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要約 

海外生活という特殊な環境で長期間滞在することによって、どのようにアイデンティティが影響を受

けるのかを明らかにしたいと考えた。そこで、アメリカ合衆国サンフランシスコ・ベイエリアで長期間

生活する日本人にアイデンティティに関するアンケート調査を行った。 

調査結果から、滞在年数が長いほど個人、地理、組織アイデンティティに変化がみられた。個人アイ

デンティティで、「楽天的」、「我慢強い」、「自我が強い」と答えた人が多かった。それは、異文化である

海外において、性格が適応したためであると考えられる。また、日本という故郷への意識が地理アイデ

ンティティでみられたが、マイノリティーとしての生活の大変さがその意識を強くしていったと思われ

る。同様に、組織アイデンティティでは、組織に属することは自身を守るために重要であり、拠りどこ

ろとなることがうかがえる。海外に出て改めて日本や日本文化を認識し、日本人であるという自覚と自

信をもち、文化アイデンティティに影響したと考えられる。 
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1．はじめに 

2012年の在サンフランシスコ日本国総領事館の調査によると、管轄地域（カリフォルニア州中北部お

よびネバダ州）の在留邦人数は 41,208 人で、全体の約 76％がサンフランシスコおよびサンノゼを中心

とするサンフランシスコ・ベイエリアに集中している。在留邦人数は、前年と比較すると約0.95％増加

しており、多くの日本人がアメリカ西海岸中北部で生活をしている。 

筆者は渡米当初から、10年以上の長期間海外であるアメリカで生活した人々には、どのような特徴や

意識変化があるのかに興味を覚えていた。そのような理由から、海外生活という特殊な環境で長期間滞

在することによって、どのようにアイデンティティが影響を受けるのかを明らかにしたいと考えた。 

筆者が交流をもったアメリカでの長期滞在者の多くは日本で教育を受けた後、仕事、留学、結婚など

を契機に渡米していた。日本文化の中で成人しているが、日本在住の同年代の日本人と比べてみると、

アメリカ人同様に自己主張が強く、自分に強い誇りをもっている。同時に、彼らは、自分が非常に日本
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的であると考えている場合が多い。いったいこの変化はいつごろ何が原因でどのように起こるのかに興

