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Abstract

　This paper attempts to shed light on three psychosocial factors that are seen as hindering the promotion of 
bilingual education. These factors were identified during interviews with and observation of eight individuals 
involved in interlingual marriages. They are classified here as the bilingual paradox, conflict and indifference. It 
is contended that while the method of“one parent-one language”may well be an effective strategy, in cases of 
separation or divorce it often creates conflicts. As a result, different strategies may need to be developed, and 
there may even be very good grounds for reassessing the value of raising children bilingually.
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はじめに

　国際結婚の結果，２人の親の２つの母語が使われ

る家庭では，子供をバイリンガルに育てたいと思う

のは自然であろう．そんな親の希望を反映して，ど

んな方法で子供をバイリンガルに育てたかを語る

体験集，バイリンガルに育てる教育方法を提唱す

る書物，バイリンガル教育を学術的に検討する著

書や論文は数多く出版されている．JALT（全国語

学教育学会）のバイリンガル教育部会は，その３

つの発行誌Monograph, Japan Journal of Multilingual 

and Multiculturalism, および『バイリンガル教育』

を通じて，数多くの国際結婚家庭にバイリンガル

教育に関する役立つ情報を伝えてきた．その中で 

近年，子供をバイリンガルに育てる方法としてone 

parent-one language, １人１言語の原則，が有効で

あるとのメッセージが広まりつつある．

　しかし，現実には，１人１言語の原則を実行でき

ない親１人の家族が増え，子供をバイリンガルにす

ることが難しい状況にある家族も存在する．そこに

は，何か共通の心理社会的要因が働いているのだろ

うか，あるいは，ある特性を持つ家族にだけ見られ

る特殊な心理社会的要因があるのだろうか．こうし

た心理社会的要因を探る目的で，子供をバイリンガ

ルに育てることを諦めた，または失敗したと感じて

いる国際結婚家族を対象として面談を実施した．本

稿は，この面談に基づいている．

　面談の目的は，あくまでもバイリンガル教育に影

響をもたらす親の心理と，家族が置かれている社会

の要因を探るものである．したがって，本稿には言

語学的観点は含まれない．また，本稿のもととなっ

た研究は，著者が継続している国際結婚家族におけ

る異文化要因の特有性をさぐる研究の一部であり，

バイリンガル研究としては未だ出発点に立ったばか

りであることを断っておく．

1．これまでの研究と用語

　日本人を対象としたバイリンガル研究初期の主

な研究には，山本（2001）がある．山本は，Döpke 

（1992a, 1998），Hoffman（1985），Harding-Esch & 

Riley（1986）などを含む多くの欧米のバイリンガ

ル教育についての研究を基に，日本でバイリンガル

に関する調査を実施した．そして，２つの言語が使

用されるバイリンガル家族においては，弱い方の言

語（L2）に触れる機会が多ければ多いほど子供の

当該言語の発達にプラスとなり，子供が両方の言

語能力を有し適切に使い分けることができるactive 

bilingualになる可能性が高いことを見出した．強い

方の言語（L1）優勢の環境では１人言語の原則よ

りももっと積極的にL2に触れる機会を与えること

が必要だと説く．

　中島は，『バイリンガル教育の方法』（2002）にお

いて，バイリンガルに育てる成功要因としてL2に

触れる時点での子の年齢と，しっかりした母語の発

達を挙げた．必ずしも１人１言語原則を否定するも

のではないが，母語が十分に発達しない段階で第２

言語習得に集中すると，どちらの言語の発達も不十

分なセミリンガルに陥る危険があると警鐘を鳴らし

ている.

　一方で，両親のうち１人が日本人の家族では１人

１言語の原則が広く支持され，この原則を行使する

にあたって注意すべき細則を紹介する体験談や研究

が発表されている．たとえば竹内（2006）は，オー

ストラリアのインターリンガル家族を対象とする研

究において，１人１言語の原則にしたがってバイリ

ンガルな子を育てるためには，日本人母親が厳密に

日本語以外を受け付けない日常習慣が成功の鍵で

あったと報告している．

　本稿では，Yamamoto（2001）にならい，２つま

たはそれ以上の言語を家庭内で使用する場合の用語

としてinterlingual familiesを採用し，インターリン

ガル家族とした．interculturalを異文化または異文

化間と翻訳する例があるので，異文化間結婚や異文
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化家族とすることも考えられたが，すでに定着して

