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１．はじめに

　最初の日本人がアメリカ合衆国へ移住してから、
約150年が経過した。全米日系人博物館（2001）に
よると、1866年に江戸幕府が長年禁止していた海外
渡航を許可した時から、日本人の海外移住が本格的
に始まり、砂糖きびプランテーションの労働者とし
て、1868年に公式移民の「元年者」と言われる日本
人153人が、ハワイ王国に渡った。ハワイからアメ
リカ合衆国の本土への移住が始まり、現在まで多く

の日本人がアメリカ合衆国へ移住してきた。第二次
世界大戦開戦前に移民した一世とその子孫である二
世、三世、四世から、1960年代以降に移民したいわ
ゆる新一世と呼ばれる人々とその子孫の新二世、新
三世まで、実に多くの日系人・日本人がアメリカ合
衆国の各地で生活している。
　調査対象地であるサンフランシスコは、1860年代
初頭に最初の日本人が渡米し、アメリカの中で最も
古い日系コミュニティが形成された町であり、日系
人・日本人にとって歴史的に関わりの多い場所であ
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る。全米日系人協会の本部もあり、日系人にとって
は中心的な町である。外務省の調査（2019）によると、
在外公館別在留邦人数は第６位で、16,448人が在サ
ンフランシスコ総領事館の管轄領域に在住しており、
前年度から、3.2％増加している。多くの日本人がサ
ンフランシスコ・ベイエリアで生活していることがわ
かる。
　サンフランシスコ・ベイエリアに在住する日系人・
日本人は、異文化であるアメリカ文化に適応しなが
ら、日本文化を保持し、日系人・日本人コミュニティ
を形成し、地域の一員として生活している。アメリ
カ生まれの日系人と日本から渡米し長期滞在をして
いる日本人は、互いに助け合いながら、コミュニティ
を形成している。２つのコミュニティを明確に分離
することは、困難であるため、本研究では、日系人・
日本人コミュニティとして扱う。
　日本人長期滞在者の課題を調査することにより、
異文化適応の過程、異文化コミュニケーションの課
題、母語や母文化の維持の課題を明らかにすること
ができる。日系人を調査した研究は多くあるが、サ
ンフランシスコでの調査は少ない。日系人・日本人
に関わりの深い当該地域での異文化適応や多文化共
生の課題を明らかにすることは、日本における多文
化共生のための示唆が得られ、意義があると考える。

２�．海外長期滞在者のライフヒストリーに関
する先行研究

　ライフヒストリー法を使用し、海外長期滞在者を
調査した先行研究は数多くある。カーク（2020）は、
日系二世のカナダ人松田氏のライフヒストリーを調
査した。第二次世界大戦後、カナダから追放されて
日本に移住した日系カナダ人の歴史について考察し
ている。
　加藤（2019）は、群馬県大泉町に居住または大泉
町で学齢期を過ごした経歴のある日系南米人のライ
フヒストリーを調査した。ホスト社会の取り組みや
居住環境が、日本での居住地選択やキャリア選択を
行う際に大きく影響していたことが明らかになった。

また、年代や通学学校種などにより、生活実態に差
異が生じていたことも明らかとなった。
　上田（1997）は、ハワイの漁業界で活躍した日系
一世の喜多氏のライフヒストリーを調査した。上田

（1997）の調査から、「日本人移民の一世が異郷の地
ハワイへ至り、慣れない土地での苦難の生活に打ち
勝って現在のハワイでの安定した生活を確立した足
跡を、あるいは漁業でみるならば、ハワイ漁業の基
礎を築いた足跡を記録にとどめ、これからの若いハ
ワイ日系人や日本人に知ってもらい、その生き方に
役立ててほしい」という日系一世の思いが明らかに
なった。また、喜多氏は長年ハワイの日系社会で世
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、日系社会のために活躍した。
　村上（2019）は、ハワイ生まれの日系人にライフ
ヒストリー調査を行い、ハワイ日系社会の特徴や最
近の変化について明らかにした。
　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、一世の日本へ
の望郷の思いなどを1999年から長期に亘って調査し
ている。
　田中（2014a）は、サンフランシスコ近郊に居住す
る長期滞在の日本人にアイデンティティについて質
問紙調査を行った。その結果、長期滞在により民族
アイデンティティの自覚が高まり、日本人としてのア
イデンティティが海外長期滞在には重要であること
がわかった。
　長期滞在者の女性５人の聞き取り調査から、田中

