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論文

身体化される文脈と発話の調和について
即興 L2パフォーマンスの会話分析

三野宮 春子 *
（大東文化大学）

概要

本研究の目的は，form - meaning - useの力動的関係をめぐる議論に「文脈に埋め込ま

れた身体」という視点を加えることにより，L2教育研究における「文脈における言語

の意味」の射程を拡張することである。そのために，身体移動がタスク設定の鍵とな

る即興的 L2スピーキング活動の会話分析（特にマルチモーダル分析）を行い，相互行

為における言語表現と身体表現の調和や齟齬に焦点を当てた考察を行う。実際の相互

行為における L2スピーキングは，抽象的な言語記号の操作に留まらない，身体感覚や

イメージを含む全体的な活動である。分析の結果，身体や文脈と調和しない言葉の非

真正性は学習者たち自身にも即座に察知されることが分かった。対照的に，身体化さ

れた言葉とそれが埋め込まれた架空の文脈が同時に立ち現れるとき，パフォーマンス

は演者と観客の双方に高揚感を与え，練習というより遊びの感覚が共有された。この

ような結果に基づき，本研究は，身体感覚と想像力という全ての学習者が豊富に持つ

資源のより積極的な活用を提案する。
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1．本研究の学術的背景と目的

学習心理学における「パフォーマンス」とは，何ら

かの達成に向かう行為遂行を意味する用語であり，

通常は知識や能力といった構成概念と対比される

（例えば，安藤，1999；鹿毛，2017）。パフォーマン
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スは観察者や参与者自身によって見たり聞いたりし

て確かめられるが，知識や能力と呼ばれるものは観

察をもとに推測されるものである（安藤，1999）。つ

まり，学習に関わる潜在的な心理過程や諸概念は，

それらと紐付けられる具体的な行為の遂行において

のみ，顕在化し得るのである（鹿毛，2017）。また，

「パフォーマンス」は，ドラマツルギーという社会学

の方法論を展開したゴフマンの用語でもあり，対面

の社会的状況において人々が相互参照しつつ遂行す

るあらゆる行為を指す（Goffman, 1959）。本稿で「パ
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フォーマンス」に言及する際は，単に演劇の手法を

使った活動ということに留まらず，知識・技能や社

会的資源を使った相互行為の遂行を意味する。

対面状況でコミュニケーションを達成するため

に聞いたり話したりする際，それらの行為は必ず

身体や物理的環境を伴って遂行される。Stivers and 

Sidnell（2005）が主張するように，空間を共有する

参与者間のやり取りは，語句や文構造だけでなく，

有意味な表情や身振り，体の姿勢や向き，声の大小

や韻律の高低が不断に変化し続ける流れの只中で行

われるので，「対面相互行為は定義上，マルチモーダ

ルである」（p. 1）。行為の意味は，このように異質で

多様な記号的資源が互いに精緻化し合うことで構築

されるので，言語だけで行為を遂行することは不可

能である（Streeck et al., 2011）。

ところが，これまでの L2習得研究では，身体動

作は些末で補助的なものであるかのように研究対

象から除外され，数少ない L2マルチモーダル研究

も，個人のジェスチャーを相互行為や文脈から切

り離して扱う傾向にある（Gullberg, 2011）。L2コ

ミュニケーションにおいて行為の意味が生成変化す

る過程を理解するためには，文脈に位置付いた相互

行為の全体性や複雑さをそのままに，言語使用と身

体化（embodiment）の相互作用の描写や理論構築

を行う研究が必要とされている。また，情報や意思

が十分に伝わる発話を生産する技術をまだ持たない

人々が，どのように身体的・物理的環境を使って行

動し困難を克服するか，そうすることによって技術

をさらに上達させる機会がいかに創り出されるか

（Streeck et al., 2011）という問題も，L2教育研究の

重要課題であると考えられる。

本研究の目的は，言語表現と非言語表現の互恵的

相互作用を検証するという主旨で，身体化がタスク

達成の重要な鍵となる言語活動における相互行為の

実際を分析することである。具体的には，EXIT（退

出）と呼ばれる即興劇（インプロ）のエクササイズ

をタスク活動に応用した即興的やり取りを対象とし

て，身体的行為が form（統語論や音韻論） - meaning

（意味論） - use（語用論）の力動性に与える影響に

主に注目し，会話分析（特にマルチモーダル分析）

により微視的に考察する。即興劇の手法は，相互行

為において意味が生成変化する過程を前景化する設

え（三野宮，2018）として用いる。EXITやインプ

ロを他の諸言語活動と比較したり優劣判断を下した

りすることには，本研究は関与しない。また，会話

分析とは，実際に遂行された相互行為が行為者たち

自身によってどのように組織されているかを質的に

明らかにするための方法で，発話だけでなくプロソ

ディ・わずかな間・身体や視線の動き等も分析対象

とする。会話分析の転記は，極めて複雑な一回的・

偶発的過程である即興的やり取り活動における相互

行為の諸相を可視化するうえで有効であると考えら

れる。

本研究は，L2学習者が文脈を創造すると同時に身

体化し，その文脈の中で発話を生産する過程につい

て例証し，それに基づいてL2言語活動を充実させる

ための手掛かりを得ようとする一つの試みである。

発話が生産される文脈に否応なく埋め込まれている

身体を持ち，言葉を使って意味を創造する愉しさや

高揚感を覚える主体（agent）を中心に据えて，言語

活動を考察してみたい。

2．先行文献の検討

2．1．言語記号と身体性

他者との相互行為の過程で語を習得した後に，そ

の語を使って話すとき，それは単なる音声の再現で

はなく，言葉が埋め込まれた文脈や言葉の使われ方

を含む「活動の全体の再現」（尼ケ崎，1990，p. 182）

である。そうであるなら，具体的な活動文脈におい

て身体を介して経験された語と，単語帳を暗記する
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ように言語体系の構成要素として学習された語とで

