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論文

双方向コミュニケーションでは誰が誰に話すのか？
−サイエンスカフェにおける科学者の
コミュニケーションスキルのビデオ分析−

高梨 克也 1,2，加納 圭 3,4，水町 衣里 4,5，元木 環 2,6
Who Speaks to Whom in Bidirectional Communication?:
A Micro-Analysis of Scientists’Communication Skills in Science Café
TAKANASHI Katsuya1,2, KANO Kei3,4, MIZUMACHI Eri4,5, MOTOKI Tamaki2,6
Abstract
Though the importance of bidirectionality in science communication becomes recognized gradually, it is
still difficult to understand what the“bidirectionality”means accurately. This article conducts a microanalysis of scientists’behaviors using video data recorded in a science café with reference to a concept
of“participation status,”which is one of the most important analytic tools for multiparty interaction,
and consider a nature of“bidirectional”communication in the situation of science communication.
Keywords: s cience café, dialogue skills training, conversation analysis, participation status,
membership category

1．はじめに
近年，科学者自らが，研究成果や研究成果がもたらす社会的な影響について，専門外の人々と直
接対話をすることなどが求められるようになってきている（The Royal Society，2006）．国内にお
いても，総合科学技術会議（2010）による「
『国民との科学・技術対話』の推進について（基本的取
組方針）
」では，
「研究活動の内容や成果を社会・国民に対して分かりやすく説明する，未来への希
望を抱かせる心の通った双方向コミュニケーション活動」としての「国民との科学・技術対話」へ
の積極的な取り組みが求められている．
この方針では，
「顔の見える双方向コミュニケーション活動」
の例として，①小・中・高等学校の理科授業での特別授業，②地域の科学講座・市民講座での研究
成果の講演，③大学・研究機関の一般公開での研究成果の講演，④一般市民を対象としたシンポジ
ウム，博覧会，展示場での研究成果の講演・説明，⑤インターネット上での研究成果の継続的な発
信，といった（⑤を除けば）文字通りの「対面的」コミュニケーション活動が挙げられており，専門
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家集団と一般社会との間のマクロで中長期的な関係への言及にとどまらず，これを良好なものとし
て実現していくためのより具体的な取り組みを求めるものとなっている．サイエンスカフェは，飲
み物やお菓子を片手に気軽な雰囲気で，一般の人々と科学者とがともに科学に関する話題について
語り合う取り組みであるため（Nakamura, 2010），さまざまな科学コミュニケーションの場の中で
も，特に「双方向コミュニケーション活動」のための場として有効であると考えられる．
しかし，科学者が自らの専門分野の研究内容について一般市民と話し合うのは必ずしも容易で
はない．サイエンスカフェに初めて参加した若手科学者に対して行ったインタビュー調査によ
ると，
「対話が成立するかどうか不安である」といった心理的な障壁があることが示されている
（Mizumachi et al., 2011）
．こうした障壁を軽減するためにも，科学者を対象とした科学コミュニケー
ションのトレーニングが必要になると考えられるが，特に日本ではまだまだ模索の段階にある．こ
うした状況を踏まえ，加納他（2011）は，サイエンスカフェの場を科学コミュニケーションの実践
トレーニングの場として利用し，双方向コミュニケーションスキルを伸ばすプログラム「科学者の
"対話力"トレーニングプログラム」の開発を試みている．このプログラムでは，科学者が一般市民
に向けた一方向的な情報伝達の仕方を習得するだけでなく，科学者が一般市民の考え方に耳を傾け，
そこから学びとるという，科学に関する双方向コミュニケーションを重視している．
しかし，コミュニケーションが「双方向的」であるというのは果たしてどのような事態なのであ
ろうか．例えば，
「双方向性」の典型的なイメージとしては，科学者が自らの研究について分かりや
すく説明し，市民からの質疑に丁寧に応答する，といった場面が想像されやすいが，果たしてそれ
