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異文化間コミュニケーシンとCQ
「なぜかを発見できるような概論」

異文化間コミュニケーションとは？

• 異文化の関係者間のコミュニケーション

時々このグローバル世界で私たちは私たちの文化の違いを消したと信じるけれ
ど、実はそのことはないのです。今までよりお互いを理解できるようにもっと頑張ら

ないといけないかもしれないです。Moberg & Chadwick

CQ –カルチュラル・インテリジェンス
(文化の違いを超えて円滑にコミュニケーションを図る能力)

• IQ (知能指数) –論理思考

• EQ (心の知能指数) –心の知能

• CQ (文化の知能指数) –カルチュラル・インテリジェンス

• 認知– 知識

• 感情的 –動機(づけ)

• 実際 – ふるまい

文化の氷山

10% 見るとすること
• 食べ物
• 旗
• 祭り
• ファション
• 記念日・休日
• 音楽
• 芸術
• 文学
• 言語
• 工作
• 建築術

文化の氷山

90% 何故～かというと
コミュニケーションの様式やルール、表情、身振り、アイコンタクト、コミュニケーション、
個人空間、(他者を)触ること、ボディーランゲージ、声色 、感情の扱うことと示すこと、指
導、儀礼や行儀、清潔感、美、過去ー未来、社会的状況にいるときの会話の様式、

～に対する姿勢：権力、仕事、協力対競争
～の概念：性別、社会階層、家族、公正・義、個人対グループ
～についての考え方/反応：死亡、動物、 老化、宗教、道徳、結婚、子供育て、意思決定、問
題解決、等。
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業績重視の文化

• 個人中心。アイデンティティ：職業、すること。
業績と責任能力が重要。

• 「主体的」はキーワードで、他者に迷惑かけない。家庭の生活
と仕事の生活は別々。

• 効率は時間で測定する。タスクベース。

• 時間が重要。時間を守るのが尊敬を見せる。

• 事項は構造的な風に述べる。当局や法律制度や書かれた文章(書
類)や契約を信じる。

• 前向き・進歩的で、変化指向

関係の文化

• 家族中心。アイデンティティ：自分の家族。忠実や頼もしいこ
とが重要。

• 相互従属はキーワード。相互従属が手堅い関係を作る。

• 効率はいい人脈を持っていること。

• 時間が柔軟。他者のために必要な時間をかけるのが尊敬を見せ
る。

• 事項は自分自身の人脈からで、当局に低信頼。

• 変化指向より保守的。

集団志向の文化

• 集団中心。アイデンティティ：自分の集団。忠実や頼もしいこ
とが重要。

• 相互従属はキーワード。

• 効率は関係や人脈を信じること。

• 時間が柔軟的。(日本は異例)

• 事項は自分の人脈と当局から。

• 保守的けれど、革新的な力がある。

• 運命が人生に積極的に関わる。

文化の地図は足りますか。

一般化された概要

もっと詳しく理解したいなら、これを読んでみてください; 
エリン・メイヤーの「Cultural Scales」

「The Culture Map」という本

エリン・メイヤーの物差し：
コミュニケーション
アメリカ オランダ

オーストラリア

カナダ

ドイツ デンマークデンマーク ポーランド ブラジル メキシコ フランス インド ケニア 韓国

日本中国イランシンガポールイタリアスペインフィンランド

イギリス アルゼンチン

フランス

ロシア サウジアラビア インドネシア

ローコンテクスト
(文脈)

ハイコンテクスト
(文脈)

ローコンテクスト

ハイコンテクスト

よしとされるコミュニケーションと言えば、明確で、簡単で、明らか。メッセージ
(言いたいこと)を直接的に表したり、理解するもの。繰り返すことは明確なコミュニ
ケーションの手助けとなる。

よしとされるコミュニケーションと言えば、上品で、声のトーン、階層化。メッセージ(言
いたいこと)を言ったり、言外の意味を読み取ったり(空気を読んだり)する。メッセージが
暗に意味するけど、直接表示しない。

違い

ローコンテクストの文化

• まとめる

• 明確に言う

• もっと教育を受けたら、もっと
上手にローコンテクスコミュニ
ケーションができる。

ハイコンテクストの文化

• 空気を読む。(KYにならないよ
うに)

• しっかり聞く。

• もっと教育を受けたら、もっと
上手にハイコンテクスコミュニ
ケーションができる。
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例：１

ALT ジョン (アメリカ人)

• 飲み会は何時に始まりますか。

• じゃ、7時くらいに行っても
いいですかね。

• 了解！

JTE 田中 (日本)

• 7時に始まるけど、ちょっと
前に来ていいですよ。

• うーん、、校長先生が7時に
着きます。

例 1

• ジョンは何時に来ていいと思いますか。

• 田中先生は何時にジョンが来るほうがいいと思いますか。

• 自分の文化よりもっとハイコンテクストかローコンテクスの文
化の人に話してるときにどんな作戦を使いながら、いいコミュ
ニケーションを取れると思いますか。

エリン・メイヤーの物差し：リード

平等主義的 階級組織的

アメリカ

イギリスオランダ

オーストラリア

カナダデンマーク ポーランド

ブラジル

韓国ドイツ

日本中国

フィンランド

スウェーデン

イスラエル フランス

イタリア

メキシコ ペール サウジアラビア ナイジェリア

ロシア インド

平等主義的

階級組織的

上司と部下の理想な相違（差異）は低い。一番いい上司は対等のファシリテーター。
組織構造は平たい。コミュニケーションはよく階級組織的なことを無視する。

上司と部下の理想な相違（差異）は高い。一番いい上司は前から率いれる強い指導者。身
分が重要。組織構造は多層で決まっている。コミュニケーションは決まっている階級組職
的なことで従う。

