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【要旨】

本研究は、日本人へのタイ語教育の中に CEFR を効果的に適用するために考慮すべきタイ

語特有の社会・文化的要素の検討を通じて、日本人タイ語学習者により適したカリキュラム開

発に貢献することを目的としている。分析の結果、タイ語特有の社会・文化的要素としては、 

（1）社会的立場の確認、（2）距離を縮める、（3）配慮表現、（4）コミニケーション・ストラテジー、 

（5）文体の違い、という 5 つの特徴が見られた。CEFR をタイ語教育へ効果的に適用していく

ためには、これらの社会・文化的要素とともに、声調などの音韻体系や独自の書記体系といっ

たタイ語特有の言語的要素も、包括的カリキュラムへ織り込んでいくとともに、日本人の特性

も十分に加味することも必要である。

This study examines the social and cultural elements in Thai language in order to apply 

CEFR (the Common European Framework of Reference for Languages) to the Thai language 

curriculum for Japanese learners aiming at improving the curriculum more appropriate for 

Japanese learners. This study reveals five features as social and cultural elements specific to Thai, 

that is, (1) confirmation of social position, (2) building of closer relationships, (3) expressions 

of consideration of others, (4) specific communication strategies , and (5) stylistic differences. 

To apply the CEFR effectively to the Thai curriculum, it is necessary to incorporate into the 

comprehensive curriculum these social and cultural elements as well as the linguistic elements 

specific to Thai, such as phonological structure including tonal distinction, and the Thai writing 

system.

1.	研究の目的

本研究の目的は、ヨーロッパ言語共通参照枠組み（Common European Framework of 

Reference for Languages : 以下、CEFR）を、外国語としてのタイ語教育へ効果的に適用させる

ために、タイ語特有の要素を如何に織り込むべきかを検証することである。タイ語特有の要素

には、声調を含む音韻体系やタイ文字による独自の書記体系といった言語的要素とコミュニ

ケーション的側面からの社会・文化的要素があるが、本研究では特にタイ語でのコミュニケー

ションに特有の社会・文化的要素に焦点を当てる。

日本人を対象としたタイ語教育の中で CEFR を効果的に適用するために考慮すべきタイ語

特有の社会・文化的要素の考察を通じて、タイ語教育に有効な例示的能力記述文 / 自己評価表、

及び全体的な尺度の開発、さらには日本人タイ語学習者により適した包括的カリキュラム開発

への貢献を目的としている。
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2.	研究の背景と経緯

2001 年、欧州評議会で EU 内の外国語教育基準として採択された CEFR は、現在、約 47 ヶ

国で取り入られ、語学講座や授業計画、教育課程、資格取得などに適用されている。CEFR は

2001 年に出版されたドイツ語版を始め、各国で翻訳された。日本では 2004 年に、韓国では

2007 年に翻訳版が出版されるなど、アジア地域における CEFR の応用も活発になりつつある

（ソ・アルム 2014）。東京外国語大学では 2008 年に設立された英語学習センターと、2009 年に

設置された世界言語社会教育センターにおいて、CEFR を日本の高等教育へ応用するための準

備研究を行ってきているが、アジア地域に関しては、特に 2012 年より「アジア諸語を主たる

対象にした言語教育法と通言語的学習達成度評価法の総合的研究」プロジェクトが推進されて

いる。

タイ国においては、2015 年末の ASEAN 経済統合体の発足による地域社会の変化と、それ

に伴う語学教育のニーズの変化への対応が求められている。東南アジア地域での共通語は基本

的には英語となるが、この地域社会の変化により、訪タイ目的が、観光や知的階層の英語での

交流にとどまらず、労働者の流入など多様化が進み、「外国語としてのタイ語教育」に注目が

集まっており、タイ教育省も含め「外国語としてのタイ語教育」の重要性を認識している（スニ

サー 2017）。しかしながら、タイ国内には未だ言語学会やタイ語教育学会も存在せず、言語学

者によるタイ語の理論的研究とタイ語教師によるタイ語教育の実践を強く結びつけるものが何

もない状態であり（高橋 2014）、タイ語教育における CEFR 応用の研究については、ほとんど

ない状況である。

このような状況を踏まえて、スニサー（2017）は CEFR を参照しつつ、東京外国語大学タイ

語専攻 1 ～ 2 年生の授業科目の中から、タイ語の運用能力の向上を主目的としている授業を選

定し、それらの授業で使用されている教材を対象として、それらが CEFR の設定する到達度

のどれに該当するかの分析を行った。その結果として、1、2 年生終了時の言語運用技能（読む

こと、書くことなど）の到達度レベルに差が出ていることが明らかとなり、例示的能力記述が

示されている教材や到達度のマイルストン設定が指導者及び学習者双方に有効であることを指

摘している。教材の開発のためには、CEFR に類するタイ語教育のグローバル・スタンダード

が不可欠であるが、CEFR をそのままタイ語教育に適用することが困難であるとも捉えている。

その理由として、タイ語については、欧州言語とは異なる特徴である声調などの音韻体系やタ

イ文字による独自の書記体系といった要素があり、そういったタイ語の言語的要素、さらには

学習者の属性を踏まえた上でのカリキュラム作りの必要性を提言している。

タイ語も含めたアジア諸言語への CEFR の適用を検討するに当たっては、こういった各国

語特有の言語的要素に加え、社会・文化的要素も重要視されている。前述の「アジア諸語を主
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たる対象にした言語教育法と通言語的学習達成度評価法の総合的研究」の現地調査で得られた

