
85

異文化間教育 40 号　2014：85-96

●特集●越境する若者と複数の「居場所」

ミックスルーツの人々にとってのホームを探す物語
―「私たち」のストーリーを語るということ―
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1　はじめに―バイカルチュラルなライフストーリーから学ぶこと―

両親や祖父母の一方が外国人の人々の間で、日本をホームと考える人が増
加している。また、現在、18 組に 1 組が国際結婚であると言われているが、
その数は今後増加し続けるであろう（厚生労働省，2007）。親が異なるエス
ニック背景を持つ者の中には、その外見がマジョリティと区別のつかない者
もいるし、明らかにマジョリティとは外見が異なる者もいる（Murphy-
Shigematsu, 2008）。日本でマルチエスニックの人々が最も顕著に現れたの
は、第二次世界大戦後のことである。特に多かったのは、アメリカ人や韓国
人との間のマルチエスニックの人々だった。マルチエスニックの人を表す言
葉は、社会環境やアイデンティティの進化によって、変わってきている

（Murphy-Shigematsu, 2001）。一般的に言って、沖縄のハーフの不安定な状
況を含めても、日本におけるマルチエスニックの人々を取り巻く社会的状況
は改善してきていると言える（マーフィ重松，2002）。

ハーフはメディアで人気を博しており、次から次へと現れては消えていっ
ている（岡村，2013）。こうしてみると、日本は新たな局面を迎えているよ
うにも見える。しかし、きれいでおしゃれなハーフという単純なステレオタ
イプは未だ払拭されていない（ヘフェリン，2012）。身体的な美しさのイメー
ジに隠されているのは、過酷な現実である。多くのハーフにとって日本での
生活は、排斥や周辺化に満ちている。孤立しながら成長することの難しさや
それがアイデンティティ発達に与える影響は、インターナショナルスクール
ではなく、ハーフが少ない公立学校に通うケースでは特に大きいだろう

（Kamada, 2010）。
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近年では、多くの映像作家、アーティスト、写真家、ミュージシャン、学
者、ジャーナリストが自分のストーリーを語るようになってきている。最近
取り組まれている事例を二つ挙げよう。ハーフプロジェクトは、写真やイン
タビューを用いて、二つの文化を生きることに光を当てたものである（ウィ
ラー& リゼ，2010）。「ハーフ」は、ミックスドジャパニーズであることが 21
世紀の日本でどんな意味を持つのかを探ったドキュメンタリー映画である 

（Nishikura & Perez Takagi, 2013）。また、マルチエスニックの人々に関わ
る学術論文も近年、発表されてきている（岡村，2013）。

個人のナラティブを学術的に検討した研究は増えているものの、マルチエ
スニックの人の声を取り上げた研究は、未だ限られている。そこで本稿では、
個人のナラティブを扱い、ドキュメンタリー映画を通して自分と他者の経験
を重ねながら、ホームという感覚の発見を創造的に表現する映像プロデュー
サーでありディレクターである、マサ室谷フォックスを取り上げてみる。
2011 年に京都、ホノルル、東京で半構造化インタビューを合計 10 時間行っ
た。インタビューは、彼が「Found in Translation」をどのようにして制作
したかということに主眼が置かれた。この映画で彼は、単一民族思想やイデ
オロギーに捕らわれている人々のポジションと、近年のグローバル社会に向
けた動きについて検討している。本稿では、調査者を研究の一部と捉える社
会構築の立場に立ち、物語形式、再帰的形式によってデータを提示する

（Steier, 1991）。これは、これまで周辺化されてきた人々の生活をヒューマ
ナイズする新たな分野である（Murphy-Shigematsu, 2012）。

2　バイカルチュラルな映画製作者の物語

まず、私のナラティブから始めたい。私は 1953 年 3 月、1 歳のときに家族
と共に横浜港を出航し、マサチューセッツ州ピッツフィールドに到着した。
ピッツフィールドの町は幼少期、青年期を過ごした私のホームだった。当時
はまだ戦争が終わってから 8 年しか経っておらず、戦争の傷は未だ癒えてい
なかった。当時は戦争映画が多く作られ、悪役の日本人が映画の中で「ジャッ
プ（JAP）」と呼ばれていた。日本製品は質が悪くて安価で、私たち兄弟は