で十分なのであろうか．上記「国民との科学・技術対話」においても，
「双方向」という標語を掲げ，
その例として具体的な対面的コミュニケーション場面が挙げられているにもかかわらず，そのコ
ミュニケーション形態は「授業」
「講演」
「説明」
「発信」といった一方向的なもののみである．つまり，
「顔の見える活動」として，科学者と市民との対面コミュニケーションの必要性を訴えているにも
かかわらず，
そこで想定されている場面については，それぞれの場面で求められるはずの「双方向性」
がどのようにすれば達成できるのかは必ずしも明確でない．
「双方向性」を単なるスローガンに終わ
らせるのではなく，より具体性のある実践として結実させていくためには，さらに踏み込んだ議論
が必要であると考えられる．
他方，対象を科学コミュニケーションや，その中の一形態としてのサイエンスカフェに限定しな
ければ，コミュニケーションにおける双方向性を記述するための分析概念は既に盛んに用いられて
いるともいえる．特に会話の中での「参与役割」に関する理論では，会話の各瞬間ごとに，それぞ
れの参与者は話し手や主たる聞き手，その他の聞き手といった参与役割を担っていると見なされ，
これらの役割がどのように変化していくかが分析される．この観点から言えば，一般に，コミュニ
ケーションの場が「双方向的」であるためには，特定の会話参与者のみが話し手になったり，話し
手が特定の参与者のみに向けた発話を繰り返したりするのは望ましくないと考えられる．逆に，い
わゆる授業形式での，固定的で非対称的な役割関係から自由に，科学者と一般参加者とがより柔軟
な関係に立ってコミュニケーションをすることができれば，そのコミュニケーションの場における
双方向性は高まるといえるのではないかと考えられる．
そこで，本稿では，実際に行われたサイエンスカフェのビデオ収録データに対して，会話研究に
おける参与役割の概念や非言語コミュニケーションの分析手法を適用することによって，現実の科
学コミュニケーション場面で見られた行動についてより具体的かつ実証的に分析することを通じ
て，双方向性の観点からみて望ましい／望ましくない状況を生じさせる可能性のある行動を明らか
にすることを試みる．
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2．会話データ分析手法
近年，多人数・マルチモーダルインタラクションの分析が盛んになってきている（坊農・高梨,
2009）
．多人数インタラクションとは，3 人以上の参与者による会話などを指す．2 人での会話との
決定的な相違点は，3 人以上の会話では，常に 2 人以上の聞き手がいることから，現在の聞き手が
必ず次の話し手になれるわけではなく，
「誰が次話者になるか」という問題が常に生じる点である．
このことはまた，話者が交替しないときにも，話し手が「誰に向けて話すか」という問題が潜在し
ているということを表している．さらに，3 人以上の会話においては，話し手が誰を受け手とする
かや誰が次話者になるかを決めるメカニズムとして，言語内容だけでなく，視線や身体姿勢などの
非言語行動がより重要になるため，言語と非言語行動とを共に対象としたマルチモーダル分析が不
可欠になる．
まず，多人数会話で重要な点は，
「現在の話し手の次に誰が話し手になるか」という問題に，参
与者がどのように取り組んでいるかである．会話の順番交替に関する最重要研究であるサックス
（Harvey Sacks）他（1974）では，これは「ターン割り当て」の問題として位置づけられている．そ
こでは，a）現行話者が次話者を選択する，b）次話者になりたい聞き手が自己選択する，c）現行話
者が継続する，という手続きがこの順に適用されることによって，順番が交替すると述べられてお
り，さらにaの「現行話者による次話者選択」のための方法としては，視線や呼びかけなどの「アド
レスのための手段」が挙げられている．
一方，ゴフマン（Erving Goffman）
（1981）では，会話における「聞き手」の役割には多様なもの
があり，発話をアドレスされた「受け手addressee」，その瞬間に発話をアドレスされていないが会
話内で普通に話者になりうる「傍参与者side-participant」，会話に参加していないが聞いている「立
ち聞き者overhearer」などが区別されている．この分類を先の順番交替規則と組み合わせることに
よって，3 人の会話の場合，各瞬間には，各参与者が話し手，受け手≒次話者，傍参与者のいずれ
かの参与役割を担っており，この役割が順番交替のたびごとに変化するという事態を記述できるよ
うになる．榎本・伝（2003）では，順番交替の際の視線に関する古典的研究であるケンドン（Adam
Kendon）
（1967）を参照しつつ，3 人の会話での話し手，次話者（≒受け手），非次話者（≒傍参与者）
の視線行動が詳細に分析されている．
こうした受け手・次話者の適切な選択という問題は，一般の会話における参与者にとっての問題
であるだけでなく，コミュニケーションスキルトレーニングの観点からも重要なものとなると考え
られる．そこで，本稿では，サイエンスカフェの場における参与役割やこれに関わる視線の変化な
どに着目した分析を行うことによって，科学コミュニケーションにおける「双方向性」について検
討する．

