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Abstract: The purpose of this present paper is to elaborate on the 

concept and practice of  “context-shifting” as proposed by Ishiguro 

(2016). Context-shifting (CS) is a series of intentional cognitive 

frame-shifts used to gain new perspectives on and alternative 

interpretations of intercultural con�ict situations. CS through its 

diagram facilitates its users becoming aware of diverse contexts 

in which they can understand intercultural con�icts in multiple 

ways.  More speci�cally, CS assists its users to compare and contrast 

meanings created in three different layers of context: micro-

context, mezzo-context, and macro-context. Ishiguro proposed 

a three-layered contextual diagram whose modi�ed version is 

presented in this paper. In addition, this paper also presents a table 

newly designed for facilitating its users to more easily context-shift. 

Furthermore, this paper elaborates on the CS concept in terms of 

cognitive complexity (cf. Kelly, 1955) and integrative complexity 

(Mell, Jang, & Chai, 2020).

現象の多面的理解を支援する「コンテクスト・シフティング」の精緻化
－異文化摩擦の事例を手がかりに－
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1. はじめに
2020年に新型コロナウイルスの感染が拡大し、社会・経済状況が悪化するにつれ、欧米にお

いて多発した、アジア系住民に対する暴力事件が象徴的なように、人種間の摩擦1が顕在化した。
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この摩擦を立場性が異なる人びとによる「異文化コミュニケーション」の問題として扱えば、人

