ
れ、その質問に応答が得られてから、質問を行った者が自らの悩みを語り始める。従
って、応答の後に質問者が話を切り出す場所が、最初の質問によってあらかじめ用意
されている。このような発話連鎖を「糸口質問」と呼び、質問することが自分の話を
する「糸口」となっている (戸江：2008)。

(9)

[データ 1

就寝時間]

((高橋と堀江という 2 人の母親が、子供と一緒に食事をしている。アキラは高橋の息
子。高橋は食事を終えた様子))
01 高橋

：>アキラ<もうちょ- もうちょっと

02

食べたらごちそうさま゜しようか゜

03

(10.4)

04 高橋†：夜何時ぐらいに寝る？
05

(1.0)

((堀江は咀嚼している))

06 堀江‡：ん 9 時まで(寝ない／いま)
07 高橋

：あっいい：：なあ

08

(0.6)

((堀江が肯く))

09 高橋→：もうだんだん遅くなって,
10 堀江

：あほんま？

11 高橋→：いま<10>時 (0.2) 早くて 9 時
12
13 堀江
14

→

[(かな) 10 時] 半ぐらいふつう
：[あ：：あ：：]
(0.3)

15 高橋→：とか
16

(0.5)
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17 高橋→：10 時かな：：：
18

(2.4)

19 堀江

：んでも 5 時半頃起きんねん.
戸江

(2008：137)

10

4 行目の高橋の糸口質問に、堀江が 6 行目で回答した後に、自分で質問をしたこと
について話し始めており、戸江 (2008) は、このような手続きの進行イメージを以下
のように示している。

1 A:

糸口質問

2 B:

回答

3 A:

質問したことについての自分の語り

( +さらなる語り)

戸江 (2008：139)

戸江 (2008) は、糸口質問が「悩みごとの前触れ」という性質を持ち、糸口質問は
質問すること自体が悩みごとを含意していると述べている。
安井 (2012) は言語表現の観点から共感発話に焦点を当て、戸江 (2008) は「悩み」
の構造を語り手と聞き手の発話連鎖から検討している。この 2 つの研究は本研究にお
いて重要な示唆を与えている。なぜなら、「悩み」が語られるまでに段階があること
や語られた悩みが一般的に理解・共感できないと思われるようなときに、どのように
聞き手は反応を示すのかという点を考える際の手掛かりとなるからである。

2.4.3

「不満」に対する共感発話

本節では「不満」に対する共感発話についての先行研究を概観する。「不満」に対
する共感発話を分析している研究に、吉兼・藤浦・田中・今田・高井 (2013) の研究
が挙げられる。吉兼・藤浦・田中・今田・高井 (2013) は、「不安・不満」の語られ
10

戸江 (2008) は、データ中に使用している記号について「†」は糸口質問、「‡」は回答、「→」は
切り出された質問者の語りとして説明している。
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方から、どのように共感が構築されていくかを検討している。大学入学後の 4 月と 5
月に、同じ大学に在籍する日本人新入生の 10 組 (2 人 1 組) の 30 分の自由会話を分
析している。以下の事例は、A (男) と B (女) が共に通うキャンパス周辺（最寄駅）
に関する「不満」が話題として取り上げてられている (吉兼・藤浦・田中・今田・高
井：2013)。

(10) [ データ「大学の近くは不便」]

01A :

↑ ○○（（大学最寄駅））って

提議（～って）

02

不便やんな.いうて：.

評価語＋やんな

03B :

うん.なんかおしゃれな店とか

同意＋理由

04

ないから[さ：.

05A :
06B :
07

[ない.絶対ない.

評価の格上げ

うん.結局服とか買いたいと思

同意＋理由続き

ったらさ[：なんか.

08A :

[そうそうそう.困る

強い同意

09

よな

評価語＋よな

10B :

ちょっとサンダルほしいって

例示＋じゃん

11

いうのもさ[あ：,

12A :

買えない＝

[そ：：：う.

13B :

＝じゃん.

14A :

めっちゃ困る.

15B :

うん.

同意

評価の格上げ

吉兼・藤浦・田中・今田・高井 (2013：3)

11

トランスクリプトの記号の意味は論文に記載されていない。
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11

キャンパス周辺について、A は「不便」という評価語で不満を示しながら、「やん
な」と加えて、同じキャンパスに通っている B に同意を求め (1、2 行目) 、それに対
して B は 3、4 行目で同意を示しながら理由も述べることで、同じ事柄に不満を持っ
ていることを強く示している。その後も、不満を述べ合うことが続き、同意し合うこ
とで、互いに共感を示している (吉兼・藤浦・田中・今田・高井：2013)。
この分析結果から、「不満」というネガティブな要素を含む語りの中で、共感を示
し合うことが関係を構築していく 1 つの方法に繋がることが窺える。本研究の「不満」
における共感発話の展開に関連する重要な研究であると考える。

2.4.4

「愚痴」に対する共感発話

本節では「愚痴」に対する共感発話についての先行研究を概観する。「愚痴」と「不
満」に対する共感発話を分析している早野 (2013) の研究を取り上げる。早野 (2013)12
は、避難生活を送っている者が、避難生活における困難について不満を口にするのは、
当たり前のことかもしれないが、実際の会話を観察すると、不満を口にすることは、
必ずしも当然のこととして捉えられておらず、なるべくこらえようとすると指摘して
いる。早野 (2013：176) は「不満を述べる」ことを「実際の状況が、あるべき、望
ましい状況でないと主張・示唆」のような発話を捉える場合に使うと述べている。
次の事例は、不満を語る中で、利用者が自らの振る舞いを「愚痴」として特徴づけ
ていると早野 (2013) は述べている。

12

早野 (2013) は、2011 年に起きた東日本語大震災、及び福島第一原子力発電所事故によって避難を
余儀なくされた人々と、現地の、または日本の各地から福島県を訪れた足湯ボランティア達との会
話に着目している。足湯ボランティアとは、避難所や応急仮説住宅の住民に足湯を提供し、両手・
両腕のマッサージを行いながら、避難住民の話に耳を傾ける活動である (西阪：2013)。足湯ボラン
ティアを利用している被災地の住民を、分析の中では「利用者」と呼んでいる (早野：2013)。
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(11)
1 利用者:

=う:ん，あのち 聞いてくれる人聞いてくれない人

2

いるでしょ↓:

3 ボラン:

はい.

4

(1.2)

5 ボラン:

聞い t- 聞いてくれない人いるんですか？=

6 利用者:

=い↑る ↓よ:.

7

(1.0)

8 ボラン:

仕事:- 仕事しご[とで

9 利用者:

[>仕事で忙しいから<=

10 ボラン:

=う::ん(0.3) そっ[か

11 利用者:
12

[だ:ら s- だんだんストレスたまって
→ ↑来っと:，(0.3) その人によって↓:，ぐち-ぐち- (0.2)

13
14 ボラン:→
15 利用者:

あたっちゃうから，=
=゜んん゜=余裕がなくなっちゃうんだ
(あ言っちゃうんで) <そ-それがなま:楽しくはなし-

16

してくれんだ みんな

17

(1.0)

18 ボラン:

お↑しゃべりね，s- た↑のしいですもんやっぱあ[たし=

19 利用者:

[う:ん

20 ボラン:

=↑東京から来てるんで:，

21 利用者:

んん

22 ボラン:

なんか色々こっちの方の話聞けるのも楽しいし
早野 (2013：176-177 の事例(2))

13

トランスクリプトの記号の意味 (西阪・早野・須永・黒嶋・岩田：2013 vi-xiv) 。ジェファソンの書
き起こしシステムを、日本語用にアレンジしたものであり、西阪のウェブサイトに公開されている
システムを土台にしているが、個々の記述については、著者間で議論を行い、変更が施されている
と述べている。
[
複数の参加者の発する音声が重なり始めている時点は、角括弧 ( [ ) によって示される。
[]
重なりの終わりが示されることもある。
[[
二人の話し手が同時に発話を開始するとき、その開始時点は、二重の角括弧 ( [[ ) によって
示れる。
＝
二つの発話が途切れなく密着していることは、等号 (=) で示される。
( )
聞き取りが不可能な箇所は、 ( ) で示される。空白の大きさは、聞き取り不可能な音声の
相対的な長さに対応している。

13
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早野 (2013) は事例 (11) について以下のように述べている。利用者の 11～13 行目
の発話は、批判を直接的に述べているかたちをとっておらず、「ストレスがたまって
くると、相手によってはぐちぐちあたってしまうの」という「報告」に過ぎない。「ぐ
ちぐちあたる」という否定的なニュアンスを持つ表現を使用して、自分の振る舞いを
表していること自体に利用者の自己批判的な態度がみてとれ、ストレスがたまり、普
段であればしない、するべきでないとわかっている行為をしてしまう状況に自分が陥

(言葉)

また聞き取りが確定できないときは、当該文字列が ( ) で括られる。
(n.m) 音声が途切れている状態があるときは、その秒数がほぼ 0.2 秒ごとに ( ) 内に示さ
れる。
(.)
0.2 秒以下の短い間合いは、( ) にピリオドを打った記号、つまり (.) という記号によって示
さる。
::
直前の音が延ばされていることは、コロンで示される。コロンの数は引き延ばしの相対的な
長さに対応している。
言言葉が不完全なまま途切れていることは、ハイフンで示される。
h
呼気音は、hh で示される。h の数はそれぞれの音の相対的な長さに対応している。
.h
吸気音は、.hh (h の前にピリオドを付したもの) で示される。H の数はそれぞれの音の相対
的な長さに対応している。
言(h)
呼気音の記号は、笑いを表すものにももちいられる。とくに笑いながら発話が産出されると
きそのことは、呼気をともなう音のあとに(h)を挟むことで示される。
¥ ¥
発話が笑いながらなされているわけではないけれど、笑い声でなされているということもあ
る。そのときは、当該箇所を¥で囲む。
heh/hah/huh
笑い声は、h に近似の母音を組み合わせた形で表す。
下線
音の強さ（強勢）は下線によって示される。
言葉:
音が強勢により少し高められたあと、すぐにもとの高さに戻るような発声方法が、しばしば
観察される。このような発声方法は、最後の母音に下線を引き、そのあとに下線のない「引
き伸ばし」記号（コロン）を付すことで示される。
言葉:
末尾の音の直後が強勢により少し高められるような発声方法も、しばしば観察される
言葉::
末尾の音の直後が少し強められて（その結果音程も少し高くなり）、すぐにもとにもどるよ
うな発声方法も、しばしば観察される。
大
音が大きいことは、斜体により示される。
゜゜
音が小さいことは、当該箇所が゜で囲まれることにより示される。
.
語尾の音が十分下がって、発話完了のような音調が作られるとき、そのことはピリオドで (.)
示される。
,
音が少し下がって、発話途中の区切りのような音調が作られるとき、そのことは(,)で示さる。
?
語尾の音が十分上がって、発話完了のような音調が作られるとき、そのことは疑問符 (?) で
示される。
¿
語尾の音が少しだけ上がって聞こえるとき、逆疑問符 (¿) を付すこともある。
↑↓
音調の上がり下がりは、それぞれ上向き矢印 (↑) と下向き矢印 (↓) で示されることもある。
言葉_
末尾の音の高さが平坦であることは、音の直後に、下線の付された空白を設けることで示さ
る。
><
発話のスピードが目立って速くなる部分は、左開きの不等号と右向きの不等号で囲まれる。
<>
発話のスピードが目立って遅くなる部分は、右開きの不等号と左開きの不等号で囲まれる。
<言葉
急いで押し出されるように発言が始まるとき、そのことは右開きの不等号 ( < ) がその発言
の冒頭に付されることで示される。
# #
声がさすれている部分は、# で囲まれる。
*
実際に発せられた音は、50 音によって明確に弁別できるとはかぎらない。そのようなときと
りあえず近似の文字にアステリスク ( * ) が付されることで、実際の音は必ずしも書かれた
音そのものではないことが、示される。
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っていることが考えられる。利用者の 11 行目～13 行目の発話に対する 14 行目のボ
ランティアの「余裕がなくなっちゃうんだ」という言い方について、利用者が先に述
べたぐちぐちあたってしまうことの理由を言い換えているものとして聞くことができ、
そうすることで、利用者が自己批判的に報告した「ぐちぐちあたる」という振る舞い
を我慢できる状態になく、やむをえずしたことなのだろうという共感的な理解を示し
ていると早野 (2013) は述べている。早野 (2013) の、語り方から聞き手が語り手の
意図を汲みとって歩み寄りの反応を示しているという分析は、本研究にとって重要な
指摘である。

2.4.5

「自己卑下」に対する共感発話

本節では「自己卑下」に対する共感発話についての先行研究を概観する。Pomerantz
(1984) は「自己卑下」が語られる場合、語り手は聞き手に「そんなことないよ」と「自
己卑下」を否定してもらえることを期待していると述べている。

(12) [ (AP:fn) ]
((L, the hostess, is showing slides.))
L：You’re not bored (huh) ?

退屈ですか？

S：Bored? ＝

退屈？

→ S：＝No. We’re fascinated.

興味深いです。

Pomerantz (1984：84 の事例 (56) 日本語訳は釜田による)

14

トランスクリプトの記号の意味 (Atkinson & Heritage 1984：ix-xvi) は以下の通りである。
[
Overlapping utterances
(0.0)
Intervals within and between utterances
Co:lon
A colon indicates an extension of the sound or syllable it follows
Co::lons
More colons prolong the steretch
.
A period indicates a stopping fall in tone, not necessarily between clauses of
sentences.
,
A comma indicates a continuing intonation, not necessarily between clauses of
sentences.
?
A question mark indicates a rising inflection, not necessarily a question.
=
When there is no interval between adjacent utterances, the second being latched
immediately to the first (without overlapping it), the utterances are linked
together with equal signs.
14
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L が自分のスライドを見せながら S に退屈かどうか聞くこと自体が「自己卑下」で
あり、S は興味深いと反応することで L の「自己卑下」を否定している。
今田 (2014) は、留学生と日本人の会話に着目し、「自己卑下」に対して肯定する
ような会話が観察されると述べている。出会いの初期の会話においては、話し手が「自
己卑下」のような経験談を行ったときに、その聞き手も類似経験を示すことで、共通
の基盤を持たない 2 人が、互いの経験上の共通点を探し、共有基盤を作り上げようす
る。しかしながら、時間の経過と共に相手の長所や短所を含めて把握していることを
示しながら「自己卑下」を肯定するようになり、単に根拠もなく「自己卑下」を否定
するよりも、積み重ねられた日常の共通経験から、相手のことを理解していることを
表明するようになる (今田：2014) 。

(13)

[2011 年 9 月 30 日「おしゃべりが苦手」]

001 ダオ:

でもまあやっぱりまあおしゃべりっていうのが 1 番-は-結構大切な:

002

こと::で[:

003 山平

[素質なんだ

004 ダオ:⇒

素質::なんだな::: (1.0) だから自分全然 (0.6) 向いてない:

005 山平:⇒

確かに.

006

(0.2)

007 ダオ:

と: (.) 学 [校- 学せ-学生時代わかった.

008 山平:

[ta-

009 山平:

>というか<ダオくん，あ:日本のガイドさんはできそう

010

(.)

011 ダオ:

は?

012 山平:

日本人相手はできそうだよ:

013 ダオ:

なんで::?

mine
hhh ・hhh
(

)

A single dash indicates a halting, abrupt cutoff, or when multiple dashes
hyphenate the syllables of a word or connect strings of words the stream of talk so
marked has a stammering quality.
Emphasis is indicated by underlining
Adudible aspirations (hhh) and inhalations (・hhh) are inserted in the speech
where they occur.
In addition to the timings of intervals and inserted aspirations and inhalations,
items enclosed within single parentheses are in doubt.
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014

(1.4)

015 山平:

日本人比較的ほっとかれるの好きじゃん.

016

(0.2)

017 ダオ:

あ:::::::

018 山平:

で:ちょっと困ってる時にフォローするとかその:

019

そういった(.)k 気配りのほうが日本は大事だ(.)からその:

020 ダオ:

へ:::[:

021 山平:

[ず:::っとエンターテインしてるよりも:[?

022 ダオ:
023
024 ダオ:

[fun:n:n:
(1.4)
お:::[:

025 山平: ⇒

[だ::か:らっそのへんの日本の気配りが:たとえば(.)さ(.)

026

X さん ((先般にあたるタイ人女子留学生)) だったり

027

ダオくんだったりはうまいと思う.

028 ダオ:

お::::: (1.0) ん:ぼく:(たぶん) X さんは全然ちがう:

029 山平:

え::そお::？

030

(0.6)

031 ダオ:

(相当:ほんま) タイ人の(.)-の:に対してのもてなしとかも

032

すごいうまい.

033 山平:

う::ん

034 ダオ: ⇒ ぼくはどっちかっていうと: (0.5) m - マイさんとかに
035

言われないと::自分 - 自らは何も- [できないし:

036
037 ダオ:

[あ:::::
感じ::¿

038 山平: ⇒ 尻に敷かれてるもんねみんなに
039

(4.0)
今田

(2014：134-135 の事例 21)

トランスクリプトの記号の意味は以下の通りである (今田 2014：66)。
[
複数の参与者の声の重なり始め。
[ ]
重なりの終わりが示されることもある。
＝
2 つの発話が途切れなく密着している。
(
)
聞き取りが不可能な箇所。
( 言葉 ) 聞き取りが確定できないとき。
(m.n)
音声が途絶えている状態。その秒数が (
) 内に示される。
(.)
0.2 秒以下の短い間合い。
言葉::
直前の音の引き延ばし。コロンの数は引き伸ばしの相対的な長さに対応。
言言葉が不完全なまま途切れている状態。
Hh
呼気音 (h の数はそれぞの音の相対的な長さに対応)。
15
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15

今田 (2014) はこれらの事例について以下のように述べている。山平は、5 行目で
ダオの「自己卑下」を肯定しているが、その後で、山平が、ダオは日本的な気配りが
うまいため日本のガイドならできそうであると褒めるが、その後もダオの「自己卑下」
が続き、山平は 36 行目で「あ::::」と理解を示している。山平はダオの「自己卑下」
を肯定しているが、
それはダオの長所や短所を含めて把握していることを示している。
「おしゃべりではないからガイドの素質がない」という「自己卑下」に対して「（お
しゃべりではないが）気遣いができるので、日本のガイドに向いている」という代替
案を提示しており、これらは、単に根拠もなく「自己卑下」を否定するよりも、積み
重ねられた日常の共通経験から、相手のことを深く理解していることを示している。
以上のように、「自己卑下」は、語り手が聞き手に否定してもらいたいと期待する
場合と肯定してもらいたいと期待する場合があり、聞き手は語りの中から語り手の意
図を汲み取ることが求められる。今田 (2014) の事例のように「自己卑下」に対する
肯定が問題なく行われる場合もあるが、一歩間違うと語り手の能力を否定することに
繋がるリスクもある。「自己卑下」は語り手の能力と直接関わるため、聞き手には慎
重な反応が求められると考える。

2.5 「自慢」･「悩み」･「不満」･「愚痴」･「自己卑下」の特徴
本節では、「自慢」･「悩み」･「不満」･「愚痴」･「自己卑下」の特徴を述べる。
まずは「自慢」の特徴について考える。次に「悩み」、「不満」、「愚痴」、「自己
卑下」の特徴を整理する。

.hh
言 (h)
¥

¥

言葉
゜ ゜
.,?
!
↑↓
> <
< >
((
))

吸気音 (h の数はそれぞの音の相対的な長さに対応)。
呼気音の記号は、笑いを表すのにも用いられる。特に笑いながら発話が産
出される時、そのことは、呼気を伴う音の後に (h) または h を挟むことで示す。
発話が笑いながら為されているわけではないが、笑い声で為されているというとき、当該箇所
を¥で囲む。
音の強さは下線によって示される。
音が小さいことは、当該箇所が゜で囲まれることによる示される。
語尾の下がりはピリオド (.) で示される。音が少し下がって弾みがついていることはカンマ
(,) で示される。語尾の音が上がっていることは疑問符(?) で示される。
直前の音が弾みつきで強く発されていることは、感嘆符 (!) で示される
音調の極端な上がり下がりはそれぞれ上向き矢印 (↑) と下向き矢印 (↓) で示される。
発話のスピードが目立って早くなる部分。
発話のスピードが目立って遅くなる部分。
発言の要約や、その他の注記は二重括弧で囲まれる。
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[自慢]
最初に「自慢」の特徴をみる。「自慢」は、辞書の記述によると以下のように述べ
られている。

自分のことや自分に関係のあることを他人に誇ること
『大辞林』 第三版 (2006：1144)

自分や、自分に関係の深いものを、自分でほめ人に誇ること
『広辞苑』 第六版 (2008：1284)

自分で自分や自分に関係のあることを他に誇ること
『日本語大辞典』 第二版 (1995：969)

辞書では、「自慢」とは自分のことを他人に誇ることであると記載されている。し
かし、実際の会話の中で「自慢」をする際には、同時に聞き手に賞賛されることや羨
ましいという反応を期待していることが考えられる。「自慢」の本質を捉えるために
は、語り手がどのように「自慢」を語り、聞き手がどう反応しているかを明らかにす
る必要があると考える。
戸江 (2008) は、子育てに関する悩みごとの会話を分析しており、以下のように述
べている。乳幼児を持つ母親たちは、自分の子供の成長について語るとき、それが自
慢として聞かれる可能性に敏感である。また自分の子供のことを自慢していると捉え
られることを避けようとする。この戸江 (2008) の主張は、本研究に重要な手掛かり
を与えている。なぜなら、会話参加者の立場が同じである場合、自分と相手の比較に
繋がる可能性が高いため、「自慢」を語ることに対して敏感になることが考えられる
からである。本研究の調査対象者は同じ大学、学生の身分で立場が同等であるため、
大学生同士の会話の場合においても、「自慢」が語り手と聞き手との比較に繋がる可
能性が想定される。
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本研究は、自分の能力などに留まらず、自分が所有しているものや、自分と関係が
ある・あった出来事について誇っている場合なども「自慢」として捉える。本研究に
おいて「自慢を語る」ことは「自分のことや、自分に関係のあることを他人に誇るこ
とで、賞賛されることを期待している語り」とする。
本研究では、例えば、以下のような場合を「自慢」の語りと捉える。以下では、語
り手は希望していた会社から内定をもらった経験を誇ることで、聞き手から賞賛が示
されることを期待している。

「昨日、第一希望だった会社から内定もらったの」

[悩み] ･ [不満] ･ [愚痴] ･ [自己卑下]
次に「悩み」、「不満」、「愚痴」、「自己卑下」の特徴をみる。
これら 4 つは、トラブルの語りという点で共通している。そのため、まずトラブルの
語りにおける特徴をみる。Jefferson (1988) は、トラブルの語りにおいて、トラブル
の中核を表明する際に 3 つの段階があることを指摘している。

1.

説明・表明

(Exposition)

↓
2.

相手の態度に歩み寄る

(Affiliation)

↓
3.

相手の態度に歩み寄る応答 (Affiliation

Response)

Jefferson (1988：420 日本語訳は釜田による)

トラブルの表明は 3 段階から構成されている。1 ではトラブルの表明をしたり、説
明をしたりする。2 では、1 のトラブルの表明に対して相手の態度に歩み寄るような
共感的な反応を示す。3 では、2 の共感的な反応に対して感情を表明して相手の態度
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に歩み寄ろうとする応答を行う。2 の段階で、共感的な反応を示すことによって、語
り手が感情を表明できるよう促していると Jefferson (1988) は述べている。以下がそ
の事例であり、M が日曜日から抗生物質を飲んでいるという語りから始まる。

(14)

[C.2 C.3 (1) JG:1:19:1Gold Trans]

M:

I been taking antibiotics ever since Sunday.

S:

Ohh.

M:

And uh I w-h-h-en I lie down or when I get up it feels like the m::flesh is
Pulling off of my bones.

S:

How awful.

M:

Oh I have listen I was in such excruciating pain yesterday

←
←

and the day before that I really I just didn’t know what to do I just pulled
my hair.
Jefferson

(14－日本語訳)

(1988：428)

[C.2 C.3 (1) JG:1:19:1Gold Trans]

M： 日曜日から抗生物質を飲んでるの
S：

おお

M： 横になったりしようとしたり、起き上がろうとしたりすると骨を突き刺す
ような痛みを感じるの
S：

ひどいことだわ

←

M： 昨日も耐えられないぐらい痛かった

←

そしておとといは髪を引っ張ってたことにも気付かないぐらい痛かった

Jefferson (1988：428 日本語訳は釜田による)
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まず、M は日曜日から抗生物質を飲んでいて「骨を突き刺すような痛みを感じる」
と述べている。その直後に S が「ひどいことだわ」と共感的な反応を示している (1
つ目の矢印「←」) 。これに対して、M は「昨日は耐えられないぐらい痛かった」と
述べている (2 つ目の矢印「←」) 。このように、トラブルの語りにおける聞き手の共
感的な反応が、語り手の感情表明を促していると Jefferson (1988) は指摘している。
Jefferson (1988) の研究は、トラブルの語りに段階性があること、またトラブルの
語り手と聞き手のやりとりの発話の連鎖を明らかにしている点において重要な研究で
ある。しかしながら、トラブルと言っても様々なトラブルがある。本研究では、トラ
ブルの語りについて、一歩踏み込んで「悩み」、「不満」、「愚痴」、「自己卑下」
のように細かく捉え、検討する。つまり、本研究では同じトラブルでも「悩み」、「不
満」、「愚痴」、「自己卑下」では語り手が聞き手に期待する反応に違いがあり、聞
き手の反応においてもそれぞれの語りによって特徴があることが想定される。従来、
この違いについて考察されてこなかったが、本研究においては、この違いを検討する
ことにより、語り手の意図を聞き手がどのように汲み取り、調整しながら反応を示し
ているかを体系的に捉えることができると考える。これまでの研究は、「共感的な反
応」としてひとまとめにしているため、共感的な反応の特徴そのものには焦点を当て
ていない。語り手が期待している反応に対して、どのような共感的な反応が示されて
いるかについても本研究では検討する。
以下、「悩み」、「不満」、「愚痴」、「自己卑下」の順に、辞書の記載をもとに
整理し、4 つの違いについて論じていく。

①

悩み

本研究は、「悩み」を語るという視点から語りを捉える。ここでは、まず「悩み」
ということはどのようなことかに注目し、次に「悩む」ということを考える。「悩み」
と「悩む」の両方を取り上げて検討する。「悩み」や「悩み」を抱えるなどという場
合は、当事者が頭の中で考えたり、
当事者自身の内に秘めておいたりすることである。
「悩み」を語ることで、他者にその悩みを打ち明けるという行動が伴うことになる。
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一方、「悩む」場合も当事者自身が頭の中で考えることを指すが、誰かと一緒に悩む
こともできる。例えば、「夫とマンション購入のタイミングを悩んだ結果、来年購入
することに決めた」という場合は、他者と一緒に悩むことを指す。
「悩み」は、辞書の記述によると以下のように述べられている。

＜悩み＞
心の苦しみ。心配
『日本語大辞典』第二版 (1995：1610)
①なやむこと。くるしみ。思いわずらい
②やまい。病気
『広辞苑』 第六版 (2008：2104)
①悩むこと。思い苦しむこと。思いわずらうこと
②病気。わずらい
『大辞林』第三版 (2006：1897)
＜悩む＞
仕事や人生の問題に当面してどうしたらよいかわからず思い苦しむ。worry
『日本語大辞典』第二版 (1995：1610)

①いたみ苦しむ
②苦しむ。こまる。思いわずらう
③とやかく非難する
④（他の動詞の連用形に付いて）…に難儀する。…しかねる
『広辞苑』第六版 (2008：2104)
結論が出せなくて苦しむ。思いわずらう
『大辞林』第三版 (2006：1897)
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『日本語大辞典』 第二版 (1995)、『広辞苑』 第六版 (2008)、『大辞林』 第三版
(2006) の辞書では、「悩み」、「悩む」の説明に「苦しみ」、「苦しむ」ということ
ばが用いられている。つまり、なんらかの問題を抱え、その問題に対して、どうした
らよいかわからない、結論が出せなくて苦しむことが「悩み」である。更に、その悩
みを解消するためには、解決策や結論が必要となる。では、「悩み」を抱えたり、「悩
む」ことは 1 人でもできるが、なぜそれを他者に語る必要があるのか。辞書には、解
決策を望んでいるとまでは記載されていないが、語り手は「悩み」を語ることで、聞
き手にその悩みを共有してもらいたい、解決策を考えてほしいと期待していることが
考えられる。
本研究では、「悩みを語る」ことは「なにかしらの問題を抱え、困っていることを
相手に伝えることで、解決策が得られることを期待している語り」とする。

悩む

：

問題に直面して思い苦しむ。

悩みを語る

：

解決欲求
なにかしらの問題を抱え、困っていることを相手に伝えるこ
とで、解決策が得られることを期待する。

本研究では、例えば、以下のような場合を「悩み」の語りと捉える。以下では、語
り手は A 社と B 社のどちらに就職するか迷っており、聞き手から解決策が得られるこ
とを期待している。

「A 社と B 社に内定をもらったんだけど、どちらも魅力的な会社だからどうしよう」
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②

不満

次に「不満」の特徴をみる。「不満」は、辞書の記述によると以下のように述べら
れている。

思いどおりでなく、満足しないこと・さま
『日本語大辞典』 第二版 (1995：1911)

『広辞苑』第六版 (2008：2479)

心に満たないこと。満足しないこと

十分に満たされていないと思うこと。満足しないこと。また、そのさま。
そのような気持ちや心のわだかまりをもいう
『大辞林』第三版 (2006：2237)

辞書の記述において、「不満」とは「思いどおりではないこと」、「心のわだかま
り」など心の状態を示している。本研究は、心の状態を他者に語ることによって、自
分が正しいことを認めてもらえることを期待している場合を「不満」と捉える。会話
において、語り手は自分の思い通りではないことを伝えるだけではなく、「不満」を
解消するために自分が正しいことが聞き手に認められることを期待していることが考
えられる。つまり、聞き手から「あなたが正しい」と認められることが、「不満」を
解消することに繋がる。このように考えると、上述した「悩み」のように困っている
ために語っているのではなく、語りの目的は、思い通りにならない気持ちの解消であ
る。この点からも、「悩み」と「不満」は異なる性質であることが考えられる。
辞書では、思い通りではなく満足しないことであると広く捉えられているが、本研
究では「思いどおりではなく」という部分に更に踏み込み、不当性の訴えであると考
える。従って思い通りにならないことについて「自分の正当性の主張」をしていると
する。本研究において「不満を語る」ことは「不利な立場を訴えることで、正当性が
認められることを期待している語り」とする。

58

不満

：

正しく評価されていないと考える。

不満を語る

：

承認欲求
不利な立場を訴えることで、正当性が認められることを期待
する。

本研究では、例えば、以下のような場合を「不満」の語りと捉える。以下では、語
り手はアルバイト先で不当な扱いを受けたと訴え、聞き手から正当性が認められる反
応が得られることを期待している。

「アルバイト先で、先輩のミスを自分のミスだと間違われて 30 分ぐらい店長に怒ら
れてさ」

また、本研究では、「不満」の対象が直接会話相手に向けられているのではなく、
他者に対する「不満」を語っている場合に着目する。「不満」は「不満」を語る者と
それを聞く者の一連の発話連鎖がある。「不満」は、語り手がどのように語るかや「不
満」の対象が会話相手なのか、第 3 者なのかによって、聞き手の反応が大きく変わっ
てくる。例えば、「不満」が直接自分に向けられている場合は、議論をしたり、謝罪
が表明されたりする可能性などがある。しかし、聞き手とは面識がない人についての
「不満」を聞く場合には、謝罪が表明される可能性は低い。初鹿野・熊取谷・藤森 (1996)
や山岡・牧原・小野 (2010) は不満を表明するときのストラテジーの研究をしている。
先行研究では、
「語り手がどのように不満を語るか」の部分に焦点が当てられている。
しかし、本研究では「不満」を聞いて、聞き手はどのように反応を示しているのか、
更に聞き手の反応を受けて「不満」の語り手はどう反応しているかのか、「不満」の
一連の連鎖に注目する。従って、本研究は「不満」の語り方だけなく、「不満」の聞
き手の反応も分析に含める。
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③

愚痴
次に「愚痴」の特徴をみる。「愚痴」は、辞書の記述によると以下のように述べら

れている。

①愚かで、真理に対して無知であること。ものの理非がわからないこと
②言ってもしかたのないことを言いなげくこと
『日本語大辞典』第二版 (1995：604)

①理非の区別がつかないおろかさ
②言っても仕方のないことを言って嘆くこと。また、その言葉
『広辞苑』第六版 (2008：802)

言ってもしかたがないことを言って嘆くこと
物事を正しく認識したり判断したりできないこと
『大辞林』第三版 (2006：719)