3．データ
サイエンスカフェを 2010 年 11 月，12 月に計 3 回実施し，ビデオ記録を行った（加納他, 2011）．
このサイエンスカフェでは，まず初めに，京都大学iCeMS所属の主任研究者が自身の研究室の研究
テーマについて，会場全体に向けて概説した上で，その後は，当該研究室所属の若手科学者（大学
院生含む）が各テーブルに 1 名ずつ加わって，
3〜5 人の一般参加者（市民）と対話を行った．この間，
主任研究者には，特定のテーブルには加わらず，各テーブルを巡回してもらった．毎回 5〜6 テー
ブルでサイエンスカフェを行い，そのうちの 2 テーブルをビデオ記録の対象とした．全員の表情や
ジェスチャーも記録できるよう，1 テーブルにつき 2 台のビデオカメラでの撮影を行った．音声は
無線マイクからビデオカメラへ送信することによって録音した．ビデオの音声記録を書き起こした
−5−
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トランスクリプトを作成した．また，ビデオ撮影を行ったテーブルでは，若手科学者も含めた参加
者全員から文書でビデオ撮影への同意を得た．

4．ビデオ分析：双方向コミュニケーションを意識した参与枠組み
サイエンスカフェは多人数会話であるものの，
「科学者」と「一般参加者（市民）」という非対称な
社会的役割の参与者が含まれており，実際，
「1 人の科学者が他の複数の一般参加者に向けて話し」
「ある一般参加者が科学者だけに向けて発話（質問）する」という「1 対多」の「授業形式」の会話状
態が続きやすい．そこで，ここでの分析では，科学者側のコミュニケーションスキルに着目しなが
ら，どのような場面でこうした授業形式の会話状態が続きやすく，逆にどのようなきっかけによっ
て，より双方向的で対等な会話状態への移行が起こるのかを分析する．
ただし，
「双方向性」という言葉から主にイメージされるのは二者間でのコミュニケーションであ
るため，3 人以上の会話における「双方向性」がどのような状況を指すかを考えておきたい．まず，
2 人での会話における「双方向性」は，参与者AとBが話し手役割と聞き手役割とをバランスよく交
互に引き受けている状況を指すと考えることができそうである．次に，3 人での会話の場合，たと
えAとBの間が双方向的だとしても，もう一人の参与者Cが話し手や主たる受け手になる機会に恵
まれず，傍参与者に留まり続けているならば（第 2 節），この会話全体を「双方向的」と呼ぶのはた
めらわれるであろう．従って，三人以上の会話における「双方向性」とは，
「どの参与者がどの参与
者に向けて話し，どの参与者が傍参与者になるか」という，各参与者に割り当てられる参与役割の
組み合わせに関して，なるべく多くの組み合わせがバランスよく生じ，その意味で，
「多方向性」が
保持されている状態であると考えることができる．
また，
上記のように，
サイエンスカフェでは，
「科学者」対「市民」という社会的役割（メンバーシッ
プカテゴリー）が支配的になりやすいという傾向が見られるものの，実際には，両者とも，必ずし
も常に「科学者として」
「市民として」という立場のみに立って発言しているとは限らない．実際，
誰であっても，
「科学者」や「市民」といった社会的属性以外にも，例えば「京都在住者」
「高校生」
「日
本人」といった複数の属性を同時に持っている以上，その都度の発言が「どの立場から」あるいは「何
者として」
発せられているかに注意を払う必要がある（高梨・森本, 2009）．そして，サイエンスカフェ
は講義や授業の場ではなく，あくまで「カフェ」の一種であるという点を改めて考えてみるならば，
そこでの会話は，科学者が専門家の立場から自身の研究について語り，一般参加者がこれを聞くと
いうことだけに限られない．科学者が専門家の立場ではなく市民の側に立って自分の研究について
再考したり，もっと言えば，一般参加者が何かの専門家として会話の中心になることさえもありう
る．こうした場面では，
「科学者」対「市民」というメンバーシップカテゴリーに囚われない振る舞
いの方がむしろ適切になるであろう．このように，講義風のコミュニケーション形態から離れた，
カフェとしての自由な双方向コミュニケーションにおいては，各参与者が複数の属性を場面に応じ
て柔軟に使い分けていくことが必要になるため，分析においても，こうしたメンバーシップの使い
分けに十分に注意を払う必要がある．
以下の分析では，
「糖」をテーマとしたある 1 回のサイエンスカフェの際の 2 つのテーブルでの会話
の中でのそれぞれの科学者の振舞いを対象に，各グループでの会話事例を時系列順に分析していく 1）
なお，各グループ 1 名ずつの科学者だけは氏名（仮名）で，その他の一般参加者はA〜Eで表記する．
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4.1 一部の参与者を中心とした参与枠組みの固定化（グループ 1）
【データ 1】2）
01 菅野 : で，マンノースは，グルコースの 2 位が上にいったやつです．ですから，
02 E

