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異文化コミュニケーションの誤解を回避する上で, 相

手と自分の共同体ではやりとりにおいて他者とどのよう

に関わるべきかという文化が異なることを認識する重要

性が指摘されている (����������2005)｡ だが, 異文
化コミュニケーションにおいて, 人が相手との文化差を

いかにして認識するようになるのかについてはこれまで,

｢国単位の文化｣ に焦点がもっぱらあてられてきており,

｢地域単位の文化｣ についてはほとんど注目されてこな

かった｡ 地域単位の文化がほとんど検討されてこなかっ

た背景には, 他者との関わり方についての地域文化差は

国の文化差よりも小さいと考えられ, それゆえ異なる地

域の人との関係構築は異国の人との関係構築よりもそれ

ほど困難ではないと考えられてきたからかもしれない｡

あるいは, 地域単位の文化差は国単位の文化差に比べて

それほど顕著に示されにくいために, 文化差の認識過程

を検討するための適当な単位の文化として扱われてこな

かったのかもしれない｡

だが, 国間よりも身近で, やりとりを行う機会が多い

と考えられる地域間異文化コミュニケーションにおいて

も, 文化差がいかに認識されるようになるかという問題

は, 異文化コミュニケーションにおける誤解が関係構築

の足かせの 1 つとなること (��������1979) を踏まえる
と, 国間と同様に重要な問題として捉える必要があると

考えられる｡ もしかすると, 地域の文化差は国の文化差

と比べて認識されにくいがゆえに, やりとりを行う本人

らは, 実際には生じている誤解に気がつかないまま, 地

域間異文化コミュニケーションを行っている可能性も考

えられる｡

本稿では, 地域間異文化コミュニケーションにおいて

人はいかにして文化差を認識するようになると考えられ

るのかを論じ, 地域間では国間と比べて文化差の認識が

難しいと考えられることを主張する｡ この考えを主張す

ることで, これまであまり注目されてこなかった地域単

位の文化に焦点化し, 他者との関わり方にはどのような

地域文化があるのかを検討することの重要性を主張する

根拠の 1つになると考えるからである｡ 本稿では第 1に,

人は, やりとりに関わる認知的な処理を個人に内在化さ

れている自身の文化にもとづいて行う (�����������������������������2008) ために, このことが異文化コミュ
ニケーションの誤解を招く原因の１つになっている可能

性を指摘する｡ 第 2に, 異文化コミュニケーションの誤

解を回避するためには, 相手との文化差を認識すること

が重要と考えられている文化的コンピテンス研究の考え

(����������2005)と, この考えを支持する����･���
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(2001) の知見を述べる｡ 第 3 に, 従来焦点があてられ

