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研究論文

子供を「主役」とする教育的活動の相互行為分析
―博物館における展示物解説を対象として―

牧 野 遼 作（広島工業大学／早稲田大学人間総合研究センター）・坂井田瑠衣（日本学術振興会）・
居關友里子（国立国語研究所）・坊 農 真 弓（国立情報学研究所／総合研究大学院大学）

本稿では，博物館（日本科学未来館）でなされる子供が参与する展示物解説活動を対象とした相互行
為分析の結果を報告する．展示物解説において，保護者は子供に対して様々な援助を行う．断片におい
て，保護者は，子供の発言機会や，展示物に対する理解・見えに関する問題に対する援助を，発話や身
体的振る舞い，さらに子供の身体を操作することで行っていた．そして援助を行うとき，保護者は，回
答者や質問者として参与していないことを示していた．このような保護者の援助は，単に当座の子供の
問題を解決するだけではなく，展示物解説活動そのものの展開に貢献するものとなっている．解説を行
う未来館の科学コミュニケーター (SC)と保護者は必ずしも教育の専門家ではないが，子供の展示物解説
活動への参与を援助することで，彼らを「主役」として位置づけながら，子供を含む展示物解説活動を
協働して行っていた．以上の分析結果は，博物館の目的である教育がいかに実践されているかを詳らか
にするものであり，日常生活の中で起こりうる多様な教育・学習をより広く理解することの端緒を提供
するものである．

キーワード：相互行為分析，博物館教育，子供を含めた多人数会話
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This study focuses on the ways exhibits are explained to children visiting the National Museum 
of Emerging Science and Innovation (Miraikan). While Science Communicators (SCs) explain about 
exhibits to children, adults accompanying children or caregivers, often offer assistance to children. In 
the cases examined here, we found that caregivers added comments or physically lifted their chil-
dren, so that their children could have more opportunities to speak, to understand about an exhibit, 
or be able to adequately view it. The assistance of caregivers was found to not only help deal with 
problems, but also contributed to the unfolding of activities. Although neither the SCs nor the care-
givers were trained in education, they collaborated effectively in order to support the children’s full 
participation and treated the children as principal participants. The results show how education in 
museums is put into practice and indicate the importance of education and learning in our daily lives.
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1. は じ め に

我々の生活の中には，家庭・学校など以外にも，
様々な教育・学習の場が存在する．本稿では，博物
館における教育・学習に着目する．特に，博物館
（科学館）における，子供が参与した展示物解説活
動を対象とし，その活動における人々の振る舞いを
微細に観察し，相互行為分析を行う．本稿の分析は，
子供を含めた展示物解説活動が，どのような教育・
学習の場として組み立てられているかを検討するも
のである．そして，子供を連れてきた保護者と博物
館職員が協働して，子供を展示物解説活動における
「主役」として位置付けていることを明らかにする．
これにより，従来型の教育の枠組みに捉われない教
育・学習の場を参与者たちがどのように組み立てて
いるかを明らかにし，「新しい学習・教育」の実践
の一端を詳らかにしたい．

1.1では，まず，実物を用いて来館者自身の興味
関心に寄り添うという博物館教育の特徴を述べる
(1.1.1)．その上で，博物館教育におけるコミュニケー
ションの重要性 (1.1.2)，博物館教育と子供の関係
(1.1.3)に触れる．さらに1.2では本稿の分析のポイン
トとなる参与者を「主役」とすること，さらに子供
に対する保護者の援助について概観する．
1.1 博物館における子供の教育・学習

1.1.1 博物館教育

博物館法によれば，博物館は「社会教育法の精神
に基づき，博物館の設置及び運営に関して必要な事
項をさだめ，その健全な発達を図り，もつて国民の
教育，学術及び文化の発展に寄与することを目的」
としている．また，その第2条において，「歴史，芸
術，民族，産業，自然科学等に関する資料を収集し，
保管（育成を含む．）し，展示して教育的配慮の下
に一般公衆の利用に供し，その教養，調査研究，レ
クリエーション等に資するために必要な事業を行い，
あわせてこれらの資料に関する調査研究をすること
を目的とする機関」とされている（栗田，2019a）．
近年，特にこの教育を行う場としての博物館の機
能が重視されつつある．2011年，博物館・美術館
の職員となる学芸員の資格取得のための教育課程に

「博物館教育論」という科目が組み込まれたことは，
博物館において教育が重視されていることを裏付け
る出来事であったといえよう．
博物館教育の特徴の一つとして，「眼に訴える教
育（棚橋，1930）」をあげることができる．博物館
での教育は，書物による知識を得るだけではなく，
実物を見たり，体験することで，知識を書物の上の
概念的なものから日常生活における具体的なものへ
と結びつけるものとされている（棚橋，1930）．さら
に，このような教育を行うためには，来館者自身の
日常生活に結びついた興味関心に基づき，展示物を
体験するように，博物館側が促す必要があるだろう．
1.1.2 博物館における職員 ‒来館者間のコミュニ

ケーション

このように博物館教育とは，実物を用いた教育で
あり，同時に来館者の興味関心に基づいた教育であ
る．このような教育のために，博物館は，展示物の
配置の工夫，キャプションや操作できる展示物の設
置など，来館者が理解を深めるために様々な方法を
用いている（柿崎，2016）．
その中で昨今，職員と来館者間のコミュニケー
ションが重要であることが指摘されている（鈴木，
2019）．博物館では，職員と来館者がコミュニケー
ションを行うための様々な試みがなされている．そ
の典型例はガイドツアーである．ガイドツアーで
は，職員が来館者を連れ歩き，複数の展示物を順に
解説する．このとき，複数の展示物をどの順に回る
か，各々の展示物にどのような解説を行うかは，事
前にある程度決まっている．しかし，ひとたびツアー
が始まると，来館者による気づきや質問によって，
ルートや解説の内容はしばしば変更される．これま
での相互行為分析研究は，ガイドツアーが職員と来
館者間の相互行為を通してそのつど組み立てられる
ことを示してきた (Best, 2012; Broth & Mondada, 
2013; De Stefani & Mondada, 2014)．
ガイドツアーという形態を採らなくとも，職員が
来館者への展示物解説を行うことがある．特に，科
学技術を扱う科学館では，この来館者と職員のコ
ミュニケーションを「科学コミュニケーション」と
呼び，重視している（藤垣・廣野，2008）．本稿では，
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日本科学未来館（東京都台東区）における展示物解
説活動を分析する．未来館では，来館者と科学コミュ
ニケーションを行うために，科学コミュニケーター
（以下SC）が勤務している．彼らの仕事は「未来館
スタイル」と呼ばれる特徴的なアプローチでなされ
る．この未来館スタイルは，来館者を科学技術に対
して無知な人々として扱い，「正しい」とされる科学
的知識を注ぎ込むのではなく，「正解のない問題に対
して，さまざまな立場の意見を聞くことでみんなが
新たな気づきを得る（日本科学未来館，n.d.）」こと
を重要視する「文脈モデル」（藤垣・廣野，2008）に
依拠している．そのため，未来館では，来館者自身
の出自や興味関心，意見を聞き，それらを出発点と
して科学的知識の説明に接続していくという相互行
為実践がなされている（牧野・古山・坊農，2015; 
城・坊農・高梨，2015; 坂井田・坊農・牧野，2020）．
このような相互行為実践の多くは，展示物という
実物を介したコミュニケーションであり，同時に来
館者自身の興味関心を引き出すものである．博物館
における職員 -来館者間のコミュニケーションの詳
細を検討することで，博物館教育の特徴，つまり実
物を用い，来館者自身の興味関心に基づいた教育の
一端を明らかにできると考えられる．
1.1.3 子供を博物館に連れてくること

