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1. は じ め に

社会言語科学は，言語・コミュニケーションを人
間・文化・社会との関わりにおいて取り上げること
を趣旨としている．これまでの本学会を振り返るな
ら，「文化」に着目したとき，第二母語話者のコミュ
ニケーションなど異文化接触において文化の違いが
顕在化する場面が議論の主軸に据えられてきた．し
かし，その相克する個々の文化そのものがいかに形
成され，伝承されるかという問題に未だ対峙してい
ない．その一因は，文化の伝承は民俗学的課題と捉
えてきたところにある．しかし民俗学的研究をみれ
ば，祭事や祭具の元来の意味や歴史的変遷に関する
ものがほとんどであり，今この時に祭りや信仰を社
会の成員たちがどのようなコミュニケーションに
よって伝承しているのかは扱われていない．伝承の
実態を扱うためには，聞き取り調査や史料収集だけ
ではどうにもならず，コミュニティ成員たちの相互
作用そのものを分析する必要がある．この課題は，
実は，民俗学的方法論の範疇ではなく，個々の言葉

や身振りを扱う相互行為分析的方法論の正中であ
る．本WSでは，これまで言語や非言語行動のミク
ロな相互行為分析を専門としてきた研究者を話題提
供者とし，祭りの伝承場面を多角的に分析すること
で，現在進行系の文化・制度・社会的意識の形成過
程に迫る．
分析対象として野沢温泉の祭りを題材に取り上
げ，以下に示す共同体固有の〈心体知〉を後継者世
代が仲間内や現役世代と多対多の相互作用の中で獲
得・共有・強化していくやり方をみる．
〈心〉成員たちがもつ価値観や見識，信頼感といっ
たエートス（e.g.他者への気配り，自己犠牲の精神
など）
〈体〉成員間で力や身体位置の配分が必要な協働活
動技法（e.g.環境に応じた他者との協調的動作，唄・
舞など）
〈知〉成員たちがもつ祭りに固有の共有知識（e.g.縄
の結び方，祭具の名称など）
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2. 分 析 資 料

2.1 収録場所

長野県下高井郡野沢温泉村
2.2 収録対象

野沢温泉で毎年行われる道祖神祭り (1/15)と湯澤
神社例祭 (9/8, 9)の支度を担う，「三夜講」という数
え42歳につらなる3学年の集団を対象とする．三夜
講内では，毎年数え42歳の30名弱の集団が祭りの
執行を担う「世話人」となり，それより年下の集団
は「見習い」として世話人を手伝う．また，世話人
を終えた年上の集団は主だった行事のみ後見人的な
補佐を行う．3年をサイクルとして三夜講は次の世
代に引き継がれ，退役した三夜講の各学年の道祖神
委員長・副委員長の計6名は，「保存会」として次
の代の三夜講を後見する（図1参照）．
2.3　収録内容

我々は2012年度からこのフィールドでデータ収
録を行っている．主な行事名とこれまでに収録した
時間数を表1・2に示す．

3. 分析1：〈知〉の伝承

縄の編み方・結び方や道具の名称など祭りに特有
の知識が活動と結びついて獲得・共有される方法を
みる．
3.1 教える手・学ぶ手：縄編み・縄結び伝承にみ

る手のプロソディ（坊農真弓）
野沢温泉火祭りでは高さ20メートルにも及ぶブ

ナの木を御神木とし，周囲に木を組み合わせ，一夜
にして社殿を造り上げる．この社殿構築には一切釘
を使わない．代わりに使われるのは「縄」である．
一方，湯澤神社例祭においても，大幟立てなどに縄
が使われる．縄の結び方は，使用箇所や用途に応じ
て多種多様であり，それを正しく学ぶことは祭りの
〈知〉の伝承の重要な一翼である．
本発表では，縄の編み方を手ほどきしている場面
に焦点をあて，教えるものの手がいかに饒舌に語
り，学ぶものの手がいかに純真に教えを請うのかを
紹介する．手の饒舌さと純真さは手の動き方，手の
留め置かれ方といったプロソディをアノテーション

