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1.はじめに

1. 1背景

我々は日常生活の中でどのように会話を行っているのか。特に雑談のような罰的の

ない会話においてどのように話題を提示し、展開させていくのか。本研究は雑談の 1=/コ

で比較的多く現れる物語を話題の一種として捉え、その開始と会話参加者の相互行為

に注目するものである O

5常生活における会話は会話参加者の間で何らかの話題が提示され、それに関連す

る情報の交換が行われるという側面を持っている。簡単な挨拶や命令、指示などを除

くと、話題の選定や導入、展開などの手続きは会話を行う上で非常に重要である O 特

にある話題が決まり、それをどのように展開して行くのかという問題は会話の目的に

影響されることが多い(小笠 2001)。例えば報告や依頼、誘いなどのような状況では

それに応じた話題の展開がある程度定式化されており、そのため開き手側から見ると

話題の展開は予測可能なものになる(大浜 1995)。つまり、会話にはその目的に合致

した会話のデザインが必要であり、そのことが開き手に話題の展開を予測可能にする

ため、会話の円滑な運用に大きく影響すると思われる。

一方、目的のある会話に比べると雑談には、ほとんどの場合、明確な到達自擦が存

在しない。そのため、雑談には人間関係の構築や維持など、対人関係の形成に関わる

発話内容や話題が多く現れる(大浜 1995)。このような雑談では予め主題あるいは話

題が決まっておらず、互いに話のテーマや話題を採り、どのタイミングでその話題を

切り出すかという問題を常に考えながら会話を進行していく。そのため雑談における

話題提示は会話の目的に制限されず、話題を提示するには目的のある会話とは異なっ

た会話のデザインの形が見られると思われる。

そこで本研究では達成すべき目的のない雑談の場面における物語という話題の形式

に注目し、その開始部を観察する。話題の一種としての物語すなわち過去の出来事を

語るという行為は我々の言語生活において頻繁に見られ、特に雑談の中で多く現れる。

それは自ら経験談を語ることが棺手の似たような経験談を誘い、行為レベルの連鎖す

なわち「まわし物語(storyround) J (Tannen 1984)のような展開が現れることも多い

ためである。このような行為は互いに経験談を語り合うことで共感が得られ、話題が
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広がり、会話を維持する原動力にもなるだろう。そして、物語を行うための会話参加

者の相互行為もまた会話の維持につながると思われる。

1.2研究目的

語り手が物語-を開始する際に聞き手の参加のリソースとしてどのようなものが提示

され、相互行為が行われるのか。このような間いに対して従来の研究は物語の開始を

語り手側や開き手側といったように一方に焦点を当てる形でのアプローチを取ってい

たが、本研究では物語の開始部を会話参加者の物語への参加の場として捉え、そこで

行われる物語開始のやり取りを分析する。そして、物語の開始という活動を達成する

ために行われる会話参加者の相互行為を明らかにする。

詳しくは語り手が開き手に自分の発話を物語の開始として認識させるための言語行

動とそれに続く開き手の反応がその後の展開にどのような影響を与えるのかを明らか

にする。

1.3研究方法

データは筑波大学の授業の一環として収集した砂川コーパスを使用する。日本語母

語話者の50代の女性二人と四人および20代の親しい関係三人による雑談を録画・録

音したもの合計約120分を文字化し、分析する。分析方法はSacks，Schegloff， J effer 

son(1974)などによって確立された経験的・帰納的なアプローチである会話分析(conv

ersation analysis， CA)を用いる。経験的・帰納的なアプローチをするためにはいく

つかのデータから繰り返し観察される言語現象について分析するべきであるが、本研

究では事例研究として限られたデータから得られた知見を提示するにとどまることを

断っておきたい。

2. 先行研究

物語が雑談の中に導入される際に現れる会話参加者の言語行動や言語表現に関する

研究は多くなされている (Labov1972， Polanyi 1985， Maynard 1989，李麗燕 199

9a， 1999b， 2000)が、本節では、その中でも、物語の開始部になり得る部分を取り

出すためにLabovCl972)の物語の構成要素に関する研究を紹介し、次に話し手の言語

行動に焦点を当てた研究であるMaynard(l989)と開き手の言語行動に焦点を当てた研

究である李麗燕の一連の研究を概観する。

物語の構造に関する先行研究にはLabovCl972)がある。 LabovCl972)は最も一般的

な物語の構成要素として物語の内容をまとめることや重要なポイントを提示する「要

約、抜粋(Abstract)Jと物語を理解するために必要な背景知識や状況などの「方向付

け(Orientation)J、実際に起きた事を語る部分とその結果である「出来事(Complicat

ing Action) J 結果(Resultor Resolution) J、そして物語を閉める「終結部(TheC 
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oda) Jを挙げている。また以上の構成要素に加えて物語に対する f評価(Evaluatio

