
研究論文子ども社会研究14号ノ()"r"α/〃Cﾉ"〃S/"dy,M，/4，ノ""e,2008:59-74

乳幼児をもつ母親の悩みの分かち合いと

｢先輩ママ」のアドヴァイス

－ある「つどいの広場」の会話分析一

戸江哲理

1．はじめに

本稿は、「つどいの広場」における乳幼児をもつ母親どうしのやりとりを、会話分析

(conversationanalysis)によって綿密な検討を加え、母親どうしの子育て等をめぐる悩みご

とのコミュニケーション的な特質を解明しようとする試みである(')。

周知のように「つどいの広場」は、「新エンゼルプラン」中の2002年に創設ざれ現在

まで引き継がれてきた政府の子育て支援事業である。厚生労働省のウェブサイトによると、

2007年3月現在「つどいの広場」は全国682ヶ所を数え、政府はなお増加を見込んでいる。

また、これら「つどいの広場」の多くが、地方自治体からの委託を受けた子育て支援NPO

によって運営されている。

親たちは三々五々「つどいの広場」にやってきて、話をしたり、スタッフの育児の体験談

を聞いたり、NPOの企画する色々な催し（絵本の読み聞かせや親子体操から足裏マッサー

ジまで多種多様である）に参加したりする。これらの活動を通じて､｢主に乳幼児(0～3歳）

をもつ子育て中の親が気軽に集い、打ち解けた雰囲気の中で語り合うことで、精神的な安定

感をもたらし、問題解決の糸口となる機会を提供する」ことが、「つどいの広場」の目標と

される（厚生労働省ウェブサイト)。

こうした親どうしの交流の場が、政府事業となった背景として、現代日本社会において子

育てをする母親（主として主婦専業世帯）が抱く育児不安、それを和らげるファクターとし

ての育児ネットワークや子育てサークルへの注目があることは衆目一致するところといえよ

う（牧野1982,落合1989)。子育てサークルなどで親どうしが触れ合うことが、孤独な子

育てがもたらすとされる子育て上の不安と悩みごとを軽減しうると考えられたのである。こ

の意味で「つどいの広場」は、子育てサークルを制度化した「子育て支援サークル｣(渡辺

2004）としての性格を有し、理念上は「子育て支援は親支援」という方針（大日向2005）

を明確に打ち出した施策ということができよう。

これまで圧倒的多数の研究が、育児ネットワークや子育てサークルを肯定的に評価してき

た。とはいえ近年では、母親どうしの取り結ぶ関係性が、却って彼女たちの負担となる可能

性も攝かれはじめている（住田・溝田2000，落合2004)。これらの研究は、母親たちがお

(とえ・てつり京都大学大学院・日本学術振興会）
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互いの関係性について、鋭敏な感受性をもつことを指摘し、それがもたらしうる負の帰結に

