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異文化協調作業における共有理解構築の機会としての
コミュニケーションエラー現象の利用
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概要：本稿は，自動翻訳機能を備えた電子掲示板を介し，異文化間ソフトウェア開発プロジェクトで
おこなわれたコミュニケーションデータを分析した成果を報告するものである．異文化協調作業でコミ
ュニケーションエラーがどのように認識され，どのように修復されたかを見つけ出し，異文化協調作業
におけるコミュニケーションのモデルを構築することを目的としている．コミュニケーションデータを用
いた事例の分析をおこなった結果，コミュニケーションエラーの発生から，エラーの認識，エラーの修
復，そして共有理解へつながる共通のコミュニケーションの流れが観察された．このモデルにおいて，
コミュニケーションエラーの認識と修復の過程は，共有理解を構築するための要件であることが確認
された．

Communication Errors as Opportunities for
Shared Understanding in Intercultural Collaboration
Mika Yasuoka†, Kumiyo Nakakoji†‡, Masao Ohira†‡, Toru Ishida‡§¶, Saeko Nomura‡
Abstract: This paper suggests a model for intercultural communication that focuses on clarifying how the
communication errors are recognized, and then repaired, by analyzing communication data collected in
the Intercultural Collaboration Experiment (ICE). In ICE, participants collaborated via Bulletin Board
System equipped with the machine translation mechanism. We have observed cases where communication
errors ended up with shared understanding among participants though error realizations and repairs. This
shows that the process of realization and repairs are one of the requirements for shared understanding.
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はじめに†

本稿は，機械翻訳機能を備えた電子掲示板を用いてお
こなわれた異文化間ソフトウェア開発プロジェクトのコミュ
ニケーションデータを分析し，そのコミュニケーションに
おけるコミュニケーションエラーが参加者間でどのように
認識され，どのように修復されたのかのモデルを構築す
ることを目的としている．
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コミュニケーションデータとして，本稿では，Intercultural
Collaboration Experiment 2002 (ICE2002) [1][2]において
収集されたデータを利用する．ICE2002 は，機械翻訳ツ
ールを搭載した電子掲示板を介した異文化間ソフトウェ
ア開発プロジェクトである．ICE2002 では前後期あわせ
て 8 週間のプロジェクトを計 2 回おこなった．韓国・中国・
マレーシア・日本の4カ国から集った計30名の参加者は，
機械翻訳を介した電子掲示板でそれぞれの母語を用い
てディスカッションをおこない，一つのソフトウェアを共同
で開発するという目標が定められた．
ICE の機械翻訳は，中国語，韓国語，マレー語，日本語
と英語の計5ヶ国語間の翻訳をおこなう．例えば，日本語
で電子掲示板に投稿すると，機械翻訳を介して，残りの 4
ヶ国語に翻訳され，翻訳結果が電子掲示板に表示される．
各国の参加者は，基本的には，母語と少なくとも日常会
話レベルの英語が使えるが，残りの他言語は理解できな
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い．
本稿では，機械翻訳を介した電子掲示板においてなさ
れたディスカッションデータを用いて，異文化協調作業
におけるコミュニケーションモデルを構築する．
2 章では，ICE2002 でおこなわれたコミュニケーション形
態がどのようなものであったかを述べ，3 章では，
ICE2002 多言語コミュニケーションが実際にどのようにお
こなわれたのかを，分析結果からケーススタディとして示
す．つづく 4 章では，ICE2002 の多言語コミュニケーショ
ンで観察されたコミュニケーションエラーと，その修復，
および共有理解にいたるまでの流れをモデル化する．
更に，コミュニケーション形態が異なった場合を考察し，
最後に，まとめと今後の展望を述べる．

2

ICE2002 におけるコミュニケーション形態

本章では，まず ICE2002 の参加者間のコミュニケーショ
ン手段である機械翻訳付き電子掲示板の利用状況を説
明し，ICE2002 におけるコミュニケーション形態について
述べる．次に，ICE2002 におけるコミュニケーション形態
の特徴と，そこで生じるコミュニケーションエラーとの関
係を説明し，最後に，ICE2002 のコミュニケーションモデ
ルを示す．