は，学習者当人にとっての語の意味はどう異なり得

るのか。尼ケ崎によると，今日に至るまで言及され

ることのある，教科書例文等を暗記して話すような

活動への違和感は，「身体的経験が伴わないための

白々しさ」（尼ケ崎，1990，p. 182）に由来すると考

えられる。言語の意味は，語句が伝える情報と，抑

揚や音韻等が与える身体的情報の相互作用で生成さ

れるので（鈴木，2018），両者が噛み合わない場合に

は，話者の真意に対する疑念や不信を生じさせかね

ない。

L2教育研究の隣接諸領域では，言語と身体の関係

への関心が近年急激に高まり，様々な興味深い報告

が行われている。本節では，認知科学や認知言語学，

脳科学，インタラクションデザイン工学，知覚心理

学のいくつかの知見に触れ，身体性はL2教育研究に

おいても注目されるべきテーマであるということを

説明する。

ソシュール（1916/2016）の記号論では，語（記

号）が世界を分節していると考えられ，言語は隣接

し合う諸語の差異に基づく体系として構想されてい

る。しかし，この言語体系は自己完結するものでは

なく，個々の記号形式は，現実世界で具体的な姿形

や機能を持つ（embodied）事象と結びついている。

記号と事象のこの接地を可能にするメカニズムの解

明は，Harnad（1990）の「記号接地問題」（symbol 

grounding problem）と呼ばれ，今日の認知科学の未

解決問題である。Lakoff and Johnson（2003）による

と，人の認知は身体・空間的経験を基盤としており，

例えば物事の良し悪しを空間の上下になぞらえるよ

うに（方向づけのメタファー），非身体的であると思

われている抽象概念の操作も，身体性に基づくメタ

ファーの拡張によるものである。

脳科学分野でも，抽象的な言語記号の基盤は身体

感覚であるという説を支持する実験結果が報告され

ている。例えば，lick（舐める），pick（持ち上げる），

kick（蹴る）という語を聞くと，それぞれ口，手，脚

の運動を制御する脳領域が活性化する（Hauk et al., 

2004）ことが知られている。また，家具や道具を表

す語を処理するときにも，身体を使ってどのように

道具を扱うか（見る・聞く・触る・他）というモダ

リティによって，活性化する脳の部位が異なる（大

槻，2014）。人が言語を理解する際は，意味処理を司

る脳領域だけでなく，その語と関連のある知覚・感

覚運動系領域も用いられているのである。

言語使用における身体化は，例えば okayという

意思を表示する際に親指を立てるジェスチャーのよ

うな，言語記号の代替としての身振りにとどまらな

い。空間共有コミュニケーションにおける自然な発

話は，多様な非言語資源と緊密な関係を結んでいる

のである。インタラクション空間をデザインする工

学研究を行う上杉，三輪（2007）は，対面の相互行

為で利用可能な非言語資源を，観察可能な身体行為

（視線・表情・姿勢・向き・距離・動作等）である

「身体的資源」，対話者の周囲の物体（ペン・図表・

机等）である「個物的資源」，場所や状況（休み時間

の教室・来客中の居間等）である「環境的資源」とい

う3種類に分類する。このような非言語資源を使っ

た行為はマルチモーダルに人の知覚・認知・運動・

感情等を支えているのだが，okayサインのように，

単に言語表現の補足であるかのように捉えられるこ

とが多い。

表現活動における心象形成と身体化の関係は複雑

である。一般には心でイメージを創ってから行動に

移すという順番が想定されがちであるが，実際は，

認知と行動は相互に原因となり結果となっている

（春木，2011）。生態心理学者ギブソンは，環境が人

を含む動物に与える行為の可能性を「アフォーダン

ス」と呼ぶ（Gibson, 2015）。会話場面でも，相手の

身体や視線が自分の方を向いているか否か（環境）

によって話しかける言葉を変えたり（行為），周囲の

騒音に応じて声量を調整したりする。このようなア
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フォーダンスが得られるのは，身体が動いて環境と