警鐘を鳴らしている。つまり、同じ場所に同じような境遇の母親たちが居合わせているとい

う事実をもって、それだけで「打ち解けた雰囲気」が生み出され、悩みごとの打ち明けや解

決が図られうると考えるのは、いささかナイーヴに過ぎるのである。とりわけ、初対面の母

親どうしが接することの多い「つどいの広場」では、この問題がいっそう大きな意味を帯び

ていることは想像に難くない。

では、母親たちが「打ち解けた雰囲気」を作り、中でも特にお互いの育児の悩みごとを語

り合うことは、どのようにして可能となるのだろう。この作業は、母親たちやスタッフのコ

ミュニケーションを通じて、そしてその中で達成されているに相違ない。そこには、それを

可能にする彼女たち自身のコミュニケーション上の方法が存在しているはずである。そして、

この方法を特定し、記述することは、上に示した問題を明らかにする上で中心的な位置を占

めていよう。したがって、コミュニケーションつまり会話を精密に分析し、そこで人々が用

いている方法を解明するエスノメソドロジー／会話分析は、本稿のテーマに取り組むに当た

って、きわめて適合的な研究手法と考えられるのである。

「つどいの広場」に訪れる母親たちが、お互いの子育ての悩みを気楽に語り合えるような

打ち解けた雰囲気は、どのように醸し出されてゆくのか。本稿のテーマは、「つどいの広場」

を訪れる母親たちのみならず、運営側のスタッフにとっても切実な問題であり、さらにはこ

の事業の根幹をなす目的とも深いかかわりをもっている。また言うまでもなく、この問題は

｢つどいの広場」に限定されるものではない。子育てサークルや近隣社会をはじめとする母

親どうしが接触するあらゆる場面において生じうるものといえる。その意味で本稿の知見は、

｢つどいの広場」の枠を超えて、広く示唆を与えるものともなるはずである。

ではここで、以下の行論を述べておこう。まず次節で本稿のテーマに関連する会話分析の

研究をレヴューしたあと、調査対象について掻い摘んで説明する。3節から分析に入り、母

親どうしの悩みごとの分かち合い（3節)、悩みごとが分かち合われた上での「先輩ママ」

等からの提案ないし助言（4節)、または見通し（5節）の提示を取り上げ、さらに6節で

は提案や見通しに対する聞き手の反応を、それらの拒絶に注目して分析する。そして最後の

7節において、ここまでの議論を再点検し結びに代えたい。

2．先行研究の検討と調査の対象

2.1会話分析の先行研究

「つどいの広場」にあつまる母親どうしの会話、とりわけ子育ての悩みごとの会話を検討

するに当たって、エスノメソドロジー／会話分析のどのような先行研究が有益であろうか12)。

こう問うたとき、真っ先に想起すべきは、やはりG.ジェファーソンの「トラブル語

り」(troublestalk)についての一連の研究である。彼女は、トラブル語りの全体的な構造

(Jeffersonl988)、トラブル語りからの脱出(Jeffbrsonl984)、そして助言との関係(Jefferson

andLeel992)等、トラブル語りに関係した著作を多数著している。

ジェファーソンの研究を礎とする形で、会話分析は様々な場面における悩みごとの研究を
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展開してきている。本稿との関係でいくつかの研究を見ておこう。まず著名な研究として、

イギリスの新生児訪問看護師制度のもと、新生児をもつ親と訪れた看護師との会話を分析し

た、J.ヘリティジの諸研究が挙げられよう。その中でヘリティジは、看護師の助言と母親

の応答の特質(HeritageandSenl992)や、看護師の助言と母親の親としての道徳的能力と

の関係(HeritageandLindstrOml998)について検討を加えている。

また一段と本稿に近い研究としては、アメリカ地域社会のwann-lineサーヴィス（字義通

り、hot-lineほど深刻ではない悩みを受け付ける、ピアサポートの電話相談）の会話を扱っ

たC.パドリンスキーの仕事がある。彼はwarm-lineにおいて聞き手がどのように話し手に

助言し、共感するのかといった問題を解明しようとしている(Pudlinski2002,2005)。また日

本での研究としては､｢いのちの電話」を扱った中村・樫田（2005）を挙げることができよう。

上に示した先行研究は、本稿の分析に必要不可欠な足がかりとなろう。ところがこれら諸

研究は、悩みごとを話す側と聞く側が比較的明確に分かれているやりとりを分析してきたと

いう傾向がある。したがって、本稿が扱う「つどいの広場」のように、参与者が潜在的には

皆悩みごとの語り手となりうるような場面を分析するには、まだ材料不足かもしれない。こ

の空隙を埋めるものとして、戸江（2007）を挙げることができる。この中で筆者は、「経験

の分かち合い」について論じた串田(2001)を参考にしながら、参与者どうしが悩みごと

を語り合い、「悩みごとの分かち合う」場面について検討した。

本稿は、以上のようなトラブル語りと経験（悩みごと）の分かち合いについての会話分析

の諸研究を導きとして、「つどいの広場」における母親どうしの会話を分析するものである。

2.2.調査対象とデータの性質

データの分析に先立って、本稿の調査対象となる「つどいの広場」について概説してお

こう。この「つどいの広場｣(以下ではXと呼ぶ）は、大阪府南部のA市に存在し、同市で

活動するNPOが運営に当たっている。A市は大阪市中心部から電車で1時間ほどの位置に

あり、Xは大阪南部有数のベッドタウンB団地の一角に居を構えている。したがって利用

者の多くも、B団地とその近隣地区に住む主婦専業の女性たちである。親と子どもを合わせ

た利用者数は、2006年4月から2007年3月までの月平均で延べ448人（208組）である。

筆者が聞き取りを行ったいくつかの大阪府下の「つどいの広場」の中では比較的利用者の多

いほうといえる。また、2007年の段階で、登録しているスタッフは50名を超えるが、実

働は20人ぐらいとのことである。

筆者は2006年5月からXでの調査を開始し、2007年9月まで平均月2回の割合で、ボ

ランティアとして活動しながら、参与観察とビデオカメラ等の撮影機材による調査を継続し

てきた。ビデオカメラによる撮影は、調査目的と内容を明らかにした上で、Xの代表以下ス

タッフから許可を得た。個々の撮影に当たっても、画面に映りうるすべての利用者に研究の

内容、撮影の目的等を説明した上で許可を求め、承認された場合にのみ収録を行った。現在

までに収録した会話データは合計35時間ほどである。また、次節から示されるデータの人

名はすべて仮名である。では、次節から分析に取り掛かるとしよう。

〆司
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3．子育ての悩みの分かち合い

大日向雅美は自著の中で、自ら施設長をつとめる子育てひろばの利用者の声として次のよ

うな語りを紹介している｡「ここで出会ったお母さんも同じ思いをしていることを知って、と

ても励まされました。夜中にこの子が泣き止んでくれないときは、私だけじゃない、今頃あ

のお母さんもきっと同じように起きて、赤ちやんとつきあっているはずだからと思うと、救

われます｣(大日向2005:100)。

母親が同じ境遇にある母親に出会って、悩みを打ち明け合い、励まし合うこと。こうし

た「悩みごとの分かち合い」は、「つどいの広場」の制度的な目標とされると同時に、ビア

カウンセリング的な特徴をもつものとして研究者によってもしばしば言及されてきた（田辺

2007:140-141)。そこで本稿もやはり、この「悩みごとの分かち合い」がいかにして築き

上げられていくのかを分析の手始めとしたい｡｢悩みごとの分かち合い」はまた、以下の節で

議論する様々なふるまいに先立って現れることが多い現象でもあるからである（データのト

ランスクリプション記号の表記については、本稿末尾を参照)。

［データl歯磨き①］

（(石本、若林、松木という3人の母親と藤村というスタッフが話をしている。母親たちは、

それぞれ子どもを傍に置いて話をしている。石本の息子［カズシ］と若林の息子［シンイチ］

は、どちらも1歳半くらい。松木の娘［サクラ］は現在2歳くらいである。このデータの

直前で、若林がシンイチを夕タミに寝かせ、シンイチの口を大きく開ける。他の3人がシ

ンイチの口を覗き込み、彼の歯が生えてきたことが話題になる)）

01石本：嫌がることない？（(若林のほうを向いて))