「Made in Japan（日本製）」というニックネームをつけられた。私たちが住
んでいた西マサチューセッツの人々の多くは、それまでアジア人を見たこと
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がなかったようで、私たちはまるで動物園の動物かのようにジロジロと見ら
れた。日本についての知識はさほどないのにもかかわらず、あからさまな嫌
悪感を私たちにぶつけてきた。子ども心に、どうして私たちのことを知らな
い人々が私たちのことを嫌うのか理解できなかった。私たちは、アメリカを
ホームと呼べるようになっても、日本をこっそり愛することで、かれらに対
して密かに反撃していた。

それから 50 数年後、マサ室谷フォックスがウィリアムズ・カレッジで学
ぶため、西マサチューセッツにやって来る。その頃にはすでに日本との戦争
の記憶は学校や町からすっかり消えていた。日本は高性能な車を作る国であ
り、一度はアメリカを買収しようとしたほどの経済大国であった。大人は
トーフやスシを食べ、若者はカラオケを歌い、子どもはポケモンやアニメ、
マンガが大好きである。そこは友好的であるけれど奇妙な世界であり、マサ
が育ってきたミシガン州のアンアーバー、京都、バンクーバーの多文化的な
環境とはかけ離れていた。彼は多くの人が日本についてあまりに無知である
こと、知っていてもそのイメージがサムライやゲイシャであることに驚い
た。田舎町での大学生活は、ある意味ではストレスがたまる困難なものだっ
たが、ここでの生活が彼に映画を作るきっかけを与えた。彼は友人たちに「自
分がどこから来たか」を教えるため、また、他者からのステレオタイプを感
じるというマルチエスニックな友人たちの声を届けるために映画を作ること
にした。

マサが伝えたかったのは、自分のような人々の話、日本で生まれ、両親が
二つの文化、国、言語を持つような人々の話である。それは、国境を越え、
アイデンティティやホームを探す物語である。彼は、日本とアメリカの文化
の違いを表現した「Lost in Translation」という人気映画をもじって、その
映画に「Found in Translation」というタイトルを付けた。マサは、「アメリ
カ人」や「日本人」という言葉に単純にはあてはまらない人々、そうしてし
まうと自分を否定することになる人々を描くことで、文化を柔軟で再定義可
能なものとして描こうとした。この映画製作を通してマサは自分自身を発見
し、マルチエスニックな人間としての自分の経験を通して、個々人をより理
解できるようになった気がした。
「Found in Translation」は、彼自身がこれまで抱えてきた葛藤の集大成で
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あった。彼は、単一的とされている日本社会で二つの言語を話し、二つの文
化の間で育ってきたことに折り合いをつけようとしたのである。マサは外見
が違うことで、常にほかの日本人の子どもと「違っている」と見なされてき
た。そして、両親は彼を「特別」とすることで彼を安心させてきた。映画製
作はこうした育ちを理解するための彼なりの方法だったのである。これまで
の経験によって、彼は文化的観点に立って物事を見るという視点を身につけ
た。そして、その経験こそが周辺化されている人や主流の文化や人種的見方
に息苦しさを感じている人、多言語的な学習環境の中で自らの言語発達に葛
藤を抱えている人への関心を作り出していたものだった。かれらは主流の文
化カテゴリーに自分を重ね合わせることはない。悲観的な状況でもその異質
性を目立たないようにしたり、自分の意見を主張しようとしたりする。マサ
はかれらの人生やホーム感覚を、映画製作を通して探ろうとしたのである。

2.1　ほろ苦い記憶
彼が描こうとした人々のナラティブを通して、マサは自分自身の日本での

バイカルチュラルな子ども時代の記憶を思い出し、理解を深めている。マサ
が映画の中で取り上げた人々は日本で育っているが、かれらは子ども時代の
ほろ苦い記憶を語る。遊び場で子どもたちが自分から逃げていったという悲
しい記憶を語る者もいれば、ある母親が自分の子どもにあの子とは遊ばない
ようにと言っていたという者や「ガイジン」と呼ばれたと言う者もいた。ま
た一方で、「かわいい」「目が大きいね」「髪がとてもくるくるだね」「色がす
ごく白いね」と羨ましがられたと言う者もいる。こうした扱いがポジティブ
なものであってもネガティブなものであっても、かれらは自分が普通に扱わ
れていない、モノのように見られたり扱われたりしていると感じていた。マ
サは、このような扱いが、違っている、または特別であるという感覚を生み
出すと述べる。違っている、特別であるという感覚は、良いものでもあるが、
外見の違い以外に目を向けられないということは、ストレスのたまるもので
もある。彼と彼の弟ブーンは、小さくてかわいい双子だったこともあり、多
くの注目を集めた。