味を覚えた。 

そこで、アメリカ合衆国サンフランシスコ・ベイエリアで長期間生活する日本人にアイデンティティ

に関するアンケート調査を行った。 

（1）アメリカでの長期滞在者に関する先行研究 

アメリカでの長期滞在者を調査した先行研究は数多くある。上田（1997）は、ハワイの漁業界で活躍

した日系1世の喜多さんのライフヒストリーを調査した。喜多さんは長年ハワイの日系社会でお世話に

なった恩返しとして、晩年多数の日系団体の役員を務め、日系社会のために貢献した。  

山中・藤井（2002）はハワイ・カウアイ島の日系二世をインタビューし、サトウキビ・プランテーシ

ョンでの労働の大変さ、一世、二世、三世の世代間の相違や確執、太平洋戦争時の経験などを 1999 年

から長期に亘って調査している。カトウ・シズコさんは 17 歳の時、写真花嫁としてハワイへ嫁いだ。

ハワイでは欲しいものは何でも手に入り、何の不自由もないので永住することを決めてはいるが、もう

一度故郷である広島を見たいと強く願っていた。 

坂岡（2004）は、米国軍人と国際結婚をし、ハワイ州オアフ島に居住している日本人妻 19 人のライ

フヒストリーについて調査している。戦前の教育を受けた層と戦後の教育を受けた層で、家族や夫婦・

親子関係などに違いがあることが明らかになった。 

越山（2010）は、「新一世」と呼ばれる1970年以降に渡米した日本からの移住者に、日本人の文化的・

社会的意識や社会との関わり方について調査している。カリフォルニア州ロサンゼルスとその周辺に在

住している「新一世」50人に、電話インタビューを行った。そこから明らかになったのは、アメリカの

地にあっても「新一世」は、日本社会とその文化の影響の中で生活している場合が多いことである。ま

た、アメリカには肯定的な印象をもっており、日本人であることに誇りをもっていることもわかった。 

矢吹（2005）は、日米間の国際結婚をした日本人妻が、結婚後に選択する名のりの形態について、在

日の夫婦20組に対して質問紙および面接調査を行った。その結果、 妻の名のりには自分の「日本姓」、

夫の「アメリカ姓」、両方をつなげた「混合姓」の三つの形態がみられ、妻の名のりの選択は、日本とア

メリカにおいて各自が置かれた状況によって、自己の社会的な利益を最大化するための「戦略」として

機能していることが明らかになった。名のりの使い分けにみられるアイデンティティの選択は、個人や

集団の文化的アイデンティティが永続的なものとして存在しているのではなく、 変化するものであると

いうことを示している。 

以上のように、アメリカでの長期滞在を調査・研究し、長期滞在者の現状や特徴について述べている

論文は多くあるが、アイデンティティやパーソナリティの変容に関するアンケート調査などの量的研究

はみつけられなかった。 

（2）研究目的 

長期海外滞在による個人の思想、パーソナリティ、アイデンティティの変化を調査したいと考えた。
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筆者は渡米当初から、サンフランシスコ近郊で長期間滞在している日本人との交流をもち、日本にいる

同年代の日本人とは異なる印象を受けた。自己確立しており、自己主張ができ、自身の意見をはっきり

と表現できていた。つまり、とてもアメリカ的であった。しかし、彼らは自分達を何のためらいもなく

日本人だと言い切ることができ、自分達が非常に日本的であると考え、強い誇りをもっていた。 

また、筆者が交流をもった長期滞在者の日本人は、滞在年数により意識の変化がみられた。滞在が10

年を超えるとアメリカでの生活も安定してくる。20年を超えると、日本に帰国をするのかアメリカに永

住するのかの選択を考えるようになる。30年以上になると、アメリカで永住することを決意するように

なる。これは、サンフランシスコ・ベイエリアに在住する多くの日本人が実感している。この意識の違

いが、どのようにアイデンティティの価値観に影響するのかを検証したい。 

本研究では、サンフランシスコ近郊に長期滞在している日本人へのアンケートによって、長期海外生

活によるパーソナリティ、アイデンティティや価値観の変化に、海外滞在年数がどのように影響してい

るかを明らかにしていきたい。そこで、本研究では、これらの認識の違いがなぜ起こるのか、アンケー

ト調査により検証することを目的とした。また、長期海外滞在の上で重要な個人の資質には、どのよう

なものがあるのかを検証し、考察する。 

 

2．方法 

（1）研究と検証方法 

本研究では、日本で少なくとも高等学校までの教育を受けた 78 人の長期滞在の日本人にアンケート

調査を行った。78人の属性は、男性が6人、女性が69人、不明が3人であった。平均年齢は、60歳後

半であった。滞在年数の最小は 2 年で、最大は 76 年で、平均滞在年数は、27.88 年であった。78 人が

全員、日常生活では日本語を主に使用していた。 

アンケート項目の分析は、それぞれのアイデンティティの重要度の出現頻度を求め、長期海外滞在者

にとって重要なアイデンティティを明らかにした。同時に、滞在年数を踏まえて、統計検定を行った。 

自由記述の検証は 1．（1）アメリカでの長期滞在者に関する先行研究で紹介した先行研究、筆者のア

メリカ長期滞在者に行ったインタビュー調査のデータ、筆者の海外経験と比較しながら、本研究で得ら

れたデータを基に、その内容を分類し、特徴を解釈し、考察した。 

（2）研究手順 

1）研究の趣旨を説明し、日系諸団体を通じて、調査究対象者を募った。対象者に改めて研究の趣旨

の説明を行い、同意を得た。 

2）ヒンクルマン・石川が指摘しているアイデンティティの要素を基に質問項目を作成した。 

3）2008年9月から12月にかけてアンケート調査をサンフランシスコ・ベイエリアで実施し、60歳

以上の78人（有効回答数）から回答を得た。60歳以上に限定した理由は、高齢の長期滞在者と若

者の長期滞在者では、歴史的背景も違い、滞在年数がアイデンティティに与える影響にも違いがあ
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ると考えたためである。 

アンケート項目 

アンケートは地理、文化、民族、階級、宗教、職業、性、組織、家族、個人のそれぞれのアイデンテ

ィティ項目について思いつくことを自由記述で記入してもらい、それぞれのアイデンティティ項目の自

分にとっての重要性を、1（低）から5（高）の中から選んでもらい、重要度の出現頻度を求めた。 

また、滞在年数を10年未満、10年から20年、20年から30年、30年以上に分け、滞在年数を独立

変数とし、各アイデンティティの重要度評価を従属変数とした分散分析を行った。回答人数は、10年未

満が 9 人、10 年から 20 年が 15 人、20 年から 30 年が 22 人、30 年以上が 32 人であった。あわせて、

自由記述は、重要表現の出現頻度を質的に分析した。 

 