直接的に接触するときである（佐々木，2006）。

つまり，頭の中だけで計画する行為のイメージ

や，それをアウトプットした結果である動きは，動

きの最中にアフォーダンスを利用しながら形成され

る行為とは本質的に異なるものである。与えられた

振り付けのイメージを理解して表現するバレエのよ

うな身体表現に習熟した人々でさえ，「身体が動く

ことで生み出されていく空間に同化する」即興舞踏

の課題に取り組んだ経験がない場合は，考えこんで

しまって「身体が置き去りに」なる（猪崎，2012，

pp. 96-100）。まして，一般的な L2学習者たちが，相

手の身体や物理的環境と調和した発話を生産する課

題を経験することなく，教科書例文から話者の心情

や情景をイメージするような練習を通して，自然な

会話表現に習熟すると考えてよいものだろうか。相

互行為の最中に立ち現れる身体的・空間的資源を利

用して発話に繋げるような言語活動へと，L2教育研

究はもっと目を向けるべきではないだろうか。

認知言語学者の松井（2014）によると，言語獲得

が加速する2歳ごろから身体を介する情報よりも言

語情報の処理を優先する傾向が表れるが，それでも

人は最も伝えたいことは非言語で表現することが多

いので，身体化された言外の意味を文脈に基づいて

推論する力は，対人コミュニケーションにおいて重

要である。一方，今井（2014）は，子どもは身体を

使って新しい知識を発見しては既知の知識も修正す

るという循環的な過程の中で身体に接地した言語を

習得すると述べたうえで，外国語の場合は記号が直

接的に身体感覚に接地していなくても，母語を通じ

て間接的に身体的理解が得られると説明している。

しかし，そうであったとしても，外国語習得過程の

いずれかの段階で母語を介さずに目標言語と身体感

覚をより直接的に接地させることが，まったく必要

ないとは言い切れないであろう。

2．2．身体が埋め込まれた文脈における発話：form 

- meaning - useに着目して

発話という行為は，イメージと言語記号を対応さ

せれば成立するわけではなく，自他の身体や物理的

環境と分離しがたく，全体的で複雑な活動に組み込

まれている。私たちは人間特有の身体的制約や行動

様式の影響下で，自らの運動によって対象や環境を

選び取っては意味づけを行っている（渡邊，2020）1。

言語や数字のような抽象的記号は，このような行為

を媒介する代表的な道具であるが，一方で，実感を

伴って理解される意味（対象）から容易に乖離して

しまうといった危うさを併せ持つ。空間共有コミュ

ニケーションのように，身体を持つ主体どうしが物

理的な広がりのある環境で相互行為を遂行する際に

使えるL2習得のためには，記憶をはじめとする認知

機能だけで完結するL2学習を超えて，言語記号とイ

メージと身体の関係に注意を向けることが重要な意

味を持つと考えられる。

このような言語記号・イメージ・身体という三項

の関係は，言語コミュニケーションの form - mean-

ing - useという枠組みに重ねて構想することが，お

およそ可能である。ある発話のコミュニケーション

上の意味は，form（音素や形態素を組み合わせた言

語記号の形式）と meaning（形式が伝える字義的な

意味）と use（具体的・身体的な文脈において言葉が

果たす機能）の相互作用によって，その都度立ち現

れる（Larsen-Freeman, 2003）。身体は，発声や発音

（form），身体感覚が媒介する意味理解（meaning）に

も関わるが，空間を共有する参与者の身体や物理的

1　例えば，目が頭部の前方にあるため後部が見えない
という身体的制約があるため，人は首や身体を曲げてふ
り返るという運動によって，前方にあるものより後部に
ある何かを注意の対象として優先する。この運動によっ
て特定の対象を選び取ったことは，観察者にも察知され
得る。
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環境はより直接的に useに影響すると推論できる。

参与者間に共有され対話の文脈となる情報のまと

まりは「共通基盤」と呼ばれ，2つに分類すると，同

じ言語的・文化的背景を持つ話者どうしが対話開始

に先立って共有する「中核的共通基盤」と，相互行

為の過程で創られ一回性や偶発性を特徴とする「生

成的共通基盤」がある（Kecskes, 2014）。このうち

後者は，参与者たちの試行錯誤によって新たな局面

が不断に生起し続ける動的なものであり，互いの発

話を理解して反応し合うための資源になる（田中，

2019）。その生成や利用においては，当然，身体的な

要因も重要な手掛かりになることが想定できる。リ

アルな意味交渉を体験せずに，formの操作や form-

meaning対応に特化した机上の学習によって言語要

素を覚えても，生成変化し続ける実際のコミュニ

ケーション文脈ではその知識を活かせないことが多

い（Larsen-Freeman, 2003）。L2教育には，豊かな対

話文脈の中で共通基盤を形成する主体として言葉を

学ぶ機会の保障が求められている。

そのような機会を提供する一つの手段として，遊

びを含む活動が考えられる。遊びとは，遊ぶという

明確な意思を持つ主体が，その遊び固有のルールや

文脈の範囲内で，興味や個性に応じてなんとか自ら

の行為を意味あるものにしようと奮闘することに

よって，その遊びの文脈自体を更新してゆく創造的

な表現活動である（Sicart, 2014）。つまり，人と遊ぶ

ことは，参与者たち自身が主体的に文脈ならびに共

通基盤を生成し更新し続けなければ維持継続が難し

い活動なのである。その上，遊びの文脈における言

語使用は，同意語や反意語の並列，文構造の繰り返

し，豊かなリズムやイントネーション等を使いなが

ら（form）想像上の意味を創り出し（meaning），相

手を笑わせたり挑発したりする（use）ように，form

‐ meaning‐ useという3層が密着した状態にある

（Cook, 2000）。したがって，L2教育において遊びの

要素を含む活動を用いることは，文脈と密接な関係

を結びながら主体的かつ創造的に意味交渉を行う話

者の発達にとって有益であるように思われる。Cook

（2000）によると，遊びの中で使われる言葉や言葉

遊びには現実的な有用性がほとんど無いにも関わら

ず，人々が様々な遊びに多くの時間・労力・感情を

注いでいるという事実を考慮すれば，近年の言語教

育が遊びの「想像上の内容（imaginary content）や

感情的な相互行為（emotionally charged interaction）

の活用に消極的である傾向」（p. 158）は憂慮すべき

問題である。プレイフルなL2言語活動が参与者を内

発的に動機づけるメカニズムの実証的な解明や理論

化も，今後の研究に期待されるところであろう。

以上の先行研究の知見を踏まえ，本研究は，遊び

の要素を含む L2即興タスク活動の文脈に埋め込ま

れた身体表現と言語表現の関係について，具体的な

事例の分析をもとに考察を行う。

3．研究の方法

3．1．データ収集

2014年6月，英語専攻の大学2年生を対象とする

「英語科教育法」の授業でタスク中心教授法（TBLT）

を扱うにあたり，EXIT（退出）と呼ばれる即興劇の

ワークを活動例の一つとして用いた。EXITで要求

されるタスクは，グループ全員でその場を離れるべ

き何らかの理由を即興で創作し，その理由によって

一斉に舞台から退出することである。シナリオやリ

ハーサルの無い，その場で意味と表現が共時生成さ

れる即興的な表現活動（三野宮，2019）である。活

動手順としては，4名ずつのグループA～Dを作り，

順にパフォーマンスを行う一方，相互に鑑賞を行っ

た。教室前方を舞台に見立て，観客となる学生は各

自の座席で鑑賞した。活動に要した時間は，説明や

グループ交替等の所要時間も含め約13分であった。

ファシリテーションは授業担当教員である筆者が務
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めた。タスク活動例の一つとして EXITを選択した