博物館は，多様な人々を対象とし，生涯教育を提
供する施設となっている（木下，2019）．同時に，こ
の教育は，学校教育を受けている（もしくは受ける前
の）子供たちにとっても意義深いものである．すでに
述べたように博物館は，実物を用い，来館者自身の
興味関心に基づいた教育を目指しており，そのための
環境を提供している．体系的なカリキュラムによる学
校教育での学びでは，子供が興味をもつトピックに
触れようとしても，それ以前の段階的な学びを経るこ
ととなる．しかし，博物館では子供が興味をもった展
示物を自由に見たり，体験し，自発的に学びを進める
ことができる．宇野（2016）は，系統だった学校での
学びと，自らの興味関心に基づいた自由な学びを両
立させることは，子供の学びに対する関心を高めるも
のとなることを指摘している．このように博物館教育
と学校教育を組み合わせることは，子供の教育にとっ

て重要な意義を持ち，近年では様々な連携の形が模
索されている（小川，2019）．就学以前の子供が自ら
の興味関心を学びと結びつける機会を増やすために，
未就学児童の来館数を増やす試みも行われている（全
科協ニュース編集委員，2019）．
以上のことから，子供が博物館に来館する際，保
護者や施設職員といった大人たちは，自覚的にであ
れ無自覚的にであれ，子供が興味関心に基づいた学
びの機会を得ることを期待していると考えられる．
1.2 相互行為において子供を「主役」とすること

以上のような博物館における子供の教育・学習の
特徴を踏まえつつ，次に子供の参与した展示物解説
を対象とした相互行為分析を行うための観点とし
て，参与者を「主役」とすること（1.2.1）と，子供
に対する保護者の援助（1.2.2）について概観する．
1.2.1 相互行為における「主役」

本稿の目的は，展示物解説活動において，子供が
「主役」1）となるように，いかにして活動が組み立て
られているかを示すことである．この「主役」とは，
文字通りの演劇における主役のような，ある活動が
展開される前から明示的に規定され，活動の中で変
化しないものではなく，相互行為の参与者たちの志
向や振る舞いを通して位置づけられるものである．
そして「主役」が活動に適切に参与していない，ま
たはできていないと他の参与者にみなされたとき，
活動が中断される可能性がある．例えば，誕生日
パーティーにおいて，ケーキに立てられた蝋燭を消
すべき人，つまり主賓は，「主役」の典型例である．
主賓が蝋燭を消すのに適切な位置にいなければ，他
の参与者は主賓に移動を促すだろう．Rancew-
Sikora & Remisiewicz (2020)は，1歳の誕生日祝い
で，主賓たる幼児が蝋燭の吹き消す場面の分析を行
い，保護者たちは幼児の反応に応接しながら，幼児
の身体を操作し，幼児が適切に火を吹き消すことが
できる場所に位置づけていたことを示した．彼女ら
の分析結果が示唆することは，保護者たちは，蝋燭
の火を吹き消す活動において誰が「主役」であるか
を互いに理解し，その中で祝われる主賓たる幼児を
「主役」として位置づけているということである．
このような相互行為を通して位置付けられる役割
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は「主役」に限られるわけではない．診察場面にお
ける医師も，その参与者が医師であるという（相互
行為以前に規定された）事実だけではなく，相互行
為の中で医師として振る舞い，他参与者（患者など）
がその理解に沿って振る舞うことによって，医師は
「医師」として活動に位置付けられる．相互行為を
通して，人々の役割が理解され，従事する活動の中
にその役割が位置付けられることを，Goffman 
(1961)は状況内の活動システム (situated activity 
system)と呼んだ．本稿における「主役」という役
割も，この一つであると考えられる．
1.2.2 相互行為における子供に対する援助

日常生活の中で，大人は，発話や身体を用いて子供
の振る舞いにしばしば介入し，子供への援助を行う．
例えば，子供がなにかを言い間違えたとき，保護者は
その子供の間違いを訂正する．このような他者による
言い間違いの修復操作は，大人同士ではあまり観察さ
れない (Schegloff et al., 1977)．この修復操作は，保護
者による子供の振る舞いへの介入として捉えることも
可能だろう．また，発話だけではなく，身体を用いて
保護者は子供の振る舞いに介入することもある．
Cekaite (2016)は家庭内の子供と保護者のやりとりの
中で，保護者が子供に身体的に接触するという振る舞
いを分析した．保護者の子供への身体的接触は，子供
が相互行為上の適切な振る舞いから逸脱したときに，
適切な振る舞いがなにかを教えるために用いられると
いう（例えば，子供が注意を向けるべき方向から逸脱
したとき，接触によって身体の向きを正す，など）．
このような保護者による子供の振る舞いに対する
介入は，子供の振る舞いの間違いを指摘し，適切な
振る舞いを再度行う機会を提供する援助として捉え
ることができるだろう．こういった機会を提供する
保護者の援助としては，保護者が質問を繰り返した
り，または回答の一部までを発話するといった促し
(Burdelski, 2009)なども含めることができる．
このような子供に対する保護者の援助を，他者か
ら援助を引き出すこと (recruitment of assistance; 
Kendrick & Drew, 2016)という観点から整理しよ
う．まず，相互行為において他者から援助を受ける
とき，その人が援助を必要としていることは，他者

