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0.はじめに

ミス･コミュニケ←ションの原因はいろいろあると考えられるが本論では語鞘 pragmatic)レベル

つまり実社会での言葉の使い方において生 じるミス 吟コミュニケーションにって考えてみるO 言

いかえれば､なんらかの理由で､話 し相手との社会的地位(socia旦dominance)や親密度(socialdistance)､
会話が行われ,7,-7rh,-Tn)れの二粉河Jq;すn如;爪音-llかふさを塞唐!丁,71滴柵か責務爪放い た--1,ミILu-立で ､ゝみてI､み･--一･.-I-･.--L,-/LJ＼LJL--I.--..ノ〔ト--L-J,,u､､-､〉/ノ､上巳王フJ･(≠Fjニ不〉ノf-)㌧VノJ/JILlA＼LV'(九V/､-

めに生 じるミス ヰコミュニケーションについて考えてみるOちなみに､これは発話行為 との誤解

ということにでもなるのであろうが､本論ではそれをミス るL-くエ-,/--/,ヨンこ叩一か〔)

語用論的視点より見た ミス dコミニfNニケ--ションはその形態より大きく二種類に分かれる(

t"であるとい う,3前者は､iFijbと "恥e廃 ヂ霞g量感 喜eJFa血Ye(社会語用的 ミス ∂コミェニケ-ション,B

かの理由により発話内的意味緋臨 u昔iomarymea壷 g､〉が聞き手に間違】-)て伝わって しまうことによ

り生 じるミス 串コミュニケレションである.,例えば､知り合いが高価そ うなネ ックレスをつけて

いたので ｢まあ､素敵なネックレスですね｣とお世辞(/'つつもりで言ったら､聞き手は ｢あらそうF

といいながらネックレスをはず し ｢よろしかたらどうぞ｣と言 うからゝ話し手は ｢はい?棒 のう､

どういうことでしょうか)｣と言って思いもか妄jぬ誤解に戸惑い､そうかと思えば聞き手は ｢似た

ようなものがいくつもあるのよ｣などといってネックレスを話 し手に差 し出してくるO といった

ような会話で､話 し手はただ単に ｢お世辞Jのつもりでいった 壬まあ､素敵 なネ1,!クレスですれ…

が聞き手には ｢依頼｣とい うように解釈されてしまったというように､話 し手の意図が聞き手に

間違って伝わって しまいそこから生 じた誤解である｡次に後者だが､これは､発話内的意味は聞

き手に伝わるのだが話 し手と聞き手との文化 ｡社会的価値観の相違などにより ｢ある発話が適切

なものではなかった｣ということより生 じるミス ℡コミュニケーションである(GfT.川手-ミヤジェ

イェフス九 号995)｡ 前述の Thomas(1983)は､異文化間におけるミス 革コミュニケーションの原

因が前者であった場合は聞き手の文化的背景や習慣などを理解することにより意外 と容易く誤解

を招かないような会話をすることができるようになるが､後者は､とても厄介なもので適切に対

処するのはむずかしいとい うO

そこで､本論では後者の ｢社会語用的 ミス ｡コミュニケ-ション(SociopTagmat妄cFa軸re)｣に焦

点を当て､その原因解明を試みると同時に､語学教育においてそれをどのようにとらえていけば

いいのかとい うことについて考えてみる｡

呈 e 社会語用論(soe呈opragmaiies)と社会語用的能力(soeiopragmatieeoinPe舌enee)

社会語用論 とは ｢話 し手と聞き手のそれぞれの文化 ･社会的価値観における思考体系の上に成

り立つ言葉の使い方｣についての学問である(Leech,1983)｡つまり､理想的には､様々な社会 ･文

化的状況(例えば､話 し手と聞き手の関係を考える時のそれぞれの文化における異なる社会的地位

や 親 密 度 の 概 念 )に応 じて 言 語 表 現 を使 い 分 け る こ とが で き る能 力 (Socl.opragmatjc

Competence)(Plar!otJ.,,1990)を養っていれば社会語用的ミス 雪コミュニケーションに対処できるかも

知れないということになる｡

2. 社会語用的ミス ｡コミュニケーション(SociopragmaticFailure)とその要因

異文化間コミュニケーションにおける社会語用的 ミス ･コミュニケーションを招 くと考え得る

要因としては､先行研究などでは ｢社会文化的要因(SocioeuituTaiFactors)｣ とい う見地からの説明
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が多いが､それに加 えて ｢社会心理的要因(SociopsychologicalFactors)｣ もあると考えられ る