のは，タスク設定が単純明快であり，学生が TBLT

を体験的に理解するための教材として相応しいので

はないかと考えたからである。

当該授業の受講者16名は，全員が英語検定準1級

以上に相当する資格を有し，スピーキングは流暢で

あったが，演劇経験は無かった。受講者たちには目

的と方法を説明した上で授業中の諸活動をビデオ撮

影しており，研究目的でのデータ使用についても包

括的合意を得ていた。筆者は，本研究のデータとな

る動画を撮影して以来，折に触れ繰り返し観察する

度に，身体移動が明示的に活動構造の中核に位置付

けられる EXITでは必ずしも英語の正確さや流暢さ

だけがパフォーマンスの質を左右していないことに

興味を覚え，活動中に実際に起こっている現象を解

明する必要を感じていた。最近になってマルチモー

ダル会話分析と出会い，相互行為の詳細への実証的

な接近方法が得られたことにより，本研究が可能に

なった。

3．2．データ分析

本研究は会話分析，とりわけ相互行為のマルチ

モーダル分析（Mondada, 2018）を用いて，少数事例

を微視的に分析する。人々が協働で行為を達成する

具体的な場面において，言葉や身振りの背景にある

実践的知識や規範を構成する要素に関心を置くのが

エスノメソドロジーであり（好井，1987），その一

分野である会話分析も，社会的行為（会話の開始や

終了，話者交代，質問や応答，等）を成し遂げる際

に用いられる構造を記述・解明するための手法であ

る。今日，会話分析は成熟・発展期を迎えて隣接領

域に拡張されており，その一つが「マルチモーダル

な相互行為分析」である（串田，2019）。

会話分析を用いた教育研究は，変数間の因果関係

を見出だすこと，抽象概念を使って結果を一般化す

ること，特定の教授法が成功裏に実施されたか否か

について外部基準を適用して判断すること等には関

与せず，その学習場面を生きる当事者たちが妥当だ

と判断して利用した資源や，それを用いて相互行為

を組織した方法を発見することを目的とする（Hall 

& Looney, 2019）。相互行為の実践に関する知見は，

スピーキング指導において文法や音韻論に関する知

見と同等に活用されているとは言えない状況にあ

り，現実の人々の話し方を反映しない教材や活動も

多い（Wong & Waring, 2021）。会話分析には，暗黙

的で掴みどころがないように思われる相互行為の詳

細を明示的に示すことによって，学習可能なものに

変えるという点での貢献が期待できる。

本研究は，グループ Bに焦点を当て2，連続した2

回のパフォーマンスの転記を微視的に検討する。発

話や音声の転記は Jefferson（2004）が開発した方法

に従う。また，身体的ふるまいについては，Mondada

（2018）の転記方法を，読み易さの観点から若干の変

更を加えて用いる。具体的には，行為者を区別する

ために用いられる記号（+，*等）を P5～ P8に対

応した数字（5，6等）で代用し，静止画の位置に補

助線を加えた。これらの転記方法を用いることによ

り，発話の音声的特徴，視線や表情，身体の動きや

空間的配置を詳細に記述することができる。転記に

用いる記号の一覧は，本稿「付録」を参照されたい。

分析対象を1グループに限定するが，会話分析の手

2　会話分析は，同一の条件下であれは同じ相互行為が
再生されるという前提に立たないため，母集団全体を代
表するサンプルの選定や無作為抽出を要求しない。会話
分析のデータは，研究デザインが相互行為の在りように
影響を及ぼさない状況で実際に起こった現象そのもの
である。したがって，グループ A～Dいずれのパフォー
マンスも分析対象となり得るが，本研究では「恣意的な
データ抽出」という類の批判を免れるために，筆者が参
加したグループ A・Dを除外した。その上で，グループ
B・Cのうち先に実施したグループ Bのパフォーマンス
を分析対象とすることにより，考慮すべき先行パフォー
マンスからの影響を最小限に留めた。
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法で本研究の主題に接近するには十分なデータ量で