から理解されていなければならない．つまりその人
が何らかの問題を抱えていることは，他者が認識可
能なものとならなければならない．このとき問題を
抱えた参与者は，援助を明確に要求することもあれ
ば，問題を抱えていることを暗に示すこともある
(Kendrick & Drew, 2016)．子供に対する保護者の
援助においては，子供の言い間違いや回答できない
といった振る舞い，適切ではない身体的振る舞いな
どによって子供が何らかの問題に直面していること
が認識され，保護者はその問題を解決するために援
助を行っているといえるだろう．
またKendrick & Drew (2016)は，問題に直面した
参与者自身が問題を解決することは，他者から援助
されることよりも優先されることを示唆している．
しかし，保護者が子供を援助することは，子供自身
が問題を解決することよりも優先的である可能性が
ある．前述したように，大人同士の会話において他
者による修復操作があまり観察されない (Schegloff 
et al., 1977)のに対し，保護者が子供の発話を修復す
ることは自然に起こりうる．このことからも，子供
の振る舞いへの介入という形の援助は，子供自身が
問題を解決することよりも優先的である可能性があ
ると考えることができるのではないだろうか．
保護者が子供に行う援助は，単に子供だけが受益
者となるわけではない．小児科の診察場面を対象に
分析を行ったStivers (2001)は，医師が子供の病状
について尋ねたとき，保護者が代わりに答える事例
を検討している．この保護者の振る舞いは，回答す
ることに問題を抱えた子供への援助となっていると
同時に，子供からの回答がないと診察を展開するこ
とができない医師への援助ともなっている，といえ
るだろう．このように，相互行為上の援助は，問題
を抱えた参与者だけではなく，その活動における他
の参与者も受益可能な場合がある．
本稿で扱う子供に対する保護者の援助の多くは，
まず，子供が適切に振る舞う機会を提供するもので
あり，子供が抱える問題を解決するものである．同
時に，保護者の援助は，解説を展開しようとする職
員 (SC)にも受益可能なものになっていると考えら
れる．そこで本稿の分析では，保護者の援助に着目
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し，その援助がどのような問題に対するものか，そ
の援助はどのようなやり方で行われたのか，そし
て，その援助は他の参与者によってどのように扱わ
れたのかに焦点をあてて分析を進める．

2. 子供を「主役」とした展示物解説活動の分析

本稿では，日本科学未来館（東京都台東区）でな
される展示物解説活動を分析する．本稿で扱うデー
タは「未来館SCコーパス」（Bono, Sakaida, Makino, 
& Joh, 2018; 城ほか，2014; 坊農ほか，2013）に収め
られている．このコーパスには，SCが来館者に展示
物を解説する会話が収録されている．会話に参与し
た来館者は，収録のためではなく自発的に未来館に
来ていた人々である．幅広い年齢層の来館者が含ま
れ（最年少は5歳，最年長は66歳），来館者同士の関
係性も様々である．収録された合計35データのうち
10データが小学生以下の子供を含む多人数会話で
あった．本稿では，この中から2つの会話データを取
り上げ，3つの断片を分析する．断片1と3は同一の
会話から抜粋したものであり，2名の兄弟とその保護
者，計3名に対する解説が行われている．断片2では
父母と子の3名に対する解説が行われている 2）．
断片1では，保護者が子供の回答を促すという援
助が見られる (2.1)．断片2では，保護者が子供の展
示物に対する理解を深めるための援助が見られる
(2.2)．断片3では，子供に展示物が見えるように抱
き上げる援助が見られる (2.3)．これらの断片の分析
を通して，保護者はどのような問題に対処し，どの
ように援助を行い，その援助を他参与者はどのよう
に扱うのかを分析する．そして分析を通して，子供
がいかにして展示物解説活動の「主役」として位置
付けられるのかを明らかにする．なお，図1から図
3（それぞれ断片1から断片3に対応）は，各断片に
おける参与者の発話・身体動作の書き起こし，断片
内の参与者の振る舞いを示す線画によって構成され
ている．発話・身体動作の書き起こし記号について
は文末の付記を参照されたい．
2.1 子供を受け手とした展示物解説に対する保護

者の援助

断片1（図1）は，SCが子供を宛先として質問し，

子供が保護者の援助を受けながら回答するものであ
る．まず，SCが，自身の質問の宛先が子供である
ことを示すやり方が観察される．そして，保護者が，
自身は回答者ではないこと示しつつ，子供に答える
ことを促すやり方が観察される．
まず断片1の01行目から08行目までの大まかな

流れを示す．SCと3名の来館者たち （兄弟とその保
護者） は，太陽系の惑星模型が並べられた展示物の
前に立っている．断片の冒頭で，SCは目の前の展
示物に太陽の模型がないことを指摘し（01行目），
その太陽の大きさについて質問する（02行目）．こ
のときSCは，「ここに」と発話しながら惑星模型を
右手で指し示す （01行目：図1の#A）．その後，中
腰の姿勢で2歩後ろに下がり，子供たちに視線を向
け，太陽の大きさを尋ねる（02行目：図1の#B）．
SCの質問に対して，04行目で兄は「ん :::」と発話し，
質問の答えを考えていることを示す．すると，保護
者は目の前の兄を見下ろすように視線を向け，SC
の質問を部分的に繰り返す（06行目：図1の#C）．
この保護者の発話の末尾に重なる形で，SCは中腰
の姿勢を維持したまま自身の質問を繰り返そうとす
る（07行目）．冒頭でSCが尋ね（02行目），保護者
（06行目）とSC（07行目）によって繰り返された「太
陽はどのぐらいの大きさか」という質問に対して，
弟は「このぐらい」と回答する（08行目）．
ここまでの参与者たちの振る舞いについて，特に

SCと保護者の振る舞いに着目しながら，分析を進
めていく．SCが質問（02行目）を産出するとき，
中腰の姿勢を取ることで，目線の高さを子供に合わ
せている．SCは質問を常体で産出し，「どれくらい」
と，「ど」を強調し，同時に顔をより左側（つまり
子供のほうへと）向けている．このことから，SC
の質問（02行目）は特に子供を宛先としていると
理解できる．この質問に対して，兄は自身が考えて
いることを示すが（04行目），その後も兄は回答し
ない（05行目，0.7秒の沈黙）．この沈黙の後に行わ
れた保護者による質問の部分的繰り返し（06行目）
は，その視線から兄を宛先としたものである．
考えていることを示す「ん :::」（04行目）に続く

沈黙（05行目）によって，兄が回答するために何か
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しらの問題を抱えていることは観察可能である．こ
れに対し，保護者は質問を部分的に繰り返すことで，
兄に回答することを促している．以降，この保護者
の発話の組み立てと姿勢の詳細について見ていく．
保護者の発話（06行目）は，SCの質問に含まれ
ていた「おっきさ」が含まれない部分的な繰り返し
であった．質問を繰り返すことは，まず，先に産出
された質問が聞き取れたことを示すものである．ま
た完全な繰り返しではなく部分的繰り返しを行うこ
とができるのは，SCの質問の内容を理解している
からだろう．さらに，それを質問者であるSCに確
認するために繰り返すのではなく，先の質問の宛先
の一人である兄を宛先として繰り返している．この