びとの分断を文脈化した新型コロナウイルスのパンデミックは、異文化コミュニケーション研究

者が、異文化コミュニケーション学がこうした分断に対して果たしうる役割について再考する機

会となったといえよう。パンデミックは、オンライン・コミュニケーションの普及を促し、その

意味で、地理的距離、時差、文化を超えて人びとが接触する機会を生み出しているが、同時に、

オンラインにおける異文化間の違和感、摩擦も生み出している。こうした新しい側面も範疇に入

れ、異文化コミュニケーション学の役割について考察すべき状況に至っている。

異文化コミュニケーション学の役割の一つは、「人間がもつさまざまな文化的差異を研究対象

とし、個々の違いを人々が乗り越え、理解し合うための方法を模索し、結果的にはあらゆる人が

自分の可能性を最大限に発揮できる平和的な社会の構築に資すること」（長谷川 , 2013, p. 2）で

ある。これまで、差異を乗り越え、理解し合うための認知資源として、さまざまな概念・理論・

教育方法が提案されてきた。たとえば、異文化を背景とする他者を理解しようと試みるうえで、

他者が行う原因帰属を他者と全く同じではないにしろ、他者のそれと似たような形で再現しよ

うとする「同型の帰属」[isomorphic attribution]（Triandis, 1975）とその訓練法となる「文化

同化法」[cultural assimilator]、また、コミュニケーター間にある歴史認識の違いや特権性も視

野に入れて人間関係を形成する「異文化アライアンス」[intercultural alliance]（Collier, 2003）、

さらには、異文化間の差異に基づく問題を、差異を乗り越えるための新たな認識枠組み・方略を

創出し、解決しようとする異文化シナジー的問題解決アプローチ（Adler, 1996）などがある。

日本でもさまざまな試みがなされ、その一つとして、コンテクスト・シフティング [context-

shifting]（石黒 , 2016）という概念が提示されている。コンテクスト・シフティング（以下CSと

表記）とは、コミュニケーション場面における、自己や他者を含めたさまざまな現象を、ある特

定のコンテクストのなかで否定的に意味付けてしまったあとに、意識的に当初のコンテクストと

は異なるコンテクストを援用して意味付け、理解をより多面的なものにするための認知的操作と

それに伴われる情緒的な変化のことである。

たとえば、歴史認識のうえで対立関係にあり、お互いを良く思ってはいない留学生と日本人学

生が、CSを行うことによって、歴史という当初のコンテクストに加え、新型コロナウイルスを

契機に感染症というコンテクストで両者の関係を考えた際に、対立するだけではなく、協力する

必要があるという認識を得たとする。感染症という新たなコンテクストを前景化し、その内容を

詳細に見ていくと、マスク、防護服、ワクチンなどの物資の必要性や、対人関係においても、双

方が「患者」という立場となる可能性、患者となることによって生起する学業、アルバイト、家

族などへの影響といった双方をまたがる類似性・共通点が想起され、そのような状況でのお互い

の心理的状態も推察しやすい。

上記のように、CSによって相手との関係性について新たな見方を取得し、以前とは別の形で

自己、他者、両者の関係性を見ることになる。CSの実践は、人びとが、冒頭でふれたような

種々の摩擦、対立における現象理解を一元的で硬直したものから、より多面的で動的なものとし、

個々の違いを理解、尊重し、共通点を見出し、お互いを理解し合う契機となりえる。

以上を踏まえ、本稿2では、異文化摩擦の事例を交えつつ、1）CSの要点とCSを実践するう

えで手がかりとなるモデル（図式ならびに表）を提示し、つぎに、2）CSにおけるコンテクスト

概念の精緻化を認知的複雑性という概念を援用しつつ試み、さらに、３）CSの実践における限

界を踏まえ、CSを援用した異文化コミュニケーションの在り方について考察する。なお、本稿

で提示するCSの図式（図１）は、石黒（2016）が提示した図式をオンライン・コミュニケーショ
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ンなどの新たな側面も視野に入れ改変したものであり、CSを促進する後述の表（表１）は新たに

考案したものである。

2. コンテクスト・シフティング

2.1. 異文化コミュニケーション能力研究におけるCSの位置づけ

異文化コミュニケーション能力（intercultural communication competence, 以下 ICCと表

記）研究では、認知、情動、行動という 3つの側面を対象として扱うことが多い(Spitzberg & 

Changnon, 2009）。Bennett & Bennett（2004）も指摘するように、認知面は情動面および行

動面に関連している。CSの主な対象は認知の領域であるが、CSも認知と情動はつながっている

という前提にたつ。ただし、コンテクストの理解において、伝統的な ICC研究で想定されてい

るものとは、その内容がやや異なっている。ICC研究という枠組みのなかで対象とされるコンテ

クストは、国籍や人種といった要素で区分けされ、輪郭がはっきりとした静態的なイメージの文

化を指し、「文化的コンテクスト」として扱われる傾向がある。　

一方、CSは、まず、文化の捉え方がより動的であり、文化は、一個人や組織、地域、国家の

なかで他の文化とせめぎ合い、相互に影響を与えつつ形成されている、というWelsch（1999）

によるトランスカルチュラリティ(transculturality)という文化概念に依拠しており、その意味で

の「文化的コンテクスト」を想定している。つまり、「日本文化」といった文化的コンテクストに

ついて考える場合にも、一様で均質な文化として捉えるのではなく、他の文化との影響関係のな

かでせめぎ合い、その内部でもさまざまな要素がせめぎ合うプロセスとして捉えようとする。

また、CSが射程とするコンテクストの範疇は、「感染症」「環境問題」「ＡＩ」といった人びと

によって用いられる概念（共有知識）もコンテクストとして扱う。通常は、ある現象を理解する

際に、人びとはほぼ自動的にある特定のコンテクストに依拠し、現象を意味づけるが、概念の

コンテクストを含むさまざまなコンテクストへ意図的に移動して、多面的な現象理解を促すの

がCSの特徴である。この意図性（intentionality）はCSの重要な特徴であり、CSを繰り返すこ

とによって、長期的には、多面的な現象理解を促すCSをより自然化、身体化し、その質的向上

を目指す。ここで、注意したいのは、上述した概念のコンテクストは、辞書の定義のように明記、

固定され、静態的にそこにある、というものではなく、コミュニケーションを介してその意味が

生成、維持、変化させられる動態的なものである、という点である（詳細は、石黒（2016, p. 40:

「コンテクストの所在」）を参照されたい）。

　以上のように、CSにおいては、ICC研究で示されてきた文化的コンテクストと比べ、コンテ

クストの動態性と射程の広さがより前景化されている。上述した「概念のコンテクスト」（例：

SDGs、AI）の導入は、ICC研究の多くで前提とされる文化的コンテクストよりもさらに広い射

程から、潜在する認知資源としての種々のコンテクストの利用を促すものである。ただし、利

用するといっても、人間には自然に利用してしまっているコンテクストもあれば、意識にのぼり

づらいコンテクストもあり、何の手がかりもなしに、新しいコンテクストを想起するのは難しい。

そこで、つぎに、CSを促す図式的フレームワーク（石黒 , 2016）の改訂版を提示したい。

2.2. CSを実践するための手がかり

2.2.1. CSの図示的フレームワーク（改訂版）

CSを行う手がかりとして、図１のように、CSを利用する者を取り囲む 3つの潜在的なコンテ
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クストがある（石黒 , 2016）。図の中央最下部から上に順を追ってミクロ・コンテクスト、メゾ・

コンテクスト、マクロ・コンテクストが配置されている。マクロ・コンテクストはさらに 2つ

の次元に区分けされる。

まず、ミクロ・コンテクストは、CS実践者の直近のコンテクストを指す。人びとが現象を理

解する際には、場所、場面、自分の周囲にいる他者（人、自然、モノ 3などを含むコミュニケー

ション参与者）の存在、介在するアクターの関心・欲望・意図・状態、自己と他者の関係、そこ

での役割などのコンテクストが影響を与える。たとえば、大学の教室という場所では、授業と

いう場面で、学生と教員、その両者の関係、学生同士の関係、授業の目的、活動内容、机、椅子、

エアコンなどによってミクロ・コンテクストが形成され、そのコンテクストは学生、教員によっ

て間主観的に認識されている。

メゾ・コンテクスト（mezzo-context）は、中間の、もしくは組織のコンテクストを指し、「組

織タイプ」と「職務グループ」に大別される。前者は、政府、企業、NPO・NGOなどの各種団体、

学校といった組織のタイプに基づくコンテクストを示す。そこで、想定もしくは経験される物理

的空間、場面、対人関係、共有知識（例：組織文化、仕事のノウハウ）などについて詳しく考え

ることを促す手がかりである。後者は、マネージャー、エンジニア、教員、弁護士、作業療法士、

運転手といった職種、職務に関わるグループに基づくコンテクストである。たとえば、コミュニ

ケーションをとっている 2名は、「組織タイプ」、つまり、所属組織（例：Aさんは企業、Bさん

は学校）が違い、お互いに自分たちは別の世界に住んでいて、相互理解が難しいという印象をも

図１.　コンテクスト・シフティングの図式的フレームワーク（改訂版）〔筆者作成〕
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っている場合も、「職務グループ」というコンテクストへシフトすれば、職種（例：Aさん、Bさ

