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Ⅰ．要旨 

 

１．研究の背景・目的・構成 

 

研究の背景 

人口減少社会の到来や 2020 年の東京オリンピック開催等を踏まえ、海外高度人材（高い

専門性・研究・経営能力を保有する人材）等の外国人人材の受入が重要な成長戦略として

進められている。この政策は日本においては多文化共生政策と呼ばれ、海外外国人の受入

政策と、国内外国人の社会統合政策とに大別される（近藤編著（2011））。ただ、日本国内

の外国人材の比率は近年は減少傾向にあり、主要国（米国・中国等）と比較しても少ない

（日本総合研究所（2013））。また、多文化共生政策に積極的な自治体も少なく、2012 年時

点で約 9%に留まる（三菱 UFJリサーチ＆コンサルティング（2013））。 

他方、国土政策では、日本の地政学上のメリットを活かした海外とのグローバルな交流

の形成や、クリエイティブな人材の集積と知識のスピルオーバーによるイノベーションの

促進等の海外人材との知識交流の形成が課題の１つとして挙げられている（国土交通省

（2014））。 

 

本研究の着眼 

本研究では、将来的に日本が求める海外高度人材となる可能性が高い人材として、海外

の大学に在籍する外国人学生（若年層専門人材）に着目する。彼らの日本への滞在・留学

を促進し、互いに交流する機会を作ることは、海外人材との長期的な知識交流の形成に向

けた第一歩であると考える。他方で、多文化共生政策は、外国人にとっての魅力的な日本

での滞在生活を提供し、外国人をより適切に受け入れていくための政策である。これらを

踏まえ、本研究では、国内在住外国人との多文化共生政策により若年層外国人の日本各地

（大都市圏・地方圏を含む）での質の高い暮らし方・働き方の実現を支援することが、専

門人材を含む若年層外国人の日本との交流への意識を高め、日本との知識交流やイノベー

ションの形成に寄与する、という仮説を提示し、この仮説についての部分的な検証を試み

る。 

 

本研究の目的と構成 

 本研究では、海外との広域経済連携圏の形成やイノベーションの促進に向けて、日本の

多文化共生政策の推進による日本国内での生活の魅力の向上が海外人材との知識交流の形

成にもたらす効果を、米国・台湾・タイの国際的な大学に在籍する外国人学生（若年層専

門人材）とその地域の関係者へのアンケート・ヒアリング調査と、日本国内で国際的な大

学に在籍する留学生とその地域の関係者へのヒアリング調査を通じて明らかにした上で、
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先進事例となる政策や今後の課題について考察し、最終的に国土・地域政策に向けての提

言を行うことを目的とする。 

研究の本編は３つの章により構成されている。１章では、海外の大学に在籍する外国人

学生へのアンケート調査から、日本での滞在生活における暮らし方・働き方などに対して、

肯定的な印象を持つ学生ほど、日本への滞在意向・交流意識が高くなることを定量的に検

証する。これは、多文化共生政策により外国人学生の日本での質の高い暮らし方・働き方

を実現し、その情報が海外の外国人学生に伝わることが、彼らの日本への交流意識の形成

に寄与することを意味する。 

２章では、アンケートから得られた結果の要因を解釈するために、海外の各地域にて外

国人学生の日本との交流意識と、彼らをとりまく地域環境についての情報を収集したヒア

リング調査の結果を整理する。ここでは、外国人学生の日本への留学などによる滞在意向

の形成プロセスにおいて、日本の大学の国際的評価、日本の文化・生活に対する関心、過

去の日本滞在者からの日本の生活の評価、の３つの観点からの、外国人学生の日本滞在意

向への影響に注目している。日本の大学の国際的評価が必ずしも高くない中で、日本の文

化や生活環境がどのように留学の意思決定に影響するか、また日本での生活経験がない学

生に対して、日本国内での生活環境に関する情報や評価が、過去の日本滞在者などを通じ

てどのように伝わっているか、という点について調査結果をもとに解釈する。 

３章では、外国人留学生の日本での魅力的な生活の実現に向けて、日本の国内で国際的

な大学に在籍する留学生の生活実態と、彼らをとりまく地域環境と多文化共生政策につい

ての情報を収集したヒアリング調査の結果を整理する。調査では、外国人定住者と外国人

観光客の数の大小によって４都市を事例に選定し、共通的に見られる内容を明らかにする

とともに、多文化共生政策の特徴の違いにより、留学生の生活に対してどのように異なる

影響を及ぼしているかを比較する。特に、現状の多文化共生政策は留学生に対してどのよ

うな生活支援サービスを提供し、どのような地域との交流の機会を与えているかに注目し、

先進事例となる政策や今後の課題について考察する。 

これらの研究結果を踏まえて、最後に、国土・地域政策に向けての提言を述べる。本研

究では、各地域の特徴と潜在可能性を把握し、地域の個性を活かした多様な多文化共生政

策を推進すること、特徴の異なる地域間の連携や自治体と大学の連携など多文化共生に携

わる多様なステークホルダー間の連携の仕組みや場を構築すること、海外の各地域におけ

る日本との交流の形成効果の特性を踏まえて、対象とする海外地域に応じた広域的な交

流・連携の施策を推進すること、の３点を提言している。 
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２．関連する既往研究 

 

多文化共生政策について 

日本における外国人を主たる対象とした政策に関する文献として、総論的なものに川

村・近藤・中本編著（2009） 、近藤編著（2011） がある。川村ほか（2009）は外国人自

身が読むことも踏まえ比較的各分野に関する日本の現状も含め比較的簡潔にまとめている

のに対し、近藤編著（2011）は政策・制度についてより詳細に記述している点、また「多

文化共生」というタームに多少重点を置いている点で若干の違いがあるが、ともに外国人

政策について関連する分野を網羅的に解説し論じている点では共通している。 

外国人住民に関する問題として、労働に関する問題を法政策の視点から論じたものに早

川（2008） がある。日本とアメリカにおける現状及び政策について比較的に論じている。 

外国人住民に関する問題及び政策について、行政の立場ではなく民間の立場から論じた

ものとして移住労働者と連帯する全国ネットワーク（2009） がある。外国人を取り巻く問

題について、例えばオーバーステイの状態にある外国人などが抱える困難に関する記述や

新滞在資格の創設などのやや大胆な提言を含んだ内容となっている。 

地方自治体の政策に関して、実際に地方自治体へのアンケート調査やインタビュー調査

を実施したものに、労働政策研究・研修機構（2011） および三菱 UFJ リサーチ＆コンサ

ルティング（2013） がある。両者ともに地方自治体に対して各問題・分野の政策実施状況

について網羅的に問うアンケート調査を行っている点は共通しているが、三菱 UFJ リサー

チ＆コンサルティング（2013）はやや子どもの教育分野に重点を置いている点で若干の違

いがある。 

政策に関するものではないが、梶田・丹野・樋口（2005） は、外国人住民の渡航プロセ

スや日本における労働の実態、コミュニティの実態等についてかなり詳細に調査を行って

いる点で注目に値する。在日ブラジル人が多く住む群馬県大泉町、静岡県浜松市、愛知県

豊橋市などにおいて調査を行いつつ、それまであまり行われてこなかった諸外国における

移民に関する議論を詳細にレビューし、それをもとに日本の状況について論じている。 

北脇（2009、2011） は、主に地方自治体の外国人政策について、欧州連合における外国人

政策の系譜から、「インターカルチャー政策」に着目して紹介しており注目に値する。 

諸外国における移民政策について論じた文献は多くあるが、駒井監修・小井土編著（2009） 

などが代表的なものとして挙げられる。アメリカ、フランス、ドイツ、イギリス、欧州連

合についてそれぞれの移民政策の実施状況について記述し、ブラジル人、中国人、フィリ

ピン人など移民を多く輩出している国家における海外移民に対する制度も含めて記述し、

比較している。 

その他諸外国における移民政策としては、労働政策研究・研修機構（2006、2008、2013） 、

三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング（2007） 等も詳細な調査を行っているが、外務省

（2005） や厚生労働省（2010） なども各分野に関する諸外国の移民政策に関する調査を
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行っている。 

 

 多文化共生政策という用語や内容の定義については、これまで多くの議論がなされてき

ており、今尚、統一的な定義は定まっていない状況である。そのような背景を踏まえたう

えで、本研究では、多文化共生政策の概念を広くとらえ、日本に滞在する外国人を対象と

した一連の政策、と定義する。従来では外国人定住者を対象とした政策を多文化共生政策

と定義することが多いが、それに加えて、外国人観光客を対象とした政策も含めるものと

する。実際、例えば東京都港区の港区国際化推進プランは外国人定住者と外国人観光客を

両方含めており、両者に対する政策の実施体制も統合されている。現在や近い将来の日本

の自治体においては、限られた専門人材に対する専用の政策が実施されているとは考えに

くく、専門人材に限らない、他の外国人に向けて提供されている政策が、専門人材に対し

てどのような影響を及ぼしているか、という視点で検討を行う。 

 

ライフスタイル移住論（Lifestyle Migration） 

グローバル化が進展する中での国際間の移民・移住研究で注目されている概念である。 

Benson（2009）は、ライフスタイル移住を「経済的理由や仕事や政治的理由など伝統的に

主流であった移住理由以外の、より広範な意味での生活の質を求めての移住」と定義して

いる。移民研究分野においては、季節的移住（McHugh（1990））、リタイアメント移住

（King(1995)）、ロングステイ（小野（2007））、文化移民（藤田（2008））、「自分探し」の

移民（加藤（2009））などの多様な視点からの移民研究の蓄積があった。 

 長友（2013）は、ライフスタイル移住はこれらの多くを包含する概念であり、その理由

として、移住者の多くが社会階層における中間層に属している点、移住に際して「経済的

動機以外の要素」が大きな役割を果たしている点の２点を指摘している。後者の根拠とし

て、これまでの移住者の多くは、移住先の地域での経済的成功することを目標としている

が、ライフスタイル移民については、その点を必ずしも目標としておらず、むしろ、移住

先の地域において社会階層が下がることを肯定的に捉えている場合が多いとしている。 

 

本研究では、多文化共生政策とライフスタイル移住論を踏まえて、国内在住外国人との

多文化共生政策により若年層外国人の日本各地（大都市圏・地方圏を含む）での質の高い

暮らし方・働き方の実現を支援することが、専門人材を含む若年層外国人の日本との交流

への意識を高め、日本との知識交流やイノベーションの形成に寄与する、という仮説を提

示する。これまで、日本においては、多文化共生政策は既に日本に定住している外国人を

対象とする生活支援等の施策を中心に実施されてきたが、それだけではなく、日本で外国

人と多文化共生できる環境が整うことで、海外から新たな外国人の日本との交流への関心

が喚起されるということを意図する。以下、本編では、この仮説を検証していく。  
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Ⅱ．本編 

 

１．海外在住学生の日本との交流意識に関するアンケート調査 

 

１－１．調査の概要 

 

調査の目的と方法 

本章では、海外在住の学生に対して実施したアンケート調査の結果を報告する。本アン

ケートは、「日本での滞在生活における暮らし方・働き方などに対して、肯定的な印象を持

つ学生ほど、日本への滞在意向・交流意識が高くなる」ことを定量的に検証することを目

的として実施した。 

アンケート対象は、東アジア圏から台湾大学（台湾、台北市）、東南アジア圏からチュラ

ロンコーン大学、アジア工科大学、（いずれも タイ、バンコク都）、欧米圏からハーバー

ド大学（米国、ボストン都市圏）、カリフォルニア大学バークレー校（米国、サンフランシ

スコ都市圏）、ルンド大学（スウェーデン、ルンド市）の学生である。現地に滞在する日本

人学生または研究において日本に関係を持つ現地大学の教員に依頼し、友人・知人、講義

受講生等の外国人学生を対象にアンケートを配布してもらい、可能な限り回答を依頼した。

有効回答数は 303件となった。 

 

表１－１：アンケートの回収方法 

 

 

アンケート調査では、主に次に挙げる７つの質問を行った。（１）は意向あり／なしの二

項選択式で、（２）～（７）は５段階の数値評価で質問した。 

 

（１） もし、日本に長期滞在するとしたら、どのような目的で住みたいか？ 

– 就学 ／ 就労 ／ 長期休暇 ／ 子育て ／ 老後生活 

（２） もし、日本に長期滞在するとしたら、どのくらいの期間住みたいか？ 

回答収集ルート 回収数 国別 回収数
台湾：協力者Ａ（台湾大学） 34
台湾：協力者Ｂ（台湾大学） 65
タイ：協力者Ｃ（チュラロンコーン大学） 31
タイ：協力者Ｄ（チュラロンコーン大学） 20
タイ：協力者Ｅ（アジア工科大学） 10
タイ：協力者Ｆ（チュラロンコーン大学とアジア工科大学） 18
米国：協力者Ｇ（ハーバード大学） 30
米国：協力者Ｈ（ハーバード大学） 10
米国：協力者Ｉ（バークレー校） 30
スウェーデン：協力者Ｊ（ルンド大学） 55 スウェーデン計 55

303合計

台湾計

タイ計

米国計 70

79

99
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（３） 日本のどのような生活環境が魅力的か？ 

– 犯罪からの安全性／災害からの安全性／言語環境／文化の面白さ／生活の質／生

活コストの安さ／就業機会／給料の多さ／住民の親切さ／外国人への政策の寛容

さ 

（４） 次の日本に関する情報源を信頼できるか？ 

– 政府や自治体の公式情報／日本を訪れた知人・家族からの情報／マスメディアの情

報／Ｗｅｂコミュニティ（Ｂｌｏｇ，ＳＮＳ等）の情報／日本のコンテンツ（映画・

音楽・文学等）での日本の地域イメージ 

（５） あなたにとっては、次の２つのうち、どちらについての政策のサポートがより重要か？ 

Ａ：日本の文化やライフスタイルを学習し、日本の文化に慣れて生活できること 

Ｂ：自分自身の文化やライフスタイルを守り、日本の文化から離れて生活できること 

– 言語／食／住居／衣服／就労環境／友人／配偶者／教育／信仰・宗教／趣味・スポ

ーツ 

（６） 日本の地方圏に居住することについて魅力的に感じるか？ 

– 地方の大都市（人口３０万以上）／地方の小都市（人口３０万未満）／農村地域／

島しょ部／山間部 

（７） 次に挙げる日本の住民との交流活動への参加を魅力的に感じるか？ 

– 地域文化を学ぶワークショップ／地元のお祭りへの参加／ホームステイ・シェアハ

ウス／自国の文化の紹介／社会的弱者に対する支援活動 

 