ようにSCの質問を理解した上で，その宛先である
兄に宛てて繰り返すことで，保護者は，自身は回答
者として会話に参与しないことを示している．この
ことは，末尾に「って」という引用表現が付与され
ていることからも示されてもいる．保護者の発話
は，SCの質問を引用したものとして組み立てられ
ており，この組み立てによって，保護者は，06行
目の発話に対して，自身とSCが，それぞれ異なる
立場にあることを示している．Goffman (1981) の表
現を借りるならば，保護者は，自身の発話をSCの
引用発話とすることで，自身はこの発話の発声者 
(animator)ではあるものの，著作者 (author)ではな
いことを示している．以上のように保護者は回答者

図1　断片1のトランスクリプトと静止画
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ではない，かつ回答の受け手でもない（＝質問の著
作者でもない）ことを示している．
保護者のこのような志向性は，その姿勢によって

も示されている．06行目で保護者は兄に視線を向け
るとき，自身の目線の高さを変更せず，目の前の兄
を見下ろすように視線を向けていた．この保護者の
姿勢は，中腰となって子供に目線をあわせるSCの姿
勢とは対照的である．この姿勢を通して，保護者は，
自身が兄に質問しているわけではなく，あくまで傍
らから兄の回答を促していることを示している．
このように，回答を考えていることを示しつつ回
答を産出しなかった兄に対して，保護者は，SCの質
問に回答することを促そうとしていた．しかし，SC
の質問にまず回答したのは弟である（08行目：図1
の#D）．SCの質問（02行目）は兄弟を宛先として
おり，弟が回答することは適切である．弟は（08行
目と09行目の発話及び，彼のジェスチャーから）「太
陽は地球より小さい」という自身の考えを回答する．
これに対してSCは確認を求め（10行目），保護者と
共に地球と月の模型を指差し（13行目：図1の#E），
弟が回答を修正することを促す．しかし弟はさらな
る回答を産出することはなく，沈黙が生じ（14行目）．
15行目でSCは「太陽どのくらい」と再度質問する．

SCの質問と重なるかたちで，兄が回答する（16行
目）．この兄の回答は，その連鎖上の位置から，SC
の質問（15行目）に対する直接的な回答というより
は，先にSCと保護者が弟に回答の修正を促したこと
に対するものだろう．兄は「（太陽は）地球よりもっ
とでっかい」と回答する．これに対して，SCはさら
に「でっかいと思う，どのくらい，これぐらい？」と
ジェスチャーを伴って尋ねる（17行目：図1の#G）．
このSCの質問（17行目）は「でっかい」という兄
の表現を繰り返しており，兄を宛先としている．し
かしSCの質問の末尾で，弟が「これぐらい」とSC
に向けてジェスチャーを見せながら回答する（18行
目：図1の#G）．弟のジェスチャーは右手で小さく円
を作るものである．この弟のジェスチャーは17行目
の時点で，保護者に見せるように産出されており（17
行目：図1の#F），そのジェスチャーを保持したま
ま，SCの質問の末尾でジェスチャーを見せる相手を

SCへと変更させていた．弟の発話とそれに伴うジェ
スチャーは，「太陽は小さい」という回答として理解
される．兄に質問していたSCは「このぐらいだと思
う？」と再度質問し，今度は右手のみで小さな円を
作るジェスチャーを行う（19行目：図1の#H）．
このSCの質問に対して今度は兄が「もうちょっ

と」と回答しようとすることで（20行目），弟の回
答（太陽は地球より小さい）を修正しようとしてい
る．しかし，兄の回答はSCの「実は」という発話（21
行目）と重なり，中断される．
兄が回答を中断すると，保護者は22行目から，発
話と身体操作を用いて，兄に回答を続けることを促
す．まず，兄が「もうちょっと」と発話を中断した
直後，保護者は「これぐらい？」と質問する（22行
目）．この質問は，兄が続けてより具体的な大きさを
回答することを促している．同時に，保護者は兄の
身体を操作し，ジェスチャーをさせようとする．保
護者は，まず自身の右手で兄の右手を（22行目），
続けて自身の左手で兄の左手を持つ（23行目）．そ
して兄の「地球よりもうちょっとでかい」という回
答（25行目）と同時に兄の両手を持ち上げていき，
彼の頭上で円を作るジェスチャーを形成した（図1
の#I）．また同時に保護者は目の前の兄へ視線を落
とし，兄の発話に重ねながら「これぐらい」，「こん
なぁ」と発話していた（26行目）．この兄の回答と
共起したジェスチャーによって，兄の回答は「地球
より太陽は大きい」ことを示し，かつ目の前の模型
と比べ，どのぐらい大きいのかを具体的に示すもの
となっていた．
ここでの保護者の援助は，中断された回答を続け
ることを兄に促すものである．保護者は発話だけで
はなく，子供の身体を操作し，より適切な振る舞い
（ジェスチャーを用いた回答）を行わせていた．こ
のように保護者が子供の身体を操作し，振る舞いを
修正することは，Cekaite(2016)や高木 (2016)におい
ても示されている．そして，保護者はここでも，回
答者や質問者ではないことを示している．保護者は
兄の背後から身体を操作してジェスチャーを産出し
ているが，このジェスチャーは保護者が産出したも
のというより，兄の発話に伴うジェスチャーとして
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理解可能である．
ここまで断片1において2回，保護者は兄が回答

することを促してきた．1度目は06行目の質問の部
分的繰り返しによる促し，2度目は22行目からの発
話と身体操作を用いた促しである．前者は，（部分
的に）質問を繰り返すことによって，兄が発話する
ことを促そうとしている．沈黙（05行目）から回
答するために兄が何かしらの問題を抱えていたこと
は理解可能なものである．しかし保護者の促しは，
その問題の解決策を提示するものではなかったた
め，兄からの回答を得ることができなかった．実際，
その後，兄よりも先に弟が回答していた．一方で後
者は，他者の発話によって回答が中断されたという
問題に直面した兄に対して，回答を続ける機会だけ
ではなく，回答をどのように産出し，どのような回
答をするかを提示する援助となっており，実際に兄
が回答することができていた．
次に，保護者の援助によって促された兄の回答