3．結果と考察 

（1）結果 

本研究からいくつかの点が明らかになった。 

1）重要度4、5の出現頻度 

 長期滞在者にとって一番大切なアイデンティティは家族アイデンティティ（重要度 5 が 51.9％）で、

個人アイデンティティ（43.0％）、文化アイデンティティ（39.2％）と続いていた。重要度 4 と 5 の重

要度の出現頻度の合計もこの3つが上位3位を占めており、約70％と高い数字をあらわしていた。 

 

表1 アイデンティティ項目における重要度の出現頻度 

アイデンティティ 地理   文化  民族  階級   宗教 

  度数  ％   度数  ％  度数 ％  度数 ％   度数  ％ 

重要度１ 3  3.8%   1  1.3%   1 1.3%   10 12.7%   10  12.7%
重要度２ 9  11.4%   2  2.5%   5 6.3%   18 22.8%   12  15.2%
重要度３ 23  29.1%   17  21.5%   22 27.8%   30 38.0%   21  26.6%
重要度４ 25  31.6%   24  30.4%   19 24.1%   13 16.5%   11  13.9%
重要度５ 15  19.0%   31  39.2%   26 32.9%   4 5.1%   23  29.1%
ブランク 4  5.1%   4  5.1%   6 7.6%   4 5.1%   2  2.5%
合計 79  100.0%   79  100.0%   79 100.0%   79 100.0%   79  100.0%
                                 

                                 

アイデンティティ 職業   性  組織  家族   個人 

  度数  ％   度数  ％  度数 ％  度数 ％   度数  ％ 

重要度１ 4  5.1%   4  5.1%   4 5.1%   0 0.0%   0  0.0%
重要度２ 9  11.4%   9  11.4%   9 11.4%   6 7.6%   3  3.8%
重要度３ 27  34.2%   32  40.5%   30 38.0%   10 12.7%   17  21.5%
重要度４ 21  26.6%   14  17.7%   21 26.6%   19 24.1%   20  25.3%
重要度５ 13  16.5%   16  20.3%   9 11.4%   41 51.9%   34  43.0%
ブランク 5  6.3%   4  5.1%   6 7.6%   3 3.8%   5  6.3%
合計 79  100.0%   79  100.0%   79 100.0%   79 100.0%   79  100.0%
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2）分散分析と多重比較 

 各アイデンティティ項目の平均値と標準偏差は表2の通りである。 

 

表2 各アイデンティティ項目の平均値と標準偏差 

  地理  文化  民族  階級   宗教 

評定 平均値  標準偏差  平均値  標準偏差  平均値 標準偏差  平均値 標準偏差   平均値  標準偏差

1 3.44  0.88  4.71  0.49  4.29 1.25  2.63 1.19   2.33  1.23

2 3.87  0.99  3.73  1.03  3.60 1.06  2.67 0.82   2.73  1.39

3 3.00  0.97  3.95  0.74  3.85 0.93  2.60 1.14   3.57  1.40

4 3.80  1.10  4.32  0.83  4.03 0.89  3.03 1.05   3.68  1.25
                              

  職業  性  組織  家族   個人 

評定 平均値  標準偏差  平均値  標準偏差  平均値 標準偏差  平均値 標準偏差   平均値  標準偏差

1 3.67  1.00  4.00  0.93  3.43 0.98  4.44 1.01   4.14  0.90

2 3.20  1.01  3.20  0.94  2.73 0.59  3.87 1.06   4.33  0.82

3 3.17  0.86  3.45  1.05  3.11 0.81  4.55 0.61   4.15  0.99

4 3.61  1.23  3.35  1.20  3.61 1.17  4.26 1.00   4.13  0.89

 

 滞在年数による分散分析を行った結果、地理、文化、宗教、組織アイデンティティは、有意差が認め

られたため、多重比較を行った。 

 

地理アイデンティティの分散分析と多重比較結果 

表3 地理アイデンティティの分散分析結果 

要因 平方和 自由度 平均平方 F 値 

地理アイデンティティ 9.53 3 3.18 3.06 * 

誤差 72.76 70 1.04     

＊p＜.05 

 滞在年数により有意差が認められたため、多重比較（ボンフェローニ法）を行った結果、滞在年数30

年以上の方が、20年以上30年未満よりも得点が高いことがわかった。 
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図1 地理アイデンティティの滞在年数カテゴリごとの重要度評価の平均値 

 

文化アイデンティティ分散分析と多重比較結果 

表4 文化アイデンティティの分散分析結果 

要因 平方和 自由度 平均平方 F 値 

文化アイデンティティ 6.56 3 2.19 3.18 * 

誤差 48.09 70 0.69     

＊p＜.05 

 滞在年数により、有意差が認められたため、多重比較を行った結果、滞在年数 10 年未満の方が、10

年以上20年未満よりも得点が高い傾向があることがわかった。 
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図2 文化アイデンティティの滞在年数カテゴリごとの重要度評価の平均値 
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宗教アイデンティティ分散分析と多重比較結果 

