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概要

本研究は，日本語教師同士のインタビューの断片を，社会構築主義的な立場から会話

分析の行為連鎖と成員カテゴリー化装置という分析概念を用いて微視的に分析し，イ

ンタビューにおける質問と回答，説明の行為連鎖の中で用いられるカテゴリー化とそ

の述部の現れ方を記述した。この分析によって，インタビューの説明の達成のために

「職人」と「研究者」というカテゴリーとそれに結びつけられる述部が用いられている

こと，また限られたカテゴリーに関するリソースを一般化することによって所属の教

育機関に紐づけられた日本語教師のステレオタイプの構築と分断が行われていたこと

が，可視化される形で明らかになった。ステレオタイプの構築は意図的ではなく，会

話の進行の中で無意識に行われており，このことは日々行われる教師間の会話に内省

を促すものである。
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1．研究背景と研究目的

1．1．日本語教師のタイプ別分類

日本語教師を何年かやっていれば「なんとなく」

持つようになる，日本語教師同士の共有知識とし

て，日本語教師のタイプに関するものがある。それ

は日本語教師には「職人タイプ」と「研究者タイプ」

がいるというものである。TwitterなどのSNSで「日

本語教師 /職人」「日本語教師 /研究者」というワード

で検索すれば，「…細々とした作業を厭わない職人

* E-mail: minaching0327@gmail.com

芸的な技量と経験の持ち主の日本語教師」「…日本の

日本語学校はこのようなベテラン職人さんのような

日本語教師の方々に…」「大学や公的機関で働く日本

語教師は研究者で…」「…一方，研究者と言われる

人は，専門は日本語教育だと言いながら…。」1など

の記述を容易に探すことができる。そこでは，職人

タイプの日本語教師は日本語学校に多く存在し，研

究者タイプの日本語教師は大学に多く存在するとい

う，所属の教育機関と日本語教師のタイプが紐づけ

られ，ステレオタイプ的なイメージが生まれている

1　Twitterで「日本語教師　職人」「日本語教師　研究
者」というワードでそれぞれ検索（最終閲覧日 :2019年8
月21日）
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ことがわかる。それではこの日本語教師のステレオ

タイプ的な分類は一体どこから生成されるのだろう

か。

1．2．研究による分類

一つ外的な要因として考えられるのは，研究者に

よる分類である。日本語教育学の中の教師研究や実

践研究と呼ばれる研究分野では，ある研究目的に

沿って，日本語教師が分類されることがある。質問

紙調査やインタビュー調査を用いてデータを集め，

そのデータの分析の結果として抽出された共通の要

素で日本語教師の分類がなされる場合もあれば（岡

崎，1998），研究者自身が分析のための枠組みを作る

ために，あらかじめ設定した外的枠組みに沿って分

類をする場合もある（牛窪，2015）。1．1節で挙げた

分類に近いもので言えば，細川（2012）が挙げられ

る。ここでは学習者と教師の関係によって言語教師

が3つのタイプに分けられている。タイプAはもっ

ぱら研究にしか興味がない「研究者」，タイプBはひ

たすら学習者ニーズに興味がある「実践者」，そし

てタイプCは「研究と実践の乖離をもとに戻し，研

究と実践の統合こそが教育の復権であることを指摘

し，学習者主体の理念のもとで，学習者の中の「文

化」をどのように引き出すかを考える」（p. 43）人，

という分類である。この分類は細川が自らの研究に

基づいて行った分類で，言語教育に関する主張のた

めに用いられる。細川はこのように分類した上で，

どのタイプであっても重要なのは，言語教師が自ら

がどの立場であるかを明確にし，一人一人の責任の

もとで教育実践を行っていくことであると主張して

いる。このように研究によって日本語教師が分析さ

れた共通する要素によって分類され，名前をつけら

れることによって，結果として日本語教師のタイプ

分けが普及していき，やがてステレオタイプとなっ

ていくとも考えられる。しかし，これは研究という

土壌で行われていることであり，研究を自らと遠く

位置付けている日本語教師はこういった研究を目に

する機会はそれほど多くはないだろう。

1．3．本人たち自身の会話により「構築される」分類

もう一つは外的な要因による分類ではなく，まさ

に日本語教師本人たち自身が日々の議論や愚痴や批

判などの会話によって分類しているのではないか，

というものである。日本語教師は教務室での雑談，

会議，研究会での議論など，日々日本語教育につい

ての会話を行っている。それは日々の教育実践の話

であったり，昨今の日本語教育事情であったり，ま

たは単なる仕事の大変さの愚痴や，時には自分とは

異なる考えを持つ教師への批判だったりもする。こ

のような日本語教育にまつわる会話を通して，実

は本人たちの会話の中でその分類が「構築」されて

いっているのではないかという可能性である。

「現実」の捉え方は認識論によって異なるが，社

会構築主義的認識論では，「現実」は静的に存在す

るのではなく，社会の中で行われる人々の「相互行

為」によって動的に構成され，言葉による相互行為

が「意識」や「観念」を生み出す（バーガー，ルック

マン，1966/2003；など）と考えられている。個々人

の中に各々抱えている「意識」や「観念」があったと

しても，それは他の人々との相互行為を通してはじ

めて人々の間で「現実」として構成される，という

ことである。この社会構築主義的な考え方に立脚す

れば，それぞれ個々人の中にある日本語教師のステ

レオタイプ的な分類は，言葉を通した相互行為の中

ではじめて社会的な現実として構築されることにな

る。であるとすれば実際に日本語教師はその相互行

為の中でどのようにしてこの分類を構築していくの

だろうか。

そこで本研究は，日本語教師同士で行ったインタ

ビューを相互行為のデータとして取り上げ，相互行

為が達成される中で，どのように日本語教師の分類

が構築されていくか，相互行為の達成のプロセスと

そこに用いられる資源を詳細に記述することによっ

て目に見える形で明らかにし，その結果から導出さ
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れる問題を論じることを目的とする。