ん、共に管理者）が同一であり、互いに理解できる点もあるだろうという考えをもちえる。これ

は、メゾ・コンテクスト内で、「組織タイプ」から「職務グループ」へシフトして、両者の関係性

について見直したケースである。「組織タイプ」から引き出される自他のあいだにある差異を尊

重しつつ、「職務グループ」における共通点を見いだし、関係性の理解に多面性をもたらす。

マクロ・コンテクスト 1には、特定の集団に属する人びとを指す「カテゴリー指標」があり、

それは「属性による配置」と「空間的配置」4に大別される。「属性による配置」は、国籍、人種、

民族、ジェンダー、社会階層、政治的立場といった指標を含み、人びとが自己、他者、諸現象を

理解する際に比較的頻繁に用いるコンテクストである。van Dijk（2003）はこうした要素を社会

構造として扱い、人びとは社会構造について主観的なメンタルモデルをもっているとし、それを

コンテクストモデルと呼ぶ。つまり、個々人が社会構造はどうなっているのかという理解のモデ

ルをもっており、それに基づきコミュニケーションをとると主張する。たとえば、ジェンダーに

関するコンテクストモデルとして、ジェンダーを「女性／男性」という区分けとそれに付随する

外見・ふるまいで理解している人は、それに依拠し、ある人物を「あの人は女性だ／男性だ」と

ほぼ自動的に理解する。しかしながら、コンテクストモデルがLGBTQも含むものであれば、そ

の人物への理解もより慎重なものとなる可能性が高い。

「カテゴリー指標」の 2つ目である「空間的配置」は、オンライン空間／ミックス空間（対面・

非対面）、地球、大陸、国、市、区という空間的な区分けを指し、さまざまな区分けへ移動しつ

つ諸現象を理解する。たとえば、感染症のワクチン接種を「地球」規模の視点で捉えるのと、ワ

クチンの供給が十分な先進国の「市」というコンテクストで捉えるのでは大きな違いがある。ワ

クチンの供給が進んでいる市では見えてこない発展途上国におけるワクチンの不足という現実が

「地球」というコンテクストから見えてくる。

図１の一番外縁に当たるマクロ・コンテクスト２は「トピック指標」を含み、その下位概念

として「グローバル・トピック」と「形而上学的トピック」がある。「グローバル・トピック」は、

感染症、環境問題、テロリズム対策、国際援助、SDGsといった国を超えた人びとの協調・協

働を要請するようなグローバルな視点をもたらすものである。一方、「形而上学的トピック」は、

倫理、超自然、新自由主義、正義、ハイブリディティといった概念をコンテクストとして扱う。

コロナ以後、各所で摩擦、対立関係が顕在化しているため、石黒（2016）の図に「正義」と「ハイ

ブリディティ」を追加し、前者では、「正義」という概念の相対性への理解を促し、そして後者の

「ハイブリディティ」という概念により、CS実践者が言語や文化の異種混交性について思考する

経路を開き、異文化とのつながりを理解する手がかりとした。

上述してきたミクロ、メゾ、マクロ・コンテクストは人びとがそれらを理解するうえで互いに

影響を与えるものである。たとえば、マクロ・コンテクスト２の「形而上学的トピック」に例示

された「新自由主義」は、組織（メゾ・コンテクスト）や個人が関わるコミュニケーションの場

（ミクロ・コンテクスト）に競争を重視する力として介在しうる。以上のような影響関係を理解

したうえで、マクロ、メゾ、ミクロという別の位相のコンテクストへ意図的にシフトしたり、そ

れぞれの層のなかで別のコンテクストへ移動したりすることによって、自然に前景化されてしま

った特定のコンテクストに依拠した現象理解から意図的にいったん離れ、現象をさまざまなコン

テクストから理解し、無意識に自己の認識を条件づけるコンテクストを相対化する。では、以下

にCSを促進するために新たに考案した表について論じたい。
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2.2.2. CSの「縦シフト」と「横シフト」