いる用語バイリンガルに倣い，インターリンガルと

したものである．バイリンガルは，２つの言語と関

連している，または２つの言語を使用する能力を有

している状態を意味し，バイリンガルな環境とはそ

こで２つの言語が使用されていることを意味する．

インターリンガル家族では，２人の親の２言語のう

ち，より頻繁に使用される優勢な方をL1，劣勢な

方をL2と区別する．

　用語に関しては，さらに，bilingualityとbilingualism

を区別した．個人の能力をその個人のおかれて

いる環境から切り離して考えることは難しいが，

bilingualityは個人が持つ２つの言語を使用する能

力，bilingualismは２つの言語が使われる環境およ

び２つの言語を使用する主義を意味すると区別し

た．この区別は，中島（2002）とTaura（2005）が

採 用 し た よ う にHammers and Blanc（1989） に

従ったものである．この区別は，individualityと

individualismのそれに倣うものとも言える．

　なお，これまでは「使用する」と表現してきたが，

厳密には，本稿はbilinguality「話す」能力を主題と

するもので，「読む・書く」能力biliteracyは研究の

対象としていない．また，ここで扱うインターリン

ガル家族は，日本居住の家族に限られている．した

がって，研究結果の応用には限界がある．

2．研究方法

　２つ（またそれ以上）の言語を使用している家

族の親８人との面談．面談対象者の詳細は附表１

にまとめてある．そのうち５人については，その

家庭生活を知人として観察する参与観察participant 

observationの機会も持った．

　面談期間・面談回数：　2007年11月から2008年８

月にかけて神奈川・千葉・大阪にて実施．被面談者

の都合や希望により面談の回数は１から３，１回の

面談は30分から５時間と異なった．

　質問項目：　年齢，国籍，性別，配偶者の国籍，

婚姻状況，子の年齢，子と話すときの言語．子供を

バイリンガルに育てることへの関心の程度，そのた

めのどのような努力をしているか，その過程でどの

ような問題を経験したか，今どのような問題を抱え

ているか，を中心とした半構造化面接法を採用した．

3．結果と考察

　まず，インターリンガル家族の親の分類（表１）

を試みた．バイリンガル教育への関心の程度と子供

をバイリンガルに育てるための努力の程度によっ

て，親を分類したものである．これは，著者のオリ

ジナルで，面談の結果抽出された３つ心理社会的要

因を位置づける目的で作成された．３つの心理社会

的要因は，それぞれ「バイリンガル・パラドックス」

「コンフリクト」「無関心」と命名された．これらの

３つの要因は全ての親にあてはまるのではなく，当

該グループの親に特徴的に見られる要因である．

　表１のグループの名称と３つの心理社会的要因の

位置づけは，次のとおりである．

G1　関心も努力の程度も高いグループ

G2　関心はあるが努力は限られているグループ

G3　関心はあるが努力はしないグループ

G4　関心もなく努力もしないグループ

　G1グループは実際に子供をバイリンガルに育て

ることに成功しており，その例は，早くから親のみ

ならずバイリンガルに育った子供からも報告されて

いる（Ryan 1998など）．

　G2グループは関心も高く努力もしたが，様々な

理由でうまく行かず努力が限られてしまったケー

ス．ここでは，「バイリンガル・パラドックス」と

いう要因に注目する．

　G3グループは，バイリンガルに育てることに関

心はある，またはあったが，そのための努力はしな

いことになったケース．「コンフリクト（葛藤）」が

顕著なケースである．
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G4グループは，関心も高くなく，努力もしていな

いケース．「無関心」で代表される．

　それぞれのグループの特徴と，そこにみられる心

理社会的要因を詳しく検討する．

表１　バイリンガル教育への関心の程度とバイリンガルに育てるための努力の程度をもとにした
バイリンガル家族の親の分類

Table 1. 　Parents grouped according to the level of their interest in, 
and the amount of effort put into raising bilingual children
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3.1　G1，その特徴

