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序章 台湾における台日国際結婚 

 

 

一、研究の背景と動機 

 「で、お子さんは日本語ができるの？」と聞かれる経験を、日

系国際児を持つ親は数え切れないほどしているに違いない。子ど

もが国際児であるとわかると、次にはこの質問が続く。子どもが

大きくなると、子ども自身も同じ経験をする。 

そもそも周りの人がそういう疑問を持つこと自体、ごく自然な

ことである。 

「バイリンガル・バイリンガリズムにはとにかく誤解や偏見が

ついてまわる。過剰に理想化したものから、不当に劣等視したも

のまで様々である。」（山本 2014:ⅲ）と山本が述べているように、

「国際児なら両方の言葉が『自然に』身につく」「二言語ができる

のは当たり前」から「小さい時から二言語に接していると、両方

中途半端になるのではないか」「中国語に加え、日本語も勉強した

ら、子どもの学業に影響する」まで、反応は両極に分かれること

が多い。こうした矛盾を含む反応に接しながら、わが子の言葉の

教育に逡巡する親は少なくない。 

筆者自身も同様の経験をする中で、先達によってなされてきた

研究や身近な台日国際児の子育てのセンパイたちの経験談に助け

られてきた。迷うことはあっても、その時々に拠り所となる情報

や不安の捌け口があれば、自らの指針も見つけやすくなる。 

これまでのバイリンガル・バイリンガリズムの研究は、アメリ
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カ、カナダ、オーストラリア等英語圏の事例が中心であった。し

かしながら、台湾ではそれらの国々とは歴史、文化、教育、言語

等の背景が大きく異なっている。 

また、成長の途中にある子どもは、ある時期のデータだけでそ

の能力や意識を判断することはできず、長期的な視点での調査が

必要である。台湾を土台にした子どもの二言語習得に関するこの

ような縦断的研究は、管見の限りでは見当たらない。 

筆者は 2004 年に、台北日本語授業校1で活動する 15 名の日本人

の母親を対象に、子どもの日本語習得についてインタビューを実

施した（服部 2005）。その後、わが子の同校への入学と同時に保護

者としてその活動に参与するようになった。その活動を通して、

台湾の現地校にわが子を通わせる日本人の保護者の日本語継承に

対する熱意を強く感じる一方で、子どもの教育や授業校について、

各年齢の段階で生じる保護者たちの様々な迷いに触れてきた。 

2014 年 6 月に、筆者は「居留問題を考える会2」によって開催さ

れた新竹での座談会で、日系国際児の日本語習得について講演す

る機会を得た。そこでは子どものことばの習得に対して高い意識

を持つ日本人の参加者から、熱心な質問や感想が寄せられた。 

筆者は 2006 年と 2007 年にも、同会の依頼により台北と新竹で

同様のテーマの座談会に参加したことがある。そこで語られる小

さい子どもを持つ日本人の母親たちの悩みや迷いには、筆者の経

験とも重なるところが非常に多く、共感するものばかりであった。

参加者の顔ぶれは変わっているが、悩みや疑問は 7 年前のそれと

                                                      
1
 第二章で詳述 

2
 「居留問題を考える会」https://sites.google.com/site/kyorumondai/ 
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は変わっていない。 

10 年にわたる台北日本語授業校への関わりと「居留問題を考え

る会」座談会への参加の経験から、子どものことばの習得は異国

で子育てをする親にとっては大きな関心ごとであると実感してい

る。そして、その参考となるような台湾での事例を扱った研究が

必要とされていることを強く感じ、それが本研究の動機となって

いる。 

 

二、台湾における日本人配偶者 

近年、国際結婚の件数と割合が増えている。日本の統計3による

と、配偶者のどちらかが外国籍である国際結婚が婚姻総数の中に

占める割合は、1965 年の約 0.4%から約 1 世代を経た 2000 年には

4.5%に増えた。その後は約 4%から 6%の間を変動している。 

外国籍配偶者を性別に見ると、2010 年の国際結婚の件数のうち

約 75％を日本籍男性と外国籍女性の婚姻が占めている。 

 