（25行目）を，SCはどのように扱っていたかについ
て見ていく．保護者の援助を受けて産出された兄の
回答に対して，SCは「このぐらい（27行目）」「地
球よりおっきいぞ（29行目）」と兄を宛先とした反
応を産出した．そして兄の回答が得られたところ
で，次の展示物解説へと移行していた（30行目）．
断片1の分析をまとめると，SCは発話の組み立
てと目線の高さを合わせる姿勢によって，自身の質
問の宛先が子供であることを示していた．そして，
子供はその質問に回答しようとする．しかし，子供
（断片1では兄）は，何かしらの理由によって回答
できなかったり，続けることができないという問題
を抱えうる．この問題に対して，保護者は回答する
ことや回答を続けることを促す．この促しは，まず
保護者自身が回答者や質問者ではないことを示すも
のとなっている．そして，保護者の促しが，子供の
抱えた問題を解決するものとなったとき，この促し
は子供が適切に回答の続きを産出する機会を提供す
る援助となっている．
子供の回答を得ることは，ここでの活動（＝展示
物解説）を展開するために必要なものである．この
ことは，保護者の援助に対するSCの振る舞いから

も観察可能なものである．SCは保護者に回答を求
めず，子供からの回答を得たところで次の展示物解
説へと移行していった．以上のようにSCと保護者
は，それぞれの振る舞いを通して，その場の活動に
おいて子供の回答を必要なものとして扱い，その場
の活動（＝展示物解説活動）における「主役」とし
て子供たちを位置付けていた．
2.2 保護者によるSCへの間接的援助

断片1より，保護者の子供に対する援助は，直接
的に子供の問題を解決するだけではなく，その場の
活動の展開に寄与する振る舞いであることを示した．
断片 2では，保護者は子供を宛先とし，子供の知
識・経験を指摘するという振る舞いを行っている．
同時に，この振る舞いはSCへの間接的な援助と
なっている．このことは，保護者の援助は，その場
の活動に寄与するものであることを，より明確に示
すものである．そして保護者の援助の受益者となる
SCが，その援助をどのように扱い，その場の活動の
「主役」として子供をどのように位置付けているかに
ついて見ていく．
断片 2 （図2） は，すばる望遠鏡模型の前で，SC
が子供に望遠鏡について説明しようとしている場面
である．SCと来館者（父母と子供）は模型の前に
おり，子供は立って模型を見ており，SCはその隣
でしゃがみこんでいる．01行目で母は中腰となっ
て子供の横に立ち，目の前のすばる望遠鏡模型を指
差し，「これ望遠鏡なんだよ」と発話する（01行目：
図2の#A）．それに対して，03‒04行目と06行目で
SCは，子供にどのように望遠鏡を説明しようか
困っていることを表明する．このSCの発話の間，
母親は中腰の姿勢から立った状態に移行する．続く
08‒09行目で，SCは，望遠鏡とは鏡を用いて遠くを
見ることができるものであることを説明しようとす
る．このとき，SCはしゃがみ込み，子供に視線を
向ける（08行目：図 2の#B）．さらに，SCの説明
はゆっくりと，ポーズを挟みながら産出されてお
り，子供に宛てられていると聞くことができる．
この子供を宛先としたSCの説明の途中で，父は，
子供が双眼鏡を持っていること指摘する（10行目）．
このとき，父はやや下に視線を向けており（10行
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目：図2の#B）3），さらに「持ってるでしょ」とい
う文末表現からも，この発話は子供に宛てられてい
るといえる．双眼鏡は，望遠鏡と同様に遠くを見る
ことができる道具である．つまり，この父の指摘は，
子供に対して展示物を理解するきっかけを提供して
いると聞けるだろう．同時に，父の指摘はSCの解
説を展開することへの困難さにも応接したものと考
えられる．SCは03‒04行目と06行目で子供にどの
ように望遠鏡を説明したらいいのか，と解説に困難
を抱えていることを笑いながら表明していた．そし
て08行目で開始された解説は，ゆっくりと，ポー
ズを挟みながらなされていた．この発話スピードと
ポーズは子供を宛先としたためになされたものでも
あるが，SCがどのように説明すべきか考えながら
解説を開始しているようにも聞こえる．このタイミ
ングで，子供に対して保護者が指摘したことは，解
説に困難を抱えていたSCが解説を進めるための援
助となっているといえるだろう．
この父の指摘（10行目）に対して，SCはどのよう
に反応しているだろうか．断片2を通して，SCは常
にしゃがみ込んだ姿勢を維持している．10行目の末
尾において，SCはしゃがみこんだまま，上体を捻り，
首を動かし見上げ，父に視線を向ける （10行目：図2
の#C）．しかし11行目の冒頭では，SCは「あ」と発
話した後，再び子供に視線を向け直す （11行目：図2
の#D）．その後の「双眼鏡を持ってる」（11行目）と
いう質問は，子供に視線を向けた状態で産出される．
この一連のSCの反応について検討しよう．まず

「あ」（11行目）という反応は，何らかの気づきを示
すものである．この気づきは，父の発話に対する反
応ではあるが応答ではない．つまり，SCは父の発話
に対して，「あ」と気づきを示すという最小の形で反
応し，すぐさま子供への質問に移行する（11行目）．
さらに，SCが父へ視線を向けるときの姿勢も特徴
的である．身体を捻り，下半身と上半身を異なる人
や活動に向ける姿勢は身体捻り (body torque)と呼ば
れる (Schegloff, 1998)．ある会話に参与している人が，
周囲の（その会話に参与していない）人から呼びか
けられたとき，その人は上半身を捻り，その呼びか
けた人へ身体を向けることがしばしば観察される．
このとき身体捻りの姿勢を取ることで，上半身を向
けた相手との会話は一時的なものであり，維持され
た下半身の向きにいる相手との元の会話へと戻るこ
とが投射される (Schegloff, 1998)．SCは身体捻りの
姿勢を通して，父への反応は一時的なものであるこ
と，そして，いま展開されている活動（望遠鏡の説
明）の主たる受け手は子供であることを示している．
このような発話・身体的振る舞いによる反応か
ら，SCは10行目の父の指摘を，子供に対する展示
物解説活動の中に一時的に挿入されたものとして
扱っていると考えられる 4）．実際に11行目でSCは，
すぐに視線を子供に戻し，「双眼鏡持ってる」と質
問する．そして「双眼鏡で遠くを見たことがある」
と解説を開始する（13行目）．
断片2では，まず父は子供が展示物をより理解する