n)J を挙げている。これらの構成要素は語り手によってその順番が多少変わったり、

省略されることもあるが、一般的には上述のような順序で行われる。

上述の構成要素の中で特に「要約、抜粋(Abstract)Jは物語の導入で多く現れるが、

雑談での物語の)1頃序は実に様々で、 「終結部(TheCoda) Jを除いた他の構成要素が

物語の導入として用いられる場合も多々ある。しかし、どのような構成要素をもって

物語を開始しようとしてもそれが物語の始まりということを示す必要があり、また、

それを示すことのできる適切な言語表現を選択する必要もある。このような言語表現

は語り手が自分の発話内容を物語の開始としてデザインするための言語行動であり、

それに関する研究にはMaynard(1989)がある。 Maynard(1989)は物語への移行のi擦に

話し手が用いる手続きとして(1)ジャンノレの紹介， (2)物語の価値を主張する， (3)物

語の靖報源について述べる， (4)物語と相手との関係について述べる， (5)物語の開始

への許可を得る， (6)物語のテーマを述べる， (7)開き手が提示したテーマと関連した

物語であることを示す、という 7つの言語行動を挙げ、これらを「前置表現(prefacin

g)J と呼んで物語の必須構成要素としている。

一方、李麗燕(1999c)は雑談における物語を対象に、物語の導入時に見られる話者

交代と物語の展開のための開き手の言語行動について分析している。この研究は開き

手銀!Jの言語行動に、注目した物語の開始・終了に関する分析という点で従来の研究とは

異なる。李麗燕(1999c)で、は、物語が成立するためには開き手が f物詩を開始するよ

うに促すJという開き手側の言語行動が必要であるとする。物語の開始の場面ではあ

る会話参加者が他の会話参加者に物語を要求したり、語り手の物語を開始しようとす

る意図を受け入れて物語を促すと述べている。前者は「どうだったわ fんだって/ん

ですってわのような言語表現を用いて相手に物語を開始するように促し、後者は

rf可でわ r(その物語は)開いていなしリなどの言語表現を用いて物語に興味を示すと

分析している。李麗燕(2000)では結論として「物語の語り手、受け手の相互行為の中

で、物語の開始が成立するJと述べていることから物語は会話参加者が共間的に作り

上げる活動であることが言えるだろう。

これまで見てきた先行研究は物語の構成や物語を切り出す際に用いる言語表現、そ

して物語を行うための言語行動などが分析されているが、そのほとんどが語り手に焦

点を当てたものである。そのため、語り手がある言語表現や言語行動などを用いなが

ら物語の開始を試みた際に聞き手の会話への参加にどのような影響を与えるのかまで

は考察されていない。また李麗燕(1999c，2000)は潤き手側の言語表現に注目してい

るものの、それのみに焦点を当てたものである。そのため会話参加者が物語という活

動をどのように共同的に構築するのか、また相互行為によって物語の開始が成立する

過程については明らかにされていない。発話の)1慎番交代が複雑に行われる雑談では語

り手と関き手とのやり取りに注呂することで物語開始の様相を詳細に記述することが
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可能になると考えられる。

以上のことを踏まえて本研究では会話参加者のやり取りに焦点を当てた物語の開始

の基礎研究として語り手の言語表現と、それに続く開き手の反応に注目して物語開始

の様相の記述を試みる。

3. 分析の枠組み

本章では物語の定義について紹介し、会話参加者の物語への参加の場と共同参加の

枠組みを提示する。

3. 1物諾の定義

物語には開始と終了が明確で、内容に関しても過去の出来事が時系列に沿って展開

するものもあるが、多くの場合はその境界が!凌味である。本研究では雑談における物

語の構造に主眼を置くものではないため、物語の定義についてはLabov(1972)と李麗

燕(2000)に従い、以下のような条件を満たすものを物語と考える。

1)過去に発生した出来事が媒介者(語り手)によって報じられたり、語られたりする

こと。

2) r~ノJ諾節 (narrative clause) J 1が二つ以上観察されること。

以下の断片は三つの「物語節(narrativeclause) Jが存在する物語の例である。

(1) 二つ以上の物語節の存在

→25Iだけどもなんか待合室があって(も)そこで10人くらしイまってるの.