2.1 機械翻訳つき電子掲示板での
コミュニケーション
ICE2002 の機械翻訳付き電子掲示板を利用した異文化
コラボレーションでは，次の 3 種類の言語を介するという
状況で参加者間のコミュニケーションがおこなわれた．
(1)
(2)
(3)

母語
理解可能言語
理解不能言語

ICE2002 では，ソフトウェア開発とディスカッションを目的
としたため 3 種類の言語以外の要素として，Java で書か
れたソースコードや，ソフトウェア開発固有の専門用語が
用いられた．例えば，質問への返答として，ソースコード
が書かれたり，モジュール，CVS1で利用されるチェックイ
ンチェックアウトといった用語が見られたりした．参加者
は皆コンピュータサイエンスを専攻する学部生，または
大学院生であったため，ソフトウェア開発を進める各国参
加者にとって，Java で書かれた ソースコードや，ソフトウ
ェア開発固有の専門用語は，個々人の参加者が生成可
能であり，また受容可能な言語として用いられた．
これらの言語を介したコミュニケーションは，次のように
説明される．電子掲示板に投稿するメッセージの送り手
は，母語 (1) または生成受容可能言語を用いて, 概念
思考を表出（電子掲示板に投稿）する．次にそれが，（送
り手から見て）理解可能言語 (2) と理解不能言語 (3) に
自動翻訳される．この時点で，(1) と (2) , (3) の間の意
味的整合性の保証はない．受け手が送り手と同じ母語を
利用する場合は，(1) および 表出された(2) を介してメ
ッセージを受容し， 受け手が送り手と異なる母語である
場合は，表出された(2) および (3) を介してメッセージ
を受容する．
次節では，ICE2002 におけるこのようなコミュニケーショ
ン形態の特徴と，そこで生じるコミュニケーションエラーと
の関係について述べる．

2.2 コミュニケーション形態の特徴と
コミュニケーションエラー

ある国の参加者は，思考を母語 (1) で表現し，機械翻訳
付き電子掲示板へ投稿する．機械翻訳付き電子掲示板
では，母語以外の 4 ヶ国語に自動翻訳され，母語を含め
ると 5 ヶ国語の言語が出力される．この出力結果は，投稿
者である参加者にとって，理解可能言語 (2) と理解不能
言語 (3) に分類される．
たとえば，母語を日本語とする者が投稿者であるとする
と，
(1)
(2)
(3)