「私は、人々が私たちに対して何かを言ったり、からかったり、写真を撮っ
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たりすることがない世界には行くことができないと思っています。私たち
は多くの注目を集めました。しかしそれは私の望むことではまったくな
かったのです。…私はいつもだれかにじろじろ見られてきました。…皮肉
なことに、私の自己意識は、他者の批判的なまなざしに反応することに
よって作られてきたのです」（2011 年 3 月 17 日）

他者からの批判的なまなざしを感じるようになる幼少期から、子どもは人
の反応に合わせてアイデンティティを形成するようになる。マサとブーンは
2 年生のとき、学校で「ガイジン」と繰り返し言うクラスメイトに、自分た
ちは「他者」でないことをわからせようとした。教師は、クラスメイトたち
を叱り、「マサたちもみんなと同じだ」と言った。この経験は、マサの人間
形成に大きな影響を与えることとなった。

「自分のアイデンティティや育ちがもっと単純だったら良いのに、と何度
願っても、自分を否定する感覚を拭うことはできませんでした。常に例外
であるという感覚がついて回りました。目立ちたくないときや特別扱いを
されたくないとき、自分のことを説明しなくても理解してほしいときにス
トレスがたまります。そういうときに、見た目を重視するのではなくて、
性格や中身を重視する世界になればいいのにと思います」（2011 年 4 月 18
日）

「Found in Translation」に登場する人は、バイリンガルであることの経験
を語る。多くの日本人とは異なるかれらの外見は、「外国風の顔」としても
てはやされ、英語を話すことが期待される。完璧な日本語を話すと、多くの
日本人は困惑を紛らわせようとして、おどけた反応をとる。場合によっては、
驚いてみせたり、不快な反応をとったりする。だから彼らは日本語が話せな
いようなふりをしながら、服従しているように見せかけるという術を警察に
さえ使う。こうしたかれらの術を認めることがマサの映画製作のテーマで
あった。

面白い話がある。ブーンが甲子園で行われた野球の試合を見に行ったと
き、あるテレビレポーターが人混みの中から彼を見つけ、近づいてきた。彼
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はそのレポーターをがっかりさせまいと、日本語がわからないふりをした。
彼の友達の母親もそれに協力し、彼はアメリカからホームステイにやって来
ていると説明した。そうしたところ、その話はテレビレポーターの興味を引
き、全国放送に流れてしまったのである（FOX, 2005）。

このような経験は、面白いものだが、一方でうんざりするようなことでも
ある。日本に何年も住んでいる人や人生のほとんどを日本で過ごしている
ハーフにとって、「飛行機で着いたばかりの」外国人として扱われることは、
非常に面倒なことである。日常的に「違う」ということを思い知らされるこ
とによって、マジョリティから分離されているという感覚やマジョリティに
溶け込むことはできないという感覚、自分は決して普通の人ではないという
感覚が強化されるのである。

「日本では、私の顔やすべてのものが英語を表しています。人々は、私は
英語は話せるけど日本語は話せない、と思っています。私は、外国や、ア
メリカ、白人の西洋を表すエキゾチックな象徴なのです。少なくとも表面
上は、人々はこうしたことからしか私のことを理解しません」（2011 年 4
月 18 日）

2.2　公立学校、インターナショナルスクール
「Found in Translation」では、学校がハーフとしての経験に大きな影響を

及ぼすことが示されている。日本の学校に通っていたハーフの中には嫌な経
験、トラウマとなるほどの経験をした者もいるが、その多くは問題なく学校
になじみ、人気者となっている。しかし、かれらは、自分がいじめの対象と
なりうることもわかっていた。けんかのときに突然、クラスメイトから「ハー
フ」や「ガイジン」と見下した態度で言われ、ひどく驚き、傷ついたと言う
者もいる。また、ハーフであることで、教師からもいじめられたと言う者も
いる（マーフィ重松，2002）。