26K まってるの↑

27K ふー[ん

→28I でそれもみんな>予約した人なの.

29K あ

→30I予約した人なんだけど案内をまっているわけ.

物語を規定するi擦の重要な要素の一つは、 f過去の出来事j を語ることである。そ

して物語節(narrativeclause)は自由節(freecla use)と共に物語の構成要素であり、

物語節(narrativeclause)は出来事が時系列に連結している発話のことを指す。会話

例(1)のように「時間的な連結点(temporaljuncture) Jすなわち時系列に沿って出来

事が並べられた節の連鎖が現れている場合を最小物語として認定する。そして、その

物語節(narrativeclause)J (Labov1972) :時間的に)1慎序が決まっているこつ以上の連続した節。
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ような「時間的な連結点(temporaljuncture) Jが現れる物語の語り手が諮り手とし

て他の会話参加者の間で承認されることが確認された場合、それまでのやり取りを物

語の開始部として扱うことにする。

3. 2 トピック探索場と共同参加

我々は雑談をする際にその場で話題を選択し、導入することがある。 r物語をどの

ように開始するのかj はそのような話題を探索する活動と類似していると思われる。

言い換えれば、物語の導入は新しい話題を導入することであり、そのためそれらの様

相も類似しているところが多い。そこで本研究では雑談という状況の下で「語り手が

これから話す内容を開き手に予告し、あるトピックを話す機会が整えられるまで行う

探索活動Jのことを「トピック探索j とし、話し手と開き手とのやり取りが行われる

持照的な場面を空間として捉えて「トピック探索場j と定義する。このようなトピッ

ク探索はLabov(1972)の物語の構成要素のうち、要約(Abstract)や方向付け(Orientati

on)などに対する会話参加者の情報共有として認めることもできる。また、 Polanyi(l

985)が「入り口トーク (entrancetalk) Jと名付けた物語(story)に入る直前の語り手と

開き手のやり取り、 Maynard(1989)の物語(narrative)の「前置表現(prefacing)Jに続

く開き手とのやり取りなども本研究での物語のトピック探索に当たる O

本稿の言う「トピック探索場Jは、従来の研究が物語の開始部を諾り手側の一方的

な物語開始として捉えているのに対し、会話参加者が物語を行うための機会を整える

ための語り手と開き手との相互行為と捉える点で大きく異なる。そして、そのような

相互行為は物語の展開に対する開き手の理解に影響する。伊jえば、発話内容に対する

質問や聞き返し、意見の表明などは普段我々の会話によく現れるが、物語の:場合には

開き手が物語を理解するために行う行為として働くことが多い。つまり、そのような

行為は雑談での物語という場面特有の働きをしながら物語の成立に貢献する。物語は

様々なコミュニケーションの場面において頻繁に繰り広げられているが、物語を行う

機会が確保されているか否かによって、語り手の会話デザインと開き手の反応が変わ

ってくるためである。伊jえば、雑談での物語とインタービュー形式の「まわし物語 S

tory roundJ (Tannen 1984)のような場面での物語とではその技法が異なるだろう。

物語の展開という観点、から考えると「まわし物語 storyroundJ のように物語行為の

機会が確保されている場合、語り手が一人で過去の出来事を開始から終結までを時間

の流れに沿って語ることができる。一方、参加者たちが共同で物語を構築する場合は

聞き手の反応の機会も増え、相互行為の質と量ともに異なると思われる。つまりまわ

し物語では個々人に自分の物語を披露する機会の場があらかじめ用意されているため、

物語の展開は順序的かつ計画的である。一方、雑談での物語は「開始→持続→終了j

の一通りではなく、その展開はもっと複雑であり、また何らかの理由で中断される場

合もありうる(李麗燕 2000)。それは聞き手の反応の機会がまわし物語やインタービ
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ューでの物語より自由であるためである。

4. 物語の関始のための共同参加

4. 1 トピック探索場の構築

{ステーキ屋}の断片の前では実験依頼者があらかじめ用意しておいたどら焼きに

ついての会話が行われている。 1行自からの会話は話者Iが過去に経験したステーキ屋

での食事について諾っているものである。

[ステーキ震}

江主去とム?