02（0.3）歯磨きって・

IO3若林;(.)((鋭く石本のほうに振り返って))嫌がるよ:：

04石本：ねえ

IO5若林：こんなもう羽交い絞めにして((とその仕草をしながら))

IO6[やってるう::ん

07石本：［そうやんね:：

08藤村：［う::ん．

09松木：［う::ん（(音調が徐々に上がっていく））

((13行省略。メグミ［藤村の娘］が藤村におやつを求め、2人して別の部屋に立ち去る))

23(1.0)

ll24石本：いつつも股に挟んでさこのままの状態で((カズシで実演する))

25若林：あ::め::つちや嫌がらへん？

II26石本：すつどい嫌がる［ぜんぜん磨かへん

27松木：［あ:：
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II28石本：もうぐ::::ってやるんじゃんか:：もう口つぶってさあ

III29松木：うちは((中空を見上げる))(0.6)

III30もうちょっと大きいときかなあ((座りなおす))

31石本:!うんﾞ

（(以下では、松木がサクラの歯磨きについて話していく））

上のデータでは、母親どうしの悩みごとの分かち合いがきわめて明瞭に現れている。つま

り、若林、石本、そして松木という3人の母親たちが、子どもの歯磨きが難しいという悩

みごとを分かち合っている様子がうかがえる。では、それはどのように生成されていったの

か。

その端緒となるのは、1行目と2行目における石本の「嫌がることない？」、「歯磨きって」

という質問であろう。ここで注目したいのは、この石本の質問が、シンイチの歯磨きという

彼の母親である若林しか知りえない情報をもつだろうことがらへの質問となっていることで

ある。このタイプの質問は、単純に相手から「はい／いいえ」を求めるものではなく、その

ことがらについて知っていることを話してほしいという、「話題の提供｣(topic-proffering)に

なっていることが多い(Schegloff2007:169-180)。現に石本の質問に対して若林は、肯定的

回答を与えた後（3行目)、歯磨きをさせるのがいかに大変かという話へと移ってゆく（5．

6行目)。他方で石本は「ねえ｣(4行目)、「そうやんね｣(7行目）と合いの手を挟み、若林が

話を続けることを促している。

こうして若林の歯磨きについての愚痴が続きそうに見えるところで、メグミが藤村に話し

かけてやりとりは長い中断を迎える(10～22行目)。メグミの闇入によって、この歯磨き

の悩みごとの話は有耶無耶のうちに終わりかけたかに見える。ところがメグミと藤村が立ち

去ると、石本は再度歯磨きの話を導入している。すなわち、「いつつも股に挟んでさこのま

まの状態で」以下で続く石本自身の悩み語りがそれである（24．26．28行目)。

ここで押さえておくべきは、この石本の愚痴が、若林の愚痴に対して「第二の物語」を構

成しているという点である。というのも、相手の経験談に対して自分の類似した体験を報告

すること（第二の物語を語ること）は、自分と相手が同じ経験をもつことを「立証」するも

のとなるからである（串田2001:217-219,Pudlinski2005:280-282)。たとえば、石本が「さ

っきの若林さんの話はよく分かります」と述べるのと比べてみると、第二の物語が悩みの分

かち合いを強力に可視化することがよく理解できる。｢分かります」と述べるだけでは、まっ

たく類似した経験をもたない場合でも、掛けることのできる「なぐさめ」と捉えられかねな

いからである。このように、石本が悩みごとの第二の物語を語ることによって、子どもの歯

磨きで悩む母親どうしという共通のメンバーシップが、石本一若林の間に築かれていく。

加えて、この石本の悩みごとに対して、25行目で若林が「あ－めっちや嫌がらへん」と

質問していることも注目に値しよう。若林は既に息子の歯磨きが上手くできないことを明ら

かにしているので、この質問が若林自身の経験に照らした上での推測として差し出されてい

ることが、石本にも分析可能である。したがって、この若林の質問と「すつどい嫌がるぜん

ぜん磨かへん」という石本の回答（26行目）は、2人が息子たちの歯磨きで苦労している
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ことを、いっそう顕在化するものとなっている。このように石本と若林は、子どもの歯磨き