てきた国単位の異文化コミュニケーションに関する研究

(�������������1992) を概観し, そこでは, 人は相手の
関わり方に違和感を覚え, その違和感を相手と自分が育っ

てきた国の違いに関連づけることで文化差を認識するよ

うになると想定されていると考えられることを指摘する｡

第 4に, 社会的推論研究からの知見 (����������2004)
を踏まえて, 国間と異なり地域間では外見上にそれほど

違いがないために文化差が認識されにくいと考えられる

ことを述べる｡ それゆえ, 地域間異文化コミュニケーショ

ンでは, 人は相手の意図や自分に対する相手の評価を自

身の文化にもとづいて誤った解釈を繰り返し, この繰り

返しの中でメタ認知を絶えず働かせることで文化差を次

第に認識するようになると考えられることを述べる｡ 最

後に, 他者との関わり方について地域文化に焦点をあて

て検討している知見を概観して, どのような地域文化が

これまでに明らかにされているのかを整理する｡

1�異文化コミュニケーションにおける誤解
人は個人に内在化されている文化を運用して他者とや

りとりを行う (�������������������2008) ために, この
ことが異文化コミュニケーションの誤解を招く原因の１

つになっていると考えられる｡ ｢内在化｣ とは文化が個

人の中に取り込まれていることを指すが, それは個人が

知識を単に記憶し, 理解しているという意味ではなく,

個人が自分自身も心からその知識を重要なものとして信

じ, 価値を置いていることを意味する｡ また, ここでの

誤解とは, たとえば以下のような意図とその解釈あるい

は評価とその推論の不一致を指す｡ �共同体には, 自己
卑下的な自己呈示を関係構築のための重要な対人方略と

する文化があるが�共同体にはないとする｡ �共同体
の人は�共同体の人と仲良くなろうと, 自己卑下的な
自己呈示を行うと考えられるが, �共同体の人は, この
文化を内在化していないために, �共同体の人がなぜ自
己卑下的な自己呈示を行うのかが分からずに訝しく思い,

怪訝な反応を返してしまうと考えられる｡ また, �共同
体の人とせっかく仲良くなろうと思った�共同体の人
は, �共同体の人のそのような反応に対して不快な思い
をしてしまうかもしれない｡

やりとりにおける文化の役割を検討している研究から

は, 人は内在化している自身の文化にもとづいてやりと

りに関わる認知的処理を行っていることが明らかにされ

ている｡ たとえば, ��������ら研究 (��������������
2008) からは, 人は個人の中に内在化されている文化に

もとづいて, 他者とどのように関わるかを決定するため,

その人の関わり方にはその人が内在化している文化が反

映されていることが明らかにされている｡ また, やりと

りの相手の関わり方についての評価も, 個人が内在化し

ている文化によって規定されていることが, �������ら
の実証的研究から明らかにされている (������������������������������2000)｡
人が自身の文化にもとづいてやりとりに関わる認知的

処理を行っている背景には, 人は通常, 他者とどのよう

に関わるかについての文化をやりとりの相手と共有して

いることを暗黙の前提としてやりとりを行い, 同じ共同

体の人どうしではこの前提のもとでも誤解を生じさせる

ことなくやりとりが円滑に行えていることが考えられる｡

同じ共同体の人どうしでは, 社会化を通して, 他者とど

のように関わるべきかについての文化を共有している｡

文化内コミュニケーションでは, このような文化を双方

間で暗黙的に共有しているため, お互いがお互いの関わ

り方の意図について実際の意図と対応する解釈を行い,

お互いの評価について実際の評価と対応する推論が行え

る｡ したがって, 意図とその解釈の不一致や評価とその

推論の不一致といった誤解は生じにくく, 他者との関わ

り方について相手と文化を共有しているか否かについて

言語化される必要はなく, 意識されることはほとんど

ない｡

同じ共同体の人どうしでは, 他者といかに関わるかに

ついての文化の共有は ｢当たり前｣ の前提であり, その

前提をもとにやりとりを行っても意思疎通に問題が生じ

ることはない｡ それゆえ, 人は誰かと関わるときには,

｢相手も当然そう考えているもの｣ という文化の共有に

ついての暗黙の前提が働くと考えられる｡ 人は ｢相手は,

自分がなぜ相手に対してこのような関わり方を行ってい

るのかという自分の意図を適切に汲みとってくれている

だろう｣ と, 自身の意図に対する相手の解釈を自身の文

化にもとづいて推論すると考えられる｡ 同時にまた, 相

手からの返しについても ｢自分の意図を汲みとった上で

そのように返してくるのだろう｣ と, 自身の文化にもと

づいて相手の返し方を解釈し, 相手の自分に対する評価

の推論を行っていると考えられる｡

だが, 自身と文化を共有していない相手はもちろん,

自分の関わり方の背後にある意図を汲みとることができ

ない｡ この場合, その人はその人自身の共同体で共有さ

れている文化にもとづいて相手の関わり方の意図を解釈

し, この解釈をもとに自身の文化で適切と考えられる返

しを行うと考えられる｡ この返しを受けた相手もまた,

｢向こうは自分の意図を汲み取った上でなお, そのよう

に返しているのだ｣ と, 自身の文化にもとづいた誤った

解釈が行われると考えられる｡

2�誤解回避のための文化差の認識
文化的コンピテンス研究からは, 異文化コミュニケー

ションにおける誤解を回避するためには, 相手がそもそ

も自身と共通の文化にもとづいてやりとりを行っていな
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いことを認識する必要があると考えられている｡ 文化的

