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１．なぜ「コミュニケーション」を課題に選んだのか 

 新聞やニュースを見ていると、なんとも物騒な話題が多い。世界各地で紛争が起き、テロの

脅威も現実のものになり始めている。世の中には多くの問題が山積しており、憎悪をむき出し

にしたヘイトスピーチやいじめ、パワハラ、マタハラ、ネットでの「炎上」など数え上げたら

きりが無い。この問題はどうやったら解決できるのだろうか。 

 

 世界には多くの人が生活している。地域社会といった小さなコミュニティーをみても、そこ

に生活している人は多種多様だ。それぞれのバックボーンは違い、信じる正義も異なる。その

中で、自分が信じる正義を他人に押しつけてしまうと摩擦が生じる。 

 

 このように、コミュニケーションが破綻すると、争いにつながることがある。つまり、コミ

ュニケーションが、争いのカギを握っているのだ。もしコミュニケーションの本質を理解する

ことができれば、いくつかの課題を解決できるかもしれない。そのような思いを共有し「コミ

ュニケーション」を課題にした。 

 

２．コミュニケーションとは 

 それでは「コミュニケーション」について考察していく。まず、「コミュニケーション」の

意味を辞書で調べると「意思・感情・思考の伝達」だ。しかし、コミュニケーションをとって

いるつもりでも、うまく意思や思考を伝達できないケースもある。その原因はどこにあるのだ

ろうか。そこで、情報伝達の基本的な概念モデルを考え原因を探ることにした。 次ページの

図１は、(A)と(B)とがコミュニケーションする様を図式化したものだ。 

 

 一番目の例は、(A)から(B)に意思や感情、思考といった情報を伝達することができている状

態を示している。伝達された情報が正しく伝わっているかどうかはともかく、コミュニケーシ

ョンは成立している状況だ。 次に(B)が情報を(A)に返すことができれば、コミュニケーショ

ンは続くことになる。 
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図１：コミュニケーションの基本モデル（発表資料より） 

 

 二番目の例は、(A)からの情報を(B)が受け取るまでは同様だ。ただし、その情報を(B)が拒

絶している部分が異なる。なんとか、コミュニケーションは成り立っているが、破綻の危険性

は高い。この後、(B)から発信された情報を(A)が受け取ることができれば、コミュニケーショ

ンが続く可能性はある。 

 三番目の例は、(A)の情報を(B)が全く受け取ることができていない状況を示している。この

状況では(B)に情報が伝達されず、コミュニケーションは破綻する。 (B)が無関心な状況にあ

るという可能性もある。どちらにしても(B)に意見が届いていないため、コミュニケーション

が継続することはない。 

 

 図は (A)が主体のシンプルな概念モデルだ。このモデルからわかるのは、たとえ相手と意見

の相違があったとしても、いったんその意見や感情を受け取ることができれば、コミュニケー

ションは成立していく可能性がある、ということだ。コミュニケーションを継続させていくに

は、情報発信側が受信側にとって受け取りやすい形で情報を伝達することはもちろん、受信側

が発信者の意図をくみ取る、といった努力も必要になるだろう。 

 

 しかし、社会におけるコミュニケーションは、もっと複雑で難解だ。概念モデルで考察した

結論をそのまま適用するのは難しい。そこで、社会学や哲学の先人たちに学び、コミュニケー

ションの役割について考察することにした。 

 

３．社会学におけるコミュニケーションの役割とは 

 社会学や哲学などの文献を調べていくうちに、社会におけるコミュニケーションの役割は
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(1)「信頼」を支えるツールとしてのコミュニケーション、(2)「合意と秩序形成」のためのツ

ールとしてのコミュニケーション、(3)「複雑性の縮減」のためのツールとしてのコミュニケ

ーション、といった3つがあると考えた。それらの詳細と考察は以下の通りとなっている。 

 