することによって観察可能になる．本手法は，我々
がこれまで続けて来た手話動作の記述（菊地・坊
農，2013）を土台に構築している．
図2は，2015年9月の例祭準備における縄編みの

一場面の発話と手の動きの一部を書き起こしたもの
である．AとB（成翔会）は世話人であり，CとD（煌
心会）は見習いである．Aはこの縄の編み方につい
てこの場で一番詳しい．このやり取りの前，Aが積
極的に縄を持ち，B, C, Dに結び方を披露していた．
そこでBが「自分でやんねえと分かんねぇよ」と発
言し，縄を手に取る．ここでBは，まだ慣れていな

図1 「三夜講」経年役割変化（年度は道祖神祭り時．例祭

は次の年）

表1　道祖神祭りの支度場面の収録内容

行事名 時期 既収録年度

シート洗い 6月中旬 H26, 27, 28, 29
御神体伐採 7月上旬 H26, 27, 28, 29
ぼや出し 9月下旬 H25, 26, 27, 28
御神木伐採 10月中旬 H24, 25, 26, 27, 28
御神木里曳き 1月13日 H25, 26, 27, 28
社殿組み 1月14日 H25, 26, 27, 28
道祖神祭り 1月15日 H25, 26, 27, 28

表2　湯澤神社例祭の支度場面の収録内容

行事名 時期 既収録年度

神楽の稽古 8月中 H26, 27, 28
稽古まるめ 9月6日 H26, 27, 28
最終準備作業 9月7日 H26, 27, 28
祭礼本番 9月8日 H25, 26, 27, 28
神輿巡業 9月9日 H25, 26, 27, 28
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いCとDに対し，自分がAに積極的に問いかける姿
勢を見せることで，学ぶやり方自体をデモンスト
レーションしているように見える．
具体的に見ていこう．01行目でBは三本ある紐
のうちどれでもいいから選んで輪を作ると述べてい
る．それを受けてAは「どれでもひとつ」とBの発
言の言い換え，同時にBの発言を支持している（03
行目）．次にBは次の手順を途中まで述べ（04行目），
Aがその動詞（「入れる」）を添えることで手順の文
章を完結させる（05行目）．この「入れる」の末尾で，
Bは「左のやつを輪に入れる」手の動きを開始する
(str: stroke)．0.5秒程度の間を置いて，Bは「こうい
う」と発言し，手の動きを一旦止め (hold)，「こっか
ら？」とAに質問する．この質問を受け，Aは返答
をするのだが（08行目），ここで注目したいのは次
第に緩められていくBの縄 (rel: release)を掴み始め
るAの手である (prep1: preparation1)．「そうそう
そうそう」と返答し始めたAは緩んだBの手と縄を
掴み，そのまま「こうやってこっからこの (.)このう
しろ」とコ系の指示表現を4回も使い，デモンスト
レーションする (str1: stroke1)．11行目では，「んで」
と続け，次の手順を説明し始める (str2: stroke2)．
図3を見て欲しい．これは図2に示したトランス

クリプトに縦の点線で加えたタイミングの静止画
（写真）である．
手前の手がBで向こうの手がAである．写真1は

Bの手が緩み，AがBの手と縄を手に取り始める部
分である．写真2は「こうやってこっからこの (.)こ
のうしろ」とコ系の指示表現を使ったデモンスト

レーションの箇所である．07行目で質問の形をし
た発話と手の緩みから教えを請おうとしたBに対
し，Aは「そうそうそうそう」とそれまでの手順を
発話によって認めながら，その背後で08行目後半
のデモンストレーションに向けて手が動き始めてい
る (prep1: preparation1)．
本発表では，縄編みの場面に焦点を当て，教える
ものと学ぶものの手のプロソディを観察する．それ
まで動いていた学ぶものの手が一旦止まるという情
報は，「何かを教えるタイミングである」という事実
を，教えるものと学ぶものとの間に顕在化させる．
手に触れるという行為は，握手や身体接触による挨
拶を慣習としてないアジア圏では，頻繁に見られる
ものではない．40歳前後の男性同士であればなお
さらであろう．本観察では，教えを請うものの手の
緩みと教えるものの手の接触が双方にとってレリバ
ントになり，縄編み・縄結び伝承の活動が成立して
いる過程を明らかにする．