上記の『日本語大辞典』第二版 (1995)、『広辞苑』第六版 (2008)、『大辞林』第
三版 (2006) の 3 つの辞書に共通してみられるのは、物事を正しく判断できないこと、
また言っても仕方がないことを嘆くことである。このように「愚痴」は、言ったとこ
ろで、何も変わらないことを認識していること、嘆いても仕方がないことを前提とし
て嘆いていることが特徴的である。先の「不満」の場合は正当性を主張しており、「愚
痴」の場合は、自分の立場（状況）の主張に留まっている点に違いがある。また、「不
満」の場合は、自分の正当性が認められることを期待しており、一方の「愚痴」は、
正当性が認められることではなく、自分の状況や気持ちが認められることを期待して
いる点が異なる。特に自分の正しさを認めてほしいと期待している場合を本研究では
「不満」とする。「愚痴」は単に聞き手に聞いてほしい、認めてほしいという欲求で
ある。そのため、聞き手には語り手に同調することが期待される。
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愚痴

：

望ましくない事態を嘆く。

愚痴を語る

：

承認欲求
望ましくない事態について嘆くことで、同調してもらえる
ことを期待する。

本研究において「愚痴を語る」ことは「望ましくない事態について嘆くことで、同
調してもらえることを期待している語り」とする。
本研究では、例えば、以下のような場合を「愚痴」の語りと捉える。以下では、語
り手はアルバイト先で何度もミスをしてしまったと嘆くことで、聞き手に同調しても
らえることを期待している。

「昨日、アルバイト先でまたミスをして店長に怒られちゃった」

④

（自己）卑下

最後に「自己卑下」16の特徴をみる。「自己卑下」は、辞書の記述によると以下の
ように述べられている。

自分を人より劣った者として扱うこと。へりくだること。謙遜すること
『大辞林』第三版 (2006：2117)

①自分を劣ったものとしていやしめること、へりくだること、謙遜
②いやしめ見下すこと
『広辞苑』第六版 (2008：2348)

16

辞書には「自己卑下」の記載がなく、「卑下」で調べた。
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①へりくだること。Humble onself
②いやしむこと。Contempt
『日本語大辞典』第二版 (1995:1807)

以上のように、辞書的記述は「劣ったもの」、「劣った者として扱うこと」として
いる。しかし、劣った者として自らを扱うときに、自らの能力を低くみせて他者を気
遣う場合もあれば、自らの能力を低くみせて他者から「そんなことないよ」や「そう
だね」などの反応を期待している場合もある。本研究において「自己卑下をする」こ
とは「自分が劣っていることを伝えることで、『そんなことないよ』と否定してもら
える・『そうだね』と肯定してもらえることを期待している語り」とする。

自己卑下

：

自己卑下を語る：

自分が劣っていると考える。
否定欲求・肯定欲求
自分が劣っていると伝えることで、

「そんなことないよ」と否定してもらえることを期待する（否定欲求）。
「そうだね」と肯定してもらえることを期待する（肯定欲求）。

本研究では、例えば、以下のような場合を「自己卑下」の語りと捉える。以下では、
一社からも内定をもらっていないと自分が劣っていると伝えることで、聞き手に否
定・肯定してもらえることを期待している。

「まだ一社からも内定もらってなくて、自分はほんとにだめだな」

なお、「卑下」の意味記述の中で、「卑下」は「謙遜」ということばによって説明
されている。そのため、「卑下」と「謙遜」の違いについて簡単に整理する。
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謙遜

自分の能力・価値などを低く評価すること。控えめに振舞うこと。類義の語に「卑
下」があるが、「卑下」は自分自身を低くし卑しめる意を表す、それに対し「謙
遜」は自分の能力や功績などをおごらず、控えめに振舞う意を表す
『大辞林』第三版 (2006：818)

控え目な態度で振る舞うこと。へりくだること
『広辞苑』第六版 (2008：908)

へりくだること・さま。ひかえめにすること・さま。謙虚。謙譲 modesty
『日本語大辞典』第二版 (1995：690)

『日本語大辞典』 第二版 (1995)、『広辞苑』 第六版 (2008)、『大辞林』 第三版
(2006) の全ての辞書に共通しているのは「控えめに振舞う」という点である。「卑下」
の場合は自分を劣っている者として扱い、「謙遜」の場合は控えめに振舞う点で、微
妙にニュアンスが異なることと考えられる。つまり、「謙遜」は自分が劣っていると
伝えることを目的としておらず、実際の能力や経験を高くみせないために控えめに振
舞うことに重点が置かれていることが想定される。このように考えると、語り方にも
違いが生じるのではないか。例えば、「いくつ内定もらった？」という質問に対して
「また、不採用で本当に自分はダメだわ」と語り始めると辞書の記述によれば「卑下」
である。「いくつ内定もらった？」という質問に対して実際は 5 社から内定をもらっ
ている場合に「まだあんまりもらってないよ」と振舞う場合が「謙遜」に当たると考
えられる。以上のように、「卑下」と「謙遜」では微妙なニュアンスの違いがあるこ
とが窺える。「謙虚」と「卑下」の違いを簡単にまとめると以下のようになる。
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「謙虚」

：

「自己卑下」：

控えめであることを認めてほしい
劣っていると言ったことに対して否定・肯定してほしい

本研究においては「卑下」の語りに焦点を当てる。「自己卑下」は、「悩み」、「不
満」、「愚痴」とは異なる反応を聞き手に期待していることが考えられる。そして「悩
み」と違って解決策を聞き手に期待しておらず、「不満」のように正当性を訴えてい
るわけでない。但し、「愚痴」との類似点が一点だけあり、それは言っても仕方がな
いことを嘆いている点である。しかし、嘆くように語ってはいるものの、聞き手は語
り手に配慮をしながら慎重に反応を示さなければならない点が「愚痴」とは異なって
いるようにみえる。つまり、語り手は自分の能力の低さや経験不足を表明しているた
め、聞き手は同調することが容易ではない。その判断を間違ってしまうと、聞き手は
語り手を全否定してしまう危険性が生じる。
本研究で考える「悩み」、「不満」、「愚痴」、「自己卑下」と、それを語ること
について、まとめると表 2-3 のようになる。
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表 2-3

「悩み」・「不満」・「愚痴」・「自己卑下」の特徴

悩む

：

問題に直面して思い苦しむ。

悩みを語る

：

解決欲求
なにかしらの問題を抱え、困っていることを相手に伝えるこ
とで、解決策が得られることを期待する。

例：あの授業の期末テスト、難しかったよ。テスト勉強したのに。
もしかしたら単位落とすかも。卒業単位に必要なのにどうしよう。

不満

：

正しく評価されていないと考える。

不満を語る

：

承認欲求
不利な立場を訴えることで、正当性が認められることを
期待する。

例：あの授業の期末テスト、難しかったよ。テスト勉強したのに。
もしかしたら単位落とすかも。卒業単位に必要だから必死で勉強したのに、
先生が教科書から期末テストの問題出すって言ったから教科書を勉強したの
に、教科書以外からも問題出して。

愚痴

：

望ましくない事態を嘆く。

愚痴を語る

：

承認欲求
望ましくない事態について嘆くことで、同調してもらえる
ことを期待する。

例：あの授業の期末テスト、難しかったよ。テスト勉強したのに。
もしかしたら単位落とすかも。卒業単位に必要なのに。

自己卑下

：

自己卑下を語る：

自分が劣っていると考える。
否定欲求・肯定欲求
自分が劣っていると伝えることで、

「そんなことないよ」と否定してもらえることを期待する（否定欲求）。
「そうだね」と肯定してもらえることを期待する（肯定欲求）。
例：あの授業の期末テスト、難しかった。テスト勉強したのに。
もしかしたら単位落とすかも。自分はいつもダメだな。
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上記で、「自己卑下」は、「そんなことないよ」という否定的な反応がくることが
期待される (Pomerantz：1984) ことを論じた。しかしながら場合によっては、「そ
うだね」という肯定的な反応が望ましい場合もある（今田：2015）。例えば、以下の
事例 (15)、事例 (16) のように否定的な反応、肯定的な反応のどちらが語り手にとっ
て期待される反応であるかを判断することは困難であり、語り方に依存することが想
定される。

(15)
A：昨日、アルバイトでまた同じミスしちゃった。私、だめだ。
→B：そんなことないよ。誰でもミスはあるよ。

(16)
A：昨日、アルバイトでまた同じミスしちゃった。私、だめだ。
→B：そうだったんだね。他の職種のアルバイトに挑戦してみたら。

「自己卑下」は、語り手の能力に密接に関係しているため、判断を誤って反応を示
してしまうと語り手を全否定することにも繋がる可能性がある。従って、聞き手には、
慎重な反応が求められる。

2.6

本研究の意義と目的

以上、本章では共感発話に関する先行研究を概観した。これを踏まえて、本研究の
意義と目的を示す。
先行研究では、共感とは相手を理解するための積極的な働きかけであるということ
がわかった。しかしながら、積極的な働きかけとはどのようなことであるかは明確に
示されていない。そこで本研究では、共感は「相手の考えや気持ちを理解して、相手
の期待に添おうとする態度」と定義した。
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日本語会話では相手の心情に共感を示す際に、聞き手が語り手の心情を先取りして
表明することがあると指摘されている (田中：2002、筒井：2012)。また、経験の語
りに対して聞き手が共感的な反応を示す技法について、Heritage (2011) はいくつか
の特徴を示している。本研究では Parallel assessments と Subjunctive assessments
の特徴について取り上げた。Parallel assessments とは、語り手と似たようなことを
聞き手が述べることで、直接的に関与せずに共感的な反応を示そうとすることである。
Subjunctive assessments とは、語り手が語った経験と同じ経験をした場合に自分も
同じように感じると聞き手が共感的な反応を示そうとすることである。Heritage
(2011) が指摘している技法からもわかる通り、語り手の経験に対して聞き手は直接的
に関与しないかたちで寄り添おうとしたり、あるときは同じ気持ちであることを表明
することで寄り添おとしたりする。その判断は語り手の意図を汲み取った結果として
表れている。
次に「自慢」、「悩み」、「不満」、「愚痴」、「自己卑下」の語りを概観した。
この 5 つの語りには、先行研究では以下の特徴があることが指摘されている。「自慢」
の場合は、「自慢」の制約システムがあり、語り手自身が自慢を回避するように語る
場合もあれば、他者が自慢を抑えるべきであることを気付かせる場合もあることが指
摘されている (Pomerantz：1978)。「悩み」の場合は、悩みを語る際に段階（「糸口
質問」）があると戸江 (2008) は述べている。「不満」と「愚痴」の会話に焦点を当
てている早野 (2013) は、会話において「不満」を語ることをこらえようとする場合
があると述べている。「自己卑下」の場合は、「自己卑下」に対して否定してもらい
たい場合と、肯定してもらいたい場合があることが指摘されている (Pomerantz：
1984、今田：2014)。以上のように、これまでの研究ではそれぞれの語りの特徴が指
摘されている。しかし、5 つの語りの関連性は示されていない。そこで本研究ではこ
れら「自慢」、「悩み」、「不満」、「愚痴」、「自己卑下」の 5 つの語りがどのよ
うに似ているのか（類似点）、異なるのか（相違点）についても分析する。また、こ
れら 5 つの語りを体系的にみることによって、それぞれの語りと共感発話の連鎖パタ
ーンの特徴を明らかにすることができると考える。
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先行研究では、語り手が聞き手に期待する反応と聞き手がその期待にどのように応
えているかが明確ではない。そこで、本研究は、語り手がどのように経験を語り、聞
き手にどのような反応を期待しているのかを分析する。また、それを受けて聞き手は
どのように反応をしているのか、語り手の期待に応えようとしているのかを明らかに
する。本研究ではこのような、語り手と聞き手の発話連鎖の観点から共感の仕組みを
解明する。私たちは、自分が知らないことや経験をしたことがない場合においても、
相手に合わせなければならないジレンマ (Heritage：2011) や誤解が生じるリスクを
背負いながらも、相手の態度に合わせて反応を示そうとする。それは、相手のことを
知ろうとすることの表れであり、人間関係を構築する中で、互いを理解するために重
要な営みであると考える。このやりとりを探ることが本研究の目的である（以下の図
2-2）。まず、以下の図 2-2 の①の語り手の経験の語り方に着目する。語り手は、どの
ように聞き手に経験を語っているか。そしてどのような反応を聞き手に期待している
のかを分析する。次に、②の聞き手の反応に着目する。聞き手は、どのように語り手
の経験を聞いているのか。そしてどのように反応を行っているのかを分析する。最後
に、③を①と②の発話の連鎖から分析し、共感発話の連鎖パターンの特徴を明らかに
する。更に A と B がどのように態度を合わせているのか、「態度のすり合わせ」の観
点から共感発話の連鎖パターンを検討し、共感の仕組みを明らかにすることを試みる。

自慢・悩み・不満・愚痴・自己卑下
A：語り手
①どのように経験を語っているのか
どのような反応を期待しているのか
③共感の仕組み
B：聞き手
②どのように経験を聞いているのか
どのように反応を行っているのか
図 2-2

本研究における目的（図 1-1 の再掲)
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第3 章

調査の概要

3.1

はじめに

本研究は、日本語母語話者の会話を分析対象とする。会話の中で、ポジティブな経
験やネガティブな経験を日本語母語話者はどのように語っているかを検討したいと考
えたからである。本章では、本研究の分析に使用したデータの詳細を示す。3.2 では
調査対象者、調査の収録場所、収録時期について述べる。3.3 では調査方法について
述べる。3.4 ではトランスクリプトで用いられる記号の意味について述べ、最後に事
例についての表記を述べる。

3.2

調査対象

本研究は、日本語母語話者の会話を調査対象とする。日本の大学の学部 1 年生を対
象とし、初対面の会話と知人同士の会話を収集した。会話データの詳細を、以下の表
3-1 に示す。
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表 3-1
収録場所

収録した会話データ

収録時期

関係

組み合わせ

ペア

時間×ペア

2010 年 5～6 月

初対面

男性×男性

5組

15 分×5

2010 年 5～6 月

初対面

女性×女性

5組

15 分×5

2010 年 5～6 月

初対面

男性×女性

10 組

15 分×10

神奈川県（明治学院大学）

2014 年 7 月

知人

男性×男性

4組

15 分×4

神奈川県（専修大学）

2014 年 7 月

知人

男性×男性

1組

15 分 ×1

東京都（昭和女子大学）

2014 年 6 月

知人

女性×女性

4組

15 分×4

神奈川県（専修大学）

2014 年 7 月

知人

女性×女性

1組

15 分×4

神奈川県（専修大学）

2014 年 7 月

知人

男性×女性

5組

15 分×5

神奈川県（明治学院大学）

2014 年 7 月

知人

男性×女性

5組

15 分×5

40 組

10

愛知県（名古屋大学）

合計

時 間

（600 分）
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3.3

調査方法

筆者から話題の指定はせず自由に 15 分間、会話をしてもらった。自然な会話にな
るように調査に関しての説明は敢えて行わなかった。収録後、これは共感会話をみる
ための調査であるとの説明を行った。会話は全て IC レコーダーで録音した。できる
だけリラックスできる雰囲気を作るためにお菓子を準備し、自由に食べながら会話を
行ってもらえるよう環境を整えた。

3.4

トランスクリプトで用いられている記号

会話の収録後、会話データの文字化を西阪 (2008) の「トランスクリプションの記
号」に従って行った。個人情報に関して、人物名は全て伏せた。文字起こしを行った
後、録音した会話の音声の聞き取りが困難な箇所は、筆者以外の日本語母語話者（初
対面会話は 2 名、知人同士の会話については 1 名）に依頼をして音声とスクリプトの
確認をしてもらった。
使用した記号の意味は、以下の表 3-2 の通りである。表 3-2 の記号のうち、最初の
23 個は西阪 (2008) で使われている記号である。表 3-2 の下から 3 つめの「アルファ
ベット」、表の下から 2 つ目の「網掛け」、最後の「矢印」の項目については、筆者
が項目を加えた。
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表 3-2

トランスクリプト記号一覧

記号

意味

[

発話の重なりの開始

]

発話の重なりの終了

:

直前の音の引き延ばしとその長さ

(

)

聞き取りが不可能

(言葉 )

聞き取りが確定できない

((

発言の要約やその他の注記

))

(数字)

沈黙の長さ

(.)

0.2 秒以下の短い間合い

hh

呼気音とその長さ

.hh

吸気音とその長さ

¥

¥

発話が笑い声でなされている

↑

音調の極端な上がり

↓

音調の極端な下がり

<

>

発話のスピードが目立って遅い

>

<

発話のスピードが目立って速い

゜

゜

_下線

音が小さい
音の強さ

言葉

斜体により、音が大きいことを示す

＝

2 つの発話が途切れなく密着している

?

語尾の音調が上がっている

¿

語尾の音が一端上がったあと
また下がる、もしくは平坦になる

.

語尾の音が下がって区切りがついた

-

言葉が不完全なまま途切れている

アルファベット

中途半端な音声の場合
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「r」,「n」など
完全に「る」にはなっていないときは「r」、「う
ん」にはなっていない場合は「n」のように表記を
行う。例えば「お r」のような場合である。おそら
く「俺」と言おうとしたと考えられるが、俺の「れ」
の部分が明確に発せられておらず、「r」に聞こえ
る。
13

網掛け
矢印

→

本研究において注目したい箇所
共感的な反応を示す

本文中で本研究のデータを提示する場合、以下のように示す。

(1)

バトミントンサークル 男×男

（初対面）

（

）

A：
B：

上記の表記は以下のような意味である。
(1)

（タイトル）

（調査対象者の性別）

（ 会話の概要

（親疎関係）
）

A：
B：

便宜上、最初に経験を語った者を「語り手」A とする。それを聞いている者を「聞
き手」B とする。
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第4章

共感発話の連鎖

4.1

はじめに

本章では、共感発話の連鎖の特徴について論じる。共感発話といっても、様々な場
合があるが、
そのうち本研究では、
経験の語りの中でみられる共感発話を取り上げる。
具体的に本研究で分析の対象とするのは、「自慢」のようなポジティブな経験を語っ
ている場合と「悩み」、「不満」、「愚痴」、「自己卑下」のようなネガティブな経
験の語りに対して聞き手が、語り手の期待に添うかたちで共感的な反応を示している
場合である。これらを、細かく分析すると同じネガティブな経験といっても、共感の
仕組みにそれぞれ特徴がみられる。語り手は、聞き手に自分の気持ちを理解してもら
うための方略を使用し、聞き手は相手の意図を汲み取り、語り手の期待に添った反応
を示そうとする。これらのやりとりに焦点を当て、共感発話がどのような連鎖を成し
ているのかを分析する。
本章の流れは、以下の通りである。4.2 では「自慢」に対する共感的な反応をみて
いく。4.3 では「悩み」、「不満」、「愚痴」、「自己卑下」に対する共感的な反応
を分析する。4.4 では本章のまとめを行う。

4.2

ポジティブな経験

本節では、ポジティブな経験の語りにおける発話連鎖について分析する。ポジティ
ブな経験とは、語り手にとって望ましい経験である。望ましい経験として誇っている
場合を「自慢」とする。「自慢」は語り方によってプラスに働くこともあれば、マイ
ナスに働くこともある。例えば、就職活動中の大学生が両親に「5 社も内定もらった
よ」と誇った場合、両親にとっては「良い報告」、喜ばしい報告として聞くことがで

74

きる。しかしながら、就職活動中の友人に「5 社も内定もらったよ」と誇った場合、
「良い報告」、喜ばしい報告として聞かれることもあれば、友人が 1 社も内定をもら
っていない場合は、不快に感じさせてしまう可能性もある。本研究では、「自慢」と
して聞かれ得る「語り」に焦点を当てて、共感発話の連鎖の特徴を検討する。

4.2.1

自慢に対する共感発話

本研究では、「自分のことや、自分に関係のあることを他人に誇ることで、賞賛さ
れることを期待している語り」を「自慢を語る」こととする。まず、想定される「自
慢」に対する発話連鎖を以下の図 4-1 に示す。

自慢：A は B に賞賛されることを期待

不十分
A 期待△

やり直し
収束

B 賞賛する

十分

A 期待○

収束
追加

A 自慢

A 期待×

B 賞賛しない

収束
やり直し

不十分
図 4-1

想定される「自慢」の発話連鎖
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A は語り手、B は聞き手を指す。以後、A と B と呼ぶことにする。図 4-1 の中に出
てくる表記について説明する。

A 期待○

収束

A 期待△

追加

やり直し
収束

A 期待×

収束
やり直し

図 4-1 の中にある上記の「A 期待○、期待△、期待×」の表記は、A が B に期待す
る反応を得られたかを意味する。A が経験を語り、B が反応を示し、その B の反応を
受けて、A は自らが期待する反応を B が示していた場合を○、期待する反応ではある
が不十分であった場合を△、期待する反応ではなかった場合を×とする。また「追加」、
「やり直し」、「収束」の表記は、A の語りの行方を意味する。「追加」の場合は A
が更に語っている場合である。「やり直し」の場合は再度、語っている場合である。
「収束」の場合は語り自体が終了に向かっている場合である。上記の記号と意味を簡
単に以下にまとめる。

＜期待する反応が B から十分に得られた場合＞
収束
A 期待
追加
４
○
A は「自慢」を追加する場合もあれば、「自慢」が収束していく場合もある。

＜期待する反応が B から十分に得られなかった場合＞

A 期待△

やり直し
収束

A は再度「自慢」を語ること（やり直すこと）で期待する反応が得られるまで語る
場合もあれば、「自慢」が収束していく場合もある。
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＜期待する反応が B から得られなかった場合＞
A 期待×

収束
やり直し

A は再度「自慢」を語ること（やり直すこと）で期待する反応が得られるまで語る
場合もあれば、「自慢」が収束していく場合もある。

「自慢」は、聞き手に賞賛されることを期待している。A は「自慢」を語り、B か
ら賞賛する反応がきた場合、A の期待が満たされて「自慢」を更に語る場合もあれば、
収束していく場合もある。一方、賞賛する反応が示されても A が期待する反応に対し
て十分でない場合は、A は「自慢」をやり直す場合もあれば収束していくこともある。
また、B が A の「自慢」を賞賛しない場合、A は「自慢」をやり直すこともあれば、
収束していくことも考えられる。
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次に分析結果を以下の図 4-2 に示す。調査の結果、本研究では次の太字のパターン
1、2、3 が現われた。括弧で示したパターンは本研究のデータから観察されなかった
パターンである（以下同様）。

自慢：A は B に賞賛されることを期待
(パターン 4)

不十分
A 期待△

やり直し
収束
[パターン 3] 2 例

B 賞賛する
[パターン 2] 2 例
十分

収束

A 期待○

追加

[パターン 1] 8 例

A 自慢

（パターン 5）

収束

A 期待×

B 賞賛しない

やり直し
不十分
（パターン 6）

図 4-2

「自慢」の発話連鎖

本研究では、図 4-2 にあるパターン 1、パターン 2 とパターン 3 が観察された。パ
ターン 1 は、A の「自慢」に対して十分な反応が示され、「自慢」が更に語られてい
る。パターン 2 は、「自慢」に対して十分な反応が示され、「自慢」が収束していく。
パターン 3 は、A の「自慢」に対して B は賞賛を示してはいるが A にとっては十分で
はなく、A はその後「自慢」をやり直すこともできたが、B によって話題が変えられ
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てしまい、「自慢」が収束していく。具体的に、どのような連鎖がみられたかをパタ
ーンごとに以下の表 4-1 にまとめる。

表 4-1

「自慢」に対する共感発話の連鎖パターン

パターン

A の「自慢」

B の反応

A の反応

1-1

高校のときに雨の日に親

「かな り 稼 げる でそ れい い

からもらったバス代を貯

ね.」

めていた
1-2

親にばれなかった

(1-2 続き)

す ご い

hh .hh hu [hu hu]」

(1-1 続き)
1-3

「 [ え え ].hh

貯め続ければ 5 日間で

「えも う雨 やっ たっ て感 じ

3000 円になる

じゃん.」((「やった」は達成
感の意味である))

1-4
(1-3 続き)
2
(1-4 続き)
1-5
3
(1-5 続き)

頑張れば、高校の時に貯

「生活できるよね.すごい

めたお金で生活できる

ね.」

勢い良くお金が貯まって

「なんも shi-別にしてない

いく

のにみたいな.」

下宿は楽しい

「いいね？：なんか」

下宿生活は何時に帰って

「いいじゃ：ん(.)でそうそう

「バイトなにやって

も自由、友達の家で遊ん

したいんだけど：：」「そう

る？」

でて泊まったりもできる

バイトが：地元でやってて：
でそれを辞めたくなくって」

1-6

A と B の共通の友人と同

「いいね？」「いいな.：楽し

じマンションに住んでい

いよね.」

る
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「そそそそ」終了

終了

3
(1-6 続き)

1-7

今、住んでいるマンショ

「すごいね．：：」(1.1)「い

ンは 130 部屋あり、他大

いじゃん. (0.4)いいとこみ

学の人や、同じ大学の 1

んな抑えてるね.」「農学部

年生を既に 7 人知ってい

(0.2) この前解剖したって

る

いう話を聞いた」

E の席 (コンサートのチ

「え超いいじゃん.」

「あそ：そ：金魚ね.」
終了

ケット) が当たった

1-8
(1-7 続き)

友達が良い席のチケット

「>てかプレゾンってそんな

を前回も今回も当ててく

に当たるもんなの．<」

れてそれに行く
2
(1-8 続き)

千秋楽はほぼ当たらない

「だろうね.」

「ん」「だからびっ

(しかし、それを友達は当

くりした」

ててくれて一緒にコンサ

終了

ートに行くことになった)

上記の表 4-1 をみると、B は A の「自慢」に対して「良い」、「すごい」という評
価を行う表現によって賞賛を示していることが特徴として挙げられる。
以下、「自慢」の発話連鎖のパターン 1、パターン 2、パターン 3 について事例を
参照しながら論じる。パターン 1 とパターン 2 は繋がっているため、最初にパターン
1 とパターン 2 を述べ、次にパターン 3 を述べる。パターン 1 は、A の「自慢」に対
して B が賞賛し、A が「自慢」を更に語る場合である。継続的に語られた A の「自慢」
に、B が賞賛をし、「自慢」が収束していくのがパターン 2 である。パターン 2 は、
パターン 1 の続きの「自慢」であり、語りが続いているため、パターン 1 とパターン
2 をセットで述べていく。
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＜パターン 1・2＞
(1)

A 男×B 女

貯金方法

（初対面）

(この会話は、A が高校の頃に雨の日に親からバス代としてもらっていたお金を、
内緒で貯金していたと「自慢」をしている場面である。9 行目の「めっ hya」
「めっちゃ」のことである)

1
2

A:na でも一応なんか：
(0.2)

3

A:中高で：(0.2)なんか机ん中の：(.)貯金みたいのな：

4

B:u ¥ hh hh hh ¥

5

A:余ったやつ入れとったやつがあるで：相当まだ持つんやけ[(ど)]

6

B:

7

[う]お

(0.7)

8

B:相当貯めたね. hh

9

A:めっ hya 貯めたね

10
11
12

((お菓子を食べながら))

(0.6)
A:なんかさ：(0.5)俺高校雨の日は：
:[バスな]んやけど：

((お菓子を食べながら))

13

B:[゜う：ん]

14

B:う：ん

15

A:なんか(.)いえから：高校まで(.)が片道 310 円なんやんて

16

B:ほ：＝

17

A:＝結構高いやん

18

B:う：んちょ[っと高い]

19

A:

20

B:うう[：]

21

A:

[で：]往復で 620 円で

[で]もなんか毎-毎回雨降る度に現金 620 円もらっとったやけど
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22

B:¥ ああ：： ¥＝

23

A:＝でもらってから：

24

B:う[ん]

25

A:

26

B:う↑わ：[：：]

27

A:

28

B:貯める[じゃん.]

29

A:

30

B:

32

A:

ha [ha .hh

[do こまで行って：]

ha ha .hh].hh

[ka りてきると：]

[そう]いちんちで：

:620 円[か (

→31

33

[チ]ャリで

)]

[かなり]稼げるで.それいいね. [hh]
[そう]

(0.5)

34

B:それバレてなかったの.

35

A:うん？なんか (0.4) あの：バス停までが：

36

B:う[ん]

37

A:

38

B:まじで.

[い]ちキロあるんやて(.)いえから

(( 省略：5 日間続ければ、3000 円になると A が述べている。また、頑張ればその
お金で生活できると A は述べている ))
39

A:めっちゃもうすごい勢いで：

40

B:ha ha [ha ha

41

A:

42

B:

43

A:

→44

ha .hh ]

[お金が貯まって]いくって[いう]
[ha ha].h[h]
[>he] he<

B:なんも shi-別にし[て]ないのにみたいな.

45

A:

46

A:そそ[そそ]

[.hh]
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47
48

B:

[he he] he .hh
(0.7)

パターン 1 では、A の「自慢」に対して B が賞賛を示すことで A が更に「自慢」を
語り易くする機会を作り出している。この事例で A は、高校時代に親からもらったお
金を貯めてきたと語り （「自慢」）、B は 31 行目で「それいいね.」と賞賛を示して
いる。
A は 5 行目において、「相当まだ持つ」としばらくお金に困らないと述べ、この発
話に対して B が
「相当貯めたね.」(8 行目) と確認を求めるかたちで A を褒めている。
9 行目で A は「めっ hya 貯めたね」(「めっ hya」はめっちゃのこと) と貯めたこと
を誇り、貯金の経緯について語り始めている (11 行目)。A は 1 日 620 円の雨の日の
バス代をバスに乗らずに貯めていたと語る (15、17、19、21、23、25、27、29 ) と
B が「かなり稼げるでそれいいね.」(31 行目) と A の貯金方法に賞賛を示している。
つまり、A の「自慢」に対して共感的な反応をしている。同時に「それいいね.」と
いう発話は単に「良い」と評価しているだけなく、羨むような言い方でもある。串田
(2001) は、相手の報告を聞き、自分には共通の経験がないことがわかったとき、それ
を報告しないことが多いと述べている。その代わりに行われるのは「あやしいー」な
どと、その経験を評価することであると述べている。串田 (2001) が主張している通
り、事例 (1) の場合においても B は A の経験を評価している。更に、この事例では
「かなり稼げるでそれいいね.」 (31 行目) と単に A の経験を評価するだけでなく、
「それいいね．」と羨むほどのことであると好意的な態度を示している。A は「そう」
と B の発話を受け入れ肯定し、B は「自慢」の続きを促している。その後、A の「自
慢」が何度も繰り返される (詳細は表 4-1)。A は 39、41 行目で、この方法で貯金を
すれば、勢いよくお金が貯まると語ると （「自慢」）、B は A の「自慢」に対して、
なにもしていないのにお金が貯まると賞賛し (44 行目)、46 行目で A の「自慢」が収
束へ向かっている (パターン 2)。
以上のように、A の「自慢」に対して B が十分な賞賛を示した場合、A は「自慢」
を続けることができることが明らかになった。A は期待する反応が B から示されたこ
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とによって、「自慢」を継続的に語り、最終的には「自慢」が収束していた。つまり、
A は B の反応と「自慢」を語ることに満足をした時点で、「自慢」を継続することか
ら終了することへと切り替えようとすることが考えられる。このような切り替えが欲
求を満たした表れであると解釈することができる。「自慢」を継続的に語ることにつ
いては次の章で詳しく論じる。
事例 (1) の会話の流れを簡単に以下に示す。

＜事例 (1) の会話の流れ＞

A： 雨の日にバス代の 620 円をもらい、
→自慢
バスに乗らずに自転車で行き、
B： それはお金が貯まる
A： そう 1 日で 620 円
→賞賛

B： かなり稼げて良いね
A： そう
B： 親にバレてなかったのか？

→自慢の継続

A： バス停までの距離が 1 キロあるから
((省略))

→自慢

A： すごい勢いでお金が貯まっていく
B： なにもしていないのにみたいな.

→賞賛

A： そそそそ

→自慢が収束へ

次にパターン 3 について論じる。パターン 3 は、A の「自慢」に対して B は賞賛を
示しているが、賞賛が A にとっては十分ではなく、A が「自慢」をやり直す前に B に
よって、話題が切り替えられている。
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＜パターン 3＞
(2)

A の一人暮らし

A 女×B 女

（初対面）

(次の会話は、A は下宿生で、下宿先は大きなマンションで、そのマンションに
は住んでいる同じ大学の 7 人と既に知り合いであると「自慢」をしている場面
である。B は自宅から大学まで通っている。2 行目の「ちっち」とは、「私」
のことである)

1
2

A:たの-なんかね：
:ちっち (0.2)マンション結構でかいマンションで[：]

3

B:

[うん]

4

A:130 部屋

5

(0.3)

6

B:うん[うん]

7

A:

[あっ]て：(.)でま他の大学もいるんだけど：

8

:なんか今んとこ：.hh 一年生で(.)○大が(.)

