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1. 序章 

本章では、研究の背景、問題意識、本研究の目的、用語の定義、本論文の構成を示した。 

さまざまな分野・側面において国際化が進むにつれ、人の移動も増加しているという現

状の中、国境を越えて移動する人々が以前までより可視化されるようになり、彼らの言語

使用についての研究も多く行われるようになっている。しかし、彼らの日常的な言語使用

である「ミックス」が彼らの自己表現のための言葉であるとしてその言語意識が注目され

ることは少なかった。そこで、本研究の目的は、移動の経験と複言語使用の記憶によって

形成された≪自己表現のための言語使用≫の現状を知り、どのように過去の経験が意味付

けられてきたかを明らかにすることである。本研究では、とくに、幼少期から複数の言語

に触れながら成長してきた複言語環境を生きる人々の言語の「ミックス」に着目すること

とした。複言語環境を生きる人々の言語意識を明らかにした上で、彼らの言語使用から日

本語教育にどのような示唆が与えられるかを考察することとする。 

 

本研究におけるリサーチクエスチョンは以下の通りである。 

RQ1：複言語話環境を生きる人は、どのように言語による自己表現を行っているか。 

RQ2：RQ1 には、どのような複言語の経験が影響を与えているのか。 

RQ3：複言語環境を生きる人の言語使用を日本語教育の中でどのように考えることができ

るか。  

  

なお、本研究おける、「複言語環境を生きる人」とは、幼少期より複数の言語に触れなが

ら成長してき、いまもなお日常的に複言語を用いる環境で生活する人々のことであり、「ミ

ックス」とは、語・句・節・文の全てのレベルにおける、二言語以上の混用のことである

とする。 
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2. 先行研究 

 本章では、先行研究を整理し、本研究における研究の立場および意義を示した。 

ことばとアイデンティティに関連する研究、ならびに、「ミックス」と複言語環境を生

きる人の複言語に対する意識に関連する研究をレビューした。 

個別の研究について、本論で省察するが、ことばとアイデンティティに関しては、アイ

デンティティとは重層的かつ流動的なものであること、および、ことばとアイデンティテ

ィには密接な関連が認められることが明らかとなっている。また、「ミックス」と複言語

環境を生きる人の複言語に対する意識に関しては、ミックスがどのように論じられてきた

か、ならびに、複言語環境を生きる人の言語意識はどのように論じられてきたかを考察し

た。その中で、「ミックス」の機能やコミュニケーション・ストラテジーとしての役割は

明らかにされていることがわかった。しかし、複言語環境を生きる人の複言語に対する意

識の中に「ミックス」に対する意識が取り上げられることは少なかったのである。 

ここで問題となるのは、ことばとアイデンティティの関連の研究が進み、中でも複言語

環境を生きる人は、自身の中にある複雑なアイデンティティを選択的に表出させていると

いうことが指摘されているにも関わらず、複言語環境を生きる人が用いる言語形態の一つ

としてのミックスが分析・考察されることがなかった点である。 

そこで、本研究では、複言語環境を生きる人々の複言語に焦点を当て、独立した言語と

同様に、ミックスは、単に二言語のミックスであるという以上に、それ自体として、日本

語・英語・中国語のように複数ある言語の一つとして考える立場に立ち、複言語の経験な

らびにアイデンティティとの関連を明らかにすることとする。 

そして、協力者のもっているそれぞれの複言語とミックスに対する意識とアイデンティ

ティの関連を論じながら、複言語環境を生きる人々のミックスに対する意識から、日本語

教育にどのような示唆を与えられるのかを本研究において議論することとした。 
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3.  「自己表現のための言語使用」の研究方法 

 本章では、本研究の調査協力者、研究の手続き、記述の方法、研究の倫理について示し

た。 

本研究の調査協力者は、さまざまなバックグラウンドをもつ、五名の複言語環境を生き

る人々である。複言語環境を生きる人の中でも、特に、複言語の一つとして日本語をもち、

日本で生活を営む人々を研究の対象とした。現在、日本で生活をしながらも、学校あるい

は職場、家庭内での家族間や友人間などで、同様に複言語に触れながら成長してきた人々

や、複言語話者とのかかわりを持っている人々、また、学習言語と生活言語が異なる環境

で生活した経験をもつ、あるいは、現在そのような環境に身を置いている人々が研究の対

象である。 

本研究では、桜井厚(2005, 2013)のライフストーリー法を援用し、調査協力者への個別

インタビューを行った。ライフストーリー法を援用した理由は、先行研究によって指摘さ

れているとおり、過去の言語使用の経験ならびに記憶が、複言語環境で生きる人の現在の

言語使用ならびに言語意識に影響を与えていると考えられるからである。 

 