をめく．る経験を織り合わせ、より強固な悩みごとの分かち合いを作り上げてゆくのである。

けれども、このやりとりは若林と石本2人の悩みの分かち合いに留まらない。29行目以

下で、こんどは松木が自分の子どもの歯磨きについての経験談を話していくのである。彼女

の愚痴は当然、若林と石本の経験談を受けて、自分の「子どもの歯磨きで困った人」という

メンバーシップを立証し、若林と石本の仲間に立候補することを意味している。松木が「う

ちは｣(29行目）と述べた後のやや長い沈黙（0.6秒）で石本や若林が口を挟んでいないこと、

松木が話し始めると石本が「うん」と相槌を打っている(31行目）ことからも分かるように、

石本と若林はこの松木の悩み語りを承認している。こうして、子どもの歯磨きをめくる悩み

の分かち合いは、石本、若林、松木の3人へと拡張されていくのである。

4．「先輩ママ」の「自分の場合」的提案

「つどいの広場」の制度的目標のひとつは、親どうしが話し合う中で、子育て中の悩みご

とを解決する契機がもたらされることにあるとされる。ところで、このような「問題解決

の糸口」が提供される場所のひとつは、3節で見た悩みごとの分かち合いが生じた後である。

それは、悩みごとの分かち合いが築かれた場合、ある悩みごとについて「自分の場合」を語

ることが、他のメンバーにとって提案となるという興味深い形を取る。本稿では、このよう

な発話を「自分の場合」的提案と呼ぶことにしたい。実は、先に見たデータlの続きでは、

松木がやはりこのタイプの提案を、石本と若林に対して行っているように見える。

[データ2歯磨き②］

（(データlの続き)）

29松木：うちは（(中空を見上げる)）（0.6）

30もうちょっと大きいときかなあ（(座り直す)）

31石本：うん

32松木：わたしの歯を磨かせながら↑:：

33若林：ああ:::：（(小刻みに肯く））（0.5）

→34松木：かなりね::〉ちょっとく痛手やねhんh[けhどh::h

35石 本： ［う はははは

36［はは

→37松木：［おえってなったり［するけ］［どh::h][ほほほ

38若林：［おえつ］［おえって］［

39石本：［ふ ふふ

40松木：（0.2）〉なんかくそれでもなんかも（0.5）

41若林：べろ::ん((カズシと遊んでいたシンイチを抱き上げる))

松木の発話が「自分の場合」的提案となっていることについて、次の3つの点が指摘で
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きる。1つ目は、前2人の歯磨きの方法の報告が、子どもが「嫌がる」ことの報告を伴って

いたのに対して、松木の報告にはそうした影が見られない点である。1番目に報告した若林

は、石本の質問に「嫌がるよ－」と答えた後、「羽交い絞めにして」とシンイチがいかに嫌

がっているのかを描出していた（3．5．6行目)。2番目に報告した石本も、「いつつも股に

挟んでさこのままの状態で｣(24行目）と歯磨きの仕方を述べた後､若林の質問を受けて「す

つどい嫌がるぜんぜん磨かへん」とカズシが嫌がる様子をはっきりと述べている（26行目)。

そして、さらにその描写を細やかにしていく（28行目)。

これら若林・石本の愚痴とは対照的に、「自分の歯を磨かせながら」という松木の方法の

報告においては、語られた方法が松木自身にとって苦痛を強いるものだという記述はあって

も（34．37行目)、娘のサクラが嫌がるという描写は見られない。つまり、この松木の語

りは、若林と石本の報告同様に子どもの歯磨き方法についての語りではあっても、前2者

のようにトラブルを報告するものとはなっていないのである。松木は2人のトラブル報告

の後で自分の報告をすることで、子どもの歯磨きをめぐる「上手くいっている母親／上手く

いかない母親」というメンバーシップ上の差異を松木／若林・石本の間に投射している。こ

のことは、若林と石本が、松木の報告を自分たちへの提案として聞くことを可能にする発話

上の手がかりとなる。

2つ目は、若林と石本に対して松木が「先輩ママ」として振舞っているという点に求める

ことができよう。このことは、30行目から分析可能である｡「もうちょっと大きいときかな

あ」という松木の発話は、もちろん件の歯磨き方法を用いたときのサクラの年齢が、カズ

シやシンイチよりも上だったことを示している。けれどもこの発話はそれだけでなく、松木

がこの方法を取ったのが既に過去のこととなっていることを表示している。現在進行形の出

来事に対して、「もうちょっと大きいときかな」と年齢を同定するのは不自然だろう。また

｢かな」という推測の表現や直前で松木が中空を見上げる目線となることからも、彼女が過

去の出来事を想起しようとしていることは、私たちにも、そして若林と石本にも理解できる

ものとなっていよう。したがって、ここでは、1つ目で指摘したメンバーシップ上の境界線

に重なる形で、「既に歯磨きというトラブルを経験し、クリアした者／現在そのトラブルに

悩まされている者」というメンバーシップ上の差異が成立しているはずである（中村・樫田

2004:89-93)。つまり、松木の発話は既に歯磨きの問題を経験してクリアした先輩ママの

経験談として、若林と石本に聞かれうるのであるい'。

3つ目は、34行目からはじまる松木自身による歯磨き方法の欠点指摘である。ここで松

木は「かなりね、ちょっと痛手やねんけど－、おえってなったりするけど－｣(34．37行

目）と、先に述べた歯磨き方法について自分からその欠点を打ち明けていく。興味深いの

は、この自己申告が、松木の述べた歯磨きの方法に伴っている問題点の指摘への先手封じ

(complaintpreemption)となっていることである(Schegloff2006)。

つまり、この松木の発話は、たとえば「それって、自分の口が痛いんじゃない？」といっ

た若林や石本から提出されうる指摘を、先回りして自分から口に出したものなのである。こ

れに類する指摘や疑念を若林たちが差し挟むのは、どういった場合かというと、それは松木

が自分の方法を「上手くいく方法」として語っているものと、彼女たちが理解している場合
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のはずである。したがって松木が、この自己申告を行うとき、若林や石本が自分の方法の語