認識では、EU 域内で CEFR が実践される過程で、それ自体の見直しが進む一方で、外への

CEFR のグローバル化に伴う新たな問題の 1 つとして、CEFR が単なる言語能力をレベル評価

するための簡便な測定尺度として導入される一面があることが指摘されている。CEFR は生ま

れ故郷である EU 地域の言語・文化・社会的特質を受け継ぐ以上、CEFR のアジア諸語への適

用可能に際しては、非 EU 世界のそれとの隔たりの自覚が生まれつつあり、非 EU 諸国、特に

アジア諸国での CEFR 導入については、直感的な反発、すなわち EU では有効な基準かもしれ

ないが、アジアの諸言語にはそのまま適用しうるのか、といった反発が見られている。そのた

め、書記体系や音声組織、さらに文法構造や談話ストラテジーが大きく異なるアジア諸語への

適用には、言語社会文化的な特徴を勘案して柔軟な適用が必要となることが想定される（富盛、

Yeong-il 2016）。

この音韻体系や文字といった言語的要素、そして談話ストラテジーといった社会・文化的要

素について、タイ語としての特徴や留意点を明らかにしていけば、CEFR がタイ語教育のツー

ルとして、極めて有効な形で適用が可能であるとも考えられる。本研究ではタイ語に見られる

社会・文化的要素の分析を行うものである。

3.	研究手法

「TUFS 言語モジュールを活用したアジア諸語の社会・文化的特質の指標化（富盛、Yeong-il 

2017）」では、社会・文化的特質を指標化するため、複数の調査・検証を行っているが、その

中の 1 つとして、社会・文化的言語コミュニケーション能力が反映する指標の検討がある。ア

ジア諸語の教育に携わる言語系教員の支援を得て、アジア諸語に特有なものと予想される社会・

文化的言語コミュニケーションの要素を言語コーパス、当該研究では『TUFS 言語モジュール』

から抽出し、それらの要素（22 項目 /5 ジャンル）が言語教育現場で能力レベル測定の指標とし

て活用できるかを評価している。

同報告に記されている調査は、タイ滞在経験のある日本人（日本語教育専門）へのヒアリン

グ調査であったが、本論考ではこの 22 項目に対して実際にタイ語教育に携わるタイ人として

改めて評価を行ってみることとする。

さらに、上記 22 項目ではカバーし切れていないタイ語特有のコミュニケーションに関する

社会・文化的要素を過去の論考（参考文献）を参照し、22 項目以外にも加えるべき項目を抽出し、

分析を行っている（15 項目）。

なお、便宜上、上記 22 項目については T-1 ～ 22、本研究で 22 項目以外にタイ語の社会・

文化的要素として新たに加えるべきと提言する 15 項目を S-1 ～ 15 として各項目に番号を付け
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て表記し、以後、各グループについては、それぞれ「T22 グループ」、「S15 グループ」と呼ぶこ

ととする。

T22 グループについては、タイ語でのコミュニケーションでの社会・文化的特質に合致する

ものか、つまりはタイ語の教育現場で能力レベル測定の指標とし活用できるかの検証を行い、

活用できるものについては、タイ語としての例示的能力記述と CEFR での能力度達成レベル

を提言している。能力度達成レベルについては、東京外国語大学タイ語専攻の授業で使用して

いる教材について、スニサー（2017）の分析結果を主に参照している。

S15 グループについては、1 項目（S-6）を除き、タイ語特有の社会・文化的要素として能力

レベル測定の指標に織り込むべき要素であることを前提としており、各項目で例示的能力記述

と CEFR での能力度達成レベルを提言している。

なお、本文中のタイ語の表記は、IPA（International Phonetic Alphabet）表記としているが、

参考文献や研究者名がタイ文字表記のみの場合は、タイ文字での表記としている。

4.	分析結果と考察

4.1.	アジア諸語の社会・文化的指標アンケート分析、及びタイ語特有の指標

T22 グループでの質問項目は、表 1 で示している 22 項目である。

【表 1：アジア諸語の社会・文化的指標アンケート】

言語行動・話題化 ジャンル

T-1 相手の年齢を聞いて確認する （a）

T-2 学歴・出身校などを尋ねる （a）

T-3 出身地（同郷かどうか？） （a）

T-4 現住所（どこに住んでいるか）を聞く （a）

T-5 相手の収入や社会的地位 （a）

T-6 相手の親の職業、親の収入など （a）

T-7 休みや週末の行動などを話題にする （a）

T-8 以前招待を受けたことについてお礼を言うか？ （a）

T-9 自分のことや持ち物、または食事などの招待時に謙遜表現を使う （b）

T-10 社会的立場の違いから必要な待遇表現を使う （b）

T-11 慶弔や写真撮影時に席順に配慮する （b）

T-12 金額：値引きなどを交渉する （c）
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T-13 商品：代替品や品数を交渉する （c）