: ちょっとのことですね．

03 菅野 : そうなんです，1 カ所違うだけで<→E> 名前が変わるんですね．
04 B

図1

: これでしたっけ，いま書いてくださったの．
（（Bが菅野が記入中の紙にペンを伸ばす））

これでしたっけ

→ 05 菅野 : ええっとねえ，あ，書きます，書きます，書きます．
06 		（
（菅野が筆記を始め，Bはペンを引っ込める））
07

: じゃ，ええっとですね，ちょっと汚いですけど，グルコースの，

08 E

:（・・・）

09 菅野 : グルコースの 2 位が上にいくわけですね．
10 B

: ああ，ああ，ああ．

11 菅野 : あとは同じです．あとは同じです．あとは同じです．
12 		（
（菅野は筆記を続け，B，E，Fは各自自分のノートなどに転写））

図2

あとは同じです

13

: これがマンノースですね．<→E>（
（筆記から視線を上げEを見る））

14

: ただ 1 カ所のこの向きが変わるだけで，もう全然違ってきますね．<→E>

−7−
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菅野が記入中の紙の中をBが自分のペンで指しながら質問を開始する（04）．Bのポインティング
によって，この紙は参与者全員が共同注意を向けることのできる対象物になりかけるが，菅野は，
おそらく正確性を期すために，
「書きます書きます」といって，自分が筆記することを宣言したため
（05）
，Bはポインティングを引っ込めて，自分のメモ帳にこれを転記することになる．他の多くの
参加者も同様に，菅野の筆記を自分のメモ帳などに転記しており，先生の板書を生徒がノートに書
くという授業形式の枠組みが強くなる．
さらに，Eの質問に対する菅野の回答発話の末尾での視線は，自分の筆記を見ている以外は，基
本的にすべてEに向けられていることにも注意が必要である．この点に関する問題については，次
例でより詳細に分析する．
【データ 2】
			（
（菅野がガラクトースの分子構造を紙に書きながら説明している））
01 菅野 : これがガラクトースです．
（
（紙への筆記終了））
02
[Q1] 03 E

: なかなか（覚えられ）ませんけど，一発で．<→E>
:	これ，同数あるんですか，こんなのが．片方はなりやすいとか，安定やとか．<→菅
野>

04 菅野 : それはもう，生合成系によって変わってくると思いますので，<→E>
05
[Q2] 06 E
07

: ま，トータルの量でいくとどうなのかっていうのは分かんない [ ですけど．<→E>
:

[ これやったら，

: 同じ数で言ったら分子，あの，一緒ですわな，原子の量は．<→菅野>

08 菅野 : そうですね，はい．同じです．<→E>
09 E

: ふーん．

10 菅野 : で，結局，体の中でこの糖を転移させる酵素があるので，<→E>
11

: ま，それが働けば，もとから，こう，ガラクトースのもととかを，こう，飛ばして，

12

: こう，だんだん延ばして いくんですけど．<→E>

13

: ですので，ま，糖鎖によって，構成糖も違ってきますんで．<→E>

14

: ま，これは，一概にはいえないと思いますね．<→E>

15

: がん特有のやつは，また違いますし，ああいう細菌とか神経系によって，

16

: また糖鎖，構成糖の型も分岐の位置も違ってくるので，<→E>

17

: あの，一概に，お，そうですね，[ まあ（・・・）．<→E>

[Q3] 18 E
19

:

[ 例えばこういう，

（こんな）
:
角度すら変わるわけですか，その，<→菅野>

20 菅野 : 角度，変わりますね，[ はい．<→E>
[Q4] 21 E

:

[ それが，その種類とかに [（・・・）<→菅野>

22 菅野 :

[ そうですね．

23

: あの，そうですね，ここの向きが，タンパクの 3 次元構造に合うか合わないか，

24

: っていうことになります．はい．<→E>

25 E

: はあはあはあ．

26 菅野 : だから，化学合成で，これの異性体ですね，わざとつくって，
27

: バインディングしないやつとかを，糖鎖もつくったりすることもあります．<→E>

28

: わざとですね．不活性なやつをつくるということで．<→E>

菅野によるガラクトースの化学結合の説明の終了直後から，Eが菅野に向けて連続して質問して
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いる（Q1〜Q4）
．一般に，多人数会話では，同じ参与者間での質問-応答連鎖の連続は，この 2 人の
参与者だけが積極的に参与し，他の参与者が傍参与者に留まらざるをえない状況を最も引き起こし
やすいものである 3）．こうした連続質問の参与枠組みが継続することには，質問を行う一般参加者
側の要因とこれに回答する科学者側の要因の両方が関わっている．まず，Eの質問には，1）他の参
与者には視線を向けず，科学者のみに向けられている（Q1〜Q4 のすべて），2）科学者の回答の末
尾に重複する早いタイミングで開始される（Q2 以降のすべて．[ の位置参照），という特徴がみら
れる．こうした場合，現行の話し手の視線の獲得という点でも，発話開始のタイミングの面でも，
質問された科学者以外の参与者がターンを取るのは難しくなる．これに対して，質問に回答する科
学者の側では，A）質問に対する最低限の「回答」
（Yes/Noなど）
（08 や 22）だけでなくB）最低限の
回答を補足する形での，新たな働き掛けとしての「説明」
（10-17 や 23-24&26-28），を追加した構造
のターンで回答することが多い．この中で，前半部の最低限の回答の部分は質問者に向けられてい
る必要があるが，後半部の説明の最中には，質問者のEだけなく，他の参与者にも視線を向けうる
余地があるとも考えられる．しかし，実際には，これらの説明部分において，菅野は，ターンの途
中ではE以外の参与者に視線を向けることもあるものの，順番交替にとって重要になる文末などの
大きな発話の切れ目では，常にEに視線を向けており，上記のように，この発話末尾に重複する形
でEが次の質問を素早く開始することと相まって，結果として，再び同じ参与枠組みでの質問応答
のやり取りに突入していくことになる．この間，他の 4 人の参与者は基本的にこの 2 人のやり取り
を傍観する傍参与者の位置に留まり続けることになる 4）．
4.2 参与枠組みの柔軟な変化（グループ 2）
【データ 3】
01 D

