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1 はじめに

在日ドイツ人交換留学生と日本人学生の

友人関係構築に関する比較考察

中野遼子

現在、日本では 「留学生30万人計画」 が策定され、今後受け入れ留学生数の増

加が予想されている。 しかし、留学中に日本人学生との友人関係を構築できない

例が数多く報告されている （中山 ， 2001; 工藤， 20036; 田中・畠中・奥西， 2011;

小松， 2013) 。 留学生とホスト国の学生とが良好な関係を築くことは将来の国際

関係にとっても重要であるため (Gareis, 2000)、異文化間友人関係研究は今後、

よりいっそう必要となるであろう。節者はこれまでに、 ドイツにおける日本人

交換留学生のネットワーク梢築に関する研究を行ってきたが （中野， 2014; 中野，

2016)、日独学生の交流促進のためには、日本におけるドイツ人交換留学生の

ネットワークについても調査する必要があると考えた。

そこで本稿では、 Gareis (2000) を参考に、日本に交換留学経験のあるドイツ

人学生にインタビューを行い、彼らが日本人と友人関係を構築する際に抱える困

難と、日独学生の友人関係構築方法の相違点を解明する 。

2 先行研究

本研究に関連のある先行研究は大きく 3つに分類することができる。日本人の

友人関係、 ドイツ人の友人関係、そして在日留学生と日本人学生の親密化の阻害

要因に関する研究である。

まず、日本人が「友人」という場合の意味内容はかなり無限定で、一緒に行

動するだけの仲間から親友など最も親しい友人まで、相当の幅がある （難波，

2005)。横山 (2014) は、日韓大学生の友人関係の比較調査を行った。 その結果、

日本人学生は、 買い物に行く、旅行に行く、悩みを聞いてくれる、といったある

一定の行動ができる相手を 「友達」とみなし、「相手と共にできる行動を少しず
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つ増やしながら、「友達」との距離を徐々に縮めて親しくなる」 (p.278) 頼向があ

ることを指摘している。 岡 III (201 0) は、現代i界年を 「群れ指向群」、「個別関係

群」、「関係回避群」に分類した（町）。 特に、「群れ指向群」の特徴は、これまでに

も多くの先行研究から現代粁年の友人関係に兄られると指摘されている。 具体的

には、「楽しさを求めて、いつも友人と一緒にいようとする」ため、「内而的な話

題や真剣な議論よりも、活動中心で、内面化の少な」い、比較的「功利的あるい

は近接の要因による友人選択を行う傾向が翡い」（岡 Iii. 20 1 0:76) という特徴で

ある。

次に、 ドイツ人の友人関係に関しては、 Lewin (1948) や Kalberg ( 1987) 、 そ

して Gareis (2000) が詳しい。 Lewin ( 1 948) は、アメリカ人とドイツ人のバーソ

ナリティータイプの辿いを同心円モデルで提示した ［図 l] 。 この図に関 しては、

Gareis (2000) およぴ Marrin & Nakayama (20 1 0) が詳細に説明しているので、

それらを参考にしながら述べる。

図 I Lewin(l 948) のパーソナリティータイプの同心ITJモデル

a
 
U タイプ G タイプ

(Lewin, 1948:2 1 を基に憎者作成）

まず、 U タイプがアメリカ人、 G タイプがドイツ人のモデルである 。 両者と

もバーソナリティーの陪の数は同じで、白い陪はパプリック層 (public layer) 、

色のついた箇所はプライベート附 (private layer) 、 そして、太線はふたつの荊の

榜界である。 U タイプモデルは、最も内側以外全ての肘がバプリック陪である

が、 G タイプモデルでは最も外側のIけのみがパプリック／名の範囲である。 この

構造の違いゆえに、アメリカ人とドイツ人の対人関係に誤解が生じることがあ

る。 例えば、ファーストネームで呼んだり、誰かを家に招待したりすることはア

1 岡田 (2010) によれば、個別関係群は 「心を打ち明け、ひとりの友人との関係を大

切にする」、関係匝避群は「対人！関係の深まりを避ける」という特徴がある。
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メリカではパプリック附の範囲であるが、 ドイツの文化ではプライベート府の範

