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A considerable number of studies have investigated cross-cultural adjustment of international 

students aII around the world. However， there is a lack of studies that have focused on international 

students from a specific region or racial group who are studying in a particular country. The present 

study seeks to review studies of cross-cultural adjustment of international students， and to identify 

three principle approaches to the issue: namely， stage descriptions， explorations of adjustment patterns， 

and interpretations of the interactions between various individuals and their environments. This study 

also elucidates the predictors that impact on the adjustment of international students in ]apan， and， 

more narrowly， focuses on the characteristics of Chinese international students. Finally， the study 

reflects on some of the unsolved problems and shortcomings within previous studies as issues for 

further investigation. 
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はじめに

人は新環境へ移行した後 環境と快適な関係を保

つために，適応問題に直面する。特に異文化環境で

ある場合， 自分のI~JII染んだ文化，習慣と異なる環境

は適応に対する心理的負担がさらに大きいものであ

るO 異文化適応の問題は海外に滞在するすべての留

学生が抱える課題であると言える O

適応、をテーマにした先行研究を概観し異文化適応

と関連する要密，重視される側面を整理する O 最後

に，残る課題と問題点について述べてみる。

異文化接触・異文化適応、の問題に対する関心は，

伝統的に欧米社会で、は強かった (Kim，1988)。西洋

文化と接触した，移民，難民における文化適応から

発したこのテーマは，世界的に人口流動が激しい今

iヨ， さらに文化人類学，社会学，心理学研究者たち

の関心を引き寄せている O その!こI:!，留学生を研究対

象にした研究は少なくない。

本稿は在日 1:I:Jf告系留学生の現状を皇示してから，

適応や異文化適応の定義を吟味し留学生の異文化

在日中華系留学生の現状

ここ数十年， よりよい生活や学歴を追求するた

め，世界中の多くの留学生がアメリカ，カナダ，オー

ストラリア及びヨーロッパなどの先進国と地域に留

学してきた。欧米においては 留学生を受け入れた

歴史が長く，絶対人数も高等教育機関在学者数に対

する留学生人数の割合も高く，留学生の異文化適応

に関する研究成果が蓄積されてきた。しかし渡航

者の出身地の社会文化的文脈特性と， fZI学先の社会

文化的文脈特性を無視する研究は，個々の留学生の

適応過程を十分に理解することができない (Berry，

1997)0 
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アジアの先進国である日本においては，政策的な