T-14 天気や気候の話題を好む（人間関係の潤滑油的 Phatic な要素） （d）

T-15 亡くなった人の話題 （d）

T-16 相手の趣味や好みを尋ねる （d）

T-17 政治的話題 （d）

T-18 相手との年齢差で文体を変えるか？ （e）

T-19 出身地・同郷で親疎の差 （e）

T-20 書き言葉と話し言葉の差 （e）

T-21 男女差と文体・語彙の差 （e）

T-22 文章体で時候の挨拶文など特殊表現 （e）

ジャンル

 （a）人間関係を確認し、強く反映する話題や表現を使用する

 （b）社会的立場に応じて言語表現を調整、待遇表現、謙遜表現を持つ

 （c）商業的取引でストラテジーが関与

 （d）会話中での好まれる話題やタブーな話題

 （e）文体差、レジスタの差が大きいか？

まず 1 つ目のジャンルとなる「人間関係を確認し、強く反映する話題や表現を使用する」の

項目をタイ語として検証するためには、タイ人はお互いの立場を細かく考察して人間関係を設

定し、それに合った言葉遣いをし、あるいは身振りをしようとする（マラシー 1989）という特

徴が大いに参考となる。タイの人々は、伝統的に目上の者に対しては恭しい態度を取り、敬意

を示すのが礼儀である（高橋 2005）。そのため、外見で区別できない相手には年齢を聞いて確

認するのは、相手が女性であったとしても失礼ではない。単純に年齢を聞くだけでなく、相手

との関係性によって、卒業年、誕生年、干支等、年齢の聞き方も変えることもある。

タイの人々は、各々の立場（地位、役割）をわきまえることを善しとし、礼節を重んじる人々

であり（高橋 2005）、相手の年齢に応じて、人称代名詞（一人称、二人称）を変化させる必要が

ある他、言葉遣いや行動も変化させる必要がある。自分と相手の立場を確定する要素としては、

年齢の他にも、学歴や職業、収入、さらには本人だけではなく家族の社会的立場も相手の立場

を確認する上での一手段となる。そのため、T-1（年齢）、T-2（学歴・出身校）、T-3（出身地）、

T-5（社会的地位）、T-6（家族の職業）といった相手の立場を確認するための言語行動・話題は

タイ語においては一般的であり、能力測定指標に入れるのは、妥当と考える。

タイ語社会では、人間関係の設定により、その後の言語行動が大きく変化するため、初期段

階で必要とされる。相手の社会的立場を単に確認するための質問については、A1相当であるが、
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T-18（相手の年齢に応じて文体を変化）にあるような相手の立場に応じて文体の変更する場合

は、A2 レベル相当の能力が必要となる。

ここまでの分析は縦方向での社会的な位置関係となるが、タイ語社会では、横における位置

関係、つまりは親疎の度合いによっても言語行動は変化する。

タイ社会は均質な社会ではなく、民族が異なれば、生活様式も価値観も異なる非常に多様

な社会である。同じタイ系民族でも、地域ごとに生態的・文化的な差が見られる（高橋 2005）。

そのため、T-3 にある出身地を聞くことは、能力測定指標に入れるべき項目である。同郷であ

れば、仲間意識、共感が強まり、それによって付き合い方や言語行動（方言、人称代名詞、終

結小辞）に変化を及ぼすため、T-19（出身地で親疎の差）もタイ語として必要な要素となる。

出身地の他、T-4（現住所）や T-7（休日の行動）、T-16（趣味）といったプライベートな情報を

話題にすることは、相手との距離を縮めるための一般的な手段であり、能力測定指標として重

要な要素である。そして、相手との距離を縮めるための話題が、ジャンル（d）とされる 会話

中での好まれる話題につながるものとなる。

一方、T22 グループの項目に含まれていない項目のうち、タイ語社会で相手との横の距離を

縮めるための重要な要素として愛称がある。ほぼ全てのタイ人は生まれた時に、親などに愛称

をつけられ、大多数は同じ愛称を生涯使い続ける。実際、家族、友人だけではなく、職場でも

普通に愛称が使用され、状況によっては一人称としても愛称を使うことが一般的であり、本名

を知らない友人などもいる。本名よりも愛称で呼び合う方が、距離が近い印象となり、逆に相

手の愛称を聞かないと、距離を置かれている印象となり、人間関係構築の上で障害となる。

横の位置関係におけるタイ語の社会・文化的特質としてもう 1 点注目すべき点は、人間関

係を疑似的な親族関係と見なして行う表現が強いという点である。タイ人は親族意識が強く、

親族名や愛称を呼称として使用する範囲が広い（カノックポーン 1989）。タイ語社会において、

親戚などの自分と近い位置にある人を pâa（おばさん）、luŋ（おじさん）、phîi（兄 / 姉＝年長者）

といった呼称を付けるのはもちろん、職場でも上司や同僚を phîi や nɔɔŋ（弟 / 妹＝年少者）と

いった呼称を使用する。他にも学校の先生が学生に対して、子供を意味する lûuk や dèk といっ

た親族名で呼ぶことも一般的である。そして、その使用範囲はさらに広く、全くの初対面であ

る店員などに呼びかける場面で、相手と自分の年齢差が不明確であったとしても、外見的な特

徴から独自に疑似親族関係を設定し、pâa、luŋ、phîi、nɔɔŋと呼んでいる。逆に日本では、初

対面の人に対して「おばさん」、「おじさん」と呼ぶのは相応しくない場面が多い。日本社会で

はフォーマルで丁寧な呼称を用いることがプラスの態度とされ、ある程度の心的距離を保つが、

タイ人はフォーマルで丁寧な呼称を使っていると、相手に近付けないと考え、相手との心的距

離を縮めようとする傾向があり（カノックポーン 1990）、距離を縮める手段として、愛称や親
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族名称が広範囲で用いられている。

