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Abstract 
  This article explores how “good” communications at a 
glance are organized in care settings. The data of this 
article come from a casual conversation between elderly 
users and care workers and a visitor within group	 
home for elderly people with dementia. Using analytic 
concepts in conversation analysis and gesture studies, 
we found that some characters of care worker’s conduct. 
This article suggests microanalysis of human interaction 
using video recordings will have a great importance for 
people who care for elderly with dementia. 
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1.	 はじめに	 
	 介護福祉士の資格を取得するためのカリキュラム

には，2009年度から「コミュニケーション技術」が
科目として位置づけられている[1]．このことからも，
介護職員には介護に関する専門的な知識や技術だけ

でなく，被介護者へより良いサービスを提供するた

めの前提として，高いコミュニケーション技術が要

求されていることがわかる． 
	 しかし，介護に携わるのは，専門的な知識や技術

を有した人ばかりではない．むしろ，特別な訓練を

受けたことのない人が介護に関わる機会の方が，こ

の先ますます増えていくことが考えられる． 
	 本稿では，認知症対応型共同生活介護（グループ

ホーム）の会話場面を取り上げる．グループホーム

ではただ介護を受けるだけでなく，普通の住宅と同

じような環境で少人数の入居者が介護職員と共に家

事やレクリエーションをする．そのため，グループ

ホームでのコミュニケーションを理解することは，

特別な訓練を経験せずに介護と向き合うことになる

多くの人々にとっても有用である.グループホーム

における会話場面の事例分析を軸として,どのよう
な実践によって介護者-被介護者間のコミュニケー
ションがうまくいっているのかを考察し,専門的で
あるか否かにかかわらず介護の現場にとって有益な

知見を得るための展望を示す. 
	 

2.	 方法	 
	 2.1	 使用するデータ	 
	 ここで取り上げるデータは, 2009年秋に関西のあ
るグループホームで撮影された，入居者6名，職員3
名，訪問者1名の計10名がお茶を飲みながらくつろ
いでいる場面である（図1）. 撮影当日は地元の青年
団との交流会があり,入居者はハートや星の形をし
た布製の名札を青年団からプレゼントされていた． 
 介護者と被介護者のみの会話場面ではなく，そこに
訪問者が加わった事例を今回取り扱うのは，介護者

の行為と訪問者の行為とを比較するためである．分

析対象は, 図1に見られる黄色い星形をしたナオの
名札をトピックとした会話である. 
	 

	 

図 1	 参与者の配置  
	 

	 2.2	 分析方法	 



	 ビデオカメラで撮影した後，映像をパソコンに

取り込み，発語，身体動作（ジェスチャー，視線

変化，うなずき等）をアノテーション用ソフトウ

ェアの ELAN(http://www.lat-mpi.eu/tools/elan/)
を用いて記述した.参与者それぞれの発語を会話
分析の手法[2]，ジェスチャーをジェスチャー単位
とジェスチャー・フェーズ[3]に従って書き起こし
た． 

	  
	 2.3	 隣接ペア 
	 会話分析の最も基本的な概念のひとつに「隣接

ペア adjacency pair」がある．隣接ペアは，「質
問-応答」「依頼-受諾／拒否」のように，発語の第
一ペア部分（質問や依頼）と第二ペア部分（応答

や受諾／拒否）から成り立っており，第一ペア部

分の発語の後には，第一ペア部分にふさわしい第

二ペア部分の発語が規範的に期待される[4]．「第
一ペア部分の話し手の行為，第二ペア部分で応じ

る者の行為，さらにその後に続く行為…」という

会話の連鎖関係を観察する上でこの特徴を利用す

ると，どのような実践が相手に対して適切に理解

されていたかを検証することが可能になる． 
	 本稿では，隣接ペアという強い結びつきを持っ

た発語の組み合わせに注目して，介護場面のコミ

ュニケーションを見ていく． 

	  
	 2.4	 記述形式	 
	 ELANを用いて書き起こした発語，ジェスチャ
ー，視線は，次のように表記されている．ELAN
でアノテーションをした一部を図に掲載する．ア

