
はじめに

社会学部の清水です．初めての人もいるか
もしれません．私は社会心理学 A の担当を
しています．オンデマンド授業で受講してい
る人も，もしかして僕の顔をほとんど見たこ
とがない人もいるかと思います．このように
人前で話すこともすごく久々で，来年になっ
て対面が始まってきちんと話せるかなと不安
もありますが，きょうはコミュニケーション
ということでお題を頂いたので，コミュニ
ケーションにある壁の話を少ししようと思い
ます．
結構私は Twitter をやるのですけれども，

Twitter でいろいろな議論が起こったりして
います．例えば最近だとオリンピックの問題
や，いろいろとみんなが政治的なことについ
ても話し合ったりしています．そのようなこ
とが生産的に行われているといいのですけれ
ども，結構，なかなか SNS やインターネッ
トの議論は話がかみ合っていないような議論
をよく見掛けます．例えば相手を論破する，
これは正論－正論とは一体何だろうかとよく
考えたりもしますけれども－などと，われわ
れはなぜコミュニケーションするときに，お
互いに日本語話者であっても，お互いに言語
は通じるはずなのだけれども，話がかみ合い

ません．なぜそのようなことが起こるのだろ
うということを簡単にお話ししようかなと思
います．

お絵かき知りとりからみる
コミュニケーションの壁

僕はこれも社会心理学 A のコミュニケー
ションの単元でいつもお話しすることなの
で，もしかしたら受講者の人はもう聞いてい
るかもしれません．いつもコミュニケーショ
ンの話をするときに，僕はお絵描きしり取り
の例を挙げます．お絵描きしり取りをやった
ことはありますか．やったことがある人は，
いますね．今でも人気の遊びということです
ね．お絵描きしり取りは絵を描いて，それが
しり取りになるようにつなげていくのですけ
れども，しゃべったら駄目です．例えばヒマ
ワリの絵を描いて，次に果物の絵を描いて，
ヒマワリ，リンゴだな，次に小瓶のような絵
を描いて，リンゴ，ゴマか，という感じでし
り取りがつながっていきます．でも，最初に
ヒマワリの絵を描いているけれども，これを
ヒマワリと解釈するかどうかというのは人に
よって違いえますね．でも，せめて花とは理
解できますよね．続いて，果物が描いてあっ
たら，花ときて，次はなんだろう，ナシ？と
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か－リンゴとナシは似ていますし－．そして
ナシの次に小瓶が出てきたら，「あ，塩だな」
というような形で，全然同じ絵でも，全然違
う解釈ができますよね．つまり，ヒマワリ→
リンゴ→ゴマを花→ナシ→塩と解釈可能とい
うことです．しかもここで面白いのは2人
ともきちんとコミュニケーションがとれてい
ると思っていることです．
コミュニケーションがとれていると思って

いるのに，実は全然理解が違うということ
が，お絵描きしり取りが楽しいポイントで
す．しばらくずっと勘違いしていて，これは
どういう意味だった，全然違ったわ，という
のがお絵描きしり取りの面白いところなので
すけれども，実はコミュニケーションは，あ
まりそれは笑い事では済まないことがありま
す．あの映画は面白かったね，などと友達と
ずっとしゃべっていて，15分ぐらいたっ
て，違う映画について盛り上がっていたとい
うこともたまにはあるのですけれども，その
ようなことが結構コミュニケーションにはあ
ります．
それがなぜ起こるのか，あるいはお絵描き

しり取りだったら，それはしゃべったらいけ
ないからそのようなことが起こるのではない
かと思えます．しかし，コミュニケーション
だったら「思ったことをしゃべれる」のだか
ら，これはヒマワリだよと言えばいいではな
いかと思うかもしれません．とはいえ，「実
はこの絵はヒマワリだよ：と言う言葉自体も
別の受け取られ方をする可能性は常にありえ
ます．それが，常にコミュニケーションにお
いて存在する誤解の可能性なわけです．

間接的要求

また，社会心理学的にも面白いテーマで，
間接的要求という僕のやっている研究テーマ
があります．例えば友達とジュースを買いに
行くときに，自販機の前に立って，財布を見
てお金がなかったとします．そこで「あ，お
金がないなー」と，別に口にしなくてもいい
のについつい友達の目を見て言うということ
があったとき，友達は何と受け取るでしょう
か．おそらく「お金を貸してほしいんだな」
と思うのではないでしょうか．お金がないと
いうのは，ただの事実ですから，「お金を貸
してほしい」という意味は日本語的には持た
ないです．でも，多分9割5分の大学生は，
少なくとも日本人だったら，そのように目を
見て言われたら，お金を貸してほしいのかな
と，結構思うと思います．
なぜ間接的要求をするのかなというのは結

