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アニメーション、マンガの専門家となった元日本語学習者の

ライフストーリー分析

An analysis of the processes of carrier formation for Japanese language 

learners who became experts in Japanese animation and manga

USUI Naoya

臼井　直也

アニメーション、マンガの専門家となった元日本語学習者のライフストーリー分析

This study aims to investigate, through life story interviews, Japanese animation and manga 

experts to better understand how they built their careers and how Japanese animation and manga 

have contributed to their lives and to Japanese language learning.

Previous studies on Japanese language learners with these media were intensely focused on 

current learners, but lacked a life-span view of language development, that is, the development 

observed from being a novice in childhood to an expert in adulthood. In this study, life story 

interviews were conducted with two experts who revealed the long-term processes involved in 

becoming Japanese animation and manga experts. Furthermore, analyzing their interview from 

the perspective of Japanese language learning, it was apparent that there was interplay of relations 

among motivations to learn Japanese language, autonomy learning, social environment, and 

Japanese animation and manga.

Hereafter, in addition to further developing the analyses of the data obtained, interviews of 

various such media experts need to be conducted to understand the relations between Japanese 

language learning and Japanese animation and manga.

Abstract
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1．はじめに

　近年、日本のアニメーションやマンガの海外人気が
メディアをとおして報じられることが多くなった。フ
ランス・パリの Japan Expo（ジャパン・エキスポ）な
どの各地域でのイベントの開催や、アヌシー国際アニ
メーション映画祭やアカデミー賞への日本のアニメー
ション作品の出品などを伝える情報は次々と日本国内
にも伝わっている。そして、その中にはアニメーショ
ンに関心があり日本を訪れる若者たちや、マンガを通
して日本語を学習した学習者が紹介されることも多
い。日本語教育の現場に携わる者であれば、こうした
メディアに関心のある学習者が増えつつあることは肌
で感じる点であろう。筆者もこれまで教育現場でアニ
メーションやマンガを用いた日本語教育の実践を行い
ながら、これらに興味がある学習者と交流し、学習者
が日々の生活でこれらを積極的に視聴し、日本語学習
にも活用しているという話を数多く聞いてきた。しか
し、学習者の中には日本語学習との関わりにとどまら
ず、幼少期から現在までの視聴経験、現在の自己形成
にアニメーションが与えた影響、将来のアニメーショ
ン、マンガとの関わり方を語る者も多く、こうしたコ
ンテンツへの関心は日本語学習という限られた期間だ
けでなく、個人の人生、つまり幼少期から学齢期、日
本語学習の時期を経て職業の選択にまで影響を与える
要素になっていることが分かった。そこで、本研究で
は学習者とアニメーション、マンガの関わりを幼少期

から就業期に至る長期的な視野で捉え、また、その中
で日本語の学習とどう関わりあってきたかを明らかに
すべく、これらの分野で活躍する専門家たちへのライ
フストーリーインタビューを行った。
　本研究の目的は、高度な日本語運用能力を持つ専門
家たちが幼少期から日本語学習の期間を経て現在の仕
事に至るまでの期間にアニメーションやマンガがどの
ように関わったのかを明らかにすること、また日本語
教育の観点から、アニメーションやマンガと日本語学
習がどのように関係していたかを質的に明らかにする
ことである。本研究は先行研究にはない幼少期から専
門職期までの経時的な関わりを見るものであり、日本
語学習者のキャリア形成とアニメーション、マンガの
関わり、また広く学習者研究に新たな展開をもたらす
意義を持つものである。

2．先行研究

　アニメーションやマンガは教育現場での活用以前に
学習者が自主的に視聴し、学習に用いていたものであ
るという理由から、近年は学習者研究の分野における
学習者とアニメーション、マンガの関わりについての
研究が増えつつある。こうした研究の中心はアニメー
ションやマンガの学習動機としての役割に関する議論
である。近藤・村中（2010）は、アンケーﾄ調査から
アニメーションへの関心が高い方が日本語学習の開始
が起こりやすいと結論づけているが、根本（2011:95）
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ではインタビュー調査をもとに学習動機を学習開始以
前から分析した結果、「『アニメが好きだから日本語を
始めた』というような単純なものではない。言語学習
自体への興味や、日本への興味の変化など他の様々な
要因と関連し、複合的な学習動機を構成するものであ
る」と述べている。こうした研究からは学習者とアニ
メーション、マンガとの関わり、そして日本語学習と
の関わりが極めて複雑であることが分かる。
　一方、学習動機だけではなく、学習者の人生とアニ
メーションの関係をライフストーリーの観点から分
析した研究が川崎（2011）である。川崎（2011）では、
トリニダード・トバゴの学習者 19名に対して行った
インタビューの中から 3名のアニメーションに関わる
ライフストーリーを描き出し、その語りを「日本との
出会い」「協力者にとっての日本の大衆文化」「日本語
と日本語学習」「将来の夢」「日本への想い」という 5

つの点から分析している。幼少期から現在、将来にい
たる通時的視点、アニメーションへの接触から学習動
機、具体的な日本語の学習行動などの複合的視点から
考察が行われている数少ない研究である。
　上述の各研究は日本語を学んでいる学習者が対象の
中心であり、教師が日々接する学習者を理解するとい
う点では意義あるものである。一方で、アニメーショ
ンやマンガの専門家となった人々が幼少期からどのよ
うにこれらと接し、日本語の学習を開始し、現在のキャ
リアを築いてきたかという、学習期以降をも含めた長
期的な観点からの研究は管見では見当たらない。