りを上手な歯磨き法の提案として聞いていると理解したことを示しているのである(4)。

以上で見たように、悩みごとについて共通した経験が存在することが明らかになると、そ

のメンバーの誰かが語ることは、他のメンバーにとってひとつの提案や助言として差し出さ

れ、あるいは聞かれる場合がある。そのとき母親たちはお互いの育児経験上の差異から「先

輩ママ」や「後輩ママ」といったカテゴリー化を行っていることも多い。大切なのは、分析

から明らかとなったように、この作業が母親どうしのやりとりから顕在化していくものだと

いう点である。つまり、先輩／後輩という関係が標準化されたペアのカテゴリーは、前もっ

て規定されているのではなく、悩みごとの会話の中で表面化し、引き受けられていくものと

考えられるのである。

5．見通しの提示

前節では、特定のトラブルや悩みごとにかんして、先輩ママが自分の場合を述べることが

後輩ママにとって提案や助言となっているやりとりを検討した。これらの助言は、聞き手が

自分で実行できるような方法や行動を教示している。「自分の場合」的提案とよく似たケース

として、先輩ママが、子どもの発達等について自分の子どもの場合を語るということもよく

ある。たとえば、夜泣きが収まる時期や、人見知りが始まる時期、しゃべるようになる時期

等について、先輩ママが自分の子どもの場合について語ることである。後輩ママは自分の子

どもを、その発達において先輩ママの子どもと同一直線上に位置づけることで、先輩ママの

語りをひとつの「見通し」ないし「見立て」と聞くことが可能となる。以下で、2つの例を

分析するとしよう。

[データ3夜起きる］

（(後藤金田、中西、安藤の4人の母親が話をしている。後藤の子どもは、金田の子どもよりも少

し大きい)）

01金田：ほんで夜は::(0.8)あれやねん(0.6)

02起きるねんまだ:：（0.3）3．4時間．＝

→03後藤：＝あうちもや↑で(0.8)10ヶ月やのにもう

04（0.8）（(金田の口元が「あそう」と動く））

→05後藤：↑たま::にな朝まで寝てるけど:：

06金田：うん

→07後藤：（0.4）いつもは4時間く≠らいごとに（0.6）おなか空くから

→08金田：まあまじでじゃあまだまだ続くんやな

09後藤：そうほんで:：

（(以下、後藤が娘にミルクの代わりに白湯で誤魔化そうとして泣かれた、という話が続く））

このやりとりの前で、後藤は金田に娘が昼寝をするかどうかを質問している。金田は「昼

〆〆
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寝てない」と答えた上で、夜も3．4時間起きることが続いているという愚痴へと移ってい

<(1･2行目)。興味深いことに、この金田の愚痴が始まるやいなや、「あうちもやで」と

後藤が共通経験の存在を表明している（3行目)。相手の経験報告に対して、これほど早い

位置で共通した経験があることを想起できるということは、自分が同じような経験をもつこ

とを強く表示し（串田2006:234-235)、したがって自分が話し手となることを提案するも

のとなる。そして現に彼女は、自分の愚痴を語り始める（3．5．7行目)。

後藤の愚痴に対して、金田は「まあまじでじゃあまだまだ続くんやな」と自分の理解を表

示している（8行目)。この発話は、後藤の子どもについての悩みを、金田が自分に引き付

けて聞いていることを示している。それは、「まだまだ続くんやな」という部分に端的に示

されている。自分の子よりも大きい後藤の子が、夜起きるということは、自分の子どもが後

藤の子くらいになっても、夜起きるという悩みは去ることがないだろう。この金田の言葉は、

後藤の子どもに自分の子どもの将来を重ね合わせることで、後藤の愚痴を自分の子どものト

ラブルへの「見通し」として理解したことを示している。

このデータでは、トラブルが続くという悲観的な観測が提示され、聞き手はそれを受け入

れている。では次にこれとは対照的に、楽観的な見通しが与えられたケースを見てみよう。

［データ4泣き止まない］

（(数人の母親が子どもとは少し離れた場所で、話をしている。石本の息子［カズシ］は、

別の部屋でスタッフに抱きかかえられているが、少し前から大泣きして、泣き止む様子がな

い。その泣き声が、母親たちの話しているテーブルにまで聞こえてくるところから)）

01(1.6)((スタッフが泣き止まないカズシをあやしている))

02石本：（(カズシから振り返って)）ぜんぜんあかんわもうほんとに．

03↑いつ治るんだろう

→04佐藤：（0.7）〉いやくでもパタツとなくなるん

→05［やって

06石本：［ほんっ［とhおh？もお((首を横に振る))

→07佐藤：［うん（とくに）パタッていつの間にやろうっていう感じ:：

→08石本：今はね::あれと↑:：

→09（0.3）↑夜::泣くのがね［:：

10佐藤:((石本を指差し))[あっ寝られへんときやんな[::

ll石本:[3::んもう

12ぜんぜんね::〉あの子く生まれて：から今まで:：？

l3村山：うん

14石本：朝までずっと［寝たことないんだわ][::

l5佐藤;[↑ほええ::::::][::::((首を横に振りつつ))