表 序-1 台湾に居住する外国籍配偶者出身国別人数 4 

出身国別 計 男 女 

ベトナム 87,357 345 87,012 

インドネシア 27,684 466 27,218 

                                                      
3
 日本国内の数字は、厚生労働省の統計に基づく。厚生労働省 HPホーム

＞統計情報・白書＞各種統計調査＞厚生労働統計一覧＞人口動態調査

（2012 年 9 月 6 日公表、（2014 年 8 月 27 日アクセス）
http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=000001101888 

4
 同 HP「各縣市外籍配偶人數按性別及原屬國籍分」より筆者作成。統計

は、民國 101 年（2012 年）12 月分。 
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タイ 8,336 2,598 5,738 

フィリピン 7,465 478 6,987 

カンボジア 4,283 2 4,281 

日本 3,900 1,801 2,099 

韓国 1,158 321 837 

その他 13,675 7,723 5,952 

総計 153,858 13,734 140,124 

 

台湾でも5、国際結婚の割合は、2001 年の 3.7%から 2012 年には

約 9.6%に増えている6。この中には中国・香港・マカオ出身者も含

まれており、国際結婚全体の 67％を占める。 

 

表 序-2 台湾での日本人配偶者の主な居住地域 
7 

地域別 男性 女性 計 
全国に 

占める割合 

1.台北市 555 751 1,306 33.5% 

2.新北市 354 378 732 18.8% 

3.高雄市 215 153 368 9.4% 

4.台中市 173 177 350 9.0% 

5.桃園市・縣 141 165 306 7.9% 

6.新竹市・縣 65 192 257 6.6% 

7.台南市 114 88 202 5.2% 

                                                      
5 內政部入出國及移民署>首頁>業務統計>統計資料（2014 年 8 月 27 日アク 

  セス）https://www.immigration.gov.tw/ct.asp?xItem=1183521& ctNode 

  =29699&mp=1 
6 同 HP 上の「我國人與外籍人士結婚統計」より。 
7
 上記内政部資料を基に筆者作成。 
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その他 184 195 379 9.7% 

全国合計 1,801 2,099 3,900 100.00% 

 

 
図 序-1 台湾での日本人配偶者の主な居住地域 

 

この他の国出身の外国籍配偶者数は 153,858 人、うち 9 割以上が

女性配偶者で 140,124 人、その国別順位はベトナム、インドネシア、

フィリピン、タイ、カンボジア、そして日本と続く。 

台湾在住の日本籍配偶者については、次の二つの特徴が見られ

る。 

1 点目は、性別による人数の偏りがないことである。日本籍の女

性配偶者は 2,099 人、日本籍男性配偶者は 1,801 人となっており、

男女比が非常に近い。 

2005 年の厚生労働省の資料から、日本在住の日系国際結婚家族

は日本籍男性と外国籍女性の夫婦が多く（7.9 対 2.1）、海外在住の

日系国際結婚家族は外国人男性と日本人女性の夫婦が多い（1.5 対

8.5）と鈴木（2007:15）は述べているが、台湾在住者の場合はその
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傾向からは外れている。 