囲であるため、アメリカ在住のドイツ人は、アメリカ人が慈区lせずに行う上記の

行動を友梢の証として解釈してしまう 。 反対に、 ドイツ人は、パブリック陪の範

囲では、相手を Sie で呼び、すぐに家には招待しないため、アメリカ人から「ド

イツ人は冷たい」と いう印象を持たれる。 ただし、 一度ドイツ人のプライベート

界に到達すると、最も内側の個人的な梢報や行動も共有されやすくなる 。 一方、

U タイプのプライベート附への税界は G タイプ以上に通過が困難である。 その

ため、アメリカ人は初対面の人ともある程度親密な関係を構築するが、個人的な

内容を共有するような深い関係にまで発展することは難しいという 。 この Lewin

のモデルは半世紀たった今も支持されている (Gareis, 2000; Marcin & N北ayama,

2010) 。

Kalberg (I 987) は、西ドイツ在住のアメリカ人とアメリカ在住の西ドイツ人へ

のインタビューを通して、彼らのコミュニケーションや人 1lil関係の特徴について

調査し、アメリカ人は共通の典味を基本としてグループを形成するが、 ドイツ人

は相手のパーソナリティーを重視するため、長い観察期間をかけ、緩やかなペー

スで友人関係を構築していくことを指摘している 。

Gareis (2000) は、アメリカに留学中のドイツ人学生 5 人にイ ンタビュー調査

を実施し、彼らがどのようにアメリカ人との友人関係を構築しているのか、事例

研究を行った。 そして、 ドイツ人学生がアメリカ人と友人関係を構築する際に感

じる困難について、 ①社交辞令でものをいう （すぐに誘うが約束が果たされない

ことが多い） 、 ②会話内容が表而的（自分に興味のある内容以外は話さない）、 ③

友人関係構築プロセスが早い（知り合ってすぐに遊びに誘う）、 ④関係が長く続

かない（話す相手をすぐに変える）、 ⑤アクテイビティ中心（長時間座って会話す

るより何かの活動を一緒に行う傾向がある）、 ⑥利用目的で近づく（自分の興味 ・

関心で友人を選択する ） 、ということを明らかにし、この相違点を Lewin (1948) 

の同心円モデルを用いて分析した。

在日留学生と日本人学生の友人関係形成の阻害要因を調壺した先行研究では、

柚田 (1991) が「日本の恨習」「言葉の障壁」 「興味なし余裕なし」 という要因を蔚

き出している。 田中 (2000) は、 ① H本的な表現の間接性、②社会的場面での開

放性の抑制、 ③集団主義、 ④文化特異性の高い社会通念、 ⑤文化的規範に基づ

く異性関係、 ⑥外国人扱い、という 6つを抽出した。さらに、佐々木・張・ 鄭
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(2012) は留学生の言語能力、時間的制約を、石原 (201 1 ) や小松 (2013) は （主

にアジア出身者への）日本人の関心の欠如を挙げている。

本研究では、以上の先行研究を参考にして、分析を進めていく 。

3 研究方法

本節では、本研究の目的を達成するために節者が用いた調究 · 分析方法の概要

について述べる 。

3.1 潤査概要

本研究では、日本の大学に 1 年間の交換留学経験がある ドイツ人 11 名にイン

タビュー調査を行った。 この II 名を以下、 協力者と呼ぶ。イ ンタビュー調在は、

20 1 5 年6月から 20 17年 2月の間に、大学内のカフェや談話室、そして策者の自

宅で、個別面談として行われた。 遠方で会えない協力者とはスカイプによるイン

タビューも実施した。 インタピューに要した時間は90~ 180分である。 インタ

ピューは協力者の許可を得て録音され、文字化された。 インタビュ一方法は、協

力者全貝に同じ質間に答えてもらう必要があったが、自由に開ってほしかったた

め、半構造化インタビュー法を用いた。

質間内容は、主にふたつの事柄について尋ねた。 まず、中山 (2001)、中野

(2014; 2016) を参考にして、 「留学中に関わったと思う人」を 10人程度挙げて も

らい、その人との関係、出会いのき っかけ、交流頻度、エピソードを恥ねた(※2) 。

つぎに、日本人との友人関係構築の際の困難について尋ねた。 インタビューの使

用言語は、 01, El, Gl は日本語で、残りの協力者は、 ドイツ語と Fl 本語の両方

2 2005年にはすでにインターネットによる無科俎話やソ ーシャ ル ・ ネットワ ー キ

ング ・ サーピスが将及し、対而せずに述絡を取り合う人物とのネットワークも潤

査対象としたかっ たため、 「留学中によく 会った人」ではなく 「 よく l関わった人」

という質問項目を設定した。 ドイツ語では、，，Mic wern haccesc du wahrend deiner 

Scudienzeic in Japan oft zu tun'Dabei rneine ich niche nur die Menschen, die du direkc 

gecroffen hast, sondern auch lncernec-Koncakce. Au~e rdern sind niche nur Freunde 

gerneinc, sondern auch Farnilienrnicglieder oder Lehrer, rnic denen du oft kornrnunizierc 

hast. " と質問した。
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を使用して回答してくれた。

協力者は、 2005年から 2017年の間(※3) に、日本の A-G 大学のいずれかひと

つに 1 年間の交換留学経験があるドイツ人 II 名である。 協力者の名前は、 匿名

性に配慰して、交換留学した大学名 （ アルファベ ッ ト ） ＋ 数字で表す （例： Al,A

大学の協力者ひとり目 ）。 協力者の内訳は以下の表の通りである 【表 l 】 。

表 l インタピュー協力者の内訳

性別 留学時期 専攻 l 副専攻
当時の 日本語能力(※4)