影響で， 21世紀の初頭に“留学生 10万人計画"が

達成されてから， 2008年に日本政府は， 日本への

留学生を 2020年までに 30万人に増やそうという“留

学生 30万人計画"を発表した。文部科学省の統計

データによると， 2009年 5月 l日現在，大学・専

門学校在籍の留学生数は 132，720人， 13本語教育機

関の在籍者数は 42.651人であり，両方合わせて在

!ヨ留学生人数が過去最高となった。その中，中国大

陸・台湾出身の留学生人数が大学・専門学校におい

て， 63.6%を占めている(文部科学省， 2010)。

留学生全体の 6割強を占める中華系留学生が日本

でどのように留学生活を送るかは，彼ら自身の発達，

日本社会及び、母国に影響を及ぼすと考えられる。留

学生のほとんどは青年期の年齢段階にいて，アイデ

ンティティの硲立，独自で、海外で、の生活を成立させ

ること， さらに社会人になるための勉学をすること

などは彼らにとって重要な発達課題である(井上，

2001)。また，現在，留学終了後に呂本での就職を

考える中華系留学生が増加しているものの，帰国す

るものも数多くいる。いずれにしても，留学経験や

日本での適応過程は，彼らの価値観や世界観の確立

に直接的に働きかけ，彼らの将来の家庭や就職先の

社会にも影響を及ぼすであろう O

現在，海外に滞在する中華系留学生は約 14.4万

人であり，世界中の留学生の中の 7人に l人が中華

系留学生であると言われている (Li，2007) 0 彼ら

がどのように留学先の現地社会に溶け込むか， ととの

ように現地社会で、生活するかは世界的な問題である

と言える O したがって， 1:j:1華系留学生における異文

化環境に適応する促進要因の解明は大変意義を持つ

であろう。今まで，中華系の海外渡航者における文

化変容や異文化適応に関する研究はほとんどアメリ

カ，カナダ，オーストラリアなどの欧米社会で行わ

れきたが，香港， 日本， シンガポールなどのアジア

社会を背景とする研究が;弱待される (Ward& Lin 

2010)。そこで，本研究は在日中華系留学生を対象

とする O

異文化適応のとらえ方について

適応とは何か，異文化適応とは何かは研究者に

よって定義が多様である O 本節ではまずこれらの概

念についてH今味することを試みる O

適応について 適応 (adjustment)は，異文化と

接触する時によく用いられる概念である O 適応と

は“生物が環境に合うように自らの身体や行動を

変容させること， またその状態を指す" (根ヶ山，

1999)。斎藤(1986) によれば，適応とは倍人と環

境との関係がその人の生活にとって快適であり，緊

張やストレスにさらされていない状態やそれを自指

す過程である。

一方，不適応は“生体が自然的環境，社会的環境

あるいは自分自身の精神内界に対して，適合する行

動を十分に取れず，本人または社会にとって何らか

の不利益を招いている状態"である(小林， 1999) 0 

江淵 (2002) は，人が適応すべき“環境"は，生

物一物理的環境と社会一文化的環境の 2つのほか，

個人の持つ自分自身の内面的世界である“内面的

環境" (jnternal environment) も重要である (Bock，

1974) と述べている。

上述したように，適応は偶人が自然，社会及び自

分の内的な精神状態との調和的な関係を保つため

に，自己調整の過程としてとらえられている。

異文化適応について “異文化適応"のとらえ方

には様々な考えがある。高井 (1989) は，“異文化

適応とは，ある個人が自分の生まれ育った社会環境

から離れて，異なった新たな環境に次第に慣れてゆ

く過程をいう"と定義し最も大切な要因の一つは

1寺間"の経過であると指摘した。山岸(1995) は，

異文化環境下で仕事や勉学の目標を達成し文化的・

言語的背景の異なる人々と好ましい関係を持ち，個

人にとって意味のある生活が可能になることである

と論じている。それと逆に，上原(1988) は，異文

化適応とは“人間が異文化に移行した際，自国の文

化で日常に行っていた行動様式が機能せず，無力感

や喪失感， また，不快感や被拒絶!惑などの否定的な

心理状態に陥ること"と述べている O

このように，適応が失敗した場合は文化差に基づ

く激しい心的な葛藤が生じ，個人が“カルチャー・

ショック (cultureshock)" を経験することが考え

られる O この言葉は異文化適応を論じる時によく浮

かび一!こがる概念であり，アメリカの人類学者 Oberg

(1954) によって提唱されたもので，色々な定義が

検討されてきたが，星野(1980) は“文化ショック

は一般には，借入が自身の文化が持っている生活様

式・行動規範・人間観・価値観とは多かれ少なかれ

異なる文化に接触したn寺の 当時の感情的衝撃・認

知的不一致として把握されることが多いが，決して

それだけにとどまらず，それにともなう心身状態

や，累積的に起こる潜在的・慢性的パニック状態で

ある"と説明している O それに対し， Adler (1975) 

は次の 5つの位相 (phase)という言葉を用いて認?、1]，

感情，行動の部からその心理過程を解釈した。それ

によれば，

1)接触位相:異環境へ移行した当初は，新環境を
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白文化環境から分離したものと見なし両者の