(Kawate-Mierzejewska,2003)oそ して ｢社会心理的要因｣ は更 に ｢表現 に伴 う感 情 の欠 如

(Insensitivity)｣と ｢誤った認識(MisconceptionsandDistortions)｣という2種類にわけられると考え

られる｡以下､それぞれの要因を例題とともにみていく｡

2-1社会文化的要因(socioculturalFactors)

社会文化的要因については､多くの学者(Hallow,1990;Holmes& Brown,1987;Kasper,1997;

Thomas,1983)によって議論されているoこれは､母語でない言語を話す とき､話 し手が話す言語

の適切な社会 ･文化的知識を持っていなかったり､異文化間コミュニケーションにおいて聞き手

にあわせた各自の発話方法(発話の方略)の適切な調整の しかたを心得ていなかった りすることに

より生じる社会語用的 ミス ･コミュニケーションの要因である｡

例えば､日本に住む北米人が日本人の友人とお蕎麦を食べている時にまわ りにも聞こえるよう

な声で ｢いやあねえ｡北米ではずるずると音を立てて食べるのはとても下品だと考えられている

のよ｡音を立てないで食べ られないの?｣などと言ったとすればそ う言われた 日本人の友人は､

その北米人のことを ｢いやみな人間だな､なんでお蕎麦やさんでそんなことを言 う必要があるん

だろう｣などと思い ｢日本ではお蕎麦を食べる時は音をたてたっていいんだよ｣などと反論 した

くなるかもしれない｡これにより､社会文化的要因による社会語用的 ミス ･コミュニケーシ ョン

が発生したわけだ｡つま り､北米人は日本ではお蕎麦を食べる時は音を立ててもいいと考えられ

ている (音を立てずに食べれば上品でそれに越 したことはないのかもしれないが｡ ｡ 0 ) とい う

社会的通年を知らずに､北米の音をたてて食べるのは下品なので食べる時は音をたててはいけな

いとい う規則を日本語での母語話者との会話の中に持ちこみ親切心から食事をするときの適切な

マナ-を教えたわけであるが状況が不適切であった(まわりにも音をたてて食べているお蕎麦や

さんのお客がいた)とい うこともあり､日本人はそれを好意的には受け取らなかったわけである｡

ここで大切なのは北米話者が ｢日本ではお蕎麦は音をたてて食べてもいい｣という社会的通年が

あるということを知っていれば､自分は音をたてずに食べればいいわけであって､他人を非難す

るような言動は避けられたのかも知れないということである｡

北米話者に関しての違 う例を考えてみると､とかくアメリカ人英語話者は他人のプライバシ-

にはいりこんでくることが多いということもあるかも知れない｡これは､良く言われていること

だが飛行機などで隣 り合わせただけのことでも､アメリカ人は ｢名前は?仕事は?独身 ?未亡人 ?

子供は?｣という具合にとどまるところを知らず初対面の人間にでもいろいろと聞いてくること

が多いといわれている｡ これは､おそらくアメリカ社会での社交術のひとつであり､プライバシ

ーとい う概念の違いからくるのだろうが､日本人同士の会話であれば初対面の人間でなくともあ

まり込み入った質問はしないであろう｡質問を浴びせ られている日本人からすれば ｢いいかげん

に勘弁 してよ｣ってい うことになる｡ここで話し手が日本では初対面の人間でなくともあま り込

み入った質問はしないとい うことを知っていればそのような質問攻めは避けられるのかもしれな

い｡

2-2社会心理的要因(SociopsyehologicalFactors)
社会心理的要因は前述のように ｢表現に伴 う感情の欠如｣と ｢誤った認識｣とい う2種類から

なる｡

2-2-1 表現に伴 う感情の欠如tlrlSenSitivit)･1
この ｢表現に伴 う感情の欠如｣から生じる社会語用的 ミス ･コミュニケーションというのはか