（2014b）は、長期滞在の女性は日本にいたころから
自我が確立しており、独立心が強いことを明らかに
した。海外生活と異文化適応の過程により、元来持っ
ていた自立的な性格が強調され、アメリカ生活に適
応するように変化していったことがわかった。
　先行研究では、ライフヒストリー法を用いた研究
やアメリカ在住の日系人を調査した研究はあった。
しかし、成人してから海外で40年以上長期滞在を
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した日本人男性の自己形成の変化や異文化適応の過
程などに焦点を当て、ライフヒストリー法を用いて
調査している研究はみられなかった。

３．研究目的

　筆者は渡米当初の1985年から、サンフランシスコ
近郊で長期間滞在している日本人や日系人と交流す
る機会が多くあり、日系人・日本人コミュニティと深
い関わりを持っていた。長期滞在の日本人の多くは、
日本にいる同年代の日本人とは明らかに違う特徴が
あり、アメリカ的であった。しかし、多くの海外長
期滞在の日本人は、自分たちを非常に日本的である
と信じ、日本の文化を大切にしながら、生活していた。
そして、日本人であることに強い誇りを持っており、
日本国籍を維持している。筆者は、このような認識
の違いがなぜ起こるのか、海外長期生活が与える影
響について、継続的に調査を行っている。
　本研究では、１人のサンフランシスコ近郊に長期
滞在している日本人男性へのライフストーリー・イ
ンタビューによって、海外長期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、異文化
適応の過程や課題を調査対象者がどのように自覚し
ているのか、長期滞在の課題などを調査し、自己形
成やパーソナリティの変化に海外生活がどう影響し
ていると感じているのかを明らかにしていくことを目
的とした。また、異文化適応をする過程で有効であっ
た個人が元来持っていた資質には、どのようなもの
があるのかを明らかにし、考察する。

４．研究方法

　桜井（2002）は、変動する社会構造の個人に照準
している点は、ライフヒストリー法の特徴の１つであ
ると述べている。
　海外長期滞在による個人のパーソナリティやアイ
デンティティの変化、異文化適応の課題を調査する
ためには、個人に焦点を当てた質的研究方法が適切
である。本研究では、質的研究の１つであるライフ
ヒストリー法を使用した。

　ライフヒストリー法は、調査対象者が自分の気持
ちや考えを自由に語ることができ、調査対象者の考
え方を明らかにできる会話を重視する研究方法であ
る。そのため、本研究のような個人の体験や変容を
研究するためには、非常に有効である。
　ライフヒストリー法は、シカゴ学派による移民研
究「ヨーロッパとアメリカにおけるポーランド農民」
をその源泉としている（高井良，1994）。ライフストー
リー研究は、研究者が個人へのインタビューを通し
て語り手の固有で個性的な経験を聞きながら、その
インタビューをもとに、抽象化や一般化の作業を経
て、人々のアイデンティティのあり方や文化・社会
現象を描き出すことである（桜井，2006，p 75）。
　桜井（2006）によると、ライフヒストリー研究が
注目されているのは、社会の側からの要請である。
新たな社会問題が登場している21世紀において、当
事者や少数派の意見を聞くことが要請されている。
　桜井（2006）は、語り手が物語をはぐくみ、豊か
に発展させるために、調査者へ３つの戦略を示唆し
ている。調査者のアイデンティティが語り手にとっ
て語る物語を方向付けること、調査者の背景知を使
うことで、語りを生産的なものにすること、調査者
自身をインタビューに投入させることである。
　筆者は、研究対象地であるサンフランシスコに22
年滞在し、日系人・日本人社会とも関りが深い。本
研究の目的である異文化適応の課題を明らかにする
ためには、当事者の語りに焦点を当てることができ、
背景知を熟知し使用することができるライフヒスト
リー方が最適と判断し、使用した。