而接時期(※5)
学年 1 学期→2学期

Al 女 2014/2015 日本学 1歴史学 BA3 中 → 中＋ 2015/7 

A2 女 2015/2016 通訳／日本学 M2 上 →上 2016/6 

A3 女 2015/2016 日本学／英文学 BA3 中 →中 ＋ 20 I 5/7 

A4 女 2016 社会学 ／なし BA3 初 →中 2017/2 

BI 女 2014/2015 日本学／社会学 BA3 中 → 中 ＋ 2015/6 

CI 女 2014/2015 日 本学 l 社会学 BA3 中→中＋ 2015/8 

DI 男 2005 日本学／社会学 BA3 中→ 中 2016/6 

D2 男 2014/2015 
日 本学 ／文化地

BA2 中 →中 2016/9 
理学

El 女 2009/2010 
日 本学 l 英文

Ml 上 → 上 2016/7 
学 · 心理学

Fl 男 2005 日本学 I fti報学 BA3 中→中＋ 2015/6 

Gl 男 2006/2007 日本学 l 社会学 BA3 中→中＋ 2016/8 

3 2005 年度と 2017年度の交換留学生の生活に大きな相迩点が見られなかっ たため、

すべての協力者を研究対象とした。

4 日本語レベルは、交換留学 l 学期目と 2学期 目 に協力者が受請していた日本語クラ

スのレベルを参考にした。大学によ っ て日本語クラスの表記が違うため （例えば、

「5A」、「レベル 500」 、 「 レベル 600」 など。 どれも中級レベル）、彼らの 日 本語 レベ

ルを 「初 （級） 、中 （級） 、上（級）」で表す。 さらに、「レベル500」、 「 レベル600」 の

ようにクラスが細分化されている楊合は 「中」 、 「中 ＋ 」と 表記する。 日 本語クラ ス

を受講していない協力者に関しては、日本語能力試験のレベルを参考に、 N5-N4

（初級） 、 N3-N2 （中級） 、 NI （上級） とする 。

5 交換留学時期と面接時期が長期間離れた協力者は記憶が簿れているとの指摘もある

と思われるが、彼らの中で韮要な出来事は整理され的確に伐えてお り 、交換留学

中 ・ 直後には気づかないような回答をしていたことから、彼らのデータも伐韮だと

判断し、分析対象とした。
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3.2 分析方法

分析にあたっては、まず協力者のインタピューから、日本人との友人関係構築

の際の困難にかかわる具体的な発言を取り出した。 そのうえで、当該の発言内容

を一般化し、項目およびカテゴリーという 2段階でコーデイングを行った。 そし

て、分類したカテゴリーを基に、協力者と日本人との友人関係構築方法の相辿点

も明らかにする 。

4 結果と考察

分析の結果、協力者が考える日本人との友人1関係構築の際の困難を 10項 H に

表2 先行研究と本研究の友人関係構築の際の困難

先行研究 (;:;6) 本研究 Garcis (2000) 

留学生→ 「1 本人 ドイツ人→「1 本人 ドイツ人→アメリカ人

①会話内容が表面的 会話内容が表面的

' 
②友人関係構築プロセスが短い 友人l関係構築プロセスが短い

③関係が長く絞かない 関係が長く続かない

悶 G汁寸き合いにお金がかかる アクティピティ中心

⑤利）1．1 目的で近づく 利川 II 的で近づく

日本的な表現の
⑥曖昧な表現

llll接性 （田）

社会的場而での
開放性の抑制 (III)

文化特異性の店い社 ⑦社交辞令、本音と建前、年功序 すぐに誘うが、約束が果たさ

i 
会通念 （田） （横） 列 れない

集団主義（田）

文化的規範に基づく
異性l関係 ( III )

外国人扱い （田）

日本人の関心の
欠如 （石） （小） （横）

⑧場所の制約

個 口語の1れ墜（佐）（横） ⑨汀iliの 1呪登

人 時間的制約（佐）（横） ⑩時間的箭lj約

6 石 ：石原 (2011 )、小：小松 (2013)、佐：佐々木ら (2012)、田：田中 (2000) 、横'

柚田 ( 1991) を表している。
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整理し、それらを〈対人関係の困難〉、〈社会文化的困難〉、〈個人的困難〉 という