ノテーション欄の上部には，収録開始からの経過

時間が記されている． 

 
	 2.4.1	 発語に用いる記号	 
・ 文字:：発語中のコロンは，直前の音が引き延ば

されていることを示す．コロンの数は，

引き延ばしの相対的長さを示す． 
・ (h)：笑いの呼気音を示す．相対的な長さは hの

数で示す． 
・ ↑：上向き矢印は、直後に急に音が高くなって

いることを示す。 
・ =：末尾に等号を付した発語と冒頭に等号を付

した発語との間に，感知可能な間隙が全く

ないことを示す． 
・ (文字)：聞き取りに確信が持てない部分． 
・ (……)：全く聞き取れない発語． 
・ (X/Y)：X か Y かいずれかが発語されていると

聞こえるが，どちらかであるかに確信が

持てないことを示す． 

 
	 2.4.2	 ジェスチャー単位とジェスチャー・フ

ェーズ	 

	 ジェスチャーをするという動作は，短い旅

（excursion）に例えられる[3]．手が出発地点か
ら動き出し，再び元に戻ってくるまでを「ジェス

チャー単位」と呼び，その内部に含まれる諸要素

を「ジェスチャー・フェーズ」と呼ぶ． 
	 出発地点となるリラックスした状態（両手を机

の上に乗せている，両腕がだらりと下がっている）

を「ホームポジション home position」と呼ぶ．
ある目的を持って出発した手は，目的の動作をす

るためにある地点まで移動しなければならない．

この移動する動きを「準備 preparation」と呼ぶ．
そして目的となる動作のことを，「ストローク 
stroke」と呼ぶ．そして，出発地点に戻る動作の
ことを「復帰 retract」と呼ぶ．準備，ストロー
ク，復帰の過程には，休息（一時停止）が含まれ

ることがある．この一時停止のことを「ホールド 
hold」と呼ぶ． 
 ホームポジションは HP，ジェスチャーの各フェ
ーズは，P（準備），S（ストローク），R（復帰），
H（ホールド）の頭文字で示す． 

 
2.4.3	 視線	 
	 視線が向けられた方向と向けられていた時間長

を書き起こした．また，ある対象から別の対象へ

視線が向けられた移行期間を tranと記述した．向
けられた方向が定かでない場合は，クエスチョン

マークを記した． 

 



3.	 名札の不在から始まる会話場面	 
	 本稿では，入居者のナオ，介護職員 CW2，訪問
者 V の 3 名に注目する．事例を検討する前に，3
名について簡単に説明する．ナオは要介護度 3，
日常生活自立度Ⅲと判定されている．CW2は，こ
のグループホームの副施設長であり，ベテランの

介護職員である．一方訪問者 Vは，介護経験もな
く，認知症高齢者との関わり合いも乏しい． 
	 この 3名を中心とした，ナオの名札をめぐるや
りとり（収録開始から 3時間 10分 38秒後の約 3
分間）を，大きく 3場面に分けて検討する． 

 
	 3.1	 最初の指摘 
	 この会話場面では，いつも 10 名が 1 つのまと
まりとなって会話をしているわけではない．ここ

で取り上げる事例はまず，訪問者 V，入居者のナ
オとテルエの 3 名が会話を始める．CW2 や他の
参与者は，別の会話に参加しており，この時点で

は V，ナオ，テルエのやりとりを見ていない． 

 

図 2	 V の指摘に対してナオが反応する	 

	 

	 V は，会話が開始される 10 秒以上も前から，
ナオのことをずっと見ていた．その後，前のめり

になって左手を伸ばし，ナオの胸元を指しながら

ナオに何かを問いかけている（図 2 左）．これに
対してナオも応答し，自分の胸元に視線を向けて

いる（図 2 右）． 
	 ここでは，うまく発語が記述できなかったため，

V が発した隣接ペアの第一ペア部分がナオに適切
に受け入れられたかどうかは定かでない．しかし，

V とナオの手の動きやナオの視線を観察すると，
ナオの胸元にナオ自身の注意を向けることがスム

ーズに達成されていることがわかる． 

 
3.2	 V と CW2 による第一ペア部分の産出	 

	 Vは最初の指摘（第一ペア部分）によって，ナ
オの注意とそれに伴う反応（第二ペア部分）を引

き出した．このナオの反応は，V の要求に適うも
のだったのだろうか． 
	 最初の指摘から約 1分後1，Vは再びナオに対し
て「もうずっとここに入れとくんですか」という

問いかけを，自分の胸元に触れながら産出してい

る（図 3 左）．名札を胸元に入れたままにするの
かどうか，ナオの気持ちを確認しようとするデザ

インである．ナオは，V に話しかけられるとすぐ
に視線を V に向け（図 3 アノテーションの注釈
NAO-gaze），再び自分の胸元に視線を向け，左手
をそえる（図 3）．ここで，ナオが注意を向けた方
向は最初におこなわれた指摘の直後と同様，適切