9

:うち知ってる中で 7 人ぐらいいるんだよもう

10
→11
12
→13
14

(0.4)
B:すごいね.：：
(1.1)
B:いいじゃん.(0.4)いいとこみんな抑えてるね.
: h [hh hh hh .hh]

15

A:

16

B:そっか：○○○ちゃん

17

[hh hh hh .hh]
((2 人の共通の友人の名前))

(1.4)

18

B:へ::(.)あっ農学部(0.2)この前解剖したっていう話を聞いた

19

A:あそ:そ:金魚ね.
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この事例で注目したいのは、前述したパターンとは逆に、マンションが大きく、知
り合いもいるという A の「自慢」 (2、4、7、8、9 行目) に対して B の反応が鈍く、
好意的に賞賛を示していない点である。そして、B は A の学部の農学部は金魚を解剖
したということを聞いたと話題を移している。
A は、自分の住んでいるマンションを「結構でかいマンションで：」と大きなマン
ションであり、130 部屋あると「自慢」をしている (2、4 行目) が、B はすぐに反応
せず、0.3 秒の沈黙後、B は「うんうん」(6 行目) と聞いていることを示すことに留
まっている。つまり、B は A の語りを「自慢」として聞いているにもかかわらず、A
の「自慢」を賞賛していない。B から十分な反応が得られない状態で A は「自慢」を
続けており、同じ大学に所属する人を 7 人も知っていると、自分が住んでいる環境が
どれほど優れているかを伝えており (7、8、9 行目)、 A は B に賞賛されることを期
待している。しかし、ここでも 0.4 秒の沈黙が生じ、その後 B は「すごいね.：：」と
賞賛のことばを発している (11 行目) が、具体的に何がどう「すごい」かは示されて
いない。その後、1.1 秒の沈黙の後 (12 行目) に B は再度、「いいじゃん.」と賞賛を
示しているが、B は更に踏み込んで質問を行ったり、先の事例 (1) のように羨んだり
するような振る舞いはしていない。従って、B は A の「自慢」を心地良く捉えていな
いことが考えられる。10、12 行目の沈黙からもそれが窺える。
第 1 章で示した通り、Sacks (1987) は同意をすることが難しい場合においても、同
意に近いかたちで応答しようとすることがあると述べている。この事例の場合も、A
の「自慢」に対する B の反応の鈍さが沈黙の出現からみられるが、B は表面的でも賞
賛を示そうとしている。しかし、再度長い沈黙が生じ (17 行目)、B は A の「自慢」
の語りを終わらせて、話題を変えようとしており、更に「自慢」を聞きたいという態
度は示していない。その後、A の「自慢」が繰り返されることはなかった。A が期待
するような反応を十分に示していない点がパターン 1、2 とは異なる。事例 (2) の会
話の流れを簡単に以下に示す。
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＜事例 (2) の会話の流れ＞

A： 自分のマンションは結構大きいマンションで

→自慢

130 部屋ある
(0.3)

→反応なし

B： うんうん
A： 他の大学の人もいて、同じ大学の人を

→自慢

既に 7 人知っている
→反応なし

(0.4)
B： すごいね.::

→賞賛

(1.1)
A： 良いね。(0.4) みんな良い所を押さえている。
(1.4)

→賞賛
→反応なし

B： 農学部はこの前、解剖したと聞いた

→次の話題へ

A： そう、金魚

以上の結果を踏まえて、3 つのパターンを整理する。本研究のデータにおいて、パ
ターン 1、2 は語り手にとって十分な賞賛が聞き手から得られたと考えられるが、パ
ターン 3 は賞賛が十分ではない。パターン 3 は除々に聞き手が話題を移そうとしてい
ることが窺える。以上のことから、「自慢」を語り続けるには聞き手の協力が必要で
あり、聞き手は語りの期待を汲み取り、賞賛を示そうとしていることが明らかになっ
た。
最後に、本研究のデータにおける「自慢」の発話連鎖のパターンの特徴を以下の表
4-2 から表 4-4 に示す（事例は筆者が要約したものである。以下同様）。
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表 4-2

自慢の発話連鎖パターン 1

1A：E の席が当たった

1A： 自慢を語る

2B：超いいじゃん

2B： 賞賛する

8/12
共感的な反応

例

（更に A が自慢し易い機会を作り出す）
3A：友達が当てたの

3A： 自慢の続きを語る

表 4-3

自慢の発話連鎖パターン 2

1A：千秋楽はほぼ当たらない

1A： 自慢を語る

2B：だろうね

2B： 賞賛する

3A：だからびっくりした

3A： 自慢が収束へ向かう

表 4-4

1A：住んでるマンションは

2/12
共感的な反応

自慢の発話連鎖パターン 3

1A： 自慢を語る

2/12

130 部屋ある

例

2B: すごいね。農学部解剖し 2B： 賞賛する
たって聞いた
3A：金魚ね.

例

共感的な反応

（話題が変わる／B の語りが始まる）
3A： 自慢が収束へ向かう

本研究のデータにおいて、「自慢」に対して聞き手は、パターン 1 のように賞賛を
して「自慢」を促す方法もあれば、パターン 3 のように表面的に賞賛はしながらも、
これ以上は聞きたくないというシグナルを発信する方法もあることが事例から示され
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た。パターン 1 において、聞き手はどのように語り手が「自慢」をし易い機会を作り
出しているか、パターン 3 において、聞き手はどのようにこれ以上「自慢」を聞きた
くないという反応を示しているかについては次の章で詳しく述べる。また、どのよう
に・どのような「自慢」を語るかという問題だけでなく、聞き手にとって、その「自
慢」が心地良いものなのか・そうでないのかが、その後も「自慢」を継続して語るこ
とができるかどうかに大きく関わってくることが事例によって示された。「自慢」の
継続については、次の章で「態度のすり合わせ」の観点から掘り下げて分析を行う。
最後に、本研究のデータにおいてみられなかったパターン 4、5、6 について述べる。
まず、パターン 4 について述べる。パターン 4 は、語り手の「自慢」に対して聞き
手は賞賛しているが、語り手が期待する反応を十分に示していないため、語り手が「自
慢」をやり直す場合である。しかし、このような「自慢」のやり直しを行うパターン
はみられなかった。その要因には、やり直してまで「自慢」を語ると、自ら積極的に
「自慢」を行うことになり、社会的な規範に反するためではないかと考えられる。「自
慢」の制約システム (Pomerantz：1978) がある（第 2 章参照）ことからもわかる通
り、社会的な規範に反するリスクを冒して、聞き手から期待する反応がくるまで「自
慢」を語ろうとすることは容易ではないと考える。
次にパターン 5 とパターン 6 について述べる。パターン 5 とパターン 6 では、語り
手の「自慢」に対して聞き手は賞賛していない。語り手の「自慢」に対して賞賛する
ことが期待されていても、賞賛しにくいこともある。しかし、聞き手は語り手の「自
慢」に対して、仮に賞賛したくないと考えていても、表面上の賞賛を示すことで、語
り手を否定せずに認めることができる。人間関係を構築、維持するためには、賞賛し
ないという選択をすることは困難であると考える。
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4.3

ネガティブな経験

本節では、ネガティブな経験の語りにおける発話連鎖について分析する。ネガティ
ブな経験とは語り手にとって望ましくない経験である。これらは「悩み」、「不満」、
「愚痴」、「自己卑下」のように、語り手にとって望ましくない経験のことである。
ネガティブな経験を語るという点では同じで、一見、似ているようにみえるが、語り
手の聞き手への発話意図、つまり聞き手に期待する反応に違いがある。従って、本研
究ではネガティブな経験を「悩み」、「不満」、「愚痴」、「自己卑下」の 4 つに分
けて検討する。
ネガティブな経験を語る場合、単に経験を報告しているだけでなく、聞き手になん
らかの共感的な反応を求めていることが多い。例えば、両親と喧嘩をしてしまい、ど
うしたらよいかわからない状態で友人に相談する場合は、「悩み」の解決策を一緒に
考えて欲しい、
この状況を共有してほしいと聞き手に期待していることが考えられる。
しかしながら、両親と喧嘩したが今は問題がないというネガティブな経験の報告を行
った場合、聞き手に期待される反応は前者の「悩み」とは異なり、あなたの話を聞い
ているという反応を示すことで十分である。このように、聞き手は語り手に合わせた
反応をすることが求められる。「悩み」の場合は解決策を一緒に考えてもらう、「不
満」の場合は自分の正当性を認めてもらう、「愚痴」の場合は望ましくない事態に同
調してもらう、「自己卑下」の場合は「そんなことないよ」と否定してもらう、「そ
うだね」と肯定してもらうことを期待している。これらの 4 つの経験の語りは、一見、
似ているようにみえるため、聞き手は語り手がどのような意図を持って語っているか
を判断することが容易ではない。語り手は「悩み」を打ち明けているつもりであるが、
聞き手が「悩み」を「愚痴」として捉えてしまった場合、聞き手は、語り手が期待す
る反応を示すことができなくなってしまう。聞き手は語り手に合わせなければならな
いが、その見極めが困難であり、判断を間違えてしまうと、誤解が生じたり、人間関
係のトラブルに発展したりする場合もあることが考えられる。例えば、語り手が「愚
痴」を語り、聞き手はそれを「悩み」として捉えた場合、聞き手は解決策を提示する
ことがある。このような場合に、語り手と聞き手の間で齟齬が生じる可能性がある。
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「自己卑下」に対しても、聞き手は語り手の能力や経験を否定しないように反応を示
す必要がある。このように、聞き手には注意深く語りに耳を傾け、誤解が生じること
を避けながら相手を傷つけないように反応することが求められる。従って、共感的な
反応を適切に示すことは容易ではなく、下手に共感を示すと危険である。
以上を踏まえると、語り手と聞き手に生じる困難があるようにみえる。語り手に生
じる困難は、聞き手が反応に困らないように、しかし聞き手に意図が伝わるように語
ることである。一方聞き手に生じる困難は、語り手の語りがどのタイプの経験かを聞
き分けながら、語り手の意図を汲み取り、語り手に合わせた反応をしなければならな
いことである。本研究では、このようなネガティブな経験における共感発話の連鎖に
ついて「悩み」、「不満」、「愚痴」、「自己卑下」の順に検討し、分析を行う。

4.3.1

「悩み」に対する共感発話

本研究では、「なにかしらの問題を抱え、困っていることを相手に伝えることで、
解決策が得られることを期待している語り」を「悩みを語る」こととする。まず、想
定される「悩み」の発話連鎖を以下の図 4-3 に示す。

91

悩み：A は B から解決策が得られることを期待

不十分
A 期待△

やり直し
収束

B 解決策を提示する

十分

A 期待○

収束
追加

終
了

A 悩み

B 解決策を提示しない

A 期待×

収束
やり直し

不十分

図 4-3

想定される「悩み」の発話連鎖

「悩み」は、聞き手から解決策が得られることを期待している。図 4-3 のように、
B が解決策を提示した場合、期待通りの解決策が得られた場合は関連した「悩み」が
更に語られることもあれば、満足して収束していくこともある。本研究では、関連し
た「悩み」を語る場合に追加とする。従って、別の「悩み」を語る場合は、一度終了
すると考える。一方、「悩み」に対する解決策が B から得られない場合、A は「悩み」
を語り直すか、収束していくことが想定される。
次に分析結果を以下の図 4-4 に示す。調査の結果、本研究では次の太字のパターン
1 と点線のパターン 2 が現われた。以下の図の点線は、想定していなかった分析結果
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である（以下同様）。

悩み：A は B から解決策が得られることを期待

（パターン 4）

不十分
A 期待△

やり直し
収束

（パターン 5）

B 解決策を提示する
[パターン 1] 2 例

（提案タイプ）
十分

A 期待○

収束
追加

A 悩み

（パターン 3）

終
了

（パターン 6）

A 期待×

B 解決策を提示しない

収束
やり直し

（パターン 7）

不十分

B 解決策を提示しない

A 期待○

（後押しタイプ）

収束

[パターン 2] 6 例

十分

図 4-4「悩み」の発話連鎖

パターン 1 は、A の「悩み」に対して B が十分な解決策を提示することで、「悩み」
が収束していく場合である。パターン 2 は、A の「悩み」に対して B は解決策を提示
していないが、A の期待する反応を示しているため、「悩み」が収束していく場合で
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ある。具体的に、どのような連鎖がみられたかをパターンごとに以下の表 4-5 にまと
める。

表 4-5

「悩み」に対する共感発話の連鎖パターン

パターン

A の「悩み」

B の反応

A の反応

1

アルバイトに採用されな

「名古屋だ-名 古屋だか ら

「名古屋だからかな.

い

ないんじゃない？」「ない

やっぱ」終了

んじゃない？」
1

困っている時に周囲から

「実は繊細な心なのに

そう見られない。楽観的

ね？」

「そそそ」
終了

にみられる
2

サークル選び

「どっち出るんだよ￥みた
いな.￥」

2

彼氏に振られて友達に戻

「複雑だよね：？」

りたいと言われている

「￥そそそ￥.」
終了
「辛い」
終了

2

サークル選び

「迷うね.」

「うん」終了

2

人のことを好きになる方

「わかる」

「 ￥ hh ＞ hh

法がわからない

2

(＋わかる理由を述べる)

遺伝で太ることができ

「゜そっか゜意外と (0.5)

ず、服の購入に困る

￥意外と苦労していん

hh

hh .hh ＜.hh」終了

「結構苦労してる」
終了

な.[○○゜く￥]」(○○は A
の名前)
2

スーパーでアルバイトす

「あ: 確かに：」

るか検討している

「そうそうなっちゃう
わけよ」終了
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「自慢」の発話連鎖のパターン 1 では、A の「自慢」に対して B から賞賛が得られ
た場合に A は更に「自慢」を語っていたが、「悩み」の発話連鎖のパターン 1 では、
A の「悩み」に対して B から期待する解決策が得られた場合、A は更に「悩み」を語
っていない。その違いを考えながら、まず「悩み」の発話連鎖のパターン 1 から論じ
る。パターン 1 は A の「悩み」に対して B が解決策を示すことで「悩み」が収束へ向
かっていく場合である。

＜パターン 1＞
(3)

アルバイトの不採用

A 男×B 女

（初対面）

(この会話は A がなかなかアルバイトに採用されないと B に「悩み」を語って
いる場面である)

1

B:バイトやってる？

2

A:>n やってないやってない゜やっ[て゜<]

3

B:

4

[やっ]てないの.

:バイトが↑さ：

5

A:あバイト入ってんの.

6

B:バイトね：しかも掛け持ちしてるんじゃん¥か hh [hh .hh¥]

7

A:

[うわ：]

((省略:B はイタリアンレストランと居酒屋で週 5 日アルバイトをしていて、今月 8
万収入があると述べている))
8

A:いいな.

9

:もう全然採用されなくてさ：バイ[ト]

10

B:

11

A:うん

12

(0.3)

13

B:なんか

[あ]：らしいね？：((お菓子を食べながら))

((お菓子を食べながら))
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14

A:なんでそんな簡単に(.)ポンポン(0.2)受かった.＝

15

B:＝n

16

A:うん

17

高校の時に ha：

(0.5)

((お菓子を食べながら))

((A はお菓子を食べている))

18

B:高校の時やっちゃダメだったんだけど：

19

A:う：[ん]

((お菓子を食べながら))

((省略：A も B も笑っている))
20 B:ほんでそこを：続けてるのと：(0.5)
21

:あともう一個は(0.2)入れたな.

22

:゜普通に゜

((B はお菓子を食べている))

23 A:まじで.
24 B:゜うん゜
25 A:>なんか<
→26 B:名古屋だ-名古屋だからないんじゃない？
→27

:ないんじゃな[い？]

28 A:

[名]古屋だからかな.や[っぱ]

29 B:
30

[うん]
(0.5)

→31 B:四日市にならあるよ
32 A:四日￥市？四日市[まで通えん.hh￥]
33 B:

[>hu hu hu

hh hh] .hh<

この事例で注目したいのは、A がアルバイトに採用されないことに対して B が「名
古屋だ-名古屋だからないんじゃない？ないんじゃない？」(26、27 行目)、「四日市
にならあるよ」(31 行目) と解決策に繋がる提案を行いながら、土地柄によるもので A
に問題があるのではないと共感的な反応を示している点である。
まず、1 行目で B が A にバイトをしているかどうかを質問し、A は「やってない」
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(2 行目) と応答している。その後 B のバイト話が語られ、A は 8 行目で単に A の状況
を羨むことでは終わらず 9 行目において「もう全然採用されなくてさ：バイト」とバ
イトに採用されないと自ら語りを開始している。この時点では、この A の発話が「悩
み」、「不満」、「愚痴」、「自己卑下」のどの語りにもなり得る。14 行目で、A が
B になぜアルバイトに簡単に採用されたかを質問しており、この質問によって「悩み」
であることが B に認識可能となっている。更に、B は質問に応えながらも A の「悩み」
に対して「名古屋だ-名古屋だからないんじゃない？ないんじゃない？」(26、27 行目)
と原因を挙げ、「四日市にならあるよ」(31 行目) と解決策の候補を示している。つ
まり、A が期待する「悩み」の解決策の提案をしている。この B の反応は、単に A の
「悩み」の解決策の候補を挙げているのではなく、採用されない理由は A の問題では
なく土地柄の問題であると A を励ましてもいる。従って共感的な反応として聞くこと
ができる。その後、A も納得し (28 行目) 、「悩み」が収束していく。事例 (3) の会
話の流れを簡単に以下に示す。

＜事例 (3) の会話の流れ＞

B： アルバイトを掛け持ちしている
A： アルバイトに全然採用されない
→悩み

A： なぜ B は簡単にアルバイトに採用されたか
B： 1 つは高校生の時から続けていて、もう 1 つは大学から始めた
B： 名古屋だからないのではないか

→解決策の候補を提示

A： 名古屋だからかな
B： 四日市にならあるよ

次にパターン 2 について述べる。パターン 2 は、A の「悩み」に対して B は解決策
を提示していない。B は解決策の提示はしていないが A の期待に十分に応えており、
「悩み」が収束していく。
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＜パターン 2＞
(4)

アルバイトの職種選び

A 男×B 男

（同じ部活に所属）

(次の会話は、帰宅時間の遅い A が夜遅くでも働けるスーパーでアルバイトを
しようかどうか悩んでいる場面である)

1 A: 俺↑スーパーで働こうかな(.)゜って思ってんだけど[：゜]
2 B:

[あ]：

3 A: (.)やなんか:(.)スーパーってさ：
4 B: う：[ん]
5 A:

[お]そくからでも(0.3)けっこう(0.2)じか[゜ん゜]

→6 B:

[あ]: 確かに:

7 B: なん[か]
8 A:
9

[お]r 帰ん n(.)遠いからさ：
(0.5)

10 B: あそっか：
11 A: まあそうなんだよ
→12 B: やばい[よね.]
13 A:
14

[そう]そうなっちゃうわけよ

: ちょっと遅めの：(0.2)とこでも入れると[こ]

15 B:
16

[そ]れか:
(0.3)

17 B: コンビニファミレスの夜中<とか:>
18 A: や：１発目から厳しくない？

事例 (4) は、帰宅時間が遅い A が B に「悩み」を打ち明けている場面である。こ
の事例で注目したいのは、A の「悩み」に対して解決策は提示していないが、解決策
の代わりに A の心情に賛同していることである。
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1 行目で A は、「スーパーで働こうかな(.)゜って思ってんだけど：゜」とスーパ
ーで働こうかどうか迷っており、その後、1 行目の考えに至った理由を述べ (3、5 行
目)、B は「 あ：確かに：」 (6 行目) と A の考えを認めている。この A の「悩み」
は、アルバイトの職種について解決策を求めているのではなく、スーパーという選択
が正しいかどうか、B に賛同してほしいことを期待している。つまり、どのようなア
ルバイトが自分には適切か何も分からず、提案をしてほしいという状況ではない。既
に考えがあり、その考えに賛同が得られれば、A の「悩み」は解決に向かうという「悩
み」の構成である。このような「悩み」の提示は、直前に観察した事例 (3) とは異な
る。事例 (3) の場合は、A は B から解決策の提案を期待しており、B から解決策に繋
がる情報を探していた。12 行目で B は「やばいよね」と A の心情に賛同しているが、
「やばい」は、何がどうやばいかは明確に述べられていない。この B の反応を受けて
A は、自分の状況から考えると仕方がないことであると述べている (13、14 行目)。
直前の B の「やばいよね」(12 行目) という反応を A は「仕方がないよね」と理解し
たことが考えられる。なぜなら、B の反応を受けて A も「そうなっちゃうわけよ」(13
行目) と B の「仕方がないよね」という発話を言い換えて反応しているからである。
また、直後に B がコンビニやファミレスの夜中はどうかと「悩み」に対するアドバイ
スを行っている (17 行目) が、A は 1 行目のスーパーの選択肢を貫こうとしている。
このことからも、A は自分の考えについて B から賛同が得られることを期待している
ことが窺える (18 行目)。事例 (4) の会話の流れを簡単に以下に示す。
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＜事例 (4) の会話の流れ＞

A： スーパーで働こうとかなと思っているんだけど

→悩み

B： あ：
A： スーパーって
B： う：ん
A:

遅くからでも

B： 確かに：

→賛同する

A： 帰るの遠いから
B： やばいよね
A： そうなっちゃうわけよ

以上、事例 (3)、事例 (4) のように A の「悩み」に対する B の反応には 2 つの特徴
が観察された。前述したパターン 1 は「悩み」に対する解決策を提案しているため「提
案タイプ」と呼ぶ。パターン 2 は「悩み」に対して解決策を提示していない反応とし
て分類していたが、実は A にとっては十分な解決策に値する反応であり、「悩み」に
対して「そうだよね」や「わかるよ」と共感的な反応を行うことで A の「悩み」を後
押しすることになり、A にとっては自分の選択の正しさが認められることで「悩み」
の解消となっている。本研究では、このような解決策を期待しておらず、「悩み」の
解消に繋がるような反応として、賛同してもらえることを期待している場合を「後押
しタイプ」と呼ぶことにする。「提案タイプ」と「後押しタイプ」の特徴を以下の表
4-6 にまとめる。
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表 4-6

悩みに対する共感的な反応の特徴

共感的な反応のタイプ

語り手の「悩み」

聞き手の反応

「提案タイプ」（パターン 1） 解決の方向性が定まっていない

解決策を提案する

「後押しタイプ」
（パターン 2） 解決の方向性が既にある程度

賛同する

定まっている

以上の分析を踏まえ、本研究のデータにおける「悩み」の発話連鎖のパターンの特
徴を表 4-7、表 4-8 に示す。

表 4-7

悩みの発話連鎖パターン 1：提案タイプ

1A：アルバイトに採用されない

1A： 悩みを語る

2B：名古屋だからないんじゃん？

2B： 解決に繋がる提案

2/8
共感的な反応

例

（励まし）
3A：名古屋だからかな、やっぱ

3A： 悩みが収束へ向かう（納得）

4B：四日市にならあるよ

4B： 解決策を提示する

表 4-8

共感的な反応

悩みの発話連鎖パターン 2：後押しタイプ

1A：スーパーで働こうかなと思って

1A： 悩みを語る

るんだけど、スーパーって遅

例

くからでも結構
2B：確かに

2B： 解決策を提示しない 共感的な反応
（A の心情に賛同する）

3A：帰るの遠いからさ：

6/8

3A： 悩みが収束へ向かう（納得）
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以上のように、「悩み」に対して解決策を提案することが「悩み」の解決に繋がる
ことに加えて、「悩み」に対して「あなたの選択は正しいよ」と背中を押すことも「悩
み」の解消となることが本研究のデータから観察され、語り手の意図に合わせながら
「提案タイプ」と「後押しタイプ」を聞き手は使い分けていることが考えられる。
最後に、本研究のデータにおいてみられなかったパターン 3、4、5、6、7 について
述べる。
まず、パターン 3 について述べる。パターン 3 は、語り手の「悩み」に対して聞き
手が解決策を提示し、語り手が更に「悩み」を語る場合である。しかし、このような
「悩み」を更に語るパターンはみられなかった。その要因として、期待通りの反応が
聞き手から得られれば「悩み」が解消されるため、語り手はそれ以上「悩み」を語る
必要がなかったことが考えられる。パターン 1 がそれを証明している。
次にパターン 4 とパターン 5 について述べる。パターン 4 は、語り手の「悩み」に
対して聞き手は解決策を提示しているが、語り手が期待するような反応を十分示して
いないため、語り手が「悩み」をやり直す場合である。パターン 5 は、語り手の「悩
み」に対して聞き手が解決策を提示しているが、語り手が期待するような反応を十分
示していないため、「悩み」が収束していく場合である。しかし、このような語り手
が期待する反応を十分に示すことができないパターンはみられなかった。その要因と
して、本研究では、解決策に困る、反応に困るような「悩み」は出なかったためであ
ると考える。
最後にパターン 6 とパターン 7 について述べる。パターン 6 は、語り手の「悩み」
に対して聞き手が解決策を提示していないため、
「悩み」が収束へ向かう場合である。
パターン 7 は「悩み」に対して聞き手が解決策を提示していないため、語り手は「悩
み」をやり直す場合である。しかし、このような「悩み」に対して解決策を提示して
いないパターンはみられなかった。本研究では、語り手の「悩み」に対して聞き手は、
なんらかの解決策を提示しようとしていた。また、解決策を提示しない、できない場
合においてもパターン 2 のように、語り手の「悩み」に対して後押しする反応に代え
ることができるため、パターン 6、7 がみられなかっと考えられる。
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4.3.2 「不満」に対する共感発話
本研究では、「不利な立場を訴えることで、正当性が認められることを期待してい
る語り」を「不満を語る」こととする。まず、想定される「不満」に対する発話連鎖
を以下の図 4-5 に示す。

不満：A は B から正当性が認められることを期待

不十分
A 期待△

やり直し
収束

B 正当性を認める
（提案タイプ）
十分

A 期待○

収束
追加

A 不満

A 期待×

B 正当性を認めない

収束
やり直し

不十分

図 4-5

想定される「不満」の発話連鎖

「不満」は、聞き手から正当性が認められることを期待している。A の「不満」に
対して B が正当性を認め、A が期待する反応を満たした場合は、A は更に「不満」を
語ることもあれば、「不満」が収束していくことも考えられる。一方、A の「不満」
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終
了

に対して B が正当性を認める反応を示しても A の期待する反応として十分ではない場
合は、A は「不満」を語り直すこともあれば、「不満」が収束していくこともあると
考えられる。A の「不満」に対して B が正当性を認めない場合は、A は「不満」をや
り直すこともあれば、「不満」が収束していくことも考えられる。
次に分析結果を以下の図 4-6 に示す。調査の結果、本研究では次の太字のパターン
1 と点線の想定していなかったパターン 2 が現われた。

不満：A は B から正当性が認められることを期待
（パターン 4）

不十分
A 期待△

やり直し
収束

（パターン 5）

B 正当性を認める
[パターン 1] 3 例
A 期待○

十分

収束
追加

A 不満

（パターン 3）

A 期待×

B 正当性を認めない

収束
やり直し

（パターン 6）
（パターン 7）

不十分
[パターン 2] 2 例
B 正当性を認めない

A 期待○

収束

（プラスの評価をする）
（A の心情に賛同する）

十分

図 4-6

「不満」の発話連鎖
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終
了

パターン 1 は、「不満」の正当性が十分に認められた場合に「不満」が収束に向か
う場合である。パターン 2 は、B は A の正当性を認めることができず、正当性を認め
ることを回避する代わりに A にプラスの評価を行ったり、A の心境に賛同を示したり
することで A の「不満」が収束へ向かっている場合である。
具体的に、どのような連鎖がみられたかをパターンごとに以下の表 4-9 にまとめる。

表 4-9

「不満」に対する共感発話の連鎖パターン

パターン

A の「不満」

B の反応

A の反応

1

アルバイトの時給が安す

「塾じゃ＜ない＞よ

「うん」「そんな疲れること

ぎる

ね？」

してな いし ＞ 座 って るだ け
だけど：.＜」終了

1

割りに合わないアルバイ

「600 円はちょっとき

「＞い や割 りに 合わ ない ＜

ト

ついね：？」「割りに

まじほんとに」終了

合わないね.：」
1

アルバイト先のミスでア

「そりゃやばいでし

ルバイトできないと申請

ょ.」

「so」終了

していた時間帯にシフト
を組まれた
2

「 あ そう い う (.) ポ ジ ↑テ ィ

化粧をしないでアルバイ

「それ＞ちょっと嬉し

ト先に行ったが、先輩に

くない？＜」
「だって： ブに↑考えればよかったね.」

化粧が濃すぎると怒られ

(.)素顔が化粧している

た

＞みたいな顔ってこと

終了

でしょう？＜」
2

バイトを減らされた

「悲しいな.」

「悲しいね：」
終了
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「自慢」と「不満」は積極的に語ることが社会的に避けられる点で共通していると
考えられる。しかし、A の語りに対して B が期待する反応を示した後の展開に違いが
みられた。前述した「自慢」の発話連鎖のパターン 1 では、A の「自慢」に対して期
待する賞賛が B によって示された場合、A は更に「自慢」を語っている。しかし、「不
満」の発話連鎖のパターン 1 では、A の「不満」に対して A が期待する正当性が B に
よって十分に認められた場合、A の「不満」が収束していく。「自慢」の場合は B の
反応に合わせながら、可能な限り自分のことを誇ることが A にとって望ましいことで
あると考えられるが、「不満」の場合は自己の正当性が認められた時点で更に「不満」
を語ることを望んでいないことが考えられる。「自慢」と「不満」の関係性について、
今後、掘り下げて分析を行う。
パターン 1 とパターン 2 について以下、詳しく論じる。パターン 1 は、A の「不満」
に対して B が正当性を認める反応を示し、「不満」が収束へ向かっている。

＜パターン 1＞
(5)

A のアルバイトの時給

A 女×B 女

（初対面）

(A が塾の講師のアルバイトについて「不満」を語っている場面である。この前
の会話で B はアイスクリーム屋のアルバイトをしていると述べている)

1 A: なんか
2

(1.6)

3 A: う：ん時給いいかなっておも-思って[さ：塾に]したんだけど
4 B:

[うんうんうん]

5 A: なんか.hh 全然よくなくて
6 B: ほんと[に？]
7 A:

[で]まだ研修だからとかいっ[てさ：]

8 B:

[゜う：ん゜]

9 A: もう 4 月から行ってるから>結構行ってんだけど<[hh.hh]
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10 B:

[¥ううん¥]

11 B:¥ 研修[長い？¥]
12 A:

[なのにまだ]研修に[なってて]でなん[か.hh え]

13 B:

[hu hu ]

[゜.hh゜う]ん

14 A:75 分でひとコマなんだけどさ：
15 B:う：ん
16 A:75 分 1000 円って安すぎ？
17

(0.2)

18 A:ちょっとひど[いよ(0.2)ね？]
19 B:

[<安いね：>]

20 A:有り得んよね？
21 B:うん[うんうん]
22 A:

[時給]750 円じゃ[んか？]

→23 B:

[え(.)そ]れ

→24 B:塾じゃ<ない>よ[ね？ ¥ hh hh ¥ .hh ]
25 A:

[うんなんかさ：]ま別に

26 B:うん[うん]
27 A:

[そん]な疲れることしてないし>座ってるだけだけど：.<

28 B:う：ん
29 A:なんかちょっとおいみたいな
30 B:塾って↑いうならみたいな：
31 A:そ：う

このやりとりで注目したいのは、A が質問形式で塾の講師のアルバイトの時給につ
いて不満を語っている (16、18、20、22 行目) 点である。また、不満の語りに対して
B が「え(.)それ塾じゃ<ない>よね？」 (23～24 行目) と全面的に塾を否定するかた
ちで A の正当性を認める反応を示している点にも着目する。
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A は具体的な数字を提示しながら「75 分 1000 円って安すぎ？」(16 行目) と述べ
ており、「安すぎ？」と質問のかたちを用いて A は安すぎると感じている態度を表明
している。つまり安いかどうかが問題ではなく、安すぎると A が感じている強い訴え
である。同時に A が強い訴えを行うことで、B は単に同調するのではなく、A に合わ
せて強い同調を行うことが求められる。従って容易に反応を行うことができなくなる。
実際に B はすぐに応答することができず、A が再度、発話を開始してから B が「<安
いね：>」と肯定している (19 行目)。その後、以下のように A は感情的に訴えながら
除々に客観的な証拠として時給を持ち出して B に正しい判断を求めている。

「75 分 1000 円って安すぎ？」

(16 行目)

↓
「ひどいよ(0.2)ね？」

(18 行目)

↓
「有り得んよね？」

(20 行目)

↓
「時給 750 円じゃんか？」

(22 行目)

最初は、安すぎるという評価、次に「ひどい」と感情的な側面から訴え、最終的に
は時給を示すことで客観的なリソースを提示して訴えている。A が時給を提示した時
点で B の反応にも変化が表れている。それまでは A の語りを促していた B (19、21
行目) が、「え(.)それ塾じゃ<ない>よね？」(23～24 行目) と塾を全否定することで
A の正当性を認める共感的な反応を示している。B の反応を受けて、A は強い訴えを
弱めて卑下している (25、27 行目)。つまり、A は態度を緩めている。他の事例にお
いても、正当性が認められた場合に語り手が態度を緩めて訴えを見直す傾向がみられ
た。A の態度に合わせて B も塾を全否定するのではなく、「塾って↑いうならみたい
な：」(30 行目) と塾に対する訴えを除々に弱めながら反応を示している。事例 (5) の
会話の流れを簡単に以下に示す。
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＜事例 (5) の会話の流れ＞

A： 75 分 1000 円は安すぎ？

→不満

(0.2)
A： ちょっとひどいよね？
B： 安いね
A： あり得ないよね？

→不満

B： うんうんうんうん
A： 時給 750 円じゃんか？

→不満

B： 塾ではない

→A の正当性を認める

A： そんなに疲れることはしていないし、座ってるだけだけど：
A： なんかちょっとおいみたいな
B： 塾って↑いうならみたいな：
A： そう
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次にパターン 2 について論じていく。パターン 1 とは異なり、パターン 2 は「不満」
に対して聞き手は語り手の正当性を認めることができない。