1）「信頼」を支えるツールとしてのコミュニケーション 

 ドイツの哲学者、社会学者ゲオルク・ジンメルによれば、近代社会において個人はさまざま

な集団に所属するようになり、それらのどの集団にも全面的ではなく、自己の一部分でかかわ

っている。このことからジンメルは近代社会における相互行為の特徴は「秘密」であると述べ

る。そして、「人間相互のすべての関係は、彼らがお互いについて何ごとかを知りあっている

ことにもとづいている」、「いやしくも関係が存在するばあい、関係はまた同じように一定の無

知をも前提とし……ある程度の相互の隠ぺいも前提とする」(Simmel 1908=1994)と述べている

ことからわかるように、近代の社会で生活する人びとは相互行為においてお互いになんらかの

秘密を隠した人間として出会うため、相互行為が可能となるためには「信頼」が必要であると

主張している。その「信頼」を支えるものにどのようなものがあるかを考えてみると言語的コ

ミュニケーションが主だと思われる。実際、見知らぬ人同士で何かしらの共同活動をするとき、

言語を通じて自己紹介を行う。これはまさに言語を通じて相互行為を可能とする「信頼」を形

成しているといえるだろう。以上のことから、コミュニケーションは近代社会に生きる人びと

の相互行為が可能となるための「信頼」を支えるツールの一つであると考えられる。 

 

2）「合意と秩序形成」のためのツールとしてのコミュニケーション 

 政治哲学者ハンナ・アーレントがその著書『人間の条件』の中で、古代ギリシャのポリスに

おいて市民たちが対等な立場で政治などについて語り合ったことを「公的領域」と呼んだこと

をヒントにドイツの哲学者、社会学者ユルゲン・ハーバーマスは 18 世紀のイギリスのコーヒ

ーハウスやフランスのサロンにおいて市民や貴族などが身分を超えて「共通な関心事」につい

て議論、社会的合意を形成していった場のことを「公共圏」と呼んだ。また、ハーバーマスは

「言語的コミュニケーションを通じた相互了解に依拠して価値や規範の生成を説明」する(長

谷川・浜・藤村・町村、2007:84)。ハーバーマスはその著書『公共性の構造転換』の中で 19

世紀になると「公共圏」は衰退していったと指摘している一方で現代において「公共圏」を形

成することは可能だと主張している。このハーバーマスの主張を肯定的にとらえ、現代社会に

おいて「公共圏」を形成することが可能であれば言語的コミュニケーションは「合意と秩序形

成」のツールとして機能していると言える。ハーバーマスの主張どおり現代社会において「公

共圏」が形成されうるのかについて考えてみると、実際 NIMBY(Not in my backyard)に関する

環境紛争と合意形成について環境社会学者土屋が、環境社会学者船橋が提唱した「公論形成の

場」というハーバーマスの「公共圏」に似た概念を用いて NIMBY設置に対する反対運動の現場

でのフィールドワークを経て「公論形成の場」による合意形成について研究している。そのこ
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とをふまえるとその合意形成がうまく機能するかは別にして現代社会においても「公共圏」の

形成は可能であると考えられる。以上のことから、コミュニケーション、ここでは特に言語的

コミュニケーションは「合意と秩序形成」のためのツールの1つであると考えられる。 

 

3）「複雑性の縮減」のためのツールとしてのコミュニケーション 

 自己も他者も自由であるということを前提にすると人びとの行動には無限大に可能性があ

る。このことをドイツの社会学者ニクラス・ルーマンは複雑性と呼ぶ。例えば自分が友人と翌

日に遊園地に行くことを計画し、午前11時に駅前に集合という約束をしたとする。この場合、

その友人が翌日に「午前 11 時にしっかりと駅前に来る」という可能性もあるが「駅前に遅れ

てくる」、「そもそも駅前に来ない」といった違背の可能性などを含む、さまざまな可能性があ

る。常にこのような違背の可能性は存在しており、その可能性を考慮しながら人びとは生活を

送っている。このあらゆる可能性がある状況、複雑性が増大している状況では、人びとは円滑

に生活を送ることはできないだろう。そこで、この複雑性を縮減するのがコミュニケーション、

特に言語的コミュニケーションであると考える。例えば、上記の例をもとに考えるならば友人

が翌日に「駅前に遅れてくる」ことを避けるために「直前に念をおす」、「予定時間の確認をす

る」、「予定の場所を確認する」といった言語的コミュニケーションを用いるだろう。以上のこ

とから、コミュニケーションは「複雑性の縮減」をするためのツールの1つであると考えられ

る。 

 