といえるが，続くナオの発語を観察すると，V の
問いから答えるまでに 1秒を越える間が空いてお
り，産出した発語も問いに答えているとはいえな

い（図 3 「もろたがな:．」）．Vもまた，ナオの発
語が産出される前に，「ナオさんのですね．」と名

札の所有を承認する発語をしている． 
	 しかし，ナオの名札を巡るやりとりは，V とナ
オだけでなく，CW2の発語によって進行する．V
の第一ペア部分産出直後に，CW2もまた新たな第
一ペア部分を産出している（図 3 「ちょっとそれ
見せて欲しいわ，ナオさん．」）．直前の V の行為
が問いかけだったのに対し，CW2の第一ペア部分
は依頼の形をしている．V，ナオ，CW2のそれぞ
れの発語が重なっているため，CW2の依頼はすぐ
に再産出される（図 3 「ナオさん．ナオさんそれ
見せて欲しいわ．」）．2度の依頼に対して，ナオは
依頼主である CW2に視線を向ける（図 3 右）が，

                                                   
1 最初の指摘と 2回目の指摘との間で，名札の不
在に関して Vと CW1,CW2 間でやりとりがある．本

稿では，この部分の分析はせず，「名札が胸元に入

り込んでいる」状態を確認し合ったという言及の

みにとどめる．	 



自らも発語中であるため，やはり第二ペア部分は

産出されない．その後も，ナオは胸元に両手をや

り，右手を服の中に入れたり出したりする（図 4 

左）．一方 CW2は，「見せて」に付け加えて，「出
して」ということばを産出する． 

 
図 3	 V の質問-ナオの反応後に CW2 の依頼が産出される

 

 
	 図 4	 CW2 と V がナオに名札を出すよう依頼する  



	 

これに続いて Vも「見せて::」と依頼する（図 4）． 
	 CW2とVから次々と産出される依頼に対して，
ナオは「ほっぽり出すんかいな」と Vに対して確
認を求めている（図 4 右）．この問いかけを，会
話分析では「挿入連鎖」と呼んでおり，このナオ

のような第二ペア部分を産出するための挿入を

「基礎となる第二ペア部分のための準備 
pre-second」と呼ぶ[6]．ナオの「ほっぽり出すん
かいな」という発語は，依頼に対する適切な反応

をするための行為なので，ここで CW2と Vの依
頼がナオに適切に理解されていることが分かる．

ナオが産出した挿入連鎖内の第一ペア部分に対し

て Vは，大きくうなずいて（図 4 nod clearly），
「引っ張り出して」と言うことで，ナオの理解が

正しいことを示している．この直後に CW2 も V
のことばを繰り返し，見せて欲しいということを

さらに強調して依頼をしている（図 4）． 
	 その直後にナオは名札を取り出しながら「うん，

あん，あんねこういうもんだけど」と，「見せて」

という依頼に応じている（図 5 左）．その発語に
重複する形で，CW2 からさらに要求（「こっち向

けて」）が起こるが，これに対してナオは名札を裏

返し，名前が正しい方向になるよう調整しながら

CW2に示している（図 5 右）． 
	 図 4の時点と比べて，図 5ではとてもスムーズ
に隣接ペアが組織化されている．これは，依頼の

語彙内容を何度か訂正しなければいけなかったこ

とと，図 4の左側ではナオが何かを話そうとして
いたことが原因だと考えられる．しかし本稿では，

介護をする上で「より具体的に説明しましょう」

「まず，利用者の話に耳を傾けましょう」といっ

た教訓を支持するために示しているのではない． 
	 ここでは，むしろ，V のように介護に関して素
人であっても訂正を繰り返すことで依頼を具体的

なものに落とし込み，ナオの行為を結果的にアシ

ストしていることを強調したい．さらに，具体的

なことばを用いるに際して，V も CW2 もナオの
「ほっぽり出す」ということばを手がかりにして

いることも重要である．この小さなやりとりから

は，適切にやりとりを進める上で，被介護者も介

護者もお互いにお互いの行為から前に進むための

手がかりを得ていることがわかる．	 

	 