3．研究の目的と方法

　本研究では、高度な日本語能力とアニメーション、
マンガに関する専門性を併せ持つ、元学習者であり学
習成功者の人生におけるアニメーション、マンガとの
関わり、さらに日本語の学習とアニメーション、マン
ガとの関わりを描き出すことを目的とする。本研究で
は現在アニメーション、マンガに関する職に就いてい
る元学習者へのインタビュー調査を行い、そのライフ
ストーリーの分析を行った。ライフストーリーとは「個

人が生活史上で体験した出来事やその経験についての
語り」（桜井・小林 2005:12）であり、ライフストーリー
研究とは「日常生活で人びとがライフ（人生、生活、生）
を生きていく過程、その経験プロセスを物語る行為と、
語られた物語についての研究」（やまだ 2000:2）を指す。
本研究も元学習者の人生におけるアニメーション、マ
ンガとの関わりの過程を明らかにすることを目指すこ
とから、ライフストーリーの分析を研究手法とした。

　3．1　インタビュー調査概要

　調査対象者は、アニメーション比較史の研究者であ
り、国際アニメーション映画祭やアニメーション関連
イベントのコーディネートなどにも携わっている協力
者 A（フランス出身、1975年生まれ、男性）、マンガ
翻訳やアニメーション翻訳の他にマンガ文化の仕事な
どに携わっている協力者 B（イタリア出身、女性）の
2名である。尚、協力者の名前及び協力者 Bの生年は
本人の希望により記載しない。調査は 2014年 1月か
ら 2015年 8月にかけて行い、インタビューではこれ
までの人生とアニメーション、マンガとの関わりを聞
く半構造化インタビューを行った。インタビューの概
要は以下の通りである（次頁表 1）。尚、両協力者の
日本語能力は職業上きわめて高いものであると判断し、
インタビューは日本語で実施した。

　3．2　分析方法

　本研究では ICレコーダーに録音したインタビュー
データを文字化し、定性的コーディングを用いた分析
を行い、各協力者のストーリーラインを作成した。ま
た、ストーリーラインの記述に加え、本研究では幼少
期から専門家として活躍する時期までの経時的な関わ
りを扱うため、複線径路・等至性モデル（Trajectory 

Equifinality Model：以下 TEM）を援用した。TEMは、
「時間を捨象せず個人の変容を社会との関係で捉え記
述しようとする文化心理学の方法論」（安田・サトウ
2012:1）であり、「プロセスを明確に記述するために、
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環境と人間の関係性を読み解き」、「社会と個人との関
係を描く概念ツールを用いる方法論」（同 223）である。
TEMの援用により、語りを時間軸に沿って図化する
ことが可能となり、また人生における分岐点や社会の
影響などがより鮮明に可視化される。TEMの作成で
は、「日本語を使うアニメーションの専門家になる」（協
力者 A）「日本語を使うマンガ翻訳の専門家になる」（協
力者 B）を「等至点」と定めた。「等至点」とは、「歴
史的・文化的・社会的に埋め込まれた時空の制約によっ
てある定常状態に等しく辿り着くポイント」（安田・
サトウ 2012:3）を指す。次に等至点へと至る径路およ
びそこで生じる分岐点、人生の形成に影響を与えた社
会的要因などの各要素を語りをもとに図化した。

4．分析結果

　インタビューデータの分析結果は幼少期、日本語学
習期、専門職期などの時期にわけ、協力者それぞれと
アニメーション、マンガの関係性を述べる。

　4．1　協力者Aのライフストーリー

　協力者 Aは日本語学習の時期と仕事をしている時
期が重なるため、「幼少期―日本語学習開始期」と「大
学での学習―研究―専門職期」の二つに分けて語りを
まとめる。尚、協力者 Aは専門職期と大学の在籍時
が重なっているが後述のように当時のフランスおいて
は極めて専門性の高い内容を扱った仕事に従事してい

たことから、大学在籍時が専門職の開始時期であると
判断した。

　　4．1．1　幼少期―日本語学習開始期

　協力者 Aの幼少期のアニメーションとの関わりは
大きく二つの地域、生まれ育ったフランスと祖父母の
家があったユーゴスラビアに分けられる。子どもの頃
からアニメーションを視聴していた協力者Aだが、『ア
ルプスの少女ハイジ』や『名探偵ホームズ』など日本
の作品、ハンナ・バーベラ・プロダクション作品など
のアメリカの作品をまとめて「アニメーション」と認
識しており、日本で作られたものであることは意識し
ていなかった。一方で、アメリカ製の作品が一話完結
だったのに対し、日本製の作品はドラマ性が強く「ス
トーリーを追う楽しさ」を感じ、無意識に日本製の作
品に魅力を感じていた。協力者 Aがアニメーション
自体への関心を持つのは、毎年夏に訪れていたユーゴ
スラビアの祖父母の家で社会主義圏アニメーションを
視聴したことによる。フランスでは放送されていない
チェコの人形アニメーションやザグレブフィルムの作
品などが日替わりで放送され、それまでフランスで視
聴していた作品との違いからアニメーションの多様性
に気づき、「大きな洗礼」を受ける。両地域で多様な
アニメーションに接することにより、幼少期にアニ
メーションへの関心が生まれ、もっと知りたいと感じ
るようになった。
　協力者 Aはフランスで中学に進学するが、卒業直
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表 1　インタビュー実施概要

実施日 場所 インタビュー時間

協力者 A

1回目 2014年 1月 20日 パリ市内 1時間 56分
2回目 2014年 3月 25日 東京都内 34分
3回目 2015年 8月 10日 東京都内 49分