4.1　調査対象者
　調査対象者は、1970年代に24歳で渡米した鈴木
直哉（仮名）、70代（調査当時）である。14歳年上
の姉がアメリカ人と結婚し、鈴木さんが中学生の時
に渡米していた。姉の影響もあり、大学生の頃から
アメリカへ移住することを決めていた。大学卒業後
に知り合った妻と渡米前に結婚し、姉が保証人とな
り永住権を取得し、夫婦でサンフランシスコに移住
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した。移住後、貿易会社、レストラン、日本語補習
校など様々な職場で就労した。日系人・日本人コミュ
ニティでも各団体のボランティアをするなど活躍し
ている。現在は退職し、第２の人生を楽しんでいる。

4.2　手続き
　本研究は、2007年の長期滞在日本人女性への聞
き取り調査に引き続く研究である。そのため、比較
をする目的もあり、田中（2014b）と同様の手続き、
研究手順、研究方法を使用した。
　本研究では、１）日本で少なくとも高等学校まで
の教育を受けている、２）アメリカに40年以上在住
している、という２つの条件を満たす１人の長期滞
在の日本人男性に聞き取り調査を行った。聞き取り
調査は、2015年８月に実施した。録音データから書
き起こした会話を文章化し、不明な点やいくつかの
テーマに関しては、後日確認の聞き取り調査を行っ
た。
　また、本研究では対象者は１名のため、質的アプ
ローチを使用した。考察は先行研究、田中（2014a）
のアイデンティティに関する調査、田中（2014b）の
2007年に５人の長期滞在の日本人女性に行った同様
の聞き取り調査結果や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、その特徴を調査し、
解釈した。

4.3　研究手順
　１） 研究の趣旨を説明し、調査対象者を募った。

対象者に研究の趣旨とライフヒストリー研究
方法の説明をし、同意を得た。

　２） 先行研究で指摘されているライフヒストリー
の要素を基に質問項目を作成した。

　３）2015年８月に聞き取り調査を実施した。
　４） 聞き取り調査後、録音データから会話の内容

を全て書き起こした。
　５） 質問事項に基づく会話の内容から、対象者自

身の人生における重要事項を調査し、考察し
た。

質問項目
　ライフストーリーに関する質問項目が、本研究の
目的と一致している山中・藤井（2002）の研究で使
用された質問項目を参考に作成した。
　１．基本項目
　２．社会移動
　３．婚姻
　　・結婚歴・配偶者の職歴や民族的背景など
　４．渡米について
　　・理由、目的等
　５．アメリカ人との関係
　６．アメリカに来てよかったと思うこと
　７．アメリカに来て後悔したこと
　８．ライフストーリー
　　・ 子ども時代から思春期の頃の思い出やエピ

ソード
　　・結婚と結婚生活の思い出やエピソード
　　・アメリカに来てから現在までのエピソード
　　・戦争中の体験等
　９．現在の生活状態
　　・生活についての不満や要求
　　・子どもや孫との関係について
　10．民族関係についての意識
　　・日系人についての意識
　　・サンフランシスコの日系人について
　　・アメリカ人との関係
　　・他のマイノリティとの関係
　11．その他、社会や宗教について
　　・階層意識・宗教・アイデンティティ