構不思議なことで，これは結構文化差がある
ことが分かっています．アメリカの人はしな
いことはないですけれども，日本人がするよ
うなやり方ではほとんどしません．僕はなぜ
日本人は間接的要求をするのかなということ
を研究していたのですけれども，大まかにい
えば，逆に直接言ったら伝わらないことがあ
るからです．先ほどお絵描きしり取りで，ヒ
マワリと言ったらいいではないかという話を
したのですけれども，実は，直接言うと逆に
伝わらないことがあります．
例えば，自分が友達だと思っていて，この

人が自分のことをどれぐらい好きかというこ
とを知りたいなどということがあります．で
も，僕のことを好きかと聞くのも，すごくい
ろいろと，なぜ聞いたのだろう，と考えるこ
とでしょう．それに，私達はは「助けてほし
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い」，「こんなことをしてほしいな」と直接言
われると断らない事が多いでしょう．例えば
宿題を見せてよと言ったときに，直接言った
らそれは見せてくれるでしょう．多分自分の
ことを大切だと思っていなくても，日本人だ
ったら断ることは，その後の人間関係でいろ
いろとあるかもしれないから，直接言われた
ら大体みんなは助けてくれるわけです．
だから，友達は自分のことを大切に思って

くれているかなと思って直接的に「助けてよ
と」言っても，みんなはそう思ってなくても
助けてくれるので，本当の気持ちがわかりま
せん．そんな中で，本当に自分のことを助け
てくれる人は誰かを知ろうと思ったら，困っ
ていることをアピールすることで，誰かが自
発的に助けてくれるということを，生活の中
で学習しています．例えば，あるときお腹が
減ったとします．そして「お腹が減ったね」
と言ったとき，「じゃあご飯に行こうか」と
言ってくれる子がいたら，「ああこの人は自
分のことを気に掛けてくれているな」という
ことに，われわれは気付いていくわけです．
そのような感じでわれわれはコミュニケーシ
ョンをするから，直接言うと分からないこと
があるなということをいろいろと学習してい
て，間接的にいろいろと聞いてしまうので
す．
また逆に，言ったつもりがないのに何かし

らの意味が受け取られることもあります．つ
い僕も言ってしまって気を付けないといけな
いと思うのですけれども，例えばゼミ生の前
で，「飲み会をしたいね」と言ってしまうの
です．今のうちの学生は，僕があまり間接的
コミュニケーションをしない人間だというの
はみんな何となく察してくれて，あまりその
ように受け取らないのですが，先生が飲み会

をしたいねと言ったら，もしかしたらゼミ生
は，先生が飲み会をセッティングしろと言っ
ていたよと受け取ってしまう，くれる人もい
るかもしれません．ここにはもちろんある種
の権力関係のようなものが，学生が過剰に受
け取ってしまう，いわゆる政治などでも忖度
（そんたく）が，ウェブでもメディアでもい
ろいろと話題になりましたけれども，そのよ
うなコミュニケーション－言っていないのに
なにかの意味を受け取られる－は常に成立し
てしまう可能性があります．

コミュニケーションのメディア

もう少し，同じような内容を社会学などで
どのような話をしているのかというのをお話
しします．社会学をやっている人の前で言う
のもすごくドキドキしますけれども．例えば
社会学者は，われわれは実はコミュニケーシ
ョンは4つのことしか話していないなどと
言います．コミュニケーションメディアの研
究の話なのですけれども，例えば，恋人同士
のコミュニケーションは，すごく要約をする
と，結局「僕（私）のことを好き？」という
ことを言い合っているともいえます．ほかに
も例えば政治家のコミュニケーションも，
「俺のほうが偉いぞ」ということを，究極的
には話しています．
4つのことは何かというと，好きか嫌い

か，価値があるかないか－もうかるかどうか
－，どちらが偉いか，何が正しいか，この4
つの話しかしていないわけです．例えば大学
だと，－とくに社会学部だと－何が正しいか
ということ自体がなかなか難しい問題ですけ
れども，サイエンスを研究している学部（た
とえば理学部とか）だったら，そこには真
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実，真理があって，何が正しいことなのかと
いうことについてコミュニケーションします
よね．そのときに，例えばゼミや学会などで
誰かの発表に対して，このような論理の飛躍
があるのではないですか，などと言ったとき
に，「私のことが嫌いなの？」と，普通は思
わないと思います（もしかしたら大学生だと
思ってしまうかもしれないけれども）．
でも，恋人に批判されたら，「僕のこと嫌