問の相違点に興味を示し，興奮を覚える。相違

点は類似点と同じように， 自分の地位，役割，

アイデンティティを保持するために合理化され

る。

2)崩壊位相:文化差に気づきはじめ，それに圧倒

され，孤独感，戸惑い，混乱，無力感におそわれ，

jfpうつ的になりやすい。自尊心を失うことを恐

れ，新しい文化での手がかりを見損ない，期待

されている社会的役割を予想できない。

3)再統合位相:文化差を否定するとともに，攻撃

的になるような，ネガティブな行動を11')(る。こ

れは，自己主張や自尊感情の現れとみなされる。

4)自律位相:文化的相違と共通点をともに正当で

あると認めるようになり，社会的，言語的では

新しい異なる状況に対応できるようになる O

5)独立位相-他文化と白文化の相違点と共通点は

価値と意味をつけることができるようになる。

社会的，心理的及び文化的相違を受け入れ，生

活を楽しむことができる O 異文化での意義を見

出すことができるようになる。

この Adlerのモデルにおいて最も注目されるの

は， 4)の自律位相である o Adlerは，一般的に:VR独，
葛藤，違和感といった不適応がネガティブなイメー

ジを持たせやすいカルチャー・ショックを，新しい

文化学習と個人の人間的成長という観点から見る

と，自己理解の深化とそれに基づく成長をもたらす

学習経験として考える。異文化についての知識や技

能が本人が思っているほど深いものではないかもし

れないが，本人としては自分は異文化環境において

の一人前の玄人だと感じるようになる心理的安定感

を獲得する(江淵， 2002)。この過程において，偲

人は今までのなかった自分に，柔軟な適応力と広い

視野があることに気づく O まさに

いとは， 自己発見の過程"でで、あると言えよう。

それと関連して， Berry (1997)は，カルチャー・

ショックの代わりに“文化変容ストレス"という言

葉を使ったほうが良いと指摘した。なぜならば，1)

“文化変容ストレス"は心理ストレスモデル (e必

Lazarus & Folkman， 1984) に関係すること， 2) 
“ショック"という言葉はネガティブな経験と異文

化接触の結果の意味がしか伝わっていなく，実際は

個人は一定の相違を経験し 自己調整のための心的

過程を経験すること 3)問題のネタは文化的では

なく，文化問で生じた問題だという言い方のほうが

妥当であることからである。

また，江淵 (2002)によると，異文化接触 (cross-

cultural contact)によって 生物一物理的環境と社

会一文化的環境という 2つの環境が変わ 1')，それら

の関における個人の内問的環境は激しく揺さぶられ

ることになる。それによる異文化適応とは，そのよ

うな状況において“生き延びる"ために，個人が新

しい行動型の獲得によって既有の行動型の修正-再

編を創造的に試みる過程またはその結果としての状

態を指す。

このように，単純に“適応"は"良い"こと不

適応"は“惑い"ことではなく，異文化環境に滞在

することをより広い視野から見ると，適応は異なる

他者あるいは環境との共有空間への認識， さらにそ

の空間における活動参加の仕方の変容で、ある。

上述した知見を踏まえて，本研究は“異文化適応"

を単に留学先の社会の文化に自分を当てはめるので

はなく，異文化環境で社会文化的，心理的なキIj違を

認知，感情，行動のi1iîで、受け入れ，それを偶人の I~l

己成長の過程につなげることと捉える O

留学生の異文化適誌に関する研究の概観

異文化適応研究は文化人類学，社会学及び心理学

の分野においてそれぞれ行われてきたが，文化人類

学と社会学では，集団レベルの特性や傾向の把握が

メインであるのに対し 心理学の分野においては倒

人に焦点を当てるのが特徴である O このような研究

は異文化適応と関連する諸国子を見つけ¥その11Jjの

関係を見出すことが主な課題である O

世界各国から多くの留学生を受け入れてきたアメ

リカでは，最富な研究成果がJIXまっている o Church 

(1982)は， 1948年以降のおおよそ 300編の発表論

文を概観し，1)留学生が抱えている困難点， 2) 適

応過程や位相で記述するアプローチ， 3) 官学生の

年齢や出身地域といった属性要因，社会的相互作用

の状況的要国，そして人格的要因という 3つの領域

に大きくわけている O

1)では， Church (1982)は留学生の図難点を学習・

研究の側面，個人的側面，社会文化的側面にわけたO

Bochner & Wicks (1972)は留学生の身分の多田性

から，次のように留学生の課題をあげている。

①その国，あるいは地方の文化様式を身につける

外国人としての課題，

②新入生と同じく，大学に入った11寺に生じるスト

レスに対処していく学生としての課題，

③適切な目的，手段によって目標達成を自指して

成長，発達していく青年としての課題，

③民族背景や I~家情勢に対して敏感な， 自国文化

の代表者としての課題である O

2)においては， Lysgaard (1955)のU型曲線仮
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説と Gullahorn& Gullahorn (963) のW型曲線仮