４．多様化した社会でのコミュニケーション事例 

 これらの文献は、それぞれの著者が生きた時代を色濃く反映した社会をもとに考察している。

そのため、われわれが生きる現代社会とギャップがある可能性も考えられる。特に現代はグロ

ーバル化が進んでおり、年齢や性別、環境、知識、文化といった背景が異なる人同士のコミュ

ニケーションが活発になっている。そこで、現代の事例からも、コミュニケーションについて

考察していくことにした。 

 今回参考にしたのは、哲学実践講座であるリーダー哲学講座と哲学カフェの講演だ。リーダ

ー哲学講座とは「思想、政治、経済、産業、宗教、文化など多方面に関する、各界で活躍する

リーダーによる講義。現代の諸問題についての意識を高め、受講者自身が考察する大将を見つ

け出すことを目的としている」というもの。2015年度の講師陣には、元外務省主任分析官であ

る佐藤優氏、東京大学名誉教授の山内昌之氏、東洋大学理事長の福川伸次氏、オリンピックメ

ダリストの為末大氏などが名を連ねた。哲学カフェは、井上円了哲学塾の卒塾生たちが定期的

に開催しているイベント。参加者同士で語り合うだけでは泣く、毎回ゲストを迎えたり、ワー

クショップを実施したりと実に幅広い展開をしているのも特徴だ。グローバル時代のコミュニ

ケーションや、さまざまな背景を持つ人たちとのコミュニケーションを学ぶ絶好の機会といえ

るだろう。 
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1）枠組みや前提を考慮したコミュニケーションの事例 

 リーダー哲学講座で登壇した講師の多くは、質疑応答を通じて哲学塾生や学生、一般参加者

とコミュニケーションをしていた。その中で特に印象的な事例が佐藤優氏である。 

 彼は、学生からの質問を聞いた後、その質問者に対して、学部や学年といったプロフィール

を質問し返した。これは、質問者に対して、より適切な回答をするために、質問者のバックボ

ーンを把握する作業を行ったのであろう。実際、佐藤氏の回答は質問者にとって非常に受け取

りやすい情報にまとめられており、きちんと情報伝達できていたように感じた。佐藤氏は、講

義の中で『たくさんの枠組みを持つのが大切』と語っていたが、まさにその実践であった。 

 また別の質問では、その質問中にあった用語の意味について、「どういった意味で使ってい

るのか」ということを確認した。一般に使われる用語であっても、それぞれの個人が意味を解

釈している場合は多い。意味の解釈に差があるままコミュニケーションをすると誤解を生む危

険性がある。言葉の前提を合わせることで、そのようなリスクは大きく低減できる。佐藤氏の

事例から、コミュニケーションするには、(1)相手ごとに適切な枠組みを適用すること、(2)前

提を合わせること――の2つが重要であるということがわかった。  

 このように、コミュニケーションがとれている状況であれば、この2つのノウハウは非常に

有効だ。しかし、コミュニケーションが破綻してしまったらどうすればいいのだろうか。その

回答はリーダー哲学講座の中には見いだすことができなかった。 

 

2）ニーズを共感するコミュニケーションの事例 

 「戦闘状態の人たちとも“つながる”ことができる」。これは 2015年 11 月 8 日にサロンド

冨山房 FOLIO で開催された哲学カフェ「親密な人間関係におけるコミュニケーションを考え

る」の講師である水城ゆう氏のコメントだ。そのような事ができれば、コミュニケーションが

破綻した際の有効な手段になるはずだ。 

 

 この哲学カフェでは、アメリカのマーシャル・ローゼンバーグが提唱している

NVC(Nonviolent Communication)をベースに、暴力的ではない、共感的な関係性を目指すコミ

ュニケーション手法「共感的コミュニケーション」についてのワークショップが行われた。共

感的コミュニケーションの基本的なプロセスは、(1)事実に着目し、(2)感じたことを言葉にし、

(3)そのときの感情を確認し、(4)その感情によって何が満たされ、何が損なわれたのか、感情

のニーズをみつける、というものだ。感情のニーズを共有し「共感」することで、コミュニケ

ーションを実現していくことができる。 

 このワークショップでは、実際に見ず知らずの人とコミュニケーションを行った。その結果、

相手のニーズを見つけし、それがどういう行動につながっていったのかを深く理解することが

できた。この、ニーズを探るという作業の中で、コミュニケーションしている相手も、自分の

ニーズがどういうものかということをきちんと把握できたようだ。このワークショップでは、
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他人のバックボーンがわからなくても、ニーズを理解し、共感することで「つながる」ことを

実践できた。 

 この2つの事例から、相手の所属や状況といったバックボーンに加え、ニーズの理解と共感

がコミュニケーションのカギを握っていることがわかった。 

 