語，マレー語として同時出力される．日本人にとって，英
語のみが理解可能言語であり，後の 3 ヶ国語は，理解不
能言語に分類される．

母語 = 日本語
理解可能言語 = 英語
理解不可能言語 = 中国語，韓国語，マレー語

3 種類の言語を介したコミュニケーションである点におい
て，ICE2002 におけるコミュニケーションは，次の特徴を
備えている．
•
•

第一点目の特徴として，参加者間の意思疎通が正しくお
こなわれているのかを確認するのが困難である状況が
挙げられる．

1

となる．日本人にとっての母語である日本語は，機械翻
訳付き電子掲示板上では，日本語，英語，中国語，韓国

意思疎通の確認が困難
非記号コミュニケーションがなく言語中心

CVS ( Concurrent Versions System ) ．オープンソースのバージョン管
理システムのことで，ICE2002 のソフトウェア開発段階において利用され
た．
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送り手が母語 (1) で表出したメッセージと，その機械翻
訳の結果 (2) (3) に意味的整合性の保障はない．その
ため，送り手が表出した内容を，「正しく」受け手が受容
する内容へとマッピングしているかどうかは，参加者には
確認できない．送り手は，表出したメッセージが正しく出
力 （翻訳）されたかどうかを，母語(1)ではない翻訳結果
(3) (厳密には (2) も含む)からは確かめることができず，
また，受け手は，出力 （翻訳） 結果が正しく翻訳された
ものかどうかを，送り手の母語 (1) からは確認することが
できないからである．したがって，意思疎通の確認が不
十分なままコミュニケーションをおこなわざるを得ない状
況にあるといえ，結果的に，コミュニケーションエラーが
頻繁に生じてしまうことが予想される．
コミュニケーションエラーは，送り手が普遍的であると思
っている事柄が，受け手にとっては普遍的ではなかった
場合に，送り手と受け手の意思疎通にすれ違いが生じ，
その結果引き起こされる現象である[3]．意思疎通が正し
くおこなえているかどうかの確認が困難なだけではなく，
ICE2002 における異国間コミュニケーションの参加者間
には，お互いの文化的背景に関する前提知識も共有し
ていないため，コミュニケーションエラーの発生は避ける
のが困難である[4]．
第二点目の特徴として，非記号的コミュニケーションがな
いことが挙げられる．たとえば，対面コミュニケーションに
おける声の抑揚や表情といった非記号的要素[5]は，人
がコミュニケーションをおこなう上で重要な要素である．
それは，声の抑揚や表情が，人の感情や場の雰囲気な
どを理解する手立てとなるためである．一方，ICE2002 に
おける機械翻訳付き電子掲示板を介したコミュニケーシ
ョンは，非対面・非同期による記号的コミュニケーション
であり，声の抑揚や表情といった非記号的な情報を利用
することができない．したがって，通常の対面コミュニケ
ーションや音声コミュニケーションと比較して，コミュニケ
ーションエラーの増加は不可避であると考えられる．

2.3 ICE2002 のコミュニケーションモデル
ICE2002 における参加者間のコミュニケーション形態を
モデルにして示す．ICE2002 のコミュニケーションモデ
ルは，2.1 節で挙げた，3 種類の言語と送り手・受け手の
関係をあらわしたものである．
(図 2.1 (a)) は，言語を用いたコミュニケーションの形態を
示している．メッセージの送り手が，思考（伝達したい内
容）を，言語として表出する．その言語は，受け手に受け
取られる．

図 2.1 コミュニケーションモデル
一方，(図 2.1 （b）) は，ICE2002 におけるコミュニケーシ
ョン形態を示している．送り手が，思考を表出し，母語で
メッセージを電子掲示板に送る．電子掲示板は，機械翻
訳を仲介して，母語(1)を，理解可能言語(2)，理解不能の
言語(3)に翻訳し，(1)，(2)，(3)が出力される．母語を同じ
くする受け手 A は，電子掲示板の出力(1), (2)を受け取り，
受け手 B は，電子掲示板の出力(2), (3)を受け取る．また，
Java で書かれた ソースコードや，ソフトウェア開発固有
の専門用語(4)は，機械翻訳つき電子掲示板を介すること
なく，送り手・受け手がコミュニケーションできるコミュニケ
ーション手段である．

3

ケーススタディ

3 章では，ICE2002 での異文化協調作業におけるコミュ
ニケーションにおいて，どのようにコミュニケーションエラ
ーが認識され，それを参加者らがどのように修復（リペ
ア）[6][7]していったのかを，観察データから事例を挙げ
て説明する．はじめに，自己で投稿を修正する自己リペ
アの事例を挙げる．次に，異国間で協調してコミュニケー
ションを修正する（明示的/非明示的）協調リペアの事例を
挙げる．最後に，コミュニケーションにエラーが生じない，
成功したコミュニケーションの事例を示す．

3.1 自己リペア
図 3.1 は，日本人参加者 F が，コミュニケーションの失敗
に直面し，その失敗を自身で修正していった事例である．
本稿では，自分の失敗に対し，自身で修正を加える行為
を自己リペア[6] と呼ぶ．
図 3.1 では，日本人 F が母語である日本語で投稿してい
るにも関わらず，その投稿文は，日本語の文章として
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をおこなっていることがわかる．それに対し，実験後半で
は，一投稿につき約1.2 回の翻訳をおこなっている．この
ように，日本人 F は，自分の意図どおりに翻訳結果が出
力されるように母語を工夫し，機械翻訳にかけ，工夫した
結果を投稿していると考えられる．
表 3.1 翻訳の回数と投稿数
実験前半
実験後半