ために，彼自身の経験・知識について指摘していた．

図2　断片2のトランスクリプトと静止画
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断片1で保護者が行っていた子供の身体的接触と同様
に，子供の知識・経験に言及することは，保護者だ
けが可能である．また断片2で特徴的なのは，保護者
の子供を宛先とした振る舞いが，SCが展示物解説を
進めるための援助となっていた点である．そして，こ
の援助を，SCは自身の解説を展開するために利用し
つつも，保護者とのやり取りを一時的なものであるこ
とを示し，子供が解説の受け手であることを彼女の発
話・姿勢によって示していた．このように保護者の子
供への振る舞いは，子供のためだけではなく，活動を
展開するための援助となっている．SCもそのことを
理解し，かつ活動の「主役」が子供であることに志
向しながら，保護者の援助の受益者となっていた．
2.3 SCと保護者の協働による展示物解説

断片1と2で見てきたように，展示物解説活動にお
いて保護者は，子供が回答することを促したり，子
供の展示物への理解を深めるヒントを提示する．こ
れらの振る舞いは，展示物解説を展開するための問
題を解決するための援助ともなりうる．同時に，こ
の保護者の援助は，SCが展示物解説を展開するため
に利用可能なものであった．ここまでの援助の特徴
として，まず保護者は，他の大人には行うことが困
難なやり方を用いていることが指摘できるだろう．
子供の身体に接触し操作することや子供の知識・経
験を指摘することは，子供の保護者以外には困難な
援助である．また，ここまでの保護者の援助は，子
供が回答しない／できないという問題（断片1）や
SCが解説の組み立てに苦慮しているという問題（断
片2）を受けてなされたものである．これらの問題は
他の参与者たちの振る舞いから観察可能なものであ
り，保護者はその振る舞いに基づいて援助していた．
断片3でなされる保護者の援助は，この2つの特徴

がより際立ったものである．子供を抱き上げるという
やり方で援助がなされるが，この援助は子供によって
要求されたものではなく，むしろ保護者が，子供が
展示物解説の受け手として適切に参与できていない
状況に気づくことによって開始されたものである．以
下，この援助について詳細に検討し，またこの援助を
SCがどのように扱っているかについて検討する．
断片3は，すばる望遠鏡模型を対象とした展示物

解説活動がなされている場面である（図3）．来館者
は断片1と同じ3名（兄弟2名とその保護者）である．
まず，この先の分析の理解のために，解説対象と
なっている「すばる望遠鏡模型」という展示物につ
いて簡単に説明しておく．未来館のすばる望遠鏡模
型は，望遠鏡本体とそれを囲う円柱状のドームから
なる．円柱の1/4が省略されており，この部分から
望遠鏡本体模型を覗き込むことができる（図4）．ま
た模型には主鏡（取り込んだ光を反射させるための
鏡）を模した鏡が，実際の望遠鏡と同様の構造で組
み込まれている．01行目でSCが「見える？」と尋
ねる「鏡」とは，この本体模型の奥に組み込まれて
いた主鏡である（図5）．また模型の前には右／左と
上／下のボタンからなる操作盤が置かれており，右
／左のボタンを押すと模型全体がその方向へと回転
し，上／下ボタンを押すと模型本体の角度が変わる．
断片3では兄弟（特に弟）がこの操作盤に触れ，（展
示物の回転が観察されないことから）上／下のいず
れかのボタンを押し，模型の角度を変化させている．
では断片3を分析しよう．前述のように断片冒頭
で，SCは模型の奥を指差しながら「鏡あるの見え
る？」と質問をする（01行目：図3の#A）．この質
問に対して，兄は背伸びをしながらSCが指差す先を
見ようとする（02行目）．保護者は，03行目で望遠鏡
本体部分が動いたことへの気づきを表明する．この
気づきの表明は，SCが指差す鏡が見えるように望遠
鏡本体模型の角度が動いたことへの気づきであり，
01行目のSCの質問に対する反応として聞かれうる．
一方で，このとき保護者は一度下に視線を向け，自
身の目の前にいる兄弟の振る舞いを一瞬確認する．
つまり，03行目の保護者の気づきの表明は，SCの
質問に対する反応であると同時に，「あ，動いた」と
常体表現が用いられることから兄弟を宛先とした振
る舞いでもあると考えられる．01行目のSCの質問に
対して，保護者は兄弟の様子を見ながら「動いた」
と常体で発話することで，現在見るべきものとして
示されたもの，すなわち鏡が「動いた」ことを伝え，
見るべきもののヒントを兄弟に対して提示している．
一方，01行目のSCの質問に対して，04行目で兄
は「あ，うん」と肯定の返答をしている．しかし，
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この後の振る舞いから，SCと保護者は，兄の反応
（04行目）を十分なものとは扱っていないと考えら
れる．まずSCの振る舞いから見ていく．05行目で
SCは「あ，動いた」と，見るべき箇所が動いてい
ることを述べる．06行目の沈黙でSCが再び模型か
ら兄に視線を向けると，兄は，模型から視線を移し，
SCを見上げるように視線を向けた（06行目：図3
の#B）．SCは再度，兄に対して見えているかを確
認した（07行目）．兄はSCへと近づくように右へ
移動しながら「うん，見える」と応答する（08行目：

図3　断片3のトランスクリプトと静止画

図4　すばる望遠鏡模型 図5　望遠鏡本体
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図3の#C）．その後，SCは「ああいう，鏡のな（か）」
と，これまで見るべきものとしてきた鏡についての
解説を開始しようとする（09行目）．
ここで保護者は，SCの解説の開始（09行目）と重

なりながら，「見える？」と質問する（10行目）．保護
者は08行目末尾から頭を下げて子供に視線をむけ，
そのまま全身を下げ，兄の両脇に腕を入れ，抱き上
げる．続けて，SCは保護者に抱えられた兄に視線を
向けながら「見える？」と再び質問する（12行目）．
すると兄は「見える見える見える」と応答する（14
行目：図3の#E）．この兄の発話に重なるように保護
者も再び「見える？」と質問し（15行目），兄は抱き
かかえられたまま「見える見える」と応答すると（17
行目），その途中から保護者は徐々に兄を下におろす．
兄を抱き上げるという振る舞いを通して，保護者
は，兄が（兄自身の発言に関わらず）見るべき箇所
が見えていない可能性に志向していると考えられ
る．実際，望遠鏡本体模型の奥にある望遠鏡の主鏡
は，兄の目線の高さからは確認しにくい高さに設置
されている．保護者は自身の目線の高さから主鏡を
確認でき，同時に目の前に立つ兄の目線の高さから
は見づらいと，推測することができるだろう．
この保護者の振る舞いに応じて，SCは解説を中