4. 研究結果 

本章では、調査協力者五名の「語り」を個別に分析し記述した。その際、分析の観点と

なるのは、どのようなアイデンティティをもっているか、どのような複言語の経験をして

きたか、自身の複言語に対してどのような認識をもっているかである。 

それぞれの協力者について記述する際、筆者と各協力者の関係を説明したのち、彼らは

≪どのようなアイデンティティをインタビューの「語り」の中で表出させたか≫、≪どの

ような移動の歴史と複言語使用の記憶を有しているか≫、≪自己表現のために自らの複言

語をどのようにしているか ≫という三点を観点として、複言語環境を生きる人々のライフ

ストーリーを分析した。 
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その結果、言語による自己表現として、複言語の「ミックス」と「使い分け」を取り上

げ、彼らの言語意識に影響を与えるものとして、「家族の存在」、「自己アイデンティテ

ィ」、「他者からの視線」、「他者との関係性を構築することば」、「望む未来を創造す

ることば」という観点を提示した。 

 

5. 複言語話者と日本語教育 

前章では、複言語環境を生きる人はどのように言語による自己表現を行っているのか、

また、そのような言語の使用はどのような経験によって形成されてきたかを論じた。本章

では、複言語環境を生きる人にとって、ミックスも複言語の一つであるという立場から日

本語教育への示唆を提示した。 

まず、ミックスに焦点を当て、複言語話者の「語り」を整理した。その中で、複言語環

境を生きる人々は、≪「日本人」としての強い意識とそれに相反する自分の姿≫を意識し、

≪不十分な言語能力を露わにし得る「ミックス」≫という認識から、ミックスの使用に対

して、消極的な認識を持っているということが明らかになった。そして、それには、≪ミ

ックスをする者同士、他者の混ぜ方を気にする≫ことおよび≪日本にいるからこそ意識す

る他者の目≫が影響を与えているということが分かった。しかし、≪楽なことばであるか

ら≫、≪より的確に、正確に自身の伝えたい内容を表すため≫、≪言語と文化の密接な影

響のため≫という理由から、複言語環境を生きる人々はミックスするのである。ゆえに、

消極的な意識をもっているのは、ミックスそのものに対してというよりも、ミックスを行

うことによる他者からの視線に対する認識のためであると明らかになった。 

次に、その「語り」に基づいて、「正しい日本語」の在り方について、および、「ネイ

ティブスピーカー」にという考え方について議論し、従来の日本語教育で行われてきた「誤

用訂正」と「発音修正」を再考するとともに「逸脱」という思想の批判を行った。ミック

スは、自己表現のためのことばであり、伝えたいことを伝えたいと思う相手に伝えたい方
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法で伝える一つの形態であると認識し、日本語教育においても複言語環境を生きる人のミ

ックスを考えていく視点が必要である。 

 

6. 総合的考察 

 本章では、総合的考察として、第四章ならびに第五章の議論を振り返り、それぞれのリ

サーチクエスチョンに対する考察をまとめ、本研究の結論とした。 

 日本語教育の文脈の中で複言語環境を生きる人を考える際、彼らは、日本語という一つ

の言語を用いて他者とのコミュニケーションを図る際にも、自分のもつ複言語の能力・経

験・知識をリソースとして活用しながら、コミュニケーションを図っているということに

留意し、「正しい日本語」あるいは「ネイティブスピーカー」としてイメージされる日本

人像から「逸脱」した日本語を用いること、そして、「逸脱した日本人」の姿を見せるこ

とに対する理解も必要となるだろう。 

そこから、その人たちがもっている複言語を生かしたコミュニケーション、あるいは、

その人らしさにつながる日本語使用に繋がっていくのではないだろうか。また、多文化共

生・複言語社会にあって、言語教育に携わるものとして、相手の気持ちを知り、共感でき

る力も必要な力となろう。 
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