説が代表的である。 U型曲線仮説は移行査後の興奮

から適応度が低下し その後また適応度が回復する

仮説であり，後者は留学後母国に帰国した後の心理

状況まで考慮し，モデルをさらに発展させたもので

ある。一方，先にあげた Adler(1975) のモデルが

最も広く引用されている。しかし，このようなアプ

ローチは単なる適応パターンのみが提唱され，バリ

エーションによる説明が欠ける問題点が含んでいる

(星野. 1980)。
3) については. Klineberg & Hull (1979) は，留

学先の医iの人々との社会的接触が多いほと¥その国

に対する好感度が高く，そのことが留学生の偶人の

適応や満足感を高めるという修正文化接触仮説を提

唱している。

Lazarus (1963) は適監j応芯は

人j間苛基準.. という 2つの毒基主準があると主張してい

る。前者は'ある偲人の平常の行行-動の水準， もしく

はその個人が成し遂げた最高の水準との比較を基礎

として，かつ可能であった行動や通常の行動と比べ

て，低い水準の行動が見られた時に適正、に障害があ

るとみなされるものである。後者は，基準として選

ばれた集団， もしくは個人と比較して，異常あるい

は病的とみなされ，平均以下にずれている場合，不

適応、と判断される O この 2つの基準に照らし，留学

生の適応問題をとらえる特に 個人内基準は個人差

に配癒しその人の持っている能力や可能性をとごれ

ほど引き i出して克るか，個人間基準は留学生個人が

留学先の社会におけるルールをととの程度理解してい

るか， どの程度受け入れたのかをチェックできるヒ

ントと考えてよい。

Berry 0970， 1997) は文化変容 Cacculturation)

を中心に異文化適応との関係を探求してきた。文

化変容とは，個人からなる集団は連続的で直接的
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Fig. 1 文化変容方/1桔 (BelT)~ 1997) 

に異文化に接触する後，片方あるいは両方の集団

が持つ国有の文化様式において変化が起こる現象

(Redfield， }jnton & Herskovits， 1936)である。その

後，間化 (assimilation) は文化変容のi唯一の形では

なく，反応型，創造型及び遅延型があることが強

調された (SocialScience Research Council， 1954)。

Graves (1967) は，心理的文化変容と文化変容を区

別し前者は偶人の心理的変化で、あるが，後者は集

団の文化での変化を指す。文化変容にとって，心理

的適応、は新しい文化文脈にふさわしい新行動様式で

ある (Berry，1997) 0 異文化へ移行した後，異文化

環境において，留学生は白文化と現地社会の文化と

の問で¥告文化を保持するか，現地の集団に接触し

溶け込むかの，文化変容方略の問題に遭遇すると思

われる。この二つの質問に対して yes.noの答えが，

})、下のような Fig.1に示す 4つの文化変容方略を定

義し， どのグループに属するかによっては適応の程

度への影響が異なる。この中で 統合(両方とも重

視する態度)が適応にもっとも望ましい方略である

と指摘された(井上. 2001) 0 

在日留学生の異文化適応に関する研究の概観

在日留学生の異文化適応に関する研究は対日イ

メージ(岩男・萩原. 1987. 1988). イラショナル・

ピリーフ(吉.2003)や個人属性といった内的要国，

及びソーシャル・ネットワーク(田中. 2000). ソー

シャル・サポート()詩. 2002) のような対人関係，

外的要因を関連安田として扱われてきた。

内的要因:岩男・萩原 0987. 1988) は.1110

の調査により，留学生の日本に対する認知の変化に

焦点を寵j 留学生の出身地域別，専攻別，滞在期

間，日本語能力などの要因か仏教育内容，生活状況，

日本人の態度の 3側面について期待と現実のギャッ

プを検討した。

全体的に見ると，アジア系学生がl欧孜米系学生より

も~.

