
知識に関する眺望（epistemiclandscape）を描きだすことと
その眺望に働きかけつつその中を進むこと

一一作劇1D質問に対する鰐血0返答と繰り返し返答に込められる進行性と主体性、抵抗－

ジョン・ヘリテッジ

訳：川島理恵

この論文の目的は、英語のyes／no質問に関して我々が蓄えてきた知識を考察することで

ある。質問を向けられた人が応答するとき、応答の最初の成分において、さまざまな形で

質問への「抵抗」を示すことがある。私の基本的関心は、これらの「抵抗」の諸形態につ

いて手始めの見取り図を描くことから始まった。結果、応答の始めに見られる部分に焦点

をあてることになった。シェグロフ（Schegloff1987，1996a）の考えに基づいて考察を進

めたい。彼は、発話順番が構築されたり行為が生み出されたりするプロセスにおいて、発

話順番の開始部分が重要な場所だ、という考えを示した。

私の議論の出発点として、サックス（Sacks1987）が1973年最初に論じた、会話におけ

る呼応性と隣接性への選好の話から始めよう。サックスによれば、yeS／no質問は特定の

「呼応する」応答、すなわち、質問の極性に同調する応答を引き出すべく組み立てられて

いる。そういった返答は通常、質問にすぐ隣接した位置、つまり質問の直後に生じ、そこ

には沈黙がほとんど、もしくは全く存在しない。このことはふつう実際にそうであるとと

もに、そうあることが適切なのである。会話分析では、この考えを元に、さまざまな研究

が展開されてきた。その中でも、ここで重要となるのは、レイモンド（RaymOnd2003）

のyes／no疑問文への応答に関する論文とシェグロフ（Schegloff1996b）の「自分がほのめ

かしたことを確証する行為」に関する（connrming allusions）の論文である。

返答によって立ち現れる知識の地形について、次の「マニーは来ますか？」という質問

に対して考えられるいくつかの返答を見てみたい。

（1）

Is Manny coming？マニーは来ますか？

Yes　はい

Heis　来ます

Manny’s coming　マニーは来ます

Wellhe’s supposed to be，yeS　うーん、来るはず、はい

Oh yes　そりゃあ、はい

Gene，l’m sure thatManny’scoming　ジーン、彼が来る事を私は確信しているよ

まず、ここで知識の勾配（epistemic gradient）という考えを明らかにしておきたい。質

問という行為が行われるとき、それがどんな形で行われるのであれ、質問者は自分がある

知識を持たない（あるいは、ある知識についての確信を持たない）こと、を主張していや

ことになる。このことを知識を欠く位置（K－）と呼ぼう。また同時に、相手がその知識

を持っていること（K＋）を主張している。質問という行為によって質問者と応答者のあ

現代社会学理論研究214、25（2008）

－14－



特集　知識に関する眺望を措きだすこと

いだにK－／K十という相対的地位が与えられることで、2人のあいだの知識の勾配が設

定され、それによって質問に適切に応答することが可能になるのである。

同時に、質問という行為は、質問者と応答者の関係性について主張することになるのだ。

それは、特に質問する側は、応答者に対して質問する社会的な権利を持ち、応答者はそれ

に応答する社会的な義務を負うという主張である。この社会的な権利は、近接する返答が

適切であることを確立するうえで重要な役割を担っているのかも知れない。

表1　質問に込められる基本的主張

1．質問者は答えを知らない（確信がない）（K－）

2．質問者は応答者が答えを知っていると見なしている（K＋）

3．質問者は質問する権利を有する

4．質問者は応答者に答える義務もしくは意思があると見なしている

1と2は知識の勾配を設定することに関わっている

3と4は近接応答の適切性を打ち立てることに関わっている

さらに、これらの主張は、次のことを明らかにしている。質問者が（K－からK十と変

化することで）進んで返答から情報を与えられること、また質問者はその答えを受け入れ、

すなわちそれを「信じる」べきであり、受け入れたしるしとして、受け止めたことを示す

