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はじめに

『語用論』分野では中間言語語用論も含めて､現在までにおおくの研究がなされ､論文が発

表されてきた｡｢謝罪｣｢賞賛｣｢お世辞とその返答｣｢依頼と断り｣｢依頼と受諾｣｢苦情｣｢交

渉｣などという発話行為をとっても､日本語に関するものだけでも数え切れないほどの研究が

ある｡ それらの中で､先行研究より明らかにされていることのひとつとして 『対人関係にお

ける面子の保持』を考えた場合､人間はできる限り対人関係をうまく保とうと試み､社会規範

を破ったり､他人の面子をつぶしたり､対人関係において面子をつぶされたりというような不

快な感情をさけるように心がけている(Browl皮Levinson,1987;Gofhan,1967;Leech,1983)にも

係わらず､母語話者と非母語話者間による異文化間コミュニケーションにおける対人関係では､

相手の面子を適切かつ効果的に保っていくのはむずかしいと考えられている｡例えば､対人関

係で相手の面子を適切かつ効果的に保っていくために､日本語社会で使われる方略は北米英語

社会で用いられるそれとは異なることもある｡これは､母語の異なる2着は社会文化的､そし

て語用言語的知識を共有しないからであると考えられている (Ikoma皮Shimura,1993;Kawate-

Mierzejewska,1995)o更に以下のような要因も考えられる:(a)学習言語の社会文化的､さらに

語用言語的知識に精通していない (Edmondson& House,1991;Robinson,1992),(b)学習者は第

-言語(母語)の社会文化的､さらに語用言語的知識を学習言語に転移する(Beebe,TAkahashi,&

U盲iss-Weltz,1990;koma&Simura,1993),(C)日本語の語用言語的知識を過剰に意識しすぎたり､

社会文化的な概念を必要以上に一般化するOqakahara,1999;Yokota,1986),そして(d)学習言語

における適切な方略を心得ていてもその使用を拒む (石lum-Kulka,1991)｡

以上のように対人関係で相手の面子を適切に保てない要因は様々であるが､認知心理学的見

地をも踏まえて考察をした研究は皆無といってよい｡そこで本稿では 『ェンバラスメン ト

"embarrassment"』という概念に焦点をあて､対人関係での相手や自分自身の面子を適切に保て

ない要因を認知心理学的見地もふまえて考察し､見えにくい部分での要因を探り(AppendixA

参照)､今後の研究に役立っ理論と基礎データの構築を試みる｡

エンバラスメン トの定義 と先行研究

対人関係を社会学的見地(interactionalsociology)よりとらえたGoffman(1956)によれば『ェンバ

ラスメント』とは対人関係において人間関係などが円滑に機能しなくなった時の困惑であると

いう｡心理的視点から 『ェンバラスメント』をとらえたEdelmann(1981,1985,1987)によれば､

対人関係において自己の社会的イメージ(顔 ･面子)が保てない時にエンバラス トを感じるとい

う｡たとえば､不適切な行為に対する自己の判断と社会におけるその行為に対する判断との不

一致から､ある行為が人前で不適切な行為をしたというような結果になってしまったり､不本

意にも人間関係を傷つけかねないような醜態や失態を演じてしまったりすることにより､自己

の社会的イメージが保てなくなりエンバラスメントを感じるわけだ｡つまり､対人関係におい

て個人が望む自己の印象とまわりがもつその個人に対する印象との不一致により､エンバラス

メントが生じるともいえるであろう｡Edelmann(1987)は更にエンバラスメントのおこり得る状

況の分類を試みた(管見 2000)｡それによれば､エンバラスメントを感じるのは､人柄や役割に

似つかわしくない行動によって不適切なアイデンティティーを作 り出してしまった時､行動制

御の失敗による平常性の喪失 (Gross& Stone,1964)､状況把握の誤解やプライバシーの露呈
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(BIJSS,2000)､そして過剰な賞賛をうけたり恥をかいた第三者を見た時に共感的にエンバラスメ