５．結　果

１）幼少期の家庭環境とアメリカへの憧れ
　本調査から鈴木さんは、幼い頃からアメリカへの
憧れがあったことがわかった。鈴木さんは名古屋の
出身で、幼少の頃は、町中で進駐軍を見ることはよ
くあったそうである。「日本中に駐留軍がそのころ来
てましたよ。僕が子どものころなんか、兵隊さんそ
のものはあまり見ないけど、MPというミリタリーポ
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リス、ヘルメットにMPと書いて白い線の入った、ジー
プに乗った、いつも2人乗っている、それはよく見ま
したよ」と進駐軍に対して抵抗はなかったと話して
くれた。
　第二次世界大戦終了後、鈴木さんの母親は、進
駐軍関係の客が多い高級料理店やホテルで働いた。
鈴木さんの14歳年上の姉や兄たちも母親の勧めで、
高級料理店やホテルで働き始めた。そういう家庭
環境であったため、常に身近にアメリカ文化があっ
た。「漠然と日本よりはいいなと思っていたね。食べ
るものだってアメリカのほうが、何だってメードイン
USA っていいじゃない。そのころ日本はまだ、ほと
んどぼろぼろからちょっと回復した感じだったから
ね」とアメリカ製品への憧れについて語ってくれた。
　「（母親が）高級な料理屋みたいなところで、（進
駐軍の）お金持ちしか行かないようなところで、キッ
チンで仕事していたわけ。そうすると、（中略）残り
物とかなんかで、おいしいものをおふくろが持って
きた」とアメリカの食の豊かさへの憧れを話してく
れた。
　「１番目の兄貴なんかは、小さな軍人さんみたい
な格好させられて入り口で立っている。そうすると、
アメリカの兵隊が来て、お菓子くれたり、お金くれ
たりして」と家族もアメリカに対して好意的であっ
たことを語ってくれた。母親、姉、兄の話から、ア
メリカへの憧れの気持ちが強くなっていったそうで
ある。
　「姉が（アメリカから）送ってくる写真見ても華や
かだし、自動車がいっぱい走っているし」とアメリ
カの生活の豊かさを知り、渡米をする決意を固めて
いった。
　鈴木さんの大学生時代は、アメリカに憧れている
人は多くいたそうである。アメリカに永住すると話
すと、皆羨ましがったそうである。渡米に反対した
人は、妻だけだったそうである。そういう状況や環
境からも、渡米することにためらいを感じなかった
そうである。

２）日本社会への違和感
　鈴木さんは、「日本というのは、他人の目を意識
しながら生きなくちゃいけないという、（中略）そう
いう出るくいは打たれる」、「僕も、そっち（アメリ
カ）のほうがもうちょっと伸び伸びできるし、（中略）、
僕もこんな窮屈な日本より、見たことないんだけど、
見たことないから余計だよね。行こうと思って頑張っ
て」と日本を窮屈なところだと感じていたことを話し
てくれた。
　「男のくせにおしゃべりだとか、日本だとやられ
ちゃうでしょう」と話し、自身の性格が日本の社会
では、受け入れられにくいと感じていた。
　仕事の面でも、「俺はおまえのボスだとか、あな
たはあなたのセクションのここでやっていればいい」
というような日本式の働き方は、自分には合わず、
難しいと感じていたという。
　「絶対日本だったら、僕こんなふうに楽しく生活で
きてなかったと思う。今だったら完全にただのじっ
ちゃんで、小さなことやって、旅行かなんか行った
ぐらいで、動物の写真撮って喜んで張り付けている
ぐらいの性格だと思う」と話し、日本で生活をして
いたら、周りに合わせる生活をしなければならなかっ
たと考えており、人生を楽しめなかったと感じてい
る。
　アメリカに対する憧れと日本を窮屈だと感じる思
いが重なり、また母をはじめとする家族の後押しも
あり、姉のいるサンフランシスコに永住することを
大学生の時から決定していた。