いなのかな」と思うかもしれません．しかし
例えば恋人同士でも，私のことをなぜ好きな
の？と言ったときに，例えば料理ができるか
らだよ，などと言った場合，もしかしたら
「他に料理ができるやつだったらもっと好き
になるのか」と思うかもしれません．このよ
うに，その人がみんなにとって価値がある，
例えば技能について好きな理由を言ったりす
ると，もしかしたら愛されていないのではな
いかなと思うかもしれません．その人がずば
抜けて料理が得意で，それが本人にとって自
信があれば，また別の話かもしれません．
ここでそろそろ結論に向かわないといけな

いのかなと思うのですが，その4つの話，
例えば好きか嫌いか，どちらが偉いかなど，
そのような話の，何の話をしているのかの認
識がずれていると，同じことをしゃべってい
ても全然通じないのです．例えば，（論理の
話をすべき）ゼミの発表で好きか嫌いかの話
ばかりしていたら，なかなか通じないです．
そこでは何が正しいかが議論されているの
に，好きか嫌いかの話を持ち込むと，話が急
に通じなくなります．別に相手のことを嫌い
などと言っていないのに，嫌われた，といっ
たコミュニケーションの断絶が起こるわけで
す．すなわちコミュニケーションの壁がどこ
にあるのかというと，われわれが何の話をし

たいのかということがズレているところにあ
って，何の話を言っているのか，言っている
内容で，われわれは誤解を起こしているわけ
ではないかもしれません．もちろん英語がで
きなかったらなかなかコミュニケーションが
とれないけれども，実はそれさえ一致してい
たら，英語は片言でも十分通じることがある
わけです．
これもまた個人差があって，何でも自分の

ほうが偉いと思いたがる人がいるのです．そ
のような人は会話の節々がマウントをとっっ
ていたり，常に論破しているかのようなコミ
ュニケーションになってしまいます．場合に
よっては，自分が愛されたいと思って，自分
が好きかどうかということを，愛されている
かなということを常に知りたい人は，会話が
常にある種の「構ってちゃん」のような感じ
になって，嫌われた，あの人が私のことを好
きかもしれないという話ばかりするかもしれ
ません．

メタコミュニケーションの重要性

結構 SNS などは，みんなが話を聞いてい
るふりをして実は自分の言いたいことしか言
っていない人が多いです．要は，自分が何の
話をしたいのかということを変えることな
く，その話だけをしています．そのような人
に出会ったときには，取りあえず立ち去るの
が一番楽なのですけれども，そうもいかない
こともたくさんあって・・・．皆さんにとっ
て大切な人との会話がかみ合わないときが一
番ショックですよね．例えば友達と会話が合
わない，恋人と会話が合わない，そのような
ときはどのようにしたらいいのでしょうか．
何の話をしているのかを話すということ
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は，これはメタコミュニケーションといいま
す．コミュニケーションについてコミュニ
ケーションするということです．これがすご
く重要です．喧嘩をしているときこそ，この
メタコミュニケーションができなくなるので
す．相手の言っていること，例えば恋人同士
だったら喧嘩をするときは好きか嫌いかのコ
ミュニケーションしかしていないのだけれど
も，そこで相手の言葉尻などで，それが正し
いか正しくないかの話になったり，そこで齟
齬（そご）が生まれたりすると，全然私のこ
とを好きではないのだという形で，話が収束
しなくなってきます．
もちろん難しいのは，何の話をしているか

の話をしましょう（メタコミュニケーション
をしましょう）と提案すること自体も，その
受け取られ方が相手の状況によるということ
です．もし相手が怒っていたら，全然メタコ
ミュニケーションとして受け取ってもらえな
いという限界点はもちろんあります．いかに
そこで私たちが何の話をしているのかという
文脈をきっちり共有するということ，これは
実はすごく難しいです．先ほど言ったよう
に，お絵描きしり取りと同じだから，いくら

きれいな絵を描いても相手に伝わらないこと
は常にあります．
でも，やはり大事なのは，何の話をしてい

るのかについて，私たちがきちんとそのこと
をコミュニケーションすることです．もう一
つは，コミュニケーションは常に通じない可
能性があるということを理解しておくことで
す．われわれはコミュニケーションがあまり
に得意だから，コミュニケーションはきちん
と話せば通じるものだと思い込んでいて，通
じない人はバカだと思ってしまう場合もあり
ます．そのようなことを，バカな人には話は
通じないのだと，そのような壁をつくってし
まわないように，私たちは常にコミュニケー
ションが通じ合わない可能性というものを少
し自覚するだけで，もしかしたら少し相手に
優しくなったり，大切な人との関係を守った
りすることができるかもしれないなと思いま
す．
これぐらいで10分たちましたか，だいぶ

過ぎていますね，すみません．これがきょう
の私の話です．以上になります，ありがとう
ございました．

（社会学部教授）
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