ントを感じる(Sattier,19651という｡菅原(2000)はエンバラスメントの雲霞を 『自滅型』『他者主

導型』そして 『傍観型』とに分類した｡また､成田(1994)は ｢データベースを用いた蓋恥研究

の分類｣によりエンバラス トを｢蓑恥に対応する現象｣であるととらえている (菅原,2000,p.22)O

研究の 目的 と調査 ｡研究事項

前述のように､人間は対人関係で相手の面子を適切かつ効果的に保持しようと試みるのだが

それそれの言語社会においてそのために使用される方略が異なったり､使用言語の社会での適

切な方略を知っていても無視することもあると考えられてい,S｡そこで､本稿では iFなせそれ

ぞれの言語社会での適切な方略は異なるのか』そして 『なぜ適切な方略の使用を拒むのか』と

いう二点について『ェンバラスメント"embaTraSSmerlをララ』という概念に焦点をあて認知心理学的

見地もふまえて考えてみる (AppendixA 参戦O具体的には以下のような研究事項の解明を読

みながらその要因を探るD

L 日本語母語轟音は､どのような状況でエンバラスメントを感 じるかC

2,英語母語話者は､どのような状況でエンバラスメントを感じるか0

3, 日本語母語話者と英語母語話者のエンバラスメン守を感じる状況においての相違や類似

点はどのような状況においてかく､

調査方法

象凝着

研究調査に参加したのは日本に住む30代から40代前半の北米英語母語話者 も殆どが英語教

師H S人と､都内もしくは東京周辺の大学に通う20代の日本人大学生70人と東京周辺在住の

田本語を母語とする社会人 8人であったO 北米英語話者はこの研究に参加 した時点で日本に5

-10年以上居住 していたoまた､調査には参加しなかった3人の日本語母語話者がデータ分類

にあたった｡

マテプア適/と獅

エンバラスメントを感 じた状況を調査するためアンケー ト(Appendixa)が作成され､エンバ

ラスメントを感じた状況を ｢動作に関すること｣と ｢言葉の使用に関すること｣にわけて書い

てもらった｡その際､参加者の職業や居住地といった情報も収集された｡北米英語母語話者と

社会人日本語母語話者にはそれぞれ英語と日本語で簡単な説明のあと電子メールでアンケー

トに答えてもらい､大学生の日本語母語話者には日本語で研究の簡単な説明をした後クラスで

アンケー トに答えてもらった｡また､研究参加同意書もアンケー ト実施の際に書いてもらった｡

分折方渡

日本語母語話者による209回答と北米英語母語話者による34回答の計 243回答がアンケー

トには参加しなかった日本語母語話者3人によりそれぞれ分類され､同じ状況ごとにまとめら

れた(データ分類者間信頼性-86%)｡分類の結果､それぞれの回答は28のカテゴリーに分けら

れた(表 i参照)｡データ分類者間で分類が異なった回答に関しては､話し合いにより最終的決

定を下した｡本来であれば､28の要因を統計学的に処理してその中より統計的に重要な要因を

探らなくてほならないのかもしれないが､本研究は今後の研究のためのデータ構築という目的

もふまえているので､28全ての状況を回答数と共に掲示した｡考察にあたっては､便宜的に日

本語母語話者に関しては頻度(回答数)が上位 6までの状況(10回答以上)､そして北米英語母語

話者に関しては最も回答数が多かった状況に焦点をあた(日本語母語話者と北米英語母語話者
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の回答数が6対 1であったため､バランスも考慮して上位 6と1を取り出してみた)｡また､日

本語母語話者と北米英語母語話者のそれぞれの回答総数が異なるため頻度による比較は不適

切なのだが､それぞれの話者の回答が同数であった状況､北米英語話者だけがエンバラスメン

トを感じている状況､そして日本語母語話者の多数回答の状況に対する英語母語話者の回答状

況には注目してみた｡

結果と考察

表 1 エンバラスメン トを感 じる状況

英語母語話者 日本語母語話者

1中 好意の押し売り(席をゆずって断らせる)

2｡ 自己の無知さの確認(知識のなさ)

3. 状況に関する定義の誤解(人間違え)

4. プライバシーの露呈(社会の窓 ｡下着)

5. 誤解による不可解な言動や行動

6. 照れる ･ぱっが悪い(トイレを間違えた)

7. 感情制御の失敗(おこる ｡きれる)

