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＜要旨＞
　本論文は、1990年代以降のグローバル化や情報化社会の発展に伴う日本人の海外進

出の中で、移民として日本から海外へ永住予定で移住した日本人の子ども、いわゆる

日系 2世が経験する言語文化を跨ぐアイデンティティ形成の過程、また人間の意思疎

通において言語がどのようにその子どもたちの中に作用していくのかということにつ

いて、彼らが創り出す文化自体をコンタクト・ゾーンとして捉え、考察する。

　近年、子どもの第二言語習得についての可能性が注目され、多言語教育や国際教育

の研究が行われる一方で、それに伴うアイデンティティ形成への影響についての研究

が副次的になっているという問題がある。そこで、本研究は、言語習得における技能

面を問うのではなく、対象者が複言語主義の環境下で成長していく上での心の葛藤に

ついての情報収集を行い、先行研究と対照させ議論することが目的である。研究対象

者は、幼児から思春期後半までの日系 2世とし、筆者が英国で 2015年に行った研究結

果をもとに、ドイツで 2016年に、より社会学的な観点から行ったインタビュー調査も

含め考察した。情報提供者の語りから、対象者の母語、継承語、外国語の習得目的の

相違点を整理すると、母語と継承語の習得の使用役割が個々の帰属意識と密接に関わっ

ており、それらの言語を人間関係や状況に合わせ、対象者は意識的にも無意識的にも

言語を選択していることがわかった。それは同時に、彼らが各言語に内在する「自分」

を選択することにも関連し、各言語が持っているコミュニティにおける経験の蓄積は、

その言語における「自分の存在」を肯定する役割をも担い、ひとりの人間のアイデン

ティティの構成要素の一部であることが理解できる。

日系２世のアイデンティティ形成における
言語の影響と役割
― 継承語教育の観点から子どもの心を解く

内山絵理華

Contact Zone 2017 論文

キーワード：継承語，TCK，複言語主義，アイデンティティ，異文化間理解，移動する子ども
UCHIYAMA Erika　Mitsubishi Materials Corporation Hartmetall GmbH　
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日系２世のアイデンティティ形成における言語の影響と役割

1　はじめに　

　本研究は、日本国外で生まれ育った日本にルーツを持つ日系 2世の言語習得とアイデン
ティティ形成を主題とし、継承語としての日本語が、彼らの帰属意識や人格形成にどのよ
うに作用しているのかを考察する。
　継承語の存在は、移民の子孫である彼らがアイデンティティ形成を遂げる上で必要な要
素の一部分を担っている。しかし、子どもである彼らは、自然な心の発達の結果としての
人格形成のために、継承語と位置づけられる特定の言語を「意識的」に学ばざるを得ない
状況に立たされる。彼らは、言語学習の目的を解釈する上で自らそのことを認識し、関わ
る人々に継承語の学習意義や位置づけを伝える必要性をも生じてくる。このことが、日系
2世である子どもたちの継承語学習の活動や言語習得の過程において、継承語学習のモチ
ベーションを維持すること、継承語を保持すること（Language Maintenance）や周囲の環
境に適応する（Acculturation）上で葛藤が生じる要因になっているといえる。
　それでもなお、複言語、複文化の環境下で育つ子どもたちが自身のアイデンティティを
確立する上では、継承語の存在が自身の生活や心の発達に与える影響力を受け止め、継承
語を習得することに伴う葛藤（Internal conflict）を経験し、解決するプロセスを経ること
が重要なのは、生活圏の文化（Host Culture）と親から継承する文化（Home Culture）と
が混在する環境において、子どもたち自身がその経験を蓄積しながら自身のコンタクト・
ゾーン 1ともいえる第三の文化（Third Culture）を創り出すことに繋がるからである。
　筆者が 2015年に英国で行った研究では、日系 2世がその第三の文化（Third Culture）
を創り出す上で精神的な葛藤が生まれること、また、親の文化と密接に関わる継承語は、
移民の子孫である子どもたちのアイデンティティ形成の過程において、心の発達を促す一
助となることの 2点が明確になった。しかし、当時のインタビューでは、「外見が典型的
なイギリス人のステレオタイプとは多少異なるのみで、単一文化の英国人として生活で
きれば良い」という複文化や複文化の環境で育つことに対する批判的意見もあった。そ
れに対し、「親の文化にルーツがあることで外国語とは違う習得目的を持ち、子どもの中
で第三の文化を創り出すために必要な継承語の学習は重要である」という主張のみでは、
継承語学習を付加的要素に解釈することへの有用性に関しての主張は論じられても、イン
タビューにあった批判意見に対しての答えとしては不十分であり、その点において課題が
残った。
　よって、本研究は、先行研究や 2015年に筆者が行った英国での研究をふまえ、西ドイ
ツで同じ境遇にある 10代の日系 2世の子どもたちを対象に、本人、もしくは彼らの保護
者に情報提供を依頼し、彼らのアイデンティティ形成の過程での継承語と第三の文化につ
いて再度調査を行い、継承語の存在の影響力や、異文化間の環境下での個々の有り方、彼
らの心の発達と日独英の 3言語の役割についてインタビューした。

1  メアリー・プラット（Mary Pratt）が用いたヨーロッパを中心とした国々とその他の地域との「接触」
概念を示す用語（詳述 2-1参照）。
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　英国とは異なる文化圏であるドイツで調査を行うにあたり、移民推移、日独英の文化や
教育の違い、複言語主義や言語が持っている権力格差など、社会言語分野について言及す
ると同時に、アイデンティティ形成や異文化間コミュニケーションの理論を参照し、英国
での調査結果も先行研究の一部として取り上げることにする。本研究の対象者は、在外日
本人の中で日本への本帰国の予定がない日系 2世の子どもたちである。インタビュー調査
の対象者は、ドイツ西部の中核都市に定住し、ドイツの文化を基盤（Dominant Culture）
としている子どもたちである。よって、調査内容は、ドイツの文化圏で異文化として日本
文化を捉え、異文化間コミュニケーションの視点からの文化的アイデンティティの変容も
注目しつつ、主な目的は、より心理学的な側面から人間関係と言語がどのように彼らの成
長に影響を与えているのかという内容を引き出すこととした。
　情報提供者は、日系 2世本人と、彼らの保護者である。その調査結果を先行研究に鑑み
ると、「自分が何者であるか」という根本的なアイデンティティを探し出すためには、親
の文化およびそれに関連する継承語の存在認識が非常に重要であることがわかった。継承
語学習が第三の文化（Third Culture）を創造するための追加的な要素となる、という考え
方は、実に外国語学習の位置付けに近い。逆の視点はどうだろうか。継承語学習の不在に
ついて、対象者が「自分にあるはずの文化や、自己の中で育むべき親の文化への帰属的意
識が欠けているのではないか」という疑問を抱くこと、換言すれば、継承語の不在がアイ
デンティティの一部分の欠如と考える可能性はないだろうか。本稿ではその点を深く掘り
下げて議論したい。
　また、本研究は量的調査による数値化および事例をもとにした一般化を目的にしている
のではなく、子どもたち本人や家族が観ている世界を文化のひとつとして共有し、彼らが
成長とともに遭遇すると考えられる葛藤が具体的にどのようなものであるのかというこ
と、また、異文化間でアイデンティティを形成する際に言語が持つ影響力や可能性につい
て、先行研究を基に列挙し、それらを対処、解決していく過程を情報提供者の声を通じて
考察することを目的とした質的調査の分析である。

2　先行研究の課題

　本研究の先行研究における学問領域は多岐にわたり、言語習得の視点から捉える子どもの
アイデンティティ形成についての研究や、「移民」という社会学的視点からみた対象者の文
化的アイデンティティや帰属意識についての研究、また異文化コミュニケーションの分野で
捉えられる文化圏の多様性からの視点での研究など、同類のテーマであっても焦点が異なる。
　文化人類学では、研究対象を日本国内へ移住する人々であるか、日本国内から国外へ
移住する人々であるかという点で分類しており［末弘 2006: 26］、「移民」の定義や種類に
おいても、近年の人々の国家間移動によって、「留学生」「駐在員」「難民」「移住者」や
「ニューカマー」など、移民を滞在期間や移住目的などによってラベル付ける言葉が加わ
る。これらの人々の政治的、経済的な背景が異なる場合でも、内的な文化的アイデンティ
ティに共通の部分がある可能性もあり、研究の視点によっては、枠組みの設定が複雑化し
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ており、また研究対象者もそのような時間的、距離的な背景から流動性や多様性をもって
いるといえる。こうした多様化とともに、今日の社会学における狭義の「移民」の捉え方
は、「生業の本拠を恒久的・半恒久的に移動させる人々」を指し［川上 2013: 3］、短期滞
在や難民、植民とは区別されている。
　また、「日本人」や「ドイツ人」などの「何人」か、という国籍や民族に対しての分類
は、表現自体が人を枠にはめることになり、国境を基準として区分けができない人々を対
象にしている本研究においては、これらの言葉についての見解を先に議論しておく必要が
ある。「国民」の定義について、文化人類学では、「国民」は人の心の中に想像されたもの
であり、もともと存在しない場所に人を置くことで「国民」としているというような、人
工的な意味合いを持つものであるとする考え方がある2。また、「民族」という言葉に関し
ては、日本語においては、少数の同一文化を持った集団という意味があるが、西洋で「民
族性（Ethnicity）」や「民族集団（Ethnic group）」と使用される場合は、「ヨーロッパ民族
と異なる文化を持つそれ以外の集団」という意味を持っている時期があった3。本研究で
は、日本語で使用する概念に近い「同一の文化を持ち合わせる集団」としての「民族」と
いう意味で、「ドイツ人」「日本人」という区分けを便宜的に行い、対象者である子ども
や、彼らに関わる両親がどのように彼らの「民族性」について捉えているかを引き出すこ
ととし、血統やパスポート上でいう「国籍」からみた国民性や民族分類に関しては、人工
的であり分類しがたいので、本稿では言及しないことにする。
　言語教育領域で代表的研究者として挙げられるのは、カナダの英仏語イマージョン教育
の先駆者であるジム・カミンズ（Jim Cummins）であり、カミンズは中島和子とともに多
文化社会での言語能力の可能性について研究を行っている4。彼らの研究する子どもの言
語選択や臨界期 5前後における言語習得の領域は、脳科学や言語教育の分野で科学的かつ
論理学的に研究できる部分が多く、直接的に実社会に教育カリキュラムとして還元するこ
とや、公的機関で言語教育を臨床的に研究することも可能である。
　しかし、異文化受容能力、複数の言語の中で自分の存在を認知する能力、自己肯定感を
持つ重要性を認識し帰属意識についての葛藤を乗り越える経験などの、言語習得と同時に
解決していくべき課題や培っていくべき能力への研究調査については、対象者自身の主観
性に依存する部分があり、一概に一般化できない要素があることも相まって、言語教育の
研究と並行して十分に行われているとはいえない。とりわけ日系移民の子どもの研究につ
いては、世界の複数の都市での事例研究を考察する川上郁雄も、日系 2世の研究が「日本
に繋がりを持つ子ども」であるにもかかわらず、在外の日本人ではなく「日本に帰国す

2  ベネディクト・アンダーソンの「想像の共同体」論と、アーネスト・ゲルナーの説は、共通しており、
井口はその概念をもとに「国民」の定義を三分類し解説している［井口 2004: 54-55］。

3  ヨーロッパとそれ以外の地域 “The rest of the world” と表現している［Pratt 1992: 4］。
4  カミンズは、カナダの多文化主義の政策に準じて言語教育分野を研究し、イマ̶ジョンプログラムを
公的教育に導入した［Cummins 2000］。

5  「子どもが自然に言語を獲得するまでの時期を臨界期とし、思春期になって脳の一側化が完了すると言
語の自然な習得が困難になる」という言語習得における学説［Lenneberg 1967］
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る子ども」のみに焦点があてられ、研究が偏っていることについて批判している［川上 
2013: 23］。
　また、子どもが対象者であるこの分野は、メタ認知 6や心の発達が成長過程である当事
者の心理的な事象、主観的な記憶、個人によって異なる経験などを基に研究を進めていく
ことになり、抽象的な研究になるという問題点がある［山川 2015］。しかし、情報提供者
の語りが多様であっても、言語政策や教育から影響を受ける彼らの感覚やコミュニティの
あり方には共通点がみられる可能性があり、それらが言語というフィルターを通じて対象
者である子どもの人格形成や言動、生き方に影響があることについては、注目していくべ
き点である。これらをふまえ、先行研究では、調査を行う地域と研究対象者を定め、本研
究におけるコンタクト・ゾーンやコミュニティについての明確な定義づけを行い、言語主
義の概念を整理し、継承語とアイデンティティの関係性、および個の人格形成についての
理論や研究をまとめ、本研究を進めていくにあたっての疑問点を列挙したい。

