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1 はじめに

コミュニケーション上の誤解や行き違いは母語話者同志でも生 じるが､同じ文化的社会

的ルールを共有 していない者の問では､その問題が顕在化 しやす く､また原因が明らかに

されないままになることが多い｡特に､社会文化的ルールの違いが原因であることに気づ

かないで個人的な資質に還元されてしまった場合､誤解が深刻なものとなる恐れがある｡

また､求人募集や入学試験など異文化間の面接､企業や組織の多国籍化､国際学術交流が

日常化する中で､些細な行き違いはもはや､双方にとって大きな損失をもたらしたり､取

り返 しのつかない結果を招きかねない｡異文化間で誤解が生まれるためのシナリオがすで

にはっきりとでき上がっているようなケースを事前に知ることは､これを防ぐために最 も

重要なことと思われる｡

このシナ】)オの分析の方法には､社会学､文化人類学､また地域研究などの分野での成

果を応用 したり､認知心理学やコミュニケーション学などの分野でコミュニケーションに

焦点を当てた研究成果をもとに考察する方法があろう｡本稿では､Eofstedeの文化の違い

に関連 した教師 ･学生間のインターアクションに関する研究をもとに､教室で教師が出会

う異文化に関して一つのモデルから考察する｡

2 文化の四次元モデル

且ofstedeは国や組織の文化の違いを明らかにするために､国民文化が共通に持っている

基本的な問題領域を､四つの次元-PowerDistance,IndividualismvsCollectivistn,

XasculinityvsFemininity,UncertaintyAvoidance-からとらえ､50ヶ国と3地域

に対 して調査を行い､そこで得た数値を各次元とその組み合わせによって国民文化の特徴

を表 した｡この四つの次元は社会科学の分野で用いられているもので､次のように定義さ

れている｡

権力格差 (largeYsstallPoterDistance)の次元

それぞれの国の制度や組織において､権力の弱い成員が権力が不平等に分布 している状麿

を予期し､受け入れている程度である｡権力の弱い成員の価値システムによって説明され

るものである｡

個人主義対集団主義 (Individuaiis斗VS CollectiyisA)の次元

個人主義を特徴とする社会では､個人と個人の結び付きは緩やかで人は自己と肉親の面倒

をみればよいが､集団主義を特徴とする社会では人は生まれたときからメンバー同士の結

び付きの強い内集団に統合され､内集団に忠誠を誓えば生涯に渡ってその集団によって保

護されるという特徴を持っ｡
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男性らしさ対女性 らしさ (XasculinitアマSFe遜ininity)の次元

自己主張の強い態度を望ましいとするかそれとも謙虚な態度を望ましいとするかといこと

が対比されている.社会的文化的に規定された役割に対しての命名である｡男性らしさを

特番とする社会においては社会生活の上で男女の性別役割がはっきりと別れているが､女

性らしさを特教とする社会では社会生活のJ,上で男女の性別役割が重なり会っているC

不確実性回避 (StrongvsYeakUncertaintyAvoidance)の次元

ある文化の成員が不確実な状況や未知の状況に対して脅威を感 じる寒露のことであり､こ

の感情は､神経質になってス トレスが高まることや成文化された慣習的な浸剤を定めて予

測可能性を高めたいとする欲求に現れている8

このように､各次元の南庵端における状況が二つの理念型として説明されているoさら

に二つの次元をクロスさせて理念型を設定 し､スコアの近いもの同士いくつかのクラスタ

-に分類､各韓の相対的特徴を明らかにしているO全般的に､現実の事例は極端なものは

少なく､両極端の間に位置していることが多い ｡その中で不確実性回避と男性らしさ女性

らしさの二つの次元をクロスさ･L+た集計の中で､Ej本に極めて特徴的な値が出た.･ユ

不確実性回避蜜と女性 らしさ対男性 らじきの次元の指数で計ったそれぞれの南の文化の

特赦を表 Lたものが Figurelであるが､これより､以下のことが分かる0

日本はこの表の中で右下の象限に位置し､調査の対象となった50カ国と;3地域の中で

最 も男性らしさが強 く､また､不確実鮭回避が高い社会であることが示されてたのである｡

日本は､男性 らじきが強く不確実性回避が強いという文化特徴をもつ社会であることが

示されたOこれに対 し､対極にある女性らしきが強く､不確実性回避が低いという特徴を

持つ文化圏は､ Figllreiより左上の象限に位置するデンマ-ク､jルウエ-､スウェ-

デン､フィンランドなど北欧諸国であることが分かる｡

では､男性らしさ対女性らしさの次元と不確実性回避の次元の文化特徴と､教師と学生

間のインタ-アクションとはどのように関わっているのだろうかo

Eofstede(1986)は､文化の四次元モデルを使って､教師と学生間のインターアクション

及び学生間のインタ-アクションの基本的な違いを記述したo (Tabiei,2)

日本と北欧諸国の人々が教育の場で出会ったときに生ずることが予測される困惑

(perplexity)とは具体的にどんなことだろうか｡ Eofstedeが Tabie1.2で示 した各次

元の両棲端の状況における教師と学生間のインターアクションの特徴についてまとめる｡

男性らしさの襲い社会では､生徒は教室で目立とうとし､お互いに公然と競争するが､

女性らしさの強い社会では生徒は熱心すぎると思われたくない ｡また､学校で失敗するこ

とは男性らしさの強い社会では致命的であり､教師と生徒を評価する基準も男性らしさの

強い社会ほど教師の才能と学問的学問的名声､あるいは生徒の学業成績が支配的な基準と

なるO一方､女性らしさの強い文化ほど､教師の親 しみやすさや社交性あるいは生徒の社
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会的な適応力が重要になる｡