こういった愛称や親族名での呼称の運用といったタイ語社会・文化特質に関する要素につい

ては、T-22 グループには含まれていないため、新たに加える必要があると考える。

そして、ジャンル（b）とされる T-9（謙遜表現）、T-10（接遇表現）等は、社会的な立場の違

いにより、接遇表現、謙遜表現といった言語表現の変化の有無を確認するものであるが、タイ

社会は個人を大事にし、その面子はその人に相当するものと考えられており、一般的に人ある

いは自分の対面を損なうような行為は好まれず、上下の力関係で位置がはっきりと位置付けら

れている相手に対しても、言葉遣いの工夫が必要となる（スニサー 2003）。例えば、前述の呼

称だけを見ても、タイ語社会では話し手と聞き手の地位関係、親疎の度合い、性差、状況によっ

て呼称が使い分けられており（高橋 2005）、それぞれの位置・距離関係に配慮し、適切に呼称

を用いることが出来なければ、円滑な人間関係を構築することは困難となる。

タイ社会では昔から立場や年齢の高いものを尊敬するという習慣が堅く守られており、特

に自分より立場の上の者に対しては態度や言い方に普通より気を配る傾向がある（スニサー

2003）。そのため、呼称の他にも終結小辞や人称代名詞など多岐に渡る要素によって、相手へ

の敬意や話し手自身の地位や立場も表すことになるため、T-10（接遇表現）はタイ語における

不可欠な能力測定指標の 1 つと考えることができるとともに、タイ語社会特有の配慮について

も織り込む必要がある。

一方、ここで注意を要するのは T-9（謙遜表現）である。日タイ異文化間のコミュニケーショ

ンの場において、摩擦が生じ、双方の不快感を招く可能性があると考えられる原因として、コ

ミュニケーションのストラテジーの差異がある（スニサー 2006）。タイ社会では、ものを送る

とき、日本人のように「つまらないものですが」など謙遜することはせず、タイ人は「これは私

のとても好きなものだから、受け取ってください」などと自分の気持ちを率直に伝え、受け取

る側も「どうもありがとう、とても素敵ですね、これが好きなの」などというように自分の気

持ちを素直に表す（サッタヤポン 1992）。原則、謙遜とは逆にいかに素晴らしいものであるか

の魅力を説明するのが、タイ社会におけるコミュニケーション・ストラテジーであり、T-9（謙

遜表現）をタイ語の能力測定指標とするのは、妥当ではないと考える。

他にも、T22 グループには T-12（金額交渉）、T-13（商品交渉）といった商業的取引のストラ

テジーの項目はあるが、勧誘、依頼、謝罪など話し手が相手に働きかける際のコミュニケーショ

ン・ストラテジーの項目がない。コミュニケーション・ストラテジーについては、勿論、個人

差もあるが、文化によって差が見られるので、この点もタイ語特有の社会・文化的指標として

鑑みる必要があると考える。

T22 グループの考察の最後として、ジャンル（e）の文体差についてであるが、本項で見てき
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た通り、T-18（年齢差）、T-19（出身地）によって、文体は変化する。加えて、タイ語においては、