2．先行研究

第2章では本研究で用いる「会話分析（Conversa-

tion Analysis）」（Sacks，1992），および会話分析の

中でも本研究の分析の中心概念である「成員カテゴ

リー化装置」（Sacks，1972）について説明したのち，

この分析手法を用いた研究事例を挙げ，本研究の意

義を説明する。

2．1．会話分析

本研究が分析に用いる分析手法は「会話分析」で

ある。「会話分析」は社会学者であるハーヴェイ・

サックスを創始者とする社会学の一分野として始ま

り，現在では社会学のみならず教育学や心理学にも

応用されている。会話分析は「人々の会話のやり方

を分析することで，人々が持っている文化，即ち特

定の集団に属する人々が共有している話し方と行為

の成し方にまつわる特定の意味解釈及び意味の産出

の方法を明らかにすること」（岡田，2015，p. 30）を可

能にする分析方法である。インタビューにおける相

互行為をこの手法を用いて分析することは，すなわ

ち質問と回答および回答の説明をインタビューの参

加者がどのようにお互いに理解可能な形で達成して

いるか，その発話のそれぞれの関係から明らかにす

るということである。このように会話分析は一つ一

つの発話をその前後の発話の関わりとの中で記述す

ることによって，その場においてインタビューの参

加者が何をなすべく何を行っているかが，誰にとっ

ても見える形で提示できる分析方法であると言え

る。

2．2．成員カテゴリー化装置

インタビューにおける相互行為の達成には様々な

言語的，非言語的な資源が用いられる。「成員カテ

ゴリー化装置」はその一つであり，サックスの考案

した概念装置である。成員カテゴリー化装置は例え

ば「家族」「性別」などのカテゴリー集合を総称する

もので ,社会の成員をあるカテゴリー集合のカテゴ

リーに分類する（カテゴリー化）。例えば「性別」とい

う成員カテゴリー化装置は人々を「女性」「男性」な

どにカテゴリー化し ,「家族」という成員カテゴリー

化装置は人々を「母親」「父親」「息子」などへとカテ

ゴリー化する。この成員カテゴリー化装置を用いて

人々をカテゴリー化することは，相互行為を適切に

理解すること，相互行為を成し遂げることの資源と

なっている。例えば「もう大人なんだから」という叙

述は，子供のような行為をした人への非難として理

解可能である。それを理解可能としているのは「大

人」というカテゴリーに紐づいて一般的に期待され

る権利・資格・義務・知識・性格・能力など述部に基

づく常識的推論である（Hester & Eglin，1997）。人々

はこのように「非難すること」や「同意すること」な

どの相互行為を達成しようとする中で，無意識にカ

テゴリーとそのカテゴリーに付随する述部を拠り所

としている2。

2．3．会話分析を用いたインタビューの分析

それでは会話を詳細に観察し，その中でどのよう

に相互行為が達成されているか，その相互行為の達

成にはどのようなカテゴリー化が資源として用いら

れているかを分析するとは実際にはどのようなこと

だろうか。ここでは相互行為の視座からジェンダー

研究を行うストコウとスミスソンの例を示すことに

よってそのことを示したい。

抜粋0．はStokoe and Smithson（2001）からの抜

粋で，イギリスの大学生 /大学院生たちがジェン

ダーについて議論するフォーカス・グループインタ

2　本研究では，カテゴリーを明言することや，カテゴ
リーに結びつく一般的に期待される特徴が産出される
ことなど，カテゴリーにまつわる相互行為資源を「カテ
ゴリー的資源」と総称することがある。
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ビューの録音データの一部を書き起こしたものであ

る。この抜粋では属する階級の差によって，女性が

自分の将来に思い描いていることが異なるという議

論が行われている。

紙幅の関係上，Bの発話の一部しか掲載できない

が，この直前にはBは労働者階級および中流階級の

下層に属する女性たちは，女性としての将来にパー

トナーや結婚相手を見つけることを思い描いている

と述べている。そしてこの断片ではその説明をより

説得力のあるものとして語るために，Bは自らが在

学する大学にいる女性と，自らが働いている労働者

階級向けのパブに来る女性を実際の具体例として挙

げ，在学する大学にいる女性はキャリアを積むこと

に興味があり，一方で自分が働く労働者階級向けの

パブに来る女性はパートナーを探すことに興味があ

ると説明している。ここではその説明に“women”

と“girls”というカテゴリー化が資源として用いら

れている。135行目と138行目に注目してほしい。

135行目で大学にいる女性は“ the women”とカテゴ

リー化されるのに対して，138行目で労働者階級向

けのパブに来る女性は一旦は“ the women”とカテ

ゴリー化されながらも，直後に“um the girls”と，

格下げしたカテゴリー3に言い直されている。「言い

直す」という行為は，前の発話が相手の理解に何ら

3　Edwards（1998）では‘girl’は年齢や結婚状況に関す
る規範的な仮定から‘women’よりも低いステータスの
カテゴリーであると記されている。

かの支障となったと発話者がみなし，よりよく理解

をしてもらうためにする行為の一つである。ここで

Bが‘women’を‘girls’とカテゴリー化し直すこと

は，労働者階級向けのパブに来る女性をよく説明す

るためには，‘ the women’ではなく‘ the girls’の方

が適切であるとB自身がみなしていること，そして

他の議論の参加者もそのほうがよりよくBの説明を

理解できるとBが考えていることを示している4。こ

のようにBの説明の中で「大学にいる女性」や「労働

者階級向けのパブに来る女性」がどのようにカテゴ

リー化されるかを分析してみせることで，ストコウ

はある特定の階級と女性のみなされ方が人々の会話

の中で構築されていることを目に見える形で明らか

にしている。

このように，相互行為がどのように達成されてい

るか，またその中にどのようなカテゴリー的資源が

用いられているかを分析し記述することは，あるカ

テゴリーについてのみなされ方を会話の参加者が相

互行為を通して会話の只中でどのように構築してい

るのかを可視化する形で明らかにできるということ

である。そしその記述の読者は，可視化された構築

4　Stokoe and Smithson（2001）ではBの発話の次のター
ンは記載されていないため，B以外の話者がこのBの発
話をどのように捉えたかは明らかにできない。しかし，
このターンの中で，Bがわざわざ労働者階級の女性を発
話の途中で“um the girls”とカテゴリーし直したこと
は，B以外の話者もその方がよりよく理解できるだろう
とBが判断したという点で相互行為的であると言える。

132 B:= gettin’ a partner and gettin’ married and (0.4) whereas  

133     It’s the (.) I think it’s middle class (.) I know I’ve 

134     not (.) I’ve noticed it (0.2) at university (.) obviously  

135   (.) um:: (0.6) because the women here are carefree and (.)     

136     they are looking at (0.2) getting  a career for themselves  

137     (.) but I also work in a working class type pub (0.2) and  

138   the (.) the women that come in there (.) um the girls (.)  

139     they are looking for (0.3) a partner to settle down with for  

140     (0.2) for the rest of their lives you know (.) want to 

141     have children (0.4) for so I think it’s a class thing 

142     as well 

抜粋0．Stokoe and Smithson（2001，p. 230)
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のプロセスを追うことによって，そこから導出され