行為（例えばOh（ああ）（Heritage1984））をするべきであるということだ。

yes／no（y／n）質問を向けられるとき、相手は、特定の事態に関する命題に賛同するかそれ

を否定することを求められる（Pomerantz1988）。このため、y／n質問は、相手が応答を組

み立てるときに準拠すべき枠組みとなる条件を設定しているのである。y／n質問は、本来

yesもしくはnoという答えに向けてデザインされるしかなく、いずれかの答えを得ること

に向けて傾斜している。だからそれは、サックスが30年以上前に論じたように、質問に呼

応した応答もしくは質問を確証する応答を優先する働きかけとなるのである。

さらに、様々な質問の形式によって、知識の勾配の傾き加減は調整される。なぜなら、

質問者と相手の間の情報量の差や、質問者がどのぐらい特定の返答に傾倒しているのかの

度合いが、質問形式に組み込まれるからである。例えば、疑問文の質問と比べて、平叙文

の形を取る質問は、質問者と相手をほぼ同じ立ち位置に置く。それによって興味深い社会

的な操作の機会が作り出されることについては、レイモンド（Raymondhrthcoming）が

最近明らかにしたばかりだ。次の3つの質問を比べてみよう。

（1）whowereyoutalkingto？誰と話してたの？

（2）wereyoutalkingtoManny？マニーと話してたの？

（3）YouweretalkingtoMannyweren，tyou？マニーと話してたでしょ？

これらの質問が設定する知識の勾配は、それぞれ次のように図示することができる。

質問（1）を見ると、返答がどのようなものになりそうかについて、質問者は何の知識

も主張していないことが分かる。その為、返答との知識の勾配は最大になる。これに対し、

質問（3）では、返答の可能な形についての主張が質問者によってなされるため、知識の

勾配はだいぶ緩やかである。
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話し手の

知識（K－）

ここで私たちはあるジレンマに行き着いてしまう。

y／n質問は、その質問を向けられた相手を、ある特定の知識に関する認識上の権限をも

っている立場にあるものとして位置づける0だが、それは、相手が認識上の権限を使うた

めの条件をなにかしら限定することによって、さらには、特定の事態を肯定または否定す

るよう相手に圧力をかけることによって、なされるのである。y／n質問は、応答者の認識

上の特権を制限する傾向を持つといってもよいかもしれない0では、y／n質問が課す制限

に対して、またそれが生み出す知識の重力場において、相手はどのように「対抗する」の
だろうか？

返答形式に関する2つの原則

発見的価値をもつ練習として、返答形式についての2つの原則を端的に示したい。

1・質問に対する応答の結束性／結びつきと依存性を最大にせよ。

2．質問との近接性を最大にせよ。

質問のあとできるだけすぐに応答行為を開始せよ（S。Cks1987）。

応答の開始を遅らせるな0（遅延は選好されないものやなんらかの問題を想起させる）

応答のまえにそれ以外の発話を入れるな。

この2つの原則は、レイモンド（Raymond200i）によって論じられた質問の形式に順

応する返答への選好性と関わっている0この論文では特に、第1の原則について詳しく論
じていきたい。

隣接性の最大化

レイモンドによる研究は、y／n質問への返答は、yeSもしくはnoという言葉を適切な形で

含まなければならず、質問者は、そういった返答を可能にするために質問をデザインする
こと、を示した。

次の例（2）はこの原則をよく表している0これは、地域の看護師が新しい子供を出産し

た母親に向けて、質問リストにある質問を順に発している場面である。看護師は、まず父

親が働いているかを尋ね、塗装業をしていることを知ると、次に「十分な仕事があるか」

と聞いた0この質問に対して、母親は質問形式に順応した形ではない、詳しい説明を含ん
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だ返答を述べる。それによって、看護師から、3行目の“oh”という応答や5行目の情報