4. 分析2：〈体〉の伝承

他者と同時に対象物に働きかける中で体得されて
いく身体動作の調整技法をみる．
4.1 共同作業における歌と身体動作（細馬宏通）
多人数が一つのゴールを目指して社会的な協働行
為を達成しようとするとき，各メンバーがどのよう
な身体動作を行うかだけでなく，各メンバーが行為
のタイミングを正確に協調させるメカニズムが必要
となる (Sebanz et al., 2006)．このタイミング調整で
大きな役割を果たしているものの一つに歌がある．
日本には古来，共同で物を持ち上げたり土木作業を
行う際に，様々な労働歌や掛け声が用いられてき
た．本発表では，現在も歌によって行われている共

図2　縄編みのマルチモーダルトランスクリプト

図3　トランスクリプト中の写真1（左），写真2（右）
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同作業として，野沢温泉道祖神祭りにおける御神木
の「胴突」および「胴突唄」を紹介する．
道祖神祭りでは20メートル近い5本の御神木を中

心に社殿を建てる．この御神木を設置する際には，
まず雪上に掘られた穴に御神木を仮に立てたあと，
これを雪中深く突きさす「胴突」が行われる．胴突
では，木に井の字型に固定された桁木に取りつく「井
桁」係と，木のなかほどに結わえられたトラ（ロー
プ）に取りつく「トラ」係の二役に分かれて共同作
業を行う（図4）．井桁係がいっせいに井桁を持ち
あげると，御神木は一瞬，少し浮き，その頂点でト
ラ係がタイミングを合わせていっせいに周囲からト
ラを引くと，御神木は雪中深くめりこむ．この複雑
な共同作業のタイミングを調節しているのが「胴突
唄」である．
胴突唄はおおよそ道祖神祭り保存会メンバーによ
るソロ部分と，全員の合唱部分とに分かれる．以下
では，特に合唱部分の時間構造と動作との関係に注
目する（図5）．
最初の「よぃやさ，よーえさ」では，井桁係，ト
ラ係はともに，力の緩急をウェーブのように伝播さ
せながら御神木を円錐状に「揉む」動作を続ける．
「あーれまさの」で揉む動作は停止し，井桁係は続
く「よーやさいよー」の「よーや」のところで井桁
をぐいと持ち上げ，「さいよー」のところでは井桁
からすいと力を抜く．一方，トラ係は「よーやさい
よー」の「よーや」の部分では綱を緩めながら体を
前のめりにする．そして「さいよー」でぐっと後ろ

に腰を落としながら綱を引っ張る．このように二つ
の係が異なる動作を協調させることで御神木は浮き
上がり，ついでめりこむことになる．興味深いこと
に，二つの係の動作のタイミングが合わない場合に
は御神木は持ち上がらず，胴突は失敗するのだが，
動作と歌の対応を調べると，胴突には歌のいくつか
の手がかりを用いることが重要であることがわか
る．
合唱部分「よーいやさ，よーえさ，あーれまさー
の，よーやさいよ」は下降する三つの音符からなる
メロディを変形させた，四つのバリエーションと見
ることができる．これら四つのバリエーションには
いくつか興味深い変化が見られる．まず，第一，第
二の音型がほとんど同じであるのに対して，第三の
「あーれまさーの」では「あーれま」と音が増え，
明らかな変化が起こっていることを告げている．こ
れはちょうど，揉み（回転）から固定（停止）への
移行部分にあたり，井桁係が「揉む」動作から腰
を落とす動作に移る変化を予告している．さらに
「あーれまさーの」に含まれる「の」は第一，第二
にはない構造であるが，これは井桁係にとっては下
げた腰をいつ上げればよいかを，トラ係にとっては
トラをいつ緩めるかを予告している．第四のバリ
エーション「よーやさいよー」では「さいよー」の
部分で音型が上昇し，異なるメロディーになってい
る．この「さいよー」はちょうど，トラ係が綱を引っ
張るタイミングと一致しており，もっとも力が入る
部分である．ここで「よーや」の部分は第三の「あー
れま」を踏襲しないが，その理由は滞空時間に求め
られる．井桁係が御神木をジャンプさせるタイミン
グが一致してくると，ジャンプの距離は伸び，巨木
が宙に浮いている時間はコンマ秒単位で伸び縮みす
る．もしここが「あーれま」になっていなら，「れ」
「ま」の2つの音のタイミングがそれぞれ滞空時間
によってその都度変化することになり，リズムの精