る問題に考えることになるだろう。

本研究に即して言えば，日本語教師へのインタ

ビューをカテゴリー化に注目し，説明や評価といっ

た相互行為のなされ方を微細に分析し記述すること

は，すなわち，インタビューの参加者の，日本語教

師にまつわるカテゴリーについてのみなし方が会話

の中でどのように構築されていくかを明らかにでき

るということである。そして構築されるプロセスを

筆者が分析，記述することは筆者の中に，そしてそ

の記述を読むことはこの論文の読者の中に，日本語

教師にまつわるカテゴリーについての様々な考察が

生まれることが期待できると考えられる。

3．研究課題

第1章と第2章を踏まえて，本研究の課題を以下

のように設定する。

課題1：インタビューにおける相互行為の達成に

どのようにカテゴリー的資源を参加者が用い

ているかを微視的に分析，記述し，会話の中

で日本語教師の分類がどのように構築されて

いくかを可視化すること。

課題2：課題1の分析結果によって導出される問

題を明らかにすること。

以下は分析で用いるデータとそのデータの分析手

法を記す。

4．データと分析手法

4．1．データの収集

本研究のデータは2016年3月に録音されたもので

ある。録音当初の研究目的は，長期にわたり日本語

学校で勤務し続けているベテランの日本語教師のラ

イフストーリーから，継続とその要因を探ることで

あった5ため，比較的自由に話ができるように，「日

本語教師になりたいと思ったきっかけは何か」な

どの大まかな質問項目に基づいて半構造化インタ

ビューを約90分行った。録音は許可を取った上で調

査者のスマートホンの録音機能を使用して録音し，

録音したデータはその後外部記録装置に保存した。

4．2．調査者

調査者は筆者本人である。2002年より日本語教師

として日本語学校に勤務し始め，非常勤講師を約8

年間，専任講師を約4年間務めた。現在は日本語教

育学を専攻とする博士後期課程に在籍しながら，大

学の非常勤日本語教師として勤務しているが，イン

タビュー当時は修士課程に在学中であり，日本語学

校でも大学でも勤務はしていなかった。

4．3．調査協力者

調査協力者は筆者が日本語学校勤務時に親しく

なった元同僚の非常勤講師で，60代の女性である。

インタビュー当時，日本語教育歴は15年以上ある。

現在は筆者とともに勤務していた日本語学校は退職

し，別の日本語学校で非常勤講師を務めており，大

学での勤務経験はない。

4．4．データの書き起こし

データの書き起こしは会話分析の手法（ Jefferson，

2004）を用いて詳細なトランスクリプトを作成し

た。トランスクリプトの記号一覧（付表）は，本稿

末に付記してあるので，それを参照しながらトラン

スクリプトを見られたい。会話分析のトランスク

5　本研究は当初の研究目的とは異なるため，2018年4
月に新たな研究目的を説明し研究同意書にて同意を確
認している。また本論文は事前に調査協力者に目を通し
てもらい，本論文の分析，考察および主張にも承諾を得
ている。
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リプトは会話分析者以外から見れば，難しすぎた

り，馬鹿らしく見えるという批判がある（Hepburn 

& Bolden，2013）。一見複雑に見えるが，生データ

を見られない読者にとっても，記号の説明を参照す

れば，できるだけ正確にどのような発話がなされた

かが捉えられるように工夫されたものである。位置

やタイミング，行為の様子が目に見える形で示され

ていることによって，分析の妥当性を示すための

根拠をトランスクリプトに依拠できる（Hepburn & 

Bolden，2013）。

4．5．分析手法

分析手法は第2章でも詳しく述べた通り会話分析

を用いる。会話分析については第2章で述べた通り

であるが，ここでは調査者自身の発話が分析対象に

含まれることに関して，どのように分析の妥当性を

担保するかを説明をする。

会話分析では，分析の外的妥当性は「次ターン

による証明手続き（next turn proof procedure）」

（Schegloff，Jefferson & Sacks，1974，pp. 728 - 729）

によって保証されるとされている。これはある発話

がどのように受け取られたかは，次の順番の発話を

調べることによって確認することができるというも

のである。この分析方針に従えば，たとえ調査者の

発話が分析対象の中にあったとしても，調査者がそ

の発話を研究の視点から都合よく解釈するのではな

く，録音時のまさにその時に調査協力者と調査者が

どのようにお互いの発話を解釈し，会話を構築して

いたかが分析できると考えられる。また会話分析で

は研究者一人のみでデータを解釈せず，データセッ

ションという形式で複数の会話分析者もデータを観

察し，意見の交換や議論を行う。本研究でもこの会

話分析の分析方針に則り，複数の会話分析者での

データセッションを行っている。

5．分析

これから示す抜粋はインタビューを始めてから

53分後の部分である。この抜粋はインタビュー全体

の様々な質問の中でも，「日本語教師としてのキャ

リアアップ」について質問を行ったものに対する回

答である。抜粋部分の直前で，「日本語学校の専任

になりたいと思ったことはないか」という質問に対

して，インタビュイーは「職位が上がるということ

には興味がなく，職域を広げることに興味がある」

と答えている。この抜粋はその直後に行われたもの

で，「大学で教えてみたいと思ったことはないか」と

いう趣旨の新たな質問に答える場面である（1～10

行目）。インタビュイーはこの質問に対しては否定

的回答を「ないな」と行い（7行目），続いてその否定

的回答の説明を展開する（11行目～110行目）。

ここではその場面を7つに分け，行為連鎖の記述

とその中でカテゴリー的資源がどのように用いられ

ているかを詳細に記述していきながら，大学で働く

日本語教師や日本語学校で働く日本語教師がその質

問と回答の連鎖の中でどのように描かれていくかを

分析していく（以下，IR＝インタビュアー／ IE＝イ

ンタビュイー）。

5．1．抜粋1「新たな質問とその回答」

抜粋1は質問の冒頭場面で，「大学で教えてみたい

と思ったことはないか」という趣旨の質問に答える

場面である。この質問は，前のトピックである日本

語学校の中の「専任」「非常勤」と対比されることに

より始まる。

IRは1行目から6行目にかけて，「大学で教える」

ことに関する質問を組み立てている。ここではまず

前のトピックに出てきた「日本語学校」の中での「専

任」や「非常勤」というカテゴリーに言及し，それと

対比した上で，「大学で教えてみたいとか :」と質問

している。これに対し IEは即座に「あ ::::::」と，「大

学で教えること」に対してなんらかの認識的主張を
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示す談話標識（Heritage，1984）を発話することで，

トピックが移行したことへの理解を示しつつ，大学

で教えることに関して何らかの考えを持っているこ

とを示している（5行目）。しかし，「>そゆのは?<」

と上昇調を用いて質問形式にした発話（6行目）の直

後に，IEは前の発話から途切れない形で「ないな」

と即座に答えており（7行目），「あ :::::::」で示した背

景的な知識については触れずに質問に対する回答を

終えている。この回答に対して IRは半上昇調で「な

い ,」と発話する（8行目）。この短い発話は，前の

IEの発話を単に繰り返すというよりは6行目の「>

そゆのは<?」という質問の「続き」であるように聞

こえうる。続きを発話することにより，質問形式は

「大学で教えてみたいとかそういうのはないか」と

いう，「ある」という肯定的な回答型を期待する質

問（Raymond，2003）へとデザインが変わり，その

回答型から外れた質問「ないな」を行った IEがその

回答への説明を行うスロットを作り出している。実

際，IEは「ない ,」という IRの発話の後，「ん .」と回

答し（9行目），その直後から，なぜ大学で教えてみ

たいと思ったことはないのか，その理由の説明を始

める。

抜粋1のこの質問の冒頭部分で触れておきたいの

は IRの質問の仕方である。この質問の直前に行われ

ていたインタビューのトピックでは「日本語学校」

の「専任」「非常勤」というカテゴリーが明示的に言

及されているのに対し（1，2行目），続く新たなト

ピックの提示では人を分類するカテゴリーは直接言

及がされず，「大学で教えてみたいとか」と，大学内

で行う行為を発話することによって，質問が組み立

てられていた（4行目）。

5．2．抜粋2 「否定的回答の理由説明としての経験の

語り1」

抜粋2は，抜粋1の続きの部分で，「ないな」とい

う否定的回答をした IEがその理由を説明する場面

である。その説明は，一度ある大学の教授から，大

学での勤務を誘われたが断ったという過去の経験と

断った理由を語ることにより行われる。

ここでの経験の語りは，ある大学の教授が（おそ

らく知り合いに）いるというところから始まる。こ

こで IEは具体的な人物「東西大学の教授」を登場さ

せ，その人物の発話「ならないか」を直接話法で再現

してみせることで（13，15行目），過去に大学で働く

チャンスがあったことを信ぴょう性をもって語って

いる（Holt，1996）。ここでは大学の教授の発話とし

て「ならないか」という誘いの表現が用いられてい

るが，「ならないか」の前の部分である「何に」にあ

たるカテゴリーへの言及はなされずに何かに誘われ

たことが示されている。ここでは IRは IEのこの語

りを「うん」を繰り返している（14，16行目）。この

繰り返しは，教授の「ならないか」とう発話を，IEに

大学での勤務を誘ったということであると理解して

1 IR : ? h : = 

2 : = ↑ :: 

3 : (.3) 