協力者 B

1回目 2014年 2月 5日 東京都内 1時間 54分
2回目 2015年 2月 15日 東京都内 1時間 54分
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前、担任から進学先の高校で日本語が新たに第 3外国
語として選択可能になることを知らされる。協力者 A

は高校で日本語を第 3外国語として選択し、「基礎的
な文章を少しずつ読める程度」日本語を学習した。幼
少期から日本語学習期においては協力者 Aの中で日
本製のアニメーションと日本語学習は結びついていな
い時期であった。

　　4．1．2　大学での学習―研究―専門職期

　大学進学に際し、協力者 Aは自然科学系の大学と
日本学専攻の大学に同時に通い始めるが、高校で学習
した日本語が数週間の授業でカバーされクラスメイト
に後れを取ったことから自然科学系の大学をやめ、日
本学専攻に専念する。
　日本のアニメーションと日本語学習が交差するのは
大学の友人との交流の中である。アニメーションの
VHSを貸し借りしていた際に視聴した宮崎駿監督の
『となりのトトロ』『天空の城ラピュタ』に衝撃を覚え、
当時フランスでほとんど認知されていなかった宮崎作
品を友人や家族に紹介するために兄と日本語の台詞を
もとにフランス語字幕を作成した。また、日本のアニ
メーションの存在を意識し日本の作品に興味を持つよ
うになったのもこの時期である。一方で日本語学習に
関しては日本語の授業を担当した一人のフランス人教
師に影響を受けている。リズムや言葉遣い、響きなど
「外国語が持つ美しさに気づかせてくれた」ことが学
習の大きな原動力となり、「先生のもとでなければ日
本語の勉強を続けなかった」と日本語学習に対して大
きな影響を受けた。
　また、協力者 Aは大学在学中から日本のアニメー
ション、マンガ、ゲームを中心として扱う雑誌『ANIME 

LAND』の編集部で執筆業を開始した。編集部の先輩
から編集、日本語、アニメーションについて教わり、
誰も知らないものを調べることは刺激的であると感じ
ていた。また、この時期、日本にいる友人から高畑勲、
宮崎駿両監督の著書を送ってもらい、アニメーション
の知識を深めるとともに、これらの著書は大学での試

験でも活用した。
　一方、大学での日本語学習が続くにしたがい日本語
の上達に限界を感じるようになった協力者 Aは、同
教師の「外国語学習ではその国へ行かなければならな
い」という教えをもとに大学の短期調査プログラムに
「日本のアニメーションの状況」というテーマで応募
し、1か月の日本滞在の機会を得た。日本滞在を通し、
単なる学習対象ではない日本に接したことは協力者 A

にとって日本語学習の上で「一番大きな転換」であり、
それまでフランスで学習してきたことが「一つの大き
な地図としてつながった」と感じた。また、滞在中に
雑誌編集部の先輩の紹介でスタジオジブリを訪問し、
高畑監督との接点を持つ。
　帰国直後、以前より応募していた 1年間の日本語研
修に採用され再来日し、大学で語学研修を開始した。
大学の研修は 1学期目は真剣に勉強をしたが、2学期
目は「また同じことをやらされるのがつらい」と感じ、
大学での講義に参加するなどしていた。2回目の来日
でも高畑監督と定期的に会い、自宅へ通いアニメー
ションについて質問したり議論するようになる。協力
者 Aは高畑監督との交流を通して、「日本で暮らさな
ければ見えないもの」があると考えるようになった。
　1年間の留学を終え帰国すると、フランスのアニ
メーション界で日本作品を特集する動きが現れはじめ
る。協力者Aは雑誌編集部の編集長を通して、アヌシー
国際アニメーション映画祭での日本作品特集、フィル
ムセンターで全 3回開催された日本アニメーション映
画祭への協力を依頼され、特に後者ではプログラム、
カタログ執筆などを担当した。後者の映画祭は「個人
的に大きな転換だったし、（フランスでの）日本のア
ニメーションの認識の仕方に関しても一つの転換点に
なったと言える」と語っており、協力者 Aが現在ま
で関わる映画祭関連の仕事の出発点となっている。そ
の後も映画祭での仕事と重なる時期に国費留学生とし
て再び来日し、2年間日本のアニメーションに関する
研究活動を行ったり、兵役として日本のフランス研究
所で編集の仕事に従事したりとフランスと日本を行
き来している。現在、協力者 Aはフランスでは通訳、
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翻訳、アニメーション学校での講師やイベントコー
ディネート、日本でも大学でアニメーションに関する
講義を行うなど、多岐にわたる仕事に従事している。

　　4．1．3　協力者Aの TEM図

　協力者 Aの語りをもとに作成した TEM図が図 1で

ある。図 1は上中下の三つに分かれており、上の図の
右端「フランス人教師に出会い日本語を習う」が中の
図の左端「自然科学系の大学をやめる」につながり、
中の図の右端「スタジオジブリを訪問し高畑監督と出
会う」が下の図の左端「帰国後日本留学 高畑監督の
もとへ通う」につながっている。TEM図では、実線
の枠と矢印は協力者のたどった径路を、破線の枠と矢