2-1　異文化を跨ぐ子どもたちが創るコンタクト・ゾーン
　はじめに、人々の国家間や文化圏を越えた移動の背景や現状についての統計データを参
照する。日本から海外へ移住する人々は近年も増加傾向にあり、移動する国については、
企業の国際化や海外の教育への関心が高まってきた影響に伴い、一都市や欧米諸国のみに
限定されるわけではない。滞在期間は滞在目的によって異なり、駐在員としての海外勤務
や学生留学などの、出国の際に帰国が予定されている短期滞在から、永住や海外就職など
の本帰国の予定がない長期滞在にわたるものまで、国家間を移動する人々の渡航目的は多
様である。3か月以上海外に滞在する在留邦人数は、2005年に 100万人を超えた 7［藤田 
2008: 14］。2015年の外務省領事局政策課の調査では、海外在留邦人は 131万 7078人（図
1）、うち 3か月以上の長期滞在者は 85万 9994人（全体の 65%）、そして、永住権の取得
者は 45万 7084人である。
　国家間を移動する子どもたち 8は、将来日本への帰国の有無の面からみて、帰国子女、
TCK（Third Culture Kids）、海外に永住をしている家族のもとに生まれた子ども、の主に
3個のカテゴリーに分類できる。本研究の対象者は帰国子女以外の子どもであり、TCK
および永住権取得者の「45万人」に入る児童から 10代後半の未成年者である。両親とも
に日本人、もしくは国際結婚によって片親が日本人である彼らは、日本に血統上ルーツが
あり、文化や言語を継承できる立場にある。また生活する場所によっては、外見や民族、
使用言語の違いから、日本文化や日本語を多くの人々に疎外される可能性があれば教育や
文化活動等において「日本を理解する者」として、日本の紹介や文化や慣習について現地

6  メタ認知は自己評価、自尊心、自己効力感をもとに、過去の経験を自信にして未来を見据えていく概
念である［長谷川他編 2015: 162］。

7  このうち、渡航目的を持った親と渡航し日本に帰国する帰国子女数は 2013年度の統計では、小学生
6604名、中学生 2462名、高校生 2080名にのぼる［内閣府 2015: 44］。

8  川上が定義した語であり、「空間的に移動する」、「言語間を移動する」、「言語教育カテゴリー間を移動
する」の 3つの条件を持つ子どもを指す言葉である［川上 2009，2011，2013］。
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の人々に教える機会を与えられる可能性もある。そのような事態があるにもかかわらず、
国外に在住していることで、彼らの教育の大部分は現地の行政や教育に委ねられる傾向に
あり、子どもたちの状況について詳細な実態調査が十分にされていないことから、彼らは
異文化の中で多感な時期を過ごす上での日本からの適切な教育支援や心のケアを受けられ
ていない現状がある。

図 1  2015年 10月 1日調査の国別海外在留邦人 (外務省の調査結果を基に作成 )

　

　渡航前から日本に本帰国する予定にある児童や生徒は、日本への移住予定がなく日本以
外の生まれた国で生活をしていく子どもたちとは事情が異なるので、本研究の対象者には
含まないことにする。両者の相違点は、海外移住が「滞在」であるか否かという点であ
る。帰国子女の子どもたちは、日本に帰国することが予定されており、自発的に日本から
海外に渡航したわけではない。彼らは、渡航先でのコミュニティの生活様式や文化を受容
するとともに、日本に帰国する際の準備として日本人学校への通学や日本社会との繋がり
も同時に必要とする。その点において、学習言語や生活言語としても、日本語は継承語で
はなく母語の範疇として捉えられる。本研究は日本語を「継承語」として習得、学習する
子どもたちを対象としているので、日本語を母語として捉えることのできる子どもは本研
究の対象者ではなく、研究対象者とともに集団を形成する一員として扱うことにする。
　本論文で扱う言語の種類の定義は、主に使用者と学習目的に観点をおき、英語、日本
語、ドイツ語、そしてその他のヨーロッパの言語を対象に、それらの言語が子どもたち
の学習目的や習得状況、おかれている環境によって、「母語」「継承語」「外国語」「第二
言語」に呼び分けられることを前提としたい。本稿での「母語」は、対象者の習得し

図 1　2015年 10月 1日調査の国別海外在留邦人（外務省の調査結果を基に作成）
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た言語の中で一番言語能力が高い言語を指し、母親の使用言語とは限らない。この母語
は、彼らの文化的アイデンティティを確立する上で欠かせない役割を持っている［石
井 2011: 102］。一方、「継承語」については、ある文化圏の中で主に使用されている言語
（Majority language）または公用語（Official language）と対照させ、地域のマイノリティ
言語（RML）、もしくは移民のマイノリティ言語（IML）が広義において該当する9。し
かし、本論文では後者の移民のマイノリティ言語のみを狭義の定義として使用することと
し、本稿の対象者にとっての継承語は日本語である。
　また、2つ目のカテゴリーに分けられた TCK（Third Culture Kids）は、1950年代に文
化人類学者であるラス・ウシーム（Ruth Useem）が初めて提唱した用語であり、複数の
国を移動しながら親の育った国とは違う地域で住む子どもや、生まれた国と親の育った国
と育った場所が違うなど、特定の文化圏に帰属意識を持つ代わりに、それぞれの文化を
部分的に取り入れ、独自の空間（Third Culture）を創り出す子どものことを指す［Pollock 
2009: 19］。この独自の空間を本稿ではコンタクト・ゾーンとして捉え、研究を進めたい。
　コンタクト・ゾーン（Contact Zone）という概念は、メアリー・プラット（Mary Pratt）
の『帝国のまなざし』の中で使用されている10。プラットは、いかにヨーロッパの人々は
非ヨーロッパ圏を『世界の残りの場所』という捉え方をし、「ヨーロッパの文化」という
フィルターを通して外の世界を見ているのかについて冒頭で批判し、古くからヨーロッパ
の人々が「未開の地（Coronial Frontier）」に侵出していく際に、その未開の地にあった文
化と開拓者側が持っている文化が交差する場所を指していたことについて、主従関係およ
び一方的な面があったことにも注目している。それらを踏まえたプラットの「コンタク
ト・ゾーン」の「コンタクト」のイメージとは、異なるもの同士の「コンタクト」によっ
て即興的に創り上げられるもの 11を示し、異なる文化が出会った際に、一方の文化に他
方が無視されることなく、相互作用をもって文化同士が反応し合う場として「コンタク
ト・ゾーン」があることを定義している。
　田中雅一は、プラットのコンタクト・ゾーンの概念を基に展開した概念を、2種類の定
義にわけて主張し前者を「外界より孤立した伝統社会に人類学者が入っていくフィールド
としてのコンタクト・ゾーン」として捉え、後者を「近代化によってすでに汚染された、
すでに明らかにされている社会」をコンタクト・ゾーンのとして捉え、後者についてよ
り深く言及している［田中 2007: 32-35］。ここで扱われている「変化」を表す言葉につい
て、権力者から他者に向かって行われる同化や権力者の文化に改めさせる力「コンバー
ト」は、強者から弱者に向けての影響である点で容易に想像できるが、マイノリティから
マジョリティに向けての変化を起こす過程「パヴァート」の影響力があれば、両者でより
平等に相互作用的な力が働いているといえる。本稿では、研究対象の子どもが国家間を移

9  RMLは地域に古くから住む先住民や地方方言と類似の役割を果たす言語（Regional Minority 
Language）の略称であり、IMLは移民が使用する彼らの文化圏で使用する言語（Immigrant Minority 
Language）の略称である［Williams 2009: 186-188］。

10  原題 “Imperial Eyes: Travel Writing and Transculturation”［Pratt 1992: 7-8］
11  例として接触言語であるピジン (Pijin)を挙げている［Pratt 1992: 7］
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動しているので、プラットの「相互作用性のあるコンタクト」のフィールドを、研究対象
の子どもたちが持つ世界観である第三の文化とし、生活する文化圏での周縁性がどのよう
なものであるのかについて、質的調査を行っていきたい。

2-2　多言語主義と複言語主義
　政治的、経済的、人口推移など社会的な状況に合わせて 2言語以上の存在価値をできる
限り平等に認めることを多言語主義（Multilingualism）という。実際の対象とする複数言
語（Plurilingualism）の能力については、学習する全ての言語において母語話者と同レベ
ルの習得目標を要求している［大谷 2010: 16］。例えば、英仏語を公用語とするカナダで
は、「多言語主義」の重要性を主張し、国の政策として英仏語のバイリンガル教育を推進
している。カナダでは、英仏語を公用語としながらも、その他の地域からの移民や原住民
（First Nations）の言語の平等性も保障しており、移民の人口比率や言語使用状況が各州
で異なることから、言語教育カリキュラムは各州で独自に組まれ、英仏語以外の言語を継
承語とする移民 2世や 3世にあたる子どもであっても、公教育でその言語を学習できる可
能性が高い。
　一方で、近年ヨーロッパでは、多言語主義のより発展的な概念として、複言語主義
（Plurilingualism）に基づく言語教育が推進されてきている。複言語主義は、公用語や教
育上必要な言語を 2種類以上習得するという多言語主義的な捉え方ではなく、個人を取り
巻くコミュニティの中に存在する家族、友人、その他環境を形成する人々が使用する複数
の言語の多様性を受容し、内的な部分から複数の言語の存在を意識し学習をするという概
念である［細川・西山編 2013: 123］。ゆえに複言語主義は、多言語主義のような言語自体
の運用性や技能においてネイティブ・スピーカーに近いものを目指すのではなく、対象者
の言語能力の多様性を尊重し、異文化間理解能力やコミュニケーション能力を中心とした
言語教育、それぞれの人間が持っている文化への理解や尊重の機会に付随する形での言語
教育のあり方に焦点をあてた言語主義の概念である12。これは継承語教育を推進する上で
欠かせない概念であり、異文化の多様性を肯定的に捉え、個々の言語の存在を他者が認識
するという、言語を「意識する」動きである。自己のアイデンティティを形成していく上
で役割があるとされる継承語は、「意識的に学び、習得しなければならない場合がある」
［石井 2011:102- 103］と位置づけられる。よって、この複言語主義の概念が研究対象者
である子どもに伝わることは、継承語という彼らの文化的背景の一部分を肯定的に捉えて
いくことに繋がる。本研究では、この概念が一般の情報提供者の教育に浸透しているのか
を調査を通じて明らかにしたい。

12  欧州諸国では 2001年の言語政策として、言語能力基準である欧州言語共通参照枠（CEFR）を掲げ、
言語ポートフォリオ、言語パスポート、学習成果資料を保管している［大谷 2010: 15-16］
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2-3　第二言語習得とアイデンティティの関連性
　カナダの言語学者カミンズは、イマージョン教育の研究の中で、第二言語習得の過程で
の共有基底言語能力 CUP13モデルを提唱した。このモデルは、言語習得の際に、人は言
語の基盤的知識や、語用論的な部分である価値観や文化的な帰属意識、非言語コミュニ
ケーション 14などを、無意識のうちに言語習得と同時に培い、どの言語でも応用して活
用できる要素があることを示すものである。カミンズはこのモデルに関して、複数の言語
や文化を跨ぐ重要な言語能力要素の 1つであり、第二言語を学習する際に言語間を横断し
応用できる要素であると主張している。
　この概念の能力の一部分として挙げられている「価値観や社会的帰属意識」は、言語と
アイデンティティに密接に関わる部分である可能性が高く、カミンズと長年バイリンガル
教育や継承語教育と特別支援教育の関係について研究を行う中島は、この説を氷山説とよ
び、この能力を「認知・学力面の言語力」とまとめて説明し、複数の言語を跨いで蓄積・
活用できる能力だと主張している［中島 2009: 104］。この記述中での認知能力とは、単な
る言語の認識能力や 4技能 15の言語運用能力を指すのではなく、メタ認知能力に影響す
るものである。なぜならば、心理学の観点から言語を捉えた場合、メタ認知、すなわち自
分自身について知ることは思春期の成長に欠かせないプロセスであり、そしてそれを自
分自身の内界として言語化する際に言語力が必要になるからである［長谷川ほか編 2015: 
153-162］。では、対象者である子どもたちはどの言語を選択し、どのような手段を使って
それを表現するのであろうか。また、どの程度まで自分自身をさらけだし、言語を通じて
表現するのか。それらも使用言語の背景にあるそれぞれの文化によって多様であり、言語
によって１人の人間がどう変化するかということも本研究で考察していく。