カズシの泣き声は、テーブルについたすべての母親たちの耳に届いている。石本は、この

ことをきっかけとしてカズシについて愚痴をこぼしている（2．3行目)｡｢ぜんぜんあかんわ

67



子ども社会研究14号

もうほんとに。いつ治るんだろう」という愚痴は、「ぜんぜん」や「ほんとう」といった誇

張表現でトラブルを深刻なものとして記述すると同時に、「いつ治るんだろう」という質問

形式で形作られることで、居合わせた母親たちからの助言を引き出しやすい発話の組み立て

になっている。

このような質問的な愚痴に対し反応を示したのは、石本とほぼ同じくらいの年齢の子ども

をもつ佐藤である（4．5行目)。佐藤の子が石本の子ほどひどく泣かないことは、石本をふ

くめた参与者たちが以前から知るところとなっている。したがって、佐藤の発話「いやでも

パタッとなくなるんやって」は、石本のアドヴァイスを誘発する愚痴を受けて、自分の子ど

もを念頭にした楽観的な見通しとして、石本を含めた参与者に聞こえているはずである。示

された見通しの中の、「パタッていつの間にやろうっていう感じ－｣(7行目）という部分は、

佐藤の希望的な観測が自分の経験にもとづいていることを明確に示している。

このように先輩ママは、後輩ママに対して自分の経験に裏づけられた見通しを提示し、ま

た後輩ママは先輩ママの経験談を積極的に自分への見通しとして聞くことが可能である。興

味深いのは、佐藤の見通しが楽観的なものであるにもかかわらず、石本が受け入れることを

拒んでいるように見える点である(6行目)。逆に、データ4で金田は、悲観的な見通しを甘

受しているように見える（8行目)。この逆説は、どうして生じたのだろうか。以下で、こ

の点を解きほぐしたい。

6．提案・見通しの却下

データ4の議論を敷術するところからはじめよう。先に見たように石本は、佐藤の発話

の完了を待たずに、疑義を表明し（6行目)、佐藤が見立てを述べ終わるやいなや（7行目)、

石本は「今はね－あれと－」と夜泣きについての愚痴へと話を進めている（8行目)。つま

り佐藤の見通しは、明示的な受諾も拒絶も示されることなく、会話の流れから消し去られて

いる。石本は、佐藤の観測に対して反応するチャンスを自ら放棄しているのである。それは

どうしてだろうか。

佐藤の楽観的見通しが述べられた発話連鎖上の位置に注目したい。石本が愚痴を切り出し

た2行目から3行目にかけて、彼女は感情を吐露してはいるが、具体的な愚痴の中身へと

はまだ足を踏み入れていない。ところが、佐藤は楽観的見通しを示すことで、早くもここで

愚痴を切り上げようとする。この観測を受け入れることは、石本にとっては愚痴を言い募る

ことができなくなってしまうことを意味している。つまり、石本が佐藤の見通しへの反応を

避けたのは、繰り言を続ける役得を確保するためだったと記述できよう(JeffersonandLee

1992:531,533-534)。実際6行目で石本は「ほんっとお」の後に「もお」と発話しているが、

これはさらに言いたいことがあることを示し、8行目からの発話で石本は、夜泣きへと愚痴

をこぼし始める。

データ4と違って、見通しが受諾されているデータ3でも、この受諾はデータ4におけ

る拒絶と、ある意味では同じようなことをしている。データ3では、2行目まで金田が自分

の悩みごとを語っている。けれども後藤がその上をいく悩みごとを語り始めて、金田は話
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題上の主役(speakerontopic)の地位を奪われる格好になっている（串田2006:235-237,3

～7行目)。金田の8行目の発話は、こうした連鎖環境のもとで差し出されている。つまり

金田は、後藤の愚痴を自分に対してなされた見通しとして聞き、承諾することで話を片付け

てしまい、話題上の主役の地位を取り戻そうとする仕事を行っているといえる(51．

両データで後輩ママたちは、見通しに対して拒絶と受諾というまったく逆の反応を示して

いる。ところが、見通しと反応が現れる発話連鎖の環境に注目した場合、そのどちらでも愚

痴を継続することへと結びついた作業となっている。これらのケースが示すように、見通し

とその受諾／拒絶は、愚痴を続けるという作業を行う上で有利なものが選ばれているのであ

って、受諾や拒絶を発話連鎖の環境から切り離して、額面どおりに受け取ることはできない

といえる。では、見通しではなく提案が差し出された場合に同じことがいえるだろうか。デ

一夕2の続きを検討しよう。

[データ5歯磨き③］

→42松木：しまいには歯ブラシを見た途端に:：

43石本：うんうん

→44松木：もう泣いて逃げるように［なったから:：

45 若林：［〉ああああうんく

46石本：へ［え:：

→47松木：［あもう（.）これはちょっともう悪くなり‐

→48（0.6）嫌いになりすぎた［なあと思って::，

4 9 石 本：［〉ああうんうんうんく

50松木：（0.4）な::んとかしようと思って::，

51何か気を逸らしながら：と思って,(0.3)