: 組み合わせ的には，もうあり得る糖鎖は，もう膨大な数，

02 進藤 : 膨大です．
03 D

: ですね．

04 進藤 : 膨大です，膨大です．
05 D

: で，それぞれの大きさによって，それで重みを量ったら何が入っているか，

06 進藤 : そうですね．
07 D

: ということで，

08 進藤 : はい．
09 D

: だから，患者さんがいるときに，あの，血液を，そう，採用してから，それを，

10

: その重量を量って，で，その重さによって，

11 進藤 : そうですね．
12 D

: その細胞の，

13 進藤 : そうですね．
14 D

: さっきの顔という話でも，

15 進藤 : そうですね．
16 D

: ああ，なるほど，なるほど．

17 進藤 : そうです．
18 D

: あと，血液型も先に，あの，それぞれの糖を見せていただいたんですけど，

19

: あのう，やっぱり各，O，B，Aが違うものなので，

20 進藤 : うん．
21 D

: その重さを量るときに，この人がこの血液型，
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22 進藤 : そうですね．
23 D

: ということですよね．

→ 24 進藤 : で，実は，難しいのは，形違うんだけど，今度，重さが一緒<→B> っていうのが<→D>
25

図3

: あるんですよね．<→A>

重さが一緒

26 B

: 重さが一緒ってことは，量が一緒ってことですか，それは．

27 進藤 : そうなんですよ．
28 D

: うん，うん．

29 進藤 : そうなんです．
30

: 実は，実は，いい感じですね．

31

: 実は，実は，
（
（足元から資料を取り出す））これいっときましょうか．

32

: あ，これ，グルコースお返しします．これは誰でしたっけ．

33 D

: ちなみに，さっきの話で，同じ重さというのは，例えば，こうしても，<→進藤>

34

: こうしても，もうどうしても，

35 進藤 : 一緒．
36 D

: 四つのグルコースあるから，<→B>

37 進藤 : そう．
38 D

: 一緒．

39 進藤 : うん．
40 D

: 違う形だけど，<→E>

41 B

: でも，これは，性質は違うんですか．<→D>

図4

一緒．重みが一緒．<→B>

性質は違う
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42 進藤 : [ 性質は違うんです．
43 D

: [ ああ，
（性質は違う）
．だから，<→B>

44 進藤 : だけどね，本当は後で出てくる彼らは，重さ一緒なんですよ．
45 B

: うん．

46 D

: ああ．

47 進藤 : なぜかというと，さっきの炭素の数と，
48 D

: うん．

49 進藤 : 水素の数と酸素の数は，基本的には，かれ，これらは一緒なんで．
50

: 単に一部分の構造が違うんです．

51

: だから，つく，使っている元素の数，全部一緒なんだけど，つなぎ方が違うんで．

52 D

: うん．

53 進藤 : 同じ重さを持ちながら，別のものなんです．
54 D

: うん．

55 B

: こ，構造異性体みたいな．

56 進藤 : そう，そのとおりです．すごいです．
57 D

: おお．

Dは一般参加者であるものの，隣接分野の若手研究者 5）であり，当該分野に関して，他の参与者
よりも多くの知識を有していると考えられる．進藤は前傾姿勢で，Dの説明に同意しながら聞いて
いるが，しばらくの間は口を挟まない．この間，Dは基本的に進藤に視線を向けている．Dの発話
内容は，基本的にこの分野の科学者である進藤には既知のはずなので，このDの発話は「説明」で
あるというよりも，
むしろ自分の知識についての「確認要求」であるというべきかもしれない．従っ
て，積極的な一般参加者が専ら科学者だけに向けて話しているという点では，グループ 1 における
Eと同様であると言える．
これに対して，Dの発話が一旦終了する時点を待って，進藤は 24 の発話（→）で，Dの説明への補
足を開始するが，内容的な面だけでなく，その際の非言語行動が重要である．まず，この発話の焦
点となる「重さが一緒」の直後に，進藤は視線をBに向けており，ついでこの発話の末尾では，今度
は視線をAに向けており，B，D，Aから順に頷きなどの聞き手反応を引き出している．このように，
進藤はDの発話に対する補足説明の発話を用いつつ，これをDだけでなく，他の参与者にも開いて
いくことを試みていることが分かる．これによって，進藤のこの発話の直後では，Dではなく，Bが
質問をすることが可能になっている（26）
．さらに，次のDの発話は，今度は進藤だけでなく，Bや
Eにも視線を向けながら行われており，その中から，BがDに質問し，DがBに向けて答えるという，
このテーブルに配置された当該研究室の科学者である進藤を含まないやり取りが実現されている 6）．
なお，進藤は，Dの知識の開示に対しては，同意は示すものの称賛などのお世辞は発していなかっ
たのに対して，Bの発言に対しては盛んに褒めている（56）．これは，Dはもともと科学者に近い立
場であるのに対して，Bは高校生であるという参与者の社会的属性の違いを考慮した選択であると
考えられる．
【データ 4】
01 D