書き言葉と話し言葉の差についても、差異が見られる。話し言葉では、書き言葉に対して、単

語の選択や発音の変異が見られる他、主語、動詞、前置詞などの単語の省略、語彙や終結小辞

の違いも多く、言葉の繰り返しなどの特徴が見られる。一方、書き言葉では、単語を含め、文

章の省略や簡略化は行わない他、関係代名詞を使用したり、動詞や形容詞を名詞化して使用す

るなどの特徴が見られる（สิริวรรณ 1996）。他にもタイ語特有の特徴としては、王族や僧侶のみ

に対する敬意表現を表す語彙がある。それらはタイ社会の生活に深く密着しているものである

ため、使用にあたって十分に留意する必要がある。

以上、T22 グループ、つまりアジア諸語に特有なものと予想される社会・文化的言語コミュ

ニケーション要素 22 項目（T22 グループ）について、タイ語の場合のみを対象として分析を行っ

てみたが、T22 グループではタイ語に関して過不足があることが明らかとなった。

以下では T22 グループの分析から見出されたタイ語として留意すべき内容についての検証

を行っていく。

T22 グループの中で、横の社会的な位置関係、親疎の度合いを表すものとして、愛称や親族

呼称での呼びかけについて指摘したが、タイ語の文化・社会的指標には、これらの点を織り込

む必要がある。また、距離を縮める必要性から、家族などのプライベートな質問や話題も重要

となる。他にもタイ語社会では相手の面子を重んじることや自分の社会的地位に配慮した言語

行動が求められるため、タイ語ではその機能を担う丁寧小辞の使い方も重要となる。勧誘、依

頼、謝罪といったタイ的コミュニケーション・ストラテジーに基づく行為、さらにはそれに対

応するタイ的な配慮に基づく対応方法も鑑みる必要がある。そして、王族と仏教はタイ社会に

深く根付いていることから、特有の表現の習得も欠かせないものと考えられる。こういった点

を踏まえ、本研究ではタイ語特有の指標として、表 2 で示す 15 項目を S15 グループとして提

示したい。

【表 2：タイ語特有の社会・文化的指標】

言語行動・話題化

S-1 家族構成などプライベートなことを聞く

S-2 愛称を使う

S-3 親族名で呼ぶ

S-4 家族の話題

S-5 宗教の話題
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S-6 王族の話題

S-7 丁寧小辞

S-8 礼儀正しく、相手からの勧誘・提案を受け入れることができる

S-9 勧誘・提案に対して、相手が納得し易い理由で断ることができる

S-10 許容し、謝罪を認める

S-11 誠意を持って、相手を誘うことができる

S-12 相手や状況に応じて適切な依頼ができる

S-13 相手や状況に応じて適切な謝罪ができる

S-14 相手の外見や持ち物をほめる（人間関係の潤滑油的 Phatic な要素）

S-15 王族や仏教特有の表現

4.2.	タイ語特有の社会・文化的要素分類

T22 グループ、S15 グループの計 37 項目に関する分析を通して、タイ語特有の社会・文化

的要素としては、大きく 5 つの特徴を見出すことができる。これは T22 グループで使用され

ている 5 つのジャンルとは異なる視点で、タイ語特有の社会・文化的要素からの分類となる。

本節では、37 項目をタイ語特有の社会・文化的要素から見た 5 つの特徴に分類し、その内

容を説明するとともに、東京外国語大学タイ語専攻授業での使用教材の CEFR 参照結果（スニ

サー 2017）に基づき能力度達成レベルを示し、各項目の例示的能力記述を Descriptors として

提示している。

4.2.1.	社会的立場の確認

T-1（年齢）、T-2（学歴）、T-5（社会的地位）、T-6（親の職業）の考察から明らかになった特

徴として、タイ語社会においては、社会的立場の確認が重要なコミュニケーション上のプロト

コルになっているということである。タイ語社会では、お互いの立場を細かく考察して人間関

係を設定し、それに合った言葉遣いをする（マラシー 1989）ため、年齢、出身地、学校、職業

などから、相手と自分の位置関係を設定し、それぞれ相応しい言語行動を行うことが必要とな

る。

この確認行為は、タイ語社会の対人コミュニケーションでは、初期段階で求められる行為で

あるため、確認行為自体は早い段階で出来ることが求められるが、参照した教材をみると A1

レベルに織り込まれている内容となっている。
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【表 3：タイ語特有の社会・文化的要素①：社会的立場の確認】
※能力記述項目に入れる妥当性

T22 S15 言語行動・

話題化
妥当性※ 考察

CEFR
難易度

Descriptors

T-1
相手の年齢

を聞いて確

認する

妥当

タイ語の特徴として、相手の年齢に応じ

て、人称代名詞（一人称、二人称）を変

化させる必要がある他、言葉遣いや行動

も変化する。また、単純に年齢を聞くだ

けでなく、相手との関係性によって、卒

業年、誕生年、干支等、聞き方を変える

こともある。

A1
相手の年齢

を聞いて確

認できる。

T-2
学歴・出身

校などを尋

ねる

妥当

同窓の場合、仲間意識、共感が強まり、

それによって付き合い方や言語行動（人

称代名詞、終結小辞）などが変わる。

学歴も相手との距離感を形成する上で大

きな影響を及ぼす。

A1

相手の学歴・

出身校など

を聞いて確

認できる。

T-5
相手の収入

や社会的地

位

妥当

社会的地位、特に職業については、適切

な呼称のために必要。

収入についても、自分と相手との相関関

係を確認するための手段の 1 つとして聞

くことも多い。

A1

相手の収入

や社会的地

位（職業）を

確認できる。

T-6
相手の親の

職業、親の

収入など

妥当

（一部）

相手の社会的立場を確認するための一手

段として、聞くことがある。但し、親の

収入を聞くことまでは稀。

A1
相手の親の

職業などを

確認できる。

4.2.2.	距離を縮める

1 番目の特徴である社会的立場は、その時点では話し手と相手だけでは変えようのない縦の

位置関係となるが、横の距離、つまりは親疎の度合いについては、コミュニケーション行動に

よって変えることが可能となる。

言語の形として現れるものとしては、愛称や親族名での呼称がある。タイ語社会においては、

親しい間柄でも姓名を知らない場合が少なくなく、愛称がコミュニケーションの主軸であり、

本名となる姓名は二次的な意味しか持たないものとなる。そのため、S-2（愛称）、S-3（親族名）

で示された項目は早い段階から身に付ける必要があり、参照教材でも A1 レベルで織り込まれ

ている。

そして、距離を縮めるための手段としては、T-3（出身地）、T-4（住所）、T-7（休日の行動）、

T-15（故人）、T-16（趣味や好み）、S-1（家族構成）、S-4（家族に関する話題）、S-5（宗教、特

に仏教）といった話題を通して、お互いに胸襟を開いている印象を与えることで、相手との距

離を縮め、より円滑で心地好いコミュニケーションにつなげていくことが可能となる。これら

もタイ語コミュニケーションの基盤となる要素であることから、A1 ～ A2 レベルでの習得が

求められ、参照教材においても、その範囲で学習できるものとなっている。
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また、タイ語社会の特徴として、仏教に深く根差した社会であることから、仏教に関連する