2-4　国境を越えた事例研究
　英国で行った調査研究を基に、ドイツで行う本研究においては、対象者が日系 2世で
あることもあり、3ヶ国の文化および、その地域で教育されている日独英語の三言語を母
語、継承語、外国語の観点から捉え言語文化を横断した研究を行うことになる。ここで
は、日本、ドイツ、英国の「ナショナル・アイデンティティ」の定義、言語間の権力につ
いての指摘、移民の母国にあたる日本の文化アイデンティティや日本人性に焦点をあてた
先行研究を示すことにする。
　図 2は、ヘールト・ホフステードが 1967年から 1973年にかけて IBMで行った調査研
究を基にした文化次元の指標を国別にまとめたグラフである。調査方法について、対象
者に偏りがあり16、回答内容に「望ましいものと現実に求めるもの」の違いが生じる可能

13  CUP=Common Underlying Proficiency共有基底言語能力モデル ［Rainer & Hamel 2006: 176］。
14  非言語コミュニケーション（Non-verbal Communication）は、言語以外の身体動作、特徴、接触行動
など８つの観点にわけられる言語を介さない意思疎通方法である［八代 2009: 128］。

15  言語学習における 4技能 (聞く・話す・読む・書く )の観点のこと。
16  職業従事者（パイロット、社員、市町村役員など）を対象としており、社会の構成員の中で特定の層
のみを調査した結果である［ホフステード、ホフステード、ミンコフ 2013: 32］。
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性がある［ホフステード，ホフステード，ミンコフ 2013: 26］ ことや、調査結果について
「価値観」を数値で表すことに関しての批判はあるが、共通の観点より国別に数値化され
た指標は、簡潔に文化を比較する際に有効であるといえる。グラフに顕著にみられる日本
における男性らしさや英国での個人主義に関しての数値の高さは、その地域の現地校に通
う子どもの教育や、ともにコミュニティを築く友人や両親の家族の価値観の傾向を示して
いる。
　また、この研究の興味深い点は、ホフステードが 2010年に国別文化スコアに関しての
妥当性を検証した結果、この数値に関しての有効性が 1970年代と変化していないことで
あり、文化の持続性を表しているところである［ホフステード，ホフステード，ミンコフ
2013: 29］。もちろんこの指標だけを安易に受容しそれが全てだと理解すると、その国の国
民性への偏見や固定観念を植え付けてしまう危険性はあるが、これらから読みとれる国別
の傾向が、インタビュー調査によって明らかに出てくる可能性はある。
　筆者が行った英国での調査では、「個人主義」を肯定的に捉え、それを促す教育がされ
ている英国の教育に対し、日本の集団主義を育む教育観については、「集団の中にいる自
分の立ち位置、ふるまい」について常に考えるような教育がなされているという、情報提
供者からの教育観の相違についての指摘があった。このような事例は調査当時の主旨とは
違ったが、新しい発見として、文化次元の指標と子どもが与えられている教育に相関関係
があることがわかった。よって、ドイツでの調査でも、日系家庭における教育方針やドイ
ツの公教育の特徴にグラフにあるような傾向がみられる可能性もあるといえる。

　また、藤田結子は戦後から現代にかけての「日本人性」や日本人らしさについて、同質
性、異文化受容能力、沈黙や感性を重視する意思疎通様洋式、権力格差や集団主義、ハイ

図 2　ホフステードの文化次元 Cultural Dimension指数を基に著者が作成　［Hofstede 2016］



108

テクノロジー、の５つのナショナル・アイデンティティに分けて説明をしている［藤田
2008: 82］、これは、前述のホフステードの文化次元と比較し、共通の部分があるといえ
る。しかし、異文化の受容能力に関しては、宗教や言語に関する他の文化を「異文化」と
して受け入れる認識はあっても、それを日本文化に「取り込む」という認識ではないとい
う点において、「ウチ」と「ソト」という強い自文化中心主義的、もしくは異文化や異民
族に対する排他的な国民性があるともいえる。それを示す研究としては、エリク・Ｈ・エ
リクソンのアイデンティティ拡散についての考察［エリクソン 2013: 99］や日本へ移民し
た子どもや国際家庭の家族についての山本雅代［1996］や牧野成一［1996］の意識調査 17

から明らかになっている。

2-5　言語間の階級差の問題
 「継承語」としての日本語教育を受ける本研究の対象者である子どもたちは、言語の権力
格差（Language Hierarchy）の影響を受けているだろうか。英国とドイツにおいては、前
述の通り欧州諸国での複言語主義の言語政策により、言語能力の共通到達目標が国を跨
ぎ、言語に対する指標や姿勢という視点からみると共通点が多い。しかし、英語教育に関
しての位置付けは、国語教育として行う英国と、非英語圏で英語を第一外国語として教育
する日本やドイツでは当然異なる。
　ドイツの公立学校では、外国語教育において第一外国語が英語、その他の外国語が第二
外国語となり、継承語を示す「出自言語」が 10ヶ国語以上にのぼり、移民の子どもの全
てではないが、公的なカリキュラムの中でそれらの言語の学習の機会が豊富に与えられて
いるといえる［大谷 2010: 63]。一方英国では、学校での学習義務はないが、提供すべき
外国語としてＥＵ加盟国の公用語のうち 1つ以上が基礎科目として認められ、日本語を含
む外国語は追加科目として位置付けられている［大谷 2010: 136］。これらの状況を鑑みる
と、公用語か否か、各継承語が使用されている国の経済力の高低や政治的な影響力が、子
どもの学習言語の優先順位を決定する要因の１つになり、言語使用に対する意欲や姿勢に
も影響している可能性がある。
　また、受け入れ国でマイノリティに分類される移民は、社会的にも強い立場にない場合
が多い。そのため、上野千鶴子は、言語間の権力格差において、「弱者の側が「強者の言
語」を学ぶよう絶えず圧力を加えられているが、強者の側は弱者の言語に関心すら向けな
くてもよい」という言語を通じての社会における問題点を指摘している［上野 2005: 231-
234］。移民であるか否かに関わらず、世界的に「英語が世界共通語」であるという認識自
体も英国は顕著であるが、これは、英語の言語的地位が他の言語への教育に絶えず間接的
に圧力をかけているとも捉えることができる。
　一方で中島は、言語使用と帰属意識の関係性について、言語が「社会的ステータス」が
高いか否かによって、子どもたちの言語への学習目的意識や言語使用度合いに差異がみら

17  山本が行った意識調査については後述 2-6参照。
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れるが、帰属意識に関しては、言語能力に関わらず本人自身が文化アイデンティティの意
識を持っていること 18を、カナダで行った調査で立証した［中島 2009: 133］。これは、日
本語を継承語として習得していく過程での言語使用の頻度や能力に関して、日系 2世の子
どもが生活するコミュニティでの日本語の言語ステータスによって差異が出る可能性が
あっても、それが子どもの帰属意識、文化的アイデンティティの一部に直接影響するもの
ではないことが理解できる。

2-6　研究対象者のアイデンティティ構築
　本研究でのアイデンティティの定義については、「社会から承認を得られた自己同一
性」［上野 2005: 208-209］、他人からみた本人の外観的な部分、および使用言語から類推
する「日本人、英国人、ドイツ人」というものや、本人の内側にある文化的な帰属意識や
価値観などの「自分らしくあること」を総合した概念を指すことにする。
　他者からの「見られ方、期待」というものは、偏見やステレオタイプに基づく部分が多
くある。例えば、国際結婚の家庭は、生活圏の人々とは「異なる」人間として扱われる事
象について、山本は移民の子どものアイデンティティに影響を及ぼすことを危惧し、日本
社会の異文化に対する寛容さについての意識調査を行っている。　そこでは、国際結婚家
庭の子どもが心理的な自己防衛の一種として、言語的にも生活様式においてもその「異質
性」を小さくするために、継承語を人前で使うことを拒絶するなどの特徴的な行動につい
て言及している［山本 1996: 73-74］。
　本研究では日本社会の中における移民については直接的な研究の対象ではないが、この
異質性に対する自己防衛意識が自己の考える「自分らしくあること」の妨げになり、「自己
認識の中の自分」と「自己防衛で創り上げた自分」の狭間で葛藤が生まれる可能性もある。
集団において生まれる大きな、親の文化とは異なった文化圏に住む対象者にもいえること
であり、それが複数の文化を合わせもつ境遇にいる子どもに多くみられる状況だといえる。
　理論としては、長谷川寿一らがまとめた思春期における対人関係と自己の関係に注目し
たロバート・セルマンの視点取得能力の発達モデル19、およびハリー・Ｓ・サリヴァンの
提唱したチャムシップ chumshipの概念を筆者のインタビューで利用したい。チャムシッ
プとは、「特定の人に対して向けられる非常に強い親密欲求を伴う同性同世代の友人との
親友関係を通じて他者と解りあう経験を得ること［長谷川ほか編 2015: 77］」である。移
民３世であったサリヴァンは「移民」という状況が原因となってそのチャムシップを築く
ことができず、文化受容、アメリカ文化への同化に「不利」に働いたことがわかっている
［中野 2011: 36］。この「移民」という背景は、当事者の交友関係の構築に不利に働きア
イデンティティの形成にどのような影響を与えるのであろうか。情報提供者の語りからの

18  中島は同書『言語と教育』［2009］では、社会的ステータスの違う継承語について、2世の子どもた
ちの言語使用と帰属意識の先行研究を複数参照している。

19  0歳から 18歳までの年齢を 5つに分割し、各発達レベルにおける視点取得能力をまとめたもの
［Selman 2003］。
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具体的な事例を基に、アイデンティティ形成における他者の存在の在り様についても焦点
をあてて考察していくことにする。
　次に、文化的アイデンティティについてはどうだろうか。ジョン・Ｗ・ベリー［Berry］
の文化受容モデルは、人間が今まで生活してきたコミュニティで経験した文化や慣習と
は違う新しい文化に触れた時に、「排他された状態」から自文化（Home Culture）と新
しい文化（Host Culture）を譲歩しながら受容していくプロセスを表したものである（表
1）。これは、年齢に関係なく異文化に接触することで起こる行動や心情の変化を表してい
るので、生活圏内のドイツで対象者が経験する事象について議論する際に参照するので
はなく、むしろ彼らが日本へ渡航して日本文化に触れる際の分析に有用性があるといえ
る。その他、ベリーのモデルを文化アイデンティティの経過とともに 6段階を経て異文
化に適応していくミルトン・Ｊ・ベネットの DMIS（Developmental Model of Intercultural 
Sensitivity）モデル［Bennet 1993］や、カルチャーショックについて滞在期間と異文化へ
の期待度を相関させたＵカーブ曲線のグラフ［Lysgaard 1955］も、同様のことがいえ、イ
ンタビュー調査の結果からこれらのフレームワークを使用し分析できる可能性がある。
　しかし、これらの異文化間適応過程に関するモデルでは、本研究の対象者のアイデン
ティティ形成の全体を語るのみでは不十分である。なぜなら、これらは一般に異文化に触
れる機会のある人であれば多くの人に該当するモデルであり、本研究の対象者のみが該当
する特殊性のあるモデルではないという欠点がある。