なり複雑な概念なのだが､要するに母語以外の言葉を話す時はその表現に感情がついていかない

こともおおいので､母語では絶対に言わないようなことでもいってしまった り､ある表現の持つ

ニュアンスがわからず不適切な使い方をしてしまった りすることから生じる誤解である｡

ごく簡単な例を挙げれば､おそ らく多くの英語を母語 としない話者(非母語話者)にとっては

"Couldyousendthisforme?"と "Couldyoupossiblysendthisforme?"という表現の丁寧さの度合

いが異なることを感覚的に理解できる人間はすくないであろう｡言いかえれば､非母語話者にと

っては "possibly"をいれることによりそれを含む表現のほうが丁寧であるとい うことは頭の中で

は理解できるのだが､それ らを聞いた時､感覚的には丁寧 さの度合いはどちらも同じにように聞

こえるに違いない｡つま り､母語以外の言葉を話す時､それ らの言語における表現は､感情が伴
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わないただ字面だけをおったコミュニケ-ションの一手段に過ぎないものになることもあるとい

うことだ｡

例えば､日太人英語話者がよく使 うといわれている "互do訳'tt.hirTikso"についてだが､これは英

語の母語話者の間ではかな り嫌われている表現のようだ｡あるコースのアサインメン トで添付フ

ァイルを教官に送 りつけるとい うのがあ り学生はファイルを添付 したっもりだったのだがうっか

り忘れてしまったらしいO教官がそのことを学生に告げると学生は開口一番に "呈don'tth毒nkso"