3 つのカテゴリーに分類した。 そこに、先行研究と Gareis (2000) で挙げられた

困難も併せて整理すると ［表2】 のようになる 。

ここで、困難の例を示すために、協力者の中から Bl, El, Gl の交換留学中に

おける友人関係の事例を詳述する。 この 3人を選択した理由は、 3人全員に日本

人学生との交流があり、自身の友人関係について特に詳細に語ってくれたからで

ある。 記述の際、彼らの発言のうち、友人関係梢築の困難にふれている個所を下

線で強調し、 また表2の①～⑩との対応を示す。 インタビューは、協力者の回答

をそのまま引用し、意味が分かりにくい箇所には節者の補足を ［ ］ 内に記す。

また、協力者が挙げたネッ ト ワークの人物は仮名で表記する。

4.1 協力者の事例

(1) Bl （女性）

Bl は、南ドイツにある中規模の町出身である。 日本語に興味を持つようになっ

たきっかけは、 12年生 ( 18歳）のときに見たアニメ 「デスノ ー ト J で、大人が見

ても楽しめるアニメの存在を知り、日本への興味が深まった。 彼女は、明る＜真

面目な性格で、留学生向けのイベントや旅行にも和極的に参加するタイプであっ

た。 武道にも興味があり、 B 大学では長刀部に入部した。

Bl は、留学中の人的ネットワークに関して、 23のネットワークを挙げた （ド

イツ語圏出身のネットワークが 12、日本人6、その他 5) 。 そのうち、特に親し

い友人は、同じドイツの大学で日本学を専攻している交換留学同期生3人と、同

じ寮の留学生 3 人（イギリス出身ひとり、スイス出身ふたり）の計6人である （全

貝女性）。 ドイツ人の友人3 人とはよく 一緒に旅行へ行き、日本語や日本文化に

ついて語り合った。 そのうち寮が近かったふたりとは頻繁にカラオケヘ行った

ので、自分たちのことを Karaoke-Clique と呼んでいる 。 Bl はこの3人には何で

も話すことができ、心の支えになっていたという 。 同じ寮の留学生3人とは毎週

木II罷 日 に会って、食事をしたり出かけたりした。 他に、 ドイツ在住の幼馴染3人

（女性ふたり 、 男性ひとり）とは定期的に連絡を取り合い、留学生活の話を聞い

てもらっていたため、留学中も非常に大切なネットワークだったと語っている。

Bl は日本人ネットワークを6つ挙げている。 その内訳は、タンデムパートナー
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のユキ、 ドイツに関心のある寮生のジュン、寮のアシスタントの学生 (Resident

Assistant) シホ、長刀部の学生たち、授業の先生、 交換留学以前からの友人ユウ

コ、となっている。 しかし、 Bl にとって、 信頼できると感じる日本人はユウコ

のみであり、彼女の家を訪問したことは特に印象に残っているという 。 最も会

う機会の多いタンデムパートナーは、日本文化について多くを教えてくれるた

め「仲は良いが、まだ本当に親密というわけではない (,,Wir sind befreundet, aber 

noch niche ganz eng.“) 」 と感じている。 そのため、彼女にとって、 日本で日本

人の友人を作ることは、難しいという (,,Ich finde es schwer, hier Freundschaft zu 

schlieBen, z.B. zu Japanern.“) 。 その理由としては、 言語的なバリア⑨のほかに、

日本人の友人関係が表面的であることも問題だと指摘している。 例えば、且~

人は留学生に名前と出身を聞いた後すぐに遊びに誘う②。 ほとんど会話もして

いない段階で、遊びに誘われることを、 Bl は unangenehm だと感じている 。 そ

の理由は、 Bl に話しかけてくる日本人学生は自分と親しくなりたいのではな

く、外国人の友人がいることがかっこいいと思っている⑤からだという (,,dass

hier es halt so ist: Wollen sie jetzt mit dir befreundet sein, […]weil es cool ist, mit 

Auslandern befreundet zu sein?“) 。 また、特に日本人と会話する際に困難と感じ

るのは、意見の伝え方である 。 Bl は率直に自分の意見を述べるが、日本では 「本

音と建前」 で話されるため、彼らの言うことが 「真面目か冗談かわからない」 ⑦

という 。 結局、新しく友人関係を構築できた H 本人は、 ドイツに関心があり、よ

く話しかけてくるジュンのような学生のみだったという 。

(2) El （女性）

El はドイツ中央部の小さな村で生まれ育った。 彼女は 15歳の頃から日本語学

校に通い、ギムナジウム卒業後には日本の高校へ 1 年間の留学にも行った。 その

ため、交換留学時にはすでに日本語能力試験 l 級 (Nl) を保持しており、 E 大学

の日本語クラスは免除されたという 。 日本では、特に茶道や着物について学びた

いと考えていたため、交換留学中は茶道教室に通っていた。

El は明る＜耕極的で、真面目な性格である。 読杏や勉強が好きで、日本語能

力も嵩く、交換留学中に箔物に関する杏範をいくつも購入して日本語で読んだ。

友人は少数で十分だと考えているため、新しい友人を積極的に探すことはない

が、自分の友人は大切にし、 ドイツにいる友人とも定期的に連絡を取り合ってい
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た。 El は 、 Freund と Bekannter の違いについて、 「Freund の方が何でもしゃべ