　１人１言語が子供をバイリンガルに育てるのに

有効であるとする例は，多く見られる．前述の全

国語学教育学会のバイリンガル教育部会が発行し

ているB ilingual Japan, Monographs on B ilingualismや

ヨーロッパ・アジアのバイリンガル家族を研究した

Harding-Esch & Riley（2003）などを参照されたい．

それらの成功例では，様々な状況を整え，日々努力

し，それを継続するという課題に２人の親が協力し

て取り組んだことが記されている．そのように努力

する理由として，子供はバイリンガルであることに

より，グローバルな考え方や感じ方ができるように

なる，自国に限らず世界の各国で働くことができる，

２親のそれぞれの親や家族と直接話をすることがで

きる，が挙げられている．また，長期的に見て，２

つの文化を継承することができることも理由として

挙げられている．

　逆に，バイリンガルになるために払わなければ

ならない代償として挙がっているのが，根無し感 

sense of loss, とアイデンティティの混乱identity 

confusion, である．根無し感は、２つまたはそれ以

上の言語や文化を身につける過程で自分がどちらの

国にも属さない，どちらの言語も母語でないと感じ

ること，アイデンティティの混乱は，自分が何国人

か，何者かと迷うことで代表される．

3.2　G2，その特徴と「バイリンガル・パラドック

ス」要因

　１人１言語方式などバイリンガルに育てるための

方策は採られたが，G1グループほどバイリンガル

に育たなかった場合である．ここでのパラドックス

は，親がバイリンガルであることが，その子供のバ

イリンガル教育にマイナスに働くことである．具体

的には，子供は自分にとっては第２言語で劣勢言語

であるL2よりも話しやすいL1を使いたがる．この

とき，親がL2しか話せないならば，子供は他の選

択肢がないので，L2を使用する努力をする．しかし，

L2で話しかけている親がL1も使用できると分かっ

ている場合は，その容易さからL1使用に移行しが

ちである．この現象は，子供の年齢が低くL2の親

にはL2で話さなければならないという意識的なコ

ントロールが難しい場合に，より顕著であると考え

られる．そのため，自身がバイリンガルな親は，そ

うでないモノリンガルな親よりも，子供との会話で

L2に徹底する努力を強いられることになる．Döpke 

はすでにこの現象を1992年の論文で指摘している

が，パラドックスという概念では捉えていない．ま

た，Lanza（1997）は，子供をバイリンガルに育て

るのに成功するかどうかは，L2使用者の親がL2だ

けの環境をどれだけ保持できるかにかかっているだ

ろうと述べている．

　このバイリンガル・パラドックスは，子供たちの

生活の場でL1が使われている環境では，L2が使わ

れている環境でよりも強く働くと考えられる．たと

えば，テレビ番組や近隣の家族，地域の学校でL1

が使用されていれば，L2を使用することは子供に

とって「自然」でない．そのため，L2を母語とす

る親がL2に徹底しようとしても，子供はL1に頼ろ

うとするのは理解に難しくない．そんな例が，被面

談者のイギリス人父親から報告された．パラドック

スを体験したのは，彼の日本人妻で，家族がイギリ

スで生活しているときのことであった．子供たちが

学校では英語で学び，友人と話すのも英語だけとい

う環境で，家庭でのみ子供たちとのコミュニケー

ションに日本語を維持するのは困難であった．子供

たちにとって，家に帰って学校のことを話すには，

たとえ母親から日本語で質問されたとしても，英語

で話す方が容易であり自然だからであり，また，母

親が英語でも理解すると知っているからである．そ

れに比べ，イギリスでも日本でも，英語しか話せな

い父親とのコミュニケーションは英語に限られ，日

本語で話しかけることはなかった．１人１言語の原

則を実行するに関して，バイリンガルの母親は，自

分のバイリンガル性がゆえに子供をバイリンガルに

育てるのが困難になるというパラドックスを経験し

たわけである．あえて付け加えるなら，このモノリ
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ンガルな父親は，子供たちがバイリンガルに育って