4 IR : > < : 

5 IE : ::::[:::= 

6 IR :  [> < 

7 IE : =

8 IR : , 

9 IE : . 

10 IR : . 

抜粋1
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いることを示すとともに語り進行を促す（Stivers，

2008）ものである。その促しを受けて，教授の申し

出があったにもかかわらず断った理由を IEは語る。

断った理由は「>でも私<大学院行ってないし ::」

というものである。この説明に対しては IRは共感的

なスタンスを示すことなく（18行目），代わりに大

学で働く場合の金銭面の条件の良さを提示し，大学

で働くことのメリットについて「じゃない?」という

質問形式で同意を求めている（20行目）。この IRの

質問は，「でも」という非同意を予示する接続詞から

も示されるように，IEが説明した「大学院へ行って

いない」という資格，能力的な理由を妥当なものと

しては聞き取ってはいないことを示している。この

質問に対して IEは「そうすごく良さそよね」と，IR

の発話と同じ形式である「良さそう」の繰り返しに，

「すごく」を付加し極端な定式化（Pomerantz，1986）

を用いて，IRが示したよりも高い程度でそれに同意

をしている（21行目）。

抜粋2で IEは，抜粋1で行われた質問に対して，

過去に大学の教授から，大学での勤務に誘われた経

験を持ち出し，その際になぜ断ったのかを語ること

によって，大学で教えてみたいとは思わないことの

理由の説明を始めていた。この抜粋部分で注目した

いのは，ここでも具体的なカテゴリーそのものの言

及はなされずに会話が進行していくということであ

る。「ならないか」というのは，この語りが提示され

た質問への回答であることや，大学の教授という人

物を登場させていることから，大学で日本語を教え

る人に「ならないか」という意味であることが理解

可能である。しかしここでは「大学の先生」や「大学

の講師」というような具体的なカテゴリー名そのも

のは産出されない。カテゴリー名を呼ぶことは，そ

のカテゴリーについての常識的知識を想起させ，そ

してその想起が様々な行為を達成する上での資源と

なるが，ここでは明確なカテゴリー名は呼ばれるこ

となく，したがって具体的な常識的知識が想起され

ないまま，語りが進行していっていることがわか

る。

IEは IRの提示する金銭的なメリットに一旦ここ

で同意しつつも，IRの笑い声（22行目）の直後に「で

もな :」と，断った新たな理由を説明し始める。

抜粋2

11 IE:.hh ::

12 :(.4)

13 IE:> < £ £ [ [:= 

14 IR: [           [

15 IE:= [ :: 

16 IR:                [

17 IE:> < :: 

18 IR: .

19 IE: ::

20 IR: k ?

21 IE:

22 IR:huhuhu=

* 大学名は仮名である。
# ここでの「k」は「よ」と「良さそう」の間に「k」の子音のみが
聞こえることを示す。
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5．3．抜粋3 「否定的回答の理由説明としての経験の

語り2」

抜粋3は大学の教授から大学への勤務を誘われた

時に断った理由を，新たに語る場面である。ここで

は「めんどくさい」や「自分の中に自信がない」とい

う内的要因によって断った理由を説明する。

23行目の「でもな :」というのは前述の通り，IRが

「大学の講師」の金銭的条件の良さを質問し，それ

に IEも一旦同意をした後の発話である。IEは「でも

な ::」を用いて前の発話を否定することを予示しつ

つ，0.6秒の間の後，新たな理由（「めんどくさい」）

を語り始める（25行目）。この発話は「>めんどくさ

いな<と思（h）って（h）」と語尾に笑いを伴ってお

り，それに対する IRの応答も「あそっ（h）か（h）.」

とやはり笑いを伴っている（26行目）。笑いを伴う

ということは，AもBもその事柄を「笑うべきもの」

として捉えていることの示し（Jefferson，1985）であ

り，ここでは「めんどくさい」という理由は妥当で

はないことを IRと IEはともに認識しているという

ことを示している。そのため26行目の IRの発話の

直後に，IEは「だっ（h）て（h）や（h）っぱ（h）り自

（h）信（h）ないし :」と，自ら前の発話の修復を開始

する（27行目）。この発話も笑いを伴って産出されて

いるが，その発話とオーバーラップする形で行われ

た IRの「うん」という発話は笑い声によって産出さ

れてはいないことから（28行目），IRはこの理由を

笑うべきこととして捉えていないことが示されてい

る。インタビューなどの制度的会話に限らず，日常

会話でも語り手が自分の能力を低く評価するなど，

自己卑下的な行為を行った場合，聞き手の優先的応

答は，語り手の自己卑下の非同意である（Shegloff，

2007）。0.2秒の沈黙の後，一度は IEの自己卑下の発

話に対して「↑そうか ::」と受け取ったものの（30行

目），「自分の中にそんなに」という IEの説明の添加

の後（31行目），「でもね :」と非同意を示そうとして

いる（32行目）。しかし，その発話とオーバーラップ

する形で IEの「どういう人たちかわからないけど :」

23 IE : = :: 

24 : (.6) 

25 IE :> < (h) (h) 

26 IR : (h) (h). 

27 IE : (h) (h) (h) (h)[ (h) (h) : 

28 IR :  [

29 : (.2) 

30 IR : ↑ :[: 

31 IE : [ (.) . 

32 IR : [ : 

33 IE : [ : 

34 IR : . 

35 IE : : 

36 :(.7) 

37 IE : :: 

38 :(1.1) 

39 IE :

抜粋3
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という発話（33行目）と重複したためターンを放棄

し，IEの発話に対して「うん」を用いて語りを促し

ている。IEは続く発話で「でも :」「あの ::」と沈黙を

挟みつつ理由の説明を続けるが（35,37行目），結局

は「そうね」と言って，ここでの理由の説明を終わら

せている（39行目）。

この抜粋3では，抜粋2と異なり，断った理由を

「自分の中にそんなに自信がない」という自己の能

力の否定的評価によって説明し，IRはそれに対して

非同意を行おうとしていた。ここでは，33行目の「ど

ういう人たちかわからないけど :」という発話に触

れておきたい。これまで抜粋1と抜粋2では「大学で

教えること」に関して，人を分類するカテゴリーを

明言しないまま語りが進行していた。しかし，ここ

で初めて IEは間接疑問文の中で人を「どういう人た

ちかわからないけど」と，なんらかの集団をカテゴ

リー化する。

5．4．抜粋4 「否定的評価の非同意としての IRの語

り1」

抜粋3では一旦 IEは理由の説明を終わらせてい

るが，この抜粋4では，それに対し IRは一旦それ

を「うん」という発話でBの発話を受け止めつつも，

32行目でも用いた「でもね :」を再びここで出現させ

て，抜粋3から予示していた非同意の語りを始める。

これまで IRは語りの促しや質問などの行為に

よって，インタビューという制度的会話の中では

「聞き手」としての役割を果たすべく，主に IEの発

話を促していた。しかし，ここから IRは一旦中断

した発話「でもね :」（32行目）を繰り返し，ターン

をとって語りを展開する（40行目）。IEも「うん」と

最小限の応答しかしないことで，ここからは IRが

主な語り手となって「でも」が投射する非同意の語

りを行うことを承認する。語りの冒頭として，IRは

まず IRの知る大学には留学生がたくさんいるとい

う状況を提示し，その留学生の日本語教育を日本語

学校に委託していることを述べる（48行目）。これ

は実際に大学の留学生を教えているのは，大学に直

接雇われている人，つまり大学院修了者ばかりでは

ないという事実を伝えるものである。ここでは終助

詞の「よ」を用いることにより，認識的優位性を示

し（Hayano，2011），IRが IEより大学の日本語教育

事情を知るものと自らを位置づけ，大学の日本語教

育における教育事情を語っている。しかしこれに対

して，「あ（.）そう .」と認識の変化を示しているが，

それ以上の反応は見られない（49行目）。IRはこの

反応を受けて小声で「小そう（.）だ↑し :↓ :」と発話

40 IR : 

41 IE : . 

42 IR : 

43 : (.2) 