れる人だし、心の支えになる人。 で、 Bekanncer の方が、なんか、時々食事に行

くこともあるかもしれないんだけど、彼氏と最近別れてしまったことは話さない

［……］本当に、自分の心の奥にある悩みとかを話さない人」と語っている。ま

た、「友達といえば、 両方から連絡取り合うもの、取り合いが普通でしょ」と話

し 、 定期的に連絡を取り合うことが Freund にとって龍要だと考えている。

交換留学中、彼女にはふたりの親密な友人がいた。 ひとりは同じドイツの大学

出身の交換留学同期生モニカであった。 モニカの交換留学先は E大学から離れ

ていたが、よく一緒に旅行へ行った。 特に北海道と裔野山への旅行は印象的だっ

たという 。 彼女とは定期的に連絡を取り合い、人生や留学中の悩みなど何でも話

すことができた。 もうひとりの友人は日本人のチカである。 彼女とは、高校留学

中に知り合い、交換留学中も彼女と定期的に会って様々なことを話したという 。

しかし 、 El の交換留学が半年を過ぎた頃、チカはアメリカヘ留学した。「それは

本当に寂しかった。 ［……］本当に心の話をする機会がなくなったから」と語って

いる。

El は、留学生寮ではなく、大学から 30分ほど離れたアパートに配屈された。

そのため、「他の留学生と仲良くするのが、ちょっと難し」 かったという ⑧。 ま

た、日本人に関しては、チカ以外に信頼できる友人ができなかった。 日本人と同

じ授業に出席したが、 座席を指定されていた美術の授業で同じテープルのメン

バーと少し親しくなった程度で、「基本的に、他の授業だったら、 1 回話した後、

話してくれなかった」ようである 。 彼女は、授業中に日本人と親しくならなかっ

た理由について、自分が大学院生であり 、 年齢や立場が迎ったこと⑦を理由とし

てあげている 。

このように、 El は、寮の立地条件や親しい日本人の留学など、友人ネットワー

クを維持するための条件が幣わず、留学中なかなか親しい友人ができなかった。

そんな彼女を支えたのは、毎週土曜H に通う茶道教室のノムラ先生とその生徒た

ちであった。 先生や生徒のメンバーはいつも E] のことを心配して、「友達はで

きましたか？」「今日はどうでしたか？」と話しかけてくれたという 。 El は、交

換留学中の人間関係を振り返って、「全体的に、 E 大学の留学時代はそんなに楽

しく［なくて］ ・・ ・、友達とか、誰かと付き合う と か［・・・ ・ ・ ・］そんなに楽しくなかっ

た。土曜日の稽古がなかったら 、 本当にもうどうしようもないと思う」と語って
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おり、茶追教室は E] を 1 年間そばで支え続けたネットワークであった。

また、 II 本人学生と新たに友人 l¼l係を築く際の困難な点に関して、 E] は、友

人と遊ぶためにお金がかかることを指摘している。

［日本人とドイツ人の友人付き合いの］ひ とつの追いは、たいていの印象、

誰かと遊ぶと家の外で何かをやりに行く 。 食事に行くとか、カラオケに行く

とか、プリクラに行くとか。それ全部お金かかる④。 ドイツの方は、 それも

あるけど、基本的になんか、仲良くなりたかったら、食事に行くとか、自分

の家で食事に誘うことが多い。 だからなんか、友達作ることはそんなにお金

かからない、ドイツは。 だから、家でピデオ見るとか、家でゲームするとか、

家で食事を食べるとか、そんな感じが一番晋通だと息う 。

このように、日本では友人を作るためにお金がかかることが、 ドイツとの大き

な朴l迫点だと感じていた。

(3) GI （男性）

Gl は、 ドイツ西部の村出身である。 日本に典味を持ったきっかけは、たまたま

見た日本に関するドキュメンタリ一番組だった。そして、ギムナジウムの卒業論

文で東京の歴史について杏き、その後、同じ州にある大学の日本学科に進学した。

Gl は、交換留学以前は、友人と遊ぶことも少なく「一匹狼」だったが、交換留

学時代は、「みんなと一希行に住んで、楽しめて、それが大事になった。留学で、

人間関係、楽しめた」ようである。 Gl は日本で車を運転できたため、友人を海

や買い物へ連れて行き、彼らと積極的に交流していた。

Gl には、交換留学中、 6人の視しい友人がいた。 3 人は同じドイツの大学出身

の交換留学同期生で、残りの3人は軽音サークルに所属するバンド仲間の n本人

学生である (6人全且男性） 。 ドイツ人交換留学同期生3人とは寮が一緒だったた

め師日会った。そのうちのひとりとは毎週水曜日の朝に近くの海｝やで朝食を食べ

たという 。 他のふたりとも寮のロビーで夜に一糸行にテレビを見たり、同じ日本

語クラスだったのでよく先生の話をしたりしていた。パンド仲間の日本人3人に

関しては、 Gl が軽音サークル加入後の施設見学の時に、 3 人のうちのひとりが、

「［アメリカのロックバンドのコビー］パンドやらないか」と話しかけてきたとい
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う 。 当時は日本語もまだうまく話せなかったが、簡単な英語で冗談を言い合った