を受け取ったことを示す応答を引き出している。これに続いて、看護師は、“and”から始

まる平叙文の形で一連の質問をすることで、連鎖を展開している（Heritage and Sodonen

1994）。

（2）（5Al：9）

01　HV：

02　　M：

03　　HV：

04　　M：

05　　HV：

06

07　　HV：

08　　M：

09

Has he got plenty of wo：rk on，

お仕事は十分にあるんでしょうか？

He works fbr a universlty COllege．

大学に勤めているので。

0：：：Il．

ああ。

So：（．）he’sinfu11－time work all the ti：me．

だから、常勤でいつも働いています。

OYeh．0

なるほどね。

（0．4）

And thisis y’r first ba：by：．

それで、初めてのお子さんですね。

Ye（p）．

はい。

（0．3）

10　HV：　　　　tCh An’you had a no：rmal pre：gnanCy・＝

で、妊娠は正常でしたね。

ll M：

12

13　　HV：

14　　M：

15

16　　HV：

17

18　　HV：

19　　M：

20

21　HV：

22

23　　HV：

24

＝Ye：h．

はい。

（1．1）

And a normaldelivery，

で、分娩も正常でしたね。

Ye：p．

はい。

（1．4）

ORi：ght．0

そう。

（0．7）

And sh’didn’t gointo specialca：re．

で、集中治療室に入ったりもしてないですね。

No：．

はい。

（1．8）

OAn：d she’s bottle fteding？0

で、晴乳瓶ですね？

（1．2）

OUm：○（0．4）and uh you’re going to Doctor White

fbr your（0．6）p【ost－na：tal？

－17－



現代社会学理論研究

25　　M：

ええと、あと、ん、産後の検診はホワイト先生のところですね。

lYeah．

はい。

ここでは、質問が平叙文の形式でなされることで、質問に組み込まれた知識の勾配が極

めて「緩やか」であることが示されている。また、これらの質問が“and”によって始めら

れていたり質問リストが用いられていたりすることは、ここで進行していることがお役所

仕事の一部だというしるしである。母親の返答は、かなり切り詰められた形で進み、8行

目や14行目では“p”音の破裂音によって短縮されていることが聞き取れる。これらの質

問と応答の連鎖においては、2人のどちらもあまり切実な関心を持っていないように見え

る。以下のような母親の応答の特徴に注目しよう：

1．これらの返答は、質問が作り出した文脈に依存する形で、質問に結びついている。

2．これらの返答は、質問が設定した応答条件を無条件に受け入れている。

3．これらの返答は、質問の設定した応答条件に対して、なんの主体性も主張しない。

4．原則的に、これらの返答は、質問一返答という連鎖が終了に向かう動きを最大限に促

進する傾向がある。

同じことが次の例（3）の最初の2つの質問に対して言えるが、3つめの質問には当てはま

らない。

（3）lMidWest3：4】

l DOC：

2

3　　PAT：

4

5　　DOC：

6　　PAT：

7

8　　DOC：

9

10　PAT：

11

Tlk you don†t have as‥thmado you，

っ　喘息はありませんね．

（．）

Hm mm．

うん／はい

（1．1）

（hhh）．hh Any chest type pain？，

（hhh）．hh

胸の痛みもない？

Mm mm．

はい。

（3．4）

Shortness of brea：th，

息苦しさは？

（1．0）

Some：but that’S：CuZIshouldlose weight（Iknow that，）

（．）t thin’．＝＜Not much．

少しあります。でも、それは体重を減らさないとだめだからだし、

それは自分でも自覚してるし、（．）それほどでもないと思います。

これらのケースは「短い質問は短い答えを得る」という黄金律の実例となっている。
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特集　知識に関する眺望を描きだすこと