図4　胴突作業における井桁係とトラ係

図5　胴突唄の合唱部分
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緻化は機能せず，かえって予期を難しくさせる．こ
れに対して「よーや」ならば，滞空時間が変化して
も，「や」を変化させるだけで，次の「さいよー」の
頭をうまく予告することができる．
以上のように，歌の微細な構造は，あたかも会話
において発話が次の発話のタイミングを「投射」す
るように，動作のタイミングを予告し，共同作業に
関わっている．従来，歌の構造は音楽や美学の観点
から論じられることが多く，共同作業のタイミング
を歌の構造がいかに予告しているかについては注目
されてこなかった．今後，様々な歌に埋め込まれた
韻律によって参加者どうしがお互いの身体動作をど
のように調整しているのかを明らかにした上で，社
会言語としての「歌」について調べる必要があるだ
ろう．
4.2 猿田彦の舞における拍子方の相互行為分析 
（寺岡丈博）
猿田彦の舞は湯澤神社例祭の宵祭と本祭の両方で
行われる神楽舞であり，宵祭では燈籠行列の道中で
4回，本祭では湯澤神社で1回の計5回行われる．1
回の舞につき，猿田彦命が4種類の舞（手剣舞，剣
舞，刀舞，松明舞）を行い，最後に松明で注連縄に
火を点けて刀で切る（シメキリ）．舞を実施する拍
子方は，村に住む二十代から三十代までの若者であ
り，猿田彦命を舞う舞方が4名，笛と太鼓で囃子を
奏でる囃子方が7名（笛4名，太鼓3名）の計11名
から構成される．拍子方を次代に引き継いだ場合
は，舞楽保存会後見人として後進の指導に当たるこ
とになっており，このような仕組みで「わざ」が世
代を超えて脈々と受け継がれてきている．
本発表では，拍子方の参与者間で行われる相互行
為について分析を行う．例えば，舞方間に見られる
事例として，松明舞が始まる際に猿田彦命が尻尾持
から松明を受け取る場面が挙げられる．一見，猿田
彦命が手を差し出した後に尻尾持が松明を渡してい
るが，微視的な分析を通じて猿田彦命が手を差し
出す動作と尻尾持が立ち上がる動作がほぼ同時に
始まっていたことが分かった（寺岡・伝・榎本，
2017）．そのため，猿田彦命が手を差し出す途中の
段階で尻尾持が既に両膝を浮かせており（図6左），

手を差し出した直後はほぼ立ち上がっている（図6
右）．これは，舞方の一人である尻尾持が猿田彦命
の所作の遷移を把握しているからであり，認知的予
測に基づいた相互行為が生じているといえる．
その他に，先行研究の囃子方間や囃子方舞方間に
おける相互行為（寺岡・伝・榎本，2016）について
も分析を行い，シメキリに向けて動的に変化するテ
ンポや状況の中でどのように対処されているのかを
明らかにする．
4.3 協働作業における身体動作と相互行為の融合 
（高梨克也）
本報告では，社殿組み作業の一部を担う，鳶口を
使った材木の運搬（木遣り）を分析対象とする（高
梨，2017）．2017年1月の道祖神祭りの準備場面で
ある．世話人である励翔会の副委員長の指示の下，
見習いである真心会の二人が協働で作業を行ってい
る．
身体を用いた協働作業においては，次のαとβを
融合することが必要である．βにおいてはαに関す
る「他者の認知の利用」（高梨，2010）が求められる．