（１）と（２）は日本への滞在意向に関する設問である。これに対し、（３）～（７）は

日本での生活環境に対する印象・評価に関する設問である。換言すれば、日本の多文化共

生政策によって実現されていくべき、外国人にとっての日本の生活の質に関する設問であ

る。本章では、この両者の間に有意な関係が見られるかどうかを分析し、報告する。 

実際のアンケートは全ての地域において英語で実施した。調査に使用したアンケート用

紙は巻末の参考資料を参照されたい。 
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分析の方法 

 本章では、前述の７つの質問への回答を用いて、主に以下の２つの観点からの分析結果

を報告する。 

（１）回答の単純集計結果 

（２）日本での滞在目的別、滞在意向別のクロス集計結果 

 

 単純集計結果は、今回の調査回答者の中で、どの項目に対する評価が高かったかについ

ての、絶対的な水準を把握するために用いる。ただし、今回の回答者は、日本人学生また

は研究において日本に関係を持つ現地大学の教員に依頼して集めており、日本との関係が

相対的に強い人に偏っていると想定される。そのため、今回の回答での評価が高かったと

しても、それが必ずしも外国人学生の中で代表性を有するとは限らない点に注意する必要

がある。 

冒頭に提示した仮説の検証には、２のクロス集計結果を用いる。ここでは、就学／就労

／長期休暇／子育て／老後生活の５つの滞在目的において、それぞれ日本への滞在意向が

「ある」と回答した人と「ない」と回答した人を比較する。そして、２つのグループの間

で、５段階評価の回答の平均値を比較し、t検定の両側検定において有意水準５％および

１％で平均値に有意差が認められるかどうかを検定する。有意差が認められた項目につい

ては、各目的での日本への滞在意向が強い人ほど、重視する傾向にある項目であると解釈

できる。 
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１－２．回答者の日本および各国への滞在意向に関する結果 

 

 本節では、回答者の日本への滞在意向に関して整理する。調査質問と結果をグラフで図

示した後、その内容についての解釈を記述する、という形式で報告する。 

 

図１－２：次の各目的で、日本に滞在してみたいと思いますか？（複数回答） 

 

図１－２は日本への滞在意向に関する設問の回答結果である。就学／就労／長期休暇／

子育て／老後生活の５つの目的を設定して質問したが、長期休暇が 70%超で最も多く、次い

で就学と就労が 40～50%となった。老後生活、子育てにおいて日本を訪れたいと回答したも

のも 20%前後いた。 
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図１－３：次の各目的で、日本や海外各国に滞在してみたいと思いますか？（複数回答） 

 

 

図１－３は、図１－２での日本への滞在意向に関する回答に加えて、日本以外の各国へ

の滞在意向も載せて比較した結果である。 

長期休暇目的では、日本が一番高く、次いでオーストラリア、ニュージーランドが高い。

就学目的では、英国が一番高く、日本と米国が次いで高い。就労目的では、シンガポール、

英国、米国が高く、次いで日本、カナダ、香港、オーストラリアとなっている。老後生活

目的では、ニュージーランド、カナダ、オーストラリアが高く、次いで日本となっている。

子育て目的では、カナダ、英国、ニュージーランド、オーストラリア、米国がいずれも日

本より高い。 

今回の回答者の中では、日本は長期休暇目的で最も人気があり、就学目的でもトップク

ラスの人気があるが、それ以外の目的では他国の方が評価が高くなっている。ただしアジ

ア圏においては、いずれの目的でも日本への滞在意向は相対的に強い結果になっている。  
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図１－４：各国に滞在するとしたら、どのくらいの期間を希望しますか？（５段階回答） 

 

 

図１－４は、日本および海外諸国に滞在するとした場合に、希望する滞在期間に関する

設問の回答結果である。日本の場合は、半年から３年、という回答が最も多かったが、そ

れ以外の期間を希望する回答も比較的多く存在している。絶対に行きたくないという回答

は少なかった。日本以外の国では、米国、英国、カナダでは３～５年と５年以上を希望す

る回答が日本よりも多かった。 

今回の回答者の中では、米国、英国、カナダが最も長い滞在意向があり、次いで日本、

そしてオーストラリアとニュージーランドが続く、という順序になっている。アジア圏の

中では、日本の滞在希望年数が最も長くなっている。 
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図１－５：各国に滞在するとしたら、どのくらいの期間を希望しますか？（５段階回答） 

各国への滞在目的・意向別、５段階評価の平均点の比較 

 

 

図１－５は、図１－４と同じ設問への回答を、各国への滞在目的別に５段階評価の平均

点を算出し、その値を比較したグラフである。例えば、日本に子育て目的での滞在意向が

ある人の中では、設問への回答の平均点が４．５点強ある、という読み方をする。 

滞在目的別に比較すると、子育てや老後生活目的での滞在を希望する人は、各国におい

て、他の滞在目的よりも、長い期間の滞在を希望する傾向が読み取れる。それに対して、

長期休暇での滞在を希望する人は、全回答者の平均とほとんど変わらない結果になってい

るため、特に長い期間の滞在を希望しているわけではない。 

日本においては、子育て、老後生活目的の滞在は平均点が４以上であり、３～５年、お
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よび５年以上の滞在を希望している割合が高いといえる。就労、就学目的では３．８点程

度の平均点であり、半年～３年と３～５年の間に平均値が位置する。 

日本への何らかの目的での滞在意向がある人の方が、ない人と比べて滞在希望年数が長

い点や、子育て、老後生活目的での滞在意向がある人の方が、他の目的と比べて滞在希望

年数が長い点は、直感的な理解と一致しており、アンケートの回答に対してある程度の信

頼性を持てるものと解釈できる。 
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図１－６：回答者の「キャリアにとっての海外滞在経験の重要性」に関する質問の回答 

 

 図１－６は、回答者の基本情報として、回答者に対して「自身のキャリアにとっての海

外滞在経験の重要性」に関する質問をした結果の回答である。80%以上の回答者が非常に重

要、またはやや重要であると回答した。 

 

表１－７：回答者の「キャリアにとっての海外滞在経験の重要性」に関する質問の回答 

日本への滞在目的・意向別、５段階評価の平均点の比較 

 

 表１－７は、図１－６と同じ質問への回答を、各国への滞在目的別に５段階評価の平均

点を算出し、その値を比較したグラフである。例えば、日本に就学目的での滞在意向があ

る人の中では、設問への回答の平均点が４．２点であるのに対し、就学目的での滞在意向

がない人の中では、平均点が４．１点であり、両者の間で平均点の差は０．１点である。 

滞在意向の有無によって、海外滞在経験の重要性に関する認識はあまり変わらない結果

になっている。 

  

滞在目的

滞在意向の有無
滞在意向

あり
滞在意向

なし
滞在意向

あり
滞在意向

なし
滞在意向

あり
滞在意向

なし
滞在意向

あり
滞在意向

なし
滞在意向

あり
滞在意向

なし

海外滞在経験の重要性 4.2 4.1 4.2 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.0 4.2

老後生活
（Retirement Life)

子育て
（Bring Up Child)

長期休暇
(Long Vacation)

就労
（Work）

就学
（Study）
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１－３．回答者の属性に関する情報 

 

 本節では、回答者の属性に関する情報を整理する。前述のように、回答者には日本への

関係が相対的に強い人に偏っていると想定される。また、東アジア圏、東南アジア圏、欧

米圏の多方面においてアンケートを実施するよう配慮しているが、それでも特定の国・大

学の回答者に限られるため、様々なバイアスが残っているものと想定される。そのため、

回答者がどのような属性かを踏まえて、そのような限定的な環境下での調査結果にすぎな

い点に留意する必要がある。 

 

  

図１－８：日本への滞在目的・意向別、回答者の性別の比較 

（n=302） 

図１－８は、日本への各目的での滞在意向の有無によって、回答者の性別の割合を比較

したグラフである。今回の回答者において、男女の割合はほぼ同数である。滞在目的別で

は、全体的にあまり偏りは見られないが、子育ての意向がある人は、若干女性の割合が高

い傾向が見られる。 
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図１－９：日本への滞在目的・意向別、回答者の平均年齢の比較 

 

図１－９は、日本への各目的での滞在意向の有無によって回答者の平均年齢を比較した

グラフである。今回の回答者において平均年齢は 23歳弱である。滞在目的別では、就学の

意向の有無と平均年齢には関係が見られない。就労の意向がある人はやや平均年齢が高く、

長期休暇、子育て、老後生活の意向がある人はやや平均年齢が低い傾向が見られる。 

 

図１－１０：日本への滞在目的・意向別、回答者の在籍コースの比較 

 

図１－１０は、日本への各目的での滞在意向の有無によって、回答者の在籍コースを比

較したグラフである。今回の回答者において、半数以上は学部生である。老後生活と子育

ての意向がある人においては、修士学生が少なく、博士学生は居なかった。 
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図１－１１：日本への滞在目的・意向別、回答者の調査実施ルートの比較 

 

図１－１１は、日本への各目的での滞在意向の有無によって、回答者の調査実施ルート

を比較したグラフである。在籍コースを比較したグラフである。滞在目的別では一部に偏

りが見られる。老後生活と子育ての意向がある人においては、台湾での調査回答者が多か

った。スウェーデンでの調査回答者は、全体的に日本への滞在意向のある人が少なかった。 
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１－４．回答者の日本での生活環境に対する印象・評価に関する結果 

 

本節では、回答者の日本での生活環境に対する印象・評価に関して整理する。調査質問

と結果をグラフで図示した後、その内容についての解釈を記述する、という形式で報告す

る。 

 

図１－１２．日本での生活に関する次の各要素はどの程度魅力的ですか？ 

 

 図１－１２は、日本での生活に関する各要素の魅力について、５段階評価で回答しても

らった結果である。調査の回答者の中では、「犯罪からの安全性」「文化の面白さ」「生活の

質」の評価が高い傾向にあった。 

 

  



18 

 

表１－１３．日本での生活に関する次の各要素はどの程度魅力的ですか？ 

日本への滞在目的・意向別、５段階評価の平均点の比較 

 

 

 表１－１３は、図１－１２と同じ質問への回答を、各国への滞在目的別に５段階評価の

平均点を算出し、その値を比較したグラフである。各目的での日本への滞在意向がある人

と滞在意向がない人の間で平均点を比較し、ｔ検定の両側検定で検定し、５％または１％

で有意差が確認できた箇所は色を塗っている。 

有意差が見られた項目として、「文化の面白さ」が、就学、就労、長期休暇の目的で滞在

意向がある人の方が評価が高く、「生活の質」も、就労、長期休暇目的で滞在意向がある人

の方が評価が高かった。就学目的の人は「言語環境」が、就労目的の人は「就業機会」が、

子育て目的の人は「犯罪からの安全性」が評価が高い傾向にあった。これらの要素に関し

てよい印象を持っている人ほど、日本への滞在意向が高いと言える。 

  

滞在目的

滞在意向の有無
滞在意向

あり
滞在意向

なし
滞在意向

あり
滞在意向

なし
滞在意向

あり
滞在意向

なし
滞在意向

あり
滞在意向

なし
滞在意向

あり
滞在意向

なし

犯罪からの安全性 4.3 4.2 4.3 4.2 4.3 4.2 4.5 4.2 4.4 4.2 4.3
災害からの安全性 3.4 3.3 3.2 3.3 3.3 3.2 3.4 3.3 3.3 3.3 3.3

言語環境 3.4 2.9 3.2 3.1 3.1 3.0 3.3 3.1 3.2 3.1 3.1
文化の面白さ 4.5 4.3 4.5 4.3 4.5 4.2 4.5 4.4 4.5 4.4 4.4

生活の質 4.5 4.4 4.6 4.4 4.5 4.3 4.6 4.5 4.6 4.5 4.5
生活コストの安さ 3.1 3.2 3.1 3.1 3.1 3.2 3.0 3.2 2.9 3.2 3.1

就業機会 3.7 3.5 3.9 3.4 3.5 3.7 3.7 3.5 3.6 3.5 3.6
給料の多さ 3.8 3.8 3.9 3.7 3.8 3.9 3.8 3.8 3.9 3.8 3.8

住民の親切さ 4.1 4.0 4.1 4.0 4.1 4.0 4.1 4.0 4.1 4.0 4.0
外国人への政策の寛容さ 3.7 3.7 3.8 3.6 3.7 3.7 3.7 3.7 3.6 3.7 3.7

就学
（Study）

就労
（Work）

長期休暇
(Long Vacation)

子育て
（Bring Up Child)

老後生活
（Retirement Life) 全回答者

平均

5%有意
1%有意
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図１－１４．次に挙げる日本に関する各情報源はどの程度信頼できますか？ 

 

 図１－１４は、日本に関する各情報源の信頼性について、５段階評価で回答してもらっ

た結果である。最も信頼性が高かったのは「日本を訪れた知人・家族の情報」で、日本の

「政府や自治体の公式情報」よりも信頼される傾向にあった。また、マスメディアやＷｅ

ｂコミュニティの情報よりも、日本のコンテンツでの地域イメージの方がやや信頼度が高

かった。 

 

表１－１５．次に挙げる日本に関する各情報源はどの程度信頼できますか？ 

日本への滞在目的・意向別、５段階評価の平均点の比較 

 

 

表１－１５は、図１－１４と同じ質問への回答を、各国への滞在目的別に５段階評価の

平均点を算出し、その値を比較したグラフである。有意差が見られた項目として、就学目

的の人はＷｅｂコミュニティや日本のコンテンツの情報を、老後生活目的の人は政府や自

治体の公式情報とマスメディア、Ｗｅｂコミュニティの情報をより信頼していた。どのよ

うな情報源を信頼しているかと、日本への滞在意向との間にも関係性が見られる。 

  

滞在目的

滞在意向の有無
滞在意向

あり
滞在意向

なし
滞在意向

あり
滞在意向

なし
滞在意向

あり
滞在意向

なし
滞在意向

あり
滞在意向

なし
滞在意向

あり
滞在意向

なし

政府や自治体の公式情報 3.9 3.8 4.0 3.8 3.9 3.7 4.0 3.8 4.1 3.8 3.9
日本を訪れた知人・家族の情報 4.2 4.3 4.3 4.2 4.3 4.1 4.3 4.2 4.3 4.2 4.2