断し，保護者によって抱きかかえられていた兄に再
度，「見える？」と質問した．つまり一度は適切に
見ることができるとみなされていた兄は，保護者に
抱き上げられることによって，再度，見るべき箇所
を見ることができるかを確認しなければならない者
として扱われている．
これらの保護者とSCによる確認に対し，兄は「見

える」と繰り返した（14行目，17行目）．この繰り
返しは，保護者による抱き上げの動作に従って韻律
が変化していた．具体的には，3回目の「見える」（14
行目）から強調されはじめ，最後の5回目の「見え
る」（17行目）は，単語内を伸ばしながら語気を強
めるという強調を伴っていた．兄は，見るべき箇所
が適切に見えており，保護者による抱き上げが十分
であることを主張したといえるだろう．この主張を
受けて，保護者は兄の抱き上げを終了した．
この兄の抱き上げが終了した後，次に保護者は弟

を抱き上げる．兄が，鏡が見えることを主張し，保
護者による抱きかかえが完了する部分の前後で，弟
は，SCが指差していた模型上部へと視線を向ける
（15行目）．SCは弟に視線を向け（17行目），「見え
た？」と質問する（18行目）．このSCの質問と重
なりながら，弟は自身が見えていないことを主張す
る（19行目）．この前後において弟は，先程の兄と
同様に，SCに近づきながら顎を上げて顔・身体全
体を後方にそらす．SCが指差す箇所を見ようと試
みる姿勢を続けることで，弟はそれがいまだ達成で
きていないことを示す．すると，抱きかかえていた
兄を下ろした保護者は，弟に対して「見えない」と
尋ね（22行目），弟は「見えない」と応答する（23
行目）．この応答の開始とほぼ同時に，保護者は弟
に近づき，腰に手をかけ抱き上げる．これに対して，
SCは「ありがとうございます」と礼を述べ（24行
目），弟は抱き上げられたことによって示された箇
所が見えることを主張する（27行目）．続けて，保
護者が「見える？」と確認し（29行目），SCも同様
の確認をする（30行目）．そしてSCが見るべき箇
所として示していた望遠鏡の鏡について解説を開始
すると，保護者は弟を下ろす．
このように，断片3では，保護者は子供を抱き上げ

るという援助を行っていた．この援助は，子供を解説
において見るべき箇所が適切に見える高さへと移動さ
せるものである．弟は見えないことを表明し（21行
目），保護者からの援助を引き出していた．一方で兄
は「見える」と発話したにも関わらず，保護者は抱き
上げという援助を行っていた．このような，問題を抱
えていない他者に対する援助は，大人同士では優先的
な振る舞いではないとされている．問題を抱えた参与
者は自身で解決することが優先され，その後に他者へ
の援助の要請がなされる (Kendrick & Drew, 2016).
問題の表明をしていない子供に対する援助は，保
護者による子供への援助の特徴である可能性がある．
そしてこの振る舞いが不適切ではないのは，その場
の活動において，保護者が，子供を「主役」として
位置づけることを志向しているからではないだろう
か．これまで述べてきたように，活動における「主役」
は，その参与者が適切に参与できない場合，活動が
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中断される可能性があるものである．解説する展示
物（とのその箇所）を，その活動に参与する来館者
が見ることができるようにすることは，実物を見て，
体験することを重視する博物館教育において極めて
重要である（柿崎，2016）．展示物解説活動で，来館
者が解説の対象となる展示物を適切に見ることがで
きないことは，その目的の妨げとなりうる．これまで
の展示物解説活動を対象とした研究においても，来
館者たちがSCと協働し，適切に展示物を見ることが
できる位置へと，自身の立ち位置を調整することが
示されている（牧野ほか，2015; 城，2019など）．こ
のような活動の中で，子供が展示物を見ることがで
きているか否かは，活動を展開するための重要なポ
イントといえるだろう．そのため保護者は，子供が
問題を抱えている可能性があったときに，抱き上げ
という援助を行っていたのではないだろうか．同時
に，SCも，子供に対して適切に見えているかを確認
していた．この確認に対して，子供自身が見えてい
ることを示したときに，解説を展開しようとしてい
た（09行目）．保護者が抱き上げ，援助することによっ
て，子供が見えていない可能性が指摘され，SCもそ
れに従い解説を中断し，兄，弟が適切に見えること
が確認できた後に再開していた（30行目）．
展示物解説の受け手には，見るべき箇所を見るこ
とが求められる．子供がそのことに問題を抱える可
能性があるとき，保護者は抱き上げるという援助を
行い，適切に見える位置を提供する．SCも，子供
たちが適切に見えるまで，解説を中断する．このこ
とは，保護者とSCが，現在の展示物解説の優先的
な受け手は子供であるという理解を示すものであ
り，両者は協働して，その場の活動の「主役」とし
て子供を位置付けているといえるだろう．

3. 総 合 考 察

本稿では，子供が参与した展示物解説活動での参
与者たちの振る舞いを分析してきた．SCが子供を
宛先とした質問や解説を行う過程でなされる，保護
者による援助について詳細に検討してきた．断片1
における援助は，質問に対して子供が回答する機会
を提供するものであった．他者の発話との重なりな

どによって子供が回答の機会を得ることに問題を抱
えたとき，保護者は質問の繰り返しや身体操作を用
いて，子供が適切に回答できるように促していた．
断片2における援助は，子供の知識・経験を指摘す
るものであった．この指摘は子供を宛先としたもの
であるのと同時に，子供に展示物をどのように解説
するかを苦慮していたSCに対する援助となってい
た．断片 3では，子供を抱き上げるという援助を
行っていた．この援助は，子供が展示物を適切に見
るためのものであった．これらの保護者の援助につ
いて，2つの特徴について議論を進めていく．

1つ目は，保護者の援助対象となる子供は，援助
の要求を行っていたわけでもなく，さらには問題を
抱えていることを明示的に示していたわけでもない
という点である．大人同士の会話における援助を検
討したKendrick & Drew (2016)は，他者からの援
助を引き出す前に，補助的な行為 (subsidiary 
action)がなされることを指摘している．補助的な
行為（例えば，物を探すために周囲を見渡すなど）
をすることで，他者は，その人が何らかの問題を抱
えていることを理解できる．しかし，補助的な行為
の直後に援助がなされるよりも，問題の明示的な示
しや明確な援助要求がなされた後に援助がなされる
ことが優先的であると指摘されている (Kendrick & 
Drew, 2016)．つまり，まず個人による問題解決が
優先され，（解決されなかったときに）援助がなさ
れるという序列があることを示唆している．
本稿で扱った断片の中で，子供は必ずしも問題を
抱えていることを明確に示していたわけではない．
むしろ断片3では，問題が解決したことを子供が示
した後に，保護者による抱き上げという援助がなさ
れていた．このように保護者による子供への援助
は，子供による補助的な行為や明示的な要請よりも
先立って行うことができるものであると考えられ
る．そして，このような保護者の援助は，不適切な
ものとしては扱われてはいない．むしろ次に述べる
ように，子供を含めた展示物解説活動を展開するた
めに適切な振る舞いとなっている．