を低く評イ知佃似il誕出H臣liしており' その一方， 文科系学生が理科

系学生よりも生活と日本人の態度を高く評価してい

る。また，主な知見が以下の通りである。1)日本

人に対するイメージの 4因子:親和性，勤勉性，信

頼性，先進性について，アジア系学生と欧米系学生

の比較では，前者は先進性を有意に高く評価し後

者は親和性をよりポジテイブに評定している o 2) 

日本語がよりできる者ほとご親和性を低く評定する傾

向がある。 3)横断分析では親和性が官学 3年のl時

点まで低下する傾向，勤勉性が全期間において安定

する傾向，信頼性は 3年以降から両極端へ分散する
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傾向，先進性が3年以降から安定する傾向がある04)

留学生の日本語能力を低・中-高に分けて分析した

結果，低.1=ド群は教育内容に不満があって，前q洋は

“日本人の態度"に不満があり，親和性と信頼性を

低く評価している。5)..適応の障害の程度"について，

対人関係が最も大きな障害であり，アジア系群が欧

米系群群-よりも少ない!障産害を詑認、知している。 6ω) アジ

ア系は;期も窃号待と現3実i足ミにあらわれた不j話消満i前前l奇jの主なj原京因につ

いてlは土ι，

でで、あつたo 7の滞帯在;賂鴇問が長長令くなるにつれて， "~l:.活

に対する障害"が減少し “日本人の態度"が上昇

する o 8) “日本に対する態度"に関しては，滞在期

間と語学力が進展するにつれて，一般的に好意にな

る傾向があるが，親和性が低下する O

吉 (2003) は，イラショナル・ピリーフ(irrational

belief) という概念を用いて，中国人留学生を対象

に異文化適正、との関係を論じた。その結果，1)他

者・状況に関するイラショナル・ピリーフが強い人

であるほど，心身的健康指数が低いが，外的適応度

が高いこと， 2) イラショナル・ピリーフは異文化

体験によって弱くなる可能性が示唆されたこと， 3) 

学習意欲・態度が高いほど，心身的健康度が高いこ

と， 4) 日本人高校生，大学生との比較研究のあげと

中国の学生の方が自我同一性得点と適応度得点が高

く，それは適応に正の影響を及ぼしていることが示

された。

外的要因田中 (2000)は，留学生のソーシャルネッ

トワークについて調べた結果， 日本語能力と関係な

く，東洋圏出身者は西洋画出身者よりも，ネットワー

クによって適応が説明される傾向が高いことを論じ

るO 留学生の出身地域に配慮した岩崎(1998)の研

究は，“ jヨ本人・日本文化との接触頻度"のもっと

も多いのは中 I~ ・香港・台湾の留学生でありながら，

韓国，中国・香港・台湾，その他アジアと欧米の 4

つの出身地域別から見ると，適応値のもっとも高い

のは欧米からの留学生であるとの結果であった。

j司 (2002) は在自中国系官学生を対象にソーシャ

ル・サポートについて一連の研究を行ってきた。中

I~系留学生は，勉学園では教官や日本入学生から

ソーシャル・サポートを受けているが，情緒面では

他の留学生が支えとなる 向 I~II司士が集まりやすい

傾向があるとの結論が得られた。

今後の諜題

先行研究において，たくさんの知見が蓄積されて

きたが，いくつかの問題点があげられる。1)異文

化適応という非常に複雑な社会心理現象について，

多変数が関与することが予想される。今までの研究

を見てみると，一つの変数を多方市から適応との関

係が検討されてきたものがほとんどであるが.適応

の促進要因をより包括的で全間的に見るために，多

変数による分析が理想的であると忠われる o 2)方

法としては，横断的研究が圧倒的で.縦断的研究が

あるとしても 21illまで、主冬わってしまったりして， よ

り明確で妥当な結果を得るため 3 lD.l以上の調査実

施が望ましいであろう o 3)個人差を11霊視する傾向

がある。異文化適応のモデルといえば， u ?f;~! Ii!l線
仮説 (Lysgaard，1955) とW 型1111線仮説 (Gullahorn

& Gullahorn， 1963)のが代表的である。BiJ述のよう

に，このような仮説モデルは全体的な適応パターン

であり，個人特性への配慮が少ない。したがってー

こういう部を念に入れた研究はより精級化されるモ

デルを作り出すことが期待される。 4) 異文化適応

のようなテーマについては 長的研究だけではやは

り限界が感じられる O 質的研究なと¥他の多様なliJf

究手法による分析も不可欠と言えよう。

おわりに

留学生，とりわけ!干li'j'fr系留学生は人数が多いため，

他の閣の留学生と比べてより!詰まりやすい傾向があ

る。彼らの独特の異文化滞在形態を全日ri的にとらえ，

総合的に在日 Iヤ華系留学生におけe る典文化適応の促

進要i週をさぐることが今後の線組であろう。
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