マスメディア（ＴＶ、雑誌等）の情報 3.7 3.6 3.7 3.6 3.7 3.6 3.8 3.6 3.8 3.6 3.7
Ｗｅｂコミュニティ（Ｂｌｏｇ、ＳＮＳ等）の

情報
3.9 3.6 3.8 3.7 3.7 3.7 3.9 3.7 4.0 3.7 3.7

日本のコンテンツ（映画、音楽、文
学等）での地域イメージ

3.9 3.7 3.8 3.8 3.8 3.6 3.9 3.8 3.9 3.8 3.8

全回答者
平均

就学 就労 長期休暇 子育て 老後生活

5%有意
1%有意
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図１－１６．日本で快適に生活するために必要な政府からの支援として、次のどちらがよ

り重要ですか？ 

Ａ：日本の文化やライフスタイルを学習し、日本の文化に慣れて生活できること 

Ｂ：自分自身の文化やライフスタイルを守り、日本の文化から離れて生活できること 

ライフスタイルに関する次の各要素について回答してください 

 

 

図１－１６は、日本に関する各ライフスタイルについて、日本の文化を学習するのと、

自分自身の文化を守るのと、どちらに対する支援を求めるかについて、５段階評価で回答

してもらった結果である。「言語」「食」「住居」については日本の文化を学習したい意向が、

「配偶者」「信仰・宗教」については自分の文化を守りたい傾向が強かった。「衣服」と「趣

味・ツ」についても、日本に適応したいという意向はあまり強くなかった。 
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表１－１７．日本で快適に生活するために必要な政府からの支援として、次のどちらがよ

り重要ですか？ 

Ａ：日本の文化やライフスタイルを学習し、日本の文化に慣れて生活できること 

Ｂ：自分自身の文化やライフスタイルを守り、日本の文化から離れて生活できること 

ライフスタイルに関する次の各要素について回答してください 

日本への滞在目的・意向別、５段階評価の平均点の比較 

 

 

 

表１－１７は、図１－１６と同じ質問への回答を、各国への滞在目的別に５段階評価の

平均点を算出し、その値を比較したグラフである。有意差が見られた項目として、「言語」

においては就学、就労、長期休暇目的の人で、「食」においては就労、長期休暇目的の人で

より日本の文化を学びたいという意向が高かった。就労目的の人は、「就労環境」において

も日本への適応意向が高かった。 

日本への滞在意向が強い人は、「言語」と「食」における学習・適応の機会を求めている

と解釈できる。「就労環境」については、就労意向がある人においてより適応の機会が求め

られている、という結果になっている。 

  

滞在目的

滞在意向の有無
滞在意向

あり
滞在意向

なし
滞在意向

あり
滞在意向

なし
滞在意向

あり
滞在意向

なし
滞在意向

あり
滞在意向

なし
滞在意向

あり
滞在意向

なし

言語（language） 4.4 4.2 4.5 4.1 4.3 4.1 4.5 4.2 4.3 4.3 4.3
食（food） 4.1 4.0 4.2 3.9 4.1 3.7 4.1 4.0 4.1 4.0 4.0

住居（housing) 4.0 3.8 4.0 3.8 3.8 4.0 4.0 3.8 3.8 3.9 3.9
衣服（clothes） 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.6 3.4 3.4 3.4 3.4

就労環境
（company and work style）

3.6 3.5 3.8 3.4 3.5 3.7 3.8 3.5 3.5 3.6 3.6

友人（friends） 3.7 3.7 3.8 3.7 3.7 3.6 3.8 3.7 3.8 3.7 3.7
配偶者

（husband / wife / partner in life）
3.0 3.1 3.1 3.0 3.1 2.9 3.2 3.0 3.2 3.0 3.0

教育
（education and self-development）

3.7 3.6 3.8 3.6 3.7 3.7 3.9 3.6 3.7 3.7 3.7

信仰・宗教（religion） 2.6 2.6 2.6 2.6 2.7 2.4 2.8 2.6 2.6 2.6 2.6
趣味・スポーツ（hobby and sports） 3.3 3.4 3.3 3.4 3.4 3.2 3.6 3.3 3.3 3.4 3.3

全回答者
平均

就学 就労 長期休暇 子育て 老後生活

5%有意
1%有意
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図１－１８．次に挙げる日本の地方部の地域に居住する経験はどの程度魅力的ですか？  

 

 

図１－１８は、日本の地方部に居住する経験についての魅力を、５段階評価で回答して

もらった結果である。「大都市」「小都市」と「農村地域」「島しょ部」「山間部」との間で、

魅力に関する評価が大きく分かれている。地方であっても、都市部であれば７割以上の回

答者が「非常に魅力的」または「やや魅力的」と回答した。 

 

表１－１９．次に挙げる日本の地方部の地域に居住する経験はどの程度魅力的ですか？ 

日本への滞在目的・意向別、５段階評価の平均点の比較 

 

 

表１－１９は、図１－１８と同じ質問への回答を、各国への滞在目的別に５段階評価の

平均点を算出し、その値を比較したグラフである。山間部を除く多くの項目に有意差が見

られ、日本に滞在したい回答者ほど、地方への居住を魅力的に考えている傾向が見られた。

「小都市」は就労目的以外の全ての目的で滞在意向がある人ほど評価が高く、「農村地域」

も長期休暇、子育て、老後生活目的の滞在意向がある人で評価が高かった。ただし、就労

目的の滞在者については、「大都市」でのみ滞在意向のある人の方が評価が高かった。より

就業機会が多そうな大都市部を志向する傾向が表れているのかもしれない。「島しょ部」も

就学、子育てでの在意向がある人に評価が高く、島の魅力が評価されている可能性も考え

滞在目的

滞在意向の有無
滞在意向

あり
滞在意向

なし
滞在意向

あり
滞在意向

なし
滞在意向

あり
滞在意向

なし
滞在意向

あり
滞在意向

なし
滞在意向

あり
滞在意向

なし

大都市（人口30万以上） 4.1 3.8 4.2 3.8 4.0 3.9 4.1 3.9 4.1 3.9 4.0
小都市（人口30万未満） 4.1 3.8 4.0 3.9 4.0 3.7 4.2 3.9 4.3 3.8 3.9

農村地域(agricultural village) 3.3 3.1 3.2 3.2 3.3 2.9 3.7 3.1 3.5 3.1 3.2
島しょ部(small island) 3.3 2.9 3.2 3.0 3.1 3.1 3.6 3.0 3.1 3.1 3.1

山間部（mountain area) 3.1 2.9 3.1 2.9 3.0 2.9 3.3 2.9 3.0 3.0 3.0

就学 就労 長期休暇 子育て 老後生活
全回答者

平均

5%有意
1%有意
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られる。 

図１－２０．次に挙げる日本の地域住民との交流の経験はどの程度魅力的ですか？ 

 

 

図１－２０は、日本の地域住民との交流の経験についての魅力を、５段階評価で回答し

てもらった結果である。全体的に魅力的とする評価が多い。相対的には、「地元のお祭りへ

の参加」が最も評価が高く、「自国の文化の紹介」や「社会的弱者の支援活動」は評価が低

い。 

 

表１－２１．次に挙げる日本の地域住民との交流の経験はどの程度魅力的ですか？  

日本への滞在目的・意向別、５段階評価の平均点の比較 

 

 

 

表１－２１は、図１－２０と同じ質問への回答を、各国への滞在目的別に５段階評価の

平均点を算出し、その値を比較したグラフである。就学目的と就労目的での滞在意向があ

る人とない人の間で、多くの項目に有意差が見られる。就学、就労目的で日本に滞在した

い回答者ほど、地域住民との交流活動を魅力的に考えている傾向が見られた。対照的に、

滞在目的

滞在意向の有無
滞在意向

あり
滞在意向

なし
滞在意向

あり
滞在意向

なし
滞在意向

あり
滞在意向

なし
滞在意向

あり
滞在意向

なし
滞在意向

あり
滞在意向

なし

地域文化を学ぶワークショップ 4.6 4.2 4.6 4.3 4.4 4.3 4.5 4.4 4.4 4.4 4.4
地元のお祭りへの参加 4.7 4.4 4.7 4.5 4.6 4.3 4.6 4.5 4.7 4.5 4.5

ホームステイ／シェアハウス 4.3 4.2 4.2 4.2 4.3 4.1 4.3 4.2 4.4 4.2 4.2
自分の文化の紹介 4.2 3.9 4.2 3.9 4.0 4.1 4.1 4.0 4.2 4.0 4.0

社会的弱者（高齢者、災害被災者、
マイノリティ）の支援活動

4.1 4.0 4.2 3.9 4.0 4.0 3.9 4.0 4.0 4.0 4.0

全回答者
平均

就学 就労 長期休暇 子育て 老後生活

5%有意
1%有意
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子育て目的の滞在意向がある人には、交流をより志向する傾向は見られなかった。子育て

の目的の場合、地域との交流よりも自分の子供を優先して考える志向が表れているのかも

しれない。 

１－５．小結 

 

アンケート結果からは、以下に挙げる傾向が見られた。 

 

日本への滞在目的・意向と滞在年数について 

 日本に滞在する場合の目的としては「長期休暇」をあげる人が最も多く、次いで「就

学」や「就労」が多く、「子育て」「老後生活」をあげる人は少ない。 

 日本や海外諸国への何らかの目的での滞在意向がある人ほど、各国に滞在したいと考

える年数も長い。 

 「子育て」「老後生活」目的での滞在意向年数が最も長く、次いで「就学」や「就労」

が長く、「長期休暇」目的での滞在意向年数は最も低い。 

 

日本での生活環境に対する印象・評価について 

 日本の生活環境において、評価が高いのは、「犯罪からの安全性」「文化の面白さ」「生

活の質」である。このうち「文化の面白さ」「生活の質」は、日本への滞在意向がある

人ほど、更に評価が高くなる傾向にある。 

 日本に関する情報源としては、「日本を訪れた知人・家族の情報」が最も信頼されてい

る。次いで、「政府や自治体の公式情報」の信頼度が高い。また、「日本のコンテンツ

における地域イメージ」の信頼度は、マスメディアやＷｅｂコミュニティに劣らず高

い。 

 「言語」と「食」においては、外国人が日本の文化やライフスタイルを学習し、適応

したいと考える傾向が強い。「就学」「就労」「長期休暇」などの目的で日本に滞在意向

がある人は、その傾向が更に強くなる。 

 日本の地方部への居住の魅力については、都市部では高いが、農村、島しょ部、山間

部などでは相対的に低い。ただし、山間部を除く多くの地域で、日本への滞在意向が

ある人ほど、評価が上がる傾向にある。 

 日本の地域住民との交流の魅力については、全般的に高い傾向にある。特に、「就学」

「就労」目的での滞在意向がある人は、更に強くなる傾向にある。 

 

分析結果からは、日本への滞在意向がある人は、日本の文化、生活の質、日本語や日本

食を学べる環境、地方圏、地域住民との交流などに魅力を感じている確率が高い、という

傾向が見られた。冒頭で提示した、「日本での滞在生活における暮らし方・働き方などに対

して、肯定的な印象を持つ学生ほど、日本への滞在意向・交流意識が高くなる」という仮
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説が、部分的に検証されたものと解釈できる。 

また、そのような評価をするに至る際の情報源としては、「日本を訪れた知人・家族の情

報」が「政府や自治体の公式情報」よりも信頼されており、日本の情報が、クチコミを通

して海外に伝わった際に信頼できる情報と認識される傾向が伺える。また、「日本のコンテ

ンツにおける地域イメージ」の信頼度も決して低くはなく、これらのイメージが与える影

響も無視できないと考えられる。 

 このような傾向を踏まえて、次章では、海外の各地域での外国人学生の日本との交流意

識と、彼らをとりまく地域環境について調査し、アンケート調査の結果の要因の解釈を検

討する。 
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２．海外在住学生の日本との交流意識の形成要因に関するヒアリング調査 

 

２－１．調査の概要 

本章では、海外在住学生が日本への渡航に至る機会として、学生の日本への留学プロセ

スに着目し、アンケートから得られた結果を解釈できるような、日本との交流意識の形成

に影響を与える要因について考察する。 

対象とした地域は、東アジア文化圏、東南アジア文化圏、欧米文化圏より主要大学が立

地する台北都市圏、バンコク都市圏、サンフランシスコ都市圏を選出し、現地ヒアリング

調査を行った。現地調査は 2014 年 9 月から 2015 年 2 月にかけて行った。 

 

ヒアリング調査においては、前章のアンケート調査の結果を踏まえて、海外の学生が、

日本の文化や生活の質に関して、どのようなイメージを持っており、どのように評価して

いるか、という点に着目し、留学生の持つイメージと、それらの日本への滞在意向への影

響について考察することに主眼をおいた。また、そのような関心を形成するにあたって、

知人からの情報や、日本に関連するコンテンツの中での日本の地域イメージなどなど、彼

らを取り巻く日本の文化・生活に関しての情報環境の様相に関する事例収集も実施した。

さらに、調査を進めていく過程で、在外学生が日本の留学を決定する際に、日本および海

外の大学に対する国際的評価が強く影響している実態が明らかになった。 

このような経緯を踏まえて、本章では、ヒアリング調査結果を、次の３つの観点から整

理している。 

（１）大学の国際的評価による日本滞在意向への影響 

（２）日本の文化・生活に対する関心による日本滞在意向への影響 

（３）過去の日本滞在者からの日本の生活の評価による日本滞在意向への影響 

 

表２－１は、今回ヒアリングを実施した対象者の一覧である。大学の留学に関わる部局

へは、学生が留学に至るまでに行っている大学側の一連のプロセスと、近年の留学を希望

する学生の傾向についての質問に回答していただいた。大学・教育機関の教員へは、学生

の海外志向と、日本に対するイメージに関して、経験談をもとに語っていただいた。大学

の学生へは、日本に対する率直なイメージとその情報源、また日本に留学するにあたって

期待するものと障害と思われるものを自由に回答していただいた。サンフランシスコにお

いては、日系政府機関と日本文化関連イベントの事務局に対して、現地での日本文化に対

する関心と日本に対するイメージに関して、経験談をもとに語っていただいた。それぞれ

のヒアリングはオープン・インタビューの形で実施した。 
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表２−１ ヒアリング対象一覧 