α. 各自が身体行動の行為主体として環境と関わる
β. 自身の身体行動を相手と相互行為的に協調させる

まず，αについて，各自の主要な身体行動は，A. 
鳶口の材木への打込み，B. 鳶口を使った材木の運
搬のための「ストローク」（a. 曳出し，b. スライド）
（図7・8）であるが，作業上の要点はBにあり，A
はそのための前提条件となっている．

図6 舞方間（猿田彦命と尻尾持）の相互行為（左：手を

差し出す途中，右：手を差し出した直後）
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次に，βについて，相互行為の協調の最もクリティ
カルな時間的ポイントは，身体行動の焦点であるB
のストローク (st)の冒頭の瞬間に「力を揃える」こ
とである（図9，二重縦線）．そのための相互行為上
の手続きとなっているのは，「せーの，よいしょ」
という掛け声と，さらにこれに先行する「行きまー
す」などのプレ掛け声という音声コミュニケーショ
ンである．一方，Aの打込み（図9, pr）はBのstの
ための前提条件であるため，これら自体の時間的タ
イミングを完全に同期させる必要はなく，相互行為
上の調整として必要なのは，stの開始点までの間に
相手のprの準備状態を互いにモニタリングするこ
とである．逆の見方をすれば，この相互モニタリン
グの完了が掛け声の開始や，ある場合におけるプレ
掛け声の使用のための前提条件となっている．
このように，Bのストロークは，身体行動の面で

も相互行為の面でも，当該の協働作業の核心である
が，その一方で，実際には失敗も多く観察されてい
る．この失敗は直接的には身体行動のレベルでの失
敗なのだが，このレベルで一方もしくは双方の行為

主体の身体動作に失敗が生じた場合には，協働作業
の速やかな中断と再開という新たな相互行為的調整
が必要になる．こうした調整の前提となる，相手の
身体動作の成功／失敗状況についての認知は，多く
の協働作業では視覚的なモニタリングを通じて行わ
れているが，今回の作業では，二者の身体運動が材
木という共通の操作対象を通じて直に関わり合って
おり，また，吹雪の中という視界のきかない状況で
の作業であるため，特に触覚や運動感覚という感覚
モダリティ（Gibson, 1966；岩村，2001）を介して
の相互モニタリングの可能性に焦点を当てた分析を
試みたいと考えている．
4.4 広大な野外における会話時の身体の空間配置 
（伝康晴）
道祖神場の設営場面では，広大な野外において会
話が散発的に生じる．本発表では，そこでの人びと
の身体の空間配置が，物理的・相互行為的環境に応
じて様々に変容する過程を通して，教示や相談の会
話活動の場が動的に構成される様を見る （伝，2017）．
人びとが集まって会話するとき，各人は自己の身
体を空間内に様々に配置する．Kendon (1990)は，
個々人の操作領域が重なり合うO空間を会話参与
者が空間配置的に維持するものとして，F陣形とい
う概念を提案した．三人以上の人が立ち話をする場
合，F陣形は典型的には円形の空間配置として立ち
現れる．F陣形概念はその後，様々な状況で再検討
されてきた（たとえば，McNeill, 2006; 坊農・鈴木・
片桐，2004; 牧野・古山・坊農，2015）．