＜パターン 2＞
(6)

アルバイトの先輩に怒られた A

A 女×B 女

（クラスメイト）

(A はアルバイト先で化粧が濃すぎると先輩に怒られたが、実際はその日に化粧
をしていなかった。しかし先輩に化粧をしていない事実を受け入れてもらえな
かったと「不満」を語っている場面である。71 行目の「BB」とはファンデー
ションクリームのことである)

1 A: ゜ね：もう昨日ね：゜＝
2 B: ＝うん
3 A: ゜バイト先でね：゜
4 B: うん
5 A: 超腹立つ先輩がいてね
6 B: うん.hh 女？男？
7 A: 女の先輩なん[だけど]
8 B:

[↑う：ん] >怖い<

9 A: かわい-あのなんて言うのなんかさ面倒(.)みたがる先輩いるじゃん.
10

(0.3)

11 A: なんか後輩(.)先輩ぶりたい(.)おん[な]
12 B:

[>な]るほど<

13 B:ここはね：>みたいな？<
14 A:そう先輩ぶりたい女がい[て]
15 B:

[う]ん

16 A:あたしいつもバイト先はすっぴんなの
17

(0.7)
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18 B:<えっ？>
19

(0.2)

20 A: すっぴんで行ってんの．
21

(0.2)

22 B: お客様に対応する[のに？]
[お客]様に対応する ¥ けどすっぴん [hh hh ¥]

23 A:

((省略：B はアルバイト先で、お客様の前に立つときに、すっぴんは失礼になると
言われたことを話している))
24 B: だっていらっしゃいませでしょう？
25 A: うん
26

(1.0)

27 B: ヤバ
28 A: ですっぴん(.)ますっぴんで行っ tsu たの＝
29 B: ＝うん
30 A: で帰りに：(.)その先輩に[：]
31 B:
32

[゜う]ん゜

(0.6)

33 A: なんか
34 B: ゜hu hu h[u ゜]
35 A:

[ち]ょっと(.)なんか化粧？

36 B: うん＝
37 A: ＝化粧濃すぎじゃない？みたいな○○○さん
38

((○○○は A の名字))

(0.2)

39 B: え言われ[たの]
40 A:
41

[○○]○さん化粧濃すぎじゃない？って言われて
(1.1)

42 A: えっ(.)すっぴんなんだけどって思ったの＝
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43 B: ＝うん
44 A: ゜shyo゜そこまで：そこまで濃くしなくて
45

いいよみたいなこと言われて＝

:

46 B: ＝う[ん]
47 A:

[ち]ょう嫌味ったらしく言われ[て]

48 B:
49

[う]ん
(0.2)

50 B: で[言わなかったの.すっぴん]って
51 A:
52

[えすっぴんじゃん.あたし]
(0.5)

53 A: はぁ？って思って＝
54 B: ＝ん
55

(0.4)

56 A: やすっぴんなん-すっぴんなんですけど゜>とか言って<゜(.)
57

:いるよね：そうやって化粧してるのに

58

:すっぴん[って言うおんな]：みたいなこと

59 B：

[↑い：：]

60 A: 女とは言われてないけど
61 B: [うん]
62 A: [子]って言われて
63

(0.9)

64 A: あたしま-眉毛は描いてたよ
65 B: う：ん
66 A: 眉毛だけ描いてて：でもあとアイプチもなにもしてない状態ね
67

(0.7)

68 A: なんなの[この女]みた゜い゜
69 B:

[BB は？]
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70 A: uhe？
71 B: BB は？
72 A: う：ん塗ってない
→73 B: <ヤバっ>(0.2)それ>ちょっと嬉しくない？<
74

(0.9)

75 A: e 全然嬉しくない
76

(0.7)

→77 B: だって：(.)素顔が化粧してる>みたいな顔ってことでしょう？<＝
78 A: ＝あそういう(.) ポジ↑ティブに↑考えれば[よかったね.]
79 B:

[hh hh] hh

80 A: hh [hh hh hh]
81 B:

[a（

）]

この事例で注目したいのは、化粧をしていない状態でアルバイトに行き、アルバイ
ト先の先輩から化粧が濃いと怒られたという A の「不満」に対する B の反応である。
B は A が接客業のアルバイトに化粧をせずに行ったこと自体が理解できず、A の「不
満」の正当性を認めていない。しかし、A の不当性を認めるかわりに、プラスの評価
を行うことで共感的な反応を示している (73、77 行目)。また B の共感的な反応が示
された後に、A は訴えを見直している。この点は先に取り上げたパターン 1 の事例と
似ており、共感的な反応が示されると A の態度が緩和され、語りが収束へ向かうこと
が観察された。
A はいつもアルバイト先には化粧をしないで行くこと (16 行目) に対して B は、化
粧をせずに接客業のアルバイトに行くことに驚きを示しながら (18 行目) 、不信感を
頂いていることが「お客様に対応するのに？」(22 行目)、「だっていらっしゃいませ
でしょう？」(24 行目)、「ヤバ」(27 行目) などの発話から窺える。A は、先輩に言
われたことを再現しながら (37、40、44、45 行目) 当時の心境 (42、53 行目) を語
り、A は自分は化粧をしていないと先輩に伝えた (56 行目) が事実を受け入れてもら
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えなかったと「不満」を語っている (56～58、60、62 行目)。この「不満」に対して
B は「BB は？」 (71 行目) と簡単な化粧さえもしていなかったのかどうか事実確認を
して、A の正当性を認めるかどうかの判断材料を集めようとしているが、この確認に
対する A の応答がどうであれ、既に B の判断は定まっているようにみえる。なぜなら
簡単な化粧をしていたと応えた場合、A の正当性は否定される。化粧をしていないと
応えた場合においては、接客業のアルバイト先で化粧をしない A への不信感が増すこ
とになる。つまり A が化粧をせずに接客業のアルバイトに行くことは、社会的な規範
から外れる行為であると B は捉えているため正当性は否定される。実際に、A が化粧
をしていないと応えた直後に B は「>ちょっと嬉しくない？<」と A の心情に同調し
(73 行目) 、正当性を認めることを回避している。A は「全然嬉しくない」(75 行目) と
反応し、B は嬉しい理由を詳しく説明している (77 行目) 。この説明には A へのプラ
スの評価が含意されている。つまり、素顔が化粧をしているみたいな顔であるという
「褒め」に繋がるような反応をしている。「不満」を語っている相手にプラスの評価
を行うことは、相手を認めることの 1 つの手段であるようにもみえる。このような積
み重ねによって人間関係が構築されることに繋がることが考えられる。実際にこの発
話の直後に間髪を容れずに A は態度を緩めながら「不満」の訴えを見直している (78
行目)。事例 (6) の会話の流れを簡単に以下に示す。
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＜事例 (6) の会話の流れ＞

A： 超腹が立つ先輩がいる
A： アルバイト先ではすっぴん
B： すっぴんで行ってんの.
B： お客様に対応するのに？
A： お客様に対応するけどすっぴん
B： やば

→不満

A： 帰りにその先輩になんかちょっと化粧濃すぎじゃない？
：

○○○さん

：

○○○さん化粧濃すぎじゃない？って言われて

A： はぁ？って思って
： 眉毛だけ描いてて：でもあとなにもしていない状態ね
B： BB（ファンデーションクリーム）は？
A： 塗っていない
→正当性を認めない

B： それちょっと嬉しくない？
A： 全然嬉しくない
B： 素顔が化粧してるみたいな顔ってことでしょう？
A： あそういうポジティブに考えれば良かったね

本研究のデータにおける「不満」の発話連鎖のパターンの特徴を以下の表 4-10、表
4-11 に示す。
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表 4-10

不満の発話連鎖パターン 1「正当性を認める」

1A：塾のアルバイトの時給が安す 1A： 不満を語る

3/5

ぎる

例

2B：塾じゃないよね

2B： A の正当性を認める

3A：うん

3A： 不満が収束へ向かう

共感的な反応

（納得）

表 4-11

不満の発話連鎖パターン 2「正当性を認めない」

1A：化粧していないのに先輩に

1A： 不満を語る

化粧が濃すぎると怒られた
2B：ちょっと嬉しくない？素顔が
化粧してるみたいな顔って

2/5
例

2B： A の正当性を認めない共感的な反応
（A の心情に理解を示す）

ことでしょ？
3A：あそういうポジティブに考え
れば良かったね

3A： 不満が収束へ向かう
（納得）

本研究のデータでは、正当性を認めてほしいと望んでいることが聞き手にわかるか
たちで語り手が「不満」の対象に向けて怒りをぶつけたり、不当な扱いを受けた当時
の心境などを表明したりしていることが観察された。「不満」に対して聞き手が共感
的な反応を示すことで語り手は、訴えを弱めたり、訴えを見直したりしていた。つま
り、共感的な反応が示されることで語りが収束に向かい、一転して「不満」を和らげ
ることに繋がっている。これまでの研究では「不満」を述べあい、互いに共感を示す
ことで共通点が見出される (吉兼・藤浦・田中・今田・高井：2013) ことが指摘され
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ている。本研究のパターン 1 においては、先行研究と同様のことが観察された。しか
しながら、パターン 2 のように、聞き手は、語り手の正当性を認めることができない
場合においても、語り手の心情に同調しており、このような方法が人間関係の構築や
維持に欠かすことができないと考える。Schegloff (2007) は、「不満」の発話連鎖は
複雑であると述べている。「不満」の語りを聞いている側の反応には、一緒に「不満」
を述べる、解決策を提供する、非同意を行うことなどがあると指摘している。Schegloff
(2007) が指摘している通り、本研究においても「不満」の発話連鎖は複雑であるが、
複雑なやりとりの中で正当性を認めたり、認めることができない場合においても互い
に態度を合わせようとしたりする、ある一定の方法があることを証明することができ
たと考える。
最後に、本研究のデータにおいてみられなかったパターン 3、4、5、6、7 について
述べる。「不満」は 5 つの語りの中で一番、出現数が少なかった。その要因として、
「自慢」と同様に社会的な規範と関連していることが考えられる。「不満」を語るこ
と自体が、聞き手をもネガティブな気持ちにさせてしまい、不快感を与える可能性が
ある。このような言動は人間関係の構築や維持に支障をきたしかねないことが出現が
少なかったことに結びついていると考える。
まず、パターン 3 について述べる。パターン 3 は、語り手の「不満」に対して聞き
手が正当性を認める反応を示した後、語り手が更に「不満」を語る場合である。しか
し、このような「不満」を更に語るパターンはみられなかった。これは、「不満」を
語り続けると聞き手が反応に困るためである。語り手の正当性を 1 度認めたにもかか
わらず、再度、認めなければならないのは、聞き手にとって負担になる。そのため、
パターン 1 のように、語り手は自らの正当性が認められると「不満」が収束へ向かう
と考えられる。
次に、パターン 4 とパターン 5 について述べる。パターン 4 は、語り手の「不満」
に対して聞き手は正当性を認めているが、語り手の期待するような反応を十分に示し
ていないため、語り手が「不満」をやり直す場合である。パターン 5 は、語り手の「不
満」に対して聞き手は正当性を認めているが、語り手の期待するような反応を十分に
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示していないため、「不満」が収束へ向かう場合である。しかし、このような語り手
の期待する反応を十分に示していないパターンがみられなかった。その要因として、
語り手の正当性を認めることで、聞き手も不利になったり責任が降り懸ったりするよ
うな「不満」が出現しなかったことが考えられる。つまり、語り手の「不満」を認め
にくい、聞き手が困るような「不満」がみられなかったためであるといえる。
最後にパターン 6 とパターン 7 について述べる。パターン 6 は、語り手の「不満」
に対して聞き手が正当性を認めることができないため、「不満」が収束へ向かう場合
である。パターン 7 は「不満」に対して聞き手が正当性を認めることができないため、
語り手が「不満」をやり直す場合である。しかしこのような正当性を認めることがで
きないパターンはみられなかった。その要因として、正当性を認めることができない
ときに、それを伝えると語り手が間違っていることを直接的に伝えることになり、語
り手を否定することに繋がることが考えられる。このように語り手を否定することを
なるべく回避するために、パターン 2 のように、聞き手が語り手の正当性を認めるこ
とができない場合、その代わりに語り手の心情に賛同する傾向があると考える。そこ
には、人間関係を維持したい、
構築したいという思考が働いていることが考えられる。

4.3.3 「愚痴」に対する共感発話
本研究では、「望ましくない事態について嘆くことで、同調してもらえることを期
待している語り」を「愚痴を語る」こととする。まず、想定される「愚痴」の発話連
鎖を以下の図 4-7 に示す。
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愚痴：A は B から同調が得られることを期待

不十分
A 期待△

やり直し
収束

B 同調する

十分

A 期待○

収束
追加

A 愚痴

A 期待×

B 同調しない

収束
やり直し

不十分

図 4-7

想定される「愚痴」の発話連鎖

「愚痴」は聞き手に同調してもらえることを期待している。まず、A が「愚痴」を
語った後に、B が A に同調する場合と同調しない場合が想定される。同調する場合は、
A が期待する反応を B が示し、「愚痴」が収束する場合と、A が更に「愚痴」を語る
場合が考えられる。ここでいう「追加」とは関連した｢愚痴｣を語る場合である。「愚
痴」に対して B が同調を示しても A が期待する反応としては十分でない場合は、期待
する反応が得られるように A が「愚痴」をやり直す場合と、「愚痴」が収束する場合
とが考えられる。「愚痴」に対して B が同調しない場合は、A は同調が得られるまで
語る場合と、「愚痴」が収束していく 2 つの流れが考えられる。
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終
了

次に分析結果を以下の図 4-8 に示す。調査の結果、本研究では次の太字のパターン
1、2、3 が現われた。

愚痴：A は B から同調が得られることを期待
[パターン 3]

2例

不十分
A 期待△

やり直し
収束

（パターン 4）

B 同調する
[パターン 1] 14 例
十分

A 期待○

収束

終
了

追加

A 愚痴
[パターン 2]

11 例

A 期待×

B 同調しない

収束
やり直し

（パターン 5）

（パターン 6）

不十分

図 4-8

「愚痴」の発話連鎖

パターン 1 は、A の「愚痴」に対して B が同調し、A の「愚痴」が収束していく場
合である。パターン 2 は、A の「愚痴」に対して B が同調し、A が更に「愚痴」を語
る場合である。パターン 3 は、A の「愚痴」に対して B が同調するが、A が B の反応
に抵抗を示して「愚痴」をやり直している場合である。具体的に、どのような連鎖が
みられたかをパターンごとに以下の表 4-12 にまとめる。
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表 4-12

「愚痴」に対する共感発話の連鎖パターン

パターン

A の「愚痴」

B の反応

A の反応

1

浪人していたため、体力が

「 ¥ つ ら い ね .hh そ れ

「¥も.hh は::みないな

ついていかない

は .hh」

¥」終了

法学部で「六法全書」を買

「それもそれで面倒くさ

「わぁうちこれや」 ((A

うように言われたが、法律

いな.」

は B が持っている教科書

1

をみて驚いている)) 終了

は変わるから早く買い過ぎ
てもと言われ、いつ買って
いいのか分からない
1

塾でチューターのアルバイ

「自分より上だと怖いよ

「う：ん(.)怖い」

トをしていて、生徒が自分

ね.」「こいつ案外とか思

「そそ￥そそそ￥ .hh」

よりも上の大学を目指すと

われたくないよね？」

終了

出てきたお菓子に手を出し

「そそ結構美味しくな

「美味しいこっちのほう

過ぎて喉が渇いてきた

い？」

が間違いなくおいしい」

言い、まじかよと思った
1

終了
1

カラオケで上手い人の後に

「そう辛い」

歌うのは辛い
1

1

もうやめて:みたいな
終了

アルバイト先でもうすく昇

「 昇 給 に 期 待 だ よ ね .」

「1000 円辛い

給してあげると言われたが

「もう期待するしかな

終了

いつになるのか

い」

コンサートの当選結果が出

「＜困ったね.＞」

ていないため、予定を立て

hh」

「゜ん:゜」
終了

られず困っている
1

自分の高校は進学校ではな

「 な -中 の 人 た ち か ら し

「[そう]」「なんだ￥こ

いのに進学校を気取ってい

たらなんだこい[つ感]が

[いつ]ら hh みたいにな

た

やばいよね.¥hh hh ¥」

って￥」終了
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2-1

アルバイト先が間違えたシ

「それは焦るでしょ.：」

フトを入れたことがわかり
安心した
1
(2-1 続き)

塾のアルバイトで高校 2 年

「こう 2 とか:てかなんな

「こっちが教えてほしい

生の数学を担当することに

ら(.)[つい最近まで高校

[わ]高 2 の数学とか.hh」

なりそうで焦った

生 だ っ た ん で す け ど :み

終了

¥たいな.¥]」
2-2

1
(2-2 続き)

ゴールデンウィークに「 2

「U あ::>きつ<」

「帰ったけどね新幹線と

万 6 千ぐらいかかってさ：

(0.7) 電 車 や ば か っ

往復」

た：ほんと」追加

ゴールデンウィークに帰省

「2 万か hh:すごいね.」

し、新幹線と電車で 2 万 6

「ていうか名前は？」
終了

千円で、本当にやばかった
2-3
1
(2-3 続き)

通いはめんどくさい

「それはめんどくせ:わ」

通学に片道 1 時間かかる。

「あ:あの時間うざい

「うん」

通学で朝が早いと電車に人

ね.」

「ラッシュはすごい」

がたくさんいて大変

2-4

終了

自分の周りの友人はお酒が

「まじで.はえ:な¥三ば

弱いため飲み放題に行って

[いな¥<.hh] .hh>」

も 3 杯以上の飲むことがで
きない(A は浪人していた
ため、調査時に 21 歳))
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2-5
(2-4 続き)

友人はお酒が弱いため 3 杯

「あれってかんじ.」

で以上の飲むことができな
い。飲み終わるのが早い。

2-6
(2-5 続き)

自分はお酒が強い人みたい

「[￥そ]れはあるか[も

な印象を与えているが、自

ね￥. hh]

分が強いのではなく、周り
がとても弱い
2-7
(2-6 続き)

自分はお酒に強くない、周

ま言えないな

りの友人がお酒に弱いだけ
だが、それは言えない

2-8
(2-7 続き)

飲み放題だから自分も周り

だよね .元 取れ- 元取り た

と同じペースで飲むのをや

いしさ：

めたらもったいない
1

飲み放題で周りが自分より

「>酔いたい酔いたい酔

「なに nan ジュースで

飲まなくてもとりあえず酔

いたい酔いたい<」

いいじゃんね.酔えない
なら」

いたい

終了
2-9

クラスで取り組む大学行事

「（俺ら／まだ）布買っ

の準備が全然進んでいな

てないから大丈夫」

い。
1
(2-9 続き)

クラスで取り組む大学行事

「 う :ん 大 変 だ ね ？ そ っ

「う：ん」

の準備が進んでおらず、使

ちも」

終了

う材料を多分ほぼ買う。
2-10

高校生の時にアイドルのフ

「そ：そ：そ：そ」

ァンでお金を使い、今だっ
たら絶対に違うものを買う
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2-11
(2-10 続き)

高校の時にアイドルのファ

「服とか買うよ[ (って感

ンでお金を使い、今、あの

じだよね) 」

お金があったら
1
(2-11 続き)

高校の時にアイドルのファ

「[なん]であの人のファ

ンでお金を使い、今、あの

ンクラブに入ってたんだ

お金があればと思う

ろうとかめっちゃ思う[も

「[思う]よね.：」終了

ん] 」

3

3

大学のクラスで、議長より

「じゃあ最初からやれよ

「hu ちょ」「ま女子だけ

も平の人が張り切っている

みたいな.」

どね」やり直し

塾のアルバイトでは困った

「おっとこいつら勉強し

「でも集団塾に行っても

生徒もいる

に来たのか(.)っていう」

おごって感じの子はいる
から: ￥hh￥」やり直し

「不満」は、自らの正当性が聞き手に認められることを期待しており、一方の「愚
痴」の場合は、自らが望んでいない事態、立場であることを聞き手に認めてもらえる
ことを期待している。「不満」は自らの正当性、「愚痴」は望ましくない事態である
ことが認められることを期待している点が異なる。
まずは、パターン 1 から述べる。パターン 1 は、A の「愚痴」に対して B が同調し
た後に、「愚痴」が収束していく。

＜パターン 1＞
(7)

A のアルバイト

A 男×B 女

（初対面）

(次の会話は、塾でチューターをしている A が B に塾で教えている生徒に自分
が所属している大学よりも上のランクの大学を目指すと言われたと「愚痴」を
述べている場面である)
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1 A: 実際[よく分から]
2 B:

[ないのに]やっちゃったっ[て.]

3 A:

[う]ん

[.hh]
[.hh]

4 A :よく分か[らんやて]
5 B:

[ね：]：

6 A: だけど結構来るんよね(.)しかも結[構]
7 B:

[あそ]うなんだ

8 A: 上のほう目指すひ-[京都大学]京都大学とか言われてさ：
9 B:

[え答えれる？]

10 A: まじかよとか思っ[て]
11 B:
12

[う]：ん
(0.6)

→13 B: 自分より上だと怖いよね.
14 A: う：ん(.)怖い
15

(0.3)

→16 B: こいつ案外とか思われたくないよね？
17 A: そそ￥そ[そそ￥
18 B:

.hh]

[hh hh .hh]

19 B: あたし公文式で一回丸付けのバイトしてたんだけど：
20 A: うん

このやりとりで注目したいのは、A の「愚痴」に対して B が A の心境を推測して、
A の心境に同調していることである。
A は 8、10 行目で「上のほう目指すひ-京都大学京都大学とか言われてさ：」と塾
でチューターというアルバイトをしており、生徒から自分の大学よりも高い大学を目
指すと言われたことに「まじかよとか思って」と望ましくない事態であると嘆いてい
る。この A の「愚痴」に対して B は「自分より上だと怖いよね.」 (13 行目)、
「こい
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つ案外とか思われたくないよね？」 (16 行目) と A が置かれている状況の中で A の心
境を推測して、A の心境に同調している。
この B の共感的な反応は、A の心境を認める方法である。B は A の気持ちを「怖い」
と解釈したことを伝えている。つまり、Subjunctive assessments (Heritage：2011)
を行うことで共感を示している。B は、A の「まじかよとか思って」という発話から
B の心境を「怖い」(13 行目) や「こいつ案外とか思われたくないよね？」(16 行目) と
具体的に評価している点が特徴的である。この事例では、B は A の心境を具体化して
評価している。B は「怖いでしょう」と A の心境を推測したことを示すことに留まら
ず、自分もそう思うという共感の仕方を行っている。従って、B は A の気持ちの部分
まで踏み込んで仮の評価として同調している。この会話における A の「愚痴」(8、10
行目) は、
「悩み」の解決策や「不満」で期待される正当性を認めてもらうために語っ
ているのではなく、自分が望ましくない状況であると語っているものである。B も「愚
痴」の語りであると認識し、解決策や正当性について反応を示すのではなく、相手の
気持ちを理解している、A の心境に同調を示している。従って、B は十分な反応を示
しているため、A も B の反応を肯定し、「愚痴」が収束している。事例 (7) の会話の
流れを簡単に以下に示す。

＜事例 (7) の会話の流れ＞

A：

上のほうを目指す、京都大学とか言われた

B：

え答えれる？

A：

まじかよとか思って

B：

自分より上だと怖いよね

A：

怖い

B：

こいつ案外とか思われたくないよね？

A：

そそそ

→愚痴

→A の心境に同調
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→A の心境に同調

次にパターン 2 の事例をみていく。パターン 2 は、A の「愚痴」に対して B が同調
した後に、A が「愚痴」を追加している。

(8)

A 女×B 女

高校時代に使ったお金について

（知人）

(A は高校の時にアイドルのファンでお金を使い、今そのお金があれば違うもの
を買うだろうと「愚痴」を述べている場面である)

1 A : 引っ越すときにさ:＝
2 B : ＝うん
3 A : こっち来るときに[:]
4 B :
5

[う]ん
(0.9)

6 A : 荷物まとめるじゃ[ん.]
7 B :

[う]ん

8 A : でなんか(0.2)いろいろ見てたら:
9 B : うん
10 A : ○○これにいくら払ったんだろ[うと思って:.hh mo なんか]
((○○は A の名前))
11 B :

[¥hh: ha ha ha¥]

12 A : あのときはあのときで:それでよかった[から]全然
13 B :

[うん]

14 A : こうか[いし tz てない]けど:
15 B :

[いか考えるとね.]

16 A : 今だっ-(0.3).hh 総額何万使った[の]か[な:と思っ]て:
17 B :

[ん:] [思うそれは]

18 A : .hh や今だったら絶対違うもの買うの[に:って]
→19 B :

[そ:そ:そ:]そ＝

20 A : ＝あのお金があったら今<.hh>
→21 B : 服とか買うよ[(って感じだよね)]
22 A :

[そう(.)今]あのお金があれば(.)とかお[もう]

→23 B :

[なん]で
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→24 B : あの人のファンクラブに入ってたんだろうとかめっちゃ思う[もん]
25 A :

[思う]よね.[:]

26 B :

[ん]ん

27

(1.4) ((お菓子の袋を開ける音))

この事例で注目したいのは、A の「愚痴」に対する B の反応が、パターン 1 のよう
に A の心境を具体的には述べていない点である。仮の評価をすることに留まっている。
A は 12、14 行目で高校の時にファンクラブで使ったお金について、当時はそれで
良かったため、後悔していないと述べながらも、
「今だっ-(0.3).hh 総額何万使った
[の]か[な:と思っ]て」(16 行目) と当時、使った金額を思い起こして「や今だった
ら絶対違うもの買うの[に:って]」 (18 行目) と当時使ったお金の使い道を、現在の
状況に置き換えて違う使い道をしていると語っている。この A の語りは、過去と現在
の自分の行動を比較して、14 行目で当時はそれで良かったと語りながらも今だったら
絶対に違うものを買うという「後悔」が含まれているようにみえる。従って、望まし
くない経験、
「愚痴」を語っている。この A の「愚痴」に対して B は、
「そ:そ:そ:そ」
と同調している (19 行目)。このように、B は「そう」と認めることで A の語りを促
し、A が更に「愚痴」を語り易い環境を作り出しているようにみえる。他の事例にお
いても、B は A が語った心境を繰り返したり、言い換えたりすることで同調し、A が
「愚痴」を追加する傾向がみられた。この B の反応を受けて A は、今、当時のお金が
あったらと語り、
「愚痴」を追加している (22 行目)。パターン 1 とパターン 2 も A の
「愚痴」に対して B が期待する反応を示しているが、その後の展開に違いがある。パ
ターン 1 の場合は B の反応を受けて、「愚痴」が収束していくが、パターン 2 は更に
「愚痴」が語られる。事例 (8) の会話の流れを簡単に以下に示す。
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＜事例 (8) の会話の流れ＞

A： これにいくら払ったんだろうと思って
B： ha ha ha ha
A： あの時は、あの時でそれで良かったから
B： うん
→愚痴

A： 後悔していないけど
A： 総額何万使ったのかな：と思って
A： 今だったから絶対違うものを買うのにって
B： そそそそ

→同調

A： あのお金があったら今

→愚痴の継続

B： 服とか買うよって感じだよね

→同調

A： 今あのお金があればとか思う
B： なんであの人のファンクラブに入ったん

→愚痴の継続
→同調

だろうとかめっちゃ思うもん

最後にパターン 3 について説明する。パターン 3 は、A の「愚痴」に対して B が同
調した後に、A が B の反応に抵抗を示し、「愚痴」をやり直している。

＜パターン 3＞
(9)

A 男×B 男

塾の講師のアルバイトについて

（同じ部活に所属）

(この会話は A が塾の講師のアルバイトをしていて、困った生徒もいるという
「愚痴」を述べている場面である)

1 A:でも慣れた(.)わりと
2 B:慣れた?
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3 A:うんでもね: (0.2)問題がね:(0.3) 生徒によるんだよ
4 B:u 生徒なんか調子[のってんの.いま]
5 A:
6

[生徒によるんだよ]生徒がね：も：なんかね：
(0.3)

7 A:授業とか関係なしに話しまくってるやつも[とかい]るんだ:
8 B:

[あ:]

((省略：A は個別指導を担当していると説明している))
9 A:生徒自体がさ:あんまり集団の塾に行かなかったような子とかだからさ:
10 B:あ::
11

(0.6)

12 A:[ね.]
13 B:[慣]れてない.
14 A:なんかね.
15

(0.6)

16 A:うぉ:って感じ[の子が来たりするから:] hh hh
17 B:

[うぉ:ってなる ¥hu hu hh¥]

→18 B:おっとこいつら勉強しに来たのか(.)っていう＝
19 A:＝おおって感じ[のね.]
20 B:

[¥hh hh] hh hh¥

21 B:¥つわものが hh¥
22 A:でも集団塾に行ってもおごって感じの子はい[るから:¥hh¥]
23 B:

[¥hh hh

hh hh¥]

24 B:それはまじ:みんなから白い目[で]みら[゜れる゜]
25 A:

[そ]

26 A:俺おおって感じのやつだったもん
27 B:¥あ hh hh¥
28 A:中学んとき
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[ぶっ]ちゃけさ:

29 B:uu
30 A:宿題一回も出してね (.)¥hh:¥

この事例で注目したいのは、A と B の間で認識のズレが生じ、A が「愚痴」をやり
直している点である。A はアルバイト先の塾で、困った生徒がいるという「愚痴」を
述べている (3、5、7、9、12、14、16 行目) 。この A の「愚痴」に対して B も同調
を示しているが (18 行目) 、A は B の反応に抵抗している (22、26、28、30 行目) 。
まず、A は 1 行目で塾の講師のアルバイトに慣れたと述べ、B が A に再度、慣れた
かどうかを確かめると A は
「うん」と一度肯定をして「でもね: (0.2)問題がね:(0.3)
生徒によるんだよ」(3 行目) とトラブルを含意する応答を行っている。このように、
最初は問題がないと A は述べながらも、実は問題があるというように応答を引き伸ば
している。この段階で「悩み」、
「不満」、「愚痴」のどの語りかを判断することは困難
である。なぜなら、
「問題が生徒によるんだよ」の発話の後に、生徒の扱いについて困
っており、解決策の提示を求めたり（「悩み」）、生徒の問題に対して A の正当性を訴
える発話がくる（「不満」
）ことも想定できるからである。その後、困った生徒もいる
と A は「愚痴」を語っている。A の「愚痴」の中核は、生徒が授業中に話すことであ
る。A にとっては望ましくない事態であり (5、7 行目)、そのような授業中に話す生
徒の特性を、集団に慣れていない子と説明している (9、12、14、16 行目)。A の「愚
痴」に対して B は非難に繋がるかたちで「こいつら勉強しに来たのか」(18 行目) と
A の生徒を評価している。つまり、A の「愚痴」に対して B は過剰に同調している。
この B の反応に対して A は「おおって感じのね.」(19 行目) と生徒の印象を述べるこ
とに留まっている。この「おおって」という発話は、想定外のこと、または驚きを表
していると考えられる。つまり A は、B が直前で述べた生徒への非難に繋がる評価に
ついては、肯定も否定もしていない。ここに、A と B の間で微妙な認識のズレが生じ
ていることが窺える。A は「でも」と B の反応に抵抗を示している (22 行目)。
「おお
って感じのやつだったもん」、
「宿題一回も出してね」と自分自身のことを例に挙げる
ことで、特定の生徒を責めているわけではなく、A が授業を行う際に望ましくない事

131

態が起こることを B に知ってほしい、そこに同調してほしいと「愚痴」をやり直して
いる (25、26、28、30 行目)。
以上のような A と B の認識のズレは、「愚痴」の語りの曖昧さを示している。「悩
み」は解決策を期待し、「不満」は正当性を認めてほしいなど A が B に期待する反応
の範囲が定まっているが「愚痴」の場合、A は B に望ましくない状況や立場であるこ
とに同調してほしいと期待しているため、同調の場合は「悩み」や「不満」と比べる
と反応の範囲が広くなる。反応の範囲が広くなることで、このような A と B の認識の
ズレに関する問題が生じてくることが考えられる。事例 (9) の会話の流れを簡単に以
下に示す。

＜事例 (9) の会話の流れ＞

A： 塾の講師のアルバイトは慣れた
B： 慣れた？
A： 問題が生徒による
A： 授業とか関係なしに話しまくる生徒がいる

→愚痴

A： 生徒自体があんまり集団の塾に行かなかったような子とかだから
B： 慣れてない
A： うぉって感じの子がくる
B： こいつら勉強しに来たのかっていう

→過剰に同調

A： おおって感じの
B： つわものが
A： でも集団の塾に行ってもおごって感じの子はいる
B： みんなから白い目でみられる

→愚痴のやり直し

A： ぶっちゃけさ：
： 俺おおって感じのやつだったもん
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本研究のデータにおける「愚痴」の発話連鎖のパターンの特徴を以下の表 4-13 か
ら表 4-15 に示す。