あると考えられる。

結果を示す前に，タスクのあらましや指示内容の

説明として，グループ Bのパフォーマンスの直前に

実施されたデモンストレーションの転記を3．3．に

示す。この転記では，その目的に鑑み音声転記と静

止画のみを示す。筆者自身がファシリテータを務め

た事例であるが，第三者の点検によって転記の信頼

06 F:  ((Ps )) Do you smell?  
07 Ps: #1 (3.0)
08 P4: (( )) (( )) #2 Not really. 
09 F: ((P4 )) Not really . 
10 . .  
11 K: = hhh[hhh ] 
12 F:   [Um.] But (.) if you say Not really, then nothing will happen. 
13 K: = hh [hhhhh  ] 
14 F: [You will stay on this stage forever. Um.]  (.) To complete the task, say yes. Okay?  
15  That is the key. Okay? 
16 F:  (( )) Do you smell? 
17 P3: Yes. 
18 Ps: (( )) #3
19 F:  What smell? 
20 P1: = I don’t know, but smells [something.] 
21 F: .elbirreT[ ] O::h. burning?
22 P4: Guess so.
23 P1&P3: (( )) hhh 
24 F:  Do you think (.) something is (.) burning?
25 P1: (( )) I think so. 
26 F:  FI RE? (( #4 )) 
27 P1: May[be.                                ] 
28 F:    [(( )) ]
29 P4: [((F )) ] #5
30 P3: HHHH 
31 Ps&F: ((  3.2 ))  
32 P3: . 
33 P3: ((  5.2 ))
34 K1: ((K: HHH)) (**) . ((K: HHHH)) . 
35 F: :  (.) ? 
36 K1: , , ,  (hh ) (**) ((K: HHH)) 
37 F: . . If you’re just talking and talking and talking and don’t mo::ve,  
38 then it’s not realistic. The audience (.) is very (.) strict (.) with actors. So, .hh we need to be careful  
39 what, how we are appearing to the audience. (.) Okay, thank you. (( .  
40 4.3 )) ((K )) Okay, group B, please. ((  16.9 )) 
41 F: .  (.) 
42 . ((P6 P8 )) ((K: :: .)) Three, two, one, start. 

n. Don’t negotiate beforehand. 
. Eh:: think of (.) Something will happen on this  

then, you together as a group, (( ))  

01 F: The task is very simple. And you will (1.2) instantly (.) on on  
02  the spot, think of one situatio
03  

04 stage. And
05  exit (.) from the stage. One example. One example. 

転記1（グループ Aとファシリテータによるデモンストレーション：所要2分9秒）
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性を高めている。また，データ収集時から本稿執筆

時までの約7年という時間経過も，分析者がデータ

から距離を保つことに貢献すると考えられる。

3．3．タスク活動 EXITのデモンストレーションと

ファシリテーション

転記1は，ファシリテータ（F）によるタスク説明

（01行目），ならびにグループ Aの参加者（P1～ P4）

と Fが行った2度のパフォーマンス（点線の囲み部

分）の発話転記と静止画を示している。これらは，観

客（K）として見守るグループ B～ Dに対するデモ

ンストレーションの役割を担っていた。

初回（06～08）は，Fが手を鼻に当ててクンクンと

匂いを嗅ぐ動きをしても（06），P1～ P4は直立した

ままである（静止画 #1；P1は髪を触っている）。P1

～ P4が架空の「匂い」に反応しないため，これは5

人にとって利用不可能な非言語資源となった。仮に

“Do you have hey fever?”や“Our pizza is ready”のよ

うな何らかの反応をしていたら，小さなアイディア

の種を受けて次のアイディアへと発展させることが

できたかもしれないが，実際には P4の“Not really”

という発話（08）によって「匂い」は完全に消滅し

て，参加者5人は退出を果たすことができない。こ

のパフォーマンスに対するフィードバックとして，

Fは「yesと言う（他者の表現を受容する）」ことが

タスク達成に繋がるという助言を与えた（14）。

2度目（16～ 31）は，“Yes”という発話（17）や

頷き（18）に加え，全員が即座に Fの身体をなぞる

ことにより（18），その空間に「匂い」が出現する。

しかし，それは5人の身体で感じられるほど具体的

な匂いに進化することなく，言葉の上での抽象的な

「匂い」のまま宙に浮いている。Fが「匂い」の正体

について提案した“burning?”（21）“Fire?”（26）とい

う具体的なアイディアを受容する“Guess so”（22）

“I think so”（25）“Maybe”（27）という応答はあって

も，静止したままの身体によって，それが焦げ臭い

匂いのイメージを伴わない空虚な言葉の応酬である

ことが暴露されているのである。さらに，「火事」の

出現によって全員で退出できる状況設定が一応は完

了し，Fが退出方向へ一歩踏み出しても（26，静止

画 #4），P1～ P4はその場を離れない。すぐに Fが

身体の重心を一旦戻してから再度踏み出すと，今度

は P4の身体がそれに同期して動き，残りの3人も一

斉に退出する。

自分の身体が動いてみて初めてこのタスク活動の

意味を本当に理解できたようで，P3が「そういうこ

とか」（32）と声を上げている。即興劇の手法を用い

た EXITは，「匂い」のような対象を認知してから

言語化するのではなく，まだ存在しない対象に言葉

や身体で反応することによって利用可能な架空の非

言語資源が出現する活動なのである。受容と反応を

重ねる過程で対象や文脈が精緻になってゆけば，コ

ミュニケーションの共通基盤が形成され，演者だけ

でなく観客にも共有される。

しかし，観客 A1は，火事という危険な状況にあっ

て逃げずに話し続けていたことへの違和感を表明し

ている（34，36）。これを受けて Fは，発言だけでな

く身体の動きにも注意を向けるよう助言する（37）。

そして，次のグループ Bが舞台に揃ってから（40），

互いの行為を受け止めて反応し合う過程を意識する

重要性（即興劇で“yes, and”と呼ばれる原則）に言

及した（41～ 42）。以上が，次節で分析対象となる

グループ Bの4名が EXITについて事前に知ってい

たことの全てである。

4．結果

本章では，転記2と3を示し，グループ Bの4名

（P5～ P8）による2回のパフォーマンスを対象とす

るマルチモーダル分析の結果を述べる。

まず，1回目（転記2）の開始直後，P6は隣にい
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る P7に午後の予定を尋ねるが（43），“today’s after-