から，言語に関しては子供たちに対して権威を失う

経験をしている．よく似たケースは，Haskell（1998）

やFujiu（2004）にも報告されている．

　もちろん，バイリンガル・パラドックスは，親の

努力によって克服できるものである．子供が誕生し

たときから１人１言語をルールとし，子供にもそれ

が守るべきルールであることを明確にし，厳密にそ

の原則を守る．さらに，子供が飽きないようにゲー

ム・物語の読み聞かせ・L2の仲間とのパーティや

キャンプ・インターネットでの学習などさまざまな

方法を活用することで，実際にこのパラドックスを

克服して子供をバイリンガルに育てた例は，たとえ

ば，Chikamatsu（2001）に見られるとおりである．

Takeuchi（2006）も，オーストラリアで調査した

日本人母親たちについて，困難にもめげず，子供が

英語で話しかけても日本語だけというルールを徹底

して実行した場合にのみ，子供がバイリンガル能力

を十分に発達させたactive bilingualになったと報告

している．

3.3　G3，その特徴と ｢コンフリクト（葛藤）｣ 要因

　このグループの親が，積極的に子供をバイリンガ

ルに育てようとしない理由には次のようなものがあ

る．バイリンガル教育をするに適した学校が近くに

ない，あっても授業料等が高すぎて現実には可能で

ない，よく似た年齢層の子供が近くにいないため一

緒になって遊ばせたり言葉を学んだりすることがで

きない，などである．このような要因については，

たとえば，Beck（2002）に詳しく報告されている

ので，ここでは，別居や離婚が理由で子供をバイリ

ンガルに育てることにコンフリクトを経験している

場合について検討する．

　１人１言語の方法は，明らかに２人の親，または

それに代わる存在，による２つの言語のインプット

を必要とする．別居や離婚で，１人の親がその言語

によるインプットを子供に対して継続的に提供する

ことができない場合，通常は子供の当該言語能力が

低下する．この低下・減退，attrition，が見られた

ケースは，Yukawa（1999）やBingham（2007）に

紹介されている．子供がバイリンガルに育つことの

価値を認めながらも，片親の言語インプットを制限

したいと願う親は，子供がそのL2能力を低下させ

るのをみて複雑なコンフリクトを経験することにな

る．また，インプットを提供したくても，それが可

能でない状況に置かれた親も，心理的コンフリクト

を経験することになる．面談からの例を用いて説明

する．

（１）コンフリクト１

　このタイプのコンフリクトは，日本国内の幾つか

の地域に限られたことで，全国的現象ではないと考

えられる．しかし，日本語しか話されていない環境

において，バイリンガルであるために目立ってしま

うことを恐れて，その子供が日本語以外の言語を話

すことに強い社会的プレッシャーを感じる親は存在

し，いじめの対象とならないように，バイリンガル

であることを極力秘密にしたがる親や子供も少なく

ない（Beck2002；Greer2005）．面談に応じたイギ

リス人の夫は，別居中の日本人妻から，「校庭であ

なたと英語で話していると目立つから，英語で話さ

ないで．あの子は見掛けが違うだけで十分目立って

いるのだから」と，娘を迎えに行ったときに英語で

話をすることを禁じられた，と報告している．日本

では，「ハーフ」は目立つ．それを嫌がる親や子供

は，極力日本人らしくしようとして日本語以外の言

語を遠ざける．このケースの場合，イギリス人の父

親は，娘とともに過ごす時間も縮小され，日本人が

しないような遊びやスポーツなどの活動も全て目立

つからと制限された．この父親によると，日本人の

母親は，娘がバイリンガルになることのプラス面を

認めながらも，今の生活の場において娘が目立たな

いようにするために，バイリンガルになるのに必要

なインプットを排除せざるを得ないと考えている．

これが，母親が抱えるコンフリクトである．
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（２）コンフリクト２