 

図２、哲学カフェで配布された資料。（発表資料より） (c)水城ゆう 

 

５．言葉を使わないコミュニケーション事例 

 ここまでの事例では、「言葉」を中心としたコミュニケーションの事例を見てきた。しかし、

コミュニケーションを行う際、言葉を利用できないケースも少なくない。そこで、言葉に頼ら

ないコミュニケーションの事例についても考察していきたい。今回注目したのは自動車の運転

者同士が行う「カーコミュニケーション」だ。 

 

 日本は運転免許保有率が高く、自動車の大衆化が進んだ。その結果、生活は過度に自動車に

頼ってしまい、交通渋滞、環境問題、高齢者による事故の増加という新たな問題を生じさせて

いる。過密な交通状況での運転は、人と人との相互作用の連続である。日常生活のコミュニケ

ーションは、多くを言語に頼っているが、新たなコミュニケーションの形として「車が介在す

る」非言語コミュニケーション手段に焦点を当てた考察を目的にしたい。 

 道路を走行するドライバー同士で使われている非言語コミュニケーションの「カーコミュニ

ケーション」は、ほかのドライバー同士による言語コミュニケーションを持たないため、安全
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に効率よく運転するため多くは自然発生的に生まれ、暗黙の了解の下で使用されてきたと言え

る。まずは、その合図についてみていこう。 

 車のコミュニケーションの種類は大きく次の合図に大別される。一番目は、自動車を用いた

装置合図とドライバーの身ぶりを用いた身ぶり合図。二番目はブレーキランプ、ハザード、パ

ッシング、そのほか頭を下げる、アイコンタクトなどの視覚的な合図。そして、三番目はクラ

クションなどを用いた聴覚的合図だ。そのほか、車を左に寄せる、車を接近させるといった車

体の動きでメッセージを伝達する方法もある。 

 しかし、カーコミュニケーションで用いられる合図は、時には複数の意味で用いられる場合

があり、地域やドライバーによって意味の相違がある。意思の伝達方法が限られており、単純

な合図しか使えないため起こる現象だ。また、非常に短時間で意思を相手に伝達しなければな

らないため、わかりやすく、明確な意思伝達の方法が求められている、といえるだろう。 

 

６．コミュニティーについての考察 

 これまで見てきたように、コミュニケーションは個人だけではなく「社会」が関係している。

この社会が何ものなのかを検討しなければ、コミュニケーションの本質に迫ることができない

と考えた。そこで社会の構成要素であるコミュニティーや、コミュニティーとのコミュニケー

ションについても考察していく。 

 

 

図３，個人が参加しているコミュニティーは非常に多い（発表資料より） 
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1）家族 

 最も長い時間所属しているコミュニティーが「家族」だ。しかし、そのコミュニティーも以

前と比べると大きく変ぼうしている。従来の日本の家族は3世代が同居し、かつ兄弟姉妹も多

く大家族で生活していた。自分の部屋がなく、家族通しで顔を合わす時間も多く、家族で一緒

に食事をし、会話する時間も長かったのである。しかし現在、核家族がすすみ、父親の単身赴

任や労働環境の変化(長時間労働)により家族間の会話が少なくなっている。以前の家族という

コミュニティーよりも関係は希薄になっているということができるかもしれない。 

 

2）地域社会 

 その家族が所属しているのが「地域社会」というコミュニティーだ。自治会、町内会といっ

た地域コミュニティーは現在も活動を続けているが、構成員の高齢化や転居などにより地域社

会の交流が希薄になりつつあるのが実情。以前は、地域のイベントとして、お祭り、子供会、

地域パトロールなど人の交流する機会があったが、そういった交流は少なくなっている。特に

都会などではその傾向は顕著となっており、マンションに住んでいる人の場合、住民の家族構

成などもわからず、廊下で会ったらあいさつする程度といったケースも少なくない。このコミ

ュニティーについても、以前よりも関係性は希薄になっていると言えそうだ。 

 