 ヒアリング対象 

台北都市圏  台湾大学国際交流事務室 室長 

 台湾大学日本語学科 講師 

 台湾大学生物資源・農学部 助教 

 台湾大学学生（生物資源・農学部）５名 

 日本語学校 講師３名 

バンコク都市圏  チュラロンコーン大学 国際事務室 室長 

 チュラロンコーン大学 教授、講師 

 アジア工科大学院 留学支援課 職員 

 アジア工科大学院（都市環境マネジメント科） 助教 

 アジア工科大学院学生（都市環境マネジメント科）６名 

 日本学術振興会バンコク研究連絡センター センター長 

 東洋大学国際地域学部バンコクオフィス（チュラロンコー

ン大学内） 職員 

サンフランシスコ都市

圏 

 カリフォルニア大学バークレー校日本文化研究センター 

講師 

 カリフォルニア大学バークレー校学生（日本語講座受講生）

５名 

 カリフォルニア大学バークレー校（環境デザイン学科）教

授 

 カリフォルニア大学バークレー校学生（環境デザイン学科）

２名 

 日本貿易振興機構（JETRO）サンフランシスコ事務所 デ

ィレクター 

 Japan Expo 事務局 （SEFA ENTERTAINMENT Inc.）

ゼネラルマネージャー 

 JPOP SUMMIT FESTIVAL 事務局（NEW PEOPLE, 

Inc.） エグゼクティブディレクター 
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２－２．大学の国際的評価による日本滞在意向への影響 

 日本を留学先に決定する際に最も明確な要因として留学生から挙げられたのが、大学の

国際的評価に依るものであった。 

台湾国立大学では、国際交流事務室を主体とした海外留学に関する情報発信やサポート

が積極的に進められており、新入生への留学オリエンテーションや、海外の大学がそれぞ

れブースを設ける説明会などが定期的に開催されている。また、小冊子の配布やインター

ネットを使った情報発信も幅広く行われている。その結果、近年交換留学に行く台湾大学

の学生は増加しており、特に社会科学・人文科学が多く、中でも経営系の学生は 60%程が

交換留学に参加している。そのプロセスの最終段階で留学先を決めることになり、スコア

の高い学生から留学先の受け入れ大学を選ぶことができる。近年の傾向ではアメリカ、ド

イツ、フランス、中国を選出する学生が多く、そのうえで各国のトップクラスの大学を選

出する、という学生が多い。台湾大学と交換留学を提携している大学は 33 大学であり、日

本を希望する学生は東京大学、京都大学、東北大学といった国際的に知名度が高い国立大

学を選ぶ学生が多くなっている。 

日本へ留学する学生数が最も多い日本語学科では、１学年 60 名程度のうち、半数ほどが

在学中に１年または半年の交換留学に日本に行っている。この中で選ばれやすい大学は、

東京に立地する大学（特に早稲田大学が人気）、またはレベルの高い国立大学である。日本

語学科では交換留学以外にも日本の大学院の進学率も高くなっており、日本語を取得した

上での留学および進学がスムーズに行なわれやすいこと、また交換留学の機会が進学の人

脈づくりの機会にもなっており、学生の日本への留学、進学率が上がっていることが窺え

た。 

 タイの国立大学であるチュラロンコーン大学は、44 ヵ国、386 の大学と交換留学の提携

を結んでいる。そのなかでも大学の数が最も多い国が日本であり、166（2014 年時点）大

学となっている。留学先として人気が高いとされる米国の提携大学数は 74 大学、オースト

ラリアは 32 大学、英国は 27 大学であることから（表 2-2）、他先進国と比較して日本の提

携大学数は特出して多いことが分かる。 

 

表２－２：チュラロンコーン大学の交換留学提携大学数 

 日本      166 

 USA       74 

 韓国       44 

 ドイツ      35 

 中国       35 

 オーストラリア  32 

 英国       27 

 フランス     26 

資料：Facts & Figures 2014, Chulalongkorn University, p.8 

 

 チュラロンコーン大学の留学促進プロセスの中で特徴的なのが、ウェブサイト、Facebook、
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ツイッターなど、ソーシャルメディアの活用が高く、留学募集情報の拡散が広く浸透して

いる点である。留学の 4 ヶ月前に費用およびビザ査証関係の情報を流し、１ヶ月後に

TOEFL 、ILS、GPA などの審査を通過した学生が面接を行うことになっている。最もスコ

アの高かった学生から優先的に大学を選ぶことが出来ことになっており、続いて奨学金手

続き、アカデミックシステム、異文化交流に関するオリエンテーションが開催される。留

学を勧める大学側としては、留学先の大学の国際的評価の高さを重要視しており、各国の

大学のランキング、および専門分野ごとのランキングをもとに学生に選出させている。全

体の傾向として、韓国や日本等、英語が公用語ではない言語の壁がある国は選択肢に入り

にくいが、それでも日本のトップクラスの大学はそのブランドイメージと知名度から、選

択肢に入れる可能性が高くなっている。 

 

 以上、両文化圏のヒアリングにおいては、海外

志向が強い学生は、複数の国の中から留学先を選

択するなかで、通常、国際的評価がより高い大学

に留学しようとする傾向が見られた。日本より評

価が高い国は米国、英国など、日本と同程度の評

価の国は中国、香港、シンガポールなど、日本よ

り評価が低い国は韓国、台湾、タイなどが挙げら

れる（表２－３）。 

 大学の国際的評価が要因のひとつであることが

明らかになると同時に、「あえて日本を」選ぶ強い

理由がないという点も指摘された。日本より評価

が高い国、同程度の評価の国は、大学の国際的評

価の高さを理由に日本に留学することは考えにく

く、同じ評価なら、自国か、英語・中国語が通じ

やすい国を選ぶためである。また、日本より評価

が低い国からも、トップの成績の学生はアメリカ

や英国などさらに評価の高い国を目指すため、日

本を選ぶ可能性は低い。つまり、より評価が高い

国に留学できなかった成績の学生が来るという構

図であるといえる。 

 また、この構図においては、日本に一度留学しても、卒業後に再度他国に移る可能性が

存在する。日本での留学終了後、「自国よりも高い水準の学位」を持って自国に帰る場合、

進学、就職などの機会に、より評価の高い国に再挑戦する場合、日本で一旦就職したが、

習慣が合わなくて自国・他国に移る場合などが考えられる。 

 実際、日本より大学の評価が高い米国で、トップクラスの評価を受けるカリフォルニア

表２−３ QS ランキング(2014-2015) 
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大学バークレー校には、多くのアジア人の留学生が所属している。ヒアリングに協力いた

だいた学生の話では、母国や他国で学部を卒業した後、修士や博士をバークレー校で取得

する、というキャリアを経ている学生が多く在籍していた。特に中国や韓国からの留学生

が多い傾向が見られた。彼らの中には、自分のキャリアのために、米国よりも大学の国際

的評価が低い日本への留学を検討するという選択肢は存在していない。 

 大学の国際的評価が要因である場合の、日本への留学促進に向けた政策的な改善策とし

て、大学の学術水準の向上による国際評価の底上げなどの国際化対策が考えられるが、実

際の評価に現れるまでにかなりの時間を要することが想定される。また、奨学金を増やし

留学生を増やすことは可能であるが、それだけでは、進学、就職といったその先で日本が

対象に選ばれることには必ずしも繋がらず、持続性という観点から効率的ではないことも

想定される。 
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２－３．日本の文化・生活に対する関心による日本滞在意向への影響 

 前項の通り、留学にあたっての大学の国際的評価の影響の強さがみられた反面、日本の

地域文化へのイメージを持つきっかけは、学生のみならず日常生活スペースにおいて広く

存在し、それがきっかけとなり海外渡航先として日本が選ばれている傾向が見られた。 

 台湾の場合、日本の製品が多く、日本ドラマ、アニメなどの人気も根強く、さらに近年

では SNS などを利用したコミュニケーションの多様化を受け、若者が日本文化に触れる機

会が多くなっている。中にはマニアックな内容（鎧兜・家紋・歴史上の人物など）に関心

を持つ学習者も増加している。台湾大学日本語学科の学生は、入学前から８割ほどの学生

が日本への滞在意向を持っており、中には 14 回も渡航した学生もいるなど、距離の利便性

や文化の類似性などから、日常的に日本は近い存在であることが窺えた。同時に、日本語

の学習に対する関心も強い傾向にある。大学の日本語講座の履修者だけでなく、日本の英

会話スクールのような、民間の日本語スクールに通う台湾人も多い。台湾は漢字を使うた

め、日本語の漢字の意味も理解することができ、比較的日本語を学習しやすい環境にある

ことも影響していると思われる。ただ、日本語学科講師の方の印象としては、日本語学習

者の層は厚くなっているものの、平均的なレベルに変化はそこまで見られないとのことで

あった。 

 台湾大学の学生ヒアリングにおいても、５人中４名が日本への滞在経験を持っていた。

行き先は、東京・京都・大阪・奈良等で、目的は観光と買い物、買い物の内容は衣服や化

粧品であった。他に名前を聞いたことがあるという程度の都市には、札幌・横浜などの大

都市や箱根・沖縄などの観光地が挙げられた。また 2004 年の中越沖地震のニュースで新潟

を耳にしたことがあるという人もいた。日本へのイメージは安全が第一に挙げられ、「日本

では鍵をかけない」という話を聞いたことがあるという人までいた。日本人へのイメージ

には友好的であるという指摘があった。実際に日本を旅行し、その際に日本人に手伝って

もらった経験があった。大都市に対しては人が多い、忙しい、家が小さい、道がきれい、

地方都市に対してはゆっくりと生活できる、という声が聞かれた。大都市と地方都市のど

ちらが好きかという質問に対しては、働くには大都市、老後を過ごすには地方都市という

意見があった。日本の地方都市に行った場合、どのような活動をしたいかという質問には、

花火・夏祭り・浴衣という声が聞かれた。これらはマンガ・アニメなどの影響で知ったと

いう。日本に行くことができるとしたら、どのぐらいの期間がいいかという質問には、ず

っと・３年などという意見が聞かれた。背景には給料が高い、生活環境が良いという理由

があった。しかし外国人が仕事を見つけるのは困難というイメージ、生活費が高いという

マイナスイメージもあって消極的になっているようだった。 
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写真２−１ 台北市内で散見される日本の観光看板（左）と若者に人気の日本歴史映画やド

ラマの広告（右） 

 

タイでは、2013 年７月より日本への査証（観光ビザ）免除が開始されてから、観光客数

は 1,500 万人に増大、前年比 39％増加したと発表されている。台湾同様、アニメやマンガ、

コスプレなどのサブカルチャー面での人気が根強く、社会的な関心は依然として高いとみ

られている。しかし。アジア工科大学院大学の学生へのヒアリングでは、日本対するイメ

ージは、「機械のように働くサラリーマン」「NHA のキャスターのような真面目な人々」と

いった、日常における息苦しさに対する意見が多く寄せられた。また、滞在経験のあるミ

ャンマー人学生からは、日本食が（辛くなく）甘すぎて、全く合わなかったという経験談

が出る等、東南アジア文化圏と日本との生活環境における違いが浮き彫となった。さらに

日本語という壁の大きさから、進学および就職においての対象にはなりにくく、学生６名

中全員が、アメリカ、カナダ、シンガポール、ニュージーランドなど英語圏かつ生活環境

イメージが良い国での進学や就職を希望した。 

 

米国においても、テレビやインターネット等を通じて日本のコンテンツに触れる機会は

多く存在している。また、サンフランシスコ都市圏においては、サンフランシスコ市、サ

ンノゼ市に、戦前に日本から移住した日系人街であるジャパンタウンが存在している。特

に、サンフランシスコのジャパンタウンは、日本食のレストランや日本製品を販売する店

舗、日本食品のスーパー、日本語の書籍を販売する書店（紀伊国屋書店）等が集積し、観

光地としてもガイドブック等で紹介されており、空間的にも日本の文化を体験できる場に

なっている。近年は、JAPAN EXPO、JPOP SUMMIT FESTIVAL 等の日本文化を紹介す

るイベントも開催されている。JPOP SUMMIT FESTIVAL は前述のジャパンタウンの敷地

や街路を使って開催しており、イベント時は会場が人で埋め尽くされるほどの盛況となっ

ている。ここでは、日本のアニメ・ゲームなどのポップカルチャーや食文化を中心に、祭

りや踊りなどの伝統文化なども紹介されている。 

カリフォルニア大学バークレー校には、日本文化研究センターが存在し、学生に対して

は第二外国語として日本語の講座を開講している。この日本語の講座を受講する学生に対

してヒアリングを実施したところ、頻繁に観光で日本を訪れている学生、交換留学によっ
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て日本に滞在した学生、日本の企業で働いた経験がある学生、将来的に日本の自動車産業

やゲーム産業、で働きたいと考えている学生などが日本語を勉強していた。彼らの多くは、

日本の文化に関心を持ったことが受講のきっかけとなっていた。日本のアニメやゲームに

触れる機会をきっかけに関心を持った学生もいれば、日本人や日本に滞在経験のある知人

の影響で日本語・日本文化に関心を持った学生もいた。その上で、日本食や日本のコンテ

ンツ等に関する商品を購入する際などに、前述のジャパンタウンやイベントを利用してい

た。 

他方で、日本で就労や就職活動を行った後に、日本に対する印象が著しく悪化してしま

った例も見られた。仕事の範囲が明確でない、残業代が払われずに長時間就労を強いられ

る、正しい敬語の使い方などの高いレベルの日本語能力を要求される、といった日本の労

働慣習に合わないことがその主な理由であった。彼らの中には、単位を取得するために日

本語のコースは受講しているものの、もう二度と日本には行きたくない、などと語る学生

もいた。ポップカルチャー等での日本の良いイメージと、現実の日本の生活環境との間に

は大きく乖離があり、もともとの期待値が高かったゆえに、現実の環境を体験してから評

価が一変してしまった事例ではないかと考えられる。 

 

写真２−２ バンコクのジャパン・ストリート（左）とサンフランシスコのジャパンタウン

（右） 

（右写真：https://www.flickr.com/photos/davidyuweb/5587392130/） 

 