臼井　直也
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図 1　協力者 Aの TEM
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印は協力者がたどる可能性のあった径路を示してい
る。また、「日本語を使うアニメーションの専門家に
ならない」は「等至点」と対になる「両極化した等至
点」である。網掛けの枠は等至点へと至る際に通ると
考えられる「必須通過点」を示し、矢印の上の吹き出
しは、人からの支えや社会的な支援など促進的に働く
「社会的ガイド」、矢印の下の吹き出しは反対に阻害・
抑制的に働く「社会的方向付け」である。尚、協力者
Aの語りの分析からは「社会的方向付け」は抽出され
なかった。
　協力者 Aの TEM図では、大きく 7つの分岐点が存
在した。まずは幼少期に祖父母の家があったユーゴス
ラビアで多様なアニメーション作品に接したこと、そ
して高校進学時に日本語を選択科目として履修したこ
と、大学での一人のフランス人教師との出会い、自然
科学系の大学をやめ日本語に専念したこと、大学在学
時にアニメーションやマンガに関する雑誌編集部で仕
事を始めたこと、日本に短期滞在したこと、フランス
で開催された日本のアニメーション映画祭に関わった
ことがあげられる。また、幼少期にユーゴスラビアで
多様な作品が放映されていたこと、高校入学時に日本
語が選択科目として設置されたことが社会的ガイドと
して働いたほか、フランスにおいて日本のアニメー
ションに対する意識が変化したことが現在の仕事に就
く上での社会的ガイドとなっている。協力者 Aはこ
れらの道のりを経て現在の「日本語を使うアニメー
ションの専門家」という専門職で活躍している。

　4．2　協力者Bのライフストーリー

　協力者 Bのライフストーリーは時間軸に沿い、「幼
少期―日本語学習開始期」「日本語学習期」「専門職期」
の三つに分けて示す。

　　4．2．1　幼少期―日本語学習開始期

　協力者 Bは両親がマンガ好きという家庭で育ち、
家にはヨーロッパ、アメリカ、南米など様々な地域の

マンガ、子ども向けから大人向けのマンガがあり、幼
少期からマンガに囲まれた環境で育った。また、母親
がファッションイラストレーターの仕事をしており、
母親と一緒に絵を描き、小さい頃から絵を描くことに
関心があった。幼少期はアニメーションも視聴し、ハ
ンナ・バーベラ・プロダクションの作品やディズニー
作品などのアメリカ製のアニメーションのほかに、『ア
ルプスの少女ハイジ』『小さなバイキングビッケ』な
どヨーロッパが舞台となっている日本の作品も視聴し
ていたが、後者は日本製であることは意識せず視聴し
ていた。日本への認識が生まれたのはロボットものの
作品『UFOロボグレンダイザー』に登場するキャラ
クターのデザインが鬼、妖怪のようだと直感的に感じ
た時であったが、一方で「なぜ日本のものと認識した
か覚えてない」とも語っている。ただ、この時期に友
人と「日本のアニメーションを見に行こうよ」といっ
ていたのが「毎日の儀式」であり、幼少期から日本の
作品と認知したうえで接していた。中学生から高校生
の時期にかけてはキャラクターへの憧れも強くなり、
『ベルサイユのばら』のオスカルや『野球狂の詩』の
水原勇気などの女性キャラクターへの感情移入が強く、
特に前者については「オスカルは私にとって私みたい
に感じた」と語っている。
　日本語学習以前に日本のアニメーションを認識して
いた協力者 Bだが、日本のアニメーション、マンガ
と日本語学習が結びつくのは中学校卒業前後、イタリ
アのマンガ雑誌に掲載されていた片仮名の五十音図で
日本語学習を開始したことによる。当時はイタリア語
の教科書、辞書がなかったため、昔の和伊辞典の復刻
版を入手し、参考にしながら日本語学習を開始した。
中学校卒業後、外国語の高校への進学を目指すが家庭
の事情で断念し、理系の高校、芸術系の学校の彫刻専
攻、マンガ家養成コースなどに短期間通った。

　　4．2．2　日本語学習期

　日本語の学習を独学で始めた協力者 Bは、地元の
大学に日本語のコースがあることを知り、担当講師で
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ある日本人教師から聴講の許可を得て英語による日本
語の教科書『Japanese for Today―あたらしい日本語』
（学習研究社, 1973）と漢字学習のためのハンドブック
をもらい、本格的な日本語学習の機会を得る。当時の
イタリアでは日本語が学習できる大学の数は非常に限
られており、自分の出身地がその一つであることを
「ラッキーだった」と感じていた。大学ではコース開
始前のインテンシブコースも含め 2年強日本語を学ん
だが、この時期、教室での日本語学習とアニメーショ
ン、マンガの直接的な関わりはなく、授業を担当して
いた日本人教師も「マンガが大嫌い」だった。また、
この時期協力者 Bは日本語で日記を書く習慣をもっ
ていた。
　マンガとの関わりは大学の日本語コースの外へと拡
がり、マンガ好きの友人とマンガを交換したり、雑誌
のレターコーナーで知り合った友人と同人誌を作るな
どの学習環境外の他者との交流が中心であった。一方
で、協力者 Bは日本にいる同年代の人たちと文通を
行っており、文通を通して日本語の学習を行っていた
ほか、マンガやアニメーションのテープなどを交換し
ていた。音楽雑誌のレターコーナーに情報を出したこ
とが文通のきっかけとなり、互いの国について書くほ
かに、アニメーション、マンガが好きな相手とはこれ
らをトピックとしてやり取りを行っていた。最初は
500人前後から返信が来たが、徐々に少なくなり 50

人ほどで落ち着いたそうである。この文通は 20歳前
後まで続いていた。
　日本語コースでは日本語を集中的に、学習環境外で
は趣味を同じくする友人たちや日本のペンフレンドと
の交流を深めていた協力者 Bだが、日本語コース修
了後、アルバイト先の知人から高校進学を勧められ、
税理を専門とする定時制高校に入学する。税理を専門
としたのは自営業であった母親の姿を見て財産を自己
管理することの必要性を感じたからであった。高校の
学生はみなモチベーションが高く、協力者 Bも「自
分の意思で勉強する」ことを感じていた。一方で周り
の学生からはマンガやアニメーションへの関心に対し
て「変だ」と思われることもあったが、「似たような