図 3.1 自己リペアの例
は不自然であるということがわかる．
ここで見られる事例は，次のように説明できる．日本人 F
が，メッセージを投稿し，機械翻訳の出力結果である英
語の文章を確認した．ところが，自分が意図したものとは
異なる結果が英語の文章から確認され，そのままでは意
図が伝達できないことに気付いた．そこで日本人 F は，
繰り返し自分の日本語の文章を修正しながら投稿し，自
分の意図どおりに英語翻訳されるまで試行を重ねる（自
己リペア）．このような試行を重ねた結果，意図どおりに
翻訳される日本語の文章とはどのようなものかを自ら学
習し，次回の投稿からはその日本語を利用するようにな
る．

参加者

投稿数/
翻訳回数

参加者

投稿数/
翻訳回数

日本人 S

69/234

日本人 S

60/294

マレーB

66/112

マレーB

43/101

日本人 T

51/395

日本人 T

24/68

日本人 F

35/170

日本人 F

19/22

韓国人 L

28/71

韓国人 L

18/56

日本人 F は，図 3.1 に至るまでに次の様な経緯を経てい
る．
(1) 自分が意図したものとは異なる英語の出力結果を発
見する．
(2) 自分の意図どおりに翻訳されるように母語を工夫し，
機械翻訳にかける．
(3) (2)を繰り返す．
(4) 意図どおりの翻訳結果が得られる日本語の使い方
を学習する．
つまり，次のようにに言うことができる．
(1)
(2)
(3)
(4)

翻訳機械の出力結果（図 2.1(b) - (2)）：理解可能言
語）によって気付きが引き起こされる．
自己リペアをおこなう．
自己リペアを繰り返す．
コミュニケーションスキームを構築する．

各参加者の機械翻訳を利用した回数と，投稿数を見るこ
とで，実際に投稿するまでに，何回翻訳をおこなってい
るかという，自己リペアのおおよその回数がわかる．表
3.1は，実際に投稿された件数と，投稿前に試行した翻訳
回数を示している．左側は，実験前半で，右側は実験後
半の翻訳回数と投稿数をしめす．表 3.1 から，実際に投
稿するまでに何回翻訳をおこなっているかという，自己リ
ペアのおおよその回数がわかる．例えば日本人F は，実
験前半には投稿するまでに一投稿につき約 5 回の翻訳

図 3.2 日本人参加者の自己リペア
自己リペアが実際におこなわれていることは，参加者自
身の投稿からも明らかにされている．本実験においては，
特に実験前半部分で，機械翻訳を介したコミュニケーシ
ョン方法についての議論が多く発生した．図 3.2 は，日本
人Tと日本人Sの投稿である．両者ともに，投稿する文章
を機械翻訳にかけた出力結果のうち，英語の翻訳結果を
確認してから投稿していると言及している．
図 3.3 は，図 3.2 と同様に，投稿するときに自己リペアを
おこなっていることを示している．韓国人 L は，よい出力
結果を得るための工夫として，投稿する際に主語を省略
しないといった方法を提案している．
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かり，その発見を投稿した．
中国人 L の，図 3.4 に至るまでの経緯とその後の影響を
示す．
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

図 3.3 韓国人参加者の自己リペア

3.2 明示的協調リペア

(7)

中国人が，日本人の投稿に対する中国語出力結果
に理解できない文章を発見する．
中国人は，その後も同様に，日本人からの投稿で
理解できない文章を発見する．
日本語，あるいは英語の助けを借りながら発見を繰
り返す．
翻訳ミスの原因を同定する．
発見した翻訳ミスの原因を投稿する．
投稿を見た日本人は，正しく中国語に翻訳されな
い日本語の文章を知る．
中国人と日本人間で，ある特定の文章に対する共
有理解が確立される．

つまり，次のように言うことができる．
(1)