以上のヒアリング結果から、海外の日常生活圏において日本の文化・生活に関する情報

が、多くのマスメディア等を通して「日本のイメージ」として広まっており、それが留学

生の日本への滞在意向に、時には肯定的に、時には否定的に作用する傾向が見られた。実

際に学生が留学先を検討する際に、「大学の国際的評価」と「日本での生活の魅力」のバラ

ンスを考慮して留学先を決定していると考えられる。台湾大学日本語学科の学生を筆頭に、

学術への関心よりも、日本文化への関心の方が強い事例も見られた。この場合、「大学の国

際的評価」のみで日本を選択した学生よりも、成績の高い学生が日本を選択する可能性が

ある。また、留学の終了後も引き続き日本での就労や日本への観光を希望する可能性が高

いことも、着目すべき傾向といえる。 

https://www.flickr.com/photos/davidyuweb/5587392130/
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 一方、日本の地域文化は、限定的な観点でしか理解されていない傾向が見られる。来日

経験を持たない学生は、マンガ・アニメなどのデジタルコンテンツ、または家族・親戚や

知人の経験談を通じて関心を持つといった機会に限られている傾向がある。さらにその限

られた情報が、例えばマンガやアニメなどのサブカルチャーが見せるイメージのように、

実態から乖離、あるいは歪曲された情報であった場合、実際に日本に来た後に日本の評価

が著しく変化する場合もあると考えられる。 
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２－４．過去の日本滞在者の日本生活の評価による日本滞在意向への影響 

 大学の国際的評価、および地域文化イメージといったマクロかつ二次的な情報以外にも、

学生が留学先を決定するにあたっての重要な情報源として、友人や知人などの過去の日本

滞在者によるクチコミが影響している傾向が見られた。 

 台湾大学の特徴的な取り組みとして、留学生に滞在中の出来事等をブログやレポートと

して記録することを推奨し、それをＷｅｂページで公開していることが挙げられる。過去

数年のブログの写真は、スキー・スノーボードなどのウィンタースポーツ、着物、華道・

茶道、相撲観戦、京都の寺社参詣などの台湾では体験しにくいものが多く、また寿司など

台湾の人が高く評価するという日本食の写真も見られた。祭りに参加した際の写真も多く、

中には浴衣や褌を着用して楽しんでいる写真もあった。この点は、台湾人が豊かな和風文

化や食文化を好む傾向があるという、台湾大学日本語学科講師や日本語講師のヒアリング

と一致する。ボランティアやインターンに参加している学生もおり、観光だけでなく、地

域との交流を体験した留学生がいることも窺える。関東、関西、東北、北海道など、遠方

に旅行した例もある。ある関西の大学に行った学生は、北海道（雪祭り・小樽運河など）

から四国（龍馬像・阿波踊り体験）、九州（長崎英和公園・熊本城）まで日本全国を旅して

いた。観光地の中では、北海道（スキー・スノーボード、富良野）、白川郷の合掌造り、京

都（清水寺など）、富士山、宮島、ディスニーランドが多かった。また大学内の桜や紅葉を

写した写真が多く、留学生が四季の移り変わりに美しさを感じることが窺われる。花見や

紅葉狩りを楽しむ様子の写真もあった。他には東京ドームや甲子園球場での野球観戦など

の写真がみられた。 

 

 タイでは、留学先決定後に異文化交流に関するオリエンテーションをプログラムに組み

込んでおり、留学経験者と交流し問い合わせ等に応じる体勢を整えている。日本の留学を

計画している学生から最も多く問い合わせがあるのが、生活面における言語の壁を心配す

る声が多いとのことであった。これらの情報交換は、留学後にも継続しており、各大学に

おけるタイ人留学生グループなどのネットワークにも、SNS 等を通じて繋がっており、情

報源としてだけではなく、現地での拠り所としても機能も果たしていることが窺える。 

 

   

写真２−３：チュラロンコーン大学の留学オリエンテーションの様子(2014) 

（Office of Ingernational Affair 提供） 
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 米国でも、今回の調査対象者においては、前述のように日本に滞在経験のある知人の影

響で日本文化に関心を持った学生が多かった。日本での滞在経験は、観光や交換留学のほ

か、国際交流基金のＪＥＴプログラムを利用して、日本で１～２年程度国際交流員や英語

教師として就労する機会を活用した事例も見られた。サンフランシスコの場合、ジャパン

タウンや各種イベント等を通して日本の文化に触れる機会も多いが、知人を介さずにそれ

だけをきっかけに日本語の学習や日本への渡航に至る場合はあまり多くないようである。

自身のキャリアという観点においては、米国人は米国外に出る必要性は低く、また観光・

留学ともに多額の費用がかかるため、日本への渡航への障壁は高い。 

 このような傾向が見られるものの、現在のところは、クチコミを通して日本への渡航を

後押しするような情報が広がっているとは言い難いようである。バークレー校の日本語講

座は、以前と比べて開講数や受講生の数は減少しており、代わりに中国語への関心が高ま

っている。環境デザイン学科においては、近年の日本の事情をよく知る学生・研究者の数

は少なく、日本に関する研究活動も盛んに行われているとは言えない状況であった。サマ

ープログラムなどの短期留学プログラムにおいては、多くの日本人がバークレー校を訪れ

ているが、長期的に留学する日本人が少ないことが影響しているかもしれない、という意

見も聞かれた。 

 

 以上のヒアリングから、日本での滞在生活の実情が、過去の滞在者から将来の滞在検討

者に対して、クチコミを通じて海外に伝わり、その後の留学意向に影響する傾向が見られ

た。これは、１個人の体験談が、政府、大学などが発信する公式情報よりも強く影響し得

るということを意味する。この実態から、日本の生活文化の魅力に関する情報と体験を、

海外での公式な情報発信だけでなく、国内での滞在生活の魅力を向上させ、その生活を体

験した人からのクチコミで伝えていくことも重要であることが示唆される。 
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２－５．小結 

 

海外でのヒアリング調査からは、以下に挙げる傾向が見られた。 

 

大学の国際的評価による日本滞在意向への影響 

 海外志向が強い学生は、複数の国の中から留学先を選択するなかで、通常、国際的評

価がより高い大学に留学しようとする傾向がある。 

 大学の国際的評価を要因とした場合、国際的にトップクラスでない日本をあえて選ぶ

強い理由がない。 

 

日本の文化・生活に対する関心による日本滞在意向への影響 

 海外で日本の文化や生活に関する情報が、多くのマスメディア等を通して、特に生活

面における「日本のイメージ」として広まっており、それが留学生の日本への滞在意

向に影響する。 

 日本に留学する学生は、「大学の国際的評価」と「日本での生活の魅力」のバランスを

考慮しており、学術への関心よりも、日本文化への関心の方が強い事例も見られる。 

  

過去の日本滞在者からの日本の生活の評価による日本滞在意向への影響 

 日本での滞在生活の実情が、過去の滞在者から将来の滞在検討者に対して、クチコミ

を通じて海外に伝わり、その後の留学意向に影響する場合がある。 

 

アンケート結果から得られた、次に挙げるような傾向は、ヒアリング調査においても同

様の傾向が見られる結果となった。 

 

 日本の文化、生活の質、日本語や日本食を学べる環境、地方圏、地域住民との交流な

ど、日本での滞在生活における暮らし方・働き方などに対して、肯定的な印象を持つ

学生ほど、日本への滞在意向・交流意識が高くなる 

 そのような評価をするに至る際の情報源としては、「日本を訪れた知人・家族の情報」

が信頼されており、日本の情報が、クチコミを通して海外に伝わった際に信頼できる

情報と認識される傾向が伺える。 

 また、「日本のコンテンツにおける地域イメージ」の信頼度・影響も決して低くはなく、

これらのイメージが与える影響も無視できない 

 

この実態を踏まえると、日本の生活文化の魅力に関する情報と体験を、海外での公式な

情報発信だけでなく、国内での滞在生活の魅力を向上させ、その生活を体験した人からの

クチコミで伝えていくことも重要であることが示唆される。それを政策的に推し進める場
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合に、国内における外国人を対象とした多文化共生政策は、重要な役割を担うことになる

と考えられる。 

 

 以上の結果を踏まえた上で、次章では、日本を訪れる外国人留学生の日本での魅力的な

生活の実現に向けて、日本の国内で国際的な大学に在籍する留学生の生活実態と、彼らを

とりまく地域環境と多文化共生政策について調査し、先進事例となる政策や今後の課題に

ついて考察する。 
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３．日本国内での留学生の生活と多文化共生政策に関するヒアリング調査 

 

３－１．調査の概要 

 

本章では、外国人留学生の日本での魅力的な生活の実現に向けて、日本の国内で国際的

な大学に在籍する留学生の生活実態と、彼らをとりまく地域環境と多文化共生政策につい

ての情報を収集したヒアリング調査の結果を整理する。調査では、外国人定住者と外国人

観光客の数の大小によって４都市を事例に選定し、共通的に見られる内容を明らかにする

とともに、多文化共生政策の特徴の違いにより、留学生の生活に対してどのように異なる

影響を及ぼしているかを比較する。特に、現状の多文化共生政策は留学生に対してどのよ

うな生活支援サービスを提供し、どのような地域との交流の機会を与えているかに注目し、

先進事例となる政策や今後の課題について考察する。 

 対象とした地域は、東京都港区、愛知県豊橋市、大分県別府市、新潟県南魚沼市の４都

市である。それぞれ、外国人定住者と外国人観光客の数の大小により、多文化共生政策の

特徴が異なり、かつ市内または近隣に外国人留学生が多く在籍する国際的な大学が存在す

る都市を選定した。現地調査は 2015 年 1 月から 2 月にかけて行った。 

 

表３－１ 調査対象とした４都市と大学 

 外国人観光客が多い都市 外国人観光客が少ない都市 

定住外国人が多い都市 【グローバル都市】 

・東京都港区 

・東京大学 

【国際産業都市】 

・愛知県豊橋市 

・豊橋技術科学大学 

定住外国人が少ない都市 【国際観光都市】 

・大分県別府市 

・立命館アジア太平洋大学 

【国際学術都市】 

・新潟県南魚沼市 

・国際大学 

 

ヒアリング調査においては、各地域の特徴、地域に存在する大学の特徴、地域と大学の

間の交流・連携の状況と、多文化共生政策の内容の特徴、および留学生の生活の質の改善

に向けた課題、の５つの観点からの情報を収集することに主眼をおいた。各地域において、

自治体の多文化共生政策（外国人向け政策）の担当課と大学の留学生に対するヒアリング

を実施したほか、関係する多文化共生政策や大学の関係者に必要に応じてヒアリングを実

施した。地域によって多文化共生政策の特徴が異なることから、実施したヒアリングの内

容も地域によって異なっている。表３－２は、今回ヒアリングを実施した対象者の一覧で

ある。 

 以下、本章では、各都市別に前述の５つの観点からヒアリング結果を整理した内容を報

告する。 
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表３－２ ヒアリング対象者一覧 

地域 ヒアリング対象者 

・東京都港区 

・東京大学 

 港区 産業・地域振興支援部 地域振興課国際化推進担当 

係長 

 東京大学大学院 都市工学専攻 留学生７名（アジア圏） 

・愛知県豊橋市 

・豊橋技術科学大学 

 豊橋市 文化市民部 多文化共生・国際課 主査 

 豊橋技術科学大学 国際課留学生係 主任 

 豊橋技術科学大学 留学生１名（アジア圏） 

 公益財団法人豊橋市国際交流協会 事務局長 

 NPO 法人 ABT 豊橋ブラジル協会 事務局長 

 NPO 法人豊橋ペルー人協会（APT） 顧問 

 NPO 法人フロンティアとよはし 理事長 

 NPO 法人外国人就労支援センター 

 豊橋カトリック教会 神父 

 愛知大学 学生サークル CSN 豊橋 代表 

・大分県別府市 

・立命館アジア太平洋

大学 

 別府市 ONSEN ツーリズム部文化国際課 担当 

 立命館アジア太平洋大学 スチューデントオフィス 地

域交流担当 

 立命館アジア太平洋大学 留学生 １名（アジア圏） 

 立命館アジア太平洋大学 留学生ＯＢ ３名（アジア・ア

フリカ圏、別府市内で就業） 

 一般社団法人別府インターナショナルプラザ 代表理事 

 別府外国人観光客案内所 代表 

 Calligraphy Class for Foreigners 講師 

 別府八湯ウォーク連絡協議会 共同代表 

 大分県ふるさとガイド連絡協議会 会長 

 Beppu Rainbow Society コーディネーター 

 別府留学生援護会 会長 

 ぽにぃてーる美容室 社長 （留学生向け生活寮を運営） 

・新潟県南魚沼市 

・国際大学 

 南魚沼市 総務部 企画政策課 課長 

 南魚沼市 産業振興部 商工観光課 商工振興班 主幹 

 国際大学 学生センター事務室長 

 国際大学 国際経営学研究科 講師 

 国際大学 国際経営学研究科 留学生６名（アジア圏） 
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３－２．東京都港区：グローバル都市での事例 

 

 本節では、グローバル都市の多文化共生政策の事例として、東京都港区において実施し

たヒアリング調査の結果を整理する。 

 

３－２－１．東京都港区の概要 

 

地域の特徴 

 東京都港区は、千代田区、中央区とともに「都心３区」と呼ばれることが多い、東京 23

区の中心的地域である。区内には日本国内の外国大使館の半数以上が立地し、国際的施設

の集積地であるとともに、外資系を含む大企業も多く立地している。港区にはこれらの施

設に勤務する外国人が多く居住しており、特に東京メトロの麻布十番駅や広尾駅周辺の麻

布エリアに多く居住している。他の外国人集住地域と比べると、港区は欧米人が多く、国

籍に多様性があるのが特徴である。また、居住者の多くは、２～５年程度の期間居住した

あと、転勤等の理由により国外に転出し、長期的に定住することは少ない。 

 他方で、区内には東京タワー、六本木ヒルズなど、東京を代表する観光地が存在し、こ

れらの観光地を訪れる外国人観光客も多い。外国人観光客と外国人定住者が混在して地域

内に存在するのも港区の特徴である。 

 東京 23区では、港区以外にも、近隣の新宿区、荒川区などに外国人定住者が、文京区な

どに外国人留学生が多く居住している。港区は地価が高いため、留学生や平均的な収入の

外国人が居住することは少なく、港区に通勤・通学する人でも近隣の区に居住している人

も多い。ただし、東京大学の学生寮が存在するなど、外国人が居住するための専用の環境

も一部存在している。日本国内においては、留学生がもっとも就業機会を得やすい地域で

あり、就職活動をするには有利な地域であると言える。 

 