　このタイプのコンフリクトは，既に離婚している

カナダ人から報告された．彼の元妻は日本人で，二

人の間には面談当時７歳の男の子がいる．元妻は別

居中子供と父親が接する機会を極力制限し，離婚し

て父親がカナダに帰国してからは１年に２，３回し

か許さなかった．その結果息子の英語力は極端に低

下し，父親との会話にも困るようになった．これは，

単にカナダと日本という距離の問題ではなく，元妻

が，父親に子供を託すことや子供が父親と二人だけ

で時間を過ごすことに不安を感じて許可しないため

であった．母親は，子供がバイリンガルになること

に反対ではない．しかし，それを可能にするために，

父親が子供と英語で接する機会を与えることに心理

的葛藤があって許すことができず，結果として，子

供の英語力を低下させていることになる．さらに，

彼女が元夫に対して抱いている不信感や不安は，い

ずれ子供が父親に対して抱く感情に影響を与える可

能性も否定できない．その意味で，このコンフリク

トは，前述のコンフリクト１よりも子供に与える影

響は深刻ともいえる．

　このようなケースは例外だと無視することは、現

実的ではない．外国人配偶者と日本人との間の離婚

率が増加しているからである．2007年の厚生労働省

調査によると，日本人の外国人配偶者との離婚数は，

1992年には7716件だったのが，2007年には18220件

になっている．今後，このケースのように，元配偶

者への強い不信感や不安が，バイリンガル教育に望

ましいとされる１人１言語の原則の実行を難しくす

るケースが増大すると考えられる．

3.4　G4，その特徴と「無関心」要因

　子供をバイリンガルに育てたいと願う親がいる一

方で，さまざまな理由から，それほど関心がないま

たは無関心な親も存在する．その理由は，バイリン

ガルになるために経験する心理的ストレスが大きく

て，バイリンガルであることのプラスがそれほど重

要と考えられない，また，L2環境が限られていて

バイリンガルに育てることが難しく努力する価値が

ないなどである．子供がバイリンガルでないことの

弊害は，どちらかの親が子供と母語で話すことがで

きないために双方が理解できる会話内容に限りがあ

る，あるいは，話さない言語の背景にある文化（C2）

が継承されない，などに表れる．

　面談した家族では，日本人妻と中国人夫の間の子

供について，中国語ではコミュニケーションを取れ

ないこと，また中国文化を見下すような態度を見せ

ることが報告された．両親はともに日本語と中国語

のバイリンガルであるが，それぞれ母語がL1であ

る．この日本人妻によると，息子の言語発達には，

中国語がL2でしかない自分よりもL1である夫の方

が適任だと考えて夫に依頼したが，夫は「日本で育

つ限り，中国語に触れる機会が少なすぎるのでバイ

リンガルには育たない」と言って，その試みをしな

かった．結果，18歳になる息子と父親が話すときは

日本語に限られ，父親の日本語能力を息子が高く評

価しない，またその背景にある中国文化を高く評価

しない，ことが母親の後悔の種だと言う．

　この日本人妻は，これには日本における中国語と

中国の評価の低さが関係していると考えている．同

じような例が，両親が中国人である家族にも見られ

るという．友人の家族では，両親が中国人でともに

子供たちには中国語で話しかけるにもかかわらず，

子供たちはpassive bilingualでしかないと言う．親

は中国語で話し，子供は日本語で答えるパターン

である．子供たちからすると中国語で話すことは，

「かっこよくない」のである．しかし，たとえばア

メリカのようなマルティリンガル・マルティカル

チャルな国では，中国がそれほど意識されずまた卑

下もされないので中国語が継承されていくと思う，

と日本人妻は最近まで２年滞在していたアメリカと

比べて結論付けた．

　この観点で，無関心は，日本における中国語の地

位に特化した現象と考えることも可能である．あ

る社会における言語の地位が親のバイリンガル教

育への思い入れに関与することは，すでにHarding-
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Esch & Riley（2003）でウエールズとイギリスの家

族についても言及されている．

4．結論

　本稿では，日本でのバイリンガル教育に影響を与

えると考えられる３つの心理社会的要因を検討し

た．研究自体はまだその緒に就いたばかりだが，子

供をバイリンガルに育てることに何らかの消極性を

もつ親との面談では，これまで十分研究されてこな

かった心理社会的要因が働いていることが明らかに

なった．その１つは，自身がバイリンガルな親がバ

イリンガルであるがために経験するバイリンガル・

パラドックス，２つ目は，子供をバイリンガルにし

たいが子供が育つ環境で不必要に目立ったりいじめ

の対象となったりすることを避けたいとするコンフ

リクトと，配偶者の子供への影響を好まないゆえに

配偶者の言語インプットも拒否する場合のコンフリ

クト，３つ目は，子供をバイリンガルに育てること

への無関心である．これらは，あくまでも，本研究

の現時点での考察に基づいている．面談対象者が増

え，その属性や家庭でのバイリンガル教育の状況が

多様に広がれば，結果が異なることも考えられる．

ゆえに，安易な一般化には注意を払いたい．また，

結果には価値判断をつけるべきではないことを強調

しておきたい．

　ただ，湯川（2004）が述べているように，バイリ

ンガル教育の成功を広く求めるにあたっては，これ

までのように成功例からのみ英知を得ようとするの

では不十分なことは明らかである．非選択や失敗

のケースなどからも，バイリンガル教育普及への

ヒントを拾うべきであろう．視点をさらに広げる

なら，バイリンガル教育・バイリンガル研究には，

これまでのように言語・教育面の専門家だけでな 

く，心理社会要因を広く研究する異文化心理学や異

文化社会学の研究者，および臨床ケースをもとに心

理面を深く掘り下げる臨床心理や精神分析の専門家

のインプットを含めた学際的アプローチが望ましい

と言えよう．
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附表１：面談した親の属性　Appendix 1: Parents interviewed