44 IR : : :, 

45 IE : . 

46 IR : : 

47 :(.3) 

48 IR : ,:

49 IE : (.) . 

50 IR : (.) ↑ :↓  (.) > = 

51 : = [£ £< 

52 IE : [hahahaha(( )) 

抜粋4
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し，この話には続きがあることを示しているが，一

瞬の間隙の後，小声になっていたとしても録音され

ていることを笑い声を伴いながら述べ，聞こえの悪

い暴露話をしていることを示しつつ，その行為を笑

いに変えている。IEも手を叩きながら笑い声をあげ

ることによって，この暴露話を笑い話として処理し

ている（52行目）。

この抜粋4では IRが語り手としてターンを取り，

IEの自己の否定的評価への非同意の語りとして，IR

の知る大学の日本語教育事情を展開していた。ここ

では抜粋3で「どういう人たちかわからないけど」と

IEがカテゴリー化したなんらかの集団を，IRが「大

学で日本語を教えている人たち」と捉え，IRの知る

大学ではどのような人たちが日本語を教える人かを

語り， IEも教えることが可能な人物であると示すこ

とによって非同意を行っていたと考えられる。

5．5．抜粋5 「否定的評価の非同意としての IRの語

り2」

続く抜粋5は一度笑いによって中断された非同意

の語りが再開する場面である。ここでの IRの非同意

の語りは，大学で教える人の否定的評価を資源とし

て展開している。

これまでの IRの非同意の語りは，大学の日本語

教育事情を語ることによって行われていたが，ここ

では IRが遭遇した大学で日本語を教える人物への

否定的評価をすることによって行われる。まず IRは

自分の遭遇した人物を「先生」とカテゴリー化し（57

行目），そしてその「先生」のレベルを「学問知識が

あったとしても」，「この人先生なんだ」と思うレベ

ルであると述べることによって行われる（57，60，62

行目）。「学問知識があったとしても」という発話は

「先生」というカテゴリーには「学問知識がある」と

抜粋5
53 IR:( ) (.) : (.) :

54 :(.8)

55 IR:

56 :(.5)

57 IR:> < : [ :(.) [ < >

58 IE:  [ [

59 :(.7)

60 IR: :

61 :(.9)

62 IR: £ £ [

63 IE:                            [

64 :(.7)

65 IE:

66 IR: ::

67 IE: : [

68 IR:  [ :

69 IE: : [ ,

70 IR: [ ::

71 :(.2)

72 IR: ,(.)£ ,£ 
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いうことが一般的に期待される性質であることが示

されている。しかしその性質だけでは「先生」とし

ては十分ではないという IRの否定的見解が「この人

先生なんだ」という発話によって表明されている。

これに対して，IEは聞き手として積極的に同意を示

す。例えば58行目では IRの発話が完了する前に，予

測的に「うん」「わかる」と同意を示す発話をしてい

る。語り手の発話の途中で「わかる」と理解を表明す

ることは，単なる意味内容の理解の表明ではなく，

語り手と同じカテゴリーに属するがゆえに，これか

ら語り手の語る見解や態度に対していち早く理解が

できることを示す（平本，2011）。63行目と65行目

でも，小声ではあるが，「「そ：そ」「」あるあ」と発

話することで，IRと同じ経験をしたことがあること

を示し，IRの語る否定的見解への同意を表明してい

る。そして IEは再び語り手となって，「それもね :」

と「先生」としてのレベルを疑うばかりか，「困った

ちゃん」という存在になりさえするという否定的評

価をさらに付加（67，69行目）し，それに対して IR

は「そ ::」，「うんプライドが ,（.）£邪魔して ,£」と

さらに迷惑な存在になるのはなぜかを述べることに

よって，IEの発話に同意をしている（72行目）。

この抜粋5では IRが語り手となり「大学で教える

人」を「先生」の否定的評価をすることによって，抜

粋2から3にかけ行われた IEの理由説明が引き続き

行われていた。この抜粋部分で興味深いのは，62行

目の「あこの人先生あなん£だと£思うとき正直あ

る」という描出会話を用いた発話である。描出会話

は，現在もしくは過去のある場面において，心の中

で思ったことを声に出す行為である（Prior，2015；

岡田，2019）。つまりここでの「あこの人先生あなん

£だ」という発話は，過去に何らかの場面で IRがそ

のような人に出会ったということである。ここでは

大学の中のある人物を登場させ，その人物の教師と

しての否定的評価を行うことによって，非同意とい

う行為を達成している。

続く抜粋6では，この否定的評価の同意として，

IEから「第二の物語」（Sacks，1992）が語られる。

73 IE: :

74 IR: : ?

75 IE:.h (.)[ [ := 

76 IR: [ : [ :

77 IE:= > =

78 : = <

79 IR:[ ::

80 IE:[.hh (( )) 

81 IR: :: 

82 :(.3)

83 IE: .

84 IR: [

85 IE:       [ ?

86 :(.6)

87 IE: .

88 IR:

抜粋6
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5．6．抜粋6 「否定的評価への同意としての『第二の