表現も、自立した言語使用者となる B1 レベル以上では習得する必要はあるものと考えるが、

今回参照した教材では、仏教に関するテーマについては見られなかった。

一方、タイ語社会において、注意を要するのは、政治（T-17）、王室（S-6）の話題であり、明

確に相手の立場が分かるまでは、安易に話題とするべきではない。

【表 4：タイ語特有の社会・文化的要素②：距離を縮める】
※能力記述項目に入れる妥当性

T22 S15 言語行動・

話題化
妥当性※ 考察

CEFR
難易度

Descriptors

T-3
出身地（同

郷 か ど う

か？）

妥当

同郷の仲間意識、共感が強まり、それに

よって付き合い方や言語行動（方言、人

称代名詞、終結小辞）が変わる。

A1
相手の出身

地を聞いて

確認できる。

T-4

現住所（ど

こに住んで

いるか）を

聞く

妥当
具体的かつ個人的なことを聞くことで相

手の距離を縮める。
A1

相手の住ん

でいるとこ

ろを確認で

きる。

T-7

休みや週末

の行動など

を話題にす

る

妥当
具体的かつ個人的なことを聞くことで相

手との距離を縮める。
A1

次の週末に

は何をする

か 尋 ね て、

または返答

できる。

T-15 死んだ人の

話題
妥当

前世、現世、来世における転生、死んだ

人のために徳を積むといった仏教の世界

観に基づく語彙を多用し話される。

B1

仏教の世界

観に基づく

表現を用い

ることがで

きる。

T-16
相手の趣味

や好みを尋

ねる

妥当
具体的かつ個人的なことを聞くことで相

手の距離を縮める。
A2

相手の趣味

や好みを確

認できる。

T-17 政治的話題
妥当で

はない

昨今のタイの政治事情に鑑み、適切では

ない。
― ―

S-1

家族構成な

ど プ ラ イ

ベートなこ

とを聞く。

妥当

具体的かつ個人的なことを聞くことで相

手との距離を縮めた上で、そこで入手し

た情報をもとに、今後のコミュニケー

ションにも活用し、より良い関係構築を

行う。

A1

家族構成な

ど プ ラ イ

ベートなこ

とを尋ねて、

または返答

ができる。
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S-2 愛 称 を 使

う。
妥当

ほぼ全てのタイ人は生まれた時に愛称を

つけられる。家族、友人だけではなく、

職場でも普通に愛称が使用され、状況に

よっては一人称としても愛称を使うこと

が一般的。本名よりも愛称で呼び合う方

が、距離が近い印象となる。逆に相手の

愛称を聞かないと、距離を置かれている

印象となる。

A1

相手の愛称

を 尋 ね て、

愛称を適切

に使うこと

ができる。

S-3 親族名で呼

ぶ。
妥当

疑似親族意識が強く、「おばあさん」「お

じいさん」「子どもたち」といった親族名

を使って相手を呼ぶ範囲が広い。フォー

マルで丁寧な呼称を使い続けていると、

相手との距離が縮まらない。

A1

相手との心

的距離を縮

める適切な

呼称を使え

る。

S-4 家族の話題 妥当
家族へ対する善行は好意的に受け止めら

れ、話題となることが多い。
A2

家族に関す

る話をする

ことができ

る。

S-5 宗教の話題 妥当

仏教を中心によく話される。特に寺で徳

を積んだ経験、仏教の教え、僧侶の説話

などは話題となることが多い。タイでは

話し相手がムスリムやキリスト教徒で

あったとしても、お寺で徳を積んだ話な

どは共感を持って、好意的に聞き入れら

れる。

B1

宗教、特に

仏教の話題

をすること

ができる。

S-6 王族の話題
妥当で

はない

相手の見解が明確でなければ、適切では

ない。
― ―

4.2.3.	配慮表現

タイ語コミュニケーションにおいて、距離を縮めることは重要であるが、単に距離を縮めら

れればコミュニケーションが全て上手くいくという訳ではなく、タイ語社会・文化として守ら

れるべき礼儀や配慮があることが、T-10（接遇表現）、T-11（席順）、S-7（丁寧小辞）、S-8（勧

誘を受ける）、S-9（勧誘を断る）、S-10（謝罪を認める）から伺い知ることが出来る。例えば、

S-7（丁寧小辞）であるが、タイ語では節や語の末尾に添えて使用する他、単独で返事に使用す

る接遇小辞の一種である khráp、khâ が丁寧小辞となるが、これを使用することで話し手の丁

寧さを表すとともに、話し手の発話を思慮深く、柔和な印象とする。タイ語で丁寧であること

は、自らの地位や立場に相応しい話し方をすることも含まれており（Prasithrathsint 2001）、丁

寧小辞は、丁寧さだけでなく、目上の者から目下の者への配慮も含まれている。

S-8（勧誘を受ける）という点では、タイ人が誰かの家を訪ね、食事などを勧められた場

合、気持ちではその誘いを受け入れたくてもまず断るのが礼儀であると考えられている（โรม 

1995）。この断る際には、mây pen ray（構いません）を使うが、食事の誘いに対して、まず mây 

pen ray と答えるのは遠慮深い態度で、礼儀である（スニサー 2003）とされている。
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S-9（勧誘を断る）でのタイ語社会での特徴としては、例えば、相手の頼み事に応じること