図7　曳出し

図8　スライド

図9　木遣りの時間構造
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これらの先行研究が，ポスター発表や展示物解説
など，参与者たちの比較的近くに対象物がある場面
を扱っているのに対して，野沢温泉道祖神祭りの準
備作業場面では，40メートル四方以上もの広大な
野外において，ときには何十メートルも離れた対象
物を参照しながら会話が行われる．このような場面
では，活動の内容（対象物を介した教示か雑談かな
ど）や対象物との距離に応じて陣形が様々に変容し
ていく．
例えば，図10は，2017年1月の道祖神祭りの祭り
会場の造営場面である．前社殿棟梁（前棟）が現社
殿棟梁（現棟）や世話人の委員長（現長；励翔会）・
見習いの委員長（次長；真心会）に，祭り場造営の
指示を与えたり，相談を行ったりしている．10メー
トル以上離れた空間を指差したりしながらの会話の
ため，立ち話で典型的な円形配置ではなく，全員が
参照空間の方に身体を向けた横並び配置や，横並び
と円形の折衷的な「馬蹄形」配置を取っている．
図10左の横並び配置において，世話人・見習い
委員長は現・前社殿棟梁より一歩下がって立ってい
ることに注意しよう．現・前社殿棟梁は，世話人・
見習い委員長が属する現三夜講よりそれぞれ1代・
2代前の三夜講メンバーであり，敬うべき存在であ
る．また，ここでの指示はおもに前社殿棟梁から現
社殿棟梁に対する助言という形で行われており，そ
の点でも世話人・見習い委員長は一歩引いた位置に
ある．これらの対人関係やその場の活動もまた身体
配置を決める一因となっている．
このように会話時の身体の空間配置は，物理的・
相互行為的環境に依存しながら，その場の活動に適
切なふうに動的に構成されていく．狭小な日常の場
では学べないこのような身体技法も，祭りの伝承の
中で自然に体得されていくのである．

5. 〈心〉の伝承

その共同体成員なら誰しも期待される心的態度 
（エートス）が言動の端々から斟酌・共有される方
法をみる．
5.1 「段取りよく」と「完璧に」との相剋で問題は

いかに共有されるか（阿部廣二）
祭りの準備活動では，進行が滞る「問題」が生じ
ることがある．このとき，少々の問題には目をつぶ
り段取りよく作業を進めたいという心理と，できあ
がったものを完璧にしたいという心理の間で人々は
揺らぐ．本発表では，参与者らが問題を発見しなが
ら，その問題を解決することを志向“しない”事例
について検討し，同時並行的に進む問題解決におけ
る，相互行為の役割について議論を行なう（阿部，
2017）．
そのために，本発表では祭りにおける「初灯籠作
り」の制作過程について報告する．野沢温泉道祖神
祭では，前年に長男が誕生した家において，子供の
成長を祈って大きな灯籠を作る．この灯籠は，2本
の柱を継ぎ合わせて，1本の長い柱とするのだが，
この柱を作る際に，片方の柱を切りすぎてしまうと
いう問題が生じた．図11は，この問題が発覚した
時のトランスクリプトである．
まず，01行目において，指南者であるSが，その

場の参与者に対し，継ぎ合わせた木が全体でどの程
度の長さなのかを質問している．また，Bはこの場
にSが入ってきたと同時に，Sの方へ移動を開始し
つつ，Sの質問に答えている．その後，Sの移動が
終了し，A, B, Sの3名でF陣形 (Kendon, 1990)が完
成した後，14行目にて，Bは01行目の質問に答えて
いる．その応答に対し，Sは「（長さが足りないため）
まずい」という評価を与えている．このF陣形の完
成と，Sの評価を受けて，参与者らは，「問題を発見
する」という活動に従事することになる．すなわち，
メジャーで木の長さを測ることで，より具体的に長
さが足りないことを確認し，木を切り過ぎていると
いう問題を発見していく．
この際に，その場で問題解決を志向する活動を開
始することもできたはずである．しかし，Sの「ね

図10 身体配置の例（左：横並び配置（2列），右：馬蹄

形配置）
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んじゃぁ，これでやねぇ，しょうねぇ」という発話
をきっかけに，陣形からSが離脱し，参与者らの関
心は，「木が真っ直ぐに組み上がっているかどうか
を確認する」という活動にシフトしていく．すなわ
ち，参与者らは，この時点では，この問題を解決す
ることを志向しなかったといえる．しかし，このこ
とが，結果として，祭りの準備の段取りをよくする
ことにつながる．図12左に示すように，作られた初
燈籠は，その家の前に祭り開始まで飾られるため，
その飾る位置を決める活動を行う必要がある．長さ
が足りない状況でも，柱を立て，位置を確認すると
いう活動を行うことはできる．この位置を確認する
という活動が終わった後，飾りをつける作業におい
て，やはり柱が短いことが再発見され，木の継ぎ足
しがなされる（図12右）．すなわち，前段階で発見
された問題の解決が，灯籠の位置決めを経て，この
段階で志向されたといえる．
本報告では，以上の過程について，全体の俯瞰的