	 図 5	 ナオによる名札の取り出しと名札の向きの調整	 



3.3	 ナオの理由の顕在化	 

	 CW2とVの求めに応じてナオが名札を出したが,
これでまだ終わりではない．ナオは，再び名札を服

の中に入れようとする．Vは，ナオの動きに気づい
てすぐに，ジェスチャーでナオの真似をしながら，

「大事に大事にしはるんですね」と相手の気持ちを

推測した内容について同意を求めるような発語をお

こなう（図6 左上）．これに対してナオは笑いを見
せるが，肯定の応答は観察できない． 
	 このVとナオのやりとりを，CW2は見ていなかっ
た（図6 左上）が，ナオの方へ向き直り視線が合っ
た（図6 右上）後で，「そこ入れんの?」「また入れん
の?」と質問の形をした隣接ペア第一ペア部分を産出
する（図6 アノテーション下段）.通常であれば,こ
の隣接ペア第一ペア部分が要求する第二ペア部分は

「はい/いいえ」であるが,ナオは「なくすと（いか
んから）」と胸元に名札を入れる理由を，うなずきと

共にあごを大きく上下させて述べる（図6 右下）.

それに対してCW2は,「そうかそうか,大事やから」
と納得を示す. 
	 CW2が納得を示していることで，CW2の質問に対
するナオの「なくすと（いかんから）」は形式こそ不

適切であっても，相互行為上は適切であったことが

わかる．そして，3度に渡って開始された名札の不
在を指摘するというやりとりも，ナオが懐に名札を

しまう理由が示されることで終了したといえる． 

 

4.	 考察	 
ここまで，名札を服の中に入れ込むというちょ

っとした「逸脱」行為が，大事なものを懐にしま

うという適切な行為として参与者間で共有される

という過程を見てきた．ここからは， CW2 の第
一ペア部分に焦点化して考察する． 
	 CW2の「そこ／また入れんの？」という質問は，
ナオが名札を完全に服の中に入れる前，すなわち「名

札を入れる」という行為中に発せられたものである．  

 

図6	 ナオ自身が行為の理由を語る過程  



また，3.2節でナオが名札を出す直前に発せられた依
頼は「引っ張り出して」「こっち向けて」というもの

だった． 
	 ここで重要なことは,ナオが適切な第二ペア部分
を産出したときの第一ペア部分は，すべて今おこな

っている行為そのもの,もしくはその次の行為に関
するものであるということだ.つまり,3.2節で観察し
たVの「ずっとここに入れておくんですか？」のよ
うな状態に対する判断を問う発語でもなければ，3.3
節で見た「大事に大事にしはるんですね」のような

相手の気持ちに踏み込むような発語でもない．認知

症高齢者の立ち上がり行動を観察した細馬らは，分

散的注意に問題があるとされる認知症高齢者には短

期的な目標を設定してそれを解決させるという解決

策が有効であることを詳細な事例分析から示してい

る[7]．本稿で取り上げた例でも，認知症高齢者に投
げかけられる隣接ペアの第一ペア部分には，話し手

の要求と聞き手の行為との関係性を理解する手がか

りがうまく埋め込まれており，適切な第二ペア部分

を産出しやすくなっている．そして，第二ペア部分

に対して「そうそう」のような前向きな受諾や3.3
節で扱ったような納得を示すことが，その場で認知

症高齢者のふるまいを好意的に受け止めるためのし

めくくりになっている．	 

 
5.	 おわりに	 
	 行為が「逸脱」と見なされるとき,その場面では行

為者自身の気持ちだけが問題なのではなく,他の参

与者によってその行為者の気持ちを先取りして進め

てしまう会話の構造が産出されていると考えられる.

しかし，たとえそのような構造があったとしても，

今の行為，その次の行為への言及を繰り返すことに

よって，隣接ペア関係の行為を促すための手がかり

が被介護者から提供されたり，「逸脱」行為のもっと

もな理由が開示されたりすることがある．	 

	 介護では「傾聴」や「声かけ」が強調されるが，

身体動作が伴う会話では，お互いの行為が伴う．

そのときに，相手の行為をどのような形式で取り

上げるかによって，会話の方向は大きく変わって

くるだろう．私たちがその場のさまざまな手がか

りから何を利用して行為に反映させているのか，

被介護者が利用できる手がかりはどのようなもの

かを，実際の会話場面から理解するという作業が，

介護場面に必要な実践とは何かを考えるためには

今後ますます必要になるはずである．	 
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