52石本：［動へえ::::‘』

53松木：［あたしのを磨かせながら::，こ::一緒に（(歯磨きの仕草)）

54（0.6）［磨いて．

55石本：［ほおんと:：

56松木：ざ::::つと

57石本：へ［え:::：

→58松木：［うん〉だからくそんなしっかりごしごしはできないけど

59石本：〉うんうん［うんうんく

6 O 若 林 ：［うんうん

→61松木:[もう習慣と思っ［て::,((鼻をすする))

62石本：［へえ:::：（0.8）そうなんだ:：

42行目から松木は、サクラの歯磨き嫌いの様子を描写し、自分の方法を正当化しようと

している。松木の語りに対して石本と若林は、「うん｣(43．45．49．59．60行目)、「へ－」

(46．52．57．62行目）などのトークン（特定の反応を示す短い言葉）を用いて反応して
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いる。そして62行目では石本が、「そうなんだ－」と述べることで、長い沈黙（0.8秒）で

松木の語りの完了と理解したことを示している。このように石本と若林は、松木の物語りに

対して聞き手としての立場を守っている。

では、提案としてはどうかというと、これが一筋縄ではいかない｡「うん」と「へ－」という、

石本と若林の反応がこれを理解する鍵となる。まず「うん」というトークンだが、J.ヘリ

ティジとS.セフィが助言連鎖の研究で明らかにしたように、mmhmやyehといったトー

クンは、性々 にして助言の拒絶を予兆している(HeritageandSe61992:395-402)。したがって、

これに近い役割を担う日本語の「うん」もやはり提案を拒むふくみを有しているように見え

る。

ところが「へ－」の役割に注目すると、彼女たちの反応の別の側面が浮かび上がる。ヘリ

ティジらが指摘するように、助言が承認されるときは、ohrightのohのように新規情報が

得られたことを示すトークンが付け足されることが多いが(Heritagel984,HeritageandSen

l992:389-395)、「ヘー」というトークンも、やはり何か新しい情報がもたらされたことを示

すトークンのように見えるからである(6)。

一方で助言の拒絶を匂わせながら、他方では新規情報として聞く姿勢を示す。石本の反応

は、一見矛盾した行為とも映る。しかし、そこには筋の通った説明があるはずである。ここ

で想起すべきは、諺のような一般的な励ましの言葉が、助言として聞いても情報として聞い

てもよい発話のデザインになっているというパドリンスキーの指摘である(Pudlinski2002:

492-495)。松木の発話もまた、これと同じ二面性をもつがゆえ、石本の複雑な反応を可能に

しているのではないだろうか。つまり、松木は提案をあくまでも自分の場合として差し出し

ているので、石本は提案としては拒絶しつつも、松木の個人的な体験談としては新規情報と

して受け取ることが可能になっているということである。言い換えると、自分の場合的提案

は、自分には当てはまらない体験談としての余地を残すことによって、聞き手が明確に受諾

／拒絶を示す必要のない組み立てとなっているのである。

データ3とデータ4の例が示すように、見通しへの反応は、それが置かれた連鎖上の配

置をも分析にふくめると、単純に承認／拒絶ということ以上の作業を行っていることに気づ

かされる。その場合にはとりわけ、言い足りない愚痴を続けるという仕事が行われることが

多いように思われる（戸江2007:49-52)。このことは、見通しのみならず提案にも当ては

まることが予想される。

またデータ5からは、自分の場合的な提案がもつ発話の形状の特殊性ゆえに、聞き手が

明確な拒否を避けることができることが明らかとなった。つまり、明確な拒絶を行うことに

伴う、関係悪化の危険性を回避することが可能となっているのである(71．

次節では、ここまでの分析を1節で示した母親どうしの関係性という問題と絡めて討論し、

ひとまずの結論を引き出したい。

7．討論

討論に先立って本稿の分析を手短に確認しておこう。｢つどいの広場」に訪れた母親どうし
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は、会話を通じてお互いの悩みごとが同じであることに気付き、悩みの分かち合いが生じる