な流れ，及び現場で行われた相互行為の詳細に即し，
記述していく．そして，「すべての問題の解決を志
向するわけではない」という心的態度について，祭
りの準備の複雑性の観点から考察していく．
5.2　会話場の再編を司る三夜講という成員性 
（坂井田瑠衣）
祭りの準備作業という文脈の中で展開される相互
行為においては，リアルタイムに生じる様々な動機
に基づいて，会話の途中で新たな参与者が参入した
り，既存の参与者が脱退したりする様子や，会話が

2つ以上に分裂したり，再び結合したりする様子が
見られる（坂井田・伝，2017）．本節では，このよ
うな会話場の再編が，三夜講という共同体において
課せられた自らの役割を全うしようとする結果とし
て生じるものであることを示す．
図13は，2017年1月の道祖神祭りの準備場面にお

いて会話場が再編される事例のトランスクリプトで
ある．道祖神場の設営場面の近くで，顧問，保存会
中組（成翔会）の元委員長（保中），現役の世話人
である励翔会の委員長（現長）および副委員長（現
副）の4名が立ち話をしているところに，保存会下
組（煌心会）の元委員長（保下）が参入し，それを
きっかけに会話場が大きく再編され始める．顧問は
最年長者，保中と保下は保存会のメンバー（保中が
保下より1歳年長），現長と現副はそれぞれ世話人

図12 初灯籠作り（左：灯籠の位置確認，右：柱の継ぎ足

し）

図13 会話場再編の事例（★/☆/▲は分裂した会話間での

重なりを示す）

図11　問題発覚の事例
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（励翔会）の委員長・副委員長という役職にある．
このような三夜講における成員性やそれに基づく規
範的期待を考慮に入れると，会話場が再編される背
後にある動機が見えてくる．
まず4名の立ち話に保下が参入してくると，現長
はそれまでの会話場を抜け出し，保下に向かって歩
き出す（01行目）．保下は現長が近づいてきたこと
に気づき，現長の方向に顔を向ける（06行目）．顧
問と保中による会話がまだ続いているにもかかわら
ず，保下と現長は互いに顔を向け合って新たな会話
場を形成し，会話場は2つに分裂する（07‒18行目）．
保下と現長のやりとりが終わると，現長は右方向に
歩いてその場を立ち去り（15行目），保下は顧問，
保中，現副との会話場に復帰する（18行目）．保下
と現長は三夜講における前委員長と現委員長であり，
保下は現長にとって，いわば直属の上司である．さ
らに，この事例の後に何が起きたかを観察してみる
と，現長はしばらくしてこの場に戻り，立ち去る時
には持っていなかった缶コーヒーを保下に手渡して
いる．つまり，現長は先輩である保下の缶コーヒー
を取りに行っていたのである．なお，ここで現長が
立ち去る前の保下と現長の会話は，顧問と保中を中
心に展開されている会話の傍らで，彼らを邪魔しな
いように小声で行われているように見える．これは，
バイプレイ (Goffman, 1981)と呼ばれる従属的コミュ
ニケーションの一形態である．現長は，顧問，保中，
現副の傍らで保下とバイプレイを交わすことを，会
話場から立ち去る契機として利用していた可能性も
ある．
しかし，現長がまさに会話場を立ち去ろうとした
時，顧問が「カンタお祓いしてくるんでしょ?」（17, 
18行目，「カンタ」はこの場にいない人物）と質問
することをきっかけに，再び会話場の再編が生じる．
この時，顧問は保中に視線を向けており（16行目），
質問は保中に宛てられているように見える．その証
拠に保下も，顧問の質問の直後で，次に話者になる
であろう保中を見ている （19行目）（榎本・伝，2003）．
しかし，その場を立ち去ろうとしていた現長には，
顧問の視線が保中に向けられていたことが確認でき
ていない．顧問はこの5名の中で最年長で，ベテラ