このようなy／n質問の形式に順応するような返答とは対照的に、例（4）では、インタビュ

ーを受けた側（IE）は、インタビュワーの発話の一部である“making money（収入を得

る）”を繰り返すことによって、返答を行っている。次の例では、インタビュワ一による

平叙文の質問は、IEが子供向けの本を書く理由として挙げた“practicalreasons（現実的な

理由から）”（11行目）という言葉によって、何をほのめかしていたのかを、確かめている。

（4）【Schegloff1996b：183最新刊についてスーザン・シュリーブとの対談から】

01　IR：

02　IE：

03　IR：

04　IE：

05　IR：

06　IE：

0
7
0
8
0

9
川
‖

Why do you writeJuVenile books．

なぜ子供向けの本を書かれたのですか？

（0．5）

［’s that－b一

それは一

lBecauseIlove child【ren

子供が好きだからです。

lhavinglchildren？

お子さんは？

lIreally do：＝．hhIe可Oy

本当に、（子供は）楽しいわ。

Children：‥hhIstarted writing：（．）juvenile books

子供の本を書き始めたのは、

ftr entirely pra：Cticalreasons，．hh

全く現実的な理由からだったの。

（．）

［u－u－

lMaking money：：．

収入を得るため？：：．

12　IE：　一＞Makinglmoney

収入を得るため。

13　IR：

14　IE：

lYes（laughter）

そうなんだ（笑い）

that－that practical reason hhh

その一そういった現実的な理由

シェグロフ（Schegloff1996b）が論じたように、このケースや他の同様のケースにおい

て、繰り返しは、何かをほのめかしたような自分の発言が、実際にほのめかしに、他なら

左からたこ主を確認する手だてである。

もう少し詳しく述べた方がいいだろう。なにかをほのめかしたような発言がなされると、

相手は、ほのめかされた内容を推測して応答する。この推測が正しいかどうかを判定する

認識上の権限を発揮する手だてがあれば、発言した人は、自分の発言がまさにほのめかし

であったことを確証することができる。そして、繰り返しとは、まさにこの権限を発揮す

る手だてなのである。

（5）も同様のケースだ。ここでベラは、ジェニーに本来するはずだった誘いを残念そう

に説明している。そこで、ジェニーは、訪問客が帰ってしまって、その誘いがもはや成り
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立たないことを推測する。ここでも繰り返しは、その推測を確証するために使われ、ヘリ

テッジとレイモンド（Hehtage andRaymond2005）が指摘したように、確証を与えるこ

とは、質問に答えるよりも連鎖上において優先されている。

（5）【Rah：14：1】

01　Ver：

02　Jen：

03　　Ver：

04　Jen：

05

06　　Ver：

07

08　Jen：

09　　Ver：一＞

10　Jen：

ll Ver：

12　Jen：

Hello：，

もしもし，

Hello Vera【：？

もしもし　ベラ：？

lHe：1loJenny ev yihjus got【bahck

もしもし、ジェニー、いま帰ってきたの？

lIjus gotin：en

今帰った所　それで

lDavid】said thet chu’d called．】

あなたから電話があったってデイビットがいうから。

lA h：H thought ah’d a’caught】yuh ah thought you coulda

そうなの、もしいたら　お茶に来てもらえるかと

Called up fuh coffte．

思ったの。

Oh：：：．Hahv they’av yih visitiz glone then，】

あら、もうみんな帰っちゃったのね、それじゃあ。

lTheh，vlgo】：ne．yeS，

みんな帰っちゃったのよ。うん。

Oh【：ah．】

あらあ。

lE：：n］：－theh’V gun tuhJea：n’s mOthuh’s no：【w yihkno：W」

で　彼らは今頃ジェーンのお母さんの所だわ。

［Y e：S：：】：．

ヽ　　　ヽ

ス．ス＿

これらの繰り返しは、依然として質問が作り出した文脈に依存する形で、質問自体と結

びついている。しかし、こういった繰り返しも用いた返答は、直裁な前方照応のyes／noの

返答とは異なっている。具体的に言えば、それらの繰り返しは質問によって設定された拘

束場に対して、下記の3点において抵抗を示している。

1．それらの繰り返しは、yeS／no質問の主張する内容を単に受け入れるのではなく、確証

を与えることによって質問が設定した応答条件を修正している。

2．それらの繰り返しは、質問が設定した応答条件に対し、主体性を発揮している。それ

は、質問者が前もって質問の形式によって付与した以上の権威あるいは権限を、問われ

ている情報に関して主張するという主体性である。

3．yes／no返答とは相対的に、それらの繰り返しは、質問一返答の連鎖の終了にむけた動

きを遅らせる傾向がある。

こういった形で主張される主体性は、（6）のようなケースでもはっきり見て取れる。例
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特集　知識に関する眺望を描きだすこと