ができなければ、「できません」などの言葉を用いずに、理由を説明することで断る意図を伝

える（スニサー 2001）とうことがある。また、言い難い事実を言う際に、事実を言う行動と嘘

をつく行動について、タイ人とイギリス人に調査を行った結果、「真実を言うべき」と答えた

イギリス人は 74.29％であるのに対して、タイ人の 61.79％が「嘘をつくべき」との回答結果と

なっている。この結果はタイ人の遠慮という価値観の影響によるものとみている（Songtham 

2008）。

これらの配慮に関する基本的な表現は、A1 ～ A2 段階での学習項目として参照教材の中で

も織り込み済みであるが、接遇表現や慶弔の定型表現については B1 相当レベルが妥当で、参

照教材にも一部含まれている。但し、配慮表現の学習はあるものの、タイ式の配慮に関する社

会・文化的背景に関する言及は教材には示されていない。

なお、本研究の配慮表現は、相手への敬意を表し、相手の心情を気遣う目的で行われる言語

行動のみを対象としており、合掌礼などの身振りや表情などの非言語行動は含んでいない。

【表 5：タイ語特有の社会・文化的要素③：配慮表現】
※能力記述項目に入れる妥当性

T22 S15 言語行動・

話題化
妥当性※ 考察

CEFR
難易度

Descriptors

T-8

以前招待を

受けたこと

についてお

礼 を 言 う

か？

妥当で

はない

お礼は恩恵を受けた後に 1 回、大々的に

言うのが一般的。
― ―

T-10

社会的立場

の違いから

必要な待遇

表 現 を 使

う。

妥当

呼称、人称代名詞、終結小辞など多岐に

渡る要素により、相手への敬意や話し手

自身の地位や立場を表す。

B1

自他の社会

的立場に応

じて適切な

接遇表現を

使うことが

できる。

T-11

慶弔や写真

撮影時に席

順に配慮す

る。

妥当
年齢や社会的な立場が大きく影響。慶弔

の定型表現もある。
B1

慣習に沿っ

た表現を使

うことがで

きる。

S-7 丁寧小辞 妥当

終結小辞として、節や語の末尾につける

他、単独で返事に使用し、話し手の発話

を、丁寧、礼儀正しい、思慮深い、柔和

といった印象を与えるものとする。

そのため、自らの高い社会的地位や立場

に相応しい印象を与えるためにも使用す

る。

A1

丁寧小辞を

適切に使う

ことができ

る。
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S-8

礼 儀 正 し

く、相手か

らの勧誘・

提案を受け

入れること

ができる。

妥当

すぐに勧誘や提案を受けるのではなく、

数回遠慮した後に勧誘・提案を受け入れ

るのが一般的。

A2

タイ的な礼

儀正しさで

勧誘・提案

を受け入れ

ることがで

きる。

S-9

勧誘・提案

に対して、

相手が納得

し易い理由

で断ること

ができる。

妥当

直接的な断り方はあまりしない。どうし

ても断らざるを得ない時には、丁寧に断

り、謝罪した後、断りの理由を添える。

納得し易い理由として、お寺に行くこと

や家族の事情などがある。

A2

相手が納得

できる内容

で勧誘・提

案を断るこ

とができる。

S-10
許容し、謝

罪 を 認 め

る。

妥当

謝罪を受ける場合、相手側に責任がある

場合であっても、まずこちら側が許すと

いうことを伝えるのが一般的な行為。

A1
相手の謝罪

に適切な対

応ができる。

4.3.4.	コミニケーション・ストラテジー

タイ語に限らず、各言語社会・文化には特有のコミュニケーション・ストラテジーが存在す

る。タイ語社会・文化においては、自他の社会的立場と距離を整理した上で、配慮表現ととも

に、コミュニケーションの潤滑油となるものがストラテジーである。前述の配慮表現はコミュ

ニケーション・ストラテジーの一部と捉えられなくもないが、今回は発話者の能動的な言語行

動という点で、敢えて配慮表現とコミュニケーション・ストラテジーは異なる分類としている。

今回、コミュニケーション・ストラテジーという点で新たに加えるべきとしている項目は

S-11（勧誘）、S-12（依頼）、S-13（謝罪）、S-14（話の潤滑油）となる。

勧誘や依頼におけるタイ人の特徴は、相手にとっての利点、つまり相手にとってそのことが、

どんなに良いかを説明することで、間接的に相手の負担を軽減すると考えているのに対し、日

本人は相手のメリットを強調するより、そのもの自体が良いことを客観的に伝えた上で、決

断は相手に委ねることで相手の負担を間接的に軽減できると考えられるという調査結果（スニ

サー 2006）があり、日本とタイでのコミニケーション・ストラテジーに違いがあることが示さ

れている。謝罪のストラテジーについても、日本とタイでは差異が見られる。日本人は相手が

目上の場合、誤解であっても、その誤解を解こうとはせずに、そのまま責任を承認し、より明

確な「謝罪」をすることによって、人間関係を修復する傾向があるのに対し、タイ人は時には「謝

罪」の言葉を飛ばしてでも、事態や理由の説明や解決策の提案をすることがタイ式の謝罪に関

するストラテジーとなっている。そのため、日本人にはタイ人の謝罪行為が「謝らない」、「言

い訳ばかり」と見られる（スニサー 2004）かもしれないが、実は社会・文化的な差に起因して

いるのである。

タイ語社会で円滑なコミュニケーションを行っていくためには、単なる語彙、文法の理解だ
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けではなく、タイ語社会でのどういう場面でどのようなコミュニケーション・ストラテジーが