2K うん

→21 そのステーキ屋さんは↑

3K うん[hhh

→41 山の中腹みたいなとこにあるんだけど=

5K =うん.

→61 途中から (0.3)車が結構(0.7)おんなじ方向に行くなと患ったら>みんなその

ステーキ屋さん

7K ふん:::[:: 

81 鳥山の.

→9K へなんていう名前?

101 クローパー.

11 (1.0) 

→12K え平凡な名前だ[ね?

131 うん.

まず語り手の物語の開始の仕方を見ると、話者Iは物語を開始する準備として1行自

の「だから j と発話しながらターンを取っている。これはある会話参加者が物語を開

始しようとする状況として自主的な発話頗番の獲得(李麗燕 1999a)に該当する。 1行

自の前では2.5秒の沈黙があり、誰がターンを取ってもいい位置である。話者Iが自ら

ターンを取り、語り手になるという開始の仕方は開き手である話者Kに「ある会話参

加者が他の会話参加者に物語を要求する(李麗燕 2000: 101)J のような開き手の言語

行動の選択肢を破棄させてしまうことになる。そして「だからJ2は前件と後件との

2 山口・秋本(2001: 433)では f前文の叙述を受けて、それを代行する「だj に接続助詞 fから j

が結合して、順接の関係、を表す接続詞j としている。そしてグループ・ジャマシイ(1998)では、

「だからJの用法として r(1)帰結、 (2)rだから~のだ/わけだj 、(3)質問、 (4)主張の機能j が挙

げられている。
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因果関係を表す接続詞であるが、ここでは前件が明示されていない上、後件であると

思われる部分(2，4， 6行自)の内容も文JlJiその意味関係を推論するためには暖昧である。

つまり、ここでは「だから j で導入された話題あるいはその発話の前後の意味関係が

不明であるため、開始の仕方としては唐突のようなものになっていると考えられる。

このような開始の仕方は開き手にこれからの展開の予測を密難にさせ、物語を開く準

備を与えないため、雑談の中で物語が開始され、終結まで諮られるためには物詩に関

する基礎的な情報のギャップを埋める必要が生じる。そのため、開き手は物語のキー

ワードである「ステーキ屋j に関する情報を語り手に要求し(9行自)、それに対-する

評価を行うことで(12行自)物語に関する基礎的な情報のギャップを埋めようとしてい

る。

上述のようなやり取りから、語り手の自主的な開始に対して語り手と開き手との問

で生じた物語に関する基礎的な情報のギャップを埋める作業をするために「トピック

探索場j を設ける必要があったと言えるだろう。それは開き手の情報要求が物語の開

始に貢献していること、すなわち開き手が物語の開始に参加していることを意味する。

つまり、ここでは物語を開始する準備段階として語り手と開き手が共同で物語に関連

する情報を共有する作業が必要であり、語り手に物語を語る機会の場を提供するため

の「トピック探索場j を設けることになったと考えられる。

他の例を見てみよう。以下の[ラジオの景品}という断j守の前では[ステーキ屋}

の断片と同様、あらかじめ用意されていたどーノレの話がなされている。 rラジオj の

話題はすでに会話の中で現れており、今回は2回目の登場となる。

{ラジオの景品}

1Y ラジオいいよ.

2 l.0 

3Y なんか前(.)に(0.5)去年の(0.3)修論終わったころに(0.5)

→4Y なんかね毎年そのラジオで、(0.5)っきじよの(.)べア招待券(0.3)みたいなのを?

5T {笑し，}

6T 言ってましたね.

7Y そう毎 13(l.0)[一名さまに

→80 {っき。じよ。?

9Y スキー場.

→100 あ(.)スキー場.(0.3)。ふんふん.。

→llY スキー場の(.)ホテルの[べア宿泊券みたいな.

12Y あ(.)はいはいはい.