8. 感情制御の失敗(ハイテンション Bはしゃぎすぎ)

9. 内省【自責の念にかられる】
(他人に迷惑をかける･.｡Oすれさま/しなければよかった)

10.平常性の喪失【動作に関することⅠ(転倒 ･すべり落ちる) 2

11｡自尊心が傷つく【顔がつぶれる1

12.自己嫌悪(こび-つらう･うそをつく･自己のふがいなさ)

13.共感的状況 2

14.失態をさらす ･アイデンティティの喪対かっこわるさ1 6
15.日文化との価値観 ･習慣の相違 4

16.誤用や誤った知識の訂正 2

17.簡単な外国語の表現が通じない

18.知っている言葉や表現を理由もなく間違え笑わる 8

(認知的見地)

19｡自身で誤用や誤解に気付く

20.場にそぐわない ･未分不相応

21.準備不足で自己満足の行かない時 ｡自己不完全 ｡不満足

22｡方言使用

23.乱暴な言葉や F語使用

24.必要以上の敬語や女言葉

25.性

26_言葉の不適切な選択(ろれつが回らない ･幼児語)でわらわれる

27W言葉や表現を知らないで間違え笑わる

28｡状況にふさわしくない言葉の使い方

(敬語の不適切な使用 ¢日本人に英語で話しかける)
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Hノ奉鰍 ､どのよう脚 でヱンバラJXメン/tあ感Ct石か

表 1より､日本語母語話者は､『失態をさらす ･アイデンティティの喪失』(例:電車の中でガ

ムをかんでいてくしゃみをしたら自分の肩にガムがとんでしまいそれを回りの乗客たちに見

られた ｡深夜タクシーの中で寝てしまい気がついたら近所の派出所のおまわりさんが肩をたた

いて起こそうとしていた)『照れる弓まつが悪い』(鰍 トイレを間違え､でてきたら異性が入り

口で順番を待っていた)㌔『平常性の喪失:動作に関すること』(例:転倒 申すべり落ちる)㌔『プラ

イバシーの露呈』(鰍 社会の窓が開いていたのに帰宅するまで気付かなかった ｡下着が見えて

いた)､『内省:自責の念にかられる銅 例:他人に迷惑をかける 尋 ｡｡｡すれば/しなければよかった)､

『自尊心が傷つく:顔がつぶれる』(例:人前で化粧が濃いといわれた)､『自己嫌悪射例:こび-つ

bブ e つ-'Cをつく昔日己U)ふかい7Iiさjのよブな状況でエンバラスメントを感 じるようだ｡

二耗欝執務茅者ぼ､どのよj恵細 田 ンバラ,Rメン鼻あ好L;Bか

表 盲より北米英語母語話者は 『知っている言葉や表現を理由もなく間違え笑わる』(鰍 一一着

二島といおうとして "K呈日毎 one軸d融虫知os包)門eS''といってしまった)というような状況でニ

ンバラスメントを感じるようであるハまた､これは上位2位の回答数であったのだが､英語母

語話者もやはり 『失態をさらす 申アイデンティティの喪失』(例:2階に住んでいる友人を訪ね

ようとしてそのうちの壁を肇じ登っていたら大宅さんにみられた)という状況ではエンバラス

メントを感じるようだ｡更に､北米英語話者だけがエンバラスメント感じているものに 『自文

化との価値観 申習慣の相違』というカテゴリ山がみられたo
f.7本讃城 戸者Li.英語聴 許者のエ∴ベラ}{,/J･･-/-t感L'･i5双洩ri/Lrお い -こ一の招藩や帝Jtil/育