コンピテンスとは, 文化がそれぞれに異なる多様な共同

体の中で人が適応的に活動するための必要な能力を指し,

より具体的には, 異文化コミュニケーションや異文化体

験を心理的負担に感じることなく健康的に行い, 体験で

きる能力を指す (���������������������������������������������2000)｡����・����(2005) によれば, 異文化コミュニケー
ションにおいて, 自身の個人的な目的を達成したり, あ

るいは相互の肯定的な感情を高め合ったりするといった

質の高いやりとりを行うためには, たとえば, アメリカ

人は自己を強く主張するが日本人はしないといった関わ

り方の行動上の違いに気がつくだけでなく, アメリカで

は他者とは異なる固有な自分を持つことが, 日本では他

者との協調的な関係を維持することが重視されていると

いう, 関わり方の背後にある文化の違いを認識する必要

があるという｡ やりとりの相手が自身の文化とは異なる

文化にもとづいてやりとりを行っていることを認識する

ことで, 少なくともこれまで行っていた自身の文化にも

とづく推論をしなくなり, できるだけ相手の文化にもと

づいて相手の意図を解釈し, 相手の評価について推論を

行うようになるため, 誤解を回避しやすいというわけで

ある｡��・����の研究 (2001) からは, 相手の文化に関す

る知識の正確さが異文化コミュニケーションの質の高さ

と関係していることが明らかにされており, 異文化コミュ

ニケーションにおける誤解回避のための文化差認識の重

要性が示唆されている｡ 彼らは, 香港在住の本土中国出

身者を対象に, 香港の文化についての知識の正確さを測

定し, また, 香港人との最近のやりとりを想起させてそ

の時のやりとりの質 (�����自身の目的がそのやりとりで
達成できたか, 相互のお互いに対する肯定的な感情は高

まったか) について評価させた｡ 相手の文化についての

知識の正確さとやりとりの質についての評価との間に有

意な正の相関が示されるかを検討したところ, 本土中国

出身者で香港の文化をより正確に知覚している人ほど香

港人との異文化コミュニケーションで自分の目的を達成

でき, 相互の肯定的な感情を高め合えたと感じていたこ

とが示されている｡ このことは, 自身とは異なる文化に

もとづいてやりとりを行っている相手の立場から相手が

自分とのやりとりをどのように捉えているのかを推論す

ることで, 不要な誤解が回避され, より質の高いやりと

りが行われていることを意味していよう｡

3�国間異文化コミュニケーションにおける文化差の認
識過程

では, 異文化コミュニケーションにおいて, 人は国単

位の文化差をいかに認識するようになると想定されてき

ているのだろうか｡ 異文化適応過程を検討している研究

からは, 自身の文化にもとづく相手の反応の予想と実際

の違いを敏感に知覚し, この違いを相手と自分の出身国

の違いに関連づけることで, 文化差が認識されるように

なると想定されていると考えられる｡

スキーマ理論の枠組みから異文化適応過程を想定して

いるモデル (��������1999) では, やりとりの相手との
文化差を認識するためには, 相手の関わり方が自身の文

化にもとづいて予想されるものとは異なることに敏感で

なければならないと考えられている｡ �������(1999)
によれば, 人が異文化適応の過程で ｢カルチャーショッ

ク (����������������1986�����������������������
2001�������������1991)｣ と呼ばれる一時的な心理的
不適応を経験するのは, 自身がこれまで慣れ親しんでき