り音楽の話をしたりしてコミュニケーションを取った。 彼らとの関係は現在も継

続しており、 Gl が東京に行くときは必ず彼らに声をかけて媒まるようである。

Gl は、軽音サークルでは、比較的多くの日本人学生と良好な関係を築いてい

たが、国際パーティーなどで知り合った学生とは友人関係が長くは続かなかった

と語っている。 その理由は、彼らの多くは Gl の出身にしか興味がなく、すぐに

別の人に話しかけに行くからだという③。 その他に、 Gl が日本人との友人関係

で困難に感じていたことが主にふたつあった。 まず、年齢の問題についてであ

る 。 「ここ ［日本］ は、まあ、同期か、それと近い人じゃないと仲良くなれない

ね。［・・・・・・ ］ 誰に敬語を使うとか。 だから、それだけでも、壁が」 できてしまう⑦

という 。 次に、日本の友人関係にはお金がかかることも指摘している。

日本での人間関係はお金かかる。 貧乏だったら、公共の場もあま り 使えない

し、閉9川以外かな。[… - - - ］ 若者が集まれるところはそもそも少ないね。 あと、

お金がないんだと、自分の家に引きこもるしかない④経）。 ドイツだっ たら、

まあ、公園とか、川沿いとか、他の人の家に行ったり 。 ここは、 居酒屋 とか、

カフェとか。 他には、時間の制限もあるし⑩。 90分しか躾まれない。 その

あとまた、お金かかる 。 スペースの問題にもなっている⑧。

Gl は、年齢という日本特有の習伯以外に、時間的・空間的問題も友人関係の

構築を阻害していると感じている 。

そして、 Gl が考える友人の定義は、 「全体的に accept する。 なんか悪いとこ

ろあっても 、 それを OK に」 でき、さらに、 「何の計画もいらない」 関係で、 そ

して、 「いろいろなテーマについてしゃべれる。 その自分のことだけじゃなくて、

例えば政治のこととか、興味のあるテーマについても話せる。 なんか、 絶対、意

見があって、議論できる人」 だという 。 しかし、 「 それはなかなか H本人とでき

ない。 事情知らないか、私の反対言いたくないか」 G灯）と考え、様々なテーマに

ついて自分の意見を控える日本人とは親しくなることが難しいと感じていた。
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4.2 考察

3 人の協力者の事例分析だけでは、一般化は困難であるが、いくつかの事柄、

とりわけ共通点に関して、先行研究を参考にしながら、考察を行っていく。

まず、「友人の定義」に関しては、 3 人が共通して「（主に内面的・個人的内容

について）何でも話せること」が友人関係に大切だと語っている。これは、他の

協力者も同様で、 A2は「自分のことを話さない人とは友達になれない」と回答し、

Al, A3, D2 も正直に何でも話せることが重要だとしている。そして、 A4 は定期

的に連絡を取っていることを、 Fl は「人生の節目節目を一緒に分かち合える人」

を、「友人」に不可欠な要素として挙げている。このことは、 Gareis (2000:85) の

協力者も同様の回答をしており、「率直で、正直であり、自分の最も深い気持ち

を共有でき」、「すべてのことについて話せる」こと、そして、会話の内容以上に

「互いの人生において何が起こっているかを把握していること」が友人関係に諏要

だという。ここから、 ドイツ人は生涯にわたって付き合える人物が「友人」であ

り、そのために関係を維持し、会話を通して互いの理解を深めているといえる。

次に、留学中のネットワークに関しては、 3人とも日本人との友人関係構築に

困難を感じていたが、日本人との交流がなかったわけではない。特に、 G3 は音

楽を通してバンド仲間と友人関係を形成し、 10年経った現在も交流を続けてい

る。 Bl ゃ El は留学先の大学で新たに日本人学生との友人関係を形成することは

困難だったようだが、留学以前からの日本人の友人と親しくしている。しかし、

El は、親しい日本人の友人がアメリカ留学へ行ったことで孤独を感じ、彼女の

留学生活にマイナスの影押を与えたと語った。このような事例は、批的調査では

見えてこないであろう。

また、 3 人の協力者に共通して語られた困難は、日本人が遊ぶときは、「家の

外で何かをやりに行く」ことである。 Bl は、まだ親しくないうちから遊びに誘

われることに居心地の悪さを感じ、 GI と El は遊びにお金がかかることを困難と

して挙げている。このことに関しては、日本人は「相手と共にできる行動を少し

ずつ増やしながら、「友達」との距離を徐々に縮めて親しくなる」傾向があること

が指摘されている（横山， 2014: 278) 。つまり、カラオケや買い物に行く、飲み

会に行く、一角行に旅行に行くなど、一斎行にできる行動を増やし、「こんなことも

できたから自分たちは友達だ」と認識する。そのため、まだ親しくない相手を遊



中野速子 ) 13 

びに誘い、行動の共有により親密な関係を築こうとしているのである。一方、 ド

イツ人は相手の性格や考え方など、 その人全体を理解するために、会話を通して

緩やかなペースで友人関係を構築していく (Kalberg, 1987) 。 この友人関係構築

方法の違いが、日本人と交流する際、協力者に遥和感を与えているといえる。

ここで、 106ページの ［表2 ] を基に、協力者が挙げた困難を図示すると ［屈 2]

のようになる。〈 〉 はカテゴリーを示 している 。 数字のある項目は協力者によ

り挙げられた困難で、数字は ［表 2] と対応しており、 （ ） 内には回答した協力

者を記している 。 また、 〈対人 1見係の困難〉 、 〈社会文化的困難〉 、 〈個人的困難〉

の 3つの困難はそれぞれが影押し合っていることを黒矢印で示している 。

図 2 ドイツ人協力者から見た日本人との友人関係梢築の困難

〈対人関係の困難〉

①会話内容が表而的 (A l , A2, A3, Bl, DI, D2) 

②友人関係構築プロセスが短い (Bl, El) 

③関係が長く続かない (D2,GI)

④ 付き合いにお金がかかる ・ アクテイビティ中心

(Cl, EI, GI) 

⑤利用 目的で近づく (Bl , Cl , El,G! )