表 4-13

1A：コンサートの当選結果が出な

愚痴の発話連鎖パターン 1

1A： 愚痴の語り

14/27

いから予定が立てられない

例

2B：困ったね

2B： 同調する

3A：ん

3A： 愚痴の語りが収束へ向かう

共感的な反応

（＝承認欲求の充足

表 4-14

愚痴の発話連鎖パターン 2

1A：通いはめんどくさい

1A： 愚痴の語り

2B：それはめんどせ：わ

2B： 同調する

3A：片道 1 時間だから行って帰る

3A： 愚痴を更に語る

だけで 1 コマいける

11/27
共感的な反応

（＝承認欲求の充足

表 4-15

1A：アルバイト先で困った生徒も

○）

例

○）

愚痴の発話連鎖パターン 3

1A： 愚痴の語り

2/27

いる

例

2B：こいつら勉強しに来たのか

2B： 同調する

3A：自分もその 1 人だった

3A： 愚痴をやり直す（抵抗）

共感的な反応

（＝承認欲求の充足
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△）

パターン 1 とパターン 2 は「愚痴」に対して聞き手が十分な同調を示している場合
である。パターン 3 は「愚痴」に対する聞き手の反応が、語り手が期待している反応
とは異なっており、語り手にとっては十分な同調ではない場合である。パターン 1 と
パターン 2 は語り手が期待する反応を聞き手が示している点で共通しているが、その
後の展開に違いがみられる。パターン 1 の場合は、聞き手の反応を受けて、「愚痴」
が収束に向かっているが、パターン 2 の場合は、語り手は更に「愚痴」を続けている。
その違いは、パターン 1 では、「愚痴」に対して聞き手が語り手の心境を推測して具
体的に語り手の心境を述べることで共感的な反応を行っているのに対し、パターン 2
では、「愚痴」に対して聞き手が「そう」などと肯定したり、語り手が述べた発話を
繰り返したり、言い換えたりすることで、語り手が更に「愚痴」を述べ易い環境を作
り出していることによると考えられる。
最後に、本研究のデータにおいてみられなかったパターン 4、5、6 について述べる。
「愚痴」の語りに対して聞き手は同調しており、同調しないパターンはみられなかっ
た。その理由は「不満」に比べると、聞き手が不利になったり、責任が降り懸ったり
する可能性が低いことが考えられる。また語り手の「愚痴」に聞き手が同調した場合、
更に「愚痴」が語られる傾向がみられた（パターン 2）。つまり、「愚痴」の場合は、
期待通りの反応が得られた後に、もっと「愚痴」を聞いてほしいという欲求が生じる
ことが考えられ、その点においても「不満」とは異なる。
まず、パターン 4 について述べる。パターン 4 は、「愚痴」に対して聞き手が同調
しているが語り手が期待するような反応を十分に示していないため、「愚痴」が収束
へ向かう場合である。
しかしこのようなパターンはみられなかった。パターン 3 では、
「愚痴」に対して聞き手が過剰に同調し、語り手が「愚痴」をやり直していた。これ
は、語り手と聞き手の認識のズレからくるものであった。「愚痴」は「自慢」や「不
満」に比べると規制がない分、反応の範囲が広がり、語り手の期待するような反応と
完全に一致した反応を示すことは困難になる。これが認識のズレである。しかし「愚
痴」はやり直しがきく語りであるため、認識のズレが生じた場合、そのまま収束せず
にやり直すことで、認識のズレを埋めることができる。
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最後にパターン 5 とパターン 6 について述べる。パターン 5 は「愚痴」に対して聞
き手が同調せず、「愚痴」が収束へ向かう場合である。パターン 6 は「愚痴」に対し
て聞き手が同調せず、「愚痴」をやり直す場合である。しかし、語り手の「愚痴」に
対して聞き手が同調しないパターンはみられなかった。その要因として、「愚痴」に
同調しないことは、語り手の経験を否定することに繋がるということが考えられる。
「愚痴」に同調しない場合、
語り手の経験が大したことではないと伝えることになり、
そのような言動は人間関係の構築・維持に支障をきたすことになると考えられる。聞
き手はこのようなリスクを冒してまで同調しない反応を示すより、「愚痴」に同調で
きないと考えていても表面的には一度同調し、その後、除々に同調できないことを伝
えたほうが語り手を否定せずに済むため、このようなパターンがみられなかったと考
える。

4.3.4 「自己卑下」に対する共感発話
最後に、「自己卑下」の共感発話の連鎖の特徴を論じる。「愚痴」と「自己卑下」
は自分にとって望ましくない経験であることを理解してほしいと期待している点で似
ているようにみえる。例えば、前述した以下の事例の A の発話 (8、10 行目) は、「自
己卑下」にも聞こえ得るが、聞き手は「愚痴」であると解釈している。

8 A: 上のほう目指すひ-[京都大学]京都大学とか言われてさ：
9 B:

[え答えれる？]

10 A: まじかよとか思っ[て]
11 B:
12

[う]：ん
(0.6)

→13 B: 自分より上だと怖いよね.
14 A: う：ん(.)怖い
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「愚痴」は望ましくない事態を経験したこと、直面したことに対して「それは大変
だったね」と同調を示してほしいと期待している。一方、「自己卑下」は自分自身の
能力や経験不足が劣っていることがトラブルであると語ることで、「そんなことない
よ」と否定や「そうだね」と肯定してもらうことを期待している点で「愚痴」とは異
なる。前述した通り、本研究において「自己卑下」は「愚痴」と重なる部分もあるが、
「愚痴」と根本的に異なる点は、自分が劣っていることが原因のトラブルであると語
っていることである。「自己卑下」の語り手と聞き手は、いくつかのリスクを抱えて
いることが考えられる。例えば、語り手は自分を曝け出すことで自分の弱い部分を見
せることに繋がることもある。Altman& Taylor (1973) は、自分の弱い部分を見せる
ことは深い自己開示となることもあると述べている。語り手は自分の弱い部分を見せ
ることで聞き手との距離が縮まる場合もあれば、弱い自分を見せて同情を引こうとし
ている印象を与えてしまうリスクもある。一方、聞き手は、「自己卑下」に対して否
定・肯定の判断を慎重に行い、相手を傷つけないように共感的な反応を示さなければ
ならず、判断を間違うと語り手を否定することになり、人間関係が崩れるリスクもあ
る。吉田・浦・黒川 (2004) は、「自己卑下」を行うことに対人的ストラテジーがあ
ると述べている。日本文化における「自己卑下」は「自分に親しみを感じてほしい」
と考える「関係志向的な動機」と、「相手にそんなことないよ、と言って欲しい」と
考える「自己奉仕的な動機」の 2 つを、同時に満たすことが可能な複合的な効果を持
つ対人的ストラテジーである可能性を指摘している。自己卑下を行った者は、相手か
ら否定的な反応が示された （「そんなことないよ」／「悪くないよ」） とみなすほ
ど、肯定的な自己への見方が形成される可能性があり、一方、共感的な反応（「そう
いうこともあるよね／私も下手だよ」） が返された場合は、そのような肯定的な自己
への見方が形成される可能性は認められなかったと吉田・浦・黒川 (2004) は指摘し
ている17。その理由は、共感的な反応は類似性を示す反応であり、明確な意思表示で
ある否定に比べると、自己卑下を行った者に及ぼす影響力が弱い、または共感的な反

17

吉田・浦・黒川 (2004：146) は、否定反応を「卑下内容を否定する反応」、共感反応は「理解を示
し、同様の卑下を返す反応」と定義している。
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応は人間関係の良好さの知覚と結びついているため、効果を持たない可能性があるか
らである (吉田・浦・黒川：2004)。この主張から、「自己卑下」の語り手は、聞き手
に共感的な反応を求める場合、相手との関係維持に志向していることが考えられる。
本研究では、「自分が劣っていることを伝えることで、『そんなことないよ』と否
定してもらえる・『そうだね』と肯定してもらえることを期待している語り」を「自
己卑下をする」こととする。まず、想定される「自己卑下」の発話連鎖を以下の図 4-9
に示す。
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自己卑下Ⅰ：A は B に否定してもらうことを期待
不十分
A 期待△

やり直し
収束

B 否定する
A 期待○
十分

A 自己卑下

A 期待×

B 否定しない

収束
追加

終
了

収束
やり直し

不十分

自己卑下Ⅱ：A は B に肯定してもらうことを期待
不十分
A 期待△

やり直し
収束

B 肯定する
A 期待○
十分

A 自己卑下

A 期待×

B 肯定しない

収束
追加

収束
やり直し

不十分

図 4-9

想定される「自己卑下」の発話連鎖
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終
了

「自己卑下」は、聞き手から「そんなことない」と否定してもらうことを期待して
いる場合と聞き手から
「そうだね」
と肯定してもらうことを期待している場合がある。
最初に、A が B に「自己卑下」を否定してもうことを期待している場合の会話の流
れを考える。B が A の「自己卑下」を否定したときに、十分な反応であると A が判断
したときに A は更に「自己卑下」を続ける場合と、「自己卑下」が収束する場合が考
えられる。一方、A が期待する否定が十分ではないと A が判断したときは、「自己卑
下」をやり直す場合と収束する場合が想定される。A は「自己卑下」を否定してもら
いたいと期待したときに B が否定しない場合は、A の期待を満たすことができず、A
は「自己卑下」をやり直す、または収束する場合が考えられる。
次に、A が B に「自己卑下」を肯定してもらうことを期待している場合を考える。
A が期待する肯定を B が行った場合、A は「自己卑下」を更に語る場合と収束する場
合が考えられる。一方、A の期待が十分ではない肯定の場合は、A は「自己卑下」を
やり直す場合と収束する場合が想定される。「自己卑下」に対して肯定してもらうこ
とを期待している場合に B が肯定しない場合は、A は「自己卑下」をやり直す、また
は収束する場合が考えられる。
次に分析結果を以下の図 4-10 に示す。調査の結果、本研究では次の太字のパター
ン 1、2、3 が現われた。
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自己卑下Ｉ：A は B に否定してもらうことを期待
不十分
A 期待△

やり直し
収束

（パターン 5）
（パターン 6）

B 否定する
A 期待○
十分

A 自己卑下

A 期待×

B 否定しない

収束

[パターン 1] 1 例

追加

（パターン 4）

収束

（パターン 7）

やり直し

終
了

（パターン 8）

不十分

自己卑下Ⅱ：A は B に肯定してもらうことを期待
不十分
A 期待△

やり直し

（パターン 9）

収束

（パターン 10）

B 肯定する
[パターン 2] 6 例
A 期待○
十分

A 自己卑下

A 期待×

B 肯定しない

収束
追加

収束
やり直し

不十分
[パターン 3] 2 例
図 4-10

「自己卑下」の発話連鎖
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（パターン 11）

（パターン 12）

終
了

パターン 1 は、A の「自己卑下」に対して B が否定し、A の「自己卑下」が収束し
ていく場合である。パターン 2 は、A の「自己卑下」に対して B が肯定し、A の「自
己卑下」が収束していく場合である。パターン 3 は、A の「自己卑下」に対して B が
肯定しておらず、A は肯定してもらうことを期待しているため、「自己卑下」をやり
直している場合である。具体的に、どのような連鎖がみられたかをパターンごとに以
下の表 4-16 にまとめる。

表 4-16

「自己卑下」に対する共感発話の連鎖パターン

パターン

A の「自己卑下」

B の反応

A の反応

1

塾の講師のアルバイトをしてい

「[教]えられるだけすごい

「テキスト通り

て、教科書以外のことを教える

よ」

の授業をしてい

ことはできない
2

る」終了

何も経験していない自分が

「なんかほんとに受からし

「 [> そ そ そ そ そ

3000 円の時給を申し出ること

てくれるんだろうなとか

<]」「[責任がある

は申し訳ない

[ 思 わ れ る と ].hh す [(

よね.]」終了

)

プレッシャーだよね.]」
2

下宿生活で、自炊をすると決め

「そうだよね？」「[なん]

「んどくさい」

ていたが実際は本当にダメだ。

か (0.5) めんどくさ￥く

終了

すぐにインスタント食品に手を

なるよね？￥」

出してしまう
2

((A のサークルに他の学校から 1
人で参加していると人がいる

2

「だよね.」
「で↑きないよね.そんな」

「まり知らその
兄ちゃん以外知

と))それはものすごく勇気のい

らない人ばっか

ることで、自分は多分できない

やん.」終了

受験のときに勉強していたはず

「一瞬だよね？:[もう]」 「[うん]間違い
[ない]」 終了

のことが思い出せない

141

3-1

受験の時に周りはすごく頑張っ

「健康でいいじゃん.それ

ていたが、自分は 12 時前には寝

で」

やり直し

受験の時に、自分は 12 時前に寝

「 そ っ か (.) そ う ゜ だ

「゜う：[ん゜]」

ていて、自分には健康的である

ね.゜」
「だ-やってる人絶

終了

と言い聞かせていたが、1、2 時

対やってるもんね.」

ていて全然勉強していなかった
2
(3-1 続き)

まで勉強したという周りの話を
聞くと負けてると思った
3-2

高校時代に勉強で一回も学力が
伸びたと感じたことがない

「゜おまえ゜それで○○

やり直し

ま で 来 て る [っ て こ と ] は
なんかすげ:平均的に伸び
てんだよ」

2

受験の時は絶望的で、どこも受

(3-2 続き)

「俺もそれ思った」

「゜ん゜」

からないと思った
終了

まず、パターン 1 から詳しく論じる。パターン 1 は、A が B に「自己卑下」を否定
してほしいと期待しており、B が A の期待する否定を行い、「自己卑下」が収束して
いく。

＜パターン 1＞
(10)

塾で教えることについて

A 男×B 男

（現在同じ部活に所属）

(この会話で、A は塾で講師としてアルバイトをしており、教科書以外のことは
教えられないと「自己卑下」をしている場面である。この事例の 1 行目の A の
「いっちゃって」や 6 行目の「いっちゃうから：」という発話は、おそらく古
文や漢文を解く、「解いちゃう」と同じ意味で使用しているようにみえる。な
ぜなら 3 行目の B の発話が「そういう人か:(.)[超]できちゃう人だ：」と A
の能力を高く評価しているからである)
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1 A: 俺古文もなんとなくでいっちゃっ[てるからさ：]
2 B:

[あ::]

3 B: そういう人か:(.)[超]できちゃう人だ：
4 A:

[¥hu¥]

5 B: そ[れは]
6 A:
7

[古ぶ]んも漢文もなんとなくでいっちゃうから：
(0.4)

8 B: あんね:なんか文法いざ教えろっていわれると:えってなっ¥ちゃう hh¥
9 A: 俺教科書に載ってること以外教えられないか[ら:]
10 B:
11

[あ]::
(0.9)

12 A: テキ[スト]
→13 B:
14

[教]えられるだけすごいよ
(.)

15 A: テキスト通りの授業をしている
16

(0.5)

この事例で注目したいのは、A の「自己卑下」 (9 行目) に対して B は否定をしな
がら A を賞賛している点である (13 行目) 。
A は「古文」も「漢文」もなんとなくでいってしまうと述べており (6 行目)、この
発話に対して B は文法を教えろと言われると戸惑うと、「古文」や「漢文」ができる
こととは別に、教えることに焦点を当てている (8 行目)。この B が持ち出した「教え
る」ことに話を合わせてながら、A は教科書以外のことは教えることができないと自
らの能力の限界、教える能力が低いと「自己卑下」を行っている (9 行目)。A は教え
る能力の低さを問題にしていることから、B から「そうだね」と肯定されることより
も、「それで十分だよ」などと否定されることを期待していることが想定できる。B
は一度「あ::」と肯定・否定のどちらでもない反応を示し (10 行目) 、「教えられる
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だけ」と賞賛できる部分を取り出して「すごいよ」(13 行目) と励ましている。つま
り、「自己卑下」を否定することで共感的な反応を示している。この発話に対して A
は教科書以外のことは教えられないと B の賞賛に対して謙遜するかたちで否定をして
いる。
以上のように、「自己卑下」に対して聞き手から否定がくることが期待されている
場合に、聞き手が否定をすることによって、語り手は、肯定的な自己への見方を形成
している (吉田・浦・黒川：2004)。本研究のデータから、単に「そんなことないよ」
と否定するだけでなく、否定の形式を利用することによって、語り手を賞賛したり、
励ましたりすることが観察された。事例 (10) の会話の流れを簡単に以下に示す。

＜事例 (10) の会話の流れ＞

A： 古文も漢文もなんとなくでいっちゃうから：
B： 文法いざ教えろとって言われると、えってなっちゃう
A： 俺教科書以外に載ってること以外教えられないから
B： 教えられるだけすごいよ

→自己卑下

→「自己卑下」の否定

A： テキスト通りの授業をしている
： (0.5)
次に、パターン 2 について論じていく。パターン 2 は、A の「自己卑下」に対して
B が肯定し、A の「自己卑下」が収束していく。

＜パターン 2＞
(11)

塾のアルバイトについて

A 男×B 女

（初対面）

(この会話で A は、自分で時給が設定できる家庭教師やチューターがあると話
している。しかしながら、A は高い時給を設定することは経験不足の自分には
できないと「自己卑下」をしている場面である。B は A の「自己卑下」を肯定
している)
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1 A: 時給自分で決めれるからさ：
2 B: あ：
3 A: 3000 円とか決め[れ（
4 B:

）]

[いい値で]みたいな.

[.hh]
[.hh] まじそれはね：でも

5 A:
6 B: 自分いえ[ないよね.]
7 A:

[申し訳ないよね.]hu：[ん]

8 B:

[う]：ん

9 A: 申し訳ない(.)だってなにもやってないさ：
10 B: う：ん＝
11 A: ＝経験してない人がさ：
12

(.)

13 A: [三千円って](.)どんだけ高いのってい[う]
14 B: [((咳))((咳))]

[う]：ん

13 A: ((咳))
→14 B: なんかほんとに受からしてくれるんだろうなとか[思われると].hh
15 A:
→16 B:
17 A:
18

[>そそそそそ<]
す[(

)プレッシャーだよね.]

[責任があるよね.]うん

(1.0)

19 B:そっ[か：](0.6)塾か：あたし塾行ったことないからさ[：]
20 A:

[((咳))((咳))]

[う]ん

21 B:そういうの全然分かんない[から]
22 A:

[あ：]：

23 B:チューターとかいわれてもいまいちあんま分かってないんだって
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この事例で注目したいのは、A の「自己卑下」を B が A の心情に同調を示すかたち
で肯定している (14、16 行目) 点である。
A は、3 行目で時給を 3 千円に設定できると言いながらも「申し訳ない」(7 行目)、
「なにもやってないさ：経験してない人がさ：」(9、11 行目) と、何もやっていない
人を経験していない人に言い換えて、自分自身のことであることを強調し、経験不足
のため 3 千円が自分にはふさわしくないと「自己卑下」をしている(13 行目) 。この
語りは「愚痴」にもみえるが、A が「申し訳ない」と繰り返しながら (7、9 行目) 自
分の経験不足として語っているため「自己卑下」であると理解できる。実際に、B が
A の語りを「自己卑下」として解釈していることが次の B の反応に現れている。B は
A の経験不足には触れずに、生徒から受けるプレッシャー、つまり A の心情に焦点を
当てて肯定している (14、16 行目) 。このように心情に焦点を当てて同調を示す方法
は、「愚痴」に対する共感的な反応の特徴、「愚痴」のパターン 1 に当たる。つまり、
B は「愚痴」とも聞くことができそうな「自己卑下」の語りに対して A の経験不足を
否定しないように共感的な反応を示している。B の反応に対して A は、「うん」と肯
定し、B の反応を受け入れている。事例 (11) の会話の流れを簡単に以下に示す。
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＜事例 (11) の会話の流れ＞

A： 時給自分で決めれるからさ：
B： あ：
A： 3000 円とか決めれ
B： いい値でみたいな
A： それはね：でも
B： 自分言えないよね
A： 申し訳ないよね
B： うん
A： 申し訳ない
だってなにもやってないさ：
B： う：ん

→自己卑下

A： 経験してない人 (=自分) がさ：
A： 3000 円ってどんだけ高いのっていう
B： う：ん
B： ほんとに受からしてくれるんだろうとか思われると

→「自己卑下」の肯定

プレッシャーだよね
A： うん
(1.0)

最後にパターン 3 について説明する。パターン 3 は、A は「自己卑下」を肯定して
もらいたいと期待しているが、B が肯定せずに否定し、A が「自己卑下」をやり直し
ている。
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＜パターン 3＞
(12)

A 男×B 男

勉強方法について

（現在同じ部活に所属）

(この会話で、B は部活を引退した後、勉強するようになり、点数が伸びたと述
べている。
一方 A は勉強を続けてきても一回も伸びたと感じたことがないと「自
己卑下」をしている場面である)

1 B: で部活引退すんじゃん.
2 A: うん
3 B: 勉強するようになったら点数伸びて
4 A: あ::
5

(0.3)

6 B: お:ってなったね
7 A: お：
8 B: 宿題大事だわと[思（
9 A:
10

）]¥hh hh .h[h kon¥]

[¥お hh hh ¥]

[それは素晴]らしい

(.)

11 B: で気付いたのが中学三年終わりかけてから[だから hh hh]
12 A:

[¥あ hh hh hh¥]hh hh

13 A: もちょっと早く気づいてれば［ね］
14 B:
15

[<ね.>](0.7)全くだよ
(1.4)

16 B: 食[べよ] ((お菓子の袋を触る音))
17 A:

[゜>え]すっごいな<゜

18 A: 勉強で一回も伸びたって思ったことない:で来ちゃったからな:
→19 B: ゜おまえ゜それで△△ ((大学名))まで来てる[ってこと]はなんか
20 A:

[¥hh hh¥]

→21 B: すげ:平均的に伸びてんだよ
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22 A: ¥e he [he¥]
23 B:

[hh]

24 A: やまじ(.)なんかもう絶望的な感じだったからさ:
25 B: hu

hu

26 A: .hh あ俺もうどこも
27
28

: 受かんねえいじゃんみたいな((お菓子の袋を触る音))
(0.8)

→29 B: 俺もそれ思った

((お菓子が口に入っている))

30 A: ゜ん゜
31

(.)

この事例で注目したいのは、A の「自己卑下」のやり直しである。A が学習能力に
ついて「自己卑下」をしている。この「自己卑下」に対して B に肯定してもらうこと
を期待しているが、B は否定しており A は「自己卑下」をやり直すことで B が肯定し、
「自己卑下」が収束している。A の意図に合わせて B が反応を調整し、A も B の反応
の出方によって、「自己卑下」のかたちを変えている。この過程に着目する。
最初の「自己卑下」は、18 行目である。B が宿題の重要性に中学 3 年の終わりに気
付いたと述べていること (1、3、6、8、11 行目) に対して A が「それは素晴らしい」、
「゜>えすっごいな<゜」 (9、17 行目) と B を賞賛し、自分は一度も勉強で伸びたと
思ったことがないと「自己卑下」をしている (18 行目) 。同時にこの発話は、A は B
のように勉強をするようになってから点数が伸びた経験 (3 行目) がないことを含意
しており、
この時点で既に A が B と自分の能力を比べていることが観察できる。また、
「自己卑下」を行うことで、A は自分が劣っていることを表明しながら B の状況を羨
んでいることが「伸びたって思ったことない:で来ちゃった」という「てしまった」
という表現からも窺える。この A の発話は自らの状況について B に知ってほしい、同
調してほしいと期待している点においては「愚痴」と似ているが、A は B と比較した
うえで、自らの能力が劣っていることを「トラブル」の中核として語っている点が「愚
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痴」とは異なる。従って「自己卑下」を行っていると解釈することができる。B が A
の語りを「自己卑下」として捉えていることが、次の B の反応においても現れている。
B は能力が伸びたことを自覚することなく、今の大学に入ったことは平均的に伸びて
いると A を励まし、「自己卑下」を否定している (19、21 行目)。もし A の語りを「愚
痴」として聞いた場合、B はこのように励ます必要はない。しかし、A はその励まし
に「や」と抵抗を示し、「自己卑下」をやり直している。「なんかもう絶望的な感じ
だったからさ:」と「絶望的」という強い感情を表明し (24 行目)、続けて「絶望的」
を詳しく語るかたちで「あ俺もうどこも受かんねえいじゃんみたいな」と当時の心境
を語り、「自己卑下」をしている (26、27 行目)。
この A の「自己卑下」のやり直しは、A と B の認識のズレからくるものであると考
える。A の「自己卑下」に対して B はまず、A の能力に関することであるため、「自
己卑下」を否定したことが考えられる。しかしながら、前述した通り、A と B との間
に能力・経験の差があると A は捉えている。B は勉強をするようになってから点数が
伸びたが、一方の A は勉強で一回も伸びたと感じたことがない。そのため、勉強をす
るようになってから点数が伸びた B には、A の状況を容易に理解することは困難であ
る、または A にしかわからない固有の経験であると A が認識していた可能性があり、
A は B の否定を受け入れることができないと考えられる。従って、A は必死に B の発
話に抵抗し、当時の自分の状況を 1 回目の「自己卑下」よりも強めて「絶望的」や最
悪の事態として説明しながら、能力の低さを開示しているといえる。「自己卑下」の
やり直しを受けて、B は、A との間に能力の差がないことを提示するような否定の反
応をしなければならないが、受験当時の A の心境に寄り添う反応も示さなければなら
ないジレンマに直面していることが考えられる。A の期待に添う反応を行うことが求
められているが、B はすぐに反応できず、沈黙が生じていることからも、B の反応の
難しさが窺える (28 行目) 。B は「俺もそれ思った」(29 行目) と自分も同じ心境で
あったと A の心情に同調している。「そんなことないよ」という「自己卑下」の否定
ではなく、この場合は「そうだね」というニュアンスと同様の意味を「俺もそれ思っ
た」という表現で伝えている。つまり、「自己卑下」を肯定している。敢えて具体的
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にどう思ったかは語らず、A の固有の経験として認めようとする方法である。A の能
力には触れずに、A の心境に焦点を当てている。この B の反応を A は受け入れている
(30 行目)。このように A の態度に合わせて B は反応を調整している。
以上のように、A にとっては勉強をすれば、その分、能力が伸びる B が羨ましいと
考えている。一方、B は、A の期待に添うような「自己卑下」に対する反応を示そう
としている。これは非常に複雑なやりとりである。このような複雑なやりとりにおい
て、B は A の能力に踏み込まずに焦点をずらして、A の心境に理解を示しており、こ
のような調整が人間関係の維持に繋がっていると考えられる。前述した通り、吉田・
浦・黒川 (2004) は「自己卑下」に対する否定的な反応 （「卑下内容を否定する反応」）
は、語り手にとって肯定的な自己が形成される可能性があり、一方、共感的な反応 （
「理
解を示し、同様の卑下を返す反応」）を受けた語り手は、肯定的な自己の形成に繋が
らない可能性があると主張している。だからこそ、今回取り上げた A と B のぎくしゃ
くした状況のときに「自己卑下」に対して肯定的な反応 18が、A と B との間で生じた
認識のズレ、不一致を埋める有効な手段として表れているのではないか。つまり B が
A の「自己卑下」に対して肯定することで類似性を強調している。事例 (12) の会話
の流れを簡単に以下に示す。

18

吉田・浦・黒川 (2004) では、「共感反応」と呼んでいる。
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＜事例 (12) の会話の流れ＞

B： 勉強するようになったら点数伸びて
A： あ：：
B： 宿題大事だわと思
A： それは素晴らしい
((省略))
A： 勉強で一回も伸びたって思ったことない：

→自己卑下

： で来ちゃったからな：
B： おまえそれで△△まで来てるってことはなんか
：

→自己卑下を否定

すげ：平均的に伸びてんだよ

A： やまじなんかもう絶望的な感じだったからさ：
B： hu hu

→自己卑下のやり直し

A： あ俺もうどこも受かんねえじゃんみたいな
(0.8)
B： 俺もそれ思った

→自己卑下を肯定

A： ゜ん゜

本研究のデータにおける「自己卑下」の発話連鎖のパターンの特徴を以下の表 4-17
から表 4-19 に示す。
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表 4-17

自己卑下の発話連鎖 パターン 1

1A：塾のアルバイトで教科書以外の

1A：自己卑下をする

ことは教えられない

1/9
例

2B：教えられるだけすごいよ

2B：否定する

3A：テキスト通りの授業をしている

3A：自己卑下が収束へ向かう

共感的な反応

（2B の反応を受け入れる）

表 4-18

自己卑下の発話連鎖 パターン 2

1A：受験のときは、絶望的でどこも

1A：自己卑下をする

受からないと思った
2B：俺もそれ思った

例
2B：肯定する

共感的な反応

（A の能力や経験不足に踏み込ま
ず、心情に焦点を当てて同調）
3A：うん

6/9

3A：自己卑下が収束へ向かう
（2B の反応を受け入れる）
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表 4-19

自己卑下の発話連鎖

1A：高校時代に勉強で一回も学力の

パターン 3

1A：自己卑下をする

伸びを感じたことがない
2B：それでこの大学に来ているって

2/9
例

2B：否定する

共感的な反応

ことは平均的にすごく伸びて
るんだよ
3A：いや、まじで絶望的な感じだっ
たからさ

3A：自己卑下をやり直す
（2B の反応に抵抗を示す）

分析結果から、「自己卑下」は語り手の能力や経験に関わることであるため、聞き
手には慎重な反応が求められるが、肯定・否定のどちらを語り手が期待しているのか
を聞き手は判断することが容易ではないことがわかった。聞き手は語り手の意図を汲
み取ることが困難であるため、パターン 3 のような認識のズレが生じている。「自己
卑下」は他の 3 つの語りと比べると、期待される反応が明確ではない。「悩み」の場
合は解決策が期待され、「不満」の場合は自己の正当性が認められることが期待され
る。「愚痴」の場合は同調が期待される。しかし、「自己卑下」の場合は語り手の期
待が明確に示されない、つまり曖昧である特性を持つことが考えられる。更に「自己
卑下」は語り手の能力・経験と直接結びついている。そのため、聞き手は反応を示す
際に、語り手の能力・経験を否定することを回避しなければならないが、語り手が期
待する反応を示すことも求められる。つまり、聞き手は「自己卑下」に対して語り手
の意図に合わせて反応したいと考える一方で、語り手の能力を否定することを避けて
反応を示さなければならないというジレンマの板ばさみになる。このような語り手の
語り方の曖昧性と聞き手のジレンマが不一致の 1 つの要因として考えられる。
最後に、本研究のデータにおいてみられなかったパターン 4、5、6、7、8、9、10、
11、12 について述べる。

154

まず、パターン 4 について述べる。パターン 4 は語り手の「自己卑下」を聞き手が
否定して、語り手が更に「自己卑下」を語る場合である。このパターンがみられなか
った要因として、更に「自己卑下」を語ると「自慢」に繋がる可能性があると考えら
れる。パターン 1 の分析結果から、「自己卑下」に対して聞き手は賞賛を示しながら
否定を行い、その聞き手の反応を受けて語り手は謙遜するかたちで賞賛を否定してい
た。つまり、パターン 4 のように、語り手が期待する反応がきた後、更に「自己卑下」
を語ると、再度、聞き手に「否定＋賞賛」を促すことになる可能性がある。このよう
に「自己卑下」と「自慢」は密接に関わっているため、「自慢」にならないように語
り手は「自己卑下」の語りを終了しようとするストラテジーが働くと考えられる。
次にパターン 5、6、9、10 について述べる。この 4 つのパターンは、語り手が期待
している反応を聞き手が十分に示すことができていないという点で共通している。こ
れには、語り手の能力に関わることに対して、聞き手がどこまで語り手の領域に踏み
込むことが許されるのか、また聞き手はどこまで語り手の領域に踏み込もうとするの
かということが関わってくる。聞き手は語り手の能力を否定しないように、しかし語
り手が期待する反応を示さなければならないジレンマを抱えながら、反応を示そうと
する。語り手は「自己卑下」に対して否定、肯定されることを期待していても、聞き
手はどの程度、否定、肯定をすればいいかのか判断に困ると考えられる。
次にパターン 11 について述べる。パターン 11 は語り手の「自己卑下」に対して聞
き手が肯定し、語り手が更に「自己卑下」を語る場合である。しかし、このパターン
はみられなかった。その要因として、更に「自己卑下」を語ると聞き手は反応をしに
くくなるためであると考えられる。「自己卑下」を肯定することは、語り手の能力や
経験の低さを認めることに繋がるため、聞き手にとっては何度も肯定することは容易
ではない。パターン 2 の場合、聞き手は語り手の能力や経験不足に踏み込まないよう
に、語り手の心情に同調することで「自己卑下」を肯定していた。しかし、「自己卑
下」の肯定を何度も求められると、
語り手の能力を否定することを回避できなくなる。
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次にパターン 7、8 について述べる。パターン 7 は語り手の「自己卑下」に対して
聞き手が否定せず、「自己卑下」が収束していく場合である。パターン 8 は、語り手
の「自己卑下」に対して聞き手が否定せず「自己卑下」をやり直す場合である。この
2 つのパターンがみられなかった要因に「愚痴」との関係が考えられる。パターン 2
の事例において、「自己卑下」の語りが「愚痴」にも聞こえる可能性があると述べた。
しかし、語り手が経験不足であると強調していることから、聞き手は「自己卑下」で
あると理解していた。「自己卑下」と「愚痴」の境界線が明確ではないため、聞き手
が語り手の期待を誤って汲み取った場合、否定が期待されている場合に否定を示さな
いことがあると考えられる。
最後にパターン 12 について述べる。パターン 12 は「自己卑下」に対して語り手は
肯定される反応を期待しているが、聞き手が肯定していないため、「自己卑下」が収
束していく場合である。しかし、このように肯定が期待される場合に聞き手が肯定せ
ず、「自己卑下」が収束していくパターンはみられなかった。その要因として、語り
手の気まずさが考えられる。パターン 3 では、「自己卑下」に対して語り手は肯定さ
れる反応を期待していたが、聞き手が否定をしたため、「自己卑下」をやり直してい
た。語り手は「自己卑下」をやり直し、聞き手も否定から肯定の反応に変えることで
語りが収束へ向かっていた。語り手は自分の能力を低めて、聞き手から肯定されるこ
とを期待していたが、期待される反応がこないと、語り手の気まずさが残る。この気
まずさを解消しないと語りを終えることができないため、「やり直し」のないパター
ン 12 はみられなかったと考えられる。