コンテクスト・シフトをする先は、表 1が示すように、ミクロからメゾ、マクロへ、また、

マクロから、メゾ、ミクロへといった縦（上下）方向へ移動をすることができる（実線の矢印

↕　略して「縦シフト」）。縦シフトに加えて、同じ層のコンテクスト、つまり、マクロ・コンテクス

トであれば、別のマクロ・コンテクストへ横（左右）方向にシフトすることもできる（点線の矢印 ↔　
略して「横シフト」）。

縦シフトと横シフトをすることで、コミュニケーションに関わる人びとのあいだにある差異と

類似性が明確になる。CSにより、コミュニケーション参与者たちを包摂するようなコンテクス

ト（結節点）を見出し、お互いを内集団として捉える方法を「共通内集団アイデンティティ・モ

デル」（Brewer, 1997）と呼ぶ。CSをすることで、他者との差異を理解できると同時に、潜在的

にはあるが意識のなかで前景化されていない共通するコンテクストを浮かび上がらせることがで

きる。

縦・横シフトを実践し、それでも類似点・共通点が引き出せない場合は、「その他：自分で考

案」とあるように、シフトする先のコンテクストを独自に案出することもできる。とはいえ、CS

を実践する際に、最初に陥るジレンマは、シフト先のコンテクストのことがよくわからず、CS

が頓挫してしまうケースである。

たとえば、アメリカ留学経験をもつ日本人学生が大学のディスカッションでアジア圏出身の友

人から「黒人歯磨き粉」という歯磨き粉が売られていることを聴き、ショックを受けたという事

例がある5。人種差別というコンテクストでは、白い歯になる歯磨き粉という宣伝を人種と絡め

て行うこと自体が差別的行為であるため、留学の経験を通して人種差別というコンテクストを強

く意識するようになっていた日本人学生にとっては差別的な商品名であり、それに衝撃を受けた。

一方で、現地のコンテクストでは、その歯磨き粉は人種差別との関係では意識されておらず（つ

まり、人種差別のコンテクストは後景化され）、純粋に白い歯になるという点を強調する商品名

として広く認知され、永らく愛用されてきた。日本人学生は、現地のコンテクストがよくわから

ずに、そこでCSが頓挫し、商品名を最初に前景化した人種差別のコンテクストで解釈したとこ

ろで思考が停止してしまったのである。

CSを継続できれば、この事例の背景に潜在する、歯磨き粉を販売している企業の利益や従業

員の雇用というコンテクストや、「黒人」というラベルで一括りにされる多様な当事者のコンテ

クスト、BLM運動に代表される世界的に広がる人種差別反対というコンテクストなど種々のコ

ンテクストについて考える必要が出てくる。このようにCSができれば、歯磨き粉をめぐる日本

人学生の理解もより多面的になり、異文化理解の判断材料が増えることになる。ここでは、決し

て当該商品名を肯定しているのではなく、CSが多面的な現象理解を促し、異文化摩擦の背景に

ある多様なコンテクストへアクセスする契機となりえるという点を事例を用いて説明した。

とはいえ、上記の日本人学生のように、人びとが意識できるコンテクストには限界があり、多

様なコンテクストへシフトすることが困難となる。それを踏まえてCSの実践を考える必要があ

る。そこで、つぎに、CSにおけるコンテクストへの理解の度合いを「厚さ」「薄さ」という概念

で詳説し、CSのコンテクスト理解には段階があり、徐々にその理解を更新していくものである

点についてさらに考察する。
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3. コンテクスト概念の精緻化とCSの限界を踏まえた対応