た文化にもとづいて相手の関わり方を解釈しようとして

もそれが困難なために認知的葛藤が生じるからであると

いう｡ 認知的葛藤には心理的不快感が伴うために, この

葛藤状態から抜け出したいという気持ちが働いて, 既存

の文化に新しい文化をとりこむ調節が行われる｡ その結

果, 他者との関わり方についての認識的枠組みが再均衡

化され, その結果, これまで ｢不適切｣ と認識された相

手の関わり方も解釈可能なものとして理解することがで

きるようになるという｡

認知的葛藤は, 既存の認識的枠組みで目の前の現象が

理解しがたいときに生じる認知体験であることを踏まえ

ると, 異文化コミュニケーションにおける認知的葛藤は,

相手の関わり方が自身の文化にもとづいて予想されるも

のとは異なり, 自身が持っている既存の文化にもとづい

て相手の実際の反応を解釈することが難しいがゆえに生

じるものと考えられる｡ もし, 文化にもとづく予想を曖

昧に行っていては, 相手の実際の反応が予想と違ってい

たのか, 違っていたのであればどう違っていたかが曖昧

になり, 認知的葛藤が生じにくくなる｡ それゆえ, 異文

化コミュニケーションで認知的葛藤を生じさせるために

は, まずは自身の文化にもとづいた相手の反応を丁寧に

予想しながら実際の反応をモニタリングし, 予想と実際

はどのように異なるのかを比較しながらやりとりを行う

必要があると考えられていると言えよう｡

海外救済活動者を対象に行った�����(2009) の縦断
的面接調査では, 上記の�������(1999) のモデルを支
持する記述が見られる｡ 海外救済活動者らは, 異国で生

活し始めてしばらくの間は異国の人の関わり方を自身の

国の文化にもとづいて解釈を試み, ｢不適切｣ や ｢礼儀

知らず｣ といった否定的な評価を行い, 苛立ちや怒りを

感じていたという｡ だが, このような葛藤を繰り返し経

験することで, 海外救済活動者らは, 相手の関わり方は

自身の文化にもとづくものではなく, 相手側の国の文化

にもとづいて行なわれていることを認識するようになっ
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ていったという｡

文化の内面化過程モデル (��������1992) では, 異
文化コミュニケーションにおいて文化差を認識するため

には, 相手と自分の関わり方の違いをまずは敏感に知覚

し, さらには, この違いを自分と相手の育ってきた国の

違いに関連づける必要があると想定されている｡�������(1992) は, アメリカの文化が, アメリカに移
住してきたばかりの日本の子どもたちの心の中にいかに

して内面化していくかの過程モデルを, 縦断的な面接調

査から生成している｡ このモデルによれば, 子どもはま

ず, 自分がもともと住んでいた国と新しく移り住んだ国

との間では他者との関わり方に違いがあることを認識し,

その次に, それぞれの国での関わり方の背後にはどのよ

うな関わり方を重要とするかについての文化の違いがあ

ることを認識するようになるという｡

この過程を異文化コミュニケーションにおける文化差

の認識過程に置き換えて考えると, 関わり方が国によっ

て異なることを認識することは, 自身が通常行っている

デフォルト的な他者との関わり方が異国では行われない

ことをまずは認識することを意味していると考えられる｡

この認識は, 自身のもともとの国の文化にもとづいて予

想される行動が, 異国の人では見られなかったという予

想と実際の違いから生じることを踏まえると, �������
(1992) のモデルは�������(1999) のモデルと同様に,
異文化コミュニケーションにおいて文化差を認識するた