表 1　ベリーの文化受容モデル［Berry, Poortinga & Breugelmans 2011］

表 2　ポルテス、ランバートの文化変容モデル［Portes & Rumbaut 2001: 50］
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　そこで、本研究の対象者に焦点を絞ることができ、親子間の文化習得と言語習得の関係
性にも触れながら本研究で言及したい事柄を議論するにあたって有用であるモデルはは、
アレハンドロ・ポルテスらの研究結果からの分析モデルである［Portes & Rumbaut 2001］。
　表２にある文化変容モデル項目を本研究の日系 2世の例に照らし合わせると、「子ども
の英語と米国の慣習」は生活圏であるドイツ語とドイツの文化慣習のことであり、「子ど
ものエスニックコミュニティ」は、ドイツの文化圏、もしくはコンタクト・ゾーンである
可能性もある。また、「親のエスニックコミュニティ」は日本人コミュニティを指すこと
になる。
　この表 2にあるポルテスらのモデルは、継承語についての調査結果としては言及されて
いないが応用して捉えることができる。親子で異なる文化にそれぞれ関わる状態（不協和
的文化変容㈵）は、家庭内や親子関係において一見バランスが良くないようにみえるが、
親子でともに親のエスニックコミュニティのみ（文化変容への協和的抵抗）や、生活圏の
文化のみに関わることもまた、偏りが生じることが理解できる。子どもが生活する周辺環
境や社会自体が持っている文化変容の流れが、個々の文化変容の相関関係があるのか否か
も調査より明らかになる可能性がある。
　このモデルが前述したベリーやベネットのモデルと異なる点は、ひとりの人間が文化に
関わるのではなく、親子という 1つの世代を超えたユニットがそれぞれの文化変容に関係
することを示すことができている部分である。このように指標を数個比較しながら目的別
にあてはめてみることも、ひとりの人間の「個」からみた世界だけでなく、他者との相互
関係や生活圏での関わりを含めダイナミックに形成されるアイデンティティについて分析
していく上では非常に重要である。
　ベリーらの研究調査によるモデル（図 3）とポルテスらのモデル（図 4）とを対照させ
てみると、協和的文化変容は親子ともに受け入れ文化に「同化」、文化変容への協和的抵
抗は、親子ともに「文化の分離」、選択的文化変容については、親子ともに「文化受容」
に準ずる形となる。しかし、不協和的文化変容 Iは、親が「文化の分離」に対し、子が
受け入れ文化に「同化」し、親子で文化受容のバランスがとれた場合に「文化受容」と
なる。また、不協和的文化変容㈼は親が生活圏で排他された状態にあり、子どもは受け
入れ文化に「同化」している。この 2つのパターンは、親子で 2つの文化（Host Culture 
/ Home Culture）について両極端な接し方をしており、親子間の意思疎通の危機的状況に
なる可能性もある。これらのパターンの差異や親子間での文化に対する姿勢の相違につい
て、理論上だけでなく、予測される実例については具体的にどのような状況が考えられる
のかを次節（2-7）で明らかにしたい。

2-7　2015年に実施した英国での研究結果
　筆者が 2015年に行った継承語の言語習得が学習者のアイデンティティに与える影響に
ついての研究については、言語学的な観点を中心に行った経緯があるので、本研究と異な
る面もあるが、英国でのインタビュー調査をもとに以下の 4項目について理解できたとい
える。
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1.  セミリンガリズム 20の状態に陥ることや親と異なる教育観の中のみで成長することを
避けるために、子どもが継承語学習を継続して行うことに必要性や利点があると考えて
いる保護者が多いこと。

2. 言語の類似性が子どもの学習意欲の向上や言語維持に関連しているということ。
3.  対象者が複数の言語を使用する際、例えば日本語を話している際にふるまいも日本人と
してのものに同化していることが多いが、それはその人自身のアイデンティティが違う
ものに変化するのではなく、文化的なアイデンティティが一個人の中に２つあり、それ
に２つの言語が付随し、使いわけを行っているにすぎず、どちらもその人自身のアイデ
ンティティであるということ。

4.  対象者が継承語としての日本語能力に自信があった場合、日本語の母語話者に出会うこ
とにより、これまでできていた日本語についての強い劣等感を感じることがある。その
場合、「日本人であること」は「日本語ができること」が必要十分条件であり、対象者
の自己アイデンティティの中で「日本人である自分」という部分に関して自己肯定を行
う上で継承語は重要な役割を担っている。

　3の項目については、筆者自身が以下のようにアイデンティティと言語の関係をモデル
図にしてまとめた。2015年に行ったこの研究では、英語と日本語、イギリスと日本のア
イデンティティの関係性（図 3）を議論している。ここで主張しているのは、日英両言語
を使用する子どもは、図 3のように、言語に付随する形で文化のアイデンティティが２個
あり、それを囲むように、その他の要素があり、自己アイデンティティを構成していると
いう考え方である。また、この研究では、倫理的な観点を鑑みて、当事者の日系 2世本人
へのインタビューではなく、その両親への調査に留まり「実際に子どもはそう感じている
のか」という点を掘り下げて議論できなかったことに課題が残った。

図 3 日英の言語習得の過程と日英アイデンティティの段階的変化（筆者作成）

20  2言語以上の習得過程やその環境において、学習者がどちらの言語においても十分にコミュニケー
ションができない状況を指す［Hamers & Blanc 2000］。
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　4の項目で、「～人であること」や集団における仲間意識と言語使用の関係について、
顕著な事例の一部を挙げておきたい。以下の引用は、家族外の他人とのやりとりの中での
摩擦ではなく、親子間での言語使用における異質性から、子どもが以下のような言動を
行ったことについて語られているものである。

英語ばっかりの世界にとびこんだ。それで戸惑ったのかもしれないですね。それか、
あの子自身の中で「これが普通なんだ」と思ったのかもしれません。ある日おうちに
帰ってきて、（中略）「私の本当の家族はお父さんとおばあちゃんだ、同居しているお
ばあちゃんだ。」って。びっくりして「どうして？」って。「お母さんは家族じゃな
い。」みたいな言われ方をしたのね。（中略）本人に「それなら私、本当のお母さんと
お父さんがいる日本にお母さんは帰ろうかね。」って言うと、大泣きして「ごめんな
さい。」って言ったことがあった21。

　この子どもは、日本人の母親、英国人の父親と祖母を家族に持つ日系 2世である。外見
が違う、使用言語が違うという異質な部分を持つ母親を、家族の一員から外したという認
識を恣意的に「創る」ことによって、子どもが英国の文化に適応し同化しようとする自己
防衛の一種としてこの行動を起こしたともいえる［エリクソン 2013: 98-99］。また、母親
は、娘の言動により、「英国という日本ではない異文化圏の中にいる日本人である」とい
う事実について再認識させられ、家族の中で唯一日本の文化を共有できる娘からの拒絶に
より、一時的に日英両方の文化から排除された状態となる。これが、前述の不協和的文化
変容 IIの例である。しかし、これは状況に依存する「一時的」なものと考えられ、継続
する親子関係においてそのような状態が続くという例を情報提供者の語りから得ることは
できなかった。また、英国で行った研究からは、不協和的文化変容 Iについての明確な具
体例が得られなかったので、この 2点についての言及が本研究の中で得られた場合は相違
点について議論したい。
　前述の例にもみられるように、複数の言語や文化が混在する家庭環境や生活圏で育つ子
どもたちにとっては、一個人の心理学的な面と、異文化適応のための文化的な面の両方で
アイデンティティの形成が必要であり、複雑になることは明らかである［児島 2006: 23］。
　さらに、筆者がこの研究で、継承語を教えずイギリス人として育てることに決め、英国
の文化に同化する方針を持っているという意見を情報提供者の語りから収集できたこと
は、継承語学習の目的や理由をクリティカルな面から、再度議論を試みる動因の 1つに
なった。
　以上の先行研究における、継承語教育、移住国のコミュニティ、言語使用も含めた文化的
アイデンティティの構築という面から、以下の 3点を中心にインタビューやアンケートを実
施し、英国で行った調査結果との共通点も明らかにしながら、本研究の考察を進めたい。

21  英国で 2015年に筆者が行ったインタビュー（スクリプト 2144-2148）。以下、スクリプト番号は文末
資料の2015年英国でのインタビュー調査結果をまとめるにあたり、 筆者が便宜上付した番号を指す。
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1.  対象の子どもたちが生きるコミュニティは、どういった形で彼らのアイデンティティに
関与するのか。

2. 継承語の保持が対象者の立場や文化アイデンティティにどう影響するのか。
3.  対象の子どもたちが児童期から思春期にかけて向き合うアイデンティティに関する葛藤
について、解決の糸口を見出す助けになるものは何か。

　本研究は、事例の数としては不十分なことや、個々の子どもにより事情や環境に相違が
あることは否定できないが、海外で日本語を継承する子どもたちが成長とともに乗り越え
ていかなければならない心の発達に関わる課題を、今回の情報提供者の語りを事例として
蓄積し、考察していくことは、異文化間でどのような人々のコンタクトがあるのかを体系
的に、且つ詳細に分析していく上で重要であるといえる。

3　研究方法

　日系２世を子どもに持つ保護者合計 7家族 9名（2名は日系二世）に 30分から 1時間
程度の半構造化インタビューを実施し分析を行った。本調査は、2016年にドイツの首都
を含まない中核都市 3都市で前述の 9名に 2016年にインタビューし、参考のためのアン
ケートを別の日系 2世を子どもに持つ保護者 12名に行った。本研究では、以前英国で
行ったインタビュー内容の一部を「データの誘発資料」22として使用し、研究対象者をよ
り明確にしながら、彼らのアイデンティティの形成の変遷を研究の軸とし、そこにどのよ
うに習得言語や環境が作用されるのか、対象の子どもたちが生活している環境や交流する
人々をどのように捉えているかという、社会学的観点からの研究を行うことにする。複数
の都市で調査を行った目的は、地域的に偏った調査を避けること、地域ごとにある問題や
利点と、都市を跨いで起こっている状況や課題を情報提供者の声から直接聞き取ることが
挙げられる。
　質問事項は、半構造化インタビューであるという特性も踏まえ、社会的アイデンティ
ティの形成に重要な要素とされる、対象者の立場や彼らがおかれている環境、使用言語状
況や所属コミュニティなど、社会と対象者がどう関わっているのかを明確にするための質
問を用意した。そして情報提供者が応答した内容を展開させながらインタビューを行う方
法をとった23。

22  インタビューでは間接的に絵や文章などの道具を使い、データを誘発する方法がある。英国のインタ
ビューではチベット移民の母親の経験談を使用し情報提供者の語りを引き出した［ネウストプニー
&宮崎 2002: 17］。

23  インタビューの質問内容およびデータ誘発のために使用した英国で行ったインタビューのスクリプト
は本稿末の参考資料 Iおよび IIを参照のこと。
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4　研究結果

　2015年に行った英国での研究は、研究対象者の両親のみを情報提供者としてインタ
ビューを実施した結果、親の視点からみた子どもと、実際に子ども本人が考えていること
の間に同一性があるかについて、確認ができなかった。本研究では保護者の協力のもと、
対象者である子ども本人に直接インタビューを実施することができ（表 3）、対象者から
の直接の声を分析素材のひとつとして得られたという点で、資料の質は以前より上がった
といえる。これにより、子どもの年齢とメタ認知能力の関係性や、発達段階によって変化
する視野の広さや物事の捉え方などについて、特徴的な部分を対象者の実際の語りからみ
ることができた。一方で、発達段階にある子どもへのインタビューは、倫理的に留意すべ
き点が多く、子どもの成長について段階を経て観察し、彼らの「過去から現在」を連続的
に、また客観的に記憶している親のインタビュー結果と比較すると、子どもである本人
の語りは、「現在」を断片的に捉えた主観的回答になる傾向にある。親が子どもの「代弁
者」としての役割を果たして語る内容は、記憶に依存するという調査の限界はあるもの
の、子どもの発達段階の過程における変化に気づきながら生活をともにしているという面
で、一度のインタビューにおいて、体系的で非常にナラティブ化 24された結果を得るこ
とができるという利点も、本研究により改めて明らかになった。

24  ナラティブ・アプローチとは質的研究の一分野であり、「当事者の視点から経験の意味を解釈するこ
とを重視するものであり、谷口ジョイはそれに基づいた「ナラティブ・アイデンティティ」の調査結
果について川上郁雄の編著書で報告している［川上 2013: 45］
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　本調査のデータ分析にあたっては、仮説的ではあるが、まず言語の存在が対象者の子ど
もに与える社会的な期待や環境、およびアイデンティティへの影響についての議論の材料
を挙げる。その後、継承語、母語、外国語などの使用目的および習得目的の違う言語の存
在が、研究対象者の子どもの経験を通じて、帰属意識や自己肯定感にどう反映されている
かという点について、テーマを抽出しながら考察を行う。