3.1. コンテクストの「厚さ」「薄さ」

コミュニケーション場面において、自己と他者のあいだには、注意を向ける、もしくは自然に

用いてしまうコンテクストに違いがあることがある。さらに、用いているコンテクストに対する

理解の度合い（精密さ）にも違いがある。後者の理解の度合いの高さをコンテクストの「厚み」と

表現できる。コンテクストに「厚み」があれば、そのコンテクストは意識にのぼりやすい。

一例として、ある組織の不祥事（例：大学による不正入試で女子を不合格にしたことが明るみ

に出たケース）後、組織のメンバーあいだでマスコミ対応について議論をした場面において、メ

ンバーたちの「危機管理」というコンテクストには厚みがあったが、一方で、「ジェンダー格差」

というコンテクストは薄かった。そのため、「危機管理」に関する問題事例やその対策について

豊富で正確な知識をもち合わせ、的確な発言ができる一方で、「ジェンダー格差」については関

心が薄いため、ジェンダーに配慮した言動がとれず、結果的に危機管理がうまくいかなかったと

いった事例がある。このことから、CSを実践する場合に、コンテクストの「厚さ」「薄さ」を自

覚する必要があるといえる。

実際には、CSを実践すればするほど「無知の知」のような理解に至り（石黒 , 2016）、自身の

意識にのぼらない「薄い」コンテクストを自覚せざるを得ない状態となる。それ自体悪いことで

はなく、自分が学ぶべきコンテクストを同定でき、現象を多面的に理解するための学習の方向性

を把握する段階に至る。薄いコンテクストについては、そこで想定される場所、場面、対人関係、

共有される知識について学んでいく。コミュニケーションの最中、相手が意識しているコンテク

ストへの理解の低さ（薄さ）を自覚できた場合には、相手にそのコンテクストについて直接質問

をして聴き、その理解を高めることもできる。その場での対応に加えて、日頃から、多様な立場

表１.　コンテクスト・シフティングの縦シフト・横シフト［筆者作成］

コンテクスト・

タイプ：

縦シフト

（展開）

シフト領域 ＣＳの横シフト（展開）：

さまざまなコンテクストへ移動

マクロ・

コンテクスト

概念 感染症、SDGｓ、テロ対策、国際協力、倫理、自由、新自由主義、
歴史認識…その他（☆自分で考案）

例：「SDGs」というコンテクストでは同じ立場

アイデンティティ 国籍、民族、文化、人種、ジェンダー、世代…

例：異なる「民族」だが、同じ「ジェンダー」同士

空間的把握 オンライン空間／ミックス空間、宇宙、地球、国、州、県、市、

町、村（漁村、農村）、盆地、砂漠…

例：国は違うが同じように「漁村」に生活する者同士

メゾ・

コンテクスト

組織の種類 国際機関、政府、企業、学校、病院、NPO…
例：国は違うが同じように「学校」で働く者同士

職種・組織におけ

る立場性

管理者、エンジニア、看護師、販売員、事務員、学生、新入社員、…

例：異なる企業だが、同じ「事務員」同士

ミクロ・

コンテクスト

直近の要素 話し手、聞き手、時間、場所、場面、人間関係、話題…

例：歴史認識は違い、民族も違うが 6ヶ月間「友人」
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の人びとに好奇心をもって接し、意識できるコンテクストを増やしていくことも重要な課題とな