表5 宗教アイデンティティの分散分析結果 

要因 平方和 自由度 平均平方 F 値 

宗教アイデンティティ 19.19 3 6.40 3.69 * 

誤差 124.85 72 1.73     

＊p＜.05 

 滞在年数により、有意差が認められたため、多重比較を行った結果、滞在年数 30 年以上の方が、10

年未満よりも得点が高い傾向があることがわかった. 
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図3 宗教アイデンティティの滞在年数カテゴリごとの重要度評価の平均値 

 

組織アイデンティティ分散分析と多重比較結果 

表6 組織アイデンティティの分散分析結果 

要因 平方和 自由度 平均平方 F 値 

組織アイデンティティ 8.65 3 2.88 3.07 * 

誤差 63.79 68 0.94     

＊p＜.05 

 滞在年数により、有意差が認められたため、多重比較を行った結果、滞在年数 30 年以上の方が、10

年以上20年未満よりも得点が高いことがわかった. 
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図4 組織アイデンティティの滞在年数カテゴリごとの重要度評価の平均値 

 

（2）考察 

自由記述の分析は、記述方法にかなりばらつきがあったため、量的分析ではなく、質的分析を行った。

家族アイデンティティでは、父、母、夫、妻といった家族内での役割を表す言葉が多く記述されており、

家族内の自分自身の役割を意識していることがうかがえた。また、「血のつながり」、「助け合って生活し

ていく」、「親の面倒をみている」といった家族との関係を表す表現も多くみられた。 

個人アイデンティティでは、「楽天的（明るい）」、「温厚」、「おおざっぱ」、「我慢強い（努力家）」、「自

我が強い」といった表現で自身の性格や特徴をあらわしている回答が多かった。 

文化アイデンティティでは、「日本･日本文化」といった記述がほとんどで、「アメリカ文化」、「日系

文化」、その他に関する記述は比較的少なかった。 

地理アイデンティティでは、日本とアメリカの双方を記述している人が多く、日本や生まれ故郷を記

述したケースが多かった。同様に、生まれ育った場所と現在の生活場所の両方を記述したものが多くみ

られた。また、「日本生まれ、日本育ち」や「ふる里は遠きにありて思うもの」といった日本とのつなが

りを示す表現もみられた。山中・藤井（2002）の指摘にあるように、故郷を思う気持ちが表れていると

考えられる。 

宗教アイデンティティでは、キリスト教系と記述したのが 18 人、仏教系が 17 人、無宗教が 29 人で

あった。「生活習慣の上で仏教徒、職業上、神道、キリスト教にも接する機会が多い」や「自分の信じる

信仰を大切にしたい」といった宗教に対する考えを述べたものもみられた。 

組織アイデンティティでは、日系コミュニティと記述したのが16人で、教会など宗教団体が11人で

あった。「退職したため組織がない」、「考えた事はありません」、「組織に属するのは苦手」といった表現

もみられた。 
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自由記述の分析から、家族アイデンティティに関して、父、母、夫、妻といった家族内での役割の他、