３）アメリカでの生活と異文化適応過程
　渡米後、「アメリカに来て飛行機から降りて、うち
の姉さんと一緒に飛行場から姉の家に向かって行く
景色を見て、ああ、ここが自分の住む場所だと思っ
たよ、最初に」と感じ、アメリカが自分の国だと感
じたと話してくれた。
　「来てよかったと思ったね。だから、ホームシック
という言葉は僕には全然ない。全くない。そんなに
親にもあんまり会いたいとも思わなかったし」と語り、
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ホームシックの経験がなく、特に異文化適応の過程
で問題を感じていなかったことがわかった。
　しかし、日本とアメリカの習慣の違いには戸惑っ
たこともあった。渡米当初は英語ができないことや
日本人ということで、差別的な経験があったことが
わかった。「日本人、要するに国籍がないのがまず
第一段階だけど、英語が話せないし、東洋人だから
採用されなかったというのは明らかにわかるね。同
じ東洋人でも、ここで生まれた人だったら仕事して
いるから。言葉と、それから日本人、はっきり日本
人だからというのも感じたところは何カ所かあった」
とアジア人に対しての差別的な意識が歴然と残って
いたことを話してくれた。しかし、鈴木さんはそう
いう時は、必ず反論をし、ひるむことはなかった。
　アメリカでの適応過程の中で、英語の習得は重要
であった。子どもたちが小学校へ通学するようにな
ると、親も補助金集めのために、学校の行事に参加
しなくてはいけないが、言葉の問題で苦労した。「一
番苦労したのは、学校で、ファンドレイジングとか
で僕も行かなくちゃいけない場面が出てくるから、
行くとやっぱり、僕はアメリカ育ちじゃないから言葉
ももちろんだけども、習慣も違うし、（中略）寄付金
を集めてくるとか、そういうのは僕最初は抵抗あっ
たね。嫌だなと思ったけど」と語り、英語力が十分
でないために、きちんと理解できなかったことに不
快感を感じていたことがわかる。「そういう言葉とか
習慣が違うから、人の中に入るのが一番嫌だったの
ね。１対１だったらいいけど、入っていくと、何げな
く向こうの人が冗談言ってもわからないし」という
発言からも、英語力の重要性を感じていたことがわ
かる。
　また、サンフランシスコが特殊であることも語り
からわかった。「特にサンフランシスコとかこのカリ
フォルニアは東洋人が多いので、おそらくほとんど

（差別）ないと思うんだね。（中略）このあたりは人
種のるつぼだから、何人と言っていたら、お巡りさ
んだって東洋人いっぱいいるし、病院へ行ったって
東洋人のお医者さんがいっぱい」と話し、サンフラ

ンシスコに居住していたから、差別体験があまりな
いと感じていることを話してくれた。

４）姉と妻のサポート
　14歳年上の姉がアメリカ人と結婚し、既にアメリ
カに移住していた。姉が保証人となり、鈴木さんは
永住権を取得でき、渡米した。「姉さんがいるから。
姉さんがいるから足掛かりあるし、ただ、言葉だけ
が、今でも不自由しているんだけど、言葉だけあれで、
ほかは何も、何ともなかったね」と姉の存在が大き
かったことを話していた。また、「うちのおふくろが、
お姉さん１人でアメリカで暮らしているから、年とっ
ていったら寂しいから、おまえ行ってやればお姉さ
んも喜ぶし、行きなさいって後押しするし」と家族
の賛成があったことも渡米を決定した要因の１つで
あった。
　アメリカに移住していた姉が、鈴木さんの渡米前
から住居や仕事の手配をしてくれていた。「（渡米前
に）仕事場から（雇用の）約束の手紙をもらってい
た」ため、大きな不安や心配なく渡米することがで
きた。渡米後も姉は、日系人・日本人コミュニティ
の人々や姉の夫の友人を紹介してくれ、サンフラン
シスコでのネットワーク作りを手助けしてくれた。鈴
木さんは、誰ともすぐに打ち解けられる性格であっ
たことと姉のサポートもあり、友人の輪を広げてい
くことができた。このことも、ホームシックを感じず
に済んだことに影響していると考えられる。
　22歳の時、英語学校で妻と出会った。一目ぼれで
あったが、その時にはすでに渡米を決めていた。妻
は当初は、渡米に反対していた。「目的もなく、ただ
姉がいるという理由だけで、渡米してどうするんだ
というようなことを言われたよ」と話し、なかなか渡
米に賛成をしてくれなった。しかし、最終的に同行
することを決めたくれた。「あの人が一緒になるって
約束してくれたとき、（中略）俺はうかうか死ねない
と思ったね」とその喜びを語ってくれた。妻も一緒
に渡米したため、生活の面では妻のサポートによっ
て、日本と変わらない生活ができたこともあり、特
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に問題はなかった。妻は、日本では保育士として勤
務し、渡米後は日本語指導に係る仕事をしていた。
渡米後も日本の文化を大切にし、子どもや孫にも日
本語を教え、文化行事を通じて、日本文化を伝えて
いる。当然、家庭での食事は、和食である。
　鈴木さんも子どもたちには、日本文化を継承して
ほしいと思っている。英語以外の言語ができる事は、
本人たちにとっても利益があると思っている。一番
大切なことは、自身の家族とコミュニケーションが
取れることである。「日本人の子どもだから日本語
を話せたほうが、自分の日本にいる親類、子どもた
ちの身内と話すときに、日本語話せなかったら断絶
になっちゃうじゃないですか。片一方は英語で、片
一方は日本語だけといったら、とても難しいからね。
僕の親たちもそういう日本人同士の断絶みたいなと
ころあったから（筆者注：姉の子どもたちは日本語
ができず、両親と会話ができなかった）、あれは寂し
いなと思ったから、やっぱりこっちで頑張って、うち
の（妻）は特にそういうのが専門だから、それは思
いましたね、完全に。絶対に日本にも送って、日本
語はある程度話せるように、会話ぐらいできなくちゃ
いけないのは絶対ありましたね」と子どもたちへの
教育観を語ってくれた。
　アメリカで生活しながら、日本の生活様式を維持
できていたのは、妻のサポートと努力の影響が大き
く、鈴木さんがホームシックを経験せずに済んだこ
とやアメリカ生活にスムーズに適応できたことにも
影響していると考えられる。
　鈴木さんのアメリカ生活や異文化適応の過程にお
いて、姉と妻の存在とサポートは重要であったこと
が窺える。