(2)
(3)
(4)
図 3.4 明示的協調リペアの例
図 3.4 は，中国人参加者 L が，日本人とのコミュニケーシ
ョンに失敗（エラー）を発見し，そのコミュニケーションエ
ラーの修正を促している事例である．本稿では，複数の
参加者が関わって他者がおこなった失敗を修正していく
行為を，協調リペア[6] と呼ぶ．特に，図 3.4 のように，他
者の失敗に対して明示的に修正を促す協調リペアを，明
示的協調リペアと呼ぶ．
図3.4では，中国人Fが，日本人が投稿してくる文章の中
に，中国語に翻訳される際に誤って翻訳される文章を発
見したという報告が見られる．
ここで見られる事例は，次のように説明できる．中国人 L
が，日本人の投稿を見たときに，出力結果である中国語
では理解できない文章を発見する．意味が通らない文章
であるために，何らかの誤りが発生したのだと気付くが，
その時点では，中国人 L にとってその誤りが何であるか
は明確ではなかった．しかしその後，再び同じ誤りを日
本人の投稿から発見する．日本語あるいは，英語の助け
を借りながら日本語を確認し，何が意味の通らない中国
語の出力につながっているのかを調べる．ある特定の日
本語文章が中国には誤って翻訳されてしまうことが見つ

(5)
(6)
(7)

翻訳機械の出力結果である理解不能言語（図
2.1(b) - (3)） (と理解可能言語（図 2.1(b) - (2)）も加わ
る可能性がある）によって気付きが引き起こされる．
気付きが繰り返される．
誤りのある投稿の出力結果の観察を繰り返す（協調
リペア）．
何をどう投稿したら誤りが生じるか，何をどう修正し
たら望ましい翻訳が出力されるかというコミュニケー
ションスキームが受け手の中に構築される．
受け手は発見を投稿して明示的に公開する．
その発見が，他の参加者の気付きを引き起こす．
参加者間でコミュニケーションスキームが共有理解
として構築される．

3.3 非明示的協調リペア
図 3.5 は，中国人参加者 H が，理解できない日本人 I の
投稿（コミュニケーションの失敗）について，他の中国人
参加者 D と推測しあっている様子を示しており，その後
の日本人Mの投稿により推測が正しいと確認された事例
である．中国人H および D は，明示的に日本人I に意見
を求めているのではなく，中国人同士の会話を観察して
いた日本人 M によってコミュニケーションの失敗が修正
されている．このような協調リペアを特に，非明示的協調
リペアと呼ぶ．
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3.4 リペアの発生が見られない例
リペアが生じず会話が継続していく，コミュニケーション
が成功した事例が観察された．
図 3.6 は，リペアが生じなかった会話の一部であり，ソー
スコードが投稿文の大部分を占めていることがわかる．

図 3.5 非明示的協調リペア

図 3.5 では，日本人 I の投稿に対して，中国人 H と中国
人 D が，日本語の投稿に対して推測をおこない，その推
測が正解であるという日本人 I の投稿が見られる.
ここで見られた事例は，次のように説明できる．日本人 I
が挨拶の投稿をおこなった．その投稿を見た中国人 H
が，日本人Iの投稿が理解できないことに気付き，その内
容について推測をおこなった．この推測に対して，中国
人Dが中国人Hの推測に同意を示した．その後，日本人
M が推測がおこなわれていることに気付き，その中国人
同士の推測に対して， 推測は正解であると発言をした．
日本人 I，M および中国人 H，D の図 3.4 の非明示的協
調リペアは，次の様な経緯を経ている．
(1)

(2)
(3)
(4)
(5)

日本人の挨拶（「よろしくおねがいします」）の投稿
を見て，中国人は，その投稿を理解できず翻訳が
失敗していることに気付く．
中国人同士で，その投稿内容を推測し合い，意味
を特定する（協調リペア）．
日本人が中国人同士で推測をしていることに気付
く．
日本人が推測が正解であると中国人に確認する．
中国人と日本人の間で，挨拶の投稿（「よろしくお
ねがいします」）に対する理解が共有される．

図 3.6 ソースコード記述例
ここで見られる事例は次のように説明できる．投稿者は，
どのように開発ソフトウェアの各モジュールを統合するか
を自然言語ではなく，開発用語を用いながら説明してい
る．
図 3.6 は，投稿者の，質問に対する返答であるが自然言
語でなく，具体的なコードを示して説明している．
(1)
(2)
(3)