: あのう，全部，それ一応，情報的に（・・）ですので．

02 進藤 : あ，バイオインフォマティックス．
03 D

: バイオインフォマティックスと，で，バイオからケモインフォマティックスに移って，
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04 進藤 : ああ，ケモインフォマティクス（ですか）．
05 D

: いまは，あの，薬学です（学部は）
．

06		（
（お菓子を食べていたBが興味を示すようにDを見る））
07

: あのう，薬の，ま，話がちょっと共通だけど，まあ，まあ，ちょっと違う立場から，

08

: こう，パソコン，どうやってスーパーコンピューターを使って，

09 B

: ああ．

10 D

: これを調べられるかという，ことですね．

11 進藤 : なるほど．
12

: 結局ね，こういうのは，うん，記号に置き換えることもできるんですよね．<→B>

13 D

: うんうんうん．

14 進藤 : 配列なので．
15 B

: あ，はい．

→ 16 進藤 : 昔ね，あのDNA，が，<→E>

図5

にほん，ヒトのDNAってか，ゲノムっていうんですけど，

DNA

17 E

: うん．

18 進藤 : あれ，読まれたと，
19 E

: うん，うん．

20 進藤 : 解読成功したと言っていたじゃないですか．<→E>
21		（
（以下，約 40 秒間ほど，
「ゲノム音楽」の話題が続くが中略））
22 進藤 : だから，こういうのもだから，これもあの，なんか順番とかなので，
23

: 置き換えると，文字みたいになるわけですよねえ．<→E>

24 A

: うん．

25 進藤 : そうすると，コンピューター使って，もうすごい数がありますから，<→E>
26 E

: うん．

→ 27 進藤 : 効率的に，<→D> その情報を処理していって，
→ 28

: いけないものとか，いいものっていうのを探す研究があるんですよ．<→E>

29		（
（Eに視線を向けて説明する中で，掌でDの方を指す））
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研究があるんですよ

30

: 要は，コンピューター科学っていうのと，結合したやつですよ．<→E>

31 D

: そう．

32 進藤 : 要は，膨大な情報をどうやって処理するかっていう，<→D>
33 D

: そういう分野（やって）ました．

34 進藤 : 分野なんですよね．<→E>
35 D

: はい．

36

: だから，そうですね，それは，まあ，例えば，さっきの各遺伝子の情報が，

37

: まあ，1 単位ずつがあって，<→E>

38

: あのう，それを人間の数は，もう相当な数<→進藤> なので，<→E>

その，4 種類ぐらいですけど，

39 進藤 : うん．
40 D

: これは，例えば，あの，一つずつの単位の情報が 1 枚の紙類であったら，<→E>

41

: もうぜ，全部，こう，一つの，スタックにしようとしたら，<→進藤>

42

: もう，この建物より高い，<→E>

図7

この建物より高い

43 進藤 : うん．
44 D

: になってしまうから，その中から，どうやって意味を抽出するというのが，<→E>

45

: まだ，まだいまからの分野ですし，<→進藤>

46

: その情報をどうやって，もう多すぎるから，<→E>

47

: 人間が一気に見て，理解ができないから，<→進藤>

48

: それを人間が理解できるふうに，どうやって変換するとか，考える，<→E>

49

: っていう分野は私のほうですから．<→B>
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ていう分野

50 進藤 : すごい．最先端で．
51 A

: なるほど．

この部分の冒頭では，Dの専門分野について，Dと進藤が専門的な用語を交えながら話していた
が，BがこのDの専門分野に関する話題に興味を示しながらDの方に向き直ったため（06），DはBに
向けて説明をはじめる．その中で，進藤は「記号に置き換えることもできる」といった指摘やDNA
解読との比較など，理解しやすい補足説明を始めるが，その際，初めはBに向けていた視線を今度
はさらにEに向けはじめる（16）
．そして，進藤は一連の補足説明の終わり近くで，Eに視線を向け
た状態で，
「探す研究があるんですよ」と言いながら，掌ではDの方を指す（27-28）．これは「進藤が
Dの研究についてEに紹介する」という三者を含む発話デザインとなっており，同時に，この説明
の続きを再びDに譲り渡すものとなる．これにより，最終的に，Dは「ケモインフォマティックス」
についての説明を今度は主にEに向けて続けていくに至る（36-48）．この間，当初関心を示したBも
一貫してこのやり取りに関心を示し続けており，このDの説明の最後の部分で，DがBに視線を向
けることによって，両者の間にアイコンタクトが成立する（49）．