〈社会文化的困難〉

⑥ l] 本的な表現の間接性 （田） (Al , A3, 81, 02, Gl) 

⑦文化特異性の詞い社会通念 （社交辞令、本音と建前、

年功序列） （田） （横） (Bl , El, Gl) 

⑧場所の制約 (Al,El , Gl)

・ 開放性の抑制 （田）

・ 集団主義 （田）

・ 文化的規範に基づく昇性l関係 （田）

・ 外国人扱い （田 ）

・ 日本人の関心の欠如 （石） （小） （横）

数字：本研究で見られたもの

ロ
〈個人的困難〉

⑨言語の節聖（佐）（横）（BI , Fl) 

⑩ 時間的制約 （佐）（横）（Al ,

A4, Bl, Cl, DI, 02, El, Fl, 

GI) 

（石） ：石原 (201I) （小） ：小松 (2013) （佐） ： 佐々木 ・ 張 ・ 鄭 (20 1 2)
（田） ： 田中 (2000) （横） ： 横田 (1991 )
黒矢[|l ： 関係性を表す

〈対人関係の困難〉 と 〈社会文化的困難〉 はドイツ人が日本人側に感じるもので、

日本人 ・ドイツ人双方に要因があるものが 〈個人的困難〉 である。 ここで、 ⑧場

所の制約は、 どの先行研究にも述べられていなかったが、友人関係構築に大きな

影判を与えているため追加し、日独の都市珠境への異なる考え方より起こる困難
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であるため社会文化的困難に分類した。

今回のドイツ人協力者の回答結呆からは、在 13 留学生を対象とした先行研究

で述べられていた社会文化的な困難についてそれほど語られなかった。 しかし、

Gareis (2000) で明らかとなったアメリカ人と友人関係を構築する際の6つの困難、

具体的には、すでに先行研究で指摘されているように、行動中心で、友人 1関係構

築プロセスが短く、会話の内容が表而的といった特徴が協力者と II 本人との友人

関係にも見られた。 これらの特徴から、 H本人の対人関係は Lewin (1948) の U

タイプモデルの領向があるといえる。 しかし、 H 本人は「米国人に比べて、自分

の出し方が控えめである」（鈴木， 20 12: 89) ことや、日本における従来のi7年期

の友人関係は「心を打ち明け、ひとりの友人との関係を大切にする」（岡田， 2010)

ことから、 G タイプモデルの要素も含まれると考えられる。 そこで、本研究は、

日本人のパーソナリティータイプとして新たに J タイプモデルを考案した 【図3】 。

図 3 H本人のパーソナリティータイプの同心円モデル

e 
J タイプ

まず、日本人は、アメリカ人と迩って、初対面の人に積極的に話しかけて自己

開示することを控えるため （鈴木， 2012）、バプリック府は G タイプと同じ最も

外側の肘のみとする 。 また、協力者の多くから、 H本人は個人的な情報を共有せ

ず、 「会話内容が表面的」 であることが指摘されたため、 プライペート附は U タ

イプと同じ最も内側の肘のみとした。 さらに、「1 本人はプライベートな情報共有

の前に、遊ぴに誘うなどの行動を共有する領向があることから、パプリ ッ ク府

とプライベート）i，1 の間にセミ ・ パプリック肘（色の薄い部分）を追加した。 パプ

し）ック倍からセミ・バプリ ッ ク Kサヘは G タイプのプライペート肪通過より容易

であるが、 J タイプのプライベート附通過は U タイプと同様に難しい。そのこと

を異なる太さの榜界線で示している。

ここで、 G タイプと］タイプを基に、 R本人およびドイツ人の対人関係のモデ

ル図を示す と ［図4] のようになる。
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I図 4 日本人とドイツ人の対人関係モデル図

a. 日本人（］タイプ） 同士 b. ドイツ人 (G タイプ） 同 C. 日本人とドイツ人の対人

の対人関係 I 上の対人関係 --[＿竺
(Lewin, 1948:24 を参考に箪者作成）

まず、 ［囮 4-a】 が示すように、日本人同士の関係においてはセミ ・ パプリック

府まで達しているため親密な行動は共有しているが、 プライベート陪までは到達

しておらず、個人的・内面的情報については開示されていない状態である。 これ

は、何か問題があっても個人的内容を伴う深刻な衝突を避けられる関係、つま

り、内而的な話題や真剣な議論を避け、楽しさを求めて、いつも友達と一緒にい

ようとする現代日本人冑年の友人関係の特徴（岡田， 2010) と対応しているとい

える。 また、 ［図 4-b】 のドイツ人同士の関係においては、プライベート陪まで到

逹していれば、中心部分の最も個人的な情報も比較的容易に共有できることを示

している。 最後に、 ［図 4-c】 が示す日本人とドイツ人の関係においては、日本人

のセミ ・ パプリック／罰までしか到達していないため、カラオケに行くといったあ

る程度親密な行動は共有していても、個人的な情報は共有されておらず、そのた

め、「日本人の友人関係構築プロセスは短いが、会話の内容が表面的だ」 とドイ

ツ人が感じる状況を示している。 さらに、【図 4-c] には、「行動」と「会話」とい

うアプローチの違いも追加し、両者の友人関係構築方法の特徴の追いをより明確

に示した。 このように、パーソナリティータイプおよび友人関係構築方法の辿い

が、日本人との友人関係において、特に〈対人関係の困難〉を協力者に感じさせ

ていることが明らかとなった。

5 まとめ と今後の課題

本稿では、日本への交換留学経験のあるドイツ人 11 人にインタビュー調査を
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行い、彼らが日本人との友人関係構築の際に感じた困難について 10項目を抽出