何らかの専門的な話題において質問がだされる．
専門の開発用語で説明する．
理解される．

つまり，次のように言うことができる．
(1)
(2)
(3)

専門的な話題が発生する．
専門用語で回答する．
共有理解がもたらされる．

なんらかの専門的な質問の後，受け手が受容したのは，
機械翻訳の出力結果としての生成受容可能言語(図
2.1(b) - (4))であり，これは,言語をことにする参加者同士
の共有言語として機能していた．

つまり，次のように言うことができる．
(1)

(2)
(3)
(4)
(5)

受け手側に翻訳機械の出力結果(理解不能言語
（図 2.1 (b) - (3)） と 理解可能言語 （図 2.1 (b) - (2)），
もしくはどちらか)によって気付きが引き起こされる．
受け手同士による協調リペアが発生する．
送り手が協調リペアが発生していることに気付く．
送り手と受け手間での協調リペアがおこなわれる．
共有理解が構築される．

4

考察

本章では，3 章で述べた ICE2002 異文化協調作業にお
けるコミュニケーション事例をもとに，ICE2002 のコミュニ
ケーションで観察された形態からモデルを提案する．そ
の上で，コミュニケーション状況の変化により見られるで
あろう，異なったコミュニケーション形態の考察をおこなう．
これは，コミュニケーションエラーが見られる現在の異文
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化コミュニケーションにおいて，新しいコミュニケーション
形態の提案，考察をおこなうためである．

4.1 異文化協調モデル
3 章で説明した ICE2002 の異文化協調作業におけるコミ
ュニケーション事例のうち，リペア行為が見られない例を
除いた 3 つの事例に，共通した傾向が観察された． リペ
ア行為がおこなわれた 3 つの事例では，大まかに次の
様な流れでコミュニケーションがおこなわれていた．
思考→表出→気付き→修復（リペア）→共有理解（コミュ
ニケーションスキーム構築）
ICE2002 では，送り手が「思考」した結果が言語として「表
出」される．その際表出される言語は，その送り手の母語
である．母語 （図 2.1(b) - (1)） は，機械翻訳を介して，理
解可能言語 （図 2.1(b) - (2)）と理解不能言語 （図 2.1(b) (3)）に翻訳されて出力される．多くの場合，その出力結
果に対して何らかの「気付き」が発生し，コミュニケーショ
ンエラーが発見される．これは，送り手が自分で発見す
る場合と (3.1 節)，受け手が発見する場合がある (3.2 節，
3.3 節)．この気付きがきっかけとなり，コミュニケーション
エラーの修復がおこなわれる．コミュニケーションエラー
の「修復(リペア)」は，エラーを発見した当人による自己リ
ペアとなる場合と，複数人による協調リペアとなる場合と
がある．
リペアがおこなわれた結果，「共有理解」が構築される．
「共有理解」の構築には以下の 3 つの方法があった．
(1) コミュニケーションエラーの発生から導かれるもの
(2) 一定の法則（コミュニケーションスキーム）を発見し，
そのコミュニケーションスキームを公開することでも
たらされるもの
(3) 気付きや修復の繰り返しから発見されるもの
一方，少数であるが，ソースコードや専門知識を示しな
がらコミュニケーションが進んだ例では，以下の流れが
見られた．
思考→表出→理解
これは，(図 2.1(a))のコミュニケーションモデルと同様のコ
ミュニケーションの流れである．ソースコードを利用した
場合には，機械翻訳付きの電子掲示板を介した会話で
あったにも関わらず，母語が同じ者同士で会話している
かのようなコミュニケーションが観察された．