大学の特徴 

 港区内には慶応義塾大学をはじめとする多くの大学のキャンパスが存在している。ペン

シルベニア州立テンプル大学の日本校や、政策研究大学院大学等には、外国人留学生が多

く所属している。ただし、東京 23区においては、周辺の区にも多くの大学が立地している。

港区に特別に外国人留学生が多いというよりも、東京 23区全体が全国の中で留学生が特に

多い地域であるといえる。 

 

地域と大学の連携 

 港区や東京２３区には多くの大学が立地しており、地域と大学の連携の全容を把握する

のは難しいが、様々なレベルでの多様な交流が行われていると推測される。東京大学の事

例では、他の大学と同様に、地域との国際交流のプログラムを設けているが、それ以外に
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も、各学部や学科の教員、さらには学生のサークルなどが独自に活動しているケースが多

い。学内には、出身国別に留学生のコミュニティが存在し、上級生と下級生の間や、大学

間も含めたタテヨコの交流が頻繁に行われている。社会科学系のゼミの活動の一環として、

留学生と地域住民とが交流する機会を設けている事例もある。大学が立地する自治体との

交流に限らず、東京圏内外の様々な自治体の中で、コネクションが存在しニーズが一致し

ている地域との間で交流が行われている。 

 

３－２－２．東京都港区の多文化共生政策 

 

政策の内容と特徴 

 港区では、２０１０年度からの 5か年計画として、「港区国際化推進プラン改定版」を

２０１０年 3月に策定している。この計画は、２０１５年２月時点でちょうど改定期にあ

り、２０１５年度から２０２０年度を対象とした新たな計画が現在策定されている。新計

画では、上位計画である区の基本計画に沿う形で、「外国人の安全・安心の確保」「外国

人の快適な日常生活の実現」「外国人と日本人が相互に理解し支え合う国際都市の実現」

「多様な主体との協働による国際都市としての魅力の向上と発信」の４つの施策を提示し

ている。これらの政策は、定住外国人を中心に、外国人観光客も一部対象とし、内容が非

常に幅広いのが特徴的である。また、港区に特徴的な施策として、大使館との連携の強化

が政策の１つとして挙げられている。 

 この計画の中で、留学生や海外高度人材は特に位置づけられてはいない。留学生に関連

する政策としては、政策研究大学院大学とテンプル大学から、留学生のインターンを受け

入れており、翻訳、英語のネイティブチェック、国際交流イベントの支援などを担当して

もらっている。また、過去には、「芝の家」という慶応大学と地域が協働して運営する交

流スペースにおいて、留学生スタッフが活動していたことがあったが、現在は本人の帰国

により留学生の活動は中断されている。 

 

留学生の生活の質の改善に向けた課題 

 港区の日本人住民には、国際的な意識が強く、国際交流に積極的な住民が多い一方で、

港区が企画する活動に積極的に参加する外国人は少ない傾向にある。前述の国際化推進プ

ランの策定のための会議体や、日本人と外国人の交流座談会などにおいても、日本人から

の参加希望が多いのに対して、外国人の参加希望者は少ない。このため、地域に国際交流

や生活支援を求める外国人があまりいないのではないか、という区民の意見も存在する。 

 だが、何らかの方法で情報を得て集まった外国人から関心を持ってもらっていることも

多いため、政策に関する情報の伝達が十分にされていない可能性も考えられる。比較的外

国人が多く集まる機会としては、お祭りなどのイベントと、子育て支援施策として行われ

ている講演会などが挙げられる。後者は、日本人と外国人が混ざった母親同士のコミュニ
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ティが存在し、かつその中に英語を話せる日本人が多く存在していることから、クチコミ

で情報が伝わっている可能性が考えられる。 

 他方で、特に留学生においては、地域との交流や政策による支援を受ける必要がない学

生が多い可能性も考えられる。東京では、前述のように、留学生同士でのコミュニティが

存在し、必要な情報は留学生同士で得ることができる。また、日本人と交流したい場合や、

何らかの支援を受けたい場合にも、大学を中心に多くの機会が存在しており、必ずしも自

治体の支援を必要としていない可能性も考えられる。実際、例えば東京大学においては、

日本人学生が留学生の家探し、銀行口座開設、携帯電話契約などの生活支援を行うチュー

ター制度や、子供を持つ留学生向けの保育園施設などが存在している。 

 このような環境の中で、自治体が、留学生や他の外国人との接点をどのように増やして

いくかは、重要な課題の１つであると考えられる。例えば、災害発生時などの緊急時や、

出産・子育てをするなどして地域の支援が必要なときに、地域に居住する外国人との連絡

がつかないことは課題になる。港区が進めている大使館との連携の促進は、その解決に向

けた方法の１つであると考えられる。これに加えて、留学生や大学との連携施策も、現在

は相対的に数が少ないものの、留学生との接点の拡大、交流の促進に向けて今後は重要に

なると考えられる。 
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３－３．愛知県豊橋市：国際産業都市での事例 

 

 本節では、国際産業都市の多文化共生政策の事例として、愛知県豊橋市において実施し

たヒアリング調査の結果を整理する。 

 

３－３－１．愛知県豊橋市の概要 

 

地域の特徴 

 愛知県豊橋市は、愛知県南東部に位置する、人口 372,970人 （推計人口、2015年 2月 1

日）で中核市に指定されている地域の中心都市である。東部では静岡県浜松市と隣接し、

県境を超えた人の行き来が多い地域でもある。豊橋市を中心とした東三河地方、浜松市を

中心とした遠州地方、それに長野県飯田市を中心とした南信州地方にまたがる地域は三遠

南信とも呼ばれ、県境を超えた地域の連携ビジョン（三遠南信地域連携ビジョン）が策定

されている。 

 豊橋市は国際的な物流と外国人人材に支えられた国際産業都市としての特徴を持つ。市

の西部に位置する三河港は、国内外の多くの自動車メーカーが基幹港とし、自動車の輸出

入に関しては全国トップクラスの世界を代表する自動車港湾である。市内には自動車産業

を中心とした製造業の工場が多く立地している。また、市内には工場で雇用される外国人

労働者が多く居住しており、2015年現在で人口の 5%程度を占めている。外国人住民比率は、

愛知県内では名古屋市に次いで高く、全国でも高い方に位置する。外国人住民の国籍はブ

ラジル、ペルーなどの南米圏が多いが、近年はフィリピン人が増加している。地域には様々

な外国人コミュニティと外国人を支援する日本人の組織が存在し、市民レベルでの多文化

共生の活動も盛んな地域である。ただし、留学生にとって魅力的な就業機会は市内には多

くは存在せず、卒業後は東京や名古屋などの方面での就職事例が多い傾向にある。 

 

大学の特徴 

 豊橋市内には３つの大学が存在するが、そのうちの１つである豊橋技術科学大学は、文

部科学省の「スーパーグローバル大学」にも指定された日本有数のグローバル大学である。

2014年 6月時点で 29 ヶ国から約 170名の留学生が在籍し、その多くが、日本の高専卒業生

とともに大学３年で編入して大学院の修士課程までの４年間、理系の学部・研究科におい

て就学している。大学は豊橋駅から路線バスで 35分程度の距離に位置し、市の中心市街地

からは離れている。大学の職員の話では、大学生は学内の寮か近隣の住宅に居住している

ことが多く、学生以外の外国人住民が多く居住する地域とは異なる地域に居住しているよ

うである。 
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地域と大学の連携 

 豊橋技術科学大学は豊橋市とその周辺市町村である豊川市、新城市などとの間での国際

交流のプログラムを提供している。プログラムは、地域住民との歓談会・交流会や、地域

の花火大会やお祭り・おどりへの参加、地域の高校での留学生による英語教室の実施、な

どと多岐にわたる。2014年度にプログラムに参加した留学生の延べ人数は約１５０人にの

ぼり、特に花火大会と英語教室への参加者が多かった。プログラムは、地域の国際交流協

会やＮＰＯから依頼があったものについて、イベント情報を大学の掲示板などで留学生に

広報し、留学生が各プログラムに応募している。イベントの企画は国際交流協会やＮＰＯ

が行い、大学が留学生への広報を行う、という役割分担になっている。 

 

３－３－２．愛知県豊橋市の多文化共生政策 

 

政策の内容と特徴 

 豊橋市は２０１４年３月に「豊橋市多文化共生計画２０１４－２０１８」を策定してお

り、多文化共生政策はこの計画に基づいて実施されている。計画には、留学生に対する生

活・就職支援や、留学生と市内の国際感覚を有する人材（ＪＩＣＡボランティア経験者、

外国人市民会議委員など）とのネットワーク形成支援といった留学生を対象とする項目が

盛り込まれている。また、日本語教室をはじめとする、定住外国人向けの各種事業は、留

学生に対しても開かれており、希望すれば参加することが可能である。実際に、豊橋技術

科学大学の留学生の一部は豊橋市国際交流協会で開かれている日本語教室に参加していた。

留学生にとっては、地域に住む日本人や外国人の友人を増やす貴重な機会となっており、

また、日本語の覚えの早い留学生が外国人住民の日本語学習をサポートするといった協力

も行われており、交流による良い効果が生じているようであった。定住外国人を対象とし

た多文化共生政策による交流の場が、留学生にとっての地域との交流の場としても機能し

ている事例であると考えられる。 

 

留学生の生活の質の改善に向けた課題 

 豊橋市の多文化共生政策の大部分は外国人定住者を対象に想定して実施されており、海

外高度人材や留学生は現在のところ計画において強く位置づけられてはいない。留学生を

対象とした事業も存在するものの、全体に占める割合は相対的に少ない。外国人定住者は

人口が多く、その中には日本語も英語も話せない人が多く存在するなど、問題の緊急性も

高い。そのため、定住の見込みが少ない留学生は政策の主対象とはなりにくい面がある。 

 他方で、ヒアリングを実施した留学生からは、もっと地域の日本人や定住外国人と交流

したいのに、その情報や機会が無くてできていない、といった不満の声も聞かれた。ある

アジアの国からの留学生は、以前に別の地域で同じ国籍同士のコミュニティに所属してお

り、そのときに、地域の定住外国人からの紹介で、自治体の日本語教室などの国際交流活
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動に参加した経験があった。その後、豊橋に来てからは、過去の経験を参考に自分で国際

交流協会の日本語教室を探して参加していた。大学に掲示される情報だけでなく、Ｗｅｂ

サイトでのイベントの広報があると頻繁に気軽にチェックすることができる、という希望

も述べていた。彼らには、豊橋にいる限られた時間の中でできるだけ多くの人と友人にな

りたいという欲求や、同じ外国人マイノリティとして、留学生同士だけでなく定住外国人

との間でも様々な悩みや希望を分かち合いたいという想いが存在していると考えられる。 

 今回、豊橋市内の定住外国人コミュニティや、定住外国人の生活支援を行っているＮＰ

Ｏ数団体にもヒアリングを実施したが、彼らの活動に留学生が参加している事例はほとん

ど確認できなかった。定住外国人と留学生との間では、コミュニティだけでなく、先に述

べたように居住地もほとんど分離していると考えられる。このような環境の中で、留学生

との地域との交流を促進させていくためには、定住外国人を含む外国人コミュニティから

の紹介や、インターネットなどを活用し、多文化共生政策に支えられた貴重な国際交流の

場を留学生にも低コストで効率的に広報していく工夫が重要になると考える。 
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３－４．大分県別府市：国際観光都市での事例 

 

 本節では、国際観光都市の多文化共生政策の事例として、大分県別府市において実施し

たヒアリング調査の結果を整理する。 

 

３－４－１．大分県別府市の概要 

 

地域の特徴 

 大分県別府市は、大分県のほぼ中央に位置する県内で人口第二位（120,924人、推計人口、

2015年 2月 1日）の都市である。古くから温泉地として有名で、国内各地だけでなく海外

からも多くの観光客や要人が訪れてきた歴史がある。２０１５年１月現在、別府市役所に

は「ＯＮＳＥＮツーリズム部」という専門の部局が存在し、その担当課として温泉課、観

光課、文化国際課などが設けられている。市内の産業構造においても、観光・宿泊業をは

じめとするサービス業の比率が約８割に達する。近年は、隣接する由布市にある湯布院温

泉の台頭や、東日本大震災による海外観光客の落ち込みなどの影響を受け、観光業は必ず

しも順調とはいえないものの、２０１２年以降は外国人観光客数に回復基調が見られる。 

２０００年には、別府市内に立命館アジア太平洋大学（Ritsumeikan Asia Pacific 

University：ＡＰＵ）が設置され、それまでほとんど外国人定住者が居なかった都市に、

現在は約２５００人の留学生が生活するようになった。２００３年１１月２８日に留学生

特区として当時の構造計画特別区域計画（構造改革特区）の指定を受けるなど、現在に至

るまで留学生との協働によるまちづくりを進めている。ただし、地域での外国人の就職機

会もほとんど存在せず、大分市、福岡県方面か、東京を訪れての就職活動、あるいは市内

での自主起業が必要になる。 

 

大学の特徴 

 別府市内には３つの大学・短大が存在するが、留学生の大部分は前述のＡＰＵに所属し

ている。2014年 11月 1日時点で世界 75カ国・地域からの留学生（ＡＰＵでは国際学生と

呼ぶ）2,659名と国内学生 3,137名の合計 5,796名が所属し、留学生比率は 45.9％にのぼ

る。文部科学省の「スーパーグローバル大学」にも指定された日本有数のグローバル大学

である。別府市からはやや離れた丘の上に位置し、中心市街地とは所要時間約３５分の路

線バスで結ばれている。キャンパス内の公用語は日本語と英語の２ヶ国語で、留学生と国

内学生に対する両言語の教育にも力を入れている。学生は１年次に学内の学生寮「ＡＰハ

ウス」で生活した後、２年次からは学外の寮やアパートに移り住む。ＡＰハウスには２年

生以上のレジデントアシスタント（ＲＡ）がおり、生活のサポートやイベントの企画など

を留学生同士で助け合って行っている。 

 大学の職員の話では、開学から１０年以上が経過し、現在では海外でのＯＢのネットワ
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ークが広がり、卒業生の評判を参考に入学を希望する留学生も増えているようである。 

 