表 3　情報提供者の子どもについてのプロフィール（仮名の下に父親、母親の母語を示す）

本人に行ったインタビュー：OBおよび OG、その他の情報提供者は日系 2世の父親、母親である。
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4-1　子どもを取り巻くコミュニティと彼らのアイデンティティへの作用
4-1-1　日独の学校と教育方針
　本研究の調査は、ドイツの教育システムの中にある現地校、日本の準学校である日本人
学校や補習校の３つの教育施設が市内に設立されている地域を中心に遂行したことで、各
校の教育方針についての相違や学校内の教師と生徒、保護者についての詳細内容を情報収
集することができた。その情報をもとにして、一般化はできないが情報提供者の多くは、
子どもの人格形成に学校教育が多大な影響を与えていると捉えていることがわかった。

表 4　対象者の日本滞在中の経験エピソード

25  以下、スクリプト番号は文末資料の 2016年独国でのインタビュー調査結果をまとめるにあたり、 筆
者が便宜上付した番号を指す。
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　表 4、①のインタビューからわかることは、研究対象者である子どもが、日独の文化的
相違点を受容しながら、各学校に存在する習慣や規範が別物であることを理解し、1人の
人間として、両方のコミュニティに所属する 2つの「自分」の立ち位置を肯定できるよう
社会集団への適度な距離感を培うことが必要だということである。①のインタビューは、
ドイツの教育である「自己表現能力の向上」について、②や③においては、「日本の集団
主義における個の在り方」を表現しているが、日独両方学校を行き来する子どもにとって
は、それに沿う形で、自分の在り方を使いわける必要があるということである。さらに、
③のインタビューでは、日本人学校へ子どもを通わせる目的が継承語を学習するための教
育機関としてではなく、子どもの人格形成の学びを日本の教育から受けるためであるとい
う母親の語りについては興味深く、そこでは言語能力を高めることへの期待というよりは
むしろ、生活習慣や文化の学びが得られる機関としての期待があることを示唆している。

4-1-2　家族内での言語使用
　国際家庭の場合は、家族間で日常的に複言語を使用している。それに伴い、下記の OB
の家庭のように家族が 3言語を使用しても全員が理解できるという状況は稀であり、意思
疎通できる言語が限られている場合、BGの家庭のように、言語家族の誰かが会話に入り
づらい言語の壁（language Barrier）を意識的にも無意識にも作り出してしまっている。し
かし、BGの母親が取り入れているのは、「一親一言語メソッド」26であり、それを徹底
することで娘の BGに対しての継承語としての日本語習得をさせようと決心したことが伺
える。

私と娘が話していることを夫は日本語ができないのでわからないという問題がある
じゃないですか。その時に家庭の断絶かなと思ったんですが、それは夫に「悪いけ
ど、彼女にとって重要だからこのメソッドを私はとる」と言ったら彼はオッケーとい
う感じなんだけども、それはすごく問題になったことはないけれど、たまに「みんな
わかった方がいいのにね」っていう時はあるんですけど、今までそんなに問題になっ
たことはないかな。

BG の母親（インタビュースクリプト : 2025-2029）

筆者 :そういう時、家族みんなで話す時に「何語話す？」とか決めたりするの？
OB:決めないで、お母さんと子ども（中略）僕とお父さんだったらドイツ語。子ど
もたち（同士）だったら日本語、（OBと）お母さんとも日本語で、お母さんとお父
さんが話す時はドイツ語と日本語で。話さなくても（わからない時は）、英語で話し
て、それでもみんなわかるから別に何語で話さなくてもわかる（家族全員が日独英語
をわかるので話す言語を決めなくても問題がない）。

26  1人の親が子どもに向かって一貫して一言語のみを使用すること［新田 1992: 52］。
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筆者 :わざと〇〇語で話そうとか思ったことある？
OB:時々やっている。妹と時々。妹が日本語で、僕だけドイツ語を話す。っていうの
をやって、時々僕が日本語で応えちゃったり、妹がドイツ語で応えちゃったりなん
か。ごちゃごちゃになる。

OB本人（インタビュースクリプト：625-633）

4-1-3　家族外の集団の中での言語使用
　次のインタビューは、BGが日本の小学校に 2日間登校した際の BGの言語体験につい
て母親が語っているものである。普段の生活において、BGの母親は、コミュニケーショ
ンにおいて、親子で常に会話をしている状態だけでなく、他の子どもが話している日本語
を受動的に取り込むことも重要だと話している。また、「学校」という母親不在の日本語
環境によって、言語的な面で親子の依存関係を断ち切る状態を一時的に作り出したといえ
る。これは、同じく他の情報提供者からの語りからも出てきている27。

日本の勉強っていう風に「国語」とか「算数」っていう風にはありがたいですが、一
番大切なのは、その 3者関係で話している、友だちが話しているのを聞いている、と
か集団の中での日本語っていうのを使わせる。同じ年齢の子たちがいっぱい寄ってい
る中で。周りの子たちはドイツ語できない、っていう好都合な環境。だから絶対日本
語を話さないとできない状況ができている、というのはやっぱり本人を伸ばすと思う
んですよね。

BGの母親（インタビュースクリプト : 1990-1994）

4-1-4　個人のアイデンティティと周囲との関係
　日本にルーツを持つ日系 2世は、たとえヨーロッパの複言語環境で幼少期、思春期の間
を過ごしたとしても、国籍選択やステレオタイプ、外見の相違などから、育った文化圏で
疎外感や劣等感に苛まれる可能性がある。これは、本人自身が自分自身のアイデンティ
ティについて納得をしているだけでは不十分であり、周囲の目や言語習得に対する期待が
負担となり、周囲との人間関係構築に困難な場面が出てくる可能性がある。
　川上郁雄が論ずるように「複言語使用者としてのアイデンティティ形成には、自己と
他者との差異の意味づけが関与し、この意味づけは生涯発達の中で変化していく」［川上 
2013: 61］とあるが、この「自分だけ違う」という感覚やそのことによって生ずる事象へ
の迷いや悩み、向き合うことへの心情については、次のような結果が得られた。

27  SY、SGの母親不在の日本語環境を創ったことについての語り　（インタビュースクリプト :1818-
1822）
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4-1-5　日本の国籍選択における問題
　国籍選択について、ドイツで出生した日系人は、法律上一定の年齢に達すると日独の両
方の国籍からどちらか 1つを選択しなければならない。複数の文化の中で生活する場合、
この国籍選択の機会によって初めて日系人であることに意識を持ち、深刻にアイデンティ
ティについて悩む日系 2世の子ども（国籍選択を決定する年齢は思春期後半である）がい
る。さらに、この国籍選択は、育った環境の中で文化的アイデンティティに悩み、結論と
して「～人であるという枠に囚われず、自分は自分という存在でいいのだ」と肯定的に納
得した子どもたちの中に改めて矛盾を投げかけることになる。

今現在自分が何人かというと、見るからに日本人の顔をしていて、日本人の両親なの
で、なんとなく日本人なのかなと思っているけど、将来的に国籍を選ぶ時とか来ます
ね、「そういう状況が来た時にはドイツ人かな」っていう風には（娘が）言っていま
す。自分の中には両方の迷いっていうのがあって、どっちと言い切れないものがある
のだと思う。でも誰かに「決めなさい」って言われた時には「有利な方」をとるん
じゃないかなって思います。

KK,KB,KYの母親　（インタビュースクリプト　971-975）

この母親が指す「有利な方」という表現について言及すると、国籍保持とはその人間のア
イデンティティを表す他に、将来の就職や日本とは違う国で生活していくなどの将来設計
を行うにあたり、選択肢を狭めることにならないようにしたいという意味合いがあるかも
しれない。このことについて、エリクソンが「自分自身で作り上げたアイデンティティ」
について危惧している部分があるが［エリクソン 2013: 101］、実際に当事者である日系 2
世の子どもは、国籍や言語の選択によって、意識的にも、また無意識のうちにも「自分自
身のアイデンティティをデザイン」することになる。複数の文化を保持している彼らが国
籍を選択することで「日本人」か「ドイツ人」のどちらかにラベル付けをされるという事
象は、複文化・複言語主義のもとで生きてきた子どもにとっては不自然なことである。こ
の国籍選択によって継承語の保持や自分の帰属意識についてのさらなる葛藤が生まれるこ
とは、日本の制度上の問題点として取り上げられるべきことである。

4-1-6　言語や文化というフィルターを通しての人格
　次の内容は、複数の言語を使用する日系 2世の子どもたちが、ドイツ語と日本語を話し
ている際に態度や振る舞いに相違があることについての母親の意見である。非言語的なコ
ミュニケーションも言語使用に依存している部分があり、総合的に捉えた際に、日本語使
用時とドイツ語使用時では同一の人間でも違う人間がいるように感じるという母親の語り
である。これはアンケート結果（表 5）の１.5でも違う母親より同一の感情が報告されて
いる。この母親が抱く感情について分析した新田文輝は、日系 2世の子どもを持つ母親に
ついて、自分の子どもが継承語である日本語を話す時は日本人になったかのように感じる
が、日本語を介さない場合、その子どもを「喪失したか」のように受け取る母親がいるこ
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とについて言及をしている［新田 1992: 58-59］。これが本研究の情報提供者に当てはまる
ことであるとすれば、「違う人間」という母親の表現の中に、母親の複雑な気持ちが反映
されているともいえる。よって、言語を介しての人間のあり方は、他者の印象に非常に大
きな影響を与えるといえる。

母親 :言語が違うと人間が変わったような感じに見えますね。日本語を喋っている時
は（中略）やっぱりかわいらしい感じに、しおらしい感じに喋っています。まぁ、親
からもらう言葉がそういう言葉に限定されているからというのもあるのかもしれない
ですけど、「日本人」という風に見えます。ドイツ語喋ってる時はドイツ人で。
筆者 :どんなところがドイツ人だと思われますか。
母親 :そうですね。立ちふるまいから手の使い方とか表情とか。まっすぐ相手を見て
首を挙げて、というふるまいが周りの子どもたちや先生、親御さんの影響を受けてい
るんだなと、堂々としてるというか。（中略）あと理論武装できますから、まずもち
ろんあたりはやわらかいんですけど、女の子だから。言葉も丁寧な言葉を使うんです
けど、（中略）譲らないのと、ディベートと同じ、自分が正しいと思ったことを貫く
ような話し方を訓練しているんですね、学校で。（中略）良い悪いは別として。日本
語になると、日本語の文章の構成がそういうのではないからなのかもしれませんが、
全然違う人間になったような喋り方になります。極端に言えば。
筆者 :そういう時にお母さんはどういう風に思われますか。
母親 :（中略）言葉によって、言葉だけではなく環境によってずいぶん人間は支配さ
れるものだなと、逆に感心してしまいます。それでいろいろな引き出しといいます
か、言語の形成に入っていくのかなと、1人の人間の中に。

KK、KB、KYの母親（インタビュースクリプト 915-932）

　また、次のインタビューにあるような、日系 2世の子どもたちが日本の文化や言語を継
承する立場の人間として、コミュニティ内である学校などで日本についての発表を行うな
どの活動は、彼らに「日本にルーツがある人間」としての自己肯定感を与える貴重な経験
である。ここで興味深いことは、置かれている環境によって、社会からどの自分が期待さ
れているのかを考え、日本人のコミュニティではドイツ人の要素を、ドイツ人のコミュニ
ティでは日本人の要素を出しながら文化的アイデンティティを調節できる子どもがいるこ
とである28。情報提供者の少年 OBは 13歳であり、児童期から思春期に入っていく年齢
だが、妹である 9歳の少女に行った同様のインタビューでは、このような他人からどう見
られているのかを考え、それを踏まえた自分自身の立場を考えるなどということについて
の理解はなかった。これは、アイデンティティの形成過程が年齢に沿って健全に行われて
いることを指し、この少女はまだメタ認知を行う段階にまだないといえる。４年後追調査
を行った際に兄と同じような結果が得られるのであれば、やはり年齢とアイデンティティ