もう一つの特徴は、都市部の居住者の割合が多い点である。 

台北市と新北市の居住者を合わせた数は、日本人配偶者全体

3,900 人の半数を越えており、更に台中市、台南市、高雄市を加え

た 5 大都市の居住者は、台湾での日本籍配偶者総数の 75%になる。 

 日本との正式な国交を持たない台湾には、日本大使館・領事館

がない。公益財団法人交流協会台北事務所と高雄事務所で、それ

に相当する業務が行われている。邦人会としては、事務局を台北

におく台湾日本人会は、台中と高雄にそれぞれ支部がある。日本

人学校は、台北、台中、高雄の 3 都市に設置されている。 

台湾に暮らす、主に国際結婚をした日本人妻を対象とした親睦

会は、約 150 名の会員を擁し 2015 年には 40 周年を迎える台北の

「なでしこ会」をはじめ、桃園縣中壢市の「中壢日本婦人のお茶

会」、新竹「新竹日本人妻の会」、台中「桜会」、台南「南風」、高

雄「ひまわり会」がある。他に、日本人の集まりとして花蓮「花

蓮日本人会」、台東「台東日本人会」など、各地で活動が行われて

いる。 

第二章で詳述するように、台湾の現地校に通う国際結婚家庭の

子どもに日本語を教える団体も、台北、桃園、新竹、台中、嘉義、

台南、高雄の各地にある。 

「居留問題を考える会」は、日台国際結婚家族の日本人妻を中

心としたボランティアグループで、台湾全国に約 430 名の会員を

持ち、2014 年は活動 15 周年を迎えた。国際結婚家族の居留環境の

改善を目的に、関係機関への陳情や居留情報の提供活動、居留問

題の相談や法律問題等の座談会・講演会等が、台北及び全国を巡
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回して行われている。同会の会長をはじめ各地の役員による献身

的な活動は、異国で法律、教育、健康等様々な方面で不安を抱え

る邦人の支えになっている。 

出産や乳幼児の育児について相談ができる「ねねの会8」も、月

1 回の勉強会の他、mixi でも交流を行っている。 

その他、各種 SNS 上で、国際結婚した日本人配偶者たちのネッ

トワークが広がっている。 

 

三、研究の目的 

台湾で日系国際児を育てる日本人から聞く不安は、大きく次の

ように二分される。子どもたちの日本語習得の問題と、子どもた

ちがこれから通ることになる現地校や台湾社会での経験や意識に

関わる問題である。具体的には、前者は「日本語はどのように習

得させればよいか」「現地校に入ったら日本語の力はどのように保

持するのか」等、後者は「現地校に入ったらどんな生活が待って

いるのか」「日本人だからといっていじめられたりすることはある

のか」「子どもたちは自分が『何人か』と悩むことはあるのか」等

が挙げられる。この疑問に少しでも答えるのが本研究の目的の 1

つである。 

もう 1 つの目的は、台湾で展開されている自主運営による日本

語継承活動の現状と課題はどのようなものか、その事例をより具

体的に提示し今後の活動につなげることである。 

服部（2008）は、「母語･継承語・バイリンガル教育（MHB）研

                                                      
8
 「ねねの会」mixi ホーム＞コミュニティ＞地域＞台湾で母乳育児。 
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究会」の 2008 年度大会で、台北日本語授業校の活動を報告した。

完全な自主運営であるためその基盤は非常に脆弱であり、常に崩

壊の危機に直面している台北日本語授業校の現状の打開策を来場

者に問うためであった。報告後には、貴重なアドバイスが得られ

ただけでなく、世界各地の日本語継承活動の関係者たちからの温

かい励ましも受けた。更には、後になって、台北の例を参考にし

て自分たちの地域でも日本語継承活動を始めてみたという嬉しい

報告もあった。その後、同研究会での 2 回の報告9と、2012 年に立

ち上げられた同会海外継承語 SIG への参加を通して、世界各地で

自分たちの力で国際児たちに日本語を継承しようとする機運が

益々高まっていることを実感している。 

以上の 2 つの目的の下、本稿では、日系国際児たちの日本語学

習の場を作る親たちの実践と、台湾で生まれ育つ日系国際児の「国

際児として成長の過程でどのような経験をし、どのように感じて

いるのか」「日本語はどのように習得し、どのように維持している

のか」に関する記録に基づいて、台湾に住む日系国際児のバイリ

ンガリズムについて考察していく。 

 