物語』」

「第二の物語」とは，「ある参与者が一つの物語を

語ったとき，それと話題上のつながりを作り出す形

で会話を先に進めるやり方」（串田，平本，林，2017，

p. 173）であり，先行する物語に類似する物語を語る

ことによって，先行する物語への同意や共感を示す

ことができる。ここは IEが「大学でも勤務する日本

語学校の同僚」を登場させ，その人物の不満を語る

ことによって，先行する IRの否定的評価への同意

が成し遂げられる場面である。

IEはまずここで「（お）子守」というカテゴリーに

言及し，「大変だ」と不満を述べることによって，今

日本語学校で世話を焼かなければならない人物がい

ることを示す（73行目）。それに対して IRは「あ :そ

うなの?」とその事実を知らなかったことを質問形

式で示し，聞き手側の役割に志向していることを示

す（74行目）。75行目から78行目で IEはその「子守」

をされる対象の人物が，日本語学校の中で，ある時

点で言ったであろう言葉をそのまま描き出してい

る。ここで台詞のように当該の人物の発話を再現し

て見せることで，臨場感を演出し，それが本当に実

際に起きたことであることをもっともらしく示して

いる（Holt，1996）。

当該の人物が発した言葉は「私は研究者だから研

究をないがしろし（に）するような学生はやっぱ許

せないのよ」というものである。IEはこの発言に

「って言っちゃったりすんの」と付け加えることに

よって，この人物の発言がその場においては不適切

なものであるという否定的見解を示している（78行

目）。これに対して IRは「ふ ::ん」（79行目）と，特段

の共感を示すことはしていないが，IEはこの IRの

反応を聞くことなしに，その人物の発言を聞いた際

に心の中で考えたことを描出発話によって産出する

（80行目）。「.hhあんたここは日本語学校だから」と

いうその台詞は，「あんた」という敬意を表さない人

称の選択や，机を叩くという行為により，かなり強

い不満であると聞くことができる。IEはさらに IR

の「そうよね ::」という反応を聞いたのち（81行目），

83行目から描出発話を続ける。ここで発話される

のは「私たちは職人だから」という自分たちが何者

であるかの主張であり，日本語学校にいる教師「た

ち」を「研究者」とは別のカテゴリー「職人」にカテ

ゴリー化することによって，その人物が「研究者」

として日本語学校にいることの不適切性を語り，さ

らに否定的見解を強めるものである。これに対して

IRは「うんうんうんうん」と「うん」を繰り返すこと

によって，共感するスタンスを示しているが（84行

目），IEはそれを聞きつつオーバーラップする形で

「ね？」と描出会話を一旦中断し，IRに確認を行って

いる（85行目）。ここで IRに「ね?」と自らの描出発話

に確認を求めていくことは，「私たちは職人だから」

という描出発話が IRにとって不満であると理解可

能であるか，またその不満が IRにも共感できるも

のかを確認するものであると言える。しかし，これ

に対して IRは共感的なスタンスも示さず，語りを

促すこともしない。そのため IEは0.6秒の沈黙の後，

「研究者じゃなくて職人だから .」と「職人」に相対す

るカテゴリーとして「研究者」というカテゴリーを

顕在化させ前述の発話を修復し，IRに理解を迫って

いる（87行目）。

ここでは，日本語学校での同僚の発言と，その発

言に対する IE自らの心の声を台詞として産出する

ことによって，臨場感を演出しつつ，IRが先行して

語った否定的評価への同意として同僚への不満の語

りを展開していた。改めて注目したいのは，IEも IR

と同様に，ある一人の人物を登場させ， その人物を

「研究者」，日本語学校にいる教師たちを「職人」とカ

テゴリー化し，その人物の日本語学校での振る舞い

の不適切性を述べたことである。先行する IRの語り

の中で，否定的評価をされたある人と同様の評価を

下せるある特定の人物を登場させ，IRへの同意を達

成していた。
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5．7．抜粋7 「協働的に達成される『大学で教えてみ

たいと思ったことはない』理由」

抜粋7は抜粋1から続く一連のインタビューの最

後の部分である。ここでは前出の「職人」というカテ

ゴリーに付随する述部を IEと IRが協働的に述べて

いくことによって，さらに同僚への不満を，「大学で

教える人」全体へと拡張させ，なぜ「大学で教えてみ

たいと思ったことはないのか」という理由の説明を

妥当なものとして達成する場面である。

89行目から93行目にかけて産出されるのは，「職

人」というカテゴリーに付随する述部である。ここ

で「ね?」などの確認を挟みつつ述べられたことをま

とめると，「学習者のニーズに合わせて，希望が叶う

ようにあの手この手を使う」というものである。こ

の述部の産出に対する IRの反応はあまり芳しいも

のとは言えない。89行目の「相手のニーズに合わせ

て」という述部の産出に対しては，「うん」と最小限

の相槌を打つことで語りの展開を促しているが（90

行目），それに続く91行目の「ね?」という同意の求

めに対しては，ターンを取らず，1.1秒の沈黙が生

まれている。この沈黙をなんらかの理解のトラブル

と捉えた IEはさらに93行目で述部を付け加えてい

くが，それに対しても IRは「うん」と最小限の応答

しかしない（94行目）。その後また沈黙が生まれた

ため，IEはターンをとってさらに何かしらの述部を

産出しようとするが，「>その<」と言ったのみで

発話を止めてしまう（96行目）。すると0.5秒の沈黙

抜粋7
89 IE : 

90 IR : 

91 IE : ? 

92 : (1.1)

93 IE : ↓ : 

94 IR : 

95 : (.6)

96 IE : > < 

97 : (.5) 

98 IR : > < [ [

99 IE : [ ,             [ [ = 

100 IR :  [ : :

101 IE : = > < [ :. 

102 IR :                                          [ :

103 IE : 

104 : (.3) 