表 且よりわかるが 『知っている言葉や表現を理由もなく間違え笑わる』時というのは回答数

は低いが日本語母語話者も光覚英語母語話者もエンバラスメントを感じるようだ0回答総数が

少なかった北米英語母語話者と日本語母語話者の回答数が同数なので実際には北米英語話者

の方がこの状況でエンバラスメントを感じるケースが多いのかも知れないOいずれにしても知

っている言葉や表現なので笑われる要素などないのに､間違えてしまって､知っているのにも

かかわらず他人から笑われるという状況がェンバラスメントを感じさせるにちがいない｡これ

は､｢笑 う｣という動作の普遍的要因の一つによるものであろうC

また､『失態をさらす さアイデンティティの喪失』という状況でも自他ともに見とめるかっ

この悪さということで日本語母語話者も北米英語母語話者もエンバラスメン トを感 じるよう

だOこの状況での内容を吟味してみると､33回答と回答数が多かった日本語母語話者の中には

他人はなんとも思っていないであろう ｢公衆電話にテレカのかわりにスイカをいれようとし

た｣とか l普段着 申ノーメークであるいていたら学生の母親とばったりであった｣というよう

なことでも自己が思うところのかっこのわるさよりエンバラスメントを感 じているというこ

ともわかった｡

次に､日本語母語話者間で 110回答以上(5%からi3%)見られた 『照れる ｡ばつが悪い』､『プ

ライバシーの露呈』､『内省:自責の念にかられる』､『自尊心が傷つく:顔がつぶれる』､『自己嫌

悪』という状況に関しては､北米英語母語話者による回答は全くなかった｡北米英語話者によ

るデータが少ないため短絡的な見解は述べられないが､日本語母語話者と北米英語母語話者で

はエンバラスメントを感じる状況が異なる場合もあるにちがいない｡そして､その結果､両者

のエンバラスメントに対する方略も異なってくるのであろう｡つまり､日本語母語話者は 『照

れる 手ぱっが悪い』状況を作り出すことを回避するため､｢見てみぬふりをする｣という方略

で相手にエンバラスメン トを感 じさせないように気配りをするかもしれないが北米英語母語

話者が同じ方略を使 うとは限らないということだ｡更に､『プライバシーの露呈』に関してい

えば前述の ｢社会の窓が開いていたのに帰宅するまで気付かなかった｣ということは､まわり

の人間は気付いていてもなにも言わなかったということにもなるのではなかろうか｡ちなみに

このケースはデータの中に何件も見られたoこれに反して､英語では "Younl.y'sopen"などと

い う簡単な表現もあるくらいなので ｢見てみぬふりをする｣というよりは指摘する傾向にある
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のかもしれない｡もちろん､指摘の仕方において言葉の使い方の段階では､様々な工夫がなさ

れるのであろうが｡次に､日本語母語話者間でだけでみられた ｢自己の責任で他人に迷惑をか

けてしまいエンバラスメントを感じた｣というような 『内省:自責の念にかられる』というカテ

ゴリーであるがこれは日本人社会が集団行動的傾向をもつ社会(coHective-orientedsociety)