と言ったわけである｡教官は立腹 したらしく売り言葉に買い言葉とい う感 じで "Youknowso"と

言ってからお説教をはじめたわけである｡学生にしてみれば ｢本当ですか｣というくらいの気持

ちで言ったその表現が､なぜ教官を必要以上に立腹させてしまったのかわからず戸惑ったわけで

あるが､教官にして7,,れば ｢なんて失礼な学生なのだ…と思ったに違いない｡ここで､教官がこL__I/~7-_nEV_i

の学生は英語の母語話者ではないので "王do羽't軸inkso"という表現のもつ､この場合であれば聞

き手を批難するとい うようなニュアンスをもった表現であるという感覚が伴わず､教官に向かっ

てこのような表現をつかってしまったに違いないなどとは夢にも思わなかっただろう｡

また､感情がともなわないので必要以上に表現を誇張 して しまうこともあるようだ｡書くawate-

M主erzejewska(2003)によれば､異文化間での契約交渉がなかなか思 うように運ばなかった英語非母

語話者が 篭Teme呈ぎyoも且don7号needmeanymoreラ与といったという例がある纏.1醜 もちろんそ う言

った本人は本当に ｢首にUi:くれ｣などとは思っていなかっただろうし,日本語で♂封司じ状況で

あればそのような言い方は決 してしないであろう.ここでは､英語を使っていたので表現のもつ

重みが感 じられず表現が字面をおっただけのものになってしまったようだ､し

さらに､英語でタブーと考えられている ｢F語｣や ｢S語｣を例にとってみるとよくわかるが､

英語を母語 としない話者はこれ らの表現に感情が伴わず､状況をわきまえずに使用 している傾向

にあ'ylll聞くにたえないこともある｡図書館でコピーをしていた日本人女子学生が=1ピー一機が何 ら

かの理由で詰まって しまった時に訂コを突いて班たC/P)がニOr)｢S語Jで､そこにいあわせた担当教官

切であるとい う感覚 婆)なく挨拶をするくらいのつもと13でロからでた表現であろうが母語話者にと

っては開くに絶えないものであったに違いないOこの学生にしても㌔Ej本語では言葉に感情が伴

うので､このような表現はまず使わないであろう｡

日本語学習者について考えてみても同様でtT寧さやフォ-マリティの度合いの相違を感覚的

に感 じ取 り､状況に応 じて適切な言葉遣いをするのはむずか しいようだO例えば､初対面の人間

との会話でも ｢o o o じゃん｣とか ｢｡ O ｡でさあ｣と使 う学習者がいるようだがこれはやはり

聞き手 との関係を心得ていないものと思われる｡なぜそのような表現が使えるのかというとやは

り､表現に対する感情が伴わないのでその表現が適切か不適切かとい うことが感覚的にはわから

ず､そ うい う表現を使っても ｢ ｡ ｡ G ですね｣とか ｢. O ｡で｣とい う表現を使ってもその非母

語話者にとって､それらは感覚的には同じなのであろうと考えられる｡つま り､頭の中ではそれ

らを使い分ける状況の違いが理解できてもそれらを感 じることは困難であるということなのであ
-7-_
′⊃ソ○

また､日本語の場合は男女の言葉遣いにも差があり､母語話者であれば女性が男性言葉などを

使っているとなんとなく恥ずか しかった りしするものだ｡ しかし､日本語を母語としない話者に

とってはそ うとばか りはいえないようだ｡こんな例もあるO これは男性から日本語を習得 したと

思われる例であるが日本語を母語 としない女性 日本語話者が ｢お金｣のことを ｢金｣といってい

るようなケースである.彼女の周 りの女性 日本語話者は母語話者も含めていっも ｢お金｣といラ

表現をつかっているので彼女もそれを知 らないわけではないはずなのだが､彼女はどうい うわけ

かいつも ｢金｣とい うOこれはおそらく彼女にとっては ｢お金｣でも ｢金｣でも感 じ方は一緒で､

女性が ｢金｣ とい う表現を使 うことに対 してなんの抵抗も感 じていないに違いないO 日本語の母

語話者であれば女性が常に状況を省みず ｢金｣と使 うことはないといってもいいであろう｡女性

でもこの表現を使 うことがあるかもしれないが公式の場ではおそらく使わないであろう｡つまり､

母語話者は表現に感情が伴 うので状況に応 じて適切な言葉の使い方ができるのだと考えられる｡

2-2-2 誤った認識(MisconceptionsandDistortions)
｢誤った認識｣は一般にはテ レビ､雑誌､本からの固定概念や友人などの体験談などを聞くこ

とにより形成 されると考えられる｡それ らを通じて各自､はいってきた情報を正 しいものと認識
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しそれをもとに行動することによって生じる社会語用的ミス ｡コミュニケーションである.