28  前述の表4の⑥の通り、SYが類似の経験をしている。
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形成には関連性があるといえるだろう。

OB:…僕たちのクラスでも行事とかでわかれる時があって、その時トルコ人と日本
人、日本人とドイツ人のハーフの僕と、他にスペイン人とかが集まるクラスがあって
（中略）自分が来ている国とかの国語を説明しようっていうので、僕は日本人 1人だ
けだから学年でも 1人だから、いろいろ聞かれて。
筆者 :その時どう思った？
OB:別に先生が言うなら、それやればいいなって感じ。
筆者 :そうだよね。それに抵抗があったりとか、嬉しかったりというような気持ちは
あった？
OB:説明はやっぱり難しくて、日本語で説明できることもドイツ語では説明できない
ことが結構あった。
筆者 :自分は日本人だと思ったりする？それともドイツ人だと思ったりする？そんな
こと思わない。
OB:ドイツの学校では完全に僕は日本人。みんなも僕を日本人っていう感じで別に僕
はそれでもいいし。
筆者 :日本人学校にいても日本人って感じ？
OB:日本人学校にいたら半分ドイツ、半分日本かな。

OB本人（インタビュースクリプト 688-684）

4-2　子どもにとっての継承語の存在
　言語はコミュニケーションをとるための道具として捉えられていることが一般的である
が、母語や継承語は、4-1-6で言及した通り、その言語自体の存在が意義を成している場
合がある。さらに、心理学的な観点から捉えられている言語は、自分の心の中を言語化
し、「自我や思考を支えるシンボル」としての役割がある［長谷川他編 2015: 9］。次のイ
ンタビューは、子どもの母語がドイツ語であり、言語能力も日本語より長けているとされ
ているが、子どもにとってここでいう日本語は、母語が日本語である母親との関係を結ぶ
接点としての役割がある。これはアンケートの結果（表 3の問 1、2）から違う母親から
も共通の意見が出ている。また、インタビューの情報提供者は、配偶者が日本語話者でな
いことにより、母と子の日本語使用時の秘密性の度合いが上がることも母親と息子の関係
において注目すべき事柄である。

母親 :彼にとっては、そうですね。やっぱりドイツ語、ドイツ語を喋ることは彼に
とってスーッと出てくる。日本語はちょっと考えているんじゃないかなって。（中
略）ケンカは（中略）日本語なので。私が時々怒って「もうあなたとは日本語で喋ら
ない、ドイツ語で喋る！」ってドイツ語で言うと、（息子が）「やだ！」って。なんか
私とは日本語で喋るものだと彼の頭の中で（考えているのでは）「そんなに勉強しな
いならあなたには日本語は必要ありません、ママはもうドイツ語で喋ります」って言
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うと「日本語で喋って」って。
筆者 :理由は？
母親 :特にないんですね、もう昔からそういうものだって。日本語で私が喋らなくな
ると「悲しい」のかな（推測）。

YKの母親　（インタビュースクリプト 207-217）

この語りから、継承語は母子を結ぶ親子の精神的「へその緒」のような特別な役割を担っ
ているのかもしれない。長谷川らは心理学と脳の発達の面からの研究で、子どもの自立に
伴い、「母親との関係性の質的な変化」がみられる時期が思春期だと説明している［長谷
川他編 2015: 206］。この情報提供者の息子（YK）は、その変化の狭間におり、単一言語
話者の子どもと比較すると、意思疎通のできるドイツ語以外に母親と日本語を使用するこ
とで、児童期や思春期直前まではより深いところまで二言語を通じてコミュニケーション
がとれる可能性が高い。しかし、アイデンティティ形成をしていく過程においては、これ
までの言語面での親子関係を一新し、自立するための準備要素の 1つとして、母親と心理
的な距離を取るために継承語についても距離を置く可能性も同時にあるのではないかと考
えられる。この研究については、今後発達心理学の観点から詳細に研究していく必要があ
るといえる。
　次のインタビューは、継承語の言語能力とアイデンティティの関係について説明されて
いる。日本人を定義する際に「日本語が使用できること」がイメージとして含まれる場合
が多い。それにより対象者である日系 2世の子どもが「日本語が日本で育った人と同じよ
うに使用できない」ことに劣等感を感じる機会が増える。海外に移住している子どもは、
帰国子女と比べるとその機会は少ないが、日本からの一時滞在者の子どもが在籍する学校
などでは、そのような日本語のネイティブ・スピーカーである同年代の子どもたちと、継
承語や外国語として日本語を使う子どもたちが混在する。その接触によって研究対象者で
ある日系 2世である子どもたちが劣等感を感じる次の例は、筆者のインタビュー履歴をみ
ても多くある29。

自己肯定感がちょっと少ない、（中略）頑張ってないわけじゃないんですが、自信が
持てないことがあるのかもしれない。言語にも影響するのかもしれませんね。１つの
言語に長けているわけではないので。でも、ドイツ語はドイツ人に負けてしまうじゃ
ないですか。すごい頑張っていますから、・・・私も少しわかるんですけど、私も頑
張ってきましたけど、ドイツ人にはなれませんよね。ドイツ人のドイツ語には。常
に挫折を経験しながら生活しているわけです。・・・全部わかるんですけど、例えば
ちょっとしたことが返せないとか、ニュアンスがうまくいかないとか、文章を書いた
ら間違えるとか。100％でやっているつもりなのに間違えてしまうとか。そういった

29  英国でのインタビューで、子どもが日本語能力について劣等感を感じることについての語りは切実で
あった (インタビュースクリプト　l155、170、529-532、2714)。
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ところっていうのが、日本にいた時は感じなかったことなので。ここじゃ常に打ちの
めされながら生きているっていうのは事実なので、そういったことを感じながら生き
ているのかなともちょっと思います。

KK、KB、KYの母親（インタビュースクリプト 1058-1068）

この日本語への劣等感が、彼ら自身について自信を持って「日本人」だと定義づけること
に迷いが生じる原因の 1つであるといえる。新田は、「一般的な会話能力だけでなく、選
択が実行できる程の力をつけて初めて自分は日本人だと思える」という言語能力の高さと
アイデンティティの関係を指摘している［新田 1992: 59］。これより、間接的ではあるが、
言語能力への自信や肯定的な経験が「日本人としての自分」を定義づけるソースとなるこ
とが理解できる。

表 5　アンケート結果
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4-3　アイデンティティに関する葛藤についての解決の糸口
4-3-1　同じ境遇にある子どもの存在について
　2015年のインタビューにおいて、情報提供者から、対象者に向けた「ロールモデル」
の存在の重要性が語られていた30。今回ドイツでインタビューを行った際には、間接的に
そのエピソードを抽出すべく情報提供者のコミュニティについての質問を行った。その結
果、対象者の子どもたちは、学習や模倣をするための他者が必要になることがわかった。

図 4　アンケート結果 :子どもたちに欠かせないコミュニティ（括弧内は使用言語）

30  英国のインタビューで、息子が悩んでいた時に、アイデンティティ・クライシスや継承語への葛藤を
乗り越えた彼より年上の人に会わせることで、息子が悩みを乗り越えたという母の語りがあった (イ
ンタビュースクリプト 2710-2727)。
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その他者とは、同年代の友人の中では「ピア」として自分の価値観に共鳴し、自分と競争
することのできる存在、また「サンプル」として同じような葛藤や悩みを抱え、それらを
乗り越えてきた兄弟を含む年上の人間の存在を指し、この 2種類の人間とのコミュニケー
ションが重要であることがわかった。

4-3-2　ロールモデルとしての「ピア」の役割
　次のインタビューは、日系 2世の子どもであるＹＫ（仮名）が日本滞在時にできた友人
について、母親が当時の体験を語ったものである。母親の答えにあるような、「同じ境遇
であることでその友人と意気投合し、お互いを理解する存在として捉えている」とはどの
ようなことであるか議論する。

筆者 :お友達はどうですか。向こう（日本短期滞在時）でできたり？
母親 :去年はあまりなかったんですけど、今年行ったら、小学校に行ったら同じ顔ぶ
れで知っている子がいて一人フィリピンと日本人とのハーフの子、男の子とその後
メールのやりとりをして。ね。「その子とは日本語だよね？」って聞いたら「うん、
そうだよ。」と（息子が言った）。今も続いているかわかりませんが。
筆者 :いいですね。そういうのは。
母親 :なんか、境遇がね。ハーフっていうことで、共感するものがあったのではない
かなと。

YKの母親（インタビュースクリプト：85-95)

この母親が語る息子（YK）と彼の友人は、フィリピンとドイツという文化的ルーツの観
点からみると、共通の部分は他の友人と同じく「日本人であること」だけに留まり、特別
性はない。しかし、それに加えて「ハーフ」という共通項があることで、その他の、日本
で生まれ、日本人の両親に育てられて生活している生徒には理解しがたいＹＫの内面の部
分を共有できたようである。これは、他の情報提供者 2人のインタビューからも同様の言
及があった（OH,BGの母親の語りより）。
　単一文化の認識が強い日本においては、他国から来日することや、日本とは違った文化
を保持しながら日本にいることについては、その子どもたちの持つ外見的な要素や内面
的な価値観に関しても、「異なった部分を持つ」存在として目立つことを子ども本人は自
覚している場合が多い。2-4で述べた通り、集団の中で自分が「多様性」の一部ではなく
「異質性」の一部であると感じる経験は負の作用が強く、そこに葛藤が生まれやすい。　
　そのような「他者から見られる自分」の存在と内面的な自己との折り合いをつけようと
する過程で、その気持ちを共有できる人間の存在は重要であると考えている家族が多い。
その例として、インタビューでは、特定のコミュニティだけでなく、それらを跨いだ形で
「同じ境遇の子どもグループ」へ子どもが参加する必要性についての意見が出ている。こ
れは、そのグループの中で活動することにより、コミュニケーションを通じて他者からの
共感を得るだけでなく、一緒に共有できる文化や解り合える思いを持った子ども同士がと
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もに同じ学習活動や遊びをすることによって、子どもたちの目でみる世界で、競争をした
り刺激を与え合ったりする機会を得るためでもある。
　継承語学習においてのその例を挙げると、「大人と話すだけではやっぱりあまり上達し
ない、大人はなるべく子どもに合わしてあげるから。でも子ども同士だとそんなことする
こともなくいつも耳から入ってくる言葉を自分でも使ったり・・・」（インタビュースク
リプト 143-145）というように、子どもの発達段階に合わせることのできる人間、換言す
ると、フォーリナートークに類似した言葉を使うことができる大人や教師の立場からで
は、子どもと同じ目線に立った反応をすることは難しく、その部分を同じ境遇にいる子ど
もたちが補っている。それは言語学習の範疇に留まらず、日常生活の遊びや課外活動を通
じての出来事への反応や感じ方などにおいてもいえることであるからこそ、保護者はその
コミュニティの必要性を感じているのではないかといえる。
　年齢とピアの関係性も今回の調査で明らかになった。前述のチャムシップ（2-6参照）
は思春期の子どもが築く人間関係の例であるが、今回行った 7歳の BG（仮名）の母親
は、娘の BGの交友関係について、日本の親友は、同性同世代であるが、娘とは異なる生
活環境であり、境遇も共通する部分がない。一方ドイツでは、彼女は日系 2世の同じ境遇
の子どもたちとの方が、一緒に時間を過ごす際に気が合うようだが、本人は友だち選びに
対しては無意識で、境遇が似ていることへの認識はないだろうと母親は語っていた。しか
し、年齢が高くなり思春期に入るころには、視点取得能力［Selman 2003］の発達により、
民族によって異なる文化を持っていること、自分の外見や他者の外見が異なることに気づ
き、同じ境遇の友人や共通の文化を持つ友人と時間を過ごすようになる。この年齢でのピ
アの存在意義は、「自分に興味がある人」から「自分を理解してくれる人」31に変化する。
このように年齢によってピアに求めるものは異なるということが理解できる。
　また、子どもが所属する１つのコミュニティを例に挙げてみると、そのコミュニティ内
でどのくらいの比率で同じ境遇の子どもたちが存在するかということも、彼らに影響を与
える。子どもの生活圏が文化多様性に富んでいれば、おのずとそのような複数の文化を
持っている子どもがコミュニティ内に増え、共通の部分が「日本人であること」や「ハー
フであること」ではなく「複文化を保持していること」になる。これは、コミュニティ内
で「異質」を構成する要素として捉えられていた子どもが、「多様性」の一部になること
で、そのグループの中で自分が正の作用を働きかけていることを感じ、自己肯定感を高め
ることや、次のインタビューにあるような「知らない」のではなく「気にならない」とい
う意識の変化に繋がっていくのである。