し、さらにそれらを 〈対人関係の困難〉、〈社会文化的困難〉、 〈個人的困難〉 の 3

つのカテゴリーに分類 し、先行研究を参考にして図示した。 また、 Gareis (2000) 

の調査結果と比較し、在米ドイツ人学生がアメリカ人に感じたのと同様の困難

を、本研究の協力者も日本人に対して感じていたことから、 Lewin ( 1948) のモ

デル屈を援用して、新たに J タイプモデルを考案した。

さらに、本研究では、先行研究で扱われていない「⑧場所の制約」 という新た

な項目を追加することができた。 これについては、平田 (2016) も 、 近年の日本

では、若者が出会ったり集まったりする場所が減少していることを指摘してい

る。 ここから 、 今後、留学生と 日 本人学生の交流促進を考える際は、コミュニ

ケ ー ションスペースの問題も考慮に入れる必要があると思われる。

最後に、本稿では、協力者のうち 3 人の事例しか扱うことができなかった。今

後は、他の協力者の事例についても詳細に検討し、日本人との友人関係構築の際

の困難について、より包括的に分析を進めたい。 また、 本論文で示した対人捌係

モデル図には限界がある。 まず、パーソナリティータ イ プは状況や関係性によっ

て変化すると考えられるが、本モデル図ではその変化を表すことが難しい。 そし

て、同心円図は、 三者以上の相互関係を説明することが現段階では容易ではない

ため、今後は、より汎用的なモデル図を考案する必要があるだろう 。 それについ

ては、 今回、詳細に検討することができなかったため、 今後の課題とし、別稿で

論じたい。

（なかの ・ りょうこ 大阪大学国際教脊交流センター特任助教）
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Vergleichende Becrachcung des Aufbaus von Freundschafcen 

zwischen deucschen Austauschscudencen 

und japanischen Scudencen 

Ryoko NAKANO 

In der vorliegenden Arbeit analysiere ich die Schwierigkeiten des Aufbaus von 

Freundschaften mit japanischen Studenten fur deutsche Austauschscudencen in Japan. 

Fur die Uncersuchung habe ich Interviews mit elf Deutschen durchgefuhrt, die 

zwischen 2005 und 2017 fur ein Jahr als Austauschstudencen an einer der sieben japaｭ

nischen Universicaten (A-G) scudiert haben, und anhaJJd der Mechode von Gareis (2000) 

Falle von drei ausgewahlcen lnformanten (Bl, El, Gl) beschrieben. Oaraus lasst sich 

erkennen, class es fur deursche Ausrauschsrudenren in Japan zehn Schwierigkeiren in 

den Freundschafren mit Japanern gibe. Sie werden in drei Gruppen klassifiziert, namlich 

die zwischenmenschlichen, die sozial-kulturellen und die personlichen Schwierigkeiten. 

Sechs der Schwierigkeiten sind bereits bei Gareis (2000) als Probleme fur deutsche 

Scudenren mic AJ.11erikanern in den USA beschrieben worden: (1) Yersprechen, die aus 

HoAichkeit gemacht werden und niche, weil man vorhat, sie umzuserzen, (2) oberｭ

伽chliche Gesprachsinhalte, (3) schnelle Aufbauprozesse der Freundschafr, (4) kurze 

Beziehungen, (5) akcivaffine Beziehungen, (6) ucilicaristische Freundschafren. Oiese 

Schwierigkeiten erklarc Gareis (2000) in Hinblick auf das von Lewin (1948) vorgeｭ

schlagene Model! der Personlichkeirsrypen, das die Personlichkeiten als konzenrrische 

Kreise mit verschiedenen Schichcen von der inneren, privaren bis zur auBeren, offenrｭ

lichen darstellt. Als ein rypisch amerikanisches Modell gilr der,,U-Typ", bei dem alle 

auBeren Schichten offenrlich sind und nur der innerste Kern privat. Dagegen sceht der 

als rypisch deucsch beschriebene,,G-Typ", bei dem nur die auBersce Schichc offenrlich 

ist, alle anderen privat. Die Unterschiede der Scrukturen fiihren zu vielen Fehlinrerpreｭ

tationen. Oiese 知alyse der konzentrischen Kreise !asst sich auf die japanische Art und 

Weise des Aufbaus von Freundschafren anwenden. Auch Japaner scheinen eine Tendenz 

zum,,U-Typ" zu haben. Dafiir wurde der,,J-Typ", der zwischen den offentlichen und 

privaten Gebieten semiべiffenrliche Gebiete enchalr, in dieser Untersuchung neu erarｭ

beitet. 