105 IE :

106 IR : ↑:[::::::::

107 IE : [ (.) : 

108 IR : [ - 

109 IE :          [ [£ £ 

110 IR : [ . 

111 IR: 
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の後，今度は IRがターンをとる。IRは「>そうそう

そう<」と早口で述べた後，これまで IEが産出した

「職人」というカテゴリーに付随する述部を「向こう

が合わすんじゃなくて」と再定式化し，これまでの

発話に対する共感的なスタンスを示している（98行

目）。先にも述べたように，不満の語りは対象への

ネガティブなスタンスを示すために，その語りの組

み立ては，聞き手の共感や理解を得られるか得られ

ないかによって，その表出の度合いが変化する。89

行目から96行目にかけて，IRの積極的な共感が得

られなかったために不満の語りは進行を止めかけた

が，98行目で共感が示されたことによって，再び IE

の語りが進行していく。

98行目で IRが共感的なスタンスを示し始めると，

IEはその発話が完了する前に即座に「ね」を反上昇

調を用いることにより，同意を求める（99行目）。さ

らに IRが再定式化したカテゴリーに付随する述部

を「こっちが合わせてやったげるんだから」とさら

に再定式化した上で（99行目），再び描出発話に戻り

「勘違いしてるよ」と発話する（101行目）。「勘違い」

とは，何かの事柄について間違った理解をしている

ということである。IEは同僚が間違った理解をして

いると述べることによって，日本語学校では「職人」

的であるべきにもかかわらず「研究者」的振る舞い

をする同僚の教師のあり方についての不適切性と，

同時に自らの日本語教師としてのあり方への正当性

を主張している。

この描出発話はその後に「って>ここまで<でか

かってんだけど :」「もう」「もう変わらないから」と

いう発話が続く（101，103，105行目）。この発話は，

同僚は日本語学校の教師としてのあり方を間違って

理解しているが，その理解は今後も変わらないとい

うことを示す。この IEの発話に対して IRは「 う

↑ :::::::::ん」という緩やかな上昇調を用いて反応し

ている（106行目）。これは積極的に IEの発話に共感

を示しているとは言えないが，それを IEは全部聞

くことなしに，次の発話を産出する。

続く IEの発話は「だ，そういう（.）そゆう人たち

見てるとちょっとね :」「そういう中では£ちょっと

ね£」というものである（107，109行目）。ここではこ

れまで日本語学校の同僚一個人に対する不満の語り

であったものが，「そゆう人見てるとちょっとね :」

とこれまでの同僚の「研究者」的教師を「そゆう（そ

ういう）人」と再定式化し，さらに「たち」を付加す

ることによってそのあり方の適切性を「研究者」全

体に適用させており，また「そういう中」と「中」と

いう空間を表す言葉を用いることによって，研究者

のいる「大学」へと不満の対象を拡張させている。

これらの発話には「ちょっとね」という婉曲的な否

定的願望を表す述部がつけられている。この述部に

よって，「そういう人たちのいる中では働きたくな

い」ということが示されており，この発話をもって

これまでの一連のやりとり，つまり「大学で働いて

みたいと思ったことはないか」という趣旨の質問に

対して，「ないな」と回答した後の一連の理由の説明

の終わりの部分であることが理解可能である。110

行目で IRはそれに対して「うん」と発した後，「私も

なんかね」とさらに物語を語ることによって同意を

示していることから，この説明は IRにとっても妥

当性のあるものとして聞かれていることが明らかで

ある。

この抜粋7においては，IEと IRの「職人」という

カテゴリーの述部の協働的産出を資源として同僚へ

の不満の語りが進行しており，なおかつその同僚へ

適用していた「研究者」というカテゴリーを「大学で

働く人」にも適用し，不満の語りの対象を拡張する

ことによって，冒頭の問いに対する理由の説明を達

成していた。ここでの注目はやはり一個人へ当ては

めていた「研究者」というカテゴリーとそのカテゴ

リーの（IRと IEにとっての）日本語教師のあり方の

不適切性が，「そういう人たち」「そういう中」と研究

者全体，大学全体へと拡張し，一般化がなされたこ

とである。
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5．8．分析のまとめ

ここでは抜粋1から7までに行われた語りの全体

の構造と，説明という行為の達成に用いられたカテ

ゴリー的資源を，第6章の考察で論点となる部分を

中心にまとめる。

全体の語りの構造とその中で用いられる資源の中

でも特に注目した資源をまとめると表1のようにな

る。

5．7節までは質問とそれに対する回答や説明とい

う行為がどのように連鎖し展開しているか，またそ

こにはどのような資源が用いられているかを微細に

記述したが，ここでは以降の節で考察の論点となる

部分を抽出して，抜粋1から7までをまとめて記述

する。論点となるのは，行為連鎖の中でどのように

「大学で教える人」がカテゴリー化されていったか，

またそのカテゴリーがその後誰にどのように適用さ

れていったかである。

まず語りの冒頭で質問を組み立てる際には，「大

学の講師」や「大学教員」といったカテゴリーは明示

されず，「大学で教える」という行為のみが産出され

る。その産出によって組み立てられた「大学で教え

てみたいと思ったことは」という趣旨の質問に IEは

「ないな」と否定的回答をする（抜粋1）。

否定的回答をした以上，その回答をした理由の

説明は会話の規範的に義務付けられる（Shegloff，

2007）。IEは過去に大学の勤務に誘われた経験を語

り始めるが，その語りにも具体的なカテゴリー名の

明示的言及は行われず，したがってそのカテゴリー

に結びつき，一般的に期待される行為や義務，性質

などは具体的に想起されないまま理由の説明が進行

していく。IEが語る第一の理由は「大学院へ行って

いない」というものだが，大学の教授に直接誘われ

ていることから，大学院へ行っていなくても大学で

教えることが可能であり，この説明は IRの金銭的

条件の提示により却下される（抜粋2）。

そこで IEが展開する第二の理由は「自分の中に

自信がない」という自己への否定的評価である。こ

れも会話の規範上，IRによって非同意が示されるこ

とにより，妥当な理由とはされない（抜粋3）。IRの

示した非同意は，IEが自己への否定的評価の最後に

行った「どういう人たちかわからないけど」という

大学の中の何らかの集団へのカテゴリー化に紐づけ

て行われる。カテゴリー化された集団を大学で教え

る日本語教師と捉えた IRは，それらの人々は大学

からの委託を受けた日本語学校の日本語教師も含ま

れるとし，同じカテゴリーに属する IEが教えられ

ないことはないという非同意を行う（抜粋4）。

その非同意に対して IEの十分な反応が得られな

かった IRは，次に大学の中で教える日本語教師を

登場させ，その人物を「先生」とカテゴリー化した上

で，その人物の否定的評価を行うことにより非同意

を行う（抜粋5）。

この「先生」への否定的評価に対しては IEは積極

表1．「語りの全体構造とそれぞれの展開に用いられた資源」
語りの展開 語りの展開に用いられた資源（行為者）

抜粋1 「質問とそれに対する否定的回答」 ・ 「大学で教える」という行為の産出（IR）
抜粋2 「否定的回答の理由説明1」 ・ 教授から誘われた経験の語り（IE）
抜粋3 「否定的回答の理由説明2」 ・ IEの自己への否定的評価（IE）・大学で教える人のカテゴリー

化（IE）
抜粋4 「IEの否定的評価への非同意1」 ・ ある大学の日本語教育事情の語り（IR）
抜粋5 「IEの否定的評価への非同意2」 ・ ある大学のある「先生」の否定的評価（IR）・「先生」に結びつ

けられる能力
抜粋6 「ある人物の否定的評価への同意」 ・ 第二の物語（IE）・類似する人物への否定的評価（IE）・その人

物の「研究者」へのカテゴリー化（IE）・日本語学校の教師の
「職人」へのカテゴリー化（IE）

抜粋7 「ある人物の否定的評価への同意」 
「理由説明の達成」

・ 「職人」カテゴリーの述部の産出（IR/IE）・カテゴリー適用の
対象の拡大（IE）
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的に同意を行い，その同意として「第二の物語」を展

開する。この「第二の物語」では，IRが抜粋5で登場

させた人物と類似した人物として，IEは大学でも働

く日本語学校の同僚を登場させる。そしてその人物

を「研究者」，自分を含む日本語学校の日本語教師た

ちを「職人」とカテゴリー化し，日本語学校の中で

「研究者」としてのあり方の不適切性を語ることに

よって IRへの同意を示す（抜粋6）。さらに IEは「職

人」というカテゴリーに結びつく職業的規範を語る

ことによって，「研究者」とカテゴリー化された同僚

の日本語教師としてのあり方に不満を述べ，さらに

同意の語りへの共感を得ようとする。そしてその同

僚の不適切性を語った上で，「研究者」というカテゴ

リーを「大学で教える人」に適用する。この適用に

より同僚一個人への不満であったものが，「大学で

教える人」全体へと不満の対象が拡張し，同僚と同

じ「研究者」というカテゴリーで同じ規範を持つも

のとして示される。この対象の拡張によって，日本

語教師として不適切なあり方をする「研究者」のい

る大学では働きたくないという理由が達成される。

6．考察

第6章では，第5章で行った行為連鎖の記述から

導出される問題を3つの論点に分けて考察を行う。

6．1．カテゴリー化を通して行われるステレオタイ

プの構築

第2章の先行研究でも述べたように，カテゴリー

化とそのカテゴリーに結びつく述部の産出は，それ

が行われることによって，カテゴリーに関する常識

的知識が想起され，その常識的知識を参照すること

によって相互行為の達成が可能となる。つまりカテ

ゴリー化は相互行為達成のための資源として必要不

可欠なものだということだ。例えば本研究で扱った

インタビューデータにおいては，インタビューの参

加者が同意や非同意という行為を達成するために，

また理由の説明の妥当性や自らの日本語教師のあり

方の適切性，もしくは語りの登場人物の日本語教師

のあり方の不適切性を主張するために描出発話など

の資源とともに，「職人」や「研究者」への言及やそ

れらに結びつく述部などの様々なカテゴリーにまつ

わる資源を用いていた。

しかしカテゴリー化を資源として用いることは，

それらの相互行為の達成を可能にする一方で，ステ

レオタイプの構築を容易に行ったり，もともとあっ

たステレオタイプを強化したりする危険性を孕んで

いる。本研究のデータでインタビューの参加者は日

本語学校の日本語教師を「私たち」とまとめ，「職人」

とカテゴリー化した上でそのカテゴリーの述部を産

出して正当性を主張することや，大学に所属するあ

る特定の一個人を「研究者」とカテゴリー化し，否

定的評価を行った上で，それらを「そういう人たち」

と大学に所属する日本語教師全体に適用することに

よって，「日本語学校の日本語教師」は学習者のニー

ズに応える「職人」，「大学の日本語教師」は研究を重

視し学習者をないがしろにする「研究者」というス

テレオタイプの構築が説明という行為の達成の中で

結果として行われていると考えられる。

6．2．ステレオタイプの構築による教師の分断

このステレオタイプの構築によって引き起こされ

る別の問題もある。それは「職人＝日本語学校の日

本語教師」と「研究者＝大学の日本語教師」の「分

断」である。第2章の先行研究で挙げた細川（2012）

では，言語教師はタイプ別に分類されていた。細川

では分類されたタイプそれぞれは価値に優劣がつけ

られることなしに，「共存」していると述べられてい

た。しかし本研究の分析を見るに，ここではインタ

ビューの参加者はまさに「研究者」と「職人」の優劣

を問題にしており，相手への否定的評価や不満の語

りというネガティブな行為を描出発話とカテゴリー

化を用いて行うことによって，両者がお互いの優位

性を主張し合っているように見える。そうであると
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するならば，ここでは「共存」ではなく両者の「分