めにはまず, 自身の文化にもとづく予想を行いながら相

手の反応を観察し, 予想と実際はどこがどのように異な

るのかを絶えず比較しながらやりとりを行う必要がある

と考えられていると言えよう｡ また, �������(1992)
のモデルでは他者との関わり方の国間の違いがすでに認

識されていることを踏まえると, 異国の人のやりとりの

仕方に対して覚えた違和感は, 自分と相手は生まれ育っ

てきた国が異なることから生じていると考えていると考

えられ, この違和感を国による文化の違いに関連づけて

いると考えられる｡

4�地域間異文化コミュニケーションにおける文化差の
認識過程

では, 地域間異文化コミュニケーションにおいて人は

どのようにして文化差を認識するようになるのだろうか｡

先述したとおり, 先行研究は国単位の文化に焦点をもっ

ぱらあてており, 地域単位の文化についてはほとんど検

討されていない｡ そこで以下では, 社会的推論研究から

の知見 (����������2004) を踏まえながら, 地域間異文
化コミュニケーションにおいて文化差がどのように認識

されるようになると考えられるのかを想定する｡ 地域間

異文化コミュニケーションでは, 国間に比べて外見上に

それほど違いがないために文化差が認識されにくいと考

えられる｡ そのため, 人は相手の意図や自分に対する相

手の評価を自身の文化にもとづいて誤った解釈を繰り返

すと考えられ, この繰り返しの中で絶えずメタ認知を働

かせることで文化差を次第に認識するようになると考え

られる｡

社会的推論の研究から, 地域間異文化コミュニケーショ

ンでは特に ｢相手と自分は同じ国で生まれ育ってきたの

だから, 出身地域が異なるとはいえ, 相手は自分と同じ

文化にもとづいてやりとりを行っているはずだ｣ という

前提が働き, この前提が文化差の認識を難しくさせてい

ることを示唆する知見が得られている｡ 社会的推論とは,

他者の内的状態をどのようにして推論するかについての

認知過程を指す｡�����・������(2008) は, 社会的推論を正確に行う
ことを難しくさせている原因の１つに, 人はまず, 他者

自身の視点からではなく, 自身の視点から他社の内的状

態を推論し始める (����������1999������������������������������2004) ことを挙げる｡ このことを踏
まえると, 文化の共有に関する暗黙的な想定は自身の視

点から他者の内的状態を推論する自己投影的な社会的推

論 (������������������� ����������1997�������������������2003) の 1 つとして捉えられ, 地域間異文
化コミュニケーションにおいて, 人はやりとりの相手の

心的状態を自身の文化にもとづいて推論してしまうこと

が想定される｡

社会的推論を適切に行うためには自己投影的な社会的

推論から脱却しなければならない｡ だが, 先行研究の知

見からその難しさが指摘されており (�����������������2003�������������������2010), 地域間異文化コ
ミュニケーションでは特にその脱却が難しいと考えられ

る｡ この難しさの理由は, 地域間異文化コミュニケーショ

ンにおける知覚的な類似度の高さにあることが考えられ

る｡ 社会的推論の類似度一致モデル (�����2004��
2004�) では, 自己投影的な社会的推論は, 推論の対象
となる相手と自分との知覚的な類似度が高いほどより優

先的に行われると想定されている｡ ����(2004�) によ
れば, 相手の内的状態を推論するにあたり, 認知的にア

クセスしやすい自己投影とステレオタイプが用いられ,

相手についての情報が曖昧な場合, 人は相手の内的状態

を正確に推論するためのヒントとして相手の自分との知

覚的な類似度を用いるという｡ 自身との類似度がどのく

らい高いかに応じて自己投影とステレオタイプのうちの

どちらをどのくらい優先的に用いるかを異ならせており,

自分との類似度が高いと知覚すれば自己投影を, 反対に,

低いと知覚すればステレオタイプを優先的に用いて内的

状態の推論を行うという｡ すなわち, 自分との相手の知

覚的な類似度が, 自己投影的な社会的推論を行うか否か

の調節的役割を果たしているというわけである｡
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このモデルの妥当性を実証的に検討している研究から

は, 既存の個人差による実際の類似度だけでなく

(�����2004�), 実験操作による知覚的な類似度 (�����
2004�) によっても社会的推論における自己投影とステ
レオタイプの優先度が異なっており, モデルが想定した

とおり, 類似度の高い対象に対する社会的推論は類似度

の低い対象に比べて自己投影がより優勢的に用いられて

いることが明らかにされている｡

さらに, 社会的投影と呼ばれる, 他者が自分と似てい

ると想定する認知過程は, 外集団メンバーよりも内集団

メンバーに対して行われやすいことが�������・�������
(2005) のメタ分析から明らかにされている｡ �������・�������(2005) は, 社会的投影が生じるためにはどう
いう条件が必要かというそもそもの必要性の観点から,