これは良く耳にする話であるが､例えば､英語ではファース ト･ネームを呼ぶのが普通で､会

社の上司などもファース ト･ネームで呼んでいるという情報をテレビや雑誌から得てどんな状況

においてもファース ト･ネームを使っていいに違いないと思いこみ､英語の母語話者である大学

の教官をファース ト｡ネームで呼ぶと (当然日本人の教官は ｢苗字+先生｣で呼ぶことになるわ

けだが)､英語の母語話者から自分たちは尊敬されていないのではないかとい うような誤解を受

けるわけであるO英語母語話者である学生たちは大学の教官は必ず "Dr.XXX"とか "professor

XXX"と呼び､ファース ト･ネームで教官を呼ぶことはまずないと考えてよい｡つまり､テ レビ

や雑誌から得たその情報は全てのケースに適応されるわけではないということになる｡

またなかば一般化 されてしまっている概念に ｢アメリカ人はいつでもはっきりとものをい う｣

というものがあるがこれも誤った認識である｡例えば､ ｢断 り｣を例にとってみると､アメ リカ

人と話 しているので自分ははっきりと "No" といわなければいけないと思いこんでいる日本人が

いたとしたらそれは大きな間違えで､実際にははっきりと "No" といって断ってくるアメリカ人

など殆 どいないといっても過言ではない｡もちろん､断 りの方略は様々であるが､彼 らも日本人

同様 ｢代案｣や ｢返答の延期｣を使 った りしてやんわ りと断 って くるわけである(Kawate-

Mierzejewska,2002)O更に ｢アメリカでは仕事の分担が決まっているので自分の仕事以外は絶対に

しなくてもいいい｣ という誤った情報をなにかから得て､ちょっとした調べごとなどを頼まれて

も ｢これは自分の仕事ではないからやらない｣とそのまま無視 しておく日本人をみかけることも

あるが､これはただ単に仕事の出来ない日本人とい うレッテルを張られるだけであろう｡ 日本人

にしてみればまさかそのように思われているなどとは夢にも思っていないだろうが｡自分では､

アメリカ式に行動 しているつもりでも誤った認識の上で行動 しているのでそこに誤解が生 じるわ

けだ｡

日本語学習者の例を考えてみると､日本語学習者による先生-の不適切な状況での贈 り物があ

るようだ｡ 日本では少なくとも学年が終るまでは､学生やその親が先生にものなど持ってい くの

は間違った行為であると考えられていると思 うが､アメリカ人は学期中でも先生になにか持って

くるようだo これは一例にすぎないのかも知れないが､おそらく､彼 らが雑誌や本などから得た

誤った認識からくるものであろうと考えられる｡彼 らは､日本のお歳暮やお中元とい うしきた り

を知 り日本社会ではお世話になっている人などに贈 り物をするのは当た り前､だから自分も担当

教官に贈 り物をもっていこうと考えているのかも知れない｡

3. 社会語用的 ミス ･コミュニケーシ ョンと語学教育

以上見てきたように社会語用的ミス ･コミュニケーションの要因は様々であると考えられ る｡

以下､教師はどのようにそれらに対処していったらいいのかとい うことを考えてみる｡

まず､教師のできることは､学習者に学習言語における語用的な規則は､常に各々の母語にお

けるそれと同じであるとは限らないということを教え､学習言語における社会 ･文科的な価値観

も教えていくことである｡そうい う意味では､学習者たちの学習言語における社会 ･文化的局面

に対する意識をたかめ､母語の規則 とは異なることもあるのだとい うことに気付かせていくこと

も大切になってくるOもちろん､学習言語の社会で使われている語用的な規則を知っていて､母

語での規則を使えば誤解を招くことがあるに違いないとわかっていても､母語の規則を使いたい

という学習者もいるであろうoそこで､教師は学習言語の語用的な規則を教えても母語の規則を

尊重しそれを使いたいとい う学習者もいるという事実を把握 しておく必要があるだろう｡つま り､

残念なことであるかも知れないが､教えたからといってその規則に素直に従えるとい うことばか

りではないようだ｡ しか し､いづれにしても学習者に学習言語における語用的な規則の適切な知

識はあたえておくべきだO

更に､教師は社会語用的 ミス Oコミュニケーションの要因の うちでも容易に克服できるもの と

出来ないものがある(Kasper,1997)ということを心得ておく必要があるOつまり､ ｢誤った認識｣

に基づいた行動や言動は正 しい情報によって訂正されれば修正が容易にできるものである｡例え

ば､教官のことは "Dr｡XXX"とか "professorXXX"と呼ぶのが適切であると知っていれば､何

の抵抗もなくそのように呼ぶのは容易いことであろう｡ しかしながら ｢表現に伴 う感情の欠如｣

からくるミス 申コミュニケーションでは個人差とい うのもあり対処がかなり困難であると考えら
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れる｡ここでは､状況などに応 じて言葉を使い分けるのであれば､頭の中で理解できている概念

に従い適切な使い方を心がけるように指導 していくことが大切であろう｡また､そ ういう意味で

は､言葉にたいする感覚を取 り戻すためにも外国語や学習言語を話す前に一旦母語で考えてみて

から口にだすとい うことも大切になってくるのではなかろうかなどと考えた りもするわけである

つまり､外国語や学習言語を話す ときはまずその表現が話す言語にて浮かんでくるのだが､それ

を一旦母語に置き換え､それで感覚的に適切ということになってはじめてそれを口にするとい う

ものである｡いづれにしても､この ｢表現に伴 う感情の欠如｣という要因に対処するためには ｢語

用的な規則は常に各々の母語のそれと同じであるとは限らない｣という概念に矛盾するかもしれ

ないが､言語表現に感情も伴 う母語の存在も大切になってくるのではないだろうか｡

最後に._.教師は少なくとも教える言語の社会 匂文化的な価値観を的確に把握 しておく必要があ

るのではなかろうかとい うことも付け加えておきたい｡そして更に､学習者の母語における語用

的な規則をも知っていれば もっといいわけだGそ うい う意味ではこの分野は教師にとっても大き

な課題となるものであろうE_J

i. おわりに

以上､社会語用的 ミス 屯コミェニグーションについてあれこれと考えてみたO学習者坑)指導にあ

た り不論で取 り上げたような問題に関しても研究をしていく必要があると考える｡,
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