1960 年代からは、子どもを授業料の高いインターナショナルスクールに
入れる家族もでてきた（マーフィ重松，2002）。インターナショナルスクー
ルは、ハーフに対するいじめや偏見がある日本の学校から逃げてくる場所、
安全な天国と見なされてきた。「Found in Translation」の中でも、何人かの
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ハーフが、インターナショナルスクールは海外から来た子や両親が外国出身
の子が多いため、自分たちが急に「普通」になるという普通でない経験がで
きるところであると述べている。「みんなガイジン」であり、日本人がいた
としても、海外で育った子どもであった。日本の学校から転校してきた子は、
日本の学校で感じていた孤独感や自分が周りと違うという意識を感じなくな
り、外見が注目されない居心地の良い場所を見つけることになる。かれらは、
インターナショナルスクールを、色々な言語を使う自分と同じような子ども
と一緒にいられる場所、ありのままでいられる居心地の良い場所として捉え
ていた。そこは、人種や民族、文化の違いによっていじめられることがない
リラックスできる場所であった。かれらは、日本人しかいない日本の学校で
は不可能であった方法で、その視野を広げ、多様性から多くの利益を得なが
ら、さまざまな国出身の子どもと一緒にいることに居心地の良さを感じてい
た。

中学 1 年生終了後、マサの両親がマサをインターナショナルスクールに転
校させたとき、彼は自分と同じような外見、同じような話し方をする人たち
と出会った。彼は京都から大阪に通ったが、学校からほかの子どもたちと一
緒に乗る電車やバスは、人種的特徴に付与されるスティグマと向き合う場と
なった。かれらが電車やバスの中でする英語の会話やジェスチャーは人目を
引いた。それは一見したところ、自分たち自身をエンパワーメントしながら、
そのアイデンティティを実践しているかのように見える。毎日 4 時間程度友
達と一緒に乗る電車は、かれらの社会生活に不可欠な部分となった。しかし、
駅で友達と別れるとすぐ、また別の現実が立ち現れた。一人になると、友達
といたときにはあった大胆さや積極性はまったくなくなり、自分が非常に弱
い存在に思え、過敏に周囲の人から凝視されているように感じた。このまま
人混みの中に消えてしまいたいと思うほどだった。

2.3　アメリカでの生活
マサはインターナショナルスクールの抱える問題も描こうとした。彼はイ

ンターナショナルスクールがバイカルチュラルな子どもを必ずしも良くは
扱っていないということを明らかにしている。インターナショナルスクール
は、日本語や日本文化を英語やアメリカ文化と同じようには評価していない
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のである。ロールモデルとなるようなバイリンガルやバイカルチュラルな教
師やスタッフ、管理職はおらず、子どもたちのバイリンガル、バイカルチュ
ラルな能力は無視され、その能力を抑制するような実践さえ行われる。また、
多くの学校のカリキュラムは、アメリカのものを下地にしている。さらに、
近年では、早稲田大学などに英語で授業が行われている学部が開設され、日
本で教育を続ける機会が増えてきているのにもかかわらず、インターナショ
ナルスクールではアメリカの大学に進学する準備が行われている。
「両方の世界の良いところ」を持っており、どこにでも柔軟に合わせられ

るという者もいれば、自分たちは自分たち自身の文化を持っていて、それは
ほかのインターナショナルスクールの人にだけ当てはまるものだと言う者も
いる。高校卒業後、居心地の良さを求めて、一度も住んだことのない国に「帰
る」者もいるが、アメリカでの生活に慣れず、安心と退屈が入り交じった経
験をする者もいる。外見が可視化されないことを喜ぶ者もいるが、特別扱い
が懐かしい、なぜ誰も自分を見てくれないのかと思う者もいる。人種に関わ
る経験はなくなるか、もしくはねじれた形で継続する。日本人にとってかれ
らは白人のアメリカ人であるが、アメリカ人にとっては日本人なのである。
日本で「違っている」ことを感じながら育ってきたかれらは、アメリカに行
けばこうした感覚から逃れられると思っていたが、アメリカでもまた自分の
異質性を感じさせられるのである。人々はかれらを「アジア系アメリカ人」
とも呼ぶかもしれないが、アメリカで育ってきたアジア系の人々とはまた異
なる。かれらはアメリカ人がどう振る舞うのかがよくわからないため、必要
以上に積極的にならなくてはと思ってしまう。かれらにとって、アメリカ人
は短気で、無礼で、自己中心的で、声が大きく、見返りを求める人々であっ
た。インターナショナルスクールとは違って、アメリカの大学では誰も自分
を理解してくれないと感じている者もいた。「アメリカ人ではない」という
感覚によって、かれらは自分が常に部外者であることを感じた。