4.2 コミュニケーション言語の数
本稿では，機械翻訳付き電子掲示板を仲介した異文化コ
ミュニケーションを扱ったが，異文化コミュニケーションに
は，他にも数多くの形態が考えられる．
仮に，機械翻訳が仲介せず，ICE2002 で見られた３種類
のコミュニケーション言語が英語（理解可能言語）のみの
一種類であった場合を考えてみると，次の様なコミュニケ
ーション形態が考えられる．
送り手は思考として保持している伝達したいことを，理解
可能言語で表出する．一方，受け手は表出された言語を
理解可能言語として受け取り，認識する．
このコミュニケーションは，(図2.1(a), (b))のコミュニケーシ
ョンとは異なる．送り手側，受け手側の両者ともに，表出さ
れる言語は理解可能言語のみである．このコミュニケー
ションにおいては，送り手にとっての思考の表出段階，
受け手にとっての表出言語を認識する段階で，ずれが
生じることがある．送り手は，思考を理解可能言語で完全
に表現することは困難で，受け手は理解可能言語で表
現されたものを完全に消化し，理解することは困難だか
らである．
また，図 3.3 の明示的協調リペアで示されたような，理解
可能言語（図 2.1(b) - (2)）と理解不能言語（図 2.1(b) - (3)）
の違いから受け手によって発見されたような気付きは存
在しない．母語（図 2.1(b) - (1)）と理解可能言語（図 2.1(b)
- (2)）を利用することで可能になっていた自己リペアや母
語（図 2.1(b) - (1)）と理解可能言語（図 2.1(b) - (2)）を利用
することで，他者同士の会話が観察可能になっていた非
明示的協調リペアの場合も同様に，気付きは困難になる．
これは，理解可能言語と母語という二つの言語を利用し
てもたらされていた気付きを，一つの理解可能言語のみ
で発見しなくてはならなくなるからである．

4.3 コミュニケーションチャネル
今回の分析では，ICE2002の参加者全員にとっての生成
受容可能言語である CVS を介したコミュニケーションを
分析対象とはしなかった．CVS を自然言語とは別のコミ
ュニケーションチャネルとして考慮した場合，次のような
状況が考えられる．
(1) 送り手は，思考を表出し言語化（母語）して機械翻訳
にかけ，理解可能言語（図 2.1(b) - (2)）と理解不能言
語（図 2.1(b) - (3)）が出力される．
(2) 受け手の表出(図2.1(b) - (1))と，機械翻訳による自動
翻訳結果との，意味的整合性の保障はないことに変
わりはない．
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(3) コミュニケーションエラーが生じた場合に，CVS とい
う別のコミュニケーションチャネルを利用することで，
機械翻訳が仲介したコミュニケーションを補完する
可能性がでてくる．
リペアの発生が見られず，送り手と受け手のコミュニケー
ションで気付きや修復が見られなかった 3.4 節の事例で
は，自然言語の中（ICE2002 における電子掲示板）で専
門用語を用いていると言う意味で，CVS のように完全に
自然言語と別のコミュニケーションチャネルをもっている
わけではないが，コミュニケーション状況は，CVSを利用
している場合と類似した事例といえる．
事例 3.4 節では，コミュニケーションに Java で書かれた
ソースコードや，ソフトウェア開発固有の専門用語が利用
され，CVS を利用したコミュニケーションのように，自然
言語に比べると意味的整合性が送り手と受け手でより保
障されやすい状況であったといえる．今後は，自然言語
のコミュニケーションチャネルと， CVS などの共有理解
が構築されているコミュニケーションチャネルとの関係を
分析対象に含め，ICE2002 での異文化コミュニケーショ
ンの考察する必要がある．
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終わりに

本稿は，機械翻訳ツールを搭載した電子掲示板を介した，
異文化ソフトウェア開発プロジェクトでおこなわれたコミュ
ニケーションデータを分析し，そのコミュニケーションに
おけるコミュニケーションエラーがどのように認識され，
どのように修復されたかのモデルを構築した．事例を観
察した結果，エラーの発生，気付き，修復を経て，共有理
解が作られていくという傾向が発見された．これは，異文
化のコミュニケーションでは，思考→表出→気付き(ブレ
ークダウン)→修復(リペア)→共有理解(コミュニケーショ
ンスキーム構築)というコミュニケーションの流れが見られ
るというもので，観察された事例に共通に発見された傾
向である．
今後は，異文化コミュニケーションのエラーから共有理解
が構築されることに注目し，すでに構築されている既存
知識との関連から，コミュニケーションの促進に不可欠な
要素を探っていく．
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