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「Paste（ぱすて）」とは？
ぱっと分かって、すっと頭に入る、テーマ別調べ方ガイドです。みなさんの学習をサポ
ートする、総合図書館ラーニング・サポーター（LS）による作成です。レポート作成の際
などにお役立てください
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１．イントロダクション
１－１． 「会話分析」とは？
会話分析とは、語用論の一分野であり、会話の音声や身振り・表情などの視覚情報を文字に起こし分
析することで、人々がどのような行為を通して会話を成立させているのかを解明する研究方法です。イ
ンタビューなどの他の研究手法と比べ、会話分析は、日常の社会的行為を厳密に記述、組織化するこ
とが可能になる利点があります。研究対象は多岐にわたり、友人同士、英語教師と生徒たち、医者と患
者など様々な状況における会話が分析されます。似た分野・研究方法に談話（ディスコース）分析があり
ます。
関連分野：社会学、コミュニケーション学、言語社会学、社会言語学、語用論、社会心理学、談話（ディ
スコース）分析、日本語教育学、身体学、ロボット工学など。

１－２． 学習するにあたってのポイント
まず、入門書を読んで、「会話の順番取り」、「隣接ペア」、「修復連鎖」などの基礎的な概念を頭に入れ
ておきましょう。次に、発展的な概念や分析手法を学ぶために専門書にチャレンジしてみましょう。最終
的に、実際に会話データを録り、それを自分で分析してみることをおすすめします。例えば、テレビ番組
のトークや、友達や家族の会話を録音して、学んだ概念を取り入れて分析すれば、分析能力が徐々に
身につきます。もちろん、データを収集する際は、事前に協力者から許可をもらっておきましょう。

１－３． 一般向けに書かれた資料・読み物
会話分析・ディスコース分析 : ことばの織りなす世界を読み解く / 鈴木聡志著
会話分析という研究分野の歴史や分析の手法を分かりやすく紹介しています。また、会話分析とデ
ィスコース分析の違いなどについても詳しく述べています。気軽に事例に触れられ、会話分析研究
全般の流れを把握できます。
【書誌 ID=2004047817】 総合図-A 棟 3/4 階 学習用図書 361.3/SUZ

２．学習用資料
会話分析の文献には英文のものが多いですが、ここでは日本語の文献や和訳書をメインに紹介していきま
す。英語力に自信のある人は、原文で読むのをおすすめします！

２－１． 事典・ハンドブック 類
語用論キーターム事典 / Nicholas Allott 著 ; 岡田聡宏 [ほか] 訳
語用論の分野全般をカバーした事典ですが、会話分析の基礎概念についての説明が分かりやすく、
他分野とのつながりも把握できます。
【書誌 ID=2004331682】 総合図-A 棟 3/4 階 学習用図書 801/ALL

The handbook of conversation analysis / edited by Jack Sidnell and Tanya Stivers
会話分析の最も基礎的で重要な概念を一つずつ解説しており、事例も詳細。また、会話分析と社会
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学、人類学、心理学の関連についても述べており、言語学以外の分野で会話分析の研究手法を活
用したい人にもおすすめします。
【書誌 ID=2004255073】外国図-2 階開架 801.03/506

２－２． 最初に読むべき資料： 教科書・古典
会話分析への招待 / 好井裕明, 山田富秋, 西阪仰編
会話分析の基礎的な分析方法を紹介し、実際の分析事例を幅広く紹介しています。日常会話の他、
テレビのニュース報道や保健室での問診、119 番通報などの「制度的状況」の会話分析も取り上げ
ています。
【書誌 ID=2003317957】 総合図-A 棟 3/4 階 学習用図書 361.3/YOS

会話分析の基礎 = Basics of conversation analysis / 高木智世, 細田由利, 森田笑著
授業の教科書として選ばれるほど、会話分析に欠かせない概念が網羅的にカバーされています。
「順番交代組織」、「連鎖組織」、「優先組織」、「修復連鎖」などの基礎的な概念についての説明が
充実しています。
【書誌 ID=2004412231】 総合図-A 棟 3/4 階 学習用図書 801.03/TAK