仲間がいたから寂しいと思ったことはなかった」と考
えていた。

　　4．2．3　専門職期

　高校卒業後、協力者 Bは知人の雑誌編集長の依頼
でマンガ『攻殻機動隊』の翻訳の仕事を開始する。サ
イバーパンクの専門用語が多かったことから図書館で
専門書を探したり機械を専門とする友人に質問をしな
がら翻訳を行った。その後、『3×3EYES』や『電影少
女』などの人気作品の翻訳に携わった。
　その後、マンガの翻訳を定期的に行う傍ら、活動の
場を海外へと移していく。アメリカでは友人が作った
ウェブデザインの会社を手伝い、ウェブコラムの執筆
などインターネットに関する仕事を行った。アメリカ
滞在時には 3か月の短期滞在で初めて日本を訪れ、生
活を通して日本語の学習を行った。その後、アメリカ
での仕事の経験からイギリスでウェブ関連の仕事を行
い、イギリス滞在時にはコミュニケーションデザイン
の分野で修士号を取得した。イギリスでは日本のアニ
メーションやマンガの文化がほとんど入っておらず日
本の作品に接することができなかったので、訪日の機
会に秋葉原で DVDなどを購入していた。その後はイ
タリアに帰国し DVDの出版社でプロジェクトマネー
ジャーの仕事に就き、『最遊記』、『魔術士オーフェン』、
『らんま 1/2』など多数の日本のアニメーション作品に
携わった。就労期に並行して行っていたマンガ翻訳に
ついて、協力者 Bは知らない表現や言葉、日本文化
があり、毎日が勉強だったと感じていた。その後、活
動の場を日本に移し、現在協力者 Bは日本で執筆活
動、翻訳、マンガ翻訳の講師、学校や出版社での講演、
アニメーション翻訳、イタリアの出版社へのマンガレ
ビューなど多様な仕事を行い、ここ数年はマンガが原
作の実写映画の字幕翻訳も行うなど活動の幅を広げて
いる。マンガの翻訳という仕事について協力者 Bは、
「好奇心が一番大事」であるとし、「（日本の）原作に
忠実であることがミッション」であると語った。
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　　4．2．4　協力者Bの TEM図

　これらの語りをもとに作成した協力者 Bの TEM図
が上の図 2である。協力者 A同様、図は上中下三つ
にわかれており、上の右端が中の左端に、中の右端が
下の左端に続いている。
　協力者 Bの幼少期から現在までには大きく 6つの

分岐点が存在した。まずは幼少期にイタリアで放映さ
れていた日本のアニメーションに関心を持ったこと、
次は日本のマンガを特集していた雑誌で片仮名の表を
見つけ独学で日本語の学習を始めたこと、その後日本
語の教材がほとんどなかった状況で自ら教材を手に入
れ学習を続けたこと、そして中学卒業後に芸術系の学
校やマンガ家養成コースに通ったこと、高校卒業後に
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知人の編集長からの依頼でマンガの翻訳を始めたこ
と、そしてその後ウェブ関連の仕事に従事しながらも
マンガ翻訳の仕事を両立させたことがあげられる。ま
た、幼少期にはイタリアで日本のアニメーションが放
映されていたこと、地元の大学で日本語コースが開講
されていたこと、マンガ翻訳を本格的に始めてからは
「ウェブが普及していったこと」が社会的ガイドとな
り、日本語学習を始めた時期に教材がほとんどなかっ
たこと、進路選択に際し家庭の事情が社会的方向付け
となった。協力者Bはこれらの道のりを経て現在の「日
本語を使うマンガ翻訳の専門家」という専門的な仕事
で活躍している。

5．考察

　本章では協力者 2名それぞれの人生におけるアニ
メーション、マンガとの関わりの特徴、また、日本語
の学習とアニメーション、マンガとの関係について協
力者の語りを引きつつ考察する。

　5．1　協力者A

　協力者 Aの語りで特徴的な点は、動機づけという
面から見たアニメーションと日本語学習の関係である。
近年、学習動機の研究分野では学習動機が動的であり
経時的に変化すると捉え、動機が生み出される段階と
それを維持する段階を分ける「過程志向アプローチ」
（Dörnyei and Ottó 1998）、学習に関わるコンテクスト
に焦点を当てる視点（Ryan and Dörnyei 2013）が取り
入れられている。本研究でも各協力者が幼少期から専
門職に就くまでの経時的な学習動機の動きを追う。な
お、本章における語りの引用中の下線は筆者によるも
のであり、斜体の台詞はインタビュアーである筆者の
ものである。また、実際のインタビューから言いよど
みや言い間違いなどは必要であると判断した場面を除
き削除している。
　まず、協力者 Aの語りから学習動機に関する部分
を挙げる。現在、「日本のアニメーションやマンガが

好きで日本語学習を始めた」という声を学習者から聞
くことが多い。しかしながら、協力者 Aは幼少期に
視聴していたアニメーションを日本製であると認識し
ていなかった。以下、協力者 Aの語りである。

だから、当時の、何歳だったんだろうね、5歳とか、
その頃ですかね、男の子も女の子も一緒に見るん
ですよ。（中略）で、多くの場合はね、子どもは
日本かどうかはどうでもいいわけですね、知らな
いし。何ていうかな、区別がつかないし。大人も
分からないわけですね。で、それは、当時の日本
のその、そういうものの、何ていうかな、性質上
それがはっきりと分からない作品もけっこうあっ
たわけですよね。（A37-38）