3）会社／学校 

 個人が所属しているコミュニティーとして「会社」を無視できない。以前の日本企業は、愛

社精神をはぐくんでおり、社員同士が個人的に強い関係で結ばれていた。社員旅行などのイベ

ントがあり、ある意味、社員同士は家族に近い関係を結んでいたのである。しかし、経済状況

の変化により、労働環境は変わった。社員の評価基準は業績が重視されるようになり、社員同

士がライバルという関係性に変化しつつある。雇用形態をみると、非正規雇用の社員が増加し、

従来の社員同士の強い関係は薄れた。業務品質の均等化や効率化のため、マニュアルを整備し、

使用する企業が増えている。関係性よりも効率化が重視されているというのが実情だろう。 

 同様の状況は「学校」にも当てはまる。以前は、学校は聖域とされ、子どもの成長を見守る

コミュニティーとしての役割を果たしてきたが、最近では、偏差値や内申書など、学習や指導

状況を評価するモノサシができ、その点数をあげることが重視されている。また、平等の精神

から、均一化の押しつけも多く見受けられ、運動会では勝負をつけないというところもある。

児童・生徒は、仲間はずれにならないように空気を読み、同調を重んじている傾向もある。 

 

 このように、家庭や地域、学校・会社などにおいて、コミュニケーションは希薄化する傾向

にある。そのなかでコミュニケーションしていくのは多くの困難があると言えるだろう。しか

し、社会環境はコミュニケーション能力を習得しなければ、就職も困難という状況になりつつ

ある。コミュニケーション能力が低ければ、社会から孤立してしまい、新たなコミュニティー
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への参加もままならない。コミュニティーにおいても「コミュニケーション」が大きな課題に

なっているのだ。 

 

７．成長を続ける仮想世界のコミュニティー 

 そのような中、成長しているコミュニティーが「インターネット」だ。インターネットは、

もともと情報共有するために作られ、学術情報や戦術情報などをやりとりするために整備され

てきた仕組みだ。ここ 20 年ほどでネットワークは多くの端末とつながり、一般ユーザーもイ

ンターネットを利用するまでになった。サーバーやワークステーション、パソコン、スマート

フォンといった端末だけでなく、IPカメラやセンサー、デジタル家電と呼ばれる端末もインタ

ーネットに接続されている。インターネットを介して膨大な情報を簡単に共有できるようにな

り、世界各国とも距離を感じることなくつながることができるようになった。 

 また、ブログや SNS、インスタントメッセージサービスなど、インターネットを介したコミ

ュニケーションサービスも活況で、ユーザーも増え続けている。現在では、Facebookや、Twitter、

写真共有サービスを使ったコミュニケーションを楽しむユーザーも多く、LINE、Skype といっ

たインターネットメッセージサービスは、コミュニケーションインフラとして認知を獲得して

いる状況だ。これらのサービスでは、出会ったことがない相手とも容易につながることができ、

これまでに無かった新しいコミュニケーションを実現している。一方で、テキストベースのコ

ミュニケーションが主体で、お互いの誤解を生みやすく、いじめの温床になるケースも少なく

ない。拡大しているコミュニティーであるのは確かだが、解決していかなければならない課題

も山積している。 

 

８．コミュニティーとは何か 

 このようにコミュニティーと個人との関係性は大きく変わりつつあるが、そもそも「コミュ

ニティー」とは何か。そこでコミュニティーについて考察していく。 

 

 まず、コミュニティーとは、会社や地域といった枠組みの中で、個人が参加しているものだ。

複数人が参加しているため、参加者同士の関係性は非常に複雑。異なる背景や考え方の参加者

が集まっているのが一般的だ（中には、背景や考え方が似ている者同士が集まったコミュニテ

ィーもある）。参加者個人の考えや意思とは別に、コミュニティーとしての考えや意志を持つ

場合も多い。また、会社や地域といった大きなコミュニティーの中に、派閥やグループといっ

た小さなコミュニティーが存在するケースもある。その中での派閥争いや衝突も頻繁に起きて

いる。そのため、これらのコミュニティーの参加者は、周りの「空気」を読み行動する場合が

少なくない。この空気とは何か、どうして存在しているのか、コミュニティーや個人にどう影

響しているものなのかなどについて、考察してみた。 
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1）中世  

 中世、荘園や公領に館を構えた武士は、幕府から地頭を任ぜられ、一定の支配を行っていた。

武士の中には、領地に住まず、代官を派遣するだけのものもいた。そのように武士が現地に住

まなくなっていくと、荘民（百姓）は池や用水など灌漑施設を独自に開発、運営するようにな

っていく。この際、村落独自の結びつきが生じた。互いに悪口を言う者があれば追放し、小屋

を焼き払うといった独自の規則（掟）を定めた村もある。このような一部の地域的なまとまり

が「郷」や「庄」へと発展していった。また、中世の百姓は、年貢を納入すれば他の土地への

移動することが可能であり、商人、職人に転じて土地をはなれることもできた。しかし、中世

から近世初期にかけて「郷」「庄」などの地域的なまとまりは、急速に失われた。 

 