（6）では、医師が、患者に対しコンピュータ上の記録にアクセスする許可を求める。そし

て患者は繰り返しによって承諾を出すことで、自分がその要求を拒否する権利を有するこ
と◆を暗に主張している。

（6日Breathless・息苦しさ】

01　Doc：

02

03　　Pat：

04　　Doc：

05

06　　Doc：

07　　Pat：

08

09　　Doc：

10　　Pat：

ll Doc：

＝C’min：：．

どうぞ入ってください。

（1．8）

G’morning・＝（（CraCkly voice））

おはようございます（（しゃがれた声））

＝Hello：．hh

こんにちは

（3．4）

Have a sea：［t．

座ってください。

［’hank you，

ありがとう。

（．）

Miss：uZ Robinson．

ロビンソンさん

Yes．

はい。

Ri‥ght・＞Can t＜JuS，putyou on the machi：ne？

では、コンピュータであなたの記録を見てもかまいませんか？

12　Pat：　一＞You ca：n．

同様に、伝統的な結婚式での「誓います“Ido”」の使い方は、“Yes”や“Okay”とい

った淡白な返答には見られないような形で、承諾に対し主体性を与える。

（7）lTraditionalWeddingVow　伝統的な結婚式の宣誓】

Rev‥　　　　Doyoutakethiswomantobeyourlawfulweddedwift．

司祭：　　あなたは法に基づいてこの女性を妻に迎えることを誓いますか？
Hus：　　　　－＞I do

夫：　　　　誓います。

逆に、こういったコミットメントや主体性の欠如は、ある要求が先送りされるときに、

特にはっきりした形で見られる（Houtkoup－Steenstra1987；LindstrOm加hcoming）。

繰り返しによって、質問が設定した応答条件に対する応答者の主体性が発揮されるとい

う働きは、次の（8ト（10）の例でも見られる0それぞれのケースにおいて、返答の開始部に

おける繰り返しの後には、質問が設定した応答条件から逸れていくように、応答者の最初

の立ち位置を修正するような発話要素が置かれる0例えば、例（8）の質問は、海外に住む

同僚の子供について聞いている0この質問に答えるとき、同僚は、要求された情報に関し

て絶対的な認識上の権限を有する0また彼は、それを最初の繰り返しによって主張してい

る0そしてこの繰り返しを「てこ」にして、平叙文の質問に込められた主張を否定するよ
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うな方向に向かっている。

（8）【JH：FN］

01　A：

02　　B：

He’s totally bilingual nowlguess．

彼は今では完全なバイリンガルなんだろうね。

Heis but．．．．

なんだけどさ、でも

例（9）では、質問に対して完成した形で応答する事で、質問の枠組みをそのまま繰り返

すことにつながっている。そして、質問が設定した応答条件に対するより徹底した抵抗－

この場合、それは文字通り、質問の言葉遣いに対する抵抗なのだが－は、この繰り返

された文形式に支えられている。

（9）lSacks，1987］

OI A：　一＞How aboutfriends．Have youfriends？

友達はどうです。友達はいますか？

02　　B：　　－＞I havefriends．So called什iends．I hadfriends．

友達はいます。いわゆる友達ならね。以前は友達はいました。

03　　　　　　Let me putit that way

あえてそう言わせてください。

2番目の発話単位、3番目の発話単位と進むにつれて、最初に確証していることから柾

れ、結局、最初の確証は覆される。また、緊急時の911電話会話から抽出された次の例

（10）では、質問の枠組みをそのまま繰り返すことによって、すっかり改変された応答の土

台が作り出されている（Drew1992）。

（10）【Dallas Call】

01　A：

02　　B：

OkaylZ this uh迦Se Or n’a田立men’？

では、そちらは一軒家ですか、アパートですか？

Ⅰトit主s a ho：me

こちらは、自宅です。

このように改変された返答では、質問の枠組みによって設定された応答条件が完全に否

定されている。

要するに、繰り返しは、質問の文脈から独立することにより、質問の設定する応答条件

に関して主体性を発揮する。ここでは、繰り返しを用いることで、開始部から完全な文と

して成り立つ返答が形成される。その文は、最初の部分だけしか生み出されないかもしれ

ないが、それでもそうすることで、潜在的であれ、質問が設定した応答条件から維反する、

もしくは抵抗する「権利が保持」され、そうした逸脱が暗に示されるのである。

さらに、返答の形式としての繰り返しは、否定応答を組み立てたり、質問が設定した応

答条件をひっくり返したりするための一つの手だてとなっている。これについては、大量

のデータセットからの2つの例を出せば、十分に示せる。いずれの例においても、先行発

話の部分的な繰り返しは、否定応答を形作っている。この否定応答は、その後で連鎖を拡

張していくための最初の一歩として用いられている。そうしてその拡張された連鎖は、質
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問の提示する問題からかなりかけ離れた形で展開されていく。これらのケースでは、質問