2つ目は，これらの援助は直接的に子供やSCの
抱える当座の問題を解決するだけではなく，同時に
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展示物解説活動の展開に貢献する振る舞いとなって
いることである．断片1では子供が回答することを
援助し，断片2ではSCが展示物解説を展開するこ
とを援助し，断片3では子供が適切に展示物を見え
るように援助していた．援助によって子供やSCは，
展示物解説活動の中で適切に振る舞うことが可能と
なり，援助の後にSCによる解説が開始／再開されて
いた．つまりここでの保護者の援助は，展示物解説
活動を進めることに貢献しているという特徴をもつ．
さらに，ここで観察された保護者の援助のやり方

（子供の身体に触れて操作することや，子供の知
識・経験の指摘）は，その対象となる子供と自身が，
被保護者‒保護者という関係であることによって可
能となるものである．つまり，子供を含めた展示物
解説活動は，単に解説役のSCによって展開される
ものではなく，SCでは出来ない援助を保護者が行
うことによって遂行されるものであり，SCと保護
者の協働によって達成されている．SCは，子供を
宛先として，解説やそれに関わる質問を産出する．
保護者は，子供に向けた解説を適切に展開するため
に援助を行う．その援助に対してSCは，解説を一
時的に中断したり，解説を進めるために利用する．
このように両者は，展示物解説の主な受け手が子供
であること，そして，子供が適切に活動に参与でき
ることに志向している．このような協働を通して，
両者は子供が「主役」となるように，その場の活動
を組み立てているのである．
冒頭で述べたように，博物館の目的の一つは教育

である．展示物という実物を実際に見たり，体験する
ことで，学校などとは異なる教育実践の場となるため
の工夫がなされている（栗田，2019b）．そして博物
館に来館する人々は，何らかの教育効果を得ることを
期待している（柿崎，2016）．特に，子供を連れてく
る保護者は，子供がその博物館において得られる知
識への興味関心を萌芽させることを期待していると
考えられる．SCと保護者は，協働して展示物解説活
動を，子供を「主役」とした活動として組み立ててい
た．このことは，博物館という施設，そして子供を連
れてくる来館者たちの目的が，子供の教育（の契機）
であることの一つの証拠といえるだろう．

博物館における展示物解説活動は，子供の教育
（の契機）となることが期待される場面として，相
互行為を通して組み立てられていた．この場面は，
学校などとは異なり，教育のための制度的場面では
ない．展示物解説場面に参与するSCは，子供の教
育を専門とする人々でもない．あくまでも科学コ
ミュニケーションの専門家であり，またどのような
専門家であるのかは来館者にとって必ずしも明らか
ではない (Bono et al., 2014)．しかし，そのような制
度的な前提が共有されていないにもかかわらず，子
供を博物館に連れてきた保護者は，子供やSCが展
示物解説において直面した問題に対して援助するこ
とで，子供を「主役」する教育実践の場を組織する
ことに貢献しようとしていた．このようにSCと保護
者の協働を通して，子供の科学技術への興味・関心
を萌芽させる実践は，学校などの制度的な教育以外
における学習・教育実践のあり方の一つでありうる．
子供の教育・学習場面としては，家庭内（高田ほ
か，2016）や学校などの制度的場面でいかに実践さ
れているかが検討されてきた（細田，2016）．しか
し，これらの枠組み以外でなされる教育的活動が，
子供の成長に影響を与えることは，我々の経験に鑑
みても自明であろう．教育の専門家以外の大人たち
によって，制度の外でなされる教育的活動は，我々
の生活の中に多く存在する．そのような場面を，本
稿で行ってきたような相互行為の微細な分析によっ
て検討することは，人々の教育・学習という営みの
多様性を，より広く理解するための端緒となりうる
だろう．

付　記

断片における参与者たちの発話や振る舞いについ
ては以下のルールに基づき書き起こしを行った．
発話については Jefferson (2004)が開発し，西阪

(2008) が日本語のために一部改変した方法を用い
た．主な記号は以下のようなものである．

(n.m) 沈黙が生起した秒数を示す
(.) 0.2秒に満たない沈黙を示す
［ 言葉の重なりの開始
］ 言葉の重なりの終了
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:  直前の音の引き延ばし，その個数により引
き延ばしの長さが示される

＝ 発話が密着していることを示す
↑ 続く音の音程が高いことを示す
↓ 続く音の音程が低いことを示す
文字 (h)  文字が呼気音と共に産出されたことを示す
＞文字＜ 囲まれた部分が相対的に早く発話されてい

たことを示す
＜文字＞ 囲まれた部分が相対的にゆっくりと発話さ

れていたことを示す
h 呼気
.h 吸気
． 下降調
? 上昇調
,  上昇下降調
（あ） 聞き取り不明瞭
下線 大きく発話
ﾟあﾟ 小さく発話
- 途切れ

身体的振る舞いについては，Mondada (2009) に
基づき，一部日本語表記ために改変した以下のルー
ルで断片内に記述した．振る舞いの内容について
は，その発話行の下段に灰色で記述した．
＋, *, $, %, @, ^　といった記号は参与者の動作開
始点・終了点を示す（1つの断片内では1種の記号
を特定の参与者に利用している）．

- 同一の身体的振る舞いの継続
… 身体的振る舞いの準備
, , , 身体的振る舞いの撤退
->  次の行に同一の身体的振る舞いが継続する
->>  断片終了後も同一の身体的振る舞いが継続

する
｜  視線配布の動作の開始/終了時点（断片3

のみ）
#n 線図の発話上の位置
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注

1） ここでの主役 (principal)が指すものは，Goffman(1981)
のフッティングにおける発話産出フォーマットの分類
の一つである責任者 (principal)とは異なるものである．

2） 来館者たちの関係性については，収録終了後に実施
したアンケートの記載内容，及び断片外の会話デー
タ内容を踏まえたものである．

3） 父は03行目のSCの発話冒頭から視線を下に向けて
いた（図2内のトランスクリプトには記載していな
い）．03行目の時点から，父はSCの解説の主たる対
象である子供を見守っていると考えられる．

4） ここでの挿入された連鎖とは，子供との会話の間に挟
み込まれたものを意味したものであり，Schegloff (2007) 
などで議論されてきた挿入連鎖とは異なるものである．
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