不確実性の回避の高 さと教室での学習活動をどの程度まで組み立てておくかという問題

は密接な関係を持つ｡不確実性の回避の強い社会では､構造化された学習が好まれ教師が

正解をすべて知っている専門家であることが期待され難解な学術用語を駆使する教師が尊

敬される｡学生は一般に教師の学問的見解に異議を申し立てないということも不確実性回

避の強い社会で典型的に見られるものとする｡不確実性回避の弱い社会では､ ｢分からな

い｣と答える教師を受入れ､平易な言葉で説明する教師が尊敬され､学問的な見解の研究

の刺激に繋がると考え られるという｡自由な学習の場を好み､独創性に評価の基準が置か

れるものと期待 しているのもこの社会の特徴であるという｡

4 予消される異なるシナリオに対 して

教室における異文化の出会いは大きく分けると､外国からやってきた留学生や移住者の

子弟と地元の教師や学生が出会う場合と､専門家として派遣された教師と地元の学生が出

会う場合である｡ ここでは後者を想定 し､異なるシナ リオが存在すると予測される日本 と

北欧諸国間の人々が教育の場で出会うことになった場合､より有意義な教育を行 うために

教師が事前に確認 しておくべき事柄をまとめる｡

① 期待されている教師像

質問にすべて答え られる教師でなければならないか/親 しみある教師か有能な教師か/

分かりやすい説明か学問的用語を使った説明が好まれるのか/感情の表出加減/両親の

意見を求める場合 もあるのか

② 教育方法

時間割や目標は精微なものでなければならないか/教師と学生の学問的見解の違いの扱

い/体罰の意味

③ 学業成漬

評価すべき点は学業成績か社会適応か/学業成績の教育における位置付け/成績のいい

学生と学業不振者の扱い

④ 学生の姿勢

競争 して目立つか控え目に振る舞 うか/学習の動機は将来の戦業のためか現時点での興

味からか

教材の選択､カリキュラム作成､試験の位置付け､成歳の扱いなどを考えるために､以

上の点を確認することは､意義があると思われる｡
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CANCanada
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KORSouthKorea
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MEXMexJCO
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PAK PaklSian
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FORPortugaJ
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SWESweden
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TAJTaiwan
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URUUruguay
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TABLE/

DifferencesinTeacher/StudentandStudent/Studentlnteraction

RelatedtotheUncertaintyAvoidanceDimension

WEAKUNCERTAINTYAVOtDANCE

SOClETIES

studentsfee一comforlableinunstruc｡

luredleaningsltUations:vagueobJec･

lives.broadass唱nmentS,nOtimelables

teachersareaHowedtosay.'Idon-i
know川

agoodteacherusesplainlanguage
studentsarerewardedforinnovative

approachestoproblemsohJlng

teachersareexpectedlosuppress

emotions(andsoarestudents)

teachersInterpretlnteHectualdisagree-

mentasasttmulallngexercise

teachersseekparents'ideas

STRONGUNCERTAINTYAVOIDANCE

SOCIETIES

･Studentsfee一comfortablelnStrUCtUred

learnmgsltUations:precISeOb】ectNeS.

detaI始dasslgnmentS,StrlCttimetables

･teaChersareexpectedtohaveallthe
answers

'agoodteacherusesacademiclanguagel

･sludentsarerewardedforaccuracyln

problemsolvEng2

●teacheTSareaHowedtobehave

emo120naHy(andsoarestudents)

･teachersinterpretintellectualdlsagree一

meれtaspersonaldis一oyalty

･teachersconsiderthemselvesexperts

whocannotlearnanythlngfromIay

parents-andparentsagree

1.Stroebe.1976

2.Triandis,1984

TABLE2

DifferencesinTeacher/StudentandStudent/StudentInteraction

RelatedtotheMascuII'nJ'tyversusFeml'ninJ'tyDI'rnension

FEMlNINESOCIETIES MASCULINESOCIETIES

'teachersavoldopenlypraisJngStudents

'teachersuseaveragestudentasthe
nOrm

｡system rewardssiUdents■social

adaptatiQn
Iastudent'sfailureinschooHsa

relative暮ymlnOraccident

｡studentsadmlrefnendlinessinteachers

'StudentspracticemutualsoIidaTity

ostudentstrytObehavemodestly

.corporalpuntshmentseverelyreJeCted

.studentschooseacademICSUbJeCtSIn
viewofintrlnSIClntereSt

'malestudentsmaychoosetraditionally

femlnineacademICSUb】ects

'teachersopenlypraisegoodstudents
'teachersusebeststudentsasthe

nOrm

申SyStemrewardsstudents'academJC

performance
･astudent'sfaHureinschoo一lSaSevere

blowtohJS/herseIf-imageandmayln
extremecasesleadtosuICide

｡studentsadmlrebriHanceinteachers

｡studentscornpelewttheachotherin
class

'studentstrytomakethemselvesvISibte

'corporalpunishmentoccasionallycon-

slderedsalutary

'studentschooseacademicSUbleC!Sln

vtewofcareeropportunltleS

-malestudentsavoldtraditionally

femlnineaCadernlCSUbleCtS
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