13Y でそれが(0.3)毎日こうプレゼントやっててあたしそれに(0.5)

14Y 応募してメール書いた.
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この断片での物語の開始はラジオに対する評価(1行自)が行われた後、過去の出来

事に移行している。しかし、物語のキーワードである「スキー場j に対し、開き手の

開き取りの問題が生じているため、その確認作業の場が設けられている。これは従来、

開き取りの問題として扱われてきたが、物語の開始時における開き手の情報理解の観

点から重要であると考えられる。過去の物語を語るためには比較的長いターンが必要

であり、語り手は開き手が物語を理解するのに十分な情報を与えなければならない。

{ステーキ屋}の断片でも確認されているように物語の開始時には物語の背景やその

物語がどのような内容なのかを予測できるような情報が必要であり、それらの情報が

開き手にとって不十分であると、語り手と開き手との間で物語の開始のための「トピ

ック探索場Jが設けられることになる。この「トピック探索場j でのやり取りは{ラ

ジオの景品}の能1T片において単なる開き取りの問題とその修復という現象に過ぎない

かも知れない。しかし、そのような過程で語り手は開き手が前の発話を明確に理解し

ているのかモニターリングすることが可能だったり、既存の発話に他の情報を追加す

ることも可能になる。実際に4行自では「スキー場のベア招待券Jと発話しているが、

聞き取りの修復が終った後の 10行自では fスキー場のホテルの宿泊券j というように

より詳しい情報を提供している。したがって、物語の開始部で聞き手による開き返し

は語り手の語りを中断させることになるが、結果的には、語り手により詳しい情報を

提供する機会を与えていると言える。

4. 2物語に対する評価という形の参加

高官節で述べたように「トピック探索場Jは雑談の物語の開始部に必ずしもその進行

を中断させながら構築されるわけではない。本節では語り手の物語の開始を受け入れ

てからの潤き手の参加について見てみよう。

物語の開始時に「トピック探索場j が構築され、そこで行われる開き手の情報要求

や確認要求は開き手の積極的な物語への参加であると言える。しかし、物語の開始を

間き手が受け入れた場合には物語に対して評舗を行うことで物語の進行を妨げない消

極的な参加を行うことができる。ここでの評価とは物事や発話に対する個人の考え方

であり、それは肯定的なのか否定的なのかの程度を含んでいる。そして、評価は明示

的に行われる場合と発話から推測可能な場合がある。李麗燕(2000)では物語を開始す

るために行う聞き手の言語行動として「なにわ 「どうしてわのような表現で出来事

に興味を示し、物語の開始を促すことを述べている。しかし、李麗燕(2000)が示した

データでは興味を示すために行う開き手の言語行動として、これから語る内容につい

て質問するという行動しか現れていない。出来事に興味を示す言語行動については

様々なものがあると思われるが、今回のデータで扱う「評価j は「興味を示すj ため

の一つの手段として考えられるだろう。興味を示すことが物語を促すことになるのか

あるいは物語の展開に他の影響を与えるのか。本節では物語の開始部に現れる発話や
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出来事に対しての評価がどのように現れ、物語の展開や開き手の理解にどのような働

きをするのかについて分析を行う o

4.2.1語り手の認定と物語を行う機会の提供のための評価

多人数の会話には次の発誌を誰がするのかという問題が多く生じる。 4.1節で見た

ように物語を開始するためには発話順番を取らなければならない。[コレステロー

ノレ}の断片では5行自から7行自にかけてターンの奪い合いが見られる。これは李麗燕

(1999a)の「発話順番を競うことで物語を開始しようとする j に該当する。このよう

な状況の中で次の話し手として選択された話者は物語を行うという語り手としての立

場を他の参加者に知らせ、なぜこのタイミングでターンを取らなければないないのか

をアピールする必要が出てくる。そして、開き手は語り手が物語を行うことに対して

承認する。

{コレステローノレ}

1M:あるよ?持って行けばu天ぷらするひと.

2 (1.5) 

31 :ううん(0.5)[し1い天ぶらしない.

4Y : [hhh天ぷら(しない.)

5K: >そうくご

6M: 昨日=

7K: 二あたしだってさ

81 :うんうん

9K:この間あの虫液検査したら

10K:￥コレステロールが多いで、す￥ってかかれ[ちゃった

→111 : [ダメじゃん.天ぷら.

12M:今まで盤立そうし 1うことなかったのに?