ンの役職に就いている．すなわち現長にとっては，
顧問から自分に宛てられた可能性のある質問に答え
ないことは，社会通念上不適切な振る舞いになりか
ねない．そこで，顧問の質問の直後，現長は顧問の
方を振り向き，立ち止まって顧問の質問に答え（20, 
22行目），一時的に顧問，保中，保下，現副の会話
場に復帰する．現長は，たとえ一旦会話場を脱退し
た後であっても，素早く顧問の方に振り向き，他の
参与者がその質問に答えていないことを確認しつ
つ，その質問に答えたのである．
このように，道祖神祭りの準備作業において見ら
れる複雑な会話場の再編は，三夜講という共同体に
おける成員性とその規範的期待に裏付けられた営み
であると考えられる．
5.3 目の前の活動に躊躇なく「手を貸す」精神を

育む（榎本美香）
およそ100名近くの人が多種多様な祭りの準備作
業に携わるためには，各人が臨機応変にその場で必
要な作業を見出すことが重要である．本発表では，
今目の前にある活動の中から自ら手を出す箇所を発
見し，躊躇なく動き出せる力が三夜講を通じて経時
的に獲得されていく様を分析する（榎本・伝，2015, 
2016a, 2016b）．
■例1：三夜講初年度（2014年）立ち尽くす人々
三夜講構成員が入れ替わって初めての年である．
年長組寶友会は前年度見習いとして，前三夜講の準
備作業を手伝っているが，年中組成翔会・年少組煌
心会はどれも初めて見る作業である．図14は13日
午前8時30分頃の道祖神場の様子である．右手前
に，煌心会桁係山下 (A)，ぼや係ダニエル (B)，新米
のぼや長 (C)が立ち尽くしている．1年先輩の成翔
会ぼや長 (D)もおり，彼も同様に立っているだけで
ある．左手奥ではぼや棚にかけてあるブルーシート
の雪かきが始まっており，本来はこの3人はそちら
に駆けつけるべきである．だが，彼らはおよそ7分
もこのまま佇んでいる．
■ 例2：三夜講三年目（2016年）躊躇なく手を出す
人々
例2は三夜講三年目 （2016年），見習いを2年して

きた煌心会が世話人となる年である．三夜講の全員
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が3年の経験値を積んでいる．図15は1月13日10時
半頃の道祖神場である．ブルーシートをテントに被
せようとしたが，頭頂部が高くて越せないという場
面である．右図では，引っかかった瞬間に成翔会の
二人 (E, F)が駆けつけている．左図では，すぐに煌
心会ダニエル (B)が身長の高さを利用して，頭頂部
を越えさせている．ちなみに，煌心会山下 (A)は周
囲の雪ならしに余念がない．
彼らの中には，その場にいて必要性に気づいたな
らただちに手助けすべきという価値観があり，これ
が三夜講の年数を経るごとに全体に浸透していくの
である．ブルーシートの端を上げたり雪ならしを手
伝うなど一見何気ない共同活動である〈体〉が，目
の前の出来事から問題を検出したなら速やかに行動
に移ることという〈心〉に根ざしていることが見て
取れる．

6. 議　　　論

〈知〉と〈体〉は相互に不可分であり，ある活動
を行うなかでどちらも学習されるだろう．さらに，

その背後に〈心〉があり，いくつもの活動を通じて
〈知〉〈体〉を得る中で，意識的・無意識的に取得・
強化されていくと考えられる．反対に，〈心〉が体
得されたなら，それに基づく〈体〉が自ずから実践
され，たとえ未経験の活動も作法通りに行えるよう
になると予想できる．現に，ある世代の世話人が行
わなかった活動がその見習いであった世代によって
復活されることがままある．本WSでは，いくつか
の話題提供を礎として，〈知〉〈体〉〈心〉それぞれ
の因果関係について議論する予定であった．しか
し，台風18号により大会が中止となり，議論の場
は後日へ持ち越しとなった．
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