うちはやっぱりないかな。たぶん日本人もすごく多いところだから、そういう面では
環境的にもいいんじゃないかな。もう周りも外国人、韓国とか一番チームで仲良い子
がロシア人だったりとか。隣の子は中国人とドイツ人のハーフの子。また向かいの子

31  合意的妥当性確認（consensual validation）は、友人との関係を通して、自分とは異なる他者とわかり
合う経験のこと［長谷川他編 2015: 77］。
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はドイツ人なんだけど、お母さんが 1年半日本にいたから一時その子が「日本語勉強
したい」ってちょこっとやっていたりとか。いろんな言葉、ギリシャ人のハーフもい
るし。いろんな国の言葉が近所でも話されているからそういう面で安全、私も全然気
にならないし、子どもも全然気にしない。

OT、OB、OGの母親 （インタビュースクリプト 466-470)

　さらに、日本語を理解しない人の前での親子間の日本語のやりとりについての意見や回
答を求めたところ、筆者が提示した英国のインタビュースクリプト（参考資料 II参照）
を状況提供者に提示すると共感される部分は少なく、前提として家庭の外で行う日本語の
言語使用については親子で他者に配慮をしているが、「人前で話したくない」などの親子
間のやりとりの中で言語使用の否定をし合ったという経験はないとの結果であった。調査
地域の地域性にもよるが、これは情報提供者が生活するコミュニティの中で、複言語主義
の概念が一般の人々に浸透している結果としても捉えることができると同時に、対象者の
子どもたちや家族は、自らが継承する文化や言語が認められる文化多様性に富んだコミュ
ニティで生きているといえる。これは、継承語の保持という単純なものではなく、「存在
が認識されている」という、他者に自分の存在を肯定的に評価されているという認識の蓄
積に繋がり、彼らのアイデンティティ形成の上では非常に重要な要素であるといえる。

4-3-3　ロールモデルとしての「サンプル」の役割
　次に、対象者の日系 2世の子どもたちは児童期、思春期から青年期へと成長過程を経
て、アイデンティティを確立していくが、彼らが自分自身を客観的にみるようになった
時、複数の言語や文化を持っていることで、言語、生活様式、国籍、外見、将来の自分像
についてなど、さまざまな選択を迫られて毎日の生活をおくっていることに気づく。それ
により自然と内在する疑問「どうして～なのだろうか」という自分の問いに対して納得で
きる答えを探す必要性が出てくる32。その際に、本人の経験のみから導かれる答えでは、
自身が納得できないことが増え、同じような境遇におかれている人に答えを求めるが、す
でに自分の年齢を超え、同類の経験や悩みを乗り越えている年上の人間を自分のこれから
の生き方のロールモデルの「サンプル」として求めたり、彼らに答えを導き出すための助
言を求めたりするようになる。次のインタビューは 20歳を過ぎた日系移民 2世 OH（仮
名）の母親が語ったものである。

長くそこ（スペインの都市）に住んでいる日本人にインタビューして回るっていう
のを自分 (OH)の課題に選んで、そういう人にいろいろ会っていったわけです。（中
略）その中で 1人（中略）40年くらい住んでいる人に会って（中略）いろんなこと

32  自分自身の感情や意図を心の中で言語化することを内言といい、心理学者レフ・ヴィゴツキーがその
働きや重要性を研究している［ヴィゴツキー 2004］。
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を話している。（中略）彼女はバルセロナに行って、自分が今まで持っていた葛藤の
答えを見つけたって言ったんですね。何かっていうと、「私は別に何人というのでな
くて、それを自分の中で決めなくてもいいんだって。私はアメリカで生まれた、血は
お父さんとお母さんが日本人だから日本人である、そしてドイツに育った。アメリカ
で生まれて、日本の血を持って、ドイツに育った日本人なんだ、ってそういうそのま
までそれで私はいいんだ」って思って、それが最高の収穫だったって。自分が今まで
そういうことでものすごく「私は何人なんだろう」って考えて苦しかったことが、１
つポンって抜けたって。

OHの母親 (インタビュースクリプト 1587-1595)

　英国のインタビューでも帰属意識について対象者が疑問を持ち、ロールモデルとして見
本のような役割を果たす人間との出会いで、「葛藤や悩みの中から抜けた」という類似の
言及が母親からあった33。「自分が何人であるか」ということに対して、他者からのラベ
ル付けである「名付け」34と、自分の内面から出た「名乗り」の狭間で葛藤があること、
自己のアイデンティフィケーションについて「～になりたい自分」を真の自分自身だと表
現するのではなく、現状「～である自分」の存在価値を本人が納得し、他者への理解を促
すこと、これら２つの要素は対象者がアイデンティティの形成過程で乗り越えるべき共通
のものであるといえる。これは、心理学上でいうと今までの親や他者から教育され培って
きた価値観からの脱却といえる。インタビューにあるように、葛藤に対する答えを「自分
で」見つけることが重要であるが、これは青年期にむかえるアイデンティティ形成の最終
段階といわれ、本人の世界観に基づいてその後の人生を生きていく準備のためのプロセス
である［鑪・山下 1999: 64］。確かに、21歳の OHの場合、発達心理学上の理論に沿った
青年期の中での経験といえるが、類似の出来事を語った英国での情報提供者の子どもは、
思春期の入り口である 12-14歳の子どもたちで、若年である。そのような比較から、仮説
的ではあるが、本研究対象者の子どもの中には、複言語・複文化環境で生活することによ
り、文化的アイデンティティについて考える場面に多く遭遇するかもれない、それが自己
アイデンティティの形成に影響を与え、発達の各段階の対象年齢が早まる一つの要因に
なっている可能性が考えられる。

5　考察

　インタビューおよびアンケート結果（表 5）にあるように、生活圏の中で子どもたちは
数種類の異なった集団の中に所属しながら毎日生活している。単一言語使用者と異なり、

33  2人の情報提供者から、本研究のインタビューと類似の言及があった（英国インタビュースクリプト
　2285-2290 、 2720-2727）

34  「名付け」という言葉に関しては、川上が日系ブラジル移民についての記述で定義している［川上編 
2013: 9］
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そのコミュニティを構成する人間の立場や民族の多様性の問題だけでなく、本研究の調査
結果より、「使用言語」によって子ども本人たちの言動やふるまいが変化するという言語
的観点が問題になることを踏まえるべきである事実は注目すべきことである。川上の指摘
するように、複言語話者には「言語軸」という概念が、単一言語使用者が持つ概念（空間
軸や時間軸）に加えられる形で存在することが理解できる［川上 2013: 44］。これまでの
議論においては、異文化間理解の観点からの文化的アイデンティティに焦点をあてていた
が、このような個人レベルでの変化が対象者自身や彼らが所属するコミュニティに影響を
与えるのであれば、個々のアイデンティティおよび、そのコミュニティのアイデンティ
ティに視点をあてる必要もあるのではなかろうか。
　エリクソンは、「個人の自我は、その個人が属する共同体のアイデンティティとの関連
の中で初めてアイデンティティを持つことができる」とし、個々で自我を持つことはでき
ないとしている［長谷川他 2015: 71］ 。よって何らかの影響を共同体より受けることによ
り、後発的に自我アイデンティティが芽生えるということである。この部分は、「共同体
の一部になり、本人がそこでの立ち位置を確保し、所属する自分に価値を見出す」ことか
ら派生し「本人が自尊心を持つこと」と「周囲から価値の認知をされること」の両方が必
要である。よって個人のアイデンティティは、常に共同体の個々の構成員が持つ「ウチ」
と共同体の持つ「ソト」とが合わさったものである35。
　本研究における対象の子どもたちの自我アイデンティティを育むためには、使用言語
と関わる複数の「共同体」に存在価値を認められることが必要である。例えば、インタ
ビュー結果にある「通訳としてドイツ人の先生のアテンドを行った」ことや「日本につ
いて、発表をする」というような「受け入れ文化（ドイツ）」のコミュニティに「日本に
ルーツがある人間」としての存在を認められること、その一方で「ドイツ語を使用しない
人たちで形成される日本人学校の中に入り、「日本人談話者」として周りから認められる
こと」という双方向からの自己肯定感を得ることがコミュニティ間を行き来する子どもた
ちにとって必須であるといえる。
　また、その共同体は構成員によって変化していくものであり、「流動的で変化を伴う」
ことにもエリクソンは言及している［長谷川ほか編 2015: 73］。ドイツ、日本間、またそ
の他の国を移動する日系 2世の子どもたちも流動的ではあるが、行き来する「社会」や
「文化集団」というコミュニティもまた、構成員によって影響を受け変化している。その
ことから、歴史や経験、記憶に依存するのではなく、常に双方が変化し続けることでアイ
デンティティが保てるのではないかという仮説を立てた。
　次に、「継承語の言語保持が対象者の立場や文化アイデンティティにどう影響するの
か」という問題に関しての考察であるが、前述の自己アイデンティティを保つためには、
対象者の子どもたちが、複数の共同体で複言語使用し、コミュニティ内の他の構成員との
意思疎通を行いながら、自らの内面にある異文化同士が葛藤をし合う領域（コンタクト・

35  「自分自身の内部の斉一性と連続性を維持する力が他人にとってその人がもつ意味の斉一性と調和す
ると確信することで自我アイデンティティが発生する［エリクソン 2013: 95-96］。
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ゾーン）で両文化を譲歩し合う必要がある。継承語の学習意義はその点で他の外国語学習
と異なる。外国語学習は「道具的価値」を目的として学習される言語であるのに対し、継
承語は、子どもと母親との関係を結ぶ繋がりの象徴であったり、自己の対話を促したり自
己を肯定するために存在することを示す「情緒的価値」がある。これは、継承語のみが持
つ言語学習価値である。問題は、この情緒的価値のある継承語が、対象者の取り巻く環境
(Host culture)が提供する言語と異なるが故に、情緒的価値への理解、道具的価値や目的意
識なしには維持できないことにある。またその子どもの親の使用言語であることから、
「自然に習得できるような誤解」を招き易く、本人にとっては「副次的かつ人工的な言語
学習イメージ、何らかの不自然さ、違和感」などを生み出す言語になる可能性があり、言
語学習への姿勢が複雑化しやすいことも問題点として挙げられる。
　最後に、対象者がアイデンティティに関する葛藤について解決の糸口を見出す助けになる
ものは、やはり同じ境遇の中にいるピアの存在や、ロールモデルの存在であった。その点に
おいては、英国で行った研究結果と同類のものがみられたが、複言語、複文化が交差するコ
ンタクト・ゾーンでの葛藤や悩みというものは、自身が持つ内面の対話故に、最終的には
「自力で解決していくことが」前提にある。よって、周りに複言語環境が用意されている子
どもたちは、その環境を踏み台にして心を成長させていくのである 36。そのような複言語複
文化環境を意識した情報提供者や学校教育の方針についての語りが多かったことから、ドイ
ツの該当地域で行った調査では、日本の文化を排除されるような経験についての語りがあま
りみられなかった。それは、複言語複文化主義の効果である部分と、ドイツ文化に同化しな
がら日本文化を持っている子どもが情報提供者に多かったからではないだろうか。日本人移
民が少ない地域で同様の結果がみられるか否かも、今後探究すべき課題である。
　本研究は、2015年の英国で行った研究と比較すると「対象者本人」の語りを収集でき
たことは成果であった。以前は「母親」という 1つの価値観や期待のフィルターを通して
見ていた「子ども」の語りがより現実性を帯びた。しかし、心の発達段階の過程で複雑な
時期に直面している彼らに「本当の心情」を尋ねることは困難であり、また彼ら自身も言
葉で説明できない心情があったことは事実であり、調査の限界が見えた部分でもあった。