る。

3.2. 認知的複雑性と統合的複雑性

「認知的複雑性」（Kelly, 1955; Bieri,1971）6という概念を援用すれば、認知的複雑性が高い人は、

関連するさまざまなコンテクストを踏まえて、現象を多面的に理解できることから、CSにおけ

る横シフトと縦シフトを縦横無尽に行っているといえる。多様なコンテクストに対応するうえで、

この認知的複雑性は重要であるとされる。

また、認知的複雑性には、上記のような、さまざまなコンテクストを横断して情報を整理し、

理解する一般的な複雑性（generalized cognitive complexity）に加え、特定のコンテクストを詳

しく認知する複雑性（context-speci�c cognitive complexity）があり、CSの実践により、双方

の複雑性を発達させることができる。前者は、さまざまなコンテクストで用いることができる幅

広い評価軸や問題解決スキルの発達に関わり、後者は、ある特定の領域で有効な対応ができる能

力を指す（cf. Braunsberger, 2004）。

加えて、異文化コミュニケーションにおいて文化/コンテクスト間の橋渡しをする「文化

的仲介」（cultural brokerage) を実践するうえで必要な能力が「統合的複雑性」（integrative 

complexity)である。統合的複雑性とは“the ability to recognize and integrate competing 

perspectives on the same issue”（同一の問題について競合する視点を理解し、統合する能力〈筆

者仮訳〉） （Mell, Jang, and Chai, 2020, p. 7）である。Mellら（2020）によれば、文化間のコー

ディネーション行動では、異なる複数の思考世界にかかわることで、それらを統合する能力が磨

かれるという。この統合的複雑性は、CSにおいて多面的に現象を理解し、多様なコンテクスト

間の統合を行い、自他間で協力できる結節点を見出す、もしくは創発する能力と合致する。　

4. おわりに：硬直化した認知の再起性と継続的CSへの意志

意識にのぼりにくい薄いコンテクストの問題について先述したが、石黒（2016）では、CSの

実践における課題として、テロリストの例を挙げ、CSを用いる者がもつ認識が高度に一元化・

硬直化しているケースにどう対応するかという点について論じている。これは認知的、統合的複

雑性が低く、認知が単純化された状態である。この極端な事例でなくとも、既述した歴史認識の

対立に起因する異文化摩擦では、いったんCSで他者の多面性を見出し、協力関係を築く意図が

生まれたとしても、マスメディアで歴史認識問題が提示されるたびに、歴史認識の対立というコ

ンテクストが人びとの認識のなかで再び前景化されてしまうという再起性が観察される。こうし

た再起性のある異文化摩擦に対してCSは有効ではないのではないかという限界が指摘される。

石黒（2016）では、CSの実践により、一時的に前景化された否定的理解を相対化でき、新し

い理解を得た時点で、CSは一応成功したといえると述べた。また、CSの本質的成功については、

CSの使用者が、「現象の多面的理解を達成したうえで、他者の異質性を尊重したり、自他の価値

観に矛盾しない形で他者と共有可能な新たなアイデアや関係の在り方を創発したりすることによ

って、他者との協力関係を築くための理路を発見することである」（p. 39）と論じた。このスタ

ンスは、本稿でも変わっておらず、継続的なCSの実践が重要である。CSを何度となく粘り強く

繰り返し、認知的複雑性を高め、協働、共生のための新たな結節点、理路を他者との対話を通じ

て共同生成する意志が必要である。今後もCSを大学の授業などで用いて7、CS実践者からフィ
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ードバックを得ながら8、CSとCSを促す図表の改善を行っていきたい。
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註

 1 米疾病対策センター（CDC）は、新型コロナウイルス感染症で入院し、救急診療を受けた患者の割合
に関して白人と非白人とのあいだで格差があるという研究結果を発表した（CNN.co.jp, 2021）。また、
各地でアジア人に対する非アジア人による暴力事件の事例が頻発した（NHK NEWS WEB, 2021）。

 2 CSの原形については、引用文献にある石黒（2016）を参照のこと。
 3 アクターネットワーク理論（e.g., ラトゥール , 2019）で指摘されているように、コミュニケーションに

介在する主体は人間だけではなく、さまざまなモノが主体として関わり、ネットワークを形成し、現

象とその意味の生成に関わっている。一例として新型コロナウイルスという主体の介在によって人の

生活世界は多大な介入を受けたといえよう。

 4 石黒（2016）では、「地理的配置」という表記であったが、オンライン空間やミックス空間（対面と非対
面／オンラインの同時使用）で生みされる空間も射程に収めるため、「空間的配置」とした。

 5 この事例について、筆者のゼミナールで議論となり、ベトナム、中国、香港、韓国、日本という異な
る出身地のメンバーで共同によるCSを試みた。後述する種々のコンテクストはそのCSの結果出てき
たものである。

 6 Kelly （1955）によれば、認知的複雑性とは、個人の認知システムの構造的な複雑さを指している。また、
構造的な複雑さは、個人が情報として受け取るさまざまな要素を整理し、行動に影響を与えるもので

ある（Bieri, 1971）。
 7 CSは、小坂貴志（2017）．『異文化コミュニケーションA to Z―理論と実践の両面からわかる』（改訂版）

研究社のなかで比較のツールとして取り上げられ、また、末田清子（2021）．『コミュニケーション・
スタディーズ―アイデンティティとフェイスからみた景色 （ワードマップ）』新曜社では、アイデンテ
ィティの動態性との関係で取り上げられている。

 8 東海大学の山本志都氏（2019）は、CSをベースに「コンテクスト・シフティング・エクササイズ」を考
案し、授業で実践し、CSの一定の効果を確認している。
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