日本人として見なされ、日本に関する無知な発言や人種に関する冗談を言
われることは、かれらにとって、非常に奇妙な経験である。ブーンとマサは、
高校と大学に進学するため訪れたニューイングランドで、日本人、アジア人
として扱われ、アメリカ人であるとはなかなか認められなかった。皮肉にも、
日本の国旗がかれらのシンボルとなった。日本では想像できなかったことだ
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が、アメリカではかれらは日本人として受けとめられ、日本人であると感じ
させられた。そして、かれらはそのアイデンティティを受け入れたのである。

近年では、インターナショナルスクールの授業料を支払える親でも、子ど
もを日本の学校に入れる親がいる。そうすれば、子どもは日本の大学に進学
できるからである（Kamada, 2010）。このような親たちは、英語を話す国際
的な「ハーフ」が獲得できる社会的なステータスを子どもから奪うことに
なっても、一つの言語、文化の中で育つことが子どもにとって得策であると
考えている。沖縄の「島ハーフ」は通常アメリカ人の父がなく、沖縄でシン
グルマザーによって育てられた英語のできないハーフのことで、社会的ス
テータスが低かったが、最近は、英語のできるハーフやできないハーフ、い
ろいろなタイプのハーフがメディアに登場し、日本語を母語としながらも、
英語やほかの言語を第 2、第 3 言語とする人も出てきて、社会的ステータス
の区別はなくなりつつある。

マサは、人々のミックスされたアイデンティティを描き出そうとした。映
画の中では、かれらは本当に「ダブル」なのか、「ダブル」という人は存在す
るのかということが問われている。かれらはバイリンガルであることのポジ
ティブな側面を話す一方で、どちらの文化にも中途半端さを感じてしまうと
いう欠点も明らかにしている。「ダブル」という言葉に対する意見はさまざ
まである。ほかの人によくわかってもらえるから「ハーフ」という言葉が良
いという意見の者が多くいる一方で、「ハーフ」は英語で不完全さを意味す
るから嫌だという者もいる。また、特定のアイデンティティに押し込まれて
しまう気がするため、いかなる言葉でもラベリングされたくないという人も
いるし、単純に日本人だと思われたいという人もいる。

2.4　「私たち」のストーリーを語るということ
マサの最初の映画は、彼自身のようなハーフに焦点を当てたものだった。

しかし、彼は多くの人に出会い、話を聞くなかで、自分自身がかれらといか
につながりがあるかを知っていった。彼は、自分のホーム感覚を定義しよう
とするときに違和感を感じていたが、このホームという概念をさらに広げて
みようと思った。日本やアメリカ以外の場所にホームを見いだそうとし、物
理的な空間を越えて、より多くの場にホームがあると想像してみた。そして、
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彼はオガサワラという多様な文化背景を持つ人に呼ばれ、より多くのストー
リーを集めにハワイに行ったのである。マサは、当初、自分自身の経験に動
機づけられていたが、沖縄で育つハーフの子どもなど、ほかの人について学
ぶにつれ、新たなものが見えるようになった。彼は、片親家庭で育った子ど
もの多くが十分な英語教育を受けることができないまま育っていることを知
り、また、日本人の母親はふしだらで子どもは私生児という沖縄駐留軍に付
与されるスティグマによって、かれらがよりひどい人種差別に苛まれている
ことも知った。