社会的投影に関する先行研究のメタ分析を行っており,

その結果からは, 外集団メンバーよりも内集団メンバー

に対して社会的投影が優先的に行われやすいことが明ら

かにされている｡ 他者の身体的特徴は, それがたとえ誤

りであっても (����������������2010), その人物を知
覚する際の主要な手がかりとして使用されるという

(��������������������������2002)｡ 地域間異文化コミュ
ニケーションでは相手の身体的特徴は自分とそれほど変

わらず, また, 言語についても国間ほどの違いはみとめ

られない｡ 地域間では国間と比べて相手と自分との間に

それほど際立った違いが知覚されないことを踏まえると,

地域が異なるだけの相手に対しては, たとえ地域文化が

異なっていても, 同じ国で生まれ育ってきているのであ

れば, 外集団メンバーとしてではなくむしろ内集団メン

バーとして知覚されやすいと考えられる｡ もしそうであ

るならば, 国文化が異なる相手よりも地域文化が異なる

相手に対して, 自分と類似した捉え方をしているだろう

という認知がより働きやすく, それゆえ自己投影的な社

会的推論がより優先的に働くと考えられる｡

文化差認識の国間と地域間の違い 国間の異文化コミュ

ニケーションでは, 顔の彫りの深さや髪の毛や目の色,

言語といった相手との際立った違いが随所で知覚される｡

そのため, 相手の反応に少しでも違和感を覚えることが

できれば, これらの顕著な違いがヒントになって, 違和

感はすぐに出身国の違いに関連づけられ, 文化差が認識

されると考えられる｡

それに対して地域間の異文化コミュニケーションでは,

顔の形や髪の毛の色にそれほど違いがなく, 文化差を認

識させる外的な手がかりは極端に少ない｡ むしろ, 知覚

的には相手とのそのような類似度が高いことから ｢相手

と自分は同じ国で生まれ育ってきているから, 同様の文

化を共有しているはずだ｣ という暗黙の前提が国間より

も強く働くと考えられる｡ この前提が, 相手の反応に対

する違和感と出身地域情報との関連づけを阻害するため,

たとえ違和感を覚えたとしても文化差がなかなか認識さ

れず, 人は相手の反応に対して自身の文化にもとづく誤っ

た解釈を繰り返してしまうと考えられる｡

地域間異文化コミュニケーションにおける文化差の認

識 だが, 地域間異文化コミュニケーションでも地域文

化差が認識されないというわけではないだろう｡ 相手の

意図と評価について誤った解釈と推論を繰り返す中で,

相手の表情や反応までの ｢間｣, ジェスチャーなど, さ

まざまな側面における相手の反応を絶えずモニタリング

することで, 自身の文化にもとづく予想と実際の相手の

反応の違いから違和感を強く覚えるようになると考えら

れる｡ 相手と文化を共有しているという認識にもとづい

て相手の反応を解釈しきれなくなれば, やりとりの中の

イントネーションや地元話といった相手の出身地域情報

にその違和感を関連づけるようになるのではないかと考

えられる｡

もし, この関連づけを行えることができれば, 国間と

同様に ｢自分と相手はそもそもやりとりにおける他者と

の関わり方について共通の文化を持っておらず, それゆ

え, 相手は自身と異なる文化を運用して自分とのやりと

りを行なっている｣ という文化差の認識が可能になろう｡

地域文化差が認識されれば, 人は相手との意思疎通を図

るために, 相手の意図と評価について自身の文化にもと

づく解釈と推論を控えるようになり, その代わりに, 相

手の文化にもとづく解釈と推論を試るようになると考え

られる｡ さらに, そうなれば, 地域間異文化コミュニケー

ションにおける双方間の意図とその解釈, 評価とその推

論の不一致はそれほど大きなものではなくなると考えら

れる｡

ここまでは, 地域間の異文化コミュニケーションにお

いて, 人はいかに文化差を認識するようになると考えら

れるかという文化差の認識過程の想定を論じてきた｡ 国

単位の文化と異なり, 地域単位の文化では相互に際立っ

た違いが知覚されないため, 知覚的な特徴を主要な手が

かりとして対人知覚が行われた結果, 相手は異なる地域

であっても内集団メンバーとして知覚されやすく, 相手

は自分と似たことを考えているだろうという自分と類似