noon”と言うタイミングで，両手で何かを挟んで脇

に置くような動きをする（静止画 #6）。「今日の午

後」が「今ここ」の会話状況とは距離のある時空間で

あるという認識を反映した動作にも見える。質問さ

れた P7は“Umm”とフィラーを繰り返し（44），重

心を前後に移動したり上方を凝視したりする（#7）。

これは，彼女自身が答えに窮しているようにも，役

として「午後の予定」を考える演技をしているよう

にも解釈できる，両義的な身体表現である。しか

し，P7が返答するより先に P6が P5の方にサッと反

転した瞬間，全員の視線が錯綜して（#8）一斉に笑

い出してしまうこと（45，#9）によって，両義的で

あった P7の身体は遡及的に前者の意味合いを強め

43 P6: ⁶ ⁶What is the ⁶⁷plan ⁵⁸for ⁷ ⁶<today’s> ⁸⁶ after ⁶ #noon? ⁶
 P5:    ⁵ P6 - - -> 

 P6: ⁶ P7 - -> ⁶ ⁶ P7 - -> ⁶ ⁶ ⁶ ⁶
 P7:   ⁷ ⁷ P6 - - ->
 P8:                         ⁸ ⁸ P6 - - ->

#6

44 P7: ⁸⁷(0.5) ⁵Umm ⁶⁷(1.1) ⁵⁶⁷Umm. ⁷
P5:  ⁵ - - - - - - -⁵ - - ->
P6: ⁶ - - -⁶ P7 - - ->
P7: ⁷ ⁷ ⁷ ⁷
P8: ⁸ - - ->

45 P7: ⁷ (2.4) # ⁶⁵⁷⁸   # 
 P5:  ⁵ P6 - - ->
 P6:     ⁶ P5 - - -> 

 P7: ⁷ - -⁷ P6 - - ->
 P8: ⁸P7 - - ->

#7 #8

46 Ps: (1.8) ⁸⁶hh ⁷⁶hh ⁸⁵ # ((K: Hhh)) ⁸⁶⁷
P5:  ⁵ - - ->
P6:  ⁶ ⁶ - - - - - - - - - - - - ⁶P7 - - ->

 P7: ⁷P8 - - - - - - - -⁷P6 - - ->
 P8: ⁸P6 - - -⁸ - - - - - ⁸P6 - - ->

#9

47 P7: ⁶⁸ (1.3) ⁶⁷I’m ⁸⁵ go⁶ing to go shopping.
 P5:   ⁵P7 - - ->
 P6: ⁶ ⁶ ⁶ P7 - - ->
 P7: ⁷P6
 P8: ⁸ ⁸P7 - - ->
48 P6: = ⁶ Oh::, # ⁶⁷ >that’s ⁵⁷great<. # ⁶⁸⁷How about you?

P5:   ⁵P6 - - ->
P6: ⁶ ⁶ ⁶ P5 - - ->
P7:    ⁷ - -⁷P6 - - -- ⁷P5 - - ->

 P8:                          ⁸P5 - - ->
#10 #11 

49 P6: = ((K: BHH))⁷⁶⁸ ⁸⁶⁵
 P5:               ⁵ - ->>

 P6: ⁶ ⁶ - ->>

P7: ⁷ - ->>

 P8: ⁸ ⁸ - ->>

50 A2: (7.8) . (3.4)

転記2（グループ Bによる1回目のパフォーマンス：所要時間40秒）
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ることになる。

次に P7は修復を試みるように，P6に少し近づい

て，買い物の予定を答える（46）。P6は大きく抑揚を

つけて“Oh, that’s great”と応答するが（47，#10），

言い終わらないうちに再度クルリと P5に向き直る

（#11）。P7の買い物の予定を「素晴らしい」と評す

る発話と，P7への志向を解消する身体の間には，明

らかな齟齬が生じている。P6が優先する対象が，P7

の応答開始（47）以前から既に P5に移っていたこと

は，彼女の身体の向き（45，#8）から容易に推測可

能なので，彼女が P5にも予定を尋ねた途端に，観

客の何人かが吹き出してしまう（49）。演劇等のパ

フォーマンス中に観客は発言しないという一般的な

規範に反する A2の「めっちゃおもろい」（50）とい

う皮肉を含んだ発話は，もはや修復が見込めない程

度までグループBがタスク完了から遠ざかったとい

う判断を反映すると考えられる。

このグループの再挑戦（転記3）は，P7による大き

な身ぶりで幕を開ける。真っすぐに遠方（点 Xとす

る）を指さして（#12）“Look”と言うと（51），全員

の視線が遠くの点 Xで交わる（#13）。点 Xには実際

は何も無いのであるが，全員が点 Xに反応すること

により，そこに何がしかの存在が立ち現れる。さら

には，P7が“Who is that?”と言葉を継ぐと（54），P8

転記3（グループ Bによる2回目パフォーマンス：所要時間5.7秒，拍手喝采19.0秒）

53 P7: ⁷ Look. ⁷⁵ #
P5: ⁵P7 - - ->

 P7: ⁷ ⁷ X - - ->
#12

54 P7: ⁷⁶⁸Who ⁸is th ⁵ ⁸ # at? ⁷⁶⁸ #
 P5: ⁵ X - - ->
 P6: ⁶ X - - - - - - - - - - - - - - - - - ⁶ - - ->
 P7: ⁷ - - - - - - - - - - - - - - - -⁷
 P8: ⁸ X - -⁸ - -⁸ ⁸ - - ->