「この経験によって、私は自分のバイカルチュラルでバイレイシャルな人
間としてのアイデンティティを即座に再構築しなければならなくなりまし
た。私が考えていたバイカルチュラルでバイレイシャルな人間というの
は、少なからず単一的であったのです。私の相対的に恵まれた経験は、階
層や言語能力、ジェンダーによって状況づけられていたのです。もし、私
が沖縄のようなところで育っていたらどうなっていたでしょうか？　も
し、父親がいなかったら？　もし、家で英語を勉強できず英語が話せな
かったら？　もし、女の子だったら？　もし、父親ではなく母親が外国人
だったら？　居心地の良いバイリンガル経験の中で、私は自分の言語力を
当然視していただけでなく、さまざまな経験によって作り出される多様な
アイデンティティについて無知であったのです」（2011 年 7 月 24 日）

マサは、現在の日本には人種差別が公然と横行していることを認めなが
ら、一方で、人を見た目で判断したり、日本人らしくない日本人を受け入れ
ないという隠れた人種差別もあると感じている。多様な文化を持つ混血児と
してマサが願うのは、人々が人種の持つ意味を常に疑問視し、人種の境界を
越えて互いに理解し合うことである。近年、「私たち」の話を私たちのやり
方で語り、「私たち」が誰かを理解しようとする映像作家、アーティスト、
写真家、ミュージシャン、学者、ジャーナリストが増えてきている（マーフィ
重松，2002）。マサもその新しい世代の一人である。かれらの多くは、内部
者としての経験も外部者としての経験もしている。だからこそ、周辺的立場
から外部者や内部者に向けて、文化を発信することができるのである。
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「Found in Translation」で私はマサのインタビューを受けた。そこで私は、
戦後の日本を特徴づける単一民族思想がハーフに「混血」や「不純」という
レッテルを貼り、ハーフを日本人の境界の外に位置づけたと主張した。しか
し、実際、我々は皆、混血である。この映像の中で皆が強くはっきりと言う
のは、次のようなことである。「私たちは日本人です！区別しないで！『ガ
イジン』と呼ばないで！自分たちから区別するために私たちを『ハーフ』と
呼ばないで！私たちも日本人です！見た目は違っても、中身があなたと同じ
ような人もいれば、見た目が同じでも中身があなたとは違う人もいます。優
しくしてほしい、受け入れてほしいなんて思っていません。ただ、私が何者
なのかを伝えたかったのです」

マサの作品は、人を「かれら」と「我々」に分けてマジョリティやマイノリ
ティというカテゴリーを作り出すことに疑問を投げかける。彼は、日本人と
は誰を指すのかということを再考しようとしているのである。彼は最新作
で、日本にエスニックなルーツはないが、京都で生まれ育ったマイケルとい
う人物の物語を通して、人種や文化という概念に挑んでいる。マイケルは、
日本人から常に外国人と見なされ、自分にとってはホームではないアメリカ
に精通していることが期待される。マサは、このような彼の葛藤や皮肉な境
遇を描き出している。

現在、多くの人が国境を越え、ホームを探している。マサは、この近代社
会が抱える問題を、映画製作を通して理解しようとし続けている。彼は、自
分自身のアイデンティティや経験を明らかにすることで、ハーフに関する一
般的考えを打ち破り、その関心を高めようとしている。一方で彼は、自分の
経験を超えた、自分と違った境遇にいるハーフたちの話を語ることによっ
て、自分自身も変わっていった。同時に既存の人種や文化に関する考えを詳
らかにし、脱構築し、「我々」や「かれら」という人為的に作られた区別をな
くそうとしたのだ（マーフィ重松，2002）。

ハーフは、ホームを探しながら、自分に関係するコミュニティとのつなが
りを見つけている。かれらは、受動的なアイデンティティから脱却し、複合
的で、柔軟で、多様なアイデンティティの代弁者となるのだ（マーフィ重松，
2002）。かれらの人生を物語として描くことは、「他者」、「外見が異なる者」、

「周辺化され孤独な者」というハーフのステレオタイプと闘うことである。
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非人間的な「我々対かれら」という認識は、個々人の豊かな人生が語られる
ことによってなくなっていくことだろう。物語は、普遍的な葛藤の共通性と
個別の葛藤の特有性を明らかにすることで、我々の人生を人間らしくするの
である。
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