5．議論
サイエンスカフェで柔軟な双方向性が損なわれやすいのは，1）1 対多：科学者が一まとまりとし
ての一般参加者全員に向けて話す，2）1 対 1：科学者がある一般参加者のみとの間での連続した質
疑応答を続ける，という典型的な授業形式のコミュニケーションの状況になる時であると考えられ
る．これに対して，参与役割に着目した本研究のビデオ分析を通じて明らかになったのは，科学者
自身の気づきと工夫によって，一般参加者間にも会話が生まれるなどのことが生じれば 7），
「科学者」
を中心とした固定的な参与枠組みからの自由度が高まり，カフェらしい「双方向性」が達成できる
ようになる可能性がある，ということである．
科学コミュニケーターやファシリテーターなど，コミュニケーションの専門的な実践家はどのよ
うにすればより良いコミュニケーションを実践できるかを身につけているといえるが，多くの場合，
こうした知識は暗黙知に留まっており，
明示的に言語化することが難しい．また，コミュニケーショ
ンにおける多くの行動は瞬間的なものであるため，リアルタイムにこれを観察したり認識したりす
るのも困難である．こうした課題に対しては，本稿のようなビデオ分析の手法を用いることによっ
て，うまくいっている／いないコミュニケーションについて，単なる印象に留まることなく，その
原因となった行動を具体的に特定していく試みが有効になると考えられる．さらに，こうした分析
成果を科学者自身にフィードバックすることによって，科学コミュニケーションを行う際の科学者
自身の気づきを高めていくことも可能になると思われる（加納他, 2011）8）．
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本稿で着目した参与役割は，視線や姿勢変化などの非言語行動によって調整されていることが多
いといえる．ただし，これらの非言語行動は，連続質問のような会話連鎖構造や「科学者」と「一
般参加者」といったメンバーシップなど，会話における言語的なやり取りに密接に関連して生起す
るものであるため，非言語行動だけを取り出してトレーニングするのはおそらく適切でない．そこ
で，こうした会話の文脈や参与者間の社会関係などを科学者自身が適切に見極めることが必要にな
る．例えば，前者の連続質問のような会話連鎖に関しては，特定の参与者との連続したやりとりの
中に，他の参与者を巻き込んでいくことができる契機を見出すことができるとよいと考えられる．
また，後者のメンバーシップについては，サイエンスカフェが一般的なカフェではなく，あくまで
「サイエンス」カフェであり，一般参加者の側も科学者に対して「科学者」という立場を求めている
側面がある以上，
「科学者」と「一般参加者」というメンバーシップを全く無視することが望ましい
ともいえないが，その一方で，どのような時にこの「科学者」と「一般参加者」というメンバーシッ
プに依拠し，どのような時にその他のメンバーシップ（「高校生」
「京都在住者」など）を活用するの
が適切になるのかの判断も必要になると考えられる．
トランス・サイエンス的状況（小林, 2007）とは，科学者が「科学者」という立場に立つだけでは
対処できない状況のことであると考えるならば，科学コミュニケーションの場においても，科学者
が自らの持つ「科学者」以外のメンバーシップを適切に意識できるようになることは重要である．
科学技術を巡る社会問題の複雑さに比して，本稿が扱ってきた，サイエンスカフェにおける科学者
の個々の振る舞いなどはごく微細なものにすぎないように見えるかもしれない．しかし，例えば心
理カウンセリングの分野では，極端な支配-服従といった病理的な人間関係の固定化に対して，カ
ウンセラーなどがクライアントのごく小さなコミュニケーション行動を変容させる介入を行うこと
によって，この関係性自体を変容させていくことができることが，臨床実践を通して明らかにされ
てきている（Watzlawick et al. 1967）
．もちろん，こうした知見が科学コミュニケーションの分野
においてもどの程度有効であるかという点は現時点では未知数であるが，コミュニケーションにお
ける振る舞いが変われば参与者間の関係性が変わり，関係性が変われば参与者の意識が変わるとい
う方向でのアプローチも，試みるに値するものなのではないかと思われる．そして，そのための第
一歩として，サイエンスカフェの場で科学者ができることは，会話の中での自身と一般参加者の参
与役割や，
その背後にあるメンバーシップに適切に配慮を向けることなのではないかと考えられる．
今回はサイエンスカフェにおいてコミュニケーションの双方向性を達成する方法について，主に
科学者の側による参与役割の調整という観点から分析したが，サイエンスカフェでは，
「科学者が
語る」という側面だけでなく，
科学者が一般参加者の科学に対する疑問や懸念，ニーズなどを「聞く」
という側面も重要になる．科学者がいつ聞き手に回るのが適当であるかを検討するためにも，本稿
のような参与役割の観点を用いたビデオ分析の手法が有効なのではないかと考えられる．
謝辞
本研究は，JST戦略的創造研究推進事業さきがけ「多人数インタラクション理解のための会話分析手法の
開発」
（代表：高梨克也），文部科学省科学研究費補助金若手研究（スタートアップ）
・研究活動スタート支援「科
学コミュニケーション能力を備えた科学者養成プログラムの開発とその評価」
（代表者：加納圭）
，京都大学
iCeMS Cross-Disciplinary Research Promotion Project:“Development of multimedia contents expressing