四、本書について 

（一）、本書の構成 

本書は、序章、第一章から第五章、終章、参考文献、付録によ

り構成する。 

まず序章で本研究の背景と目的、構成、本書の立場を明確にし

                                                      
9
 服部（2010）、同（2013）。 
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ておく。続く第一章では、海外の日系国際児のバイリンガリズム

を支える各地の日本語継承活動と先行研究の知見を概観する。  

第二章では、台湾における継承語としての日本語教育活動を、

活動期間が最も長く、最も規模の大きい台北の事例を中心に、各

地の活動を紹介する。その中で各地の団体が直面してきた或いは

現在も抱えている課題について整理する。 

台湾各地での日本語継承活動を受け、第三章と第四章では、実

際に台北日本語授業校で学ぶ或いは学んだ台北日本語授業校 7 期

生と 1 期生へのインタビューを通して、国際児としての経験や日

本語習得に関わる意識について考察する。第三章の対象者は、授

業校 7 期生の男女 5 名で、2014 年度の中 2 クラスの生徒である。

第四章は、2008 年 4 月に中１クラスを終えて授業校を巣立ち、2013

年度（台湾の民國 102 年度）に大学 2 年生或いは 1 年生になった

卒業生男女 3 名の協力を得た。 

第五章では、第一章から第四章までの理論と実践の総括をする。

子どもたちの経験とそれに対する意識、及び成長に伴うその変遷

に焦点を当て、台湾における日系国際児のバイリンガリズムにつ

いて考察を行う。 

終章では、本研究で残されている課題を検討し、今後の研究を

展望する。参考文献に続く最後の付録では、第三章の 7 期生の 7

回にわたるインタビューとその母親たちの質問紙調査での声を時

系列に沿って整理した表を掲載し、第三章での論考の根拠とする

と同時に、対象者たちの成長の過程がより実感を持って把握でき

るようにした。 
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（二）、本書で使用する用語について 

国際結婚家庭に生まれた人を指す言葉として、日常場面で最も

長く使われているのは「ハーフ」であろう。しかし、この「半分」

という意味の言葉にマイナスイメージも伴うとして、「ダブル」「ミ

ックス」が使われる向きもある。 

本書では、最も中立的で、既に教育現場や学術的な場面でも広

く使われつつある「国際児」を基本的に使用する。そして、両親

のどちらかに日本のルーツを持つ子どもを「日系国際児」とする。 

ただ、ヘフェリン（2012:15）が指摘するように、既に「児童」

ではなくなった人に対して「国際児」というのは違和感がある。

実際、第三章や第四章で見られるように、自分たちを指す言葉と

して「ハーフ」を使っている「国際児」もいる。それには必ずし

も否定的な意味合いが含まれているわけではなく、寧ろ肯定的に

捉えているようにも感じられる。 

従って、彼らが自らを指す言葉として「ハーフ」を使っている

文脈では、かぎかっこ付きの「ハーフ」を使用する。 

また、本書では父親が台湾人、母親が日本人の国際結婚家族が

研究の対象となっているが、父親が日本人で母親が台湾人の家族

や、両親とも台湾人、両親とも日本人の家族についても言及する

ことがある。その場合、それぞれを便宜上「台日」「日台」「台台」

「日日」とし、「～家族」「～国際児」と組み合わせる。 

本研究のフィールドとなっている台北日本語授業校は、第二章

で触れるように、「台北日本語補習授業校」から「台北日本語授業

校」に改称した経緯がある。それは、台湾では「補習班」とは学

習塾や予備校を指すもので、営利団体との混同を避けるためであ
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る。現在、同校内外の関係者の間では「授業校」と呼ばれている。

本文中で「授業校」と指すのは台北日本語授業校のことであり、

名称が異なる台湾のその他の地区については「団体」と称する。

また先行研究の中で述べられている海外の日本語補習授業校につ

いては「補習校」を使用する。 

本書の大きなテーマである「継承語としての日本語（Japanese as 

a Heritage Language=JHL）」という用語は、下の中島（2001）の説

明に基づいて使用する。 

 