#13 #14

55 P8: (1.7) Mi ch⁵ael ⁶⁷⁸ Jack son? ⁸ #
 P5:        ⁵P8 - - ->
 P6:   ⁶P8 - - ->
 P7: ⁷P8 - - ->
 P8: ⁸ ⁸

#15

56 Ps: ⁸⁶⁷ # ⁷ ⁸⁷WH⁸⁷⁵OO:: #
P5:     ⁵ X - - ->
P6: ⁶ X - - ->
P7:  ⁷ ⁷P8 ⁷ ⁷
P8: ⁸P7 - - - - - - - - - - ⁸ ⁸

#16 #17

57 Ps: ⁵⁶ ⁷⁸⁵ # H. ⁶
 P5: ⁵ - -⁵ X - - ->>

 P6: ⁶P8 - - - - ⁶ X - - ->>

 P7: ⁷ X - - ->>

 P8:  ⁸ X - - ->>

#18

58 K: HHH HHHHH .
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は身体を前傾させて点Xを凝視し，P6は点Xがもっ

とよく見える位置まで顔を動かす（#14）。同じ点を

見つめる一人ひとりの身体が調和し合っている。ま

た，“Who is that?”という短い発話によって，点 X

の位置に見える存在が物ではなく単数の人であるこ

と，現時点で人物は特定できていないこと，しかし

P7が他の3人の注意を喚起する価値があると判断す

るような特性を持つ人物らしいこと，といった複雑

な文脈が示唆される。人物特定の困難さと，身体的

に表現された点 Xからの距離にも，齟齬が見られな

い。

次の瞬間，P8は大きな抑揚と，それと同期する

上下の重心移動を伴って，“Michael Jackson?”（55）

と叫ぶ。そして，膝を曲げた低い姿勢で一瞬停止し

（#15），そこから一気に上昇を始めて（#16），拳を

振り上げて伸びあがる（#17）。それをなぞるように

P7も同時に少し伸びあがっている。P8はそのまま

勢いよくマイケル（点 X）に向かって駆け出す。P8

ではなくマイケルに視線を向けていた P6がわずか

に出遅れるが（#18），4人全員で一気に退出を果た

し，6秒足らずでタスクが完了した。

5．考察

4．では，転記2と3におけるパフォーマンスの詳

細な描写により，言語表現と身体表現の調和や齟齬

のありようが具体的に可視化された。本章では，そ

れに基づいて，身体化された文脈における言語使用

についての考察を行う。

初回パフォーマンスにおいて，参加者たちの身体

の動きは限定的で，視線の交わりも非常に少ない。

「午後の予定」という話題選択であったため，今こ

この状況と隔たった時空間をイメージせざるを得な

かったということも，身体感覚の利用が制限された

一因であったかもしれない。

言語表現と身体表現の最も重大な齟齬が認められ

たのは，P6が“Oh, that’s great”と言い終わらない

うちにクルリと反対側を向いた瞬間である。この発

話自体は，先行する P7の発話内容への肯定的意見

（meaning）を正確な語彙・統語・音調（form）で表

現しているが，P5にも同じ質問をしようという思考

（行動プラン）の方が優先されていたことを，彼女自

身の身体が暴露したのである。その結果，本当は P7

の発話内容はさほど気にかけていないといった意味

（use）の方が，意図に反して強調されてしまった。字

義的な意味（meaning）と身体化された文脈における

言葉の意味（use）の齟齬が認められた結果，上っ面

の言葉が行き交う空虚な会話のような印象が形成さ

れたのである。

これと対照的に，2度目は短時間のうちに複雑で

調和のとれた相互行為が成立した。全員の視線の移

動や交差によって，一瞬のうちに点 Xに何らかの存

在が出現し，言葉と身体が相互に精緻化し合う過程

で徐々にマイケルだと特定されるに至った。同期し

合う彼女たちの身体表現が憧れの大スターへの真正

な反応として容易に了解可能であったことは，観客

の拍手喝采が証明するところである。

生産された発話はどれも formと meaningの面で

は非常にシンプルに見える。しかし，例えば疑問

文“Who’s that?”は，身体化された点 Xと彼女たち

の位置関係との関連において，マイケルではないか

と思いつつも確証が持てず質問しているという複雑

な事情を反映した意味（use）を持つ。また，P8の

“Michael Jackson?”は大袈裟な印象を与えかねない

ほどの抑揚や音調（form）で発話されているが，こ

の発話が引き金になって全員が“Whooh”と声を上

げながら弾むように駆け出した事実によって，大ス

ターへの熱狂（use）を表現する絶妙な音調として遡

及的に正当化されるものとなっている。
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6．結論と今後の課題