representative communication patterns in the iCeMS Cafes”
（代表者：元木環）
，京都大学学術情報メディ
アセンターコンテンツ作成共同研究「科学コミュニケーション能力を備えた科学者養成のためのデジタル
コンテンツの開発」
（代表者：加納圭）の助成によって行われた．
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注
1）一方の科学者（菅野）のグループ 1 では，双方向的コミュニケーションがうまくいっていないと思われる
場面を，もう一方の科学者（進藤）のグループ 2 では，これがうまくいっている場面を，それぞれ取り上
げるが，もちろん，菅野の行動の中にも望ましい点は多く見られるし，進藤の行動の全てが望ましいも
のばかりであるわけでもないという点には注意していただきたい．
2）転記内の記号は次の通りである．<→X>：当該話者がXに視線を向けている（一部の重要箇所のみ記入）
．
[：重複発話開始位置（一部の重要箇所のみ記入）．
（AAA）：
「AAA」と聞こえるが聞き取りに自信がない．
（・・）
：聞き取れない．
（（ ））
：非言語行動などの注釈．下線：直後の図の瞬間の発話．
3）サックスほか（1974）
（第 2 節参照）では，
「現在の話し手の直前の話し手が次の話し手として選択されが
ちだ」というバイアスが見られることを指摘し，これが生じる理由として，
「ある順番における発言の聞
き取りや理解などに関する問題は，その順番のすぐ次の順番で提起されるのが優先的だ」という点が挙
げられている．このデータ 2 において，菅野の応答の直後にEが続けて質問できるのも，これらの新たな
質問を直前の回答に関連するものとして発しているためだと考えられる．このバイアスは，3 人以上の会
話においても「『二者間の対話』の可能性を体系的に用意」
（Sacks et al. 1974）するものである反面で，こ
の状態が続けば，当該の 2 人の参与者とそれ以外の参与者との間の落差を広げるものともなりかねない．
4）参与枠組みが形成される際には専門用語の使用などの発話内容の側面も重要な役割を果たしている．た
だし，一般に科学コミュニケーションの場面においては，専門用語の使用は不可避であるため，専門用
語の使用だけを問題として取り上げるのは必ずしも効果的ではないことに加え，話し手は直接の受け手
に合わせて言語表現を選択している側面が大きいという点を考慮して，ここでは，言語表現の選択より
も手前の問題として，科学者が一般参加者の参与役割をどのように考慮しているかという点に焦点化し
た．
5）この人物はたまたま関連分野の研究をしているが，一般応募の参加者である．このテーブルの「当該該
研究室所属の若手科学者」
（第 3 節）は進藤 1 人である．
6）Dは隣接分野の若手研究者であるという意味では，進藤と同様，
「科学者」のカテゴリーに属すると見な
すこともでき，実際，BがDに向けて発した 41「でも，これは，性質は違うんですか」という質問はDを
科学者に類するものとして扱っていることを示しているといえる．その一方で，このカフェでは，進藤
が「ホスト」であり，Dはあくまでも「ゲスト」であるというように，両者の間には別のメンバーシップ
における差異がある．従って，より厳密には，進藤が「科学者」かつ「ホスト」という二重のメンバーシッ
プを持っているという観点からの考察が必要になるが，そのためには，科学者の招聘と一般参加者の募
集といった，カフェ主催者による運営に関する分析も必要にならざるを得ないため，この点は今後の課
題とせざるを得ない．
7）ここで「科学者自身の気づきと工夫」が強調されているのは，まず第一には，科学コミュニケーション
のためのさまざまな場の中で，特にサイエンスカフェは，科学者と市民とが最も身近で直接コミュニケー
ションすることを目指した場であると考えられるため，こうした場面では，ファシリテーター等に依存
しない，科学者自身のコミュニケーション能力が重要になるためである．さらに，本稿のより一般的な
立場としても，本稿では，科学者自身のコミュニケーション能力に焦点が当てられているが，もちろん
これはファシリテーターなどの科学コミュニケーションのための専門家の必要性を否定するものでは全
くない．森本・大塚（2012）は，
「ファシリテータなどの第三者の支援者なしに当事者が直接，主体的に
話し合い，問題を解決する対話」としての「自律型対話」の重要性を唱えているが，その中でも，ファシ
リテーターの存在意義と自律型対話能力の必要性とは排他的なものではないと見なされている．また，
ファシリテーターの育成を目指す土山他（2011）でも，専門のファシリテーターだけでなく，より多くの
議論の参加者が「パーティシパント・シップ」として，ファシリテーションの観点をもてるようになるこ
との重要性が指摘されている．このように，科学者自身のコミュニケーション能力の向上はファシリテー
ションなどの既存のさまざまな科学コミュニケーションの方法論と排他的なものではないと考えるのが
適当であると思われる．
8）本稿で分析対象としているデータの収録は加納他（2011）で紹介されているプログラム開発のための仕
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様検討を目的として行われたものなので，開発されたプログラムを用いてこのカフェに参加した科学者
へのフィードバックを行うことは現時点ではまだできていない．
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