子どもは、幼少のころは親の母語を自分の母語として育つが、学

校に上がり、社会の成員になる過程において、現地語がいちばん強

いことばであり、自信のあることば、同世代の仲間のことばになっ

ていく。かと言って親のことばが外国語になってしまうかというと

そうではない。（中略）こういうことばを外国語と呼ぶわけにはい

かないし、かといって母語と呼ぶわけにはいかない。したがって、

このことばは親から受け継いだ「継承語」と呼んで区別する必要が

ある。そして、「継承語」である日本語を育てる教育を「継承語と

しての日本語教育」と呼び、外国語としての日本語教育」や「国語

教育」とは違った観点に立って考える必要がある。（中島

2001:151-152） 

 

即ち、現地社会の主流言語と学校での使用言語は台湾の中国語

であるが、家族の間では、少なくとも日本語母語話者の親とは日

本語を使用している場合、こうして親から子に伝えていく日本語

を指して「継承語としての日本語」という。 



12 台湾に生まれ育つ台日国際児のバイリンガリズム 

 

台湾では、1945 年の終戦後、国民党政権の言語政策により北京語

が「国語」として使用されるようになり、戦後の台湾においてはこ

の国語（北京語）が確立した表記体系を持つ唯一の言語であり、名

実ともに共通語として認識されるに至った（中川仁 2009:4）。  

 

その北京語は共通語として半世紀以上にわたって使われ社会に

定着しているが、その「北京語」は北京の北京語と同じものではな

く、台湾独自の変種となっている（同:146）。 

 

この台湾独自の変種を持つ「北京語」は、台湾社会の中では「台

灣國語」「國語」「華語」等様々な呼び方があるが10、本書の中では

そうした台湾独自の変種を認識した上で、便宜上日本では最も馴

染みのある「中国語」を使用する。 

 

（三）、本書の立場 

本書での調査対象者は、小学校から大学まで台湾の教育を受け

た（或いは受ける予定の）台日国際児とその母親たちである。そ

の全員が台北日本語授業校に少なくとも小 1 クラスから小 6 クラ

スを修了するまで在籍している。母親たちも同校の設立や存続、

授業の質の向上に大きく貢献してきた。 

台日国際児とその日本人の母親を対象にしたのは、「異文化出身

の母親の文化的志向性は、子どもの教育についての考え方（学校

                                                      
10

 中川は、この変種を「台湾標準国語」として制定することを提案して 

   いる（中川仁 2009:146）。 
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選択、文化・言語）に反映され、それが子どもの文化（言語）や

文化的アイデンティティに影響を及ぼしていく。国際児が成人し、

親から独立するまで、このような親の影響は比較的強いと推察さ

れる。」（鈴木 2008:265）、「子どもの教育に関わる日常的な活動は

母親が担っていることが、フィールドワークを通じて明らかにな

った。」（額賀 2013:13）等、先行研究でも子どもの教育には母親の

関与と影響が大きいとされていることによる。 

実際、授業校に参加する保護者については、同校でも現地校で

も、役割として母親が両方の教育活動に参与している家庭が多い。

また、同校に在籍する日本人の父親も熱心に関わってはいるが、

本業の仕事との兼ね合いにより、運営の中枢は代々日本人の母親

によって担われている現状がある。台湾各地や世界各地の活動で

も同様の傾向が見られている。 

国際結婚家庭における子どもの日本語習得については、各家庭

の方針があって然るべきである。また、子どもに日本語を身につ

けさせたいと考えた場合でも、その方法も数多であり、例えば台

北では授業校以外にも学習塾や個人教室や家庭教師、通信教育な

ど様々な手段での日本語学習が可能である。 

本書で取り上げる事例は、数多い台日国際児のほんの一部であ

る。そこで対象者やその母親が述べる価値観や方法が唯一絶対だ

と主張するわけではないという筆者の立場を、本論に先立ち明記

しておく。 
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