５）鈴木さんの資質
　幼い頃は悪がきだったことや年の離れた兄姉との
関係などから、確固たる自己が形成されていたこと
がわかった。「どんな少年時代でしたか」という質問
に対し、「悪がき」と即答した。「みんなをあおって
けんかさせたり、自分も先頭に立つんだけど、やら

れたら必ずやり返す。相手が年上でもやり返してい
た」と話し、負けず嫌いであることがわかる。いつ
も４、５人の友人と遊んでいて、イナゴ釣りをしたり、
竹で弓や竹刀を作ったりと自然の中で子ども時代を
満喫していた。
　また、誰とでもすぐに打ち解けられる性格で、職
場や近隣の住民をはじめ、アメリカ人とも良好な人
間関係を構築していることもわかった。「近所の人と
か、表で顔合わせると、30分ぐらい歩いて来ようと
か、それはやっていますね。それは自分の僕の個人
的な、僕はそういうタイプだと思うんだね。わりとス
ムーズに入っていって、気が付いたらそこの家でご
飯食べていたという、そういうタイプなんですよね。
英語は下手だけども、何か入っていっちゃうという
感じで。逆にけんかしたら、下手だけど平気で対等
できる」と自身の性格について話してくれた。
　また、適応力が高いことについて、「僕はもともと、
移動するとそこで居ついちゃうの。その周りの人と
は仲よくなる。またこっち来たら、前の人全然僕忘
れちゃうの」と話してくれた。
　アメリカでの生活をとても前向きに楽しんでいる
こともわかった。「全体的にいえば、やっぱり気候も
いいし、広々としているから気持ちも、やっていて
いつも来てよかったなと思う、どの仕事に就いても
思いますね。その職場、職場によって、日本では味
わえないようないいことが、僕の個人的な感情では
楽しかったですね」とアメリカでの生活にとても満
足していることが窺える。
　鈴木さんは話好きな性格である。そのことについ
て、「男のくせにおしゃべりだとか、日本だとやられ
ちゃうでしょう。僕こっち来たら、おまえ日本人にし
ては珍しいね、すごくフレンドリーねとか」と話し、

「絶対日本だったら、僕こんなふうに楽しく生活でき
てなかったと思う」と語り、アメリカだから、自分を
偽らなくてもよかったと感じている。
　また、「日本人のいない職場のほうが、ある意味で
は面白いなと思ったね。いろんな人のいろんな文化、