2）近世 

 豊臣政権は経済基礎を固めるために「太閤検地」と「兵農分離」を実施。太閤検地では、居

住村を本籍地として百姓を登録し、年貢納入の義務を負わせた（一地一作人の原則）。また兵

農分離では、武士、百姓、町人身分を区別し、職業の移動をできなくした。これらの政策によ

り、安定的に年貢を獲得できるようになった一方、百姓はその土地に縛られ、離れることが不

可能になった。百姓の生活を見ると、村民同士の物資の交換はもちろん、労力の貸し借りが重

要になっていった。定期的に田植えや刈り入れをはじめ、灌漑用水の堰（せき）さらいや道普

請、屋根ふきといった共同作業をしなければ生活することができない。百姓同士の結びつきは、

土地の鎮守(氏神)神をまつる祭礼を通じて強められていった。 

 江戸時代に入ると、農民は土地に帰属し、土地を離れることができず(一所懸命)、その土地

での収穫は村全体の協力関係で成り立っていた。安定的な生活を構築するためには、村との有

効な関係(労働の貸し借りなど)を継続しなければならず、経済的・組織的に村のルール(掟)に

従わざるを得ない状況になった。この中で、現在の日本人へと通じる精神構造が形成されてい

ったのであろう。また、村のルールである慣習やしきたりを、年長者が年少者に教え伝えたこ

とも年功序列という精神構造の形成に影響した。 

 

3）明治 

 明治時代になると士農工商の身分は解体され、廃藩置県が施行された。行政単位としての

「村」は、新しい単位に移行され、土地に束縛されることもなくなった。職業選択の自由は得

たものの、そこに住む人の意識は従来のまま。世間の掟、つまり世間体という新たなルールに

束縛されるようになっていた。1877年には「社会」、1884年には「個人」という言葉が訳語と

して成立しているが、当時の人々は、世間(世の中)という言葉を多く使用している。 

 

4）現在 

 1983年に山本七平氏が「空気の研究」の中で、絶対的権威としての「空気」を指摘して以降、
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世の中・時代の雰囲気を表す言葉として広がった。山本氏は『それ(空気)は非常に強固で絶対

的な支配力をもつ「判断の基準」であり、(略)客観情勢の論理的検討の下検討の下で判断を下

して決断しているであって、総合された客観情勢の論理的検討の下に判断を下して決断してい

るのではないこと……(略)議論における論者の論理の内容よりも、議論における言葉の交換そ

れ自体が一種の「空気」を醸成していき、最終的にその「空気」が決断の基準になるという形

をとっている場合が多いからである。また「空気」とはまことに絶対権をもった妖怪で、一種

の「超能力」かもしれない』と述べている。また、物質や絶対的命題や名称への「臨在感的把

握」による空気の支配という文化についての指摘もしている。 

 冷泉彰彦氏は日本社会の意思決定は事実や論理よりも「空気」が支配し、その「空気」が風

向きの変化でよく変わると指摘している。空気の形成と日本語について、日本語での会話が成

立するためには、空気の存在が必要であり、その空気が重い場合、日本語の窒息状態になり、

コミュニケーションがなりたたない、と冷泉氏は考えた。そこで同氏は、一対一の会話におけ

る空気を「関係の空気」と定義づけ、三人以上の場における空気のことを「場の空気」の規定

し分析。一対一の関係においは、既知情報は言葉に出さず言語外のコミュニケーションに委ね

ることで、情報を共有している実感がつよくなり、省略表現に使用、内輪の暗号による仲間意

識の確認など、言語の表現による「空気」が存在し、関係の空気が濃いことは関係が良好であ

ると指摘している。つまり、一対一の「関係の空気」は必要なものであり、コミュニケーショ

ンの基本である。しかし、三人以上の場合の「場の空気」は、権力的になるということだ。つ

まり、暗黙の了解事項を知っているかが重要であり、知らない場合には、その場から疎外され

てしまうことになる。例えば、会議の前の根回しなどがあげられる。一対一であれば、空気が

消えれば、明らかに冷たい雰囲気が生まれ、言葉が途切れる。しかし、「場の空気」は、多数

が賛同すれば、その場を支配し、会話は進む。このことは、江戸時代にみられる「村」の掟に

似ている。 

 