「血のつながり」、「助け合って生活していく」、「親の面倒をみている」など家族の絆に関する記述が多

くみられた。このことから、海外で生活していくうえで、家族の支えが重要であることがうかがえる。 マ

イノリティーとしてのプレッシャーを感じながらの海外生活が、家族の絆や大切さを強く実感していっ

たと思われる。在住30年を越えるある日本人女性は、「子ども、子孫をしっかりここで育てて、ここに

子孫の根をはらせた。子孫がしっかり根を張りつつあることがアメリカに来て、いいところ」と話し、

家族や血のつながりが自分にとって大切なものであることを説明していた。 

個人アイデンティティに関しては、「楽天的（明るい）」、「温厚」、「おおざっぱ」、「我慢強い（努力家）」、

「自我が強い」などの記述が多くみられた。筆者の経験や他の研究から、これらのパーソナリティや思

考はアメリカで長期滞在をする上で重要な個人の資質であると思われる。例えば、田中（2008）は、「個

人アイデンティティは、久保さん自身もアメリカ生活で大きく変わったと話していた。気が小さくて引

っ込み気味であったが、人と話すことが好きだし、外交的な面もあることに気がついた」とアメリカ生

活の影響とアメリカ滞在において、それらのパーソナリティが重要であることについて述べている。筆

者の他のインタビュー調査でも、「アメリカに来てから、楽観的になった」、「我慢強くないとやっていけ

ない」、「アメリカに来てから、自我が強くなったと言われる」と述べている長期滞在者がいる。本研究

においても、各個人がアメリカでの長期生活によって、ポジティブなものの見方や我慢強さを身につけ、

また、 強く自己主張ができるようになったと考えられる。 

文化アイデンティティでは、「日本･日本文化」の記述がほとんどで、「アメリカ文化」、「日系文化」、

その他の記述は比較的少なかった。また、多重比較から、滞在年数 10 年未満の方が、10 年以上 20 年

未満よりも得点が高い傾向があることがわかった。「日本･日本文化」という記述が多いことから、滞在

年数が少ない時期は、自らのルーツである日本文化に意識が向く時期でもあると考えられる。 

地理アイデンティティでも日本や生まれ故郷を記述したケースが多く、生まれ育った場所と現在の生

活場所の両方を記述したケースも多かった。多重比較から、滞在年数 30 年以上の方が、20 年以上 30

年未満よりも得点が高いことが明らかになった。これは、滞在年数が長くなるにつれ、生活が安定する

ことでアメリカとのつながりを感じられるようになったこと、それによって改めて日本を相対的にみら

れるようになったことが考えられる。 

文化・地理アイデンティティの結果は、海外で生活することにより、日本人であるという意識を強く

もつようになったことをあらわしていると考えられる。異文化に接した際に差異を感じることやマイノ

リティーとしてのプレッシャーを感じる日々の中で、自身を日本人と意識することは、アメリカで生活

していく上で、大きな拠りどころとなる。同時に、海外に出て改めて日本や日本文化を認識し、日本人

であるという自覚をもち、自信をもつことになったと考えられる。 

宗教アイデンティティでは、無宗教が 29 人と多かった。しかし、組織アイデンティティでは、教会

などの宗教団体を記述した人が、11人いた。また、多重比較から、滞在年数30年以上の方が、10年未
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満よりも得点が高い傾向があった。それは、宗教を意識することの多いアメリカでの長期間の生活が、

宗教への認識を深めたためであると考えられる。 

組織アイデンティティでは、16人が日系コミュニティと記述していた。また、多重比較から、滞在年

数 30 年以上の方が、10 年以上 20 年未満よりも得点が高いことが明らかになった。このことは、上田

（1997）の指摘の通り、海外滞在が長くなるにつれ、日系コミュニティとの関係やつながりが増え、そ

のことが、心の拠りどころとなっていることをあらわしていると考える。 

 

4．結論 

個人アイデンティティでは、「楽天的」、「我慢強い（努力家）」、「自我が強い」という回答が多かった。

海外で生活するには、生まれ育った環境での生活より努力が必要であり、様々なストレスがある。その

ため、異文化での生活では、いかにストレスに対処するかが重要である。そのように考えれば回答数の

多かった個人の資質は、ストレスをためないための楽観的思考、ストレスに耐えうる我慢強さ、外的な

ストレスに抗うことのできる自我の強さ、と言い換えることができると言える。したがって、それらの

資質は、異文化での生活に適応していった性格であると考えられる。それらの個人の資質は、他の研究

や筆者の他のインタビューからわかった、異文化での生活に重要な性格と重なるものである。このこと

は筆者の考えを裏づけるものであると思われる。 

また、日本という故郷への意識は地理アイデンティティでみられたが、それはマイノリティーとして

の生活の大変さがその意識を強くしていったためであると思われる。したがって、滞在年数が 30 年以

上の方が、得点が高い傾向にあった。組織アイデンティティでは、日系コミュニティや宗教団体を挙げ

た人が多くいた。同様に、自分自身がマイノリティーであるため、組織に属することが自身を守るため

に重要であり、海外生活における拠りどころとなることがうかがえる。 

筆者の経験や他の研究から、自分自身が日本人であるという意識が強くなっていくのは、アメリカで

の長期滞在者の特徴である。このことは、海外で生活する多くの長期滞在者に共通することかもしれな

い。この意識が、文化アイデンティティに影響し、海外に出て改めて日本や日本文化を認識し、日本人

であるという自覚をもち、自信をもつことになったと考えられる。 

有意性のみられなかったアイデンティティ項目の考察や複数のアイデンティティに共通する特徴な

どは、本研究では、分析や考察をし、明らかにすることができなかった。これらの点を明らかにするた

めに、引き続き、渡米年齢と滞在年数による比較や日本在住の日本人との比較などの調査を行い、共通

する思想、パーソナリティの変化、相違点などを明らかにしていきたいと思う。 
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