[コレステロール}の断片ではその前の「天ぷら j の話から車液検査に隠する出来

事に話題が変わっている。開き手である話者Iは物語の開始部の進行を止めない形で

評価を行っている (11行自 )0 r天ぷら j の話題から血液検査でコレステロールが高い

と言われた過去の出来事の話題に移行する際に、話者Iは f天ぷら j と関連させて発

話している。そして、その発話による物語の展開の変化は見られない。

今回のデータでは物語に興味を示すような開き手の言語行動が数多く克られたが、

11行自の発話は出来事に対して単なる興味を示すこと以上に、与えられた情報をもと

に得られた考え方すなわち評価を提示している。このような参加の仕方は開き手が興

味を示すことで語り手に物語を促すことから、既出の話題と関連させて物語を評価す
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るものであると考えられる。そして、 11行自の評価は5行自から7行自までに現れてい

るターンの奪い合いの結果、話者Kが諾り手として物語を開始したことを開き手が了

承しているということを志向していると考えられる。この断片で見られる開き手から

の評価は現在の発話者の発話に向けられたもので語り手に物語を語る機会を提供する

結果となっている。

語り手は物語を語る機会を確保するために開き手の物語に対する理解あるいは興味

を引き出す必要がある (Maynard1989)。また開き手側から見ると自分がその物語に

興味を持っていることを示す必要があると思われるが、それ以前の問題として誰が語

り手であるのかを認定する必要がある。多人数の雑談には誰が話を開始するかという

問題が多々生じるため、発話順番を決める作業が先決されなければならない。そこで

開き手が行う評価は場合によっては物語を促す働きもするが、物語の開始のためにタ

ーンを誰が取るのかという問題に遭遇した場合は、語り手の認定としても機能すると

考えられる。したがって、このような開き手の評価は語り手に物語の開始という活動

を行う場を提供し、語りの権限が了承されることで語り手と開き手の共同的な参加が

できると考えられる。

4. 2. 2共同の語り手としての参加

ここでは多人数の雑談において物語を知っている開き手の開始部の参加を見る。次

の断片は親しい関係の三人による雑談で話者Yがテストの採点をした時を出来事につ

いて語り始めている。

{モンタージュ}

1Y さっきさ(.)採点してたらさ (0.3)モダリティを(0.7)

2Y モンタージュって書いた人がいて?

30 hhhふんいきで覚えすぎでしょ.

4Y そうそうそうそうそう

→5T 女の子だったんですよ.(.)しかも.

6Y そう女の子でモンタージュhhh.

【モンタージュ}の断片では1行自の前には7秒の沈黙があり、その前にはお菓子の

話題についての話がなされていた。そして、物語の開始部は1行目から始まって2行自

の最後で一旦止まっている。ここでは開き手の話者Tの言語行動に注目する。 5行自

の発話は開き手の出来事に対する評価であり、 「女の子だったんですよ.しかも Jと

いう話し方から見ると物語の情報をもう一人の額き手である話者Oに伝えていると考

えられる。 5行自は物語の内容を知っている開き手から女の子がモダリティをモンタ

ージュと間違うことは驚きであると評価している。ここでの評価は物語に興味を示す

-84-



というよりも物語の内容を知らない他の開き手に共同の語り手として興味を引き付け

る効果を生み出していると考えられる。そして、誇り手が物語の開始を笑い話として

デザインしているが、話者Tは「女の子j という情報を追加することでより笑いの効

果を上げている。

5. まとめ

本稿では雑談における物語の開始に注目し、語り手と開き芋が互いに物語の開始と

いう活動に参加する様相を開き手側の言語行動を基点にして見てきた。従来の研究は

語り手あるいは開き手のどちらかに注目したものであり、物語の成立に会話参加者の

相互行為がどのように影響するのかについて分析されていない。そこで物語の開始が

成立するために行う語り手と開き手とのやり取りを「トどック探索j と定義し、その

やり取りが行われる時間的空間を「トピック探索場j として捉えた。

「トピック探索場j で見られるやり取りは語り手と開き手が五いに会話に参加する

ことであり、物語の開始という活動の基盤作りに貢献している。まず語り手の発話が

物語の開始として情報が不十分だった場合に聞き手は情報の確認、要求や開き返しなど

を用いる。これらの言語行動は普段の会話にも見られる現象ではあるが、物語の開始

部という状況では語り手の物語開始をより詳しいものにすることができる。次に開き

手が行う評価には語り手として権限が確立することを志向したり、共同の語り手とし

て物語に価値を付与するような働きが見られた。
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【文字化記号凡伊n
[ ] 発話の重なり

() ()の中の数字はポーズを表す

比較的小さい声

声の伸ばし

h 笑いをまじえた発話

一強し1発音

?↓ 上昇調と下降誠

>< 比較的に早い口調で発話された部分
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