4.4

本章のまとめ

本章では、ポジティブな経験の「自慢」、ネガティブな経験の「悩み」、「不満」、
「愚痴」、「自己卑下」の 5 つ語りに対する共感発話のパターンの特徴を分析した。
以下に簡単にまとめる。
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[自慢]
「自慢」においては 3 つのパターンが観察された。パターン 1 は A の「自慢」に対
して B が賞賛を示し、A が更に「自慢」を語る場合である。A の「自慢」に対して B
が賞賛する場合に、単に「良い」や「すごい」と述べるのではなく、A の経験を羨む
ような態度を示していた。パターン 2 は A の「自慢」に対して B が賞賛を示し、A の
「自慢」が収束に向かう場合である。パターン 3 は A の「自慢」に対して B が十分な
賞賛を示さずに B によって話題が変えられる場合である。A の「自慢」が B にとって
心地良いものとして捉えることができない場合においても、B は表面的には賞賛を示
していた。

[悩み]
「悩み」においては 2 つのパターンが観察された。パターン 1（提案タイプ）は、
A の「悩み」に対して B が解決策の提案をして A の「悩み」が収束していく場合であ
る。A の「悩み」に対して B は単に解決策を提示するのではなく、A を励ますかたち
で反応していた。パターン 2（後押しタイプ）は、A の「悩み」に対して B は解決策
の提案はしていないが、A の心情に賛同することで A の「悩み」が解決に向う場合で
ある。B は A の選択が正しいことを認める反応をしていた。

[不満]
「不満」においては 2 つのパターンが観察された。パターン 1 は A の「不満」に対
して B が正当性を認め、A の「不満」が収束していく場合である。パターン 2 は A の
「不満」に対して B が A の正当性を認めることができない場合に A にとってプラス
になる評価を行ったり、A の心境に賛同を示したりすることで、A の「不満」が収束
に向かう場合である。パターン 1、パターン 2 に共通してみられたのは、A の「不満」
に対して B が A を認める反応を示すことで、A の態度が和らぎ「不満」が収束に向か
う傾向があることである。
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[愚痴]
「愚痴」においては 3 つのパターンが観察された。パターン 1 は「愚痴」に対して
B が同調し、A の「愚痴」が収束していく場合である。A の「愚痴」に対して B が同
調する際に B は A の気持ちを推測するだけでなく、A の気持ちの部分に踏み込んで仮
の評価をし、自分もそう思うという共感の仕方で同調していた。パターン 2 は A の「愚
痴」に対して B が同調し、A が更に「愚痴」を語る場合である。A の「愚痴」に対し
て B は、A が語った心境を繰り返したり、言い換えたりすることに留まり、詳細に A
の心境を表明しないことで、A がその後も「愚痴」を語ることができる機会を作り出
していた。パターン 3 は A の「愚痴」に対して B は同調するが、A が期待する同調で
はなく、A が「愚痴」をやり直している場合である。A の「愚痴」に対して B が過剰
に同調し、A と B の間で認識のズレが生じていた。

[自己卑下]
「自己卑下」においては 3 つのパターンが観察された。パターン 1 は A の「自己卑
下」に対して B が否定し、A の「自己卑下」が収束していく場合である。「自己卑下」
に対して B が否定を行うときに、A の賞賛できる部分を取り出して励ましていた。パ
ターン 2 は A の「自己卑下」に対して B が肯定し、A の「自己卑下」が収束していく
場合である。B は A の「自己卑下」を肯定する際に、A の能力や経験を否定すること
を避けながら A の心情に同調する傾向がみられた。パターン 3 は A の「自己卑下」に
対して B が否定をするが、A は肯定されることを期待しているため、B の反応に A は
抵抗を示し、「自己卑下」をやり直している場合である。
本章では、それぞれの語りにおける発話の連鎖パターンの特徴を示した。本章の分
析結果から、A と B が互いに相手の反応の出方に合わせて態度を調整している傾向が
みられた。つまり「態度のすり合わせ」が重要であることが示唆された。次の章では
「態度のすり合わせ」の観点から 5 つの語りの発話連鎖のパターンを詳しく分析する。
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第5章

共感発話における態度のすり合わせ

5.1

はじめに

第 4 章では「自慢」、「悩み」、「不満」、「愚痴」、「自己卑下」の発話連鎖の
パターンの特徴を示した。第 4 章の分析結果から、A と B が互いに相手の反応の出方
に合わせて態度を調整している、つまり「態度のすり合わせ」が重要であることがわ
かった。例えば、「不満」に対して聞き手は正当性を認める場合と認めない場合があ
る。語り手の正当性を聞き手が認めた場合、語り手は納得し、訴えを弱めて態度も緩
めていた。一方、語り手の正当性を認めることができないと聞き手が判断した場合、
聞き手はそれを直接伝えるのではなく、語り手にプラスの評価をすることで、語り手
を認めようとしていた。そして聞き手の反応を受けて、語り手は態度を緩め、訴えを
見直していることが観察された。
第 4 章の結果を踏まえて、本章では「態度のすり合わせ」の観点から「自慢」、「悩
み」、「不満」、「愚痴」、「自己卑下」に対する共感発話のストラテジーの特徴を
明らかにする。
本章の流れは、以下の通りである。5.1 では本研究における「態度のすり合わせ」
という概念について説明する。5.2 では「自慢」、5.3 では「悩み」、5.4 では「不満」、
5.5 では「愚痴」、5.6 では「自己卑下」における「態度のすり合わせ」を分析する。
5.7 では本章のまとめを行う。
「態度のすり合わせ」の観点から 5 つの語りの発話連鎖を分析する際に、以下の点
に着目する必要があると考える。

159

1．語り手の発話意図
2. 聞き手
3. 立場の違い

1 つ目は、 語り手 A が自分の経験をどのようなもの（「自慢」、「悩み」、「不
満」、「愚痴」、「自己卑下」など）として聞き手 B に伝えているかである。例えば、
「自己卑下」を行う場合、語り手 A は自分が劣っていることを聞き手 B に伝え、同時
に聞き手 B に肯定、否定のどちらの反応を示してほしいかを伝えていることが考えら
れる。このように、語り手 A は自らの経験をどのような経験として聞き手 B に聞いて
ほしいのか、どのような反応を期待しているのかを細かく分析する。
2 つ目は、聞き手である B が語り手 A の経験を聞いて、それをどのような語りとし
て（「自慢」、「悩み」、「不満」、「愚痴」、「自己卑下」）汲み取っているかに
着目する。「自己卑下」のような語りの場合、聞き手は、語り手の期待に添った反応
を示そうとする。しかし、「自己卑下」の場合は語り手の能力と直接結びついている
ため、肯定すると語り手の能力を傷つける可能性もあり、肯定することは危険である。
語り手が聞き手に肯定を望んでいる場合は、聞き手は語り手に合わせて肯定すること
が求められる。このように、聞き手は語り手に合わせようとする際にいくつかのジレ
ンマの板ばさみになっている。ジレンマを抱えながらも、語り手に合わせようとする
プロセスを分析する。
3 つ目は、語り手 A と聞き手 B の「立場」の違いについてである。立場の違いにつ
いて、同じ立場であることを主張することによって共感的な反応を示すこともあれば、
異なる立場であることを利用して態度を合わせていくこともあると考える。早野
(2013) は、態度のすり合わせにおける立場の違いの問題を以下のように指摘している。
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利用者が出来事や状況について報告するとき、ただ起こった出来事の事実関
係が説明されるのではなく、その出来事・状況を利用者がどのように捉えて
いるのか、という態度を表明する。態度は、直接的に、あるいは間接的に、
じつにさまざまな言葉、相互行為的資源によって、表される。しかし、ボラ
ンティアが、利用者の報告を受け止め、それに対する態度を理解したうえで
共感的な反応をしようとする際、その出来事・状況が、利用者にとってのぞ
ましい、正（＋）の価を持つのか、のぞましくない、負（－）の価を持つの
か、ということが中心的な問題となる。多くの場合、ボランティアは、利用
者の態度を読み取り、同じ立場にたって反応をすることで、利用者に対して
共感的な反応をする。しかし、利用者の態度がはっきりとは表明されていな
い場合、あるいは、震災・原発事故被害の当事者と非当事者としての立場が
問題となるような場合には、共感を構築する、ということはより複雑な営み
となる。
早野 (2013：83)

早野 (2013) は、共感的な反応を示す際に、震災・原発事故被害の当事者と非当事
者という「立場」の違いが原因で生じる問題を挙げている。本研究のデータは、全て
同じ大学に通う 1 年生を対象としている。しかしながら、経験や考え方の違いによる
「立場」の違いも問題となる。第 4 章の分析の事例においても、下宿生と自宅から通
っている 2 人の間で生じた「自慢」の語りや、アルバイトに採用されている B と採用
されない A の間で生じた「悩み」の語り、A と B の能力の違いから生じた「自己卑下」
の語りなどが観察され、互いの立場を踏まえた言語調整が行われている。語り手と聞
き手は、立場の差を埋めながら、または立場の違いを利用して互いに態度を合わせて
いこうとしていると考える。
以上、3 つは「態度のすり合わせ」の観点から共感発話を掘り下げる中で、重要な
視点である。
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5.2

「自慢」の会話にみられる態度のすり合わせ

第 4 章において「自慢」の共感発話には 3 つのパターンがみられたことを論じた（図
5-1）。

自慢：A は B に賞賛されることを期待
(パターン 4)

不十分
A 期待△

やり直し
収束
[パターン 3] 2 例

B 賞賛する
[パターン 2] 2 例
十分

収束

A 期待○

追加

終
了

[パターン 1] 8 例

A 自慢

（パターン 5）

収束

A 期待×

B 賞賛しない

やり直し
不十分
（パターン 6）

図 5-1

「自慢」の発話連鎖 (図 4-2 の再掲)

上記の図 5-1 からもわかる通り、パターン 1 は、A の「自慢」に対して B が十分な
賞賛をして、A の「自慢」が継続している。パターン 2 は、A の「自慢」に対して B
が賞賛をして、A の「自慢」が収束していく。パターン 3 は、A の「自慢」に対して
B の賞賛が不十分であり、更に B は A の「自慢」から話題を他の話題に移しており、
A はそれ以上「自慢」を語ることができない。「自慢」を語り続けることができたパ
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ターン 1 と、「自慢」を語り続けることができなかったパターン 3 の違いはなにかを
本節では検討する。

5.2.1

「自慢」の継続と中断

「自慢」が継続しているパターン 1 と「自慢」を語り続けることができないパター
ン 3 を「態度のすり合わせ」の観点から比較する。最初にパターン 1 を検討し、次に
パターン 3 を分析する。

＜パターン 1＞
(1)

コンサートのチケット

A 女×B 女

（クラスメイト）

(次の会話は A がコンサートで良い席が取れたと「自慢」をしている場面であ
る。6 行目のプレズンとは、日本のミュージカル作品「プレイゾーン」のこと
である。13、15 行目のアルファベットはコンサート劇場の列のことである。列
は前から XA, A, B, C, D, E となる。22 行目の「ひっくりした」は、「びっく
りした」のことである)

1 A:てかさ言ったっけ?なんか(0.4)席(0.2)二回目の席
2 B:゜なに?二回目の席っ[て゜]
3 A:

[ん-]

4 A:なんか((お菓子を飲み込む))
5

:(.)

6 A:プレズンって:(.)前半と後半ん-でチケの：
7

:配達日が違うの[ね]

8 B:

[あ]違うの.

9 A:そ[そ]
10 B:

[ん]ん

11 A:で.hh＝
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12 B:＝え一回目来たのがさ：何[列目だっけ.]
13 A:

[か(.)C]列だ[ったの]

14 B:

[>ああああ<]

15 A:そしたら次のも E で
16

(0.2)

17 A:なんか X[A
18 B:

A

B

C]

D

E で：

[A B C D]

→19 B:え超いいじゃん.＝
20 A:＝un めっちゃよくて[：]
21 B:
22 A:.hh
23

[う]ん
もひっくりしたんだけどなんか友達が(.)

:どっちも当てたんだけど[：]

24 B:
25

[う]ん

(0.2)

26 A:n なんかえっ(.)こんな席いいのみたい ne＝
27 B:＝>てかプレゾンってそんなに当たるもんなの．<
((省略：平日は地方の人が多いため、プレゾンが当たり易いと A が述べている))
28 A:千秋楽が:(.)[も]ほぼ[:]当たんない＝
29 B:

[ね]

[ん n]

30 B:＝だろうね.＝
31 A:＝ん
32

(1.4) ((お菓子を食べている音))

33 A:だからびっくりした ((お菓子が口に入っている))
34 B:ん:

この事例で注目したいのは、A の「自慢」 (15、17 行目) に対する B の反応 (19
行目) 後の A の対応 (20、22、23、33 行目) である。
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A はミュージカルの座席について、前回に続き、今回も良い席が確保できたと述べ
ている。A は「良い・悪い」などの評価語を用いるのではなく、座席をアルファベッ
ト順に数えることで舞台から近い席であること、つまり価値のある席であることを示
している (17 行目)。 同時に B も一緒に数えることで (18 行目)、価値のある席であ
ることを共有しており、A は「E で：」と E を繰り返し、更に強調することで、発話
の続きを B に強く求めている (17 行目)。この A の語りは、「E で：」と発話を最後
まで言い切っていない。この語り方から、A は「自慢」を語ることへの躊躇や、B に
E が良い席であることを察してもらい、賞賛が得られることを期待していることが考
えられる。A の発話に対して B は「え超いいじゃん.」 (19 行目) と価値のある席で
あることを賞賛しており、A の語りを「自慢」として捉えていると解釈することがで
きる。B の反応を受けて、A は間髪を容れずに「めっちゃよくて：」と「E で：」に
続く心境を表明している (20 行目) 。ここまでのやりとりで、A は「自慢」を全面に
出さないように、B の反応をみて「めっちゃよくて：」と述べている。B もその価値
を共有できる立場であることを示すと同時に A の経験を「自慢」と捉え、尊重しよう
としている。A も B も互いに態度を合わせている。A は更に、「自慢」の語りを維持
しながら、チケットの入手方法について説明していく。A は「ひっくりした」（＝び
っくりした）と、自分でも信じられない特別なことであると前置きし、1 回目も 2 回
目も友達がどちらも当てた (22、23 行目) と説明している。つまり、B にも起こり得
ることであると語ることで、B に不快感を与えずに「自慢」を語ることを達成してい
る。
このように、A が B にも起こり得る驚くべき経験として「自慢」を語ることで、B
は興味を示していた。B は共感的な反応を示すことで A の「自慢」を促している。こ
のような「態度のすり合わせ」が欠けると、「自慢」を語り続けることが困難になる
可能性が考えられる。そこで、パターン 3 を検討する。
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＜パターン 3＞
(2)

A の一人暮らし

A 女×B 女

（初対面）

(次の会話は、A は下宿生で、下宿先は大きなマンションで、そのマンションに
は住んでいる同じ大学の 7 人と既に知り合いであると「自慢」をしている場面
である。B は自宅から大学まで通っている。2 行目の「ちっち」とは、「私」
のことである)

1
2

A:たの-なんかね：
:ちっち(0.2)マンション結構でかいマンションで[：]

3

B:

[うん]

4

A:130 部屋

5

(0.3)

6

B:うん[うん]

7

A:

[あっ]て：(.)でま他の大学もいるんだけど：

8

:なんか今んとこ：.hh 一年生で(.)名大が(.)

9

:うち知ってる中で 7 人ぐらいいるんだよもう

10
→11
12
→13
14

(0.4)
B:すごいね.：：
(1.1)
B：いいじゃん.(0.4)いいとこみんな抑えてるね.
: h [hh hh hh .hh]

15

A：

16

B：そっか：○○○ちゃん

17

[hh hh hh .hh]

(1.4)

18

B：へ：：(.)あっ農学部(0.2)この前解剖したっていう話を聞いた

19

A：あそ：そ：金魚ね.
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この事例は、第 4 章で取り上げた事例の再掲である。この事例は、直前に提示した
事例 1 とは異なり、下宿の良さを繰り返しアピールしている (2、4、7、8、9 行目)。
しかしながら、B の反応がすぐに示されておらず (5、10 行目)、沈黙の後に「すごい
ね.：：」 (11 行目) と賞賛を示しており、その後、12 行目で 1.1 秒の長い沈黙が生
じ、「いいじゃん.」(13 行目) と賞賛している。つまり、B の反応の鈍さが窺え、B
にとっては A の「自慢」が心地良い語りとして聞くことができなかった可能性が考え
られる。更に「いいとこみんな抑えてるね.」(13 行目) という B の発話の「みんな」
の言い方は、下宿生を指しており、自宅生の B は下宿生の A と区別していることがこ
の表現によって示されている。従って B は、A にとっての生活環境の利点として A の
「自慢」を聞いているのではなく、下宿生と自宅生という視点から A の「自慢」を聞
いている。このように、A と B が異なる立場の中で、A が自らの環境の利点を語る場
合には、B に不快感を与えない注意が必要である。しかし、A は B の反応の鈍さ (5、
10、12 行目) を認識しながらも「自慢」を続けようとしており、B の態度に合わせる
ことが欠けている。そのことが、B が話題を変える結果となった要因の 1 つとして考
えられる。
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5.3

「悩み」の会話にみられる態度のすり合わせ

第 4 章において「悩み」の共感発話には 2 つのパターンがみられたことを論じた（図
5-2）。

悩み：A は B から解決策が得られることを期待

（パターン 4）

不十分
A 期待△

やり直し
収束

（パターン 5）

B 解決策を提示する
[パターン 1] 2 例

（提案タイプ）
十分

A 期待○

収束
追加

A 悩み

（パターン 3）

（パターン 6）

A 期待×

B 解決策を提示しない

収束
やり直し

不十分

B 解決策を提示しない

A 期待○

（後押しタイプ）

[パターン 2] 6 例

十分
図 5-2

収束

「悩み」の発話連鎖 (図 4-4 の再掲)
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（パターン 7）

終
了

パターン 1（提案タイプ）は A の「悩み」に対して B が解決策を提示しており、パ
ターン 2（後押しタイプ）は A の「悩み」に対して B が解決策を提示していないとい
う点で違いがある。しかしながら、パターン 1 とパターン 2 は、A の期待に添った反
応を示している点で共通している。

5.3.1

「提案タイプ」

まず、パターン 1 からみていく。パターン 1 は、本研究において「提案タイプ」と
呼んでいる（第 4 章参照）。「提案タイプ」は、A の「悩み」に対して B が解決策の
提案を行っており、B の反応を受けて A の「悩み」が収束に向かっていく。第 4 章で
取り上げた事例において、「提案タイプ」の中でも「自慢」と関わる特殊なものがあ
った。それは、A の「悩み」に対して B が解決策を提示する過程において、B の発話
が「自慢」に聞こえてしまう可能性がある場合である。本節では、その事例を掘り下
げて分析する。
事例を分析した結果、A の「悩み」に対して B は解決策の提案を行うことが期待さ
れている中で、B は解決策を提示しようとしながらも、その提案が B 自身の「自慢」
にならないように A の態度に合わせていた。

(3)

アルバイトの不採用

A 男×B 女

（初対面）

(この会話は A がなかなかアルバイトに採用されないと B に「悩み」を語って
いる場面である)

1

B:バイトやってる？

2

A:>n やってないやってない゜やっ[て゜<]

3

B:

4

[やっ]てないの.

:バイトが↑さ：

5

A:あバイト入ってんの.

6

B:バイトね：しかも掛け持ちしてるんじゃん¥か hh [hh .hh¥]
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7

A:

[うわ：]

((省略:B はイタリアンブッフェと居酒屋で週 5 日アルバイトをしていて、今月 8
万収入があると述べている))
8
9

A:いいな.
:もう全然採用されなくてさ：バイ[ト]

10

B:

[あ]：らしいね？：((お菓子を食べながら))

11

A:うん

12

(0.3)

13

B:なんか

14

A:なんでそんな簡単に(.)ポンポン(0.2)受かった.＝

15

B:＝n

16

A:うん

17

((お菓子を食べながら))

高校の時に ha：

(0.5)

((お菓子を食べながら))

((A はお菓子を食べている))

18

B:高校の時やっちゃダメだったんだけど：

19

A:う：[ん]

((お菓子を食べながら))

((省略：A も B も笑っている))
20 B:ほんでそこを：続けてるのと：(0.5)
21

:あともう一個は(0.2)入れたな.

22

:゜普通に゜

((B はお菓子を食べている))

23 A:まじで.
24 B:゜うん゜
25 A:>なんか<
→26 B:名古屋だ-名古屋だからないんじゃない？
→27

:ないんじゃな[い？]

28 A:

[名]古屋だからかな.や[っぱ]

29 B:
30

[うん]
(0.5)
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→31 B:四日市にならあるよ
32 A:四日￥市？四日市[まで通えん.hh￥]
33 B:

[>hu hu hu

hh hh] .hh<

この事例は、第 4 章で取り上げた事例の再掲である。ここで注目したいのは、「な
んでそんな簡単に(.)ポンポン(0.2)受かった.」という A の質問 (14 行目) に対し
て B が「自慢」にならないように質問に応えながら (15、18、20、21 行目) A の「悩
み」に対処しようとしている (26、27、31 行目) 点である。
A は B に対して「いいな.」 (8 行目) と B の状況を羨んでおり、採用された経緯に
ついての質問 (14 行目) を行っている。この A の質問に対して B は高校のときに禁止
されていたアルバイトをしており、そのアルイバイトを今も続けていると強調する
(18、20 行目) ことによって、A とは異なる状況（大学生になっても続けられる環境）
であることを述べている。更に、もう 1 つのアルバイトについては詳しく言及せず、
「゜普通に゜」と小声で述べている (21、22 行目) ことからも、自らの経験が「自慢」
の語りにならないように A の質問に応答している。B が「自慢」にならないように反
応しているのはなぜか。そこには 2 つの要因が考えられる。1 つは、A は B がアルバ
イトをしている状況を羨んでいる (8 行目) ことが挙げられる。もう 1 つは、B が自
らの経験を詳細に語ることもできたが、A が「悩み」を語っている場面であるため、
A の「悩み」の解決策に繋げるために自らの経験を詳細に語ったり、問題なくアルバ
イトに採用されたと語ったりすることを避けていることが挙げられる。つまり、A の
「悩み」を尊重している。第 4 章においては、A がどのように経験を語るかに注目し
ていたが、そこには B の気遣いがあることが本章の B の反応から窺える。B は、自分
の語りが「自慢」にならないよう A の態度に合わせるかたちで A の「悩み」に対処し
ようとし、A が原因でアルバイトに採用されないのではなく、自分は高校生の時から
アルバイトをしてきた、A とは違う環境であることをアピールしている。B の反応は、
A の「悩み」を軽減したり、A に安心感を与えたり、人間関係の構築において重要で
ある。以上、「悩み」と「自慢」は密接に関連していることがわかった。
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5.3.2

「後押しタイプ」

次にパターン 2 をみる。パターン 2 は、本研究において「後押しタイプ」と呼んで
いる（第 4 章参照）。「後押しタイプ」は、「提案タイプ」とは異なり、A は B に対
して解決策の提案を求めておらず、B に「そうだよね」や「わかるよ」と賛同しても
らえることを期待している。A の「悩み」に対して B が賛同することで A の「悩み」
が収束していく。
事例を分析した結果、「後押しタイプ」の中にも更に 2 つの特徴があることがわか
った。1 つ目は、あらかじめ A の解決の方向性が定まっており、それに対して賛同が
得られることを期待している場合である。2 つ目は、解決は目指しておらず、賛同が
得られることを期待している場合である。1 つ目と 2 つ目の特徴では、A が B に期待
していることが異なる。しかし、B の反応には共通点がみられる。それは、具体的に
「悩み」に対してどのように理解をしたか、何に賛同を示しているかを明確にしない
ことで、共感的な反応を示している点である。具体的な言及を避ける理由の 1 つに、
A の「悩み」の語り方が挙げられる。A は今、悩んでいることを知ってほしい、今の
状況を理解してもらえることに重点を置いて語っている。B は A の態度をうまく読み
取りながら A の態度に合わせて共感的な反応を示している。まず、1 つ目の特徴を述
べる。

(4)

アルバイトの職種選び

A 男×B 男

（現在同じ部活に所属）

(この前の会話で、A はこれからアルバイトを始める予定であると述べている。
B は既に塾の講師のアルバイトをしており、A は B にいつからアルバイトを開
始するべきかアドバイスを求めたり、B のバイトのシフトの入れ方について聞
いている。A はスーパーでアルバイトをしようかと悩んでいる場面である)

1 A: 俺↑スーパーで働こうかな(.)゜って思ってんだけど[：゜]
2 B:

[あ]：

3 A: (.)やなんか:(.)スーパーってさ：
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4 B: う：[ん]
5 A:

[お]そくからでも(0.3)けっこう(0.2)じか[゜ん゜]

→ 6 B:

[あ]: 確かに：

7 B: なん[か]
8 A:
9

[お]r 帰ん n(.)遠いからさ：
(0.5)

10 B: あそっか：
11 A: まあそうなんだよ
→12 B: やばい[よね.]
13 A:
14

[そう]そうなっちゃうわけよ

: ちょっと遅めの：(0.2)とこでも入れると[こ]

15 B:
16

[そ]れか:
(0.3)

17 B: コンビニファミレスの夜中<とか:>
18 A: や：１発目から厳しくない？

この事例は、第 4 章で取り上げた事例の再掲である。ここで注目したいのは、B が
「やばいよね.」(12 行目) と A の「悩み」に対して何がやばいのかを詳細に述べずに
賛同を示していることである。
A はアルバイトの職種について、「スーパーで働こうかな」と候補を挙げて、その
理由 (5、8 行目) を知らせていることから、アルバイトの職種選びについて、スーパ
ーという選択は正しいと B から賛同が得られることを期待していることが窺える。こ
の A の態度に合わせて、B は「やばいよね.」(12 行目) と A の事情から考えると、仕
方がないと賛同を示している。この B の発話に重なるかたちで A は B の発話を受け
入れている (13、14 行目)。このように、B は A の態度に合わせるかたちで A の選択
を後押ししていることが観察された。
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次に 2 つ目の特徴について述べる。

(5)

人の心について

A 女×B 男

（現在同じ部活に所属）

(A が人を好きになる方法が分からない、人の心は難しいと悩んでいる場面であ
る。12 行目の○○○○くんは B のことである)

1 A: ¥好きになり方がわからないって hh 話してたじゃん.わたし¥
2 B: あ:[あ:]
((B に 1 行目のことを以前、話したときに B から言われたことに少し納得したと
A が述べている。1 行目で納得したことの詳細については述べられていない))
3 B: ううん[基準]がねえしな. ((B はお菓子を食べながら))
4 A:

[でも:]

5 A: ¥hu hh hh¥
6 A: 難しいよね:. 人の心は((B はお菓子を食べている))
7

(0.4)

8 B: うん
9

((B はお菓子を食べている))
((B はお菓子を食べながら))

(1.1)

10 A: なんか最近そんな話しばっかりみ yo してる
11

(.)

12 A: ¥○○○○くんと[<hh .hh>¥]
13 B:

[うんそうそんな]話ばっかする

14 A: ¥hh [hh hh .hh¥] ね?:
15 B:

[¥<hh .hh>¥]

16 B: ね?:
17

((B はお菓子を食べながら))

(3.0) ((B はお菓子を食べている))

18 A: .hh hu:nn
19

((ため息のような音))

(0.2)
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20 A: でも人の心がさ:見えたらいいとき-い-見えたらいいのにな(.)
21

: と思う時さ:見たら-見ちゃいけな-やだなって思うときのさ:(.)

22

: 人間の矛盾の愚かさってさ:(0.3)この上ないよね.