のアジェンダは覆され、返答する側の目的に合う他のアジェンダに置き換えられている。

例（11）は小児科の診察室でのやりとりで、医師の診察から咳以外の顕著な症状は見られ

なかったという場面である。

（ll）lPediatric Visit小児科の診療］

01　Doc：　　Has he been coughing uhlot？

咳がかなり出ていましたか？

02　　　　　　（0．2）

03　Mom：－＞　hh Not uhlot．＝h【h

それほどでもありません。

04　Doc：　　　　　　　　　lMkay：？，

あっそう？

05　Mom：－＞　Butit－it＜SOund：S：＞deep．

でも、それ　咳はかなり重く聞こえました。

06　　　　　　（1．0）

07　Mom：－＞　An’with everything we（heard）on tee v（h）ee＝hhhh

それに、テレビでやっていたことなどで、

08　　　　－＞　£we got sca：re．£

怖くなってしまったんです。

09　Doc：　　Kay．（An ftri一）lt sounds deep？

そう。それで、咳はかなり重い感じだったんですね？

10　　　　　　（．）

ll Mom：　　Mm hm．
ゝ　　　ヽ

ス∴乙○

母親は、子供が「かなり」咳をしていたと答えることができないことに気づくと、質問

では取り上げられていなかった咳の症状の側面、つまり「重く」聞こえたことを持ち出そ

うとする。母親は、1行目に医師が取り上げた症状について、それを繰り返しつつ否定す

るやり方で、この情報を持ち出すための第1歩を踏み出している。

例（12）では、同じようなやり方がインタビューを受ける側によって使われている。イン

タビューを受ける側は、インタビュワーの6～7行目の質問に込められた、彼が反組合派で

あるという含意に対し、抵抗しようとしている。

（12）lWAO：Gouriet】

01　IR：

02

03　IE：

04

05

06　IR：

Ifocca：－ifoccasion，rises agal‥n Willyou take similar

actlOn？

もし専一　もし事態が起これば、同じような行勤に出ますか？

W’ll we have never hesitated so far to uh（0．3）take

action where（．）freedomis being abused．

まあ、私たちは今まで自由が侵害されたときに行動に出る事に蒔賭したことはありません。

（1．5）

So there might be：（．）another occasion on which you
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07　　　　　　will：uSe thelaw agalnSt unions・

では、あなたがまた組合に対して法的な手段に訴えることはありうるということですね。

08　　　　　　（．）

09　IE：－＞　．hh Not necessarily against unions but against any（・）

10　　　　　　body u：h which has become over mighty（・）uh andis

ll abuslngltS reSPOnSibilities・＝・hh U：hifthat happens to

12　　　　　　be a trades union so beit，＝But we’re not（．）I repeat

13　　　　　　not uh（0．2）looking out uh fbr trouble to－tO ba：Sh the

14　　　　　　　　trades unions…

必ずしも組合に対してというわけではなく、勢力を持ち権力の濫用するものなら誰に対し

てでもそうです。仮に労働組合がそういったふるまいに及ぶなら、組合に対してそうする

でしょう。しかし、私たちは、何度も言いますが、労働組合を叩こうとしているわけでは

ありません。

ここでインタビューを受ける側は、インタビュワーの「組合に対略して」という言葉を

繰り返しつつ否定し、その後、彼の組織を「勢力を持つもの」（9～10行目）に対し対抗す

るものとして描き出している。そして、今度は、これをてこにして、彼の組織が「労働組

合を叩こう」（13～14行目）としていないという一般的な発言へと移っていく。

結論

本稿ではyes／no質問に対する、繰り返しによる返答とyes／noの返答の違いを、再考した。

シェグロフ（Schegloff1996b）、ヘリテツジとレイモンド（Heritage andRaymond2005）

やスタイバース（Stivers2005）が論じたように、明らかに繰り返しは、yeS／noの返答に比

べ、問われたことに関しての返答する側の認識的かつ社会的な権利を主張している。また

それは質問した側によって主張された事柄を単に受け入れるというよりは、返答する側が

「肯定する（裏付ける）」ことによってなされる。またそれによって、もとのyes／no質問に

よって与えられた以上に、当該の情報に関する認識上の権限を主張することができるので

ある。故に、繰り返しによる返答は、yeS／no質問に付帯している応答条項を「押し戻す」

作用を伴っている。

単なるyes／noの返答が「肯定する」（もしくは拒否する）ことになり、繰り返しが「確

証する」ことになるという決定的な違いを支えている構造は、繰り返しの返答が、yeS／no

の返答ほど、質問への前方照応関係を持たず、質問が作り出す文脈に依存していないとい

う事実のうちに在る。さらに、繰り返し返答は、特に繰り返し自体とそれによって行われ

る行為によって、質問によって提示された事柄を肯定める以上のことを主張しているだけ

ではない。それ以上に、繰り返しは、発話開始部の環境を作り出すゆえに、確証（もしく

は否認）を「てこ」にして、質問が設定した応答条件から一層大きく維れていくことがで

きるのである。少なくともその最初の部分では、質問が設定する応答条件よりも、よりか

け離れた返答に移り変わることを、示すことができるのだ。
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