断」が行われていると考えられる。なぜこのような

「分断」が行われたか。原因の一つとして考えられ

るのは，大学での勤務経験がないインタビュアーと

インタビュイー，つまり実のところ「大学で教える

のがどのようなことかを知らないもの同士」が「大

学での勤務」というトピックについて限定されたリ

ソース（大学で見た先生 /日本語学校の同僚）によっ

て語っているという点である。実は二人が大学での

勤務実態をよく知らないのは，データの中にも現れ

る。

抜粋2 - 1は IEが「大学院へ行っていない」という

理由を妥当ではないとする IRが，大学での勤務の

金銭的条件を提示することによってそれを示す場面

である。抜粋2の20行目と21行目の発話をもう一度

注意深く観察してみよう。勤務の金銭的条件を語る

際，二人とも「良さそう」「良さそ」と「そう」という

表現を選択して用いている。「そう」という表現の選

択は，実際には知らないものを仮定的に評価する方

法（Heritage，2011）であり，認識的主張としては弱

い。5.2節で記述したように IEは IRの質問への同意

に「すごく」と極端な定式化を用いており，これに

よって IEは IRよりも認識的に優位であることを示

しているが，たとえそうであっても IEも「そう」を

用いている以上，実のところはわからないまま仮定

法的に話しているということになる。そのような大

学の内実をよく知らない二人が，たった二人の登場

人物の否定的評価をカテゴリー化を資源に，信ぴょ

う性を持たせた形でその評価をカテゴリー全体に適

用することによって，インタビューの場において分

断が作られている。

6．3．日々の言語活動に対する内省

6．1節，6．2節では，第5章で行われた分析の結

果から，インタビューの相互行為の中でステレオタ

イプが構築されたこと，そしてそれによって大学と

日本語学校の教師間の分断が作られていることを指

摘した。ここで一つ重要なことを指摘しておきた

い。それはこのステレオタイプの構築や分断は悪意

を持って意図的に行われたものではないということ

だ。インタビュアーもインタビュイーも登場させた

人物に対して日頃の鬱憤が溜まっていたわけではな

く，その鬱憤を晴らすことを目的にインタビューが

行われたというわけでもない。インタビューの会話

を微視的に分析してみると，会話の規範上，ステレ

オタイプが構築され，分断が起こるのが必然的な状

況であったとも言える。例えば抜粋3にも見られた

ような語り手の自己の否定的評価にはその非同意が

優先的回答になると言う「評価－同意 /非同意」の

回答の優先性という規範など，インタビューの質問

と回答の行為連鎖のある特定の位置で，その行為を

することが適切化されたためにそのカテゴリー化が

行われ，その結果としてステレオタイプの構築や分

断が起こったのである。この断片においてはインタ

ビュイーの行った自己卑下的行為に対する非同意や

不満の語り，大学で働きたくないと思った理由の説

明が，より聞き手の理解や共感が得られるようにデ

ザインするために選択されたのがカテゴリー化とい

う方法であり，結果としてステレオタイプが構築さ

れ分断が行われたということである。

しかし，裏を返してみれば，インタビューの参加

者はこのステレオタイプの構築と分断を本人の意図

とは関係なしに無自覚に行っているということでも

ある。このインタビューと同じようなことを，我々

日本語教師は日々の教師間の会話の中でも行っては

いないだろうか。我々は学習者との関わり合いの中

で構築される「○○人」というカテゴリーを用いた，

学習者のステレオタイプの構築には敏感であるが，

教師同士の関わり合いの中で構築される「研究者だ

19 IE: ::

20 IR: k ?

21 IE:

22 IR:huhuhu=

抜粋2-1．抜粋2から一部抜粋
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から」「日本語学校の日本語教師は～だから」といっ

た会話によって日本語教師のステレオタイプの構築

が構築されることには無自覚であることが多いので

はないだろうか。一事例ではあるが，この断片の分

析を通して所属機関に紐づく日本語教師のステレオ

タイプの構築と分断のなされ方が可視化された以

上，少なくともインタビュアーであり，ステレオタ

イプの構築の一翼を担っていた私はこのことを内省

し，日々職場や研究の場で行われる会話について意

識化を行わなければならないだろう。

7．まとめと今後の課題

本研究は，日本語教師同士のインタビューの断片

を，社会構築主義的な立場から会話分析の手法を用

いて微視的に分析し，インタビューにおける質問と

回答，説明の行為連鎖の中で用いられるカテゴリー

化とその述部の現れ方を記述した。この分析によっ

て，インタビューの説明の達成のために「職人」と

「研究者」というカテゴリーとそれに結びつけられ

る述部が用いられていること，また限られたカテゴ

リーに関するリソースを一般化することによって所

属機関に紐づけられた日本語教師のステレオタイプ

の構築と分断が結果として行われたことが明らかに

なった。このことは，会話分析という手法を用いて，

インタビュイーの発話のみならずインタビュアーの

発話も分析対象とし，二人がインタビューの中でど

のように相互行為を達成しているか，またその相互

行為の達成にどのような資源を用いているかを微細

に分析，記述することによりはじめて可視化される

形で明らかにすることができたと言える。そしてこ

の結果は日々教師同士によって行われる，「日本語

教師」をトピックにした会話に内省を促すものであ

る。今回の事例は調査者と調査協力者一人のインタ

ビュー中のやりとりのごく一部を取り上げたもので

ある。しかし単一事例ではあるがこのことを示し，

考察することは日本語教師にとって重要であり，有

益な議論をもたらしうると考えられる。

今後の課題としては，会話分析で可視化された

この問題を，当初の研究目的である「日本語学校の

日本語教師の継続とその要因を探る」にも還元する

ことである。本研究では「調査協力者へ質問をして

研究目的に関わる情報を得る」という社会調査の伝

統的な取り扱いから離れ，会話の構築のなされ方と

いう部分に分析の焦点を当てた。そのことによって

会話の中で無意識に日本語教師のステレオタイプが

構築され，教師間の分断が起こるという様相を可視

化することはできた。しかしそれらが会話の中で達

成されることが，調査協力者の仕事を継続するモチ

ベーションにどのように関わるか，当初の研究目的

に還元していくことが今後必要であると考える。
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付表．文字記号一覧
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, 

↑

↓

Under 

>< 

<> 

(h) 
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word

£words£ 
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This paper adopts a social constructionist approach to the analysis of account data in 

interviews conducted between Japanese teachers. It uses Membership Categoriza-
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revealed that they used the categories of “craftsman” and “ researcher,” and that a gen-
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interview. The stereotypes were constructed unintentionally and unconsciously in the 

course of the interview accounts, which provides some reflections on daily conversations 

between teachers.
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