23

(0.2)

→24 B: わかる
25

(0.2)

26 B: なんか(.)こう゜いう゜表情とか:ちょっと(.)目元で.hh
27

(0.4)考えてることがおおよそ分かっちゃうのがいやだ

28 A: ¥hh >hh hh hh .hh<¥
29 B: ¥゜hh >hh hh<゜¥

この事例で注目したいのは、A の「悩み」に対して B が具体的に何をどう理解した
かを明確にせずに、「わかる」と賛同している点である。
A は、人のことを好きになる方法がわからないという話を以前 B にしたことを 1 行
目で B に確認し、人の心は難しいと悩んでいる (6 行目)。そして「この上ないよね.」
と「嘆き」にちかいかたちで (20、21、22 行目) 、B から賛同が得られることを期待
している。従って、この A の語り方は、自分が今、何に悩んでいるかを B に共有する
ことに重点が置かれている。A は今、悩んでいる自分を知ってほしいという態度を表
明している。この A の態度を B は適切に捉えているため、「わかる」(24 行目) と賛
同している。その後、B は A の「悩み」に対して B の視点から、表情や目元から人が
考えていることがわかってしまうのが「いやだ」と述べている (26 行目) 。平本 (2011)
は、会話相手が語った経験に対して、「わかる」と反応を行うことで理解の主張をし、
続けて自らも同じ経験があることを説明することがあると指摘している。事例 (5) で
は、B が「わかる」と述べた後に、A と同じ経験としてではなく、B の視点から「い
やだ」と述べている。ここで B が詳細に経験を語ると、A が期待する反応を示すこと
ができなくなる。従って B は「わかる」と理解を示し、自らの視点から「いやだ」と
述べて A の「悩み」に対する反応を示している。
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この A の「悩み」の語り方は、解決策を期待していないため、望ましくない経験を
語る「愚痴」にも聞こえる可能性がある。しかし、困っていることに重点を置いて語
っているため、「悩み」として聞こえる。B は A の「悩み」は解決策を期待していな
い「悩み」であると判断して「わかる」と賛同している。A の「悩み」はどのような
語りとして語られているかを B は汲み取り、A の態度に合わせていることが観察され
た。同時に「愚痴」と「悩み」が関連していることが事例によって示された。

5.4

「不満」の会話にみられる態度のすり合わせ

第 4 章において「不満」の共感発話には 2 つのパターンがみられたことを論じた（図
5-3）。
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不満：A は B から正当性が認められることを期待
（パターン 4）

不十分
A 期待△

やり直し
収束

（パターン 5）

B 正当性を認める
[パターン 1] 3 例
十分

A 期待○

収束
追加

A 不満

（パターン 3）

A 期待×

B 正当性を認めない

収束
やり直し

（パターン 6）
（パターン 7）

不十分
[パターン 2] 2 例
B 正当性を認めない

A 期待○

収束

（プラスの評価をする）
（A の心情に賛同する）
図 5-3

「不満」の発話連鎖 (図 4-6 の再掲)

パターン 1 は、A の「不満」に対して B が正当性を認めることで、A は納得して「不
満」が収束していく。パターン 2 は、A の「不満」に対して B が正当性を認めること
ができず、A の心情に理解を示すことで A の「不満」を受け止めていることを示して
いた。この B の反応に対して A は納得し、「不満」が収束していく。
最初にパターン 1 を検討し、次にパターン 2 を分析する。
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終
了

5.4.1

正当性を認める場合

パターン 1 は、A の「不満」に対して B が A の正当性を認め、B の反応を受けて、
A の「不満」が収束していくことを第 4 章でみた。事例を分析した結果、「不満」と
「自己卑下」の関連性がみられた。

(6)

A のアルバイトの時給

A 女×B 女

（初対面）

(A は塾のアルバイトの時給が 750 円であると「不満」を述べている場面である)

14 A:75 分でひとコマなんだけどさ：
15 B:う：ん
16 A:75 分 1000 円って安すぎ？
17

(0.2)

18 A:ちょっとひど[いよ(0.2)ね？]
19 B:

[<安いね：>]

20 A:有り得んよね？
21 B:うん[うんうん]
22 A:

[時給]750 円じゃ[んか？]

→23 B:

[え(.)そ]れ

→24 B:塾じゃ<ない>よ[ね？ ¥ hh hh ¥ .hh ]
25 A:

[うんなんかさ：]ま別に

26 B:うん[うん]
27 A:

[そん]な疲れることしてないし>座ってるだけだけど：.<

28 B:う：ん
29 A:なんかちょっとおいみたいな
30 B:塾って↑いうならみたいな：
31 A:そ：う
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この事例は、第 4 章で取り上げた事例の再掲である。A は塾の講師のアルバイトの
時給が低いことについて「不満」を語っており (16、18、20、22 行目) 、その「不満」
に対して B は「不満」の対象の塾を「え(.)それ塾じゃ<ない>よね？ ¥ hh hh ¥ .hh」
と全否定している (23、24 行目)。この B の反応を受けて、A は B の反応を受け入れ、
卑下 (25、27 行目) することで「不満」が収束へ向かっている。つまり、B に正当性
が認められると A は態度を緩めながら卑下をすることで自らの訴えを弱めている。A
も B に合わせて態度を変えていることから、互いに態度を合わせていることがわかっ
た。「不満」と「自己卑下」の関係性について、今後、掘り下げて分析を行う。

5.4.2

正当性を認めない場合

次に、パターン 2 について論じる。パターン 2 は、A の「不満」に対して B が A
の正当性を認めることができず、B は A の心情に同調することで、A の「不満」が解
消へ向っている場合である。事例を分析した結果、B は A の心情に同調することで A
の「不満」の矛先を逸らし、A も B に合わせて「不満」の訴えを見直そうとする「態
度のすり合わせ」がみられた。

(7)

アルバイトの先輩に怒られた A

A 女×B 女

（クラスメイト）

(A はアルバイト先で化粧が濃すぎると先輩に怒られたが、実際はその日に化粧
をしていなかった。しかし先輩に化粧をしていない事実を受け入れてもらえな
かったと「不満」を述べている場面である。71 行目の「BB」とはファンデー
ションクリームのことである)

1 A: ゜ね：もう昨日ね：゜＝
2 B: ＝うん
3 A: ゜バイト先でね：゜
4 B: うん
5 A: 超腹立つ先輩がいてね
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6 B: うん.hh 女？男？
7 A: 女の先輩なん[だけど]
8 B:

[↑う：ん] >怖い<

9 A: かわい-あのなんて言うのなんかさ面倒(.)みたがる先輩いるじゃん.
10

(0.3)

11 A: なんか後輩(.)先輩ぶりたい(.)おん[な]
12 B:

[>な]るほど<

13 B:ここはね：>みたいな？<
14 A:そう先輩ぶりたい女がい[て]
15 B:

[う]ん

16 A:あたしいつもバイト先はすっぴんなの
17

(0.7)

18 B:<えっ？>
19

(0.2)

20 A: すっぴんで行ってんの．
21

(0.2)

22 B: お客様に対応する[のに？]
[お客]様に対応する ¥ けどすっぴん [hh hh ¥]

23 A:

((省略：B はアルバイト先で、お客様の前に立つときに、すっぴんは失礼になると
言われたことを話している))
24 B: だっていらっしゃいませでしょう？
25 A: うん
26

(1.0)

27 B: ヤバ
28 A: ですっぴん(.)ますっぴんで行っ tsu たの＝
29 B: ＝うん
30 A: で帰りに：(.)その先輩に[：]
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31 B:
32

[゜う]ん゜

(0.6)

33 A: なんか
34 B: ゜hu hu h[u ゜]
35 A:

[ち]ょっと(.)なんか化粧？

36 B: うん＝
37 A: ＝化粧濃すぎじゃない？みたいな○○○さん
38

(0.2)

39 B: え言われ[たの]
40 A:
41

[○○]○さん化粧濃すぎじゃない？って言われて
(1.1)

42 A: えっ(.)すっぴんなんだけどって思ったの＝
43 B: ＝うん
44 A: ゜shyo゜そこまで：そこまで濃くしなくて
45

:

いいよみたいなこと言われて＝

46 B: ＝う[ん]
47 A:

[ち]ょう嫌味ったらしく言われ[て]

48 B:
49

[う]ん
(0.2)

50 B: で[言わなかったの.すっぴん]って
51 A:
52

[えすっぴんじゃん.あたし]
(0.5)

53 A: はぁ？って思って＝
54 B: ＝ん
55

(0.4)

56 A: やすっぴんなん-すっぴんなんですけど゜>とか言って<゜(.)
57

:いるよね：そうやって化粧してるのに

181

58

:すっぴん[って言うおんな]：みたいなこと

59 B：

[↑い：：]

60 A: 女とは言われてないけど
61 B: [うん]
62 A: [子]って言われて
63

(0.9)

64 A: あたしま-眉毛は描いてたよ
65 B: う：ん
66 A: 眉毛だけ描いてて：でもあとアイプチもなにもしてない状態ね
67

(0.7)

68 A: なんなの[この女]みた゜い゜
[BB は？]

69 B:
70 A: uhe？
71 B: BB は？

72 A: う：ん塗ってない
→73 B: <ヤバっ>(0.2)それ>ちょっと嬉しくない？<
74

(0.9)

75 A: e 全然嬉しくない
76

(0.7)

→77 B: だって：(.)素顔が化粧してる>みたいな顔ってことでしょう？<＝
78 A: ＝あそういう(.) ポジ↑ティブに↑考えれば[よかったね.]
79 B:

[hh hh] hh

80 A: hh [hh hh hh]
81 B:

[a（

）]

この事例は、第 4 章で取り上げた事例の再掲である。A の「不満」は、アルバイト
先で化粧が濃すぎると先輩に注意されたことである。しかしながら、A はその日は化
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粧をしていなかったため、先輩に化粧をしていないと言ったが、信じてもらえなかっ
たという訴えである。B は、A の「不満」に対して、一般常識から考えても接客業に
化粧をしないでいくことが理解できず、何度も接客業であることを確認していること
(22、24 行目) からも、A の正当性を認めることができない。それでも B は、A の態
度に合わせて「不満」を共有しているように振舞うために「それ>ちょっと嬉しくな
い？<」(73 行目) とプラスの評価を示している。A の「不満」の対象である先輩には
触れずに A の心情に同調しようとすることで共感的な反応を示している。しかし A は
B の反応を受け入れていない (75 行目)。B が理由説明を行う (77 行目) ことで、A は
自分のプラスの面を受け入れ、納得している (78 行目)。以上のように、この事例で
は、B は A の正当性を認めることができない場合に、A にとってプラスの評価を行う
ことで A の期待する反応を示そうとしている。B の反応によって A の態度も和らぎ、
「不満」が収束していく過程が観察された。B は同調にちかいかたちで A に反応を示
さなければならいというジレンマを抱えながら、A の態度に合わせていることが考え
られる。このように態度を合わせることは、人間関係を構築するうえで欠かすことが
できないと考える。
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5.5

「愚痴」の会話にみられる態度のすり合わせ

第 4 章において「愚痴」の共感発話には 3 つのパターンがみられたことを論じた（図
5-4）。

愚痴：A は B から同調が得られることを期待
[パターン 3]

2例

不十分
A 期待△

やり直し
収束

（パターン 4）

B 同調する
[パターン 1] 14 例
十分

A 期待○

終
了

収束
追加

A 愚痴
[パターン 2]

11 例

A 期待×

B 同調しない

収束
やり直し

（パターン 5）

（パターン 6）

不十分

図 5-4

「愚痴」の発話連鎖 (図 4-8 の再掲)

パターン 1 は、A の「愚痴」に対して B が同調し、A の「愚痴」が収束していく。
パターン 2 は、A の「愚痴」に対して B が同調し、A が更に「愚痴」を語っている。
パターン 3 は、A の「愚痴」に対して B が同調し、A が「愚痴」をやり直している。
3 つのパターンに共通しているのは、A の「愚痴」に対して B が同調していることで
ある。しかし、A の「愚痴」に対して B が同調した後が、それぞれ異なる。A が期待
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する同調が十分に示されている場合がパターン 1 とパターン 2 である。A が期待する
同調が十分に示されず、認識のズレが生じているのがパターン 3 である。
第 4 章において、「愚痴」は「悩み」、「不満」などに比べると、期待する反応の
範囲が広いため、B は A が期待する同調と完全に一致した同調を示すことが困難であ
ることを指摘した。つまり、A の期待の範囲がみえにくく、どこまで同調していいの
か、同調すべきでないのか、調整することが容易ではなく、B は A が期待する範囲を
探ることが難しい。このように B は A の期待を探ることが困難な中で、どのように A
の意図を汲み取ろうとしているのかを分析する。A が期待する同調が B によって示さ
れているパターン 1 と語り手と聞き手の間で認識のズレが生じているパターン 3 を掘
り下げて分析する。

5.5.1

同調の調整

まず、パターン 1 について論じる。パターン 1 は、A の「愚痴」に対して B が同
調し、A の「愚痴」が収束していく。
事例を分析した結果、A の「自己卑下」とも解釈し得るような「愚痴」の語りの中
で、B は A の能力や経験を否定しないように、A の態度に合わせて「愚痴」を共有し
ていることが観察された。つまり、B は A の意図を注意深く見極めて、反応しており、
A の態度に合わせている。また、
「愚痴」と「自己卑下」の語りが密接に関連している
ことがわかった。
以下の事例 (8) の A の語りは、コンサートの当選結果が出ないため、予定を立てる
ことができないという「愚痴」である。この「愚痴」は「自己卑下」には聞こえない。
しかし、事例 (9) のような場合は「愚痴」とも「自己卑下」とも解釈できそうである。

(8)

当選結果について

A 女×B 女

（知人）

(コンサートの当選結果がなかなか出ないため、A は予定を立てることができな
いと「愚痴」を述べている場面である。1 行目の「エイト」とはアイドルのグ
ループ名である)
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1 A: ま:(0.2)エイト早く当落でないかな.
2

(1.0)

3 B: そこだよね.
4 A: ん:
5

(0.5)

6 A: だってさ:
7

(0.6)

8 B: ん＝
9 A: ＝も一ヶ月(0.6)あと一ヶ月ぐらいなのね

((B はお菓子を食べている))

10 B: [ん]
11 A: [だ]うそ一ヶ月はうそ
12

(0.9)

13 A: でも 7 月(.)じゃない 8 月の:
14 B: [ん]
15 A: [ぜ]ん半だから
16

(0.6)

17 B: ん[ん]
18 A:

[あ]とちょっとなの(.)一ヶ月ちょっとあんの

19 B: ん:ん
20

(0.3)

21 A: なのにさ(.)当落出てないとかなにも出来ないからさ(.)<困った>hh
22

(0.3)

→23 B: <困ったね.>
24 A: ゜ん:゜

A は、コンサートの当選結果が出ないため、予定を立てることができないと「愚
痴」を語っている (1、4、6、9、11、13、15、18、21 行目)。この A の「愚痴」に対
して B は、
「<困ったね.>」と A の心情に同調している (23 行目)。このように、A の
能力とは関係ない事柄に対する「愚痴」の場合、聞き手は「愚痴」を「自己卑下」の
語りとして捉える可能性は低い。しかしながら、以下の事例のような場合、B が A の
語りを「自己卑下」と解釈する可能性が考えられる。
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(9)

A のアルバイト

A 男×B 女

（初対面）

(次の会話は、塾でチューターをしている A が B に塾で教えている生徒に自分
が所属している大学よりも上のランクの大学を目指すと言われたと「愚痴」を
述べている場面である)

1 A: 実際[よく分から]
2 B:

[ないのに]やっちゃったっ[て.]

3 A:

[う]ん

[.hh]
[.hh]

4 A :よく分か[らんやて]
5 B:

[ね：]：

6 A: だけど結構来るんよね(.)しかも結[構]
7 B:

[あそ]うなんだ

8 A: 上のほう目指すひ-[京都大学]京都大学とか言われてさ：
9 B:

[え答えれる？]

10 A: まじかよとか思っ[て]
11 B:
12

[う]：ん
(0.6)

→13 B: 自分より上だと怖いよね.
14 A: う：ん(.)怖い
15

(0.3)

→16 B: こいつ案外とか思われたくないよね？
17 A: そそ￥そ[そそ￥
18 B:

.hh]

[hh hh .hh]

19 B: あたし公文式で一回丸付けのバイトしてたんだけど：
20 A: うん
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この事例は、第 4 章で取り上げた事例の再掲である。A は塾のチューターとしてア
ルバイトをしており、教えている生徒が A が所属している大学よりも上の大学を目指
すと言ったことに対して「愚痴」を語っている。
ここで注目したいのは、「愚痴」 (8、10 行目) に対して同じ大学に所属している
側の人間として、同じ立場であることを利用して同調を示している点である (13、16
行目) 。B は「自己卑下」に対する反応として A に解釈されないように、「怖いよね.」
(13 行目) や「思われたくないよね？」(16 行目) などと A の心境に同調している。こ
こで B が、「そうだね」と「自己卑下」に対する肯定や「そんなことないよ、A さん
なら大丈夫だよ」と「自己卑下」に対する否定のように反応した場合は、A の語りを
「自己卑下」として聞いたことになる。A の語りが「愚痴」なのか、「自己卑下」な
のかは、A の語り方だけでなく、B の対応によっても形成されていく。B は A の能力
を否定せずに、A の心境が理解できると同じ大学に所属している一員という「立場」
を利用して同調している。
第 4 章においては、A がどのように語るかによって B への期待が変わり、その期待
に B がどのように応えているかに注意を払って検討した。しかしながら、「態度のす
り合わせ」の観点から分析を行った結果、B は反応を示す際に A に自らの反応が「愚
痴」に対する反応であることを示そうとしており、「自己卑下」に対する反応になら
ないように A の態度に合わせていることが明らかになった。次の事例においても A の
「愚痴」を B が「自己卑下」の反応にならないように、同調している。立場に関して
は、以下の事例 (10) は、事例 (9) とは異なり、違う立場から同調している。

(10)

A の高校について

A 男×B 男

（現在同じ部活に所属）

(A は自分の高校は、いわゆる進学校であったが、A は自分の出身校が気取って
いることに「愚痴」を述べている場面である)
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1 A: 学校は:(0.4)ちょっと進学校気取っちゃうと:
2

(0.4)

3 A: 学校のやってれば:ある程度いくから:
4

: とかっていうよくわかんないこと[を言い出し:]

5 B:

[ha ha ha ha].hh

6 B: え?(0.2)そんな感じだったの.
7 A: やなんか:
8

(0.2)

9 A: ちょっと進学校気じょ-気取っちゃってると[こ]
10 B:
11

[気]取っちゃってる

: と[ころ]だった.＝

12 A:

[そう]

13 A: ＝なんか(.)超くそなのに:進[学校]ですとかってなんか:
14 B:

[ha ha]

15 A: 紙をバーンと貼っちゃって
16 B: u お:
17 A: u:なんだこいつみ¥たい[な. hh hh .hh¥]
18 B:

[hu hu hh hh ].hh

19 A: [ちょ]
→20 B: [.hh] な-中の人たちからしたら
→21

: なんだこい[つ感]がやばいよね.

22 A:

¥hh

[そう]

23 A: なんだ¥こ[いつ]ら hh みたいになって¥
24 B:

[¥hh hh¥]

25 B: ¥ha¥
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hh¥

この事例においても前述した事例 (9) と同様の特徴が観察された。B は「愚痴」に
対する同調を示すことに志向しており、「自己卑下」に対する反応にならないように
A の態度に合わせて反応している。
A は、自分の高校について、いわゆる進学校であったが、自分の高校は気取ってい
たと「愚痴」を語っている (1、3、4、9、13、15、17 行目) 。この A の「愚痴」は
自らの能力を否定する危険性を孕んでいる。なぜなら、A は自らの高校について気取
っていたとマイナスの評価を行ったり (1、9 行目)、「超くそなのに:」(13 行目) と
非難したりしているからである。A と B は違う高校に通っていたことから、B は A と
同じ立場から一緒に A の高校についてマイナスの評価を行うと、そこに通っていた A
をも評価することになる。従って、B には A を非難したり、マイナスの評価をしたり
しないように、共感的な反応を示すことが求められる。実際に B は、「な-中の人た
ちからしたらなんだこいつ感がやばいよね.」と「中の人たち」とあくまでも A の立場
に立ったときの A の心境、A がどのように感じるかを「なんだこいつ感」と 17 行目
の A の「なんだこいつ」という表現を繰り返しながら「やばいよね.」と高校の中の人
間である A の心境に同調を示すことで、B の立場からマイナスの評価を行うことを回
避している (20、21 行目)。その理由には「自己卑下」に対する反応であると A に解
釈されないように、B は A の心境に同調していることが挙げられる。B の反応に対し
て A は、「なんだ¥こいつら」と「こいつら」と A はあくまでも自分を含めないかた
ちで出身校を再度、非難し、B の反応を受け入れている (23 行目)。A の立場であるか
らこそ、このように「なんだ¥こいつら」と出身校を非難できるが、B が「俺から見
たら」と B の立場から非難することは A を非難する可能性があり、リスクが高いため
困難である。このように、B は「自己卑下」に対する反応にならないように、自らの
立場を踏まえながら A の態度に合わせている。
以上、B は「自己卑下」ではなく「愚痴」に対して理解していることを伝え、同調
を示すことで、A の能力やマイナスの評価に繋がる反応にならないようにするストラ
テジーが働いていることが考えられる。
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5.5.2

過剰な同調への対処法

最後にパターン 3 について論じる。パターン 3 は、A の「愚痴」に対して B が同調
し、その B の反応に A が抵抗している。第 4 章において、B は A の「愚痴」に過剰
に同調していることが観察された。その 1 つの理由に認識のズレがあることを述べた。
そこで、A と B は、どのようにこの認識のズレに対応しているのかを分析する。事例
を分析した結果、認識のズレを食い止めるための 1 つの方法に、A は「愚痴」の語り
を「自己卑下」にすり替えることで軌道修正をしていることがみられた。

(11)

塾の講師のアルバイトについて

A 男×B 男

（現在同じ部活に所属）

(この会話は A が塾の講師のアルバイトをしていて、困った生徒もいるという
「愚痴」を述べている場面である。「おおって感じ」(18 行目) 、「おごって
感じ」 (22 行目) 、「おおって感じ」 (26 行目) は同じ表現であるように聞こ
え、その意味は想定外のときや驚きを表明していることが考えらえる)

1 A:でも慣れた(.)わりと
2 B:慣れた?
3 A:うんでもね: (0.2)問題がね:(0.3) 生徒によるんだよ
4 B:u 生徒なんか調子[のってんの.いま]
5 A:
6

[生徒によるんだよ]生徒がね：も：なんかね：
(0.3)

7 A:授業とか関係なしに話しまくってるやつも[とかい]るんだ:
8 B:

[あ:]

((省略：A は個別指導を担当していると説明している))
9 A:生徒自体がさ:あんまり集団の塾に行かなかったような子とかだからさ:
10 B:あ::
11

(0.6)

12 A:[ね.]
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13 B:[慣]れてない.
14 A:なんかね.
15

(0.6)

16 A:うぉ:って感じ[の子が来たりするから:] hh hh
17 B:

[うぉ:ってなる ¥hu hu hh¥]

→18 B:おっとこいつら勉強しに来たのか(.)っていう＝
19 A:＝おおって感じ[のね.]
20 B:

[¥hh hh] hh hh¥

21 B:¥つわものが hh¥
22 A:でも集団塾に行ってもおごって感じの子はい[るから:¥hh¥]
23 B:

[¥hh hh

hh hh¥]

24 B:それはまじ:みんなから白い目[で]みら[゜れる゜]
25 A:

[そ]

[ぶっ]ちゃけさ:

26 A:俺おおって感じのやつだったもん
27 B:¥あ hh hh¥
28 A:中学んとき
29 B:uu
30 A:宿題一回も出してね (.)¥hh:¥
31 B:¥まじ.¥
32 A:¥まじまじ.hh¥
33 B:¥それはや[ば¥]

この事例は、第 4 章で取り上げた事例の再掲である。ここで注目したいのは、A が
B の反応に対して抵抗を示す際に、「愚痴」の語りを「自己卑下」にすり替えること
で、誤解や認識のズレに対して軌道修正を行っていることである。
A は塾でアルバイトの講師をしており、困った生徒がいることについて「愚痴」を
語っている場面である。7 行目で、A は困った生徒もいると望ましくない事態を述べ
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て、「うぉ:って感じの子が来たりするから:」（授業態度が驚くような子であるとい
うことを意味していることが考えられる）と心境を語っている (16 行目)。この A の
「愚痴」に対して B は、「おっとこいつら勉強しに来たのか(.)っていう」 (18 行目)
と A の心境に同調している。しかし、B の同調は過剰であり、A の塾の生徒の非難に
聞こえる。この B の反応に対して A は、「おおって感じのね.」(19 行目) と生徒のこ
とを非難はしていない。ここで、A は B の反応を肯定も否定もしていないが、22 行
目で A は「でも」と抵抗を示しており、生徒について 9 行目を説明し直している。同
時に A は「愚痴」をやめている。A の言い方によって、予想以上に自分の生徒が悪く
伝わってしまったことが原因でやり直しているようにみえる。A の説明は、B と自ら
の認識が食い違っていることに対して軌道修正をするためであることが「集団塾に行
っても」 (22 行目) と 9 行目の「集団の塾に行かなかったような子とがだからさ：」
の発話を補うかたちで、集団塾に行っていても行っていなくても想定外 （「おおって
感じ」19 行目、「おごって感じ」22 行目 ）の生徒はくることを B に理解してもらお
うとしている。つまり、A は想定外の望ましくない事態について理解を促していたが、
B は過剰に同調し、齟齬が生じている。この認識のズレを A は、「俺おおって感じの
やつだったもん」と自らも B が非難している生徒の 1 人に含まれると、過去の自分を
例に持ち出し、「自己卑下」(26、28、30 行目) をしている。このように、「愚痴」
の語りを「自己卑下」にすり替えることで、認識のズレを食い止めている。A は「自
己卑下」をして「愚痴」を終わらせている。

5.6

「自己卑下」の会話にみられる態度のすり合わせ

第 4 章において「自己卑下」の共感発話には 3 つのパターンがみられたことを論じ
た（図 5-5）。
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自己卑下Ｉ：A は B に否定してもらうことを期待
不十分
A 期待△

（パターン 5）

やり直し
収束

（パターン 6）

B 否定する
A 期待○
十分

A 自己卑下

A 期待×

B 否定しない

収束

[パターン 1] 1 例

追加

（パターン 4）

収束

（パターン 7）

やり直し

終
了

（パターン 8）

不十分

自己卑下Ⅱ：A は B に肯定してもらうことを期待
不十分
A 期待△

やり直し

（パターン 9）

収束

（パターン 10）

B 肯定する
[パターン 2] 6 例
A 期待○
十分

A 自己卑下

A 期待×

B 肯定しない

収束
追加

収束
やり直し

不十分
[パターン 3] 2 例
図 5-5

「自己卑下」の発話連鎖 (図 4-10 の再掲)
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（パターン 11）

（パターン 12）

終
了

パターン 1 は「自己卑下」に対して B が否定し、A が B の反応を受け入れて「自己
卑下」が収束していく。パターン 2 は「自己卑下」に対して B が肯定をして「自己卑
下」が収束していく。パターン 3 は「自己卑下」に対して B が肯定を期待している場
合に肯定しない反応を示し、A が B の反応に抵抗して、「自己卑下」をやり直してい
る。まずパターン 1 を、次にパターン 2 を、最後にパターン 3 について論じる。

5.6.1

「自己卑下」への否定

パターン 1 は、「自己卑下」に対して B が否定の形式を利用して A を賞賛し、A は
B の反応を受け入れていることを第 4 章で述べた。「自己卑下」に対して B は賞賛を
することで A の期待に添おうとしていることが考えられる。このような「自己卑下」
に対する否定を更に掘り下げて分析する。

(12)

塾で教えることについて

A 男×B 男

（現在同じ部活に所属）

(この会話で、A は塾で講師としてアルバイトをしており、教科書以外のことは
教えられないと「自己卑下」をしている場面である。この事例の 1 行目の A の
「いっちゃって」や 6 行目の「いっちゃうから：」という発話は、おそらく古
文や漢文を解く、「解いちゃう」と同じ意味で使用しているようにみえる。な
ぜなら 3 行目の B の発話が「そういう人か:(.)[超]できちゃう人だ：」と A
の能力を高く評価しているからである)

1 A: 俺古文もなんとなくでいっちゃっ[てるからさ：]
2 B:

[あ::]

3 B: そういう人か:(.)[超]できちゃう人だ：
4 A:

[¥hu¥]

5 B: そ[れは]
6 A:
7

[古ぶ]んも漢文もなんとなくでいっちゃうから：
(0.4)
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8 B: あんね:なんか文法いざ教えろっていわれると:えってなっ¥ちゃう hh¥
9 A: 俺教科書に載ってること以外教えられないか[ら:]
10 B:
11

[あ]::
(0.9)

12 A: テキ[スト]
→13 B:
14

[教]えられるだけすごいよ
(.)

15 A: テキスト通りの授業をしている
16

(0.5)

この事例は、第 4 章で取り上げた事例の再掲である。A は塾の講師のアルバイトを
しており、教科書以外のことは教えることができないと「自己 卑下」をしている
(9 行目)。本節では、「自己卑下」(9 行目) に対して B が単に否定しているのではな
く、賞賛している点に着目したい。また、B が A の「自己卑下」を否定した後の A の
反応にも焦点を当てる。
B は、文法を教えろと言われたら戸惑うと述べている (8 行目)。B の発話に対して
A は、B が考える程、塾の講師のアルバイトは戸惑うようなことはしていないと伝え
るために「自己卑下」をしていることが考えられる (9 行目)。しかし A は自らの経験
を低めているが、B から「そうだね」と肯定されることは望んでいない。なぜなら、
B が肯定をすると、A のアルバイトは誰でもできることであり、ありふれた経験とし
て A の経験を認めることになり、A の経験を尊重することができなくなると考えられ
るからである。ここで、B にジレンマが生じる。B は A の教える能力が優れているこ
とを示さなければならないが、B には A ほど教えることに関しての知識や経験がない
ため、容易に理解を示すと A の経験を尊重することができなくなる。従って、B は A
の経験について、何を教えることができるか、どの範囲を教えることができるかは関
係なく、教えることができること自体が賞賛に値すると A を賞賛することで、B には
ない能力を A は持っていると自らの立場を利用して A の「自己卑下」を否定している
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(13 行目)。この賞賛に対して A は、「テキスト通りの授業をしている」と単に塾で自
分がすべきことをしている（テキストに沿った授業）と賞賛を低めながら「自慢」に
ならないように反応を示している。Pomerantz (1978) も賞賛を受けた A は「自慢」
にならないように賞賛を格下げして反応を示すことがあると指摘している。この点に
おいて、今後、更に自らの経験や能力について述べるときに、相手との立場の違いや
共通点などがあることで、どのように「態度のすり合わせ」が異なるかを、追究して
いきたい。

5.6.2 「自己卑下」への肯定
次にパターン 2 とパターン 3 について論じる。パターン 2 は、「自己卑下」に対し
て B が肯定をして、A の「自己卑下」が収束していく。パターン 3 は、「自己卑下」
に対して A は肯定を期待しているが、B が肯定をしておらず、B の反応に A が抵抗を
示し、「自己卑下」をやり直している。それに合わせて B も肯定している。第 4 章に
おいてパターン 3 からパターン 2 にいく流れがみられた。本節においても、パターン
2 とパターン 3 が繋がっていると考えて分析する。

(13)

勉強方法について

A 男×B 男

（現在同じ部活に所属）

(この会話で、B は部活を引退した後、勉強するようになり、点数が伸びたと述
べている。
一方 A は勉強を続けてきても一回も伸びたと感じたことがないと「自
己卑下」をしている場面である)

1 B: で部活引退すんじゃん.
2 A: うん
3 B: 勉強するようになったら点数伸びて
4 A: あ::
5

(0.3)

6 B: お:ってなったね
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7 A: お：
8 B: 宿題大事だわと[思（
9 A:
10

）]¥hh hh .h[h kon¥]

[¥お hh hh ¥]

[それは素晴]らしい

(.)

11 B: で気付いたのが中学三年終わりかけてから[だから hh hh]
12 A:

[¥あ hh hh hh¥]hh hh

13 A: もちょっと早く気づいてれば［ね］
14 B:
15

[<ね.>](0.7)全くだよ
(1.4)

16 B: 食[べよ] ((お菓子の袋を触る音))
17 A:

[゜>え]すっごいな<゜

18 A: 勉強で一回も伸びたって思ったことない:で来ちゃったからな:
→19 B: ゜おまえ゜それで△△ ((大学名))まで来てる[ってこと]はなんか
20 A:

[¥hh hh¥]

→21 B: すげ:平均的に伸びてんだよ
22 A: ¥e he [he¥]
23 B:

[hh]

24 A: やまじ(.)なんかもう絶望的な感じだったからさ:
25 B: hu

hu

26 A: .hh あ俺もうどこも
27
28

: 受かんねえいじゃんみたいな((お菓子の袋を触る音))
(0.8)

→29 B: 俺もそれ思った

((お菓子が口に入っている))

30 A: ゜ん゜
31

(.)
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この事例は第 4 章で取り上げた事例の再掲である。ここで注目したいのは、A の「自
己卑下」のやり直しと、それに伴う B の反応のやり直しである。この事例は、A は「自
己卑下」(18 行目) に対して肯定を期待しているが、B が肯定していない (19、21 行
目) 。つまり、B は A の期待に応えておらず、不一致が生じている。しかし、A は「自
己卑下」をやり直し (24、26、27 行目)、それに合わせて B も A の期待に添う反応を
示している (29 行目) 。
A は 18 行目で「自己卑下」を行っている。「勉強で一回も伸びたって思ったこと
ない:で来ちゃったからな:」と「来ちゃった」という表現からも、望んでいない結果
であり、A は勉強の伸びを感じかたった、でも感じることができなかったという観点
から「自己卑下」をしている。この「自己卑下」に対して B は今の大学に合格したと
いうことは、結果的に伸びていると A とは異なる観点から否定することで共感的な反
応を示している (19、21 行目)。つまり、A は実感した／実感しなかったという観点
から述べており、B は大学に合格した／合格しなかったという観点から述べている。
このように「自己卑下」に対して評価のカテゴリーを、再カテゴリー化をして反応を
示すことがあると Pomerantz (1984) は指摘している。

(14)

R：

[ (68) (JG:3C._7) ]

＇hh But I’m only getting a C on my report card しかし数学のレポートで
in math.