ことがある（3節)。そしてそのとき、母親の誰かが自分の経験について話すことは、他の

母親たちにとって提案や見通しを述べたものとして受け取られる場合がある。また、自分の

場合的な提案はしばしば、語り手と聞き手が子育て上の先輩／後輩という役割に指向して行

われている（4節・5節)。

これら3節から5節で見てきたやりとりは、「つどいの広場」に訪れた母親どうしが悩み

ごとを語らって、「息抜き」をし、先輩ママから経験に裏付けられた助言を得ている様子を

描出している。そしてくり返し言及してきたように、「うち解けた雰囲気の中で語り合うこ

とで、精神的な安心感をもたらし、問題解決への糸口となる機会を提供する」という、「つ

どいの広場」の制度的な目標が実現された、ひとつの形であると取ることもできる。

しかし6節での分析を踏まえると、もう一歩議論を進めることができよう。データ3．4

の分析が明らかにしたように、母親たちは、しばしば悩みごとを語り続けるために、見通し

への承諾や拒絶を差し出すことがある。他方、愚痴を語る側ではなく助言や見通しを述べる

側の場合に注目しても、助言や見通しは自分の場合というソフトな形で差し出され、純然た

る情報として聞く余地も残している。こうした提案の発話上のデザインは、相手を明白な拒

絶を示す必要性から解放している（データ5)。したがって、先輩ママの助言のすべてを問

題解決への指向性を有するものと見ることはできないし、また聞き手がそうした提案を望ん

でいると見なすこともできないといえる。

だからといって、見てきた現象を、そして「つどいの広場」の活動を悲観的に描き出した

いのではない。ここで主張したいことは、むしろ逆である。専門的なアドヴァイスは時とし

て、親たちにとって抗い難い性格を帯びる。これに対して、同じ母親仲間からの提案は、じ

つに「気軽に」聞き流すことができるものとなっている。もちろん、彼女たちが専門的なア

ドヴァイスを求めることもあるだろう。しかし、気の利いたアドヴァイスや励ましを聞き流

してまで愚痴を続けること裡に、彼女たちが少なくともこの場面においては、育児上の悩み

ごとについて「根本的な」解決を求めてはいないし、期待してもいないという指向性を見て

取ることができよう(H)。

このことは、「つどいの広場」において運営側が母親どうしの接触を仲介することの意義

を示唆している。訪れるタイミングや親しさ、子どもの年齢の違い等から、話の輪に入るこ

とのできない母親が生じることは、まま見受けられることである。このことは、「つどいの

広場」にとって問題と捉えられ、対策が講じられているが、それはまた多くの母親が悩みご

とを話しあう仲間を作る上でも、大きな意味を有していよう'り1．

本稿が見てきたような触れ合いを求めて、母親たちが「つどいの広場」を訪れるというこ

とは翻って、子育ての悩みごとを打ち明け合い、分かち合うことが、日々を「だましだまし」

乗り切る上で、いかに大きな「支え」となっているかを如実に物語っている。息抜きとして

のコミュニケーションがとれる「どうし」を見つけることのできる場所。畢寛、「つどいの

広場」が担っている役割は、ひとつにはここに求めることができるのではないだろうか。
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注
川 圧倒的多くの「つどいの広場」利用者が女性であることから、本稿では母親を親という言葉と互換

的に用いているが、もちろん議論は男性つまり父親を排除するものではない。

エスノメソドロジーの源流はH.ガーフィンケル(1967)に､会話分析の源流はH､サックス(1992)

に求められる。

注意が必要なのは、この意味で「先輩ママ」として振舞うのに、何も子どもの年齢が上である必要

はないということである。ここで問題となるのは、子どもがある子育て上のトラブルイベント（こ

こでは歯磨き）を先に経験しているかどうかである。したがって、先にイベントを通過した母親で

あれば、たとえ同年齢の子どもをもつ母親に対してであっても、先輩ママとして「自分の場合」的

提案を行うことは可能である。

松木の欠点指摘は、直前の「ああ－」という若林の反応と、0．5秒の沈黙（33行目）を、提案への

不満を含意するものと聞くことで引き起こされた疑いが強い。

もっとも後藤は、この金田の受諾を「そう」と素早く承認することで話し手としての立場を保全し、

オチまで愚痴を続けている（9行目以下)。しかし後藤の話が終わると、金田は話を自分の子ども

の睡眠リズムに戻している。

｢あつ」やohは単独で差し出されることは少なく、ほとんどの場合にニュースを受け取ったこと

の表示や評価を伴う(Hentagel984:324-335)。それに対し､石本の「へ－」は何も付け足されず、

松木も「へ－」の後で評価等を待っている様子は見えない。結局、「へ－」は相手の語りを新規情

報としてマークしつつも、「うん」と同じく継続の奨励(continuer)としての役割も担っていると

いえよう。

この提案や見通しのデザインは､母親たちが「ほどほどの」距離を維持することを可能にしている。

｢つどいの広場」に問題解決の意義が弱いと主張したいのではない。もちろん、問題解決へとつな

がる提案や見通しも「つどいの広場」で数多くなされていよう。問題解決に向けた活動を「つどい

の広場」自体が促す例として、「親学習」活動（田辺2007:142-143)や、スタッフを司会者とす

るピアグループカウンセリングなど、様々なこころみが見られる。

たとえば、スタッフによる母親のグループ化や、孤立した母親へのスタッフの積極的な話しかけと

いった方策が見受けられる。この点については､保育学の立場からのフィールド研究も存在する(松

永2005)。

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

ｊ
ｊ
７
８
１
１

(9)

トランスクリプション記号の表記（表記法は、基本的に田中（2004）に準拠した。ただしデー

タでは紙幅の制約上、沈黙と発話を同じ行にまとめるなど、理想的には複数の行にまたがるべきも

のを圧縮して表記している部分もある）

語尾が下がっている

語尾が平らである

語尾が上がっている

直後で音調が際立って上昇している

記号内の発話が比較的はやい

発話が途切れている

上下行の発話が繋がっている

比較的小さな声である

比較的大きな声である

上下行の発話の開始・終了が同時

く

ワ
．
傘
Ｉ
ン

１

｜
｜
蓉
雲
に
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語尾が延ばされている

記号内の発話が聞き取りにくい

0.1秒単位で計測した沈黙の長さ

0.2秒未満の短い沈黙

笑いながらの発話

分析者による注記
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付記 撮影を快く許可してくださった

深くお礼申し上げます。

｢つどいの広場」Xの利用者の方々、スタッフのみなさまに、
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