6　結論

　本研究を通じて、当初の疑問点であった、コミュニティが与える複数の教育観、多様な
生き方、複数言語を提供されているという環境が、対象者のアイデンティティ形成に多大
な影響を与え、それは言語ごとに経験として蓄積される可能性があることが理解できた。
　また、同年代で同じ境遇にいる日系 2世はもちろん、他のエスニックコミュニティに
も分類される子どもの存在は、「ピア」として対象者の心の拠り所となり、それはチャム
シップの概念が本研究の調査を通じても証明できたことになり、アイデンティティ形成に

36  BGの母親の意見より　(インタビュースクリプト　2177-2178)。



132

重要な役割があることがいえる。
　さらに、対象者と同じような経験を超えてきた年上の青年や大人が語る彼らを「ロール
モデル」として捉えることで、アイデンティティ形成における葛藤の壁を乗り越えていこ
うとすること、継承語の言語保持（Language maintenance）が対象者の中にある文化アイ
デンティティを支える役割を果たすことが理解できた。
　また、母語や継承語を習得することは、能力や技能以外に、言語使用者の帰属意識や彼
らの「あり方」を肯定する役割も担っているといえる。特に継承語の言語習得に関して
は、生活圏に大きく依存し、子どもを取り巻く環境が彼らを「多様性」の一部として認識
しているか、「異質性」の一部として注目や興味の的として捉えているか、の違いによっ
て、子ども本人が継承語学習を肯定的に受け止められるか否かが変わってくる。彼らの存
在を肯定されている中での各言語を通じての正の経験は、言語使用者のアイデンティティ
形成を助けるが、逆に異質性として蓄積された負の経験は、言語使用への自信が失われる
他に、人格や個人の在り方を否定することになる可能性もある。よって、継承語はコミュ
ニケーションツールや情報収集のために習得する外国語の意味合いとは全く異なる存在と
して議論されるべき言語であることが明確になった。
　しかし、日系 2世が親の文化と異なる環境で生きながらも、自己のアイデンティティを確
立するためには、やはり文化の狭間で葛藤を乗り越える経験をする必要があり、継承語はそ
の文化を解釈するために「選択」ではなく「必須」の言語であることがわかった。なぜな
ら、無意識下で存在するアイデンティティの核の部分を探し出すためには、彼らの親から継
承する日本文化や言語と、生活圏での文化や言語の習得が必要で、それができて初めてその
先にある「自分らしさ」を見つけることができるからである。よって、本研究により、子ど
もたちは、新たに創り出していく文化（コンタクト・ゾーン）を探していく他に、内在する
「自分」を探す、いわば本人の根本に戻るための自分探しの両方を経て、アイデンティティ
が確立するといえることが理解できた。そのような結果から、後者の過程を経るにあたり、
文化を継承することや継承語を学習することは彼らにとって必須であることがわかる。
　本研究は、地域ごとの移民人口推移の特性や情報提供者の人数を鑑みると、偏りのある
データゆえに、結果は仮説的なものであるが、1つの事例研究とし、情報提供者への追研究
を行うことや、ドイツ国内外を問わず、世界の多様な社会やコミュニティの中で生きるより
多くの日系移民 2世の語りを、理論的な観点から整理していき、共通の事象や傾向をフレー
ムワーク化していくことは、日系 2世の子どもたちを持つ保護者が、単に多くの体験談を自
分の状況と重ねるだけでなく、体系的な理解を持って親子関係を築き、子どもの成長に寄り
添うことができるという意味で重要である。よって、このような事例研究の蓄積が、さらな
る発展的な研究の糧となり、より建設的な議論や考察が行われることを期待する。

＜謝辞＞
　本研究の調査の遂行にあたり、情報を提供してくださった方々、また 10年にわたり筆
者の異文化間理解の研究について御助言をいただきました井出健太郎氏に、深く感謝の意
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参考資料 I　インタビューにおける質問事項

日系 2世の本人の年齢や親の国籍、使用言語や教育機関などの質問の後、以下の質問を
行った。
（半構造化インタビューにより、長時間に及ぶインタビューの場合は全事項を質問してい
ない）

1． 立場という観点から、「日本人として」ということを考えた場合、お子様のこ
とをお話しください。

2． 時代によって、継承語教育についての変化や日本人について、周囲の環境で
変わってきたこと、もしくは変わらないことはありますか。

3．お子様の周囲の状況についてお話ください。
　（親の使用言語や日本語の学習動機、交友関係について）

4．日本やドイツ、他の国での現地の言葉についてお聞かせください。

5． お子さんが所属されているもので「コミュニティ」と呼べると思うものにつ
いてそこでの使用言語を含め自由にお話ください。

6．喜怒哀楽の場面ではどの言語を話されますか。

7．このスクリプトを読んだ感想を自由にお話しください（参考資料 II）
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参考資料 II　 インタビュー調査の「語りの誘発」を行うために使用した英国のインタ
ビュースクリプト（文中のアルファベットは　A…情報提供者／ B…情報提
供者の友人／ R…筆者）

1．対象者が持っている継承語以外の外国語使用についての体験

A： 2年くらい前に、電車でベルギーに行った時に、たまたまワッフルを食べて
いたら、となりに、男の子がきて、なんか日本語を話しかけてきたんです
よ。「え、なんで？」って思って、でもカタコトだし、お互い何も喋れない
のだけど、いきなり [仮名 :タケシ ]がフランス語で「何歳」とか言って、
答えていて・・（会話ができたということ）

B：おお、すばらしい。
A： 私、初めてで、知らなくて。彼が十何歳って言えるのを知らなかったから、
「え？あんた French言えるの？」みたいな。

B：う～ん。（驚いている）
A： それで、フランス人の人に「この子の言っている Frenchは合っています
か？」って聞いたら、「大丈夫、大丈夫」みたいな。

B：お～、なんか嬉しいね。そういうのね。
A：すごいすごい。
R： そういう言語（フランス語）が喋れるということは、また英語と日本語とで
は違うのですかね？

　  どのあたりなのだろうと思って。
A：まぁ、日本の子どもたちが英語を習う感覚なのでしょうね。小学校とかで。
R：外国語を習う？
B：そういう感覚なんじゃないかな。

タケシ ----情報提供者 Aの息子（11歳の頃の出来事）
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2．継承語に対する劣等感

A： 他もだけど。自分の知ってる日本語のスピードじゃないとか。言い方が違う
とか。

B： 両方完璧な人に会う機会が逆に多いんじゃないこっちにいると。多いって言
うか、友達のお母さんが日本語喋っていたり、補習校ではちゃんと日本語が
完璧な人がいたり、現地校に行けば英語が完璧な人がいるから、その差がわ
かっちゃう。逆に。そういうところがあるのかな。

A： 例えば泣いている時、例えば「I’m rubbish」とか言って、悲しい時に英語が
出ます？

B：英語が出ます。全部下（の子）は全部英語で。

3．継承語使用に関しての周りの目、周囲の反応を懸念する行動

A：う～ん。言語に関してだと、私が学校に下の子を連れて行った時に、日本語
で最初は徹していたんですよね。彼に対しては。学校でも、友達の前でも。だけ
ど、それが「恥ずかしい」って言われた時が一番きた。あの、「お友達の前とか
で、日本語を話さないで、恥ずかしいから！」って言われた時かな。
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4．日本と英国の教育観、価値観の違い

A： ・・・イギリスという国は自信を持たせることと、プライドを持たせることに対し
ては社会と親と学校も、すごく熱心に指導をするんです。・・・まず子どもたちに
自信を持たせるような指導をします。・・・自信をつけるとはどういうことかとい
うと、結構傲慢な態度をとりますよね、子どもだから、特に。日本は自信をつけ
させすぎると傲慢になるので、場の雰囲気を乱すからどちらかというと調和を大
事にする。だから日本の教育の中では、・・・思いやりを持ちなさい、協力しよ
う。小学校の目標とかでよく出てくることは「思いやり」ということなのですが。
子どもの時に教えられる言葉として大事だと思わされている言葉にちょっと違い
があるような気がする。日本の教育の中には、子どもたちに「自信を持たそう」
「自信を持って頑張ろう」という教育を全面にしていないような気がするので、
得てしてよくあるのが、日本語を喋る子どもたちと遊んでいる自分の子どもを見た
時に、あまりにもわがまま勝手やっているなと目につくことがある。・・・でも、
イギリスでは普通なのですよ。だから、そこが難しいかな。・・・「おれが、お
れが」ってやってしまうと、日本ではもうはじかれてしまうので、例えば、日本語
でシャイという言葉は必ずしも否定的には取られない。イギリスで shyという言葉
は 100%否定的な言葉なので、その違いかな。イギリスと日本の単語で同じよう
な言葉で文化を表しているなというのは、shyと言う言葉は片仮名でもシャイとい
う言葉になるし、lazyという言葉。最近レイジーといえば日本でも通じる言葉に
なってきていると思うんだけど、イギリスの人が lazyという言葉を使う時は必ず
しも否定的ではない。私 lazyだからって言う人が多いんだけどその時に自分た
ちのことを否定的に言っているけど、心の中では思っていない。・・・lazyという
言葉はある程度階級社会の中で上にいるっていうことなのですよね。・・・逆に
その lazyという言葉は日本人にとって 100%否定的な言葉だから、・・・それと
同時に shyという言葉は、イギリスの中では 100%否定的な言葉。でも日本人は
「ちょっと私 shyなので勘弁してください。」と言う時にそれで救われてしまうとい
うか。それで自分を正当化できるような社会。・・・lazyという言葉を使って自分
を正当化させられる社会があるというのがイギリスにはある。でも、それを逆に
使うとすごいことになる。そこは文化の違いを物語っているのかなと、最近思う。

R：子どもさんからその発言が出たのですか？
A： それはないけど、うちの子どもとかはイギリスで育った時に、「ウチの子ど
もは shyなので」って言っていたんですけど、日本の学校では「まぁ、そう
ですね」って感じですが、イギリスでそれを言った時は 100%「shyなのね、
じゃぁ頑張らないといけないね」っていう、そういう感覚になるから、子ど
もが気づいていたかはわからないけど、私は嫌というほど感じました。
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5． 適さない場面で特定の言語を故意に使用することで、人を傷つけようとする自己防衛
的反応

A： すごく嫌なことがあると私に・・1回、2回くらい、あの子のコンピューター
を隠したことをすごく怒ったんですよ。その時に私に英語を喋ってきまし
た。そしたら私がすっごく傷つくと思って（悲しいと思うことを予期して）。
あの人たちの中では、それはすっごい仕返しなのですよ。

R：その時お母さんはどういう対応をされたのですか。
A： 「なんであなた英語喋るの？」って聞いたら、「ママが嫌いだから。」って言っ
たと思います。そんなようなことを言った。

R：では、彼は「やってやった」みたいな感じですか。
A：そうそうそう。
R：それでお母さんの反応を見て、彼としてはうまくいったのですかね？
A：彼的にはうまくいったのだと思う。
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As a result of globalisation and developments in information technology since the 1990s, more 
Japanese have been leading internationally mobile lifestyles. In many cases, the children of Japanese 
immigrants, (referred to as “second-generation immigrants”) live within a cultural “contact zone” 
that combines the cultures of their parents’ culture and their host countries. This paper traces 
the process of how these second-generation Japanese children form their own cultural and self-
identities while straddling multiple linguistic cultures, and examines the role of language in their 
contact zone.

Despite the growing body of research on multilingual and international education as second-
language acquisition, the impact of these trends on identity formation has not received much 
attention. The purpose of this study is not to review the technical aspects of language acquisition, 
but rather, to gather data on internal conflicts felt by subjects growing up in multilingual 
environments and examine this data within the context of existing research. The study, which 
expands on previous studies conducted by the author in the UK in 2015, was conducted in 
Germany in 2015, and involved conducting interviews with parents and children who were second-
generation Japanese immigrants aged between infancy and late adolescence. 

By gathering and reviewing data on each subject’s perceptions and objectives for learning their 
mother, heritage and other languages, this study found a strong link between the role of learning 
one’s mother and heritage languages and one’s sense of belonging, and observed that the subjects 
consciously and subconsciously select language based on specific relationships and situations. This 
relates to each subject’s selection of a “self ” as identified within each language, and demonstrates 
how each language is infused with community-specific experiences that play a role in affirming 
one’s sense of self within the context of that language, and how language thus constitutes a 
structural component of one’s self-identity.