地域と大学の連携 

 ＡＰＵは別府市とその周辺市町村である杵築市、九重町などとの間での国際交流のプロ

グラムを提供している。大学のスチューデントオフィスには地域交流担当が設けられ、地

域貢献の一環として地域住民の留学生との交流の仲介をしている。2013年度は、参加学生

数が述べ６５２名、地域交流イベントが１２４件あり、イベントの多くは留学生が地域に

赴く形で実施している。イベントの内容は、豊橋技術科学大学の事例と類似しており、母

国を紹介する交流会や、お祭りへの参加などが企画されている。ただし、留学生による英

語教室は、留学生の多くが英語を母国語とせず、英語力として保証できないことから、大

学として断っている。 

 交流の企画の中には、地域への旅行・宿泊機会を無料で提供しているものもある。これ

らの企画は別府市以外の市町村に多い。地域の国際理解の醸成や国際観光の振興に向けて、

留学生との交流から得られる経験や気づきは貴重であり、留学生の関心を惹くために各市

町村が工夫を行っている様子が見受けられる。 

 

３－４－２．大分県別府市の多文化共生政策 

 

政策の内容と特徴 

 別府市では、外国人を対象とした計画は策定しておらず、総務省が提供する地域の国際

化に関する各種ガイドラインと、総合計画に基づいて、分野ごとに外国人を対象とした事

業を実施している。 

 別府市の特徴として、観光・まちづくりと留学生の双方に関連した事業が行われている

ことが挙げられる。例えば過去には留学生に依頼して英語、中国語、韓国語での観光ガイ

ドマップを作成している。また、中心市街地活性化の一環として、留学生による母国料理

のレストランの開設を実施した実績もある。２０１４年度からは、留学生の地域活動に対

する助成事業を開始しており、３名以上で構成員の半数以上が留学生の団体を対象に、１

件２０万円を上限に、事業費の最大７５％を補助している。これまでには、母国の文化祭

の開催や、ハラルフードに対応したレストランマップ作成、などの企画が挙がっている。 

 一方、別府市民による自主的な留学生との交流活動も多く行われているようである。今

回のヒアリング調査では、様々な市民活動とのネットワークを保有する市役所職員を介し

て、市民や留学生ＯＢが自主的に行っている外国人との交流活動を１０件以上紹介いただ

いた。各活動のリーダーからヒアリングを実施したところ、それぞれの活動は独立して、

数年に亘って継続的に実施されていた。その内容は、留学生を対象とした書道教室、料理

教室、運動会などのイベントの企画から、起業支援（各種資格・免許の取得など）、モス

ク設立、安価な生活寮の提供など、多岐にわたる。これらの活動は、原則として留学生だ
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けを対象としたもの、もともと日本人を対象に実施していたものに留学生も参加するよう

になったもの、外国人観光客の参加も歓迎しているイベント、定住外国人も対象にしてい

る活動、などと対象も多岐に亘っている。活動のリーダーが、自らがやりたいと思う活動

を自主的に実行しているために、多様な交流・支援の活動が広がっているものと考えられ

る。留学生同士のクチコミを通じて参加者が集まり、大学の仲介を必要とせずに活動が継

続的に行われていた。 

 これらの活動に対して、自治体等からの直接的な財政支援は行われていない。ただし、

間接的には、自治体の過去の政策や、他分野での事業・施設が活用されている例が見受け

られる。例えば、書道教室、料理教室などのイベントの中には、外国人向けの観光案内所

が活動場所として使われ、外国人対応が可能なスタッフが留学生との交流をサポートして

いる事例が存在する。また、過去に外国人向け観光案内や国際交流に関する自治体の活動

に関わったことがきっかけで、自主的に活動をするようになった事例も存在する。別府市

においては、豊橋市の事例と異なり、観光案内やまちづくりを目的とした活動の場が、留

学生にとっての地域との交流の場としても機能していると考えられる。 

 

留学生の生活の質の改善に向けた課題 

 別府市では、外国人を対象とした政策の多くは外国人観光客を対象に想定に実施されて

おり、定住外国人や留学生を対象とした計画は策定されていない。留学生を対象とする事

業は実施されているものの、長期に亘って続いている事業は少なく、現在も政策のあり方

を模索している最中のように見受けられる。過去に実施した事業の中には、一時的な補助

金を利用して実施したために、効果が得られても、継続して実施できなかった事業も存在

している。 

 大学（ＡＰＵ）は留学生に対して、日本語からゴミ出しの仕方まで幅広い面で日本での

生活への適応を支援する教育を実施している。このことが、留学生と地域住民との円滑な

交流に寄与している面もあると思われる。だが、大学は学生への教育が一番の目的であり、

地域との交流に対しては、貢献や協力はできても、主たる推進対象にはなりえない。 

 そのような環境の中で、多くの市民が自主的に留学生との交流や生活支援活動を企画し

リードしている点は、他の地域のモデルとなるのではないかと考えられる。市民１人１人

が過去の経験と市内の施設をうまく活用し、自らが楽しいと感じる活動で留学生と交流す

ることで、留学生との間で良い関係が築かれていた。結果として、長期的にも、留学生が

別府市内で国際貿易業を起業する、留学生が観光客として再度別府市を訪れる、あるいは

海外における別府市の観光ＰＲイベントにスタッフとして参加する、などといった形で関

係が続いていた。このような、地域交流や生活支援を通じた留学生との良い関係の構築が、

長期的には別府市にとっての具体的な便益に繋がる、というサイクルの価値には、市民の

一部も気づいており、それが活動のモチベーションの１つにもなっているようであった。

また、多くの市民が、できるだけ自治体の補助金に頼らない形で活動を継続させよう、と
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考えている点も印象的であった。 

 他方で、このような良い関係の構築を、そのまま他の日本の地域に適応していくことは

容易ではないと考えられる。別府市の場合、旧来からの国際的観光地と、ＡＰＵという非

常に多くの留学生が所属する国際的な大学の開学という好条件が重なった上で、１０年以

上の年月を経て現在の関係が構築されている。他の地域で同様の関係を目指すには、特に

初期においては何らかの形での政策的支援が必要となると考えられる。 

 また、ヒアリングに協力いただいた何人かの活動リーダーからは、旧来からの観光地と

しての「おもてなし文化」や、温泉地での「裸の付き合い」による住民同士の親密な関係

性が、留学生との良い関係の構築に影響している、といった声も聞かれた。本調査ではこ

れらの検証は行っていないが、このような地域の文化・風土的な要素に関する取り組みも、

他の地域においては重要な一要素となる可能性も考えられる。 
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３－５．新潟県南魚沼市：国際学術都市での事例 

 

 本節では、国際学術都市の多文化共生政策の事例として、新潟県南魚沼市において実施

したヒアリング調査の結果を整理する。 

 

３－５－１．新潟県南魚沼市の概要 

 

地域の特徴 

 群馬県に隣接する内陸部で、冬期には豪雪地帯となる新潟県南魚沼市は、米や温泉をは

じめとする日本古来の資源を保ってきたとともに、日本で最初の英語を公用語とする高等

教育機関である国際大学を有するといった、日本的であり国際的な両側面を持っている地

域である。南魚沼市に面積は 585㎢に人口は 2015年 2月の統計で 59,561人、19,699世帯

を有し、「自然・人・産業の和で築く安心のまち」を謳った地域である。 

留学生と国際大学教職員以外には定住外国人は少なく、海外での知名度も低いため外国

人観光客も多くない地域である。そのため、地域には外国人への対応に慣れている人はあ

まり多くない傾向にある。また、地域での外国人の就職機会もあまり存在しない。 

 

大学の特徴 

1982年に設立した国際大学は、現在 45ヵ国から約 350人の学生を抱える大学院大学（修

士）であり、日本人の学生は 15％程度という日本でも数少ないグローバル大学である。留

学生は国際機関や政府の奨学金を受けて入学するルートが多く、私費の学生は 15%程度に留

まる。公用語が英語であることと全寮制であることから、「日本語が話せなくても大丈夫」

と大学も謳っており、実際に日本語が話せる留学生はごく少数に限られている。奨学金以

外のルートでは、国際大学を修了した母国の先輩から勧められるルートが多く、一般的な

認知度は高いとはいえない一方、大学関係者のネットワークは強く強固なものといえる。

日本で就職したい留学生のために、大学内において、東京の起業との就職面談の機会を提

供しており、就職活動を手厚くサポートしている。 

 

地域と大学の連携 

 南魚沼市と国際大学は、相互の協定をもとに、地元小中学校での異文化交流や英語教室

など、お互いを重要なパートナーと認識し様々な地域活動を行なってきた。従来は大学教

員の個人的な活動から波及するものに限られがちであったが、2013年からは「ICLOVE」と

称する南魚沼市と国際大学の主催による地域産業支援プログラムを展開するなど、意欲的

に地域での交流および実践に取り組んでいる。ICLOVEは、海外進出をはじめ海外への販路

や市場開拓を目指す市内の企業や事業所に対し、国際大学と南魚沼市が連携してサポー

ト・支援するプログラムとなっており、JETRO、明治大学、長岡技術科学大学の協力を得て、



52 

 

勉強会、講演会、地域農業体験や観光プロモーションなどの取り組みが行なわれている。

2015年 2月の時点では、52の商工系の地元企業や事業所と提携が組まれていた。 

 

３－５－２．新潟県南魚沼市の多文化共生政策 

 

政策の内容と特徴 

 2009年に放映された「天地人」の人気を利用した観光振興や、2014年ソチ冬期オリンピ

ックでの地元出身者の活躍等から、近年は若者による地域活動への参画も目立つようにな

ってきている。また、市役所が地元での人材を活用し、英語の観光案内パンフレットや地

元の女性による美少女観光パンフレット「美女旅」を作成し全国に展開するなど、広報活

動も意欲的に勧められ、国内外から評価を得ている。さらに近年では、新潟県の基幹病院

が六日町に移設されたことから、アメリカをモデルとした南魚沼 CCRC(Continuing Care 

Retirement Community)プロジェクトが始動し、地域と医療だけでなく、県立の国際高校や

国際大学と連携したグローバル人材育成の場および就労の場としての総合的な地域づくり

構想が誕生した。この構想の特徴的な点は、海外のアクティブシニアを重要なターゲット

のひとつに掲げていることであり、日本の魅力を活用するとともに、定住を念頭に入れた

国際的な観光まちづくりとして先駆的な事例となることが見込まれる。 

 

留学生の生活の質の改善に向けた課題 

 大学と市役所の協定による地元限定の活動から南魚沼 CCRC構想に至るなど、南魚沼市は

国際学術都市として展開するビジョンを描いており、その可能性も有していると考えられ

る。だが、その際の課題として浮かび上がっていたのは、市役所および大学においても、

言語の問題であった。国際大学の内部では、留学生に対しては英語のみで生活できる環境

が提供されているが、大学の外に出ると、現状では英語があまり通じない環境になってし

まっている。住民の多くは外国人や英語に不慣れで、どのように留学生と接していけばよ

いかがあまり分からないと想定される。留学生の中には地域での交流に関心が高く、片言

なら日本語を話せる学生もいるが、並んでいる商品の日本語が読めず英語も通じない状態

では、地元での買い物は諦めざるを得ないと語っていた。そのため、留学生のほとんどが、

週末に週１回往復する特別大型バスに一斉に乗り込み、市郊外の大型ショッピングモール

で一週間分の買い物を済ませているのが実態である。 

大学には、留学生の生活の質の改善に向けたノウハウが存在しており、大学が率先して

地域の国際化をリードしてくことが望まれる。また、ICLOVEのような先駆的な取り組みに、

生業、学業でいとまが無い住民や学生にいかにその効果をアピールし、かつ負担の少ない

形で巻き込んでいく工夫を、組織を越えた地域としての枠組みで進めていくかが重要とな

ると思われる。  
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３－６．小結 

 

国内のヒアリング調査からは、以下に挙げる傾向が見られた。 

 

多文化共生政策の内容と特徴 

 港区、豊橋市においては、留学生は多文化共生政策の主たる対象にはなっていないも

のの、政策によるサービスを受けられる立場にあり、実際そのような留学生も存在し

ていた。ただし、政策の認知度が低く、自治体と留学生の接点が少ない傾向が見られ

た。 

 別府市、南魚沼市においては、自治体が留学生を直接対象とした政策を実施していた。

政策のみで支援が行われているわけではなく、大学および市民の自主的活動によって

サポートされている部分も大きかった。 

 また、別府市においては、市民の自主的活動における外国人観光客向けの施設の活用

や、外国人観光客向けサービスを目的とした留学生との交流政策などが実施され、外

国人観光客向けの多文化共生政策が留学生との交流機会の促進にも寄与していた。 

 言葉に関する問題がどの地域でも見られ、特に、南魚沼市では、英語が通じる環境の

不足により留学生のライフスタイルに影響が出ている事例が見られた。他の地域では、

大学や自治体、市民が英語または日本語でのコミュニケーションをサポートしている

事例が見られた。 

 

地域と大学の連携 

 大学を介した留学生と市民との交流がどの地域でも行われていた。ただし、市民が交

流を企画し、大学はそれを仲介するという役割分担のもとに連携していた。 

 南魚沼市においては、自治体と大学とが連携して ICLOVE や CCRC などのプロジェク

トを推進する動きが見られた。 

 別府市においては、大学の仲介を必要とせずに、市民と留学生とが交流する活動も自

主的に推進されていた。 

  

留学生の生活の質の改善に向けた課題 

 多文化共生政策の内容や、政策を通じて提供されている交流の場に関する情報が、留

学生に十分知られていない可能性がある。政策と留学生の接点を増やすことが求めら

れている可能性がある。 

 大学の中と外で、英語のコミュニケーションの可否など、留学生にとっての環境が大

きく異なる場合がある。自治体にノウハウが少ない地域においては、大学がノウハウ

を提供していくことで、結果的に市民の外国人対応力が養われる可能性が考えられる。 

 別府市は、いくつかの条件が重なったこともあり、市民主体の多文化共生が実現でき
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ている事例が多く見られる。このような状態を長期的に持続させていくことが望まし

い。 

 

 また、今回調査した４都市の間では、表３－３に示すような違いが見られた。 

 