 近年「空気を読む」という言葉が一般的に使われるようになり、KYという略語でも表される

ようになっている。2007年の流行語大賞候補にもなったので、知っている人も多いだろう。冷

泉氏の分析を適用すると、空気を読みことは一対一の関係(関係の空気)では使用されず、三人

以上(場の空気)の状況で使用されることになる。つまり「空気を読むこと」は、論理的決定で

はなく、なにかわからない判断基準を把握することが重要であり、その判断基準を早く収集で

きるかどうかが非常に重要になっているということになる。 

 

 また、山口大学教育学部に所属している日高美咲氏、小杉考司による調査（「山口大学教育

学部研究論叢（第 3部）」「“空気を読む”という表現の社会心理学的研究」より）では、「空気

を読む」という言葉の意味を多くの人が「暗黙のルール」と認識していることがわかった。「暗

黙のルール」とは不文律であり、心の中で了解し合っていることから、「空気」とは明文化さ
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れていない決まりということができるだろう。また同じ調査で「空気を読む」という言葉に対

する印象について聞いたところ、際立つ特徴を持っていないこともわかった。 

 以上のことから、「空気」とは明文化することができないものであり、「空気を読む」という

言葉には、極端な印象がないといえる。すなわち「空気」を言葉で定義することは、不可能で

あり、ほかの表現ができないからこそ「空気」と名付けられたである。 

 しかし、存在するかわからない「空気を読む」という表現が、数多く使われるようになった

のはなぜだろうか。 また、若年層に広く使用されるのはなぜなのか。この疑問についても考

察を進めていきたい。 

 

 電通総研の「高校生意識調査(2010 年)」では、(1)「場の空気に合わせてふるまう」＝96%、

(2)「その場面に合うキャラを意識することがある」＝83%となっている。また、キャラを変え

る理由を尋ねると、(1)「人間関係がスムーズになる」=73%、(2)「みんなで盛り上がれる」＝

58%、となっている。このアンケート結果から、高校生の多くが場の空気を読み、キャラクタ

ーを演出していることがわかる。 

 

 「従来の共同体」であれば、「空気」を感じる場合には、ほかの人との共通価値観の部分が

存在し、自分の行動・意見がどう他人に思われるか発言の予測が想像できた。しかし、現代は

社会が複雑化し、さまざまなコミュニティーが空洞化し、個人化がすすんでいる。そのような

コミュニティーでは、共通価値観の部分はなく、他人の行動・意見を把握するのが困難だ。ま

た、発言すること自体が空気をみだす可能性があるため、発言は控えるのであろう。 

 特に、地域社会の崩壊、学校生活の変化、家庭環境の変化というようにコミュニティーが縮

小化するなかで育った若年層は、コミュニティーでの経験が少なく、人との関係の構築が十分

できないていない。その結果、自ら進んで空気を読んでいく傾向になるのだろう。もちろん、

若年層であってもインターネットによるコミュニティーには参加しており、コミュニティーで

の経験を積んでいるのではないか、という指摘もあるだろう。確かにインターネットのコミュ

ニティーでは、知らない人ともつながることができているが、その関係性は、リアルな人間関

係と比べて摩擦係数が少なく、人間関係の構築において、十分な経験を積むことができていな

い。やはり、経験値が圧倒的に不足しているのだ。だからこそ「空気」を読むことが必要不可

欠になっているのかもしれない。 

 

 ここまでコミュニケーションについて、考察してきたが、考えれば考えるほど、調べれば調

べるほど、新たに考えること、調べることが増えていく。「コミュニケーションとは何か」、そ

の深淵にはいまだ触れることができていない状況だ。ただし、社会生活においてコミュニケー

ションは無視できないものであるのは間違いない。また、コミュニケーション不全による問題

があることも事実だ。 
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 この「コミュニケーション」という課題について取り組み続けることで、当初の目的であっ

た数々の問題が解決されるかどうかは、現状ではわからないが、コミュニケーションがどうい

うものなのか、考え続けることに意味はあると考える。 

 

 時間的な制限のため、哲学塾のチームとしての議論はいったん終了し、ファイナル・レポー

トを作成したが、この課題はこれで終了するわけでは決してない。これからもコミュニケーシ

ョンをテーマに考え続けていきたい。 
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