身体移動タスクを含む言語活動 EXITは，相互行

為の過程で互いの発話と発話，発話と身体，身体と

身体の協調が必然的に要求される活動になってい

た。事例を分析した結果，言語表現と身体表現の調

和・不調和が，相互行為の文脈（架空の物理的対象

や環境）の出現，ならびに共通基盤の形成を可能に

したり困難にしたりする様子が確認できた。

現実の空間共有コミュニケーションにおいて L2

を話すという行為は，言語記号では表象しがたいイ

メージや身体感覚も伴う全体的な活動である。しか

し，L2が教材として学習者に与えられる際は，文法

や語句や発音といった諸要素に分解され，単純な言

語材料から順に一つひとつ提供される。これらを何

年もかけて学習する過程で，どの学習者にも備わっ

ている身体感覚や想像力という資源を眠らせ続ける

としたら，L2話者としての発達にとって重大な損

失であるばかりか，言葉への感受性を麻痺させる結

果に陥りかねない。文法演習のような formの操作

や，英単語と和訳を対応させて暗記するような form 

- meaningの連結に特化した学習は，人が世界の中で

使うものであるはずの言葉を，実体の無い言語記号

の体系へと矮小化させてしまう。相手や環境と交渉

する言語活動を相補的に用いて，力動的な文脈に埋

め込まれた身体の感覚と接地させながら言葉を学ぶ

ことが重要であろう。

本研究の結果は，身体や想像力の積極活用を前提

とする EXITのような言語活動が，言語表現と身体

表現の併用を要求するに留まらず，身体化された文

脈と言葉の調和または不調和の顕在化に一役買い，

相互行為の真正さへの気づきを促進する可能性を示

唆している。文脈と発話の調和・不調和や共通基盤

化の成否の判断は筆者一人の主観的考察によるもの

ではなく，根拠となる諸事象が身体化を通して観察

可能になることによって学習者たち自身にも可能と

なり，観客の笑いやコメントという形で直接的な

フィードバックが演者に提供されていた。身体や文

脈と調和しない言葉の非真正性は理屈抜きで見破ら

れてしまう反面，言葉が身体化されて参加者が虚構

空間に没入しているときのパフォーマンスは演者に

も観客にも高揚感を与え，学習というより遊びの感

覚が共有されている。

EXITのような即興活動は，「難易度が高い」「L2

学習にどう貢献するか分かりにくい」といった理由

で敬遠されることがある。前述のとおり，本研究の

協力者たちは，日本が提供する一般的な英語教育に

おいて成功を収めてきた学習者であると言える。そ

れでも，初めて体験する活動に対する戸惑いがあっ

たとは言え，初回のパフォーマンスには，言葉と身

体の乖離や，文脈と発話を相互作用させる感覚の欠

如が色濃く反映されている。これは，EXITが抽象

的言語記号の操作に習熟するにつれて自然に容易に

なる性質の活動ではないことを示唆している。つま

り身体化は，初級レベルのL2学習者が知識や技能の

欠陥を補う方略として身体的・物的資源に頼るとい

うことに留まらず，あらゆるL2話者にとって空間共

有コミュニケーションの力動的文脈と調和した発話

を生産する上で欠かせないのである。

本稿は，グループ Aのデモンストレーションを

合わせると４回のパフォーマンスの描写を提供して

いる。初回パフォーマンスの直後に行った再挑戦で

は，それぞれのグループのタスク達成度に差はあっ

たが，言語資源と非言語資源を統合的に利用して文

脈を創造しては，同時にその文脈の中で相互行為を

遂行するということについて参与者が体験的に理解

を深めたことが窺える。つまり，演劇経験を持たな

い学習者たちでも，短時間で根本的な修正を行い

得たということである。計4回の中で観客から最も

高い評価を得たグループ Bの2回目を特徴づけたの

は，発話のタイミングやプロソディといった言葉の

身体化や，身体が埋め込まれた文脈と緊密に相互
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作用する発話行為の遂行であった。このことから，

EXITは，複雑な文を正確かつ流暢に生産する技能

の獲得よりも，多様な非言語資源とL2を統合的に利

用して他者や環境との相互行為を達成する相互行為

遂行能力（interactional competence）3の涵養に貢献

し得る活動であると考えられる。

本稿の学術的貢献は，言語使用の form - meaning - 

useに関する論考に「身体が埋め込まれた文脈」とい

う視点を加え，外国語教育研究における「文脈にお

ける言語の意味」の射程を拡張する試みの一つとし

て，身体移動タスクを含む即興スピーキング活動の

事例を考察したことである。分析の結果，身体化さ

れた文脈と発話の調和・不調和が対面コミュニケー

ションの自然さ・不自然さに影響する重要な一因で

あることを，具体的事象を提示して議論することが

できた。全体的で複雑な活動における発話という行

為は，前後の発話のみならず，これまで L2教育研究

が考察の対象として十分に注意を払ってこなかった

話者たちの身体や物理的環境とも密接に結びついて

意味づけられている。

日本における英語教育研究ではまだあまり活用さ

れていないマルチモーダル分析の手法を採用したこ

とも，本研究の独自性を高めている。実際に起こっ

た相互行為の諸相を解明するための会話分析やマル

チモーダル分析は，言語構造操作の熟達とは異なる

側面，つまり学習者たちが中間言語を使って相互行

3　Hall et al.（2011）によると，相互行為遂行能力とは，
文脈固有の期待や規範を参照して相互に行動を調整し
合いながら相互行為を実際に遂行する能力である。これ
には，イベントや活動タイプ，典型的な目標やその達成
への道筋，参加者の役割や関係の築き方，ターン取得や
行動のパターンに関する文脈固有の知識が含まれる。相
手に認識可能な方法でターンやアクションを産出し，解
釈し，相互行為を維持するうえで，韻律や行為連鎖も含
む言語・非言語の資源が重要な役割を果たす。L2相互行
為の研究では身体的資源の利用は言語使用の背景とし
て扱われることが多いが，本研究はそれを前景化して言
語的資源と対等に位置付けた。

為をいかにして達成するかという側面から外国語習

得に接近するうえで，有効であったと考えられる。

一方，EXITのように身体や想像力に重きを置く言

語活動の長期的かつ定期的な活用が，L2学習者の発

達にどのような影響を及ぼし得るかという問題は，

今後の解明が待たれる課題である。
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Abstract

This study aims to include the perspective of “bodies embedded in the context” into the 

discussion surrounding “form-meaning-use” dynamics and thereby expand the scope of 

“meaning” in L2 education research. It analyzes the interactions of performers using 

conversation analysis, especially multimodal analysis. Specifically, it focuses on the har-
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speaking activity, in which body movement is an instrumental part of the task setting. L2 

speaking in real-life interaction is a holistic activity involving bodily sensations and im-
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show that the inauthenticity of words that do not harmonize with the body and context can 

be instantly detected by participants themselves. In contrast, when embodied words and 

the fictional space where they are embedded are simultaneously created, the performance 

becomes uplifting for both the performers and the audience, and a sense of play rather 

than training is shared. Based on the findings, this study argues for more comprehensive 

utilization of bodily sensations and imagination, which are abundant resources that every 

learner possesses.
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