だから、面白いものはあって、中で、未来少年コ
ナンやホームズは、確実にやっぱり記憶に残るも
のだったんですね。で、それは、日本のものだと
当時、当然知らないし、思いつきもしないんです
けども、（A84-85）

　協力者 Aの中での日本のアニメーションの認識は
大学に入ってからであり、高校で日本語学習を始めた
時期にもまだ認識は生まれていない。協力者Aにとっ
て日本語学習を開始したきっかけは高校に第三外国語
として日本語が設置されるという社会的な要因の影響
が大きい。以下、日本語科目の設置に関する協力者 A

の語りである。

ちょうど中学校卒業するときに、中学校卒業する
直前の最後のクラスのところで、担任の先生から
のお知らせがあったんですよね。皆さんが今度進
む高校には、この秋から、こちらの学年は秋から
ですので、9月から、新たに第 3外国語として日
本語を選べるようになりますというお知らせが来
たんですね、当時の頃。で、それがどうしてそれ
が可能になったのかは知らないし、当時も今も知
らないし、ただその可能性が出たわけです。選べ
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る科目になったわけです。で、それで選んで、高
校の 3年間は第 3外国語として勉強して、まあ、
ほんとにね、その入門程度のことしかやってない
んですけれども、（A92-93）

で、だから、最初ほんとに偶然でね、あの高校で
そういう選択が出てきて、高校卒業して数年も経
たないうちに、その選択科目としても消えたんで
すよ。第 3外国語でも選べなくなったので、どう
して現れたのか、どうして消えたのか分からない。
まさに偶然としか言えないようなところで、日本
語に接触することになって、接触して、どんどん、
だから専攻として、勉強していくわけですけれど
も、（A97-98）

　語りにも見られるように、「偶然」日本語を学習す
る選択肢が現れたことが語られている。次に、大学で
日本語学習を継続させる要因に関しての語りである。
ここでもアニメーションは強い要因とはなっていない
ことが分かる。

先輩など知り合いが日本に行くと、頼んで、買っ
てもらったものを、立て替えて、色んな書籍をね、
そういう中で高畑勲著の『映画を作りながら考え
たこと』とかの単行本とか宮崎の『出発点』とか
ね、そういう、まあわずかですけれども、そうい
うものをこちらも勉強している最中の日本語でテ
キストとして色々一生懸命読みながら、字を調べ
たり、色々こう、一つの原動力になったのは確か
ですね。（A163-164）

　一方、「学習を促した要因」として強く挙げられた
ものは一人のフランス人教師との出会い、そしてその
教師の授業での経験、そして留学の機会を得たことで
ある。以下、それぞれの語りの例を挙げる。

一番多く授業を受けたのは日本近代文学関係です
よね。結局、そういう、それもそれで非常に面白

かったしね、要するに言語そのものの持つ特性と
いうのかな、特性というべきか、（中略）原文を
読んで、原文として外国語が持つ美しさに初めて
気づいたのは日本語の場合です。それは大学での
授業です。（中略）それは要するに、文体として
言語が持つリズムとか言葉遣いとか響きとか色々
ある、本来ある要素に初めて気づくのは日本語の
勉強の中です。そういうのはかなり大きな原動力
になるわけです。（それは言語の遠さというとこ
ろ）いや、そうじゃなくて、単純にほんとに先生
が良かったと思います。先生の思考というのかな、
そういうことに気づかせてくれた先生がいたと
いうことです。（それは文学の授業での先生です
か？）そうですね、はい。でも、文学が専門です
けども、1年生の時からの入門の、要するに文法
などを全部やるわけです。何百人を相手にそうい
う授業もずっとやってた先生です。だから、とに
かくね、言語の美しさを伝えることが一つのこう、
使命感のあった先生です。それが非常に良かった
わけです。それが間違いなくこっちの進む道に大
きな影響を与えたわけです。（A174-184）

5年間勉強して、もうね、日本への留学が許され
たんですよ、文部省のプログラムでね、（国費留
学ということですか）国費留学、そうです。その
先生の推薦もあって行くことができたんですけれ
ども、で、それができなかったら、たぶん別の道
に行ってたんです。もうね、これ以上はやっぱ
り、延々とね、書き言葉の遠くからね、勉強して
てもちょっとね、やっぱりこれ以上は進まないだ
ろうという、何ていうかな、感触を覚えた時期で
したので、まあ非常にそれも良かったんですよね。
（A188-192）

　この語りからは「かなり大きな原動力」、「それが間
違いなくこっちの進む道に大きな影響を与えてくれ
た」など学習の継続を促進する要素として大学の授業、
そして教師の影響があったことが分かる。さらに、留
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学に関しては日本語学習が停滞していた時期であり、
「留学ができなかったら別の道に行っていた」という
語りからも分かるように、学習の継続に大きな影響を
及ぼしている。
　一方、アニメーションと日本語学習の関わりを見る
と、大きく宮崎作品への字幕付けの作業、大学の試験
での関連書籍の活用、そして雑誌編集部の先輩との交
流に関連している。字幕付け、試験での活用に関して
は当時の自身の日本語レベルでは難しかったと語って
いるが、後者の試験での活用に関しては自身の興味を
学習環境へ取り入れるという積極的な姿勢が見られる。
　また、教室外である雑誌編集部での関わりにも特徴
が見られた。編集部に入った当初は日本語、アニメー
ションの知識も十分ではなかったが、先輩から学ぶこ
とで徐々に知識を増やし、最終的には編集長の紹介で
映画祭の運営にまで携わり、上映作品を選定するなど
中心的な役割を果たすまでに至っている。以下、雑誌
編集部についての語りを引用する。