一般的な特徴

平等主義的な文化の一般的な特徴：

• 他者の前にも遠慮なく上司に反対し
てもいい。

• 上司からの支持をもらわなくても、
行動を起こす可能性の方が高い。

• 客さんか業者に会うとき、階層レベ
ルを合わせることにあまり気にしな
い。

• 階層的に数レベルで相違ある上司か
部下にEメールを送ったり、電話を掛
けたりするのは大丈夫。

• 客さんかパートナーに対して、お座
りして、話しかけることに特定な順
序でしない。

階級組織的な文化の一般的な特徴：

• An effort is made to defer to the 
boss’s opinion especially in public.

• People are more likely to get the 
boss’s approval before moving into 
action.

• If you send your boss, they will send 
their boss. If your boss cancels, their 
boss also may not come.

• Communication follows the 
hierarchical chain.

• With clients or partners you may be 
seated and spoken to in order of 
position.

• 特に他者の前に上司の意見に従う努力を
する。

• 行動する前に上司からの支持をもらうこ
とが多い。

• 上司を会議に行かせるなら、上司も自分
の上司も行かせる。もし自分の上司が会
議に行けないなら、上司の上司も行かな
い可能性もある。

• コミュニケーションは階層的に進む。

• 客さんとパートナーに対して階層レベル
でお座りして、話しかけることになるか
もしらない。

違い指導のし方の歴史

•バイキング―平等主義的

•プロテスタンティズム(新教)と似てること– どちらと言えば、
平等主義的

• カトリシズム(旧教)と似てること–どちらと言えば、階級組織的

• 孔子 -階級組織的

例 2

The Swedish ALT Ms. Anna wants to let Midori Junior High 
School know that she has a schedule change next week. 

In the teachers’ room her JTE Mr. Sato is very busy with his work. 
But the Vice Principle seems to have a lot of free time. 

スウェーデン出身のアンナというALTは来週にスケジュールチェ
ンジがあると伝えたいです。

職員室に彼女の佐藤先生というJTEが忙しそうです。でも、教徒
先生は結構暇の時間があるらしいです。
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例 2

• What would be respectful in a Swedish way of informing about 
the schedule change?

• What would be respectful in a Japanese way of informing about 
the schedule change?

スウェーデン的にどうやってスケジュールチェンジについて伝え
ばいいでしょうか。

日本的にどうやってスケジュールチェンジについて伝えばいいで
しょうか。

エリン・メイヤーの物差し：
決断

合意志向 トップダウン式

アメリカ

イギリスオランダ ブラジル

ドイツ

日本

スウェーデン フランス

ロシアイタリア 中国

インド ナイジェリア

小さいｄか大きいDで選ぶ？

• 小さいｄ：変わる可能性もある早く決めたこと。

• 大きいD：もう変わる可能性がない長考の末に決めたこと。

日本の稟議制度

• 日本は階級組織的けれど、超合意的な国。

• 合意形成はボットムアップなふうにする。

• 稟議書はみんなに回して、一番上の上司に着いてから大きいD
の選びすることをもうできる。

エリン・メイヤーの物差し：信頼

アメリカ イギリス

オランダ

ブラジル

日本

デンマーク フランス

ロシア

イタリアドイツ

中国

インド

ナイジェリア

スペイン タイ

土国

メキシコ

オーストラリア

フィンランド

ポーランド

サウジ
アラビア

タスクベース 関係ベース

タスク指向

関係指向

信頼は職業の関係活動で作る。職業の関係は状況の実際生に基づいて、簡単に作った
り、捨てたりする。もしあなたは一貫して仕事上手にすれば、頼もしくて、一緒に働
くことが好きだから、あなたを信じる。

信頼は一緒に食べたり、夜に飲んだり、コーヒーの販売機に行きながら、作る。職業
の関係は長い間にゆっくりで気づく。あなたの深いところを分かってきて、個人的な
時間が一緒に過ごしたことがあって、あなたを信じる人々もよく知ってるから、
あなたを信じる。

プロフェッショナルにわたる信頼

•あなたには同僚や知り合いにいつから信じることが始まります
か。

• あなたはどうやって信頼を作りますか。



2019/11/19

5

ワークショップのまとめ 書誌 / おすすめの本

• Meeting Sense The Chadberg model – a guide to efficient 
meetings, on all levels, in any culture. Pia Moberg & Peter 
Chadwick. ISBN 978-91-981920-5-6

• The Culture Map Decoding how people think, lead, and get 
things done across cultures. Erin Meyer. ISBN 978-1-61039-
276-1

• 異文化理解力 相手と自分の真意がわかるビジネスパーソン必
須の教養。エリン・メイヤー。ISBN 978-4-86276-208-5