（中略）そんないろんな人種のいろんな人がいるのに、
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１つの目的でちゃんとうまく仕事ができていくという
のも、やっていて面白いなと思ったね」、「だんだん
アメリカの生活に浸透してくれば浸透してくるほど
楽しい」、「アメリカの人と会話して、アメリカのジョー
ク言ったり、言われたりしているときが一番楽しい
ね」という表現から、多文化環境に適応し、アメリ
カでの生活を満喫していることがわかった。鈴木さ
んはユーモアが好きであり、この点もアメリカ文化
に適応できた一因と考える。

　結果を図１にまとめた。

６．考　察

　鈴木さんは、日本に住んでいた頃から外交的で、
自己確立がされており、アメリカ人とのコミュニケー
ションや異文化での生活を通して、自分の意思を表
現できるようになっていったことが明らかにできた。
元来の積極的な性格やアメリカが身近にあった環境
や姉と妻のサポートがあったことなどから、移住後
の適応の過程で、大きな問題を感じていないことが
わかった。特に差別的な体験をしていない鈴木さん
は、アメリカ人の友人が多く、良好な人間関係を築
いている。また、日本人であるアイデンティティを
保持しながら、コミュニティの一員として、良好な
関係を保持している。
　「あなたのアイデンティティは、何ですか」という
質問に対し、「日本人のおじいちゃん」と答えた。鈴
木さんにとって、日本人をつけることに意味がある。

「どうやって何やられても日本人は取れない。言葉も
日本語しか話せないし、顔見たって日本人だし、作っ
ているもの（食事）も日本のものばっかりだしね」

図１　鈴木氏の適応過程

と語った。鈴木さんはアメリカ国籍を取得しており、
国籍上はアメリカ人である。しかし、国籍を取得し
ても、日系アメリカ人になったとは思っていない。鈴
木さんをはじめ、多くの長期滞在の日本人にとって、
日系人とはアメリカで誕生し、成長した日本人であ
る。長期滞在の日本人は、人生の大半をアメリカで
生活していても、日本人であると思っている。そう
いう背景もあり、日本人としての民族アイデンティ
ティを大切にしていることがわかる。
　子どもや孫世代にも日本語と日本文化を継承して
ほしいと願い、積極的に教育をしている。この点に
ついては、妻の協力や影響が大きいことがわかった。

７．まとめ

　本研究の結果から2007年の調査と４点が一致し
た。2007年の調査と同様に４年制大学を卒業してお
り、日本にいた時から自己が確立されていたことが
明らかとなった。年の離れた兄姉との交流や元来の
性格も影響し、日本に違和感を抱くなど自己形成さ
れていたことがわかった。
　長期滞在によって海外生活に適応するために、日
本で確立していたパーソナリティが強調され、活動
的な自己を形成していったことも2007年の調査結果
と一致した。カルチャーショックを体験していない
こと、異文化適応について特に問題を感じていない
ことからも活動的な個性が確立していったことが明
らかになった。
　次世代教育への思いも、田中（2014b）の研究結
果と一致する。自身の日本の家族とコミュニケーショ
ンをしてもらいたいという思いや二ヶ国語ができる
ことが子どもにとって価値があることから、日本語
と日本文化の教育を行っていることがわかった。
　上田（1997）の指摘にある世話になった日系社会
への恩返しをしたいという気持ちも、田中（2014b）
の結果と共に、一致している。鈴木さんも積極的に
日系人・日本人コミュニティの手伝いをしている。
　本研究から、40年以上、人生の大半を海外で長
期滞在することにより、日本人としての民族アイデ
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ンティティが強調されていき、海外長期生活におい
て重要であることがわかった。言い換えれば、アメ
リカでの長期滞在には、民族的な様々な課題があ
ると推測できる。2020年に全米で起こった「Black 
lives matter」の抗議活動にみられるように、人種
差別問題は根深い。また、英語がネイティブレベル
でないことを理由にする就職差別もある。
　これらの課題と特徴が、日本人長期滞在者に共通
する点であるのか、世代や渡米年齢による違いがあ
るのか等を明らかにするために、今後も聞き取り調
査を継続し、検証をしていきたい。

注）本論文は、2017年多文化関係学会第16回大会
での報告をもとに、再分析・考察したものである。
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