必要かを身につける必要があり、参照教材ではこれらの要素に関する表現自体は A2 レベルの

段階で織り込まれているが、その背景についても示す必要があると考える。

【表 6：タイ語特有の社会・文化的要素④：コミニケーション・ストラテジー】
※能力記述項目に入れる妥当性

T22 S15 言語行動・

話題化
妥当性※ 考察

CEFR
難易度

Descriptors

T-9

自分のこと

や持ち物、

または食事

などの招待

時に謙遜表

現を使う。

妥当で

はない

原則、謙遜とは逆にいかに素晴らしいも

のであるかの魅力を説明し、招待するの

が一般的。

― ―

T-12
金額：値引

きなど交渉

する。

妥当

市場等での値引き交渉は一般的。しかし、

定価が表示されているデパート、スー

パー、コンビニ等では行わない。

A2

市場などで

ものを買う

時、値段の

交渉ができ

る。

T-13
商品：代替

品や品数を

交渉する。

妥当

市場等では一般的。しかし、定価が表示

されているデパート、スーパー、コンビ

ニ等では行わない。

A2

売買で値段

以外にも数

量や品目を

交 渉 で き

る。

T-14

天気や気候

の話題を好

む（人間関

係 の 潤 滑

油的 Phatic
な要素）

妥当で

はない

タイは１年を通して天気の変動が小さい

ことから、天気や気候の話題を話の潤滑

油とすることはあまりない。

― ―

S-11

誠意を持っ

て、相手を

誘うことが

できる。

妥当

T-9 とは対照的に、謙遜はあまりせずに、

ポジティブな要素を述べて、積極的に誠

意を全面的に見せながら誘う。かつ相手

側の社交辞令的遠慮を理解し、対応する

必要がある。

A2

相手に伝わ

るように、

勧誘・提案

ができる。

S-12

相手や状況

に応じて適

切な依頼が

できる。

妥当

相手との心的距離によって大きく変化す

る。☆相手との距離との距離に応じて、

適切な表現を使用する必要がある。

A2

相手に応じ

て適切に依

頼すること

ができる。

S-13

相手や状況

に応じて適

切な謝罪が

できる。

妥当

「すいません」に該当する直接的な謝罪表

現だけではなく、むしろ婉曲的な表現が

好まれる場合も多い。

A2

相手や場面

に応じて、

適切な謝罪

の意を表す

ことができ

る。
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S-14

相手の外見

や持ち物を

ほめる（人

間 関 係 の

潤 滑 油 的

Phatic な要

素）

妥当

社交辞令的に相手の外見で気付いた点を

挨拶代わりに褒め、コミュニケーション

のきっかけとする。

A1

挨拶の次に

相手のこと

をほめるこ

と が で き

る。

4.2.5.	文体の違い

本稿「4.2.1　社会的立場の確認」や「4.2.2　距離を縮める」で見てきた通り、タイ語社会では、

相手との関係に応じても文体を変える必要がある。タイ語では人称代名詞、名前、親戚名、役

職名などが呼称に含まれ、かつ話し手と聞き手の地位関係、親疎の度合い、性差、状況によって、

適切に呼称を用いることが出来なければ、円滑な人間関係を作ることができない（高橋 2005）。

そして、それは呼称だけでなく、文体の適切な使用という点でも同様である。なお、T-21（男

女差）については、タイ語では終結小辞や人称代名詞で差別化を行なう程度であり、A1 レベル

でカバーされている内容となっている。更には文体の違いという点では、T-20（書き言葉・話

し言葉）といった項目に加え、S-15（王族・仏教）についても十分に考慮する必要がある。

【表 7：タイ語特有の社会・文化的要素⑤：文体の違い】
※能力記述項目に入れる妥当性

T22 S15 言語行動・

話題化
妥当性※ 考察

CEFR
難易度

Descriptors

T-18

相手との年

齢差で文体

を 変 え る

か？

妥当

目上の相手には、終結小辞の１つである

丁寧小辞を使用する。年下の方は一人称

も変化する。また、年上の方は、相手に

気を使わせないため、カジュアルな終結

小辞を使用する。

A2

相手との年

齢差で文体

を変えるこ

と が で き

る。

T-19
出身地・同

郷で親疎の

差

妥当

同郷の仲間意識、共感が強まり、それに

よって付き合い方や言語行動（方言、人

称代名詞、終結小辞）が変わる。

A2

出身地など

を確認して

親しみなど

を表現する

ことができ

る。

T-20
書き言葉と

話し言葉の

差

妥当
発音、語彙、語順などの各種要素が多岐

に渡り、非常に大きく異なる。
B2

話し言葉と

書き言葉が

異 な る 場

合、その文

体差を表現

できる。

T-21
男女差と文

体・語彙の

差

妥当
終結小辞や人称代名詞で差別化を行う

が、語彙に大きな差はない。
A1

男女の文体

の差を区別

できる。



248 Study of the social and cultural elements specific to Thai language to facilitate the effective 
application of CEFR to the Thai curriculum　Sunisa WITTAYAPANYANON（SAITO）

T-22

文章体で時

候の挨拶文

など特殊表

現

妥当 文章体特有の表現や定型文がある。 B2

定型的な挨

拶文や依頼

文などを書

くことがで

きる。

S-15 王族や仏教

特有の表現
妥当

王族や僧侶にしか使用しない語彙があ

る。
B2

自他の社会

的立場に応

じて適切な

接遇表現を

使うことが

できる。

5.	今後の課題と展望

今回の研究では、コミュニケーション的側面から社会・文化的要素の分析を行ったが、今後

は今回抽出した要素を全体のカリキュラムにどのような形で織り込んでいくべきかの検証が必

要となる。そして、社会・文化的要素に加え、声調などの音韻体系やタイ文字といったタイ語

特有の言語的要素の織り込み方も併せて検証していく必要がある。さらには日本人の特性につ

いても、十分に加味する必要がある。例えば、社会・文化的要素については、日本語社会と

タイ語社会のコミュニケーション・ストラテジーの違い（誘い方、お礼の仕方等）については、

きちんと教材や指導書の中で示す必要がある。言語的要素については、例えば日本人に適した

発音の指導方法（スニサー 2015）などのスタンダード化の検討を深めていくことが求められる。

他にも、タイ語教育に関する基本情報は、まだまだ不足しているので、現行のタイ語教育カ

リキュラムレベルの妥当性や学習者としてのニーズというものについての調査なども必要と

なってくる。

それらを 1 つ 1 つ積み重ね、日本人に適したタイ語教育のスタンダード化を推進し、指導者

の個性や習熟度に左右されることなく、汎用的なタイ語教育の運用可能とするための教材、付

属指導書、教授法、評価基準 / システムも含めた総合カリキュラムの開発へつなげていきたい。

そして、最終的には日本人向けの研究成果を、日本だけに留めるのではなく、「外国語として

のタイ語教育」のグローバル・スタンダード化にも活用していきたい。
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