→C：

唯一 C を取ってしまった

Yeh but that’s passing Ronald,

うん、でもパスしたじゃん、ロナルド

Pomerantz (1984：87 日本語訳は釜田による)

19

19

トランスクリプトの記号の意味 (Atkinson & Heritage1984：ix-xvi) は以下の通りである。
mine
Emphasis is indicated by underlining
hhh・hhh
Adudible aspirations (hhh) and inhalations (・hhh) are inserted in the speech where
they occur:
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R は、数学のレポートについて、C を取ってしまったと卑下をしている。これに対
して C はパスしたんだから、と「A,B,C」の評価のカテゴリーから「合格する－落ち
る」と再カテゴリー化を行って「自己卑下」を否定していると Pomerantz

(1984) は

述べている。本研究のデータの場合は、勉強の伸びを「実感した－実感しなかった」
というカテゴリーを、B が「合格－不合格」という再カテゴリー化を行うことで「自
己卑下」に共感的な反応を示している。A は勉強の伸びを実感せずにきてしまったと
いう最初の「自己卑下」(18 行目) を「もう絶望的な感じだった」、「俺もうどこも
受かんねえいじゃんみたいな」と卑下の程度を高め (24 行目) 、再度「自己卑下」を
している。この A の「自己卑下」のやり直しは、B の再カテゴリー化（合格／不合格）
に影響されていることが考えられる。なぜなら、「伸びたって思ったことない」(18
行目) という観点から「受かんねえ」(27 行目) という観点に変えて卑下をしているか
らである。つまり、B の観点に合わせて卑下をしている。B も「俺もそれ思った」(29
行目) と最初の「自己卑下」に対する反応（否定）とは反対に肯定することで、A は
「自己卑下」を語ることをやめている。B は、高められた「自己卑下」に対して A の
態度に合わせて反応を示している。以上のように、B は A とは違う観点を取り入れて
反応を示すことで、A の能力を直接的に肯定することを回避している。

5.7

本章のまとめ

本章では、「自慢」、「悩み」、「不満」、「愚痴」、「自己卑下」の 5 つの語り
の発話連鎖のパターンを更に掘り下げて「態度のすり合わせ」の観点から分析した。
分析を行った結果、5 つの語りの中で様々な仕方によって態度を合わせようとしてい
ることが明らかになった。また、立場の違いや相手の能力を否定しないようにするこ
とに敏感である点で 5 つの語りは関連していることがわかった。以下に簡単にまとめ
る。
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[自慢]
「自慢」は、A の「自慢」に対して B が賞賛した後で、A の「自慢」が更に語られ
る場合（パターン 1）と、それ以上 A が「自慢」を語ることができない（パターン 3）
場合を「態度のすり合わせ」の観点から分析した。分析の結果、パターン 1 は、A は
B にも起こり得るような驚くべき経験として「自慢」を語り、それに合わせて B は A
の語りに興味を示しながら A が更に「自慢」を語ることを促すような態度のすり合わ
せがみられた。一方のパターン 3 は、A の「自慢」に対して B は賞賛をしてはいるが
反応の鈍さが表れていた。この B の反応の鈍さを A は認識しながらも「自慢」を続け
ようとした結果、B が話題を変えており、A が B の態度に合わせることが欠けていた。
このことが、「自慢」を継続することができなかった要因の 1 つとして考えられる。

[悩み]
「悩み」は、「提案タイプ」と「後押しタイプ」の 2 つのパターンを「態度のすり
合わせ」の観点から分析した。その結果、「提案タイプ」には「自慢」と関わる特殊
なものがあった。A の「悩み」に対して B が解決策を提案する際に自らの語りが「自
慢」にならないように A が期待する反応を示そうとすることがみられた。A の態度に
合わせて B は A の「悩み」に対処する傾向がみられた。「後押しタイプ」は、更に 2
つの特徴があることが観察された。1 つ目は、あらかじめ A の「悩み」に対する解決
策の方向性が定まっている場合である。この場合、B は A の選択が正しいという賛同
の仕方によって、A の選択を後押ししている。2 つ目は、「悩み」に対する解決策は
目指していない場合である。この場合、B は具体的に何に賛同しているかを示してい
ない。なぜなら、A は今、悩んでいることを知ってほしい、理解してもらうことに重
点を置いて語っているからである。以上のように、B はうまく A の態度を読み取り、
A の選択に賛同をすることが求められているのか、または A の「悩み」を理解してい
ることを示すことが求められているのか A の態度に合わせて反応していた。
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[不満]
「不満」は、A の「不満」に対して正当性を認める場合（パターン 1）と正当性を
認めることができない場合（パターン 2）を「態度のすり合わせ」の観点から分析し
た。その結果、A の「不満」に対して B が正当性を認める場合、B が A の正当性を認
める反応を行うと A は「自己卑下」をして態度を緩め、「不満」の訴えを弱めていた。
互いに態度を合わせていることが観察された。また「不満」と「自己卑下」が密接に
関わっていることがわかった。一方の正当性を認めることができない場合、B は A の
正当性を認めることができないが、同調を示さなければならないというジレンマの板
ばさみになっていることが考えられる。このような場合に B は「不満」の矛先を逸ら
して、A の心情に同調することで A が期待する反応を示そうとしていた。A も B に合
わせて態度を緩めており、不満が解消に向かっていた。

[愚痴]
「愚痴」は、A の「愚痴」に対して B が同調し、A の「愚痴」が収束していく（パ
ターン 1）場合と A の「愚痴」に対して B が過剰に同調し、A が「愚痴」をやり直し
ている （パターン 3）場合を「態度のすり合わせ」の観点から分析した。パターン 1
は、「愚痴」にも「自己卑下」にも聞こえ得るような語りの場合に、A の「愚痴」に
対して B は「自己卑下」ではなく、「愚痴」に対して同調していることを表明する傾
向がみられた。その要因の 1 つに、A の能力やマイナスの評価に繋がることをなるべ
く回避しようとするストラテジーが働いていることが考えられる。パターン 3 は、A
の「愚痴」に対して B が過剰に同調した際に、A が 2 人の間で生じた認識のズレを「自
己卑下」をすることで食い止めようとしていることがみられた。

[自己卑下]
「自己卑下」は、A の「自己卑下」に対して B が否定している場合（パターン 1）、
肯定している場合（パターン 2）と A が肯定を期待しているが肯定していない場合（パ
ターン 3）を「態度のすり合わせ」の観点から分析した。その結果、A の「自己卑下」
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を否定する場合、B は A を賞賛するかたちで「自己卑下」を否定し、A も B の賞賛を
低め、「自慢」にならないように B の反応を受け入れていた。A は「自己卑下」に対
して肯定を期待しているが、B が否定する反応を示した場合、A は「自己卑下」の観
点を B に合わせて語り直し、B も否定から肯定に反応を変えて、互いに相手の出方を
みながら態度を合わせていた。
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第6章

結論

6.1 本研究の結論
本研究は、日本語会話における「自慢」、「悩み」、「不満」、「愚痴」、「自己
卑下」の語りに焦点を当て、発話連鎖の観点から共感の仕組みを解明することを試み
た。
第 1 章では、本研究の目的を述べた。次に、報告には「事実報告」と「経験報告」
があることを指摘し、その違いを発話連鎖の観点から整理した。

＜事実報告＞①
（連鎖が不自然な例）
A：今日の会議は 3 時です。
（B に対する期待：会議の時間を了解したと反応してほしい）
B：そうですか。
（A の期待に対する反応：会議の時間を了解したと反応する）
（A に対する期待：「会議の時間を了解したと反応した」ことに反応してほし
い）
A：……。それでは、よろしくお願いします。
（B の期待に対する反応：会議の時間を B が了解したと認識したことを示す）
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＜事実報告＞②
（連鎖が上手くいく例）
A：今日の会議は 3 時です。
（B に対する期待：会議の時間を了解したと反応してほしい）
B：了解しました。
（A の期待に対する反応：会議の時間を了解したと反応する）
（A に対する期待：「会議の時間を了解したと反応した」ことに反応してほしい）
A：それでは、よろしくお願いします。
（B の期待に対する反応：会議の時間を B が了解したと認識したことを示す）

＜経験報告＞①
（連鎖が不自然な例）
A：

昨日彼に振られたの。
（B に対する期待：慰めてほしい）

B：

そうですか。
（単に情報を受け止めただけで、A の期待には応えていない）

A：

……。
（A が B に期待した反応がこないため会話が続かない）
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＜経験報告＞②
（連鎖が上手くいく例）
A：

昨日彼に振られたの。
（B に対する期待：慰めてほしい）

B：

それは辛いね。
（A の期待に対する反応：A を慰める）
（A に対する期待：「A を慰めた」ことに対して反応してほしい）

A：

そうなの。
（B の期待に対する反応：B が慰めてくれたことに反応を示す）

＜事実報告＞①の場合、A の「今日の会議は 3 時です」という報告に対して、B が
「そうですか」と応答するだけでも会話は成立する。なぜなら、A は B に対して会議
の時間を伝えたいと考えており、B が了解したことがわかるからである。これに対し
て、＜経験報告＞①の場合は、A の「昨日彼に振られた」という報告に対して、B が
「そうですか」と応答するだけでは不十分である。なぜなら、A は単に振られたこと
を知ってほしいと考えているだけでなく、慰めてほしい、励ましてほしいと期待して
いるからである。＜経験報告＞② の事例においては、A の期待に応える反応を B が
行っている。A の経験の語りに対して B は A の感情を汲み取ることが求められており、
本研究ではこうした会話の連鎖を分析することを論じた。本研究の分析対象とする「自
慢」、「悩み」、「不満」、「愚痴」、「自己卑下」は、このうちの「経験報告」に
相当する。
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次に、共感の仕組みを分析するにあたって、重要であると考えらる相手領域とジレ
ンマに関する次の 3 つの点について論じた。

1.「相手に認められること、相手を認めること」
語り手 A と聞き手 B の会話において、A は経験を語ることで B に認めてもら
いたいという欲求があり、一方の B は A の経験を聞いて、A を認めたいという
欲求があるということ。

2.「相手の領域に踏み込むこと」
語り手 A と聞き手 B の会話において、B が A の感情に踏み込んで反応する場
合に、どこまで相手の領域に踏み込めばいいのかということと、A と B は互い
に相手の出方をみながらどのように語りや反応を調整しているかということ。

3.「共感発話におけるジレンマ」
語り手 A の相手から認められたいという欲求と聞き手 B の相手を認めたいとい
う欲求の間で生じるズレの調整のことである。例えば「自慢」の場合、「自慢」
を語ろうとする A は、自分の長所を褒めてもらいたいと考える一方で、傲慢な
人であると思われてしまうのではないかというジレンマが生じる。これに対し、
聞き手 B は、
「自慢」を賞賛することで A の欲求を満たしたいと考える一方で、
A が増長する可能性や賞賛するほどのものではないと考える場合も賞賛を示さ
なければならないと考えるというようなこと。

最後に、本研究の分析の観点を示した。本研究では語り手 A の経験談を聞いて、聞
き手 B は A が期待する反応を汲み取り、その期待に添う反応を示そうとする「語り手
の期待と聞き手の反応」という観点から分析を行うことを論じた。
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第 2 章では、まず、共感の定義についての先行研究を概観し、整理した。次に先行
研究における共感発話の特徴を概観した。一般的に、「共感」とは相手と同じように
感じることであると考えられている。先行研究の共感の定義では、wispé (1986) が、
共感を示すということは相手を理解しようとする試みであり、自らが示した理解があ
っているかどうかわかることは少ないと指摘している。理解しようとし、自らが示し
た理解が正しいかどうかわからないという点が重要である。また、理解しようとする
試みを本研究では相手への寄り添いと捉えることを述べた。更に、同意と共感の特徴
についても取り上げた。以下の事例のように、[同意]の場合は、最初の評価が行われ
た発話に対して同じ評価を示すことが求められるのに対し、[共感]の場合は、相手の
感情を汲み取ることが求められる。

[同意]
1 A: 今日も一日曇りだね
→2 B: うん

[共感]
1 A: 今日も一日曇りだね
→2 B: 憂鬱だよね

この点を踏まえて、本研究では共感を以下のように定義した。

共感：「相手の考えや気持ちを理解して、相手の期待に添おうとする態度」

第 3 章では、本研究の調査の概要を述べた。調査対象者は日本の 4 つの大学 （名
古屋大学、専修大学、昭和女子大学、明治学院大学）の学部 1 年生である。2010 年 5
月から 6 月にかけて 20 ペア、2014 年 6 月から 7 月にかけて 20 ペアの会話の収録を
行い、合計 40 ペアの会話を調査の対象とした。調査内容は、2 人で自由に 15 分間会
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話をしてもらい、その中から「自慢」、「悩み」、「不満」、「愚痴」、「自己卑下」
の 5 つの語りの部分を抽出して分析を行った。調査方法は、自然な会話になるように
調査に関する説明は敢えて行わず、収録後に、共感発話をみるための調査であると説
明した。会話はすべて IC レコーダーで録音した。収録後、西阪 (2008) の「トラン
スクリプションの記号」に従って文字起こしを行った。

第 4 章では、
ポジティブな経験とネガティブな経験の語りを区別して分析を行った。
ポジティブな経験のうち「自慢」、ネガティブな経験のうち「悩み」、「不満」、「愚
痴」、「自己卑下」を分析の対象とした。本研究のデータにおいて、この 5 つの語り
に対する共感発話のパターンの特徴をみた（語り手を「A」とし、聞き手を「B」とし
た）。それぞれ、次のパターンがみられた。
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[自慢]

「自慢」の発話連鎖には 3 つのパターンがみられた。

自慢：A は B に賞賛されることを期待
(パターン 4)

不十分
A 期待△

やり直し
収束
[パターン 3] 2 例

B 賞賛する
[パターン 2] 2 例
十分

収束

A 期待○

追加

[パターン 1] 8 例

A 自慢

（パターン 5）

収束

A 期待×

B 賞賛しない

やり直し
不十分
（パターン 6）

図 6-1「自慢」の発話連鎖 (図 4-2 の再掲)

本研究のデータから 3 つのパターンが観察された。パターン 1 は A の「自慢」に対
して B が賞賛を示した後、A が更に「自慢」を語る場合である。パターン 2 は A の「自
慢」に対して賞賛が示された後に A の「自慢」の語りが収束していく場合である。パ
ターン 3 は、A の「自慢」に対して十分な賞賛が得られず、「自慢」が収束していく
場合である。
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終
了

表 6-1

自慢の発話連鎖パターン 1

1A：E の席が当たった

1A： 自慢を語る

2B：超いいじゃん

2B： 賞賛する

(表 4-2 の再掲)

8/12
共感的な反応

例

（更に A が自慢し易い機会を作り出す）
3A：友達が当てたの

表 6-2

3A： 自慢の続きを語る

自慢の発話連鎖パターン 2

(表 4-3 の再掲)

1A：千秋楽はほぼ当たらない

1A： 自慢を語る

2B：だろうね

2B： 賞賛する

3A：だからびっくりした

3A： 自慢が収束へ向かう

表 6-3

2/12
共感的な反応

自慢の発話連鎖パターン 3

1A：住んでるマンションは

(表 4-4 の再掲)

1A： 自慢を語る

2/12

130 部屋ある

例

2B: すごいね。農学部解剖し 2B： 賞賛する
たって聞いた
3A：金魚ね.

例

共感的な反応

（話題が変わる／B の語りが始まる）
3A： 自慢が収束へ向かう

パターン 1 では、B が賞賛を示すことで A が更に「自慢」し易い機会を作り出して
いた。パターン 2 はパターン 1 の後に現れており、A の「自慢」に対して B が賞賛を
示すことで A の期待に添った反応をしていた。パターン 3 は、B が十分な賞賛を示し
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ておらず、B によって話題が変えられていた。聞き手の反応は、語り手が「自慢」を
継続して語ることができるかどうかに影響していることを述べた。

[悩み]

「悩み」の発話連鎖には 2 つのパターンがみられた。

悩み：A は B から解決策が得られることを期待

（パターン 4）

不十分
A 期待△

やり直し
収束

（パターン 5）

B 解決策を提示する
[パターン 1] 2 例

（提案タイプ）
十分

A 期待○

収束
追加

A 悩み

（パターン 3）

（パターン 6）

A 期待×

B 解決策を提示しない

収束
やり直し

不十分

B 解決策を提示しない

A 期待○

（後押しタイプ）

収束

[パターン 2] 6 例

十分

図 6-2 「悩み」の発話連鎖 (図 4-4 の再掲)
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（パターン 7）

終
了

本研究のデータから 2 つのパターンが観察された。パターン 1 は A の「悩み」に対
して B が解決策を提示して A の「悩み」が収束してく場合である。パターン 2 は A
の「悩み」に対して解決策が提示されず A の「悩み」が収束していく場合である。

表 6-4

悩みの発話連鎖パターン 1：提案タイプ （表 4-7 の再掲）

1A：アルバイトに採用されない

1A： 悩みを語る

2B：名古屋だからないんじゃん？

2B： 解決に繋がる提案

2/8
共感的な反応

例

（励まし）
3A：名古屋だからかな、やっぱ

3A： 悩みが収束へ向かう（納得）

4B：四日市にならあるよ

4B： 解決策を提示する

表 6-5

悩みの発話連鎖パターン 2：後押しタイプ

1A：スーパーで働こうかなと思って

共感的な反応

(表 4-8 の再掲)

1A： 悩みを語る

るんだけど、スーパーって遅

6/8
例

くからでも結構
2B：確かに

2B： 解決策を提示しない 共感的な反応
（A の心情に賛同する）

3A：帰るの遠いからさ：

3A： 悩みが収束へ向かう（納得）

パターン 1 では、A の「悩み」に対して聞き手が解決策を提示しながら B を励まし
ていた。パターン 2 では、A の「悩み」に対して B は解決策を提示していないが、A
の心情に賛同することで A の期待を十分に満たしていた。「悩み」に対する共感的な
反応には一定の方法があることを述べた。本研究においてパターン 1 は「提案タイプ」、
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パターン 2 を「後押しタイプ」と呼ぶことにした。

[不満]

「不満」の発話連鎖には 2 つのパターンがみられた。

不満：A は B から正当性が認められることを期待
（パターン 4）

不十分
A 期待△

やり直し
収束

（パターン 5）

B 正当性を認める
[パターン 1] 3 例
十分

A 期待○

収束
追加

A 不満

（パターン 3）

A 期待×

B 正当性を認めない

収束
やり直し

（パターン 6）
（パターン 7）

不十分
[パターン 2] 2 例
B 正当性を認めない

A 期待○

収束

（プラスの評価をする）
（A の心情に賛同する）
図 6-3

「不満」の発話連鎖 (図 4-6 の再掲)

本研究のデータから 2 つのパターンが観察された。パターン 1 は A の「不満」に対
して B が正当性を認める反応を行い、A の「不満」が収束していく場合である。パタ
ーン 2 は A の「不満」に対して B は A の正当性を認めることができない場合に A に
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終
了

プラスの評価を行ったり、A の心境に賛同を示したりすることで A の「不満」が収束
していく場合である。

表 6-6

不満の発話連鎖パターン 1「正当性を認める」 (表 4-10 の再掲)

1A：塾のアルバイトの時給が安す

1A： 不満を語る

3/5

ぎる

例

2B：塾じゃないよね

2B： A の正当性を認める

3A：うん

3A： 不満が収束へ向かう

共感的な反応

（納得）

表 6-7

不満の発話連鎖パターン 2「正当性を認めない」 (表 4-11 の再掲)

1A：化粧していないのに先輩に

1A： 不満を語る

化粧が濃すぎると怒られた
2B：ちょっと嬉しくない？素顔が

2/5
例

2B： A の正当性を認めない共感的な反応

化粧してるみたいな顔って

（A の心情に理解を示す）

ことでしょ？
3A：あそういうポジティブに考え

3A： 不満が収束へ向かう

れば良かったね

（納得）

パターン 1、2 に共通してみられたのは、A の「不満」に対して B が共感的な反応
を示すと A は、訴えを弱める傾向があることである。B の共感的な反応には A の態度
を緩和する効果があることを述べた。
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[愚痴]

「愚痴」の発話連鎖には 3 つのパターンがみられた。
愚痴：A は B から同調が得られることを期待
[パターン 3]

2例

不十分

やり直し

A 期待△

収束

（パターン 4）

B 同調する
[パターン 1] 14 例
十分

A 期待○

終
了

収束
追加

A 愚痴
[パターン 2]

11 例

A 期待×

B 同調しない

収束
やり直し

（パターン 5）

（パターン 6）

不十分

図 6-4 「愚痴」の発話連鎖

(図 4-8 の再掲)

本研究のデータから 3 つのパターンが観察された。パターン 1 は A の「愚痴」に対
して B が同調し、A の「愚痴」が収束していく場合である。パターン 2 は「愚痴」に
対して B が同調し、A が更に「愚痴」を語る場合である。パターン 3 は A の「愚痴」
に対して B は同調するが、A が B の反応に抵抗を示し、A は「愚痴」の語りをやり直
す場合である。
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表 6-8

愚痴の発話連鎖パターン 1

1A：コンサートの当選結果が出な

(表 4-13 の再掲)

1A： 愚痴の語り

14/27

いから予定が立てられない

例

2B：困ったね

2B： 同調する

3A：ん

3A： 愚痴の語りが収束へ向かう

共感的な反応

（＝承認欲求の充足

表 6-9

愚痴の発話連鎖パターン 2

(表 4-14 の再掲)

1A：通いはめんどくさい

1A： 愚痴の語り

2B：それはめんどせ：わ

2B： 同調する

3A：片道 1 時間だから行って帰る

3A： 愚痴を更に語る

だけで 1 コマいける

表 6-10

11/27
共感的な反応

（＝承認欲求の充足

愚痴の発話連鎖パターン 3

1A：アルバイト先で困った生徒も

○）

例

○）

(表 4-15 の再掲)

1A： 愚痴の語り

2/27

いる

例

2B：こいつら勉強しに来たのか

2B： 同調する

3A：自分もその 1 人だった

3A： 愚痴をやり直す（抵抗）

共感的な反応

（＝承認欲求の充足
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△）

パターン 1、2 において、A の「愚痴」に対して B は A の気持ちに踏み込んで、仮
の評価をして同調していた。一方、パターン 3 は、A が期待する同調を示そうとして
B が過剰に同調していた。その結果、A と B の間で認識のズレが生じ、A が「愚痴」
をやり直す傾向がみられた。
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[自己卑下]

「自己卑下」の発話連鎖には 3 つのパターンがみられた。

自己卑下Ｉ：A は B に否定してもらうことを期待
不十分

（パターン 5）

やり直し

A 期待△

収束

（パターン 6）

B 否定する
収束

A 期待○
十分

A 自己卑下

A 期待×

B 否定しない

[パターン 1] 1 例

追加

（パターン 4）

収束

（パターン 7）

やり直し

終
了

（パターン 8）

不十分

自己卑下Ⅱ：A は B に肯定してもらうことを期待
不十分
A 期待△

やり直し

（パターン 9）

収束

（パターン 10）

B 肯定する
[パターン 2] 6 例
収束

A 期待○

追加

十分

A 自己卑下

収束

A 期待×

B 肯定しない

やり直し

不十分
[パターン 3] 2 例
図 6-5

「自己卑下」の発話連鎖
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(図 4-10 の再掲)

（パターン 11）

（パターン 12）

終
了

本研究のデータから 3 つのパターンが観察された。パターン 1 は A の「自己卑下」
に対して B が否定し、A の「自己卑下」が収束していく場合である。パターン 2 は A
の「自己卑下」に対して B が肯定をして A の「自己卑下」が収束していく場合である。
パターン 3 は A の「自己卑下」に対して肯定が期待されているときに、B が肯定して
いない。そのため、A は「自己卑下」をやり直している。

表 6-11

自己卑下の発話連鎖 パターン 1

1A：塾のアルバイトで教科書以外の

(表 4-17 の再掲)

1A：自己卑下をする

ことは教えられない

1/9
例

2B：教えられるだけすごいよ

2B：否定する

3A：テキスト通りの授業をしている

3A：自己卑下が収束へ向かう

共感的な反応

（2B の反応を受け入れる）

表 6-12

自己卑下の発話連鎖 パターン 2

1A：受験のときは、絶望的でどこも

(表 4-18 の再掲)

1A：自己卑下をする

受からないと思った
2B：俺もそれ思った

例
2B：肯定する

共感的な反応

（A の能力や経験不足に踏み込ま
ず、心情に焦点を当てて同調）
3A：うん

6/9

3A：自己卑下が収束へ向かう
（2B の反応を受け入れる）
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表 6-13

自己卑下の発話連鎖

1A：高校時代に勉強で一回も学力の

パターン 3 (表 4-19 の再掲)

1A：自己卑下をする

伸びを感じたことがない
2B：それでこの大学に来ているって

2/9
例

2B：否定する

共感的な反応

ことは平均的にすごく伸びて
るんだよ
3A：いや、まじで絶望的な感じだっ
たからさ

3A：自己卑下をやり直す
（2B の反応に抵抗を示す）

パターン 1 は A の「自己卑下」に対して B は賞賛しながら否定していた。パターン
2 は A の「自己卑下」に対して B は A の能力を否定しないように A の心情に同調す
ることで A の「自己卑下」を肯定していた。パターン 3 は A と B の間で認識のズレ
が生じていた。その要因は、「自己卑下」は語り手の能力と直接結びついていること
が考えられる。聞き手は語り手の能力を否定することを回避しながらも、A が期待す
る反応を示さなければならないというジレンマの板ばさみになっているため、B は A
が期待する反応を示すことは容易ではないと述べた。

第 5 章では、第 4 章の分析を更に掘り下げて、「自慢」、「悩み」、「不満」、「愚
痴」、「自己卑下」の 5 つの語りに対する共感発話のパターンを「態度のすり合わせ」
の観点から分析した。A は B に期待する反応が得られるためにどのように語り、それ
を受けて B はどのように A の期待に添う反応を示そうとしているかを明らかにするこ
とを目指した。
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[自慢]
「自慢」には 3 つのパターンがみられた（図 6-1 参照）。なぜパターン 1 では「自
慢」を継続することができ、パターン 3 では「自慢」を継続することができないのか
という点を「態度のすり合わせ」の観点から分析した。その結果、パターン 1 では、
A が B にも生じる可能性がある良い経験として「自慢」を語ることで、A は「自慢」
が B に受け入れられる環境を作り、A の「自慢」を B は羨ましいこととして賞賛して
いた。パターン 3 の場合は、A の「自慢」に対して B の反応の鈍さを A は認識しなが
らも「自慢」を続けようとしており、B の態度に合わせることが欠けた結果、B が話
題を変えることになり、「自慢」が収束へ向かっていた。

[悩み]
「悩み」には 2 つのパターンがみられた（図 6-2 参照）。パターン 1 では、「自慢」
と関わる特殊な場合があることを述べた。A の「悩み」に対して、B は自分の経験を
「自慢」にならないように語りながら A の「悩み」に対する解決策の提案を行ってい
ることが観察された。つまり、A の「悩み」に対して B は共感的な反応を行おうとし
ながらも、自らの経験を語る際に「自慢」になることを避けなければないジレンマが
生じていることが考えられる。以上のように「悩み」と「自慢」は関連していること
が明らかになった。「後押しタイプ」において、更に 2 つの特徴があることがわかっ
た。1 つ目は、あらかじめ A の解決策の方向性が定まっており、A は自分の方向性が
正しいかどうかについて B から賛同が得られることを期待している場合である。2 つ
目は、解決は目指しておらず、B から賛同が得られることを期待している場合である。
このように、どのような「悩み」として A が語っているのかを B は的確に捉えながら、
A の態度に合わせた「悩み」に対する共感的な反応を示している。

222

[不満]
「不満」には 2 つのパターンがみられた（図 6-3 参照）。パターン 1 では、A の「不
満」に対して B が A の正当を認めると、A は「自己卑下」をして「不満」の訴えを弱
めていた。つまり、B が A の正当性を認めることで A も B に合わせて態度を調整し
ている。パターン 2 は、A の「不満」に対して B が正当性を認めることができない場
合である。このようなときに B が A にとってプラスに繋がる反応を示そうとしたり、
A の心情を認めようとしたりすることで A の期待を満たしていた。この方法は、正当
性を認めることができない場合においても、A の期待を満たすことができる有効な方
法である。

[愚痴]
「愚痴」には 3 つのパターンがみられた（図 6-4 参照）。パターン 1 の場合、A の
「愚痴」の中で、「自己卑下」にも聞こえ得るような語りがいくつかあった。このよ
うな曖昧な語りの場合、A の「語り」を B は「自己卑下」の反応ではなく「愚痴」に
対する反応であるように振舞っていた。その要因には、B の判断が一歩間違えば A の
語りを「自己卑下」として解釈して A を励ましたり、A の能力を否定してしまったり
する危険性があることが考えられる。このように A の能力に関する語りの場合、B は
自らの立場を踏まえながら、A の心境に同調することで A の能力に触れないように態
度を合わせていた。「愚痴」と「自己卑下」は密接に関連していることがわかった。
パターン 3 では認識のズレが生じており、どのように認識のズレを埋めようとしてい
るのかを分析した。その結果、A の「愚痴」に対して B が過剰に同調しており、この
ような場合に A は「愚痴」の語りを「自己卑下」にすり替えて軌道修正することで、
認識のズレを食い止めようとしていた。
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[自己卑下]
「自己卑下」には 3 つのパターンがみられた（図 6-5 参照）。パターン 1 は、A の
「自己卑下」に対して B が否定している場合である。B には、A にしかわからない固
有の経験であることを認めたいと考えながらも、A の能力に繋がる「自己卑下」を簡
単に否定してしまうと A の立場を尊重していないと思われるジレンマが生じているこ
とが考えられる。しかし、このようなジレンマを抱えながらも、B は A の能力を賞賛
することでうまく A の「自己卑下」を否定していた。また A の「自己卑下」に対して
B が否定を行うと、A は「自慢」にならないように B の賞賛を格下げして
(Pomerantz：1978) 反応を示しており、「自己卑下」と「自慢」の関連性がみられた。
パターン 3 は、「自己卑下」に対して B から肯定されることを期待している場合であ
る。A が最初に述べた評価を B は違う観点から評価を行うことで（再カテゴリー化）、
A の態度に B が合わせながら、A の能力を直接的に肯定することを回避している。A
もまた、B の態度に合わせて B の観点から「自己卑下」を語り直し、互いに態度を調
整して合わせていた。
以上、本研究の分析結果から、語り手は聞き手に認められたいという欲求があり、
聞き手は語り手を認めたいという欲求があり、互いに調整を行いながら態度をすり合
わせ、その積み重ねによって共感が創り上げられる様子が明らかになった。共感は単
に自分の欲求だけを満たそうとするのではなく、相手の欲求も満たそうとする複雑な
営みであるが、人間関係の構築や維持を行う上で欠かすことができない営みであるこ
とを語り手と聞き手の発話連鎖から示すことができた。

6.2 今後の課題
本研究は「自慢」、「悩み」、「不満」、「愚痴」、「自己卑下」の発話連鎖の観
点から共感の仕組みを明らかにしようと試みたものである。まず、5 つの語りに対す
る発話連鎖のパターンの特徴を明らかにし、次にそれぞれのパターンを「態度のすり
合わせ」の観点から分析した。しかしながら、以下の 4 つの課題があり、今後、これ
らの課題を検討する。
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1. 「自慢」、「悩み」、「不満」、「愚痴」、「自己卑下」の関連性
2.

同意と共感の区別

3. 「事実報告」と「経験報告」の区別
4.

認識のズレ

1 について、今回は本研究のデータでみられた 5 つの語りにおける発話連鎖のパタ
ーンから関係性を示した。しかしながら、更に関連性を追究する必要があると考える。
「不満」と「自慢」は積極的に語ることが避けられることが考えられるが、「自慢」
の場合は期待する反応がくると「自慢」を継続する傾向あり、「不満」の場合は、期
待する反応がくるとそれ以上「不満」を語らないことが観察された。今後、この 2 つ
の語りの展開の違いを考える必要がある。能力に関することを語る場合に「自己卑下」
と「自慢」の関連性もみられた。以下のような事例がみられた。A の「自己卑下」(1A)
に対して B は A の「自己卑下」
を賞賛することで A の「自己卑下」を否定している (2B)。
その後、A は「自慢」にならないように B の応答に対して反応している (3A)。この
ように、語り手と聞き手の間で調整を行っており、この調整を 5 つの関連性の観点か
ら今後、詳細に分析する必要があるのではないか。

1 A: 教科書に載っていることしか教えられない
2 B: 教えられるだけすごいよ
3 A: テキスト通りの授業をしている

語り手の能力に関して、「不満」と「自己卑下」においても関連性がみられた。語
り手は「不満」を語り、自らの正当性が認められる反応がきた場合に態度を緩め、「自
己卑下」を行う特徴がみらえた。このような語り手の言語行動の要因には、認められ
たいと考える内面からの欲求だけでなく、どうみられたいかという外面からみた自分
のあり方に対する欲求の 2 つが複雑に絡み合っていることが考えられる。語り手が聞
き手にどのように認められたいのかという点においても 5 つの関係性を今後みていく
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必要がある。能力に関して、語り手の言語行動に留まらず、聞き手も語り手の能力に
ついて敏感であることが聞き手の言語行動からみられた。「愚痴」にも「自己卑下」
にも聞こえ得るような語りを行った場合に、聞き手は「自己卑下」ではなく「愚痴」
に対しての反応であることを表明する傾向がみられた。その 1 つの要因には、語り手
のマイナスの評価に繋がることや、語り手の能力を否定することを避けようとするス
トラテジーが働いていることが考えられる。このような調整についても今後、詳細に
分析する必要がある。

2 について、本研究では同意は、最初の評価が行われた発話に対して同じ評価を示
すことであり、共感は相手の感情を汲み取り、寄り添おうとすることが求められると
捉えた。しかし、同意と共感は、相手の評価、相手の感情を「共有する」という点で
重なる部分もある。今後、更に同意と共感についての特徴を追究する必要がある。

3 について、本研究では「経験報告」に対する共感発話に着目した。しかしながら、
「事実報告」と「経験報告」を区別できないような場合もある。以下のような事例の
場合である。

1A: 今、社長の秘書なの
2B: そうなんだ（A の発話を「事実報告」と受け取った場合）

1A: 今、社長の秘書なの
2B: それは大変だね（A の発話を「経験報告」と受け取った場合）

1A の「今、社長の秘書なの」という発話は、単に B に事実を報告している「事実
報告」とも捉えられるし、社長の秘書をしていることの大変さを伝えたり、あるいは、
社長の秘書をしていることを誇りに思うことを伝えたりする「経験報告」とも捉えら
れる。そのため、聞き手の B はこれを「事実報告」と受け取る場合もあれば、「経験
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報告」と受け取る場合もある。あるいは、どちらなのか判断することができない場合
もある。以上のように、ある発話が「事実報告」なのか「経験報告」なのか明確でな
い場合がある。このような場合に語り手と聞き手がどのような「態度のすり合わせ」
を行っているかを分析する必要がある。
また、以下の前者の事例は、A の「事実報告」に対して B は事実に反応しており、
後者の事例は「事実報告」に対して B は事実だけでなく A の感情に踏み込んで反応し
ている。後者の事例のように、「事実報告」を単に事実として受け止めて反応をする
のではなく、「事実報告」を通して相手の感情に寄り添うことで相手を認めようとす
ることも人間関係の構築に繋がっていると考える。今後、「事実報告」に対する共感
的な反応にも着目する必要がある。

1A: 来週の会議の資料、できました
→2B: はい

1A: 来週の会議の資料、できました
→2B: 良くやってくれたね

4 について、語り手と聞き手の間で生じたズレを最小限に留める方法の 1 つに「愚
痴」から「自己卑下」の語りにすり替える方略があることを第 5 章で述べた。「愚痴」
に対して聞き手が過剰に同調した場合、語り手と聞き手の間で認識のズレが生じてい
た。このような場合に、語り手は「愚痴」の語りを「自己卑下」の語りにすり替える
ことで認識のズレを埋めようとしていた。このように、語り手と聞き手の間で齟齬が
生じたときの対処法の 1 つに、「自己卑下」をすることが観察された。このように、
齟齬が生じた場合における「態度のすり合わせ」について、5 つの語りを今後、更に
追究する必要がある。
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初出一覧
第 4 章と第 5 章は、部分的に掲載済み論文の一部を書き改めたものを含んでいる。

釜田友里江 (2014).「ネガティブな評価に対する共感表明－発話の連鎖を中心に－」
『表現研究』100, 60-69.
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