20歳のころに、今でも出てるんですけれども、
当時同人雑誌として発足してからちょうどプロの
雑誌になるかならないか転換点にあった雑誌が
あって、ANIMME LANDという雑誌があります
けどね、フランスに。で、そこにもちょっと門叩
いて、そこで 10年ぐらい色々書いたりしてたん
ですよ。（中略）95年はまだ日本に一度も行った
ことなかったので、そこで先輩格の人に出会えた
ことが大変良かったですよ。今も日本に住んでる
人でね、そこで色々雑誌編集のこと色々教わりな
がら、日本と日本語と商業アニメーションのあれ
これについて多くを、まあ学んだわけですね、そ
ういった先達の元で。（A104-108）

　このように、協力者 Aは大学の教室外の社会的実
践と深く関わった場においてアニメーションの知識を
深めていっただけでなく、日本語の学習が行われてい
ることがわかる。
　以上、協力者 Aの語りの考察からは、日本語学習

動機との関連、そして教室外の社会的実践との深い関
わりの特徴が明らかになった。

　5．2　協力者B

　協力者 Bは幼少期の家庭環境でマンガに頻繁に接
しており、また日本のアニメーションに対する意識も
早い時期から生まれているという特徴が挙げられる。
さらに、日本語学習のきっかけも「日本の作品」への
関心から生まれており、アニメーション、マンガと日
本語学習が直接結びついていたことが分かる。しかし、
当時はイタリア語の教科書、辞書がないという限られ
た学習環境下での学習であった。協力者 Bが本格的
な学習を開始するのは地元の大学で日本語コースが開
講されていたからである。以下は大学の日本語コース
に参加する経緯に関する協力者 Bの語りである。

当時はほんとに勉強したい、勉強したい、勉強し
たいって思ったけど、なかなかイタリア語の教科
書がなくて、あと、辞書もなかったよね。だか
ら、「Heypri」という、ちょっとレアな、研究者
のためのレアな本とかを、何ていうか復活させ
るような会社があるんだけど、その会社がもう
超昔の、（中略）昔の和伊辞典、もうすごく薄く
て、でも間違いだらけの、それを出版した時にそ
れを買っちゃってちょっと参考になってたんだけ
ど。で、あとは日本語の、A大学で日本語の授業
があるよって知った時は、私はまだ大学生という
年じゃなかったけど、イタリアの法律だと大学の
授業は一応誰でも行ける。（B234-244）

ほんと何だろう、まぐれというか、何かすごいラッ
キーだったね、A（注：協力者 Bの出身地）にそ
ういう授業があるなんて。（B264）

とにかく、ほんとに A（注：協力者 Bの出身地）
に日本語の授業があったことが、ほんと、何だろ
う、ラッキーっていう感じ。あるはずのないもの
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があったから。（B268）

　地元の大学で学習できることが「ラッキーだった」
という語りを繰り返し強調していることから、日本語
学習の継続に地理的、社会的要因が大きく影響してい
たことが分かる。
　また、マンガ翻訳業と他の仕事との関係を経時的に
見ると、中心となる仕事はイタリアではマンガ翻訳、
米英ではウェブ関連の仕事、その後のイタリアでは出
版社、そして日本ではマンガ翻訳となっている。これ
らの地理的移動が伴う複雑なキャリア形成の中でマン
ガ翻訳業に常に携わっており、翻訳がいわば「ライフ
ワーク」として位置している点は協力者 Bの特徴の
一つであると言える。
　さらに、協力者 Bからは学習環境外の他者との関
わりが多く語られた。イタリア国内で同じ関心を持つ
人たちとマンガを制作したり、日本のペンフレンドと
文通をしたという語りがあるが、特に日本語学習を意
識して行っていた後者でアニメーション、マンガに関
するやり取りをしていた点に注目したい。まずはペン
フレンドとのやり取りに関する語りを以下に挙げる。

当時日本語を勉強するときに、ペンフレンド、日
本のペンフレンドを作って、文通して、それで練
習して、あと私の好きなイタリアのマンガを送っ
て、日本のマンガをもらって、で、あと、アニメ
のテープとか好きな音楽とかそういう交換したり
してて（B299）

（文通をしていたというのはどういった言語で、
何語で）あ、日本語で。（日本語ということですか）
そう。最初は英語だったけど、日本語を勉強して
から、日本語でやってたね。で、その頃は、大学
で勉強してたころ、私のペンフレンドから送って
もらった『ARENA37℃』という音楽雑誌にペン
フレンドとかのコーナーがあったから、日本語で
「私、友だち作りたい。英語も日本語もオッケー
だよ」。でも 500人から、それも絞り絞って、（そ

うですよね。続けられないですよね）5人、50人の、
（50人ですか）50人のペンフレンドが。（中略）（ど
ういった内容だったんでしょうか）まあ、好きな
ものとか何が好きかとかイタリアでこんなことが
どうなってるかって、そういうやっぱり文化交換
というか、（じゃあ幅広くお互いの国についてっ
ていう感じでしょうかね）うん。で、あともちろ
んもっと親しい友だちとはもっとプライベートな
情報とかっていうのも書いてたんだけど、（そこ
でマンガとかアニメについてやり取りをするって
いうことも多かったですか）そうね。まあやっぱ
り、そういうの好きな人とか、（それでこう、何
か送ってもらったり）うん、そうそう。（イタリ
アから送ったりということですか）そうそうそう。
（B322-349）