した推論が行われる｡ そのため, 地域間異文化コミュニ

ケーションでは, 国間よりも, ｢相手は自分と同様の文

化にもとづいて自分とやりとりを行っているだろう｣ と

いう自己投影的な他者推論が国間と比べてより行われや

すいと考えられる｡ 相手の反応に対する違和感と相手の

出身地域情報との関連づけはこの推論によって阻害され

るために, 地域文化差は認識されにくいことが考えられ

る｡ だが, 絶えずメタ認知を働かせ, 文化共有の認識に

もとづいて相手の反応を解釈しきれなくなると, 違和感

が地域情報に関連づけられ, 文化差が認識されるように

なると考えられる｡

丹羽・丸野：地域間異文化コミュニケーションにおける文化差認識の難しさ �



5�他者との関わり方に反映されている地域文化
地域間異文化コミュニケーションでは文化差を認識す

ることが国間と比べて難しいことを踏まえると, 他者と

の関わり方についてどのような地域文化差があるのかを

検討する必要があると考えられる｡ 本稿では最後に, ど

のような地域文化がやりとりにおける他者との関わり方

を規定しているのかを概観する1)｡

アメリカ南部地域では, 牧畜業を発生起源として現在

に継承されていると考えられる名誉文化が, アメリカ南

部人男性の侮辱に対する暴力的なふるまいを規定してい

ることが明らかにされている (��������������1996)｡
ここでの名誉とは男らしさやタフさを指し, 名誉文化を

内在化している南部人は, 侮辱を自身の男らしさの名誉

を傷つけるものとして認識しているという｡ それゆえ,

アメリカ南部人は侮辱された場面においてアメリカ南部

以外の地域出身者と比べてより暴力的にふるまうという

のである｡

日本国内では, 関西地域文化が関西人のヘマ話語り方

略を規定していることが明らかにされている (������������2009�2010)｡ ����・������(2009) によれば,
現在の関西地域文化は, 商人中心のヨコつながりの人間

関係を重視するヨコ社会を発生起源として現在に継承さ

れていると考えられ, それゆえ, ヨコ社会で関係構築の

ための重要な対人方略として行われていたヘマ話語り方

略が現在も重要な方略として行われているという｡ ヘマ

話語り方略とは, 相手に自分を親しみやすく思ってもら

うために, 自分の失敗経験を面白おかしく話す行動を指

す｡ ����・������(2009) の研究からは, 関西人はそ
うでない地域以外の出身者と比べてヘマ話語り方略を自

身にとっても重要な対人方略としてその価値を内在化し

ており, ヘマ話語り方略を行う際は, そのような価値を

内在化させている自己を関与させて行っていることが示

されている｡

結 語

本稿では, 地域間異文化コミュニケーションでは国間

と比べて文化差の認識が難しいと考えられることを述べ

てきた｡ もしかすると, 私たちが日常場面で普段行って

いる地域間異文化コミュニケーションにおいても, 実は

誤解に気がつかないままやりとりをおこなっているのか

もしれない｡ 異文化コミュニケーションにおける誤解は

関係構築の足かせとなること (��������1979) を踏まえ
るならば, これまであまり注目されてこなかった地域単

位の文化に焦点化し, やりとりにおける他者との関わり

方にはどのような地域文化があるのかを今後さらに検討

していく必要があるだろう｡
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1 ) 文化心理学では, 共同体ごとの正規分布を想定し, ある基準
では全体的な分布が共同体間で違いが見られることを問題にし
ている｡ 本稿も同様に, 共同体の中の個人差がないことは想定
していないが, それでも, 共同体の単位で全体的な散らばりを
見たときには共同体の間には違いがあると考えている｡ 同時に
また, まずはこの違いを認識することが, 異なる共同体の人と
関係を構築するための第一歩になると考えている｡ 共同体とい
うお互いが関連し合っている人々の集まりは, 実際には多様な
ばらつきがあって複雑だが, 本稿では共同体間の文化の違いを
簡潔に述べるために, ｢関西人はそうでない地域出身者に比べ…｣
と記述している｡
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