会話分析基本論集 : 順番交替と修復の組織 / H.サックス, E.A.シェグロフ, G.ジェファソン
[著] ; 西阪仰訳
会話分析の学問の基礎となる最も重要な 2 編の論文が収録されています。一つ目の論文は会話の
「順番交代」について、二つ目は「修復」の概念やパターンについて書かれたものです。この二つの
概念をマスターすれば、実際の分析がやりやすくなります。
【書誌 ID=2004187470】総合図-A 棟 3/4 階 学習用図書 361.16/SAC

２－３． 最新情報が確認できる資料： 主要雑誌・年鑑・Web ページ
日本語学 / 明治書院 [編]
日本語学の研究を幅広くカバーしている雑誌。特に 2017 年 4 月に刊行した 36 巻 4 号の特集「イン
ターアクションの科学」では、順番交代、反復、修復や会話の中の笑いなどについての論文が掲載
されています。情報収集のために、『日本語学』は定期的に確認しておくと良いです。
【ISSN=02880822】【書誌 ID=3001076715】 総合図

語用論研究
語用論に関する文献が掲載されている雑誌。刊行から 2 年経過した号は日本語用論学会の Web ペ
ージで無料公開されています。近年は会話分析についての研究がたくさん掲載されています。
【ISSN=13457365】【書誌 ID=OJ00078720】 電子ジャーナル

Applied linguistics
会話分析を含む応用言語学に関する英文の文献が多く載っている雑誌。ジャーナルの Web サイト
では、キーワード検索で雑誌に載っている論文を探すこともできます。
【ISSN=1477450X】【書誌 ID=OJ00053297】 電子ジャーナル
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２－４． その他専門書・学術論文等で注目すべきもの
日本語教育と会話分析 / 堀口純子著
日本語教育で会話分析を応用する方法を知りたい人におすすめ。日本語の教科書に載せられた会
話例の不自然さを問題視している著者が、自然会話の特徴を紹介しています。また、上級日本語学
習者の言語行動についても詳しく分析しています。日本語教師を目指す人に是非読んでいただきた
い一冊です。
【書誌 ID=2003241437】外国図書庫 810.7/210

Don H. Zimmerman. "Identity, Context and Interaction". Identities in Talk (Charles Antaki,
Sue Widdicombe, eds.),1998, pp. 87–106.
アイデンティティに関する論文集の一篇。会話における「談話的アイデンティティ」、「状況的アイデン
ティティ」、「運搬可能なアイデンティティ」という 3 つのアイデンティティの概念について詳しく述べて
います。会話分析を通して、相互行為の中でアイデンティティがどのように構築されていくか、またど
のように変化するかについて考えたい人におすすめの論文です。
【書誌 ID=2003707763】 総合図-A 棟 3/4 階 学習用図書 801.04/ANT

３．レポート・論文執筆用資料
会話分析研究の資料は英語で書かれたものも多いため、調べるときは英語のキーワードでも検索してみまし
ょう。

３－１． 有用な検索キーワード
 主要キーワ ード： 会話分析 (conversation analysis)/順番交替・ターン交代シ ステム (turn-taking
system)/隣接ペア(adjacency pair)/修復連鎖（repair sequence）/選好による組織化・優先組織
（preference organization）
 関連キーワード：認識（epistemics）/物語（storytelling）/制度的会話（institutional interaction）/エスノ
メソドロジー（ethnomethodology）/談話分析（discourse analysis）

３－２． レポート・論文の書き方、学び方、引用・参考文献の書き方
はじめての論文 : 語用論的な視点で調査・研究する / 田中典子著
語用論の調査・研究方法について紹介している入門書です。「調査研究の計画」、「調査の実施」、
「論文の作成」という三部に分かれ、研究の発想から論文の執筆まで詳しく述べています。また、調
査を行う際の注意点、倫理の配慮についても詳しく説明しています。さらに、中間発表の形式や論
文のまとめ方なども書かれており、卒業論文の執筆の際に役に立つガイドブックです。
【書誌 ID=2004284113】 総合図-A 棟 3/4 階 学習用図書 801/TAN

本文中で紹介している図書・雑誌について
図書名・雑誌名の後ろに「書誌 ID」（１０桁の数字）の記載が
あるものは大阪大学で所蔵しています。この１０桁の数字で
大阪大学 OPAC（蔵書検索システム）が検索できます。
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