(Ferraro ,2002)であるという一般的な概念からも説明できるOつまり､日本語母語話者は他人

との調和を重んじる日本社会の一員として無意識的であっても､他人を思いやり争いを避け､

対人関係を築いていくわけなので､自己の責任で他人に迷惑をかけてしまったりしたら自責の

念にかられてしまうわけだ｡これにひきかえ､北米英語社会は個人主義の上に成り立っている

社会(individual-Orientedsoclrety)(Ferraro,2002)なのでこのような状況でエンバラスメントを感

じることはないのかもしれない｡更に､このカテゴリーは､日本人はエンバラスメントを感 じ

ることによって､社会的に受け入れられるように善行を行わなければならないと自覚するので

はなかろうか(Benedict,1946)というような ｢内面的な罪の自覚｣という概念にもかかわっている

のかもしれない｡そして次に､『自尊心が傷っく:顔がつぶれる』というカテゴリーだが､筆者

の知る限りでは北米英語母語話者は ｢化粧が濃い｣とか ｢第三者に他人の失敗談などをはなす｣

というような姿 ･形や個人のプライバシーに関するコメントを控えているようにおもえる｡つ

まり､彼らは褒めることはすれど､そのようなトピックに関しては批判的なコメントを述べた

りしない傾向にあるのでこのカテゴリーは北米英語母語話者には存在 しないのではなかろう

か｡これにより､北米英語母語話者だけがェンバラスメント感じている 『自文化との価値観 ･

習慣の相違』というカテゴリーを説明することもできるoつまり､日本在住の北米英語母語話

者は､価値観や習慣の相違により､思ってもみなかったことでエンバラスメントを感じること

もあるということになるわけだ｡最後に ｢自己のふがいなさ｣や ｢他人にこび-つらう｣こと

により感じる 『自己嫌悪』という状況であるが､これは価値観に反する行為であるために感 じ

るエンバラスメントであると考えられる｡このカテゴリーは､臨済宗を代表する ｢禅宗｣に深

いかかわりを持っているのかもしれないが､かなり複雑で､育った環境や個人差にも大きく作

用されると考えられるので本稿では深く追求しいないでおく｡

以上､みてきたように､日本語母語話者と北米英語母語話者は同じような状況でエンバラス

メントを感 じる時もあれば､異なる状況で感じる時もあるようだ｡前者の状況は普遍的なもの

であるといえよう｡それに対して､異なる状況において感じるエンバラスメントは母語に密着

したもので､それに付随する感情のようにも思える｡そして､この ｢感じ方の違い｣が､異文

化間における円滑な対人関係を拒む要因の-一つであるといえるのかもしれない｡

おわりに

以上､本稿では 『ェンバラスメント』という概念に焦点をあて､対人関係での相手や自分自

身の面子を適切に保てない要因を認知心理学的見地もふまえて考察してみた｡考察の結果､エ

ンバラスメントを感じる普遍的な状況に加えて､母語の異なる話者が､異なる状況でエンバラ

スメントを感じることもあるということがわかった｡つまり､『なぜそれぞれの言語社会での

対人関係を円滑に保つ適切な方略は異なるのか』と考えた場合､それぞれの言語社会でエンバ

ラスメントを感じる状況が異なるので状況にあわせた､エンバラスメントを回避する適切な方

略があるに違いないと考えられる｡更に､エンバラスメントという感情は母語に付随して育っ

てきているのではないだろうかとも考えられる｡これにより 『なぜ適切な方略の知識があって

もその使用を拒むのか』と考えた場合､非母語話者は､適切な方略を駆使してエンバラスメン

トを回避すべき状況におかれてもその状況でエンバラスメントを感じていないわけだから､感

情が伴わないままに方略だけを適切に使うことは困難であるかと考えられる｡つまり､これら

の要因が異文化間コミュニケーションにおいて感情的な誤解のない円滑な対人関係を保つと

いう作業を困難にしているように思える｡

今後の課題として､データを増やして確固たる基礎データを構築していくと共に､外国語習
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得を考えた場合､非母語に感情が移入しないことにより誤解が生じるという問題を如何にして

克服できるのだろうかということを考えていく必要がある｡
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AppendixA

語用的(誤用言語的 ･社会語用的)ミス･コミュニケーション

(誤用的ミスコミュニケーションに至るまでの要因を段階的､理論的ににとらえた構造)

脳の構造 Prain)

1

認知的相違(cognitiveDifferences)

↓

語嚢レベル(WordLevel) ------ 語用レベル(PragmaticLeveり(社会的価値)

(エンバラスメント) (エンバラスメントを感じる状況)
+

エンバラスメントの程度･自制心･意識

1

文化的相違(ctJlturalDifferences)

J

異なる方略(DifferentStrategiesindealingw/FTA)

J

負の転移卯egativeTrar)sfer)

知識の欠如(Lackofknowledge)& 母語以外の言語の持つ社会的価値の無視

(DisregardingTLSocialValue)

l
↓

語用レベルにおけるミス ｡コミュニケ ーション(PragmaticFailure)

Append主xB

Questionnaire

lamconductingastudyon"embarrassment." iwonderifyoucouldtakesometimeandrespond

tothefollowingqueStions･Doyourememberanyembamss-ngexperiences? Pleasedescribesomeof

yourembarrassingexperiences, ItwouldbewonderRllifyoucoulddescribetwodifferenttypesof

experiences｡ LAstory(stories)relatedtoyourbehavior/action/movement(動作に関すること)

2.Astory(stories)relatedtotheuseoflanguage(言葉の使用において)
アンケー ト

『ェンバラスメント』に関して研究しています｡エンバラスメントを感 じた経験を 『動作に関

すること』と 『言葉の使用に関すること』に分けて書いてください｡
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