　「日本語を勉強するときに日本のペンフレンドを
作って、文通して、それで練習して」という語りから
も分かるように、協力者 Bは教室外で自主的に日本
語の機会をつくりだしていたが、この行動は学習者
オートノミーの観点から捉えることができる。学習者
オートノミーは「言語学習を長期的に捉え、言語学習
に責任を持ち、自らを言語学習に動機づけ、試行錯誤
の中で最善の学習方法を模索・確立していく能力」（中
田 2011:194）を指すが、これを協力者 Bの文通にお
ける日本語学習に当てはめたい。マレー（2011）によ
れば、自律学習において「自己主導型言語学習を支え
る学習構造」には以下の 6つがあるとされている（次
頁表 2）。
　この 6項目と協力者 Bのペンフレンドとの文通を
照らし合わせると、例えば「最初は英語だったけど、
日本語を勉強してからは日本語」という語りからは、
自身の学習を「計画」し、それまでの英語による文通
から日本語に切り替えるという決定をした「マネジメ
ント」および「個人化」、ペンフレンドの日本語の手
紙というリソースを活用した「取り組み」が見られる。
また、ペンフレンドの数について、「500人から絞っ
て 50人」にしたという行動には学習の規模をコント
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ロールすることによる「マネジメント」および「個人化」
が見られる。また、語りからは直接は見られなかった
が、自身の文通による学習に対する「内省」やペンフ
レンドから日本語の学習方法についてアドバイスを受
けるといった「サポート」があった可能性も十分に考
えられる。このように考えると、自身を言語学習へ動
機づけるために自らの責任で学習を管理し、最善の学
習方法を模索していく姿は正しくアニメーション、マ
ンガが教室外での自律学習に用いられたことを示すも
のである。
　以上、協力者 Bの語りの考察からは、日本語学習
動機との関連、そして教室外における自律学習との深
い関わりの特徴が明らかになった。

6．おわりに

　本研究ではアニメーション、マンガの専門職に就く
元学習者 2名のライフストーリーの分析を通し、幼少
期の経験からその後の日本語学習期を経てアニメー
ション、マンガに関する専門的な仕事に結びつくまで
の過程を明らかにした。また、その過程におけるアニ
メーション、マンガとの関わりの特徴、日本語の学習
にアニメーション、マンガが果たした役割について論

じた。インタビュイーの語りから特徴的であったのは、
両者のアニメーション、マンガとの関わりの時期であ
る。協力者 Aは幼少期、日本の作品とは意識せず大
学入学後に日本の作品の存在を知り、幼少期に自身が
視聴した作品を振り返ることで日本のアニメーション
に無意識に関心を持っていたことに気が付く。一方
で協力者 Bは幼少期から日本の作品への興味を持ち、
その関心を保ちながら翻訳家という専門的な仕事へと
携わっており対照的な関わりとなっていることが分か
る。また、日本語学習の観点からは両者ともにアニメー
ションやマンガは教室内ではなく教室外とのつながり
がより密であり、さらに自身から積極的に日本語学習
と結び付ける姿勢が特徴的であった。こうした姿勢に
よりアニメーション、マンガへの関心が途切れること
なく、キャリア形成の過程の中で「日本語の専門性」
と「アニメーション、マンガの専門性」を結びつけ現
在の専門家へと至ったと言えるだろう。以上、本研究
により 2名の専門家の人生の中でアニメーションやマ
ンガへの関心と日本語学習がいかに関わり合い、それ
がどのようにキャリア形成まで発展しうるか、その一
例を示すことができたと考える。
　今後の課題はデータ分析の精緻化を行い、アニメー
ション、マンガとの関わりをより深く分析することが
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表 2　自己主導型言語学習を支える学習構造

計 画 立 案 学習者が自分の学習計画を作成する。初めに自分自身の目標を設定し、リソースを選
び、学習活動を決める。

取 り 組 み 学習者は、多様な活動において幅広い目標言語のリソースと直接取り組むことを通し
て言語スキルを伸ばす。言語の授業はない。

サ ポ ー ト 学習者は、クラス全体での説明や学習者同士のやりとりなどを通して、学習をどのよ
うに計画し、実行するかについての知識を発達させる。

内 省 学習者は自分の学習について内省することを継続的に奨励される。内省は計画、モニ
ター、自己評価の過程の重要な要素である。

マネジメント 学習者は学習のすべての側面に関する決定をする。また、長期の学習計画、日々の学
習活動、 学習過程の内省、学習の証拠について、書面で記録を残す。

個 人 化 学習者は、個人のニーズ、関心、学習スタイルに基づき、決定を行う。例えば、何を
するか、どのように行うか、どのぐらいの期間行うかについて決定する。

（マレー 2011:124を一部要約）
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挙げられる。例えば協力者 Aは大学でのフランス人
教師のほかに、日本留学時代には高畑勲監督から大き
な影響を受けており、数多くの語りをしていた。協力
者 Aのキャリア形成において、日本アニメーション
界の中心人物である高畑監督の影響は決して看過でき
ないものである。また、協力者 Bからは思春期を中
心として「キャラクターへの憧れ」に関する話が多く
語られた。キャラクターへの憧れは自己形成において
影響が大きく、それが思春期であればその後の人生に
大きな影響を与えたということは大いに考えられる。

これらを含め更なる分析を行っていきたい。
　また、本研究ではアニメーション研究、マンガ翻訳
を中心に活躍する元学習者のライフストーリーに焦点
を当てたが、近年の日本のアニメーション、マンガの
国際化にともない、関連の職業に携わる元学習者もま
すます増えていると考えられる。よって、今後は関連
分野の様々な職業で活躍している元学習者のライフス
トーリーを聞き、アニメーションやマンガとの関わり、
日本語学習との多様な関わりを明らかにしたい。
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