表３－３ ４都市間の多文化共生に関する特徴の比較 

 外国人観光客が多い都市 外国人観光客が少ない都市 

定住外国人

が多い都市 

【グローバル都市】 

・東京都港区 

△定住外国人向け政策は充実 

△留学生と地域の交流の場が多い 

▼自治体の留学生受入意向が弱い 

△留学生の就労機会が多い 

【国際産業都市】 

・愛知県豊橋市 

△定住外国人向け政策は充実 

▼留学生と地域の交流の場が少ない 

▼自治体の留学生受入意向が弱い 

▼留学生の就労機会が少ない 

定住外国人

が少ない都

市 

【国際観光都市】 

・大分県別府市 

▼定住外国人向け政策は少ない 

△留学生と地域の交流の場が多い 

△自治体の留学生受入意向が強い 

▼留学生の就労機会は少ない 

【国際学術都市】 

・新潟県南魚沼市 

▼定住外国人向け政策は少ない 

▼留学生と地域の交流の場が少ない 

△自治体の留学生受入意向が強い 

▼留学生の就労機会が少ない 

事例からみる優位な点（△）と課題になり得る点（▼） 

 

定住外国人が多い港区と豊橋市では、定住外国人向けの多文化共生政策は充実している

が、別府市と南魚沼市では相対的に政策は少ない。このことは、家族を持つ留学生にとっ

ては大きく影響する可能性がある。留学生本人は、大学のサポートを受けて比較的良好な

生活を送ることができるが、その家族に対しては、大学のサポートは及びにくい。そのた

め、地域の側で、留学生の家族をサポートできる環境があるのが望ましい。家族を持つ留

学生にとっては、港区や豊橋市の方が生活環境として適している可能性がある。 

また、港区と別府市では、自治体や市民活動によって留学生との地域との交流の場が多

く提供されていた。この背景には、外国人向けの観光地としても有名であり、観光に関す

る政策が交流の場の形成にも寄与していることや、外国人観光客への対応に慣れている市

民が留学生との交流の場をアレンジできることなどが影響している可能性がある。地域と

積極的に交流し、日本の文化や生活に適応したい学生にとっては、これらの地域が生活環

境として適している可能性がある。豊橋市や南魚沼市においても、国際交流協会を始めと

して、交流の促進に向けた活動が積極的に行われていたが、多くの外国人が集まるような、

具体的な場が相対的に少ないように見受けられた。これには、定住外国人や日本人と、留

学生の生活地域がほぼ分離してしまっており、交流のための共通の場を地理的に形成しに
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くいことが影響している可能性がある。 

他方で、自治体の留学生の受入意向という観点では、別府市や南魚沼市は、留学生の存

在を意識したまちづくりを進めている傾向が見られた。これは、人口があまり多くない地

域において、留学生の存在感が大きく、彼らを活用することにより得られる価値に敏感に

なっていることが影響している可能性がある。南魚沼市の ICLOVE や CCRC への期待はそ

の表れとも考えられる。対照的に、港区や豊橋市では、留学生の位置づけが現地点ではそ

れほど強くないように見受けられた。 

最後に、多文化共生政策と直接は関係がないものの、地域での留学生の就労機会につい

ても差異が見られる。留学生にとっての就労機会は、東京、名古屋、福岡などの大都市以

外には少なく、就職活動の際には、これらの地域にまで通って活動している様子がヒアリ

ング調査からは確認できた。別府市においては、留学生が地域に残って起業し定住すると

いう事例も見られたが、このようなキャリアがすぐに普及するとは考えにくい。これらを

踏まえると、日本で就職を目的として活動する学生にとっては、大都市の方が生活環境と

して望まれやすいと考えられる。あるいは、国際大学で行われていたように、地方にいた

まま大都市の企業との就職面接を受けられるような機会を提供することが重要になってく

ると考えられる。 
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Ⅲ．調査結果を踏まえた国土政策への示唆 

 

１．調査結果のまとめ 

 

第１章では、「日本での滞在生活における暮らし方・働き方などに対して、肯定的な印象

を持つ学生ほど、日本への滞在意向・交流意識が高くなる」ことを定量的に検証すること

を目的としてアンケート調査を実施した。その結果、次のような結果が得られた。 

 

日本への滞在目的・意向と滞在年数について 

 日本に滞在する場合の目的としては「長期休暇」をあげる人が最も多く、次いで「就

学」や「就労」が多く、「子育て」「老後生活」をあげる人は少ない。 

 日本や海外諸国への何らかの目的での滞在意向がある人ほど、各国に滞在したいと考

える年数も長い。 

 「子育て」「老後生活」目的での滞在意向年数が最も長く、次いで「就学」や「就労」

が長く、「長期休暇」目的での滞在意向年数は最も低い。 

 

日本での生活環境に対する印象・評価について 

 日本の生活環境において、評価が高いのは、「犯罪からの安全性」「文化の面白さ」「生

活の質」である。このうち「文化の面白さ」「生活の質」は、日本への滞在意向がある

人ほど、更に評価が高くなる傾向にある。 

 日本に関する情報源としては、「日本を訪れた知人・家族の情報」が最も信頼されてい

る。次いで、「政府や自治体の公式情報」の信頼度が高い。また、「日本のコンテンツ

における地域イメージ」の信頼度は、マスメディアやＷｅｂコミュニティに劣らず高

い。 

 「言語」と「食」においては、外国人が日本の文化やライフスタイルを学習し、適応

したいと考える傾向が強い。「就学」「就労」「長期休暇」などの目的で日本に滞在意向

がある人は、その傾向が更に強くなる。 

 日本の地方部への居住の魅力については、都市部では高いが、農村、島しょ部、山間

部などでは相対的に低い。ただし、山間部を除く多くの地域で、日本への滞在意向が

ある人ほど、評価が上がる傾向にある。 

 日本の地域住民との交流の魅力については、全般的に高い傾向にある。特に、「就学」

「就労」目的での滞在意向がある人は、更に強くなる傾向にある。 

 

分析結果からは、日本への滞在意向がある人は、日本の文化、生活の質、日本語や日本

食を学べる環境、地方圏、地域住民との交流などに魅力を感じている確率が高い、という

傾向が見られた。冒頭で提示した、「日本での滞在生活における暮らし方・働き方などに対
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して、肯定的な印象を持つ学生ほど、日本への滞在意向・交流意識が高くなる」という仮

説が、部分的に検証されたものと解釈できる。 

また、そのような評価をするに至る際の情報源としては、「日本を訪れた知人・家族の情

報」が「政府や自治体の公式情報」よりも信頼されており、日本の情報が、クチコミを通

して海外に伝わった際に信頼できる情報と認識される傾向が伺える。また、「日本のコンテ

ンツにおける地域イメージ」の信頼度も決して低くはなく、これらのイメージが与える影

響も無視できないと考えられる。 

 

 このような傾向を踏まえて、第２章では、海外の各地域での外国人学生の日本との交流

意識と、彼らをとりまく地域環境について調査し、アンケート調査の結果の要因の解釈を

検討した。海外の高度人材が日本に移動するに至る機会として、学生の日本への留学プロ

セスに着目し、アンケートから得られた結果を解釈できるような、日本への滞在意向の形

成プロセスに影響を与える要因について考察した。その結果、次のような結果が得られた。 

 

大学の国際的評価による日本滞在意向への影響 

 海外志向が強い学生は、複数の国の中から留学先を選択するなかで、通常、国際的評

価がより高い大学に留学しようとする傾向がある。 

 大学の国際的評価を要因とした場合、国際的にトップクラスでない日本をあえて選ぶ

強い理由がない。 

 

日本の文化・生活に対する関心による日本滞在意向への影響 

 海外で日本の文化や生活に関する情報が、多くのマスメディア等を通して、特に生活

面における「日本のイメージ」として広まっており、それが留学生の日本への滞在意

向に影響する。 

 日本に留学する学生は、「大学の国際的評価」と「日本での生活の魅力」のバランスを

考慮しており、学術への関心よりも、日本文化への関心の方が強い事例も見られる。 

  

過去の日本滞在者からの日本の生活の評価による日本滞在意向への影響 

 日本での滞在生活の実情が、過去の滞在者から将来の滞在検討者に対して、クチコミ

を通じて海外に伝わり、その後の留学意向に影響する場合がある。 

 

アンケート結果から得られた、次に挙げるような傾向は、ヒアリング調査においても同

様の傾向が見られる結果となった。 

 

 日本の文化、生活の質、日本語や日本食を学べる環境、地方圏、地域住民との交流な

ど、日本での滞在生活における暮らし方・働き方などに対して、肯定的な印象を持つ
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学生ほど、日本への滞在意向・交流意識が高くなる 

 そのような評価をするに至る際の情報源としては、「日本を訪れた知人・家族の情報」

が信頼されており、日本の情報が、クチコミを通して海外に伝わった際に信頼できる

情報と認識される傾向が伺える。 

 また、「日本のコンテンツにおける地域イメージ」の信頼度・影響も決して低くはなく、

これらのイメージが与える影響も無視できない 

 

この実態を踏まえると、日本の生活文化の魅力に関する情報と体験を、海外での公式な

情報発信だけでなく、国内での滞在生活の魅力を向上させ、その生活を体験した人からの

クチコミで伝えていくことも重要であることが示唆される。それを政策的に推し進める場

合に、国内における外国人を対象とした多文化共生政策は、重要な役割を担うことになる

と考えられる。 

 

 以上の結果を踏まえた上で、第３章では、日本を訪れる外国人留学生の日本での魅力的

な生活の実現に向けて、日本の国内で国際的な大学に在籍する留学生の生活実態と、彼ら

をとりまく地域環境と多文化共生政策について調査し、先進事例となる政策や今後の課題

について考察した。その結果、次のような結果が得られた。 

 

多文化共生政策の内容と特徴 

 港区、豊橋市においては、留学生は多文化共生政策の主たる対象にはなっていないも

のの、政策によるサービスを受けられる立場にあり、実際そのような留学生も存在し

ていた。ただし、政策の認知度が低く、自治体と留学生の接点が少ない傾向が見られ

た。 

 別府市、南魚沼市においては、自治体が留学生を直接対象とした政策を実施していた。

ただし、政策のみで支援が行われているわけではなく、大学および市民の自主的活動

によってサポートされている部分も大きかった。 

 また、別府市においては、市民の自主的活動における外国人観光客向けの施設の活用

や、外国人観光客向けサービスを目的とした留学生との交流政策などが実施され、外

国人観光客向けの多文化共生政策が留学生との交流機会の促進にも寄与していた。 

 言葉に関する問題がどの地域でも見られ、特に、南魚沼市では、英語が通じる環境の

不足により留学生のライフスタイルに影響が出ている事例が見られた。他の地域では、

大学や自治体、市民が英語または日本語でのコミュニケーションをサポートしている

事例が見られた。 

 

地域と大学の連携 

 大学を介した留学生と市民との交流がどの地域でも行われていた。ただし、市民が交
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流を企画し、大学はそれを仲介するという役割分担のもとに連携していた。 

 南魚沼市においては、自治体と大学とが連携して ICLOVE や CCRC などのプロジェク

トを推進する動きが見られた。 

 別府市においては、大学の仲介を必要とせずに、市民と留学生とが交流する活動も自

主的に推進されていた。 

  

留学生の生活の質の改善に向けた課題 

 多文化共生政策の内容や、政策を通じて提供されている交流の場に関する情報が、留

学生に十分知られていない可能性がある。政策と留学生の接点を増やすことが求めら

れている可能性がある。 

 大学の中と外で、英語のコミュニケーションの可否など、留学生にとっての環境が大

きく異なる場合がある。自治体にノウハウが少ない地域においては、大学がノウハウ

を提供していくことで、結果的に市民の外国人対応力が養われる可能性が考えられる。 

 別府市は、いくつかの条件が重なったこともあり、市民主体の多文化共生が実現でき

ている事例が多く見られる。このような状態を長期的に持続させていくことが望まし

い。 

 

 また、今回調査した４都市の間では、表４－１に示すような違いが見られた。 

 

表４－１ ４都市間の多文化共生に関する特徴の比較（表３－３の再掲） 

 外国人観光客が多い都市 外国人観光客が少ない都市 

定住外国人

が多い都市 

【グローバル都市】 

・東京都港区 

△定住外国人向け政策は充実 

△留学生と地域の交流の場が多い 

▼自治体の留学生受入意向が弱い 

△留学生の就労機会が多い 

【国際産業都市】 

・愛知県豊橋市 

△定住外国人向け政策は充実 

▼留学生と地域の交流の場が少ない 

▼自治体の留学生受入意向が弱い 

▼留学生の就労機会が少ない 

定住外国人

が少ない都

市 

【国際観光都市】 

・大分県別府市 

▼定住外国人向け政策は少ない 

△留学生と地域の交流の場が多い 

△自治体の留学生受入意向が強い 

▼留学生の就労機会は少ない 

【国際学術都市】 

・新潟県南魚沼市 

▼定住外国人向け政策は少ない 

▼留学生と地域の交流の場が少ない 

△自治体の留学生受入意向が強い 

▼留学生の就労機会が少ない 

事例からみる優位な点（△）と課題になり得る点（▼） 

 

表の内容の説明の詳細については、３－６を参照されたい。  
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２．国土政策・地域政策への示唆 

 

 以上の調査結果を踏まえて、国土政策・地域政策への示唆として、以下の３点をここに

提示する。 

 

（１）各地域の特徴と潜在可能性を把握し、地域の個性を活かした多様な多文化共生政策

を推進する。 

 これまでの多文化共生政策は、研究の背景でも取り上げたように、国家レベルでの受入

政策と社会統合政策として進められ、さらに高度人材に関しては、その多くが個々の人材

の能力に基づく評価と獲得に関する仕組みとしての取り組みに偏りがちであり、外国人が

求めるライフスタイルとそれを実現可能な日本国内の地域性というものはほとんど見落と

されてきた。しかしながら、調査結果から、日本の地域の文化や生活に対する海外の学生

の関心は高く、かつ滞在目的によっては日本の地方圏への滞在意向も高くなる傾向が見ら

れた。 

今回の研究結果をもとに作成した表４－１のような地域間の特徴の違いを踏まえると、

滞在目的によって、留学生やその他の高度人材のライフスタイルに適した環境の都市も多

様に異なると考えられる。例えば、日本での就労を希望する場合、現状では、東京、福岡

などの大都市圏以外で生活するのは厳しいと想定される。大都市圏以外の大学に在籍する

留学生は、十分な就職活動をできず、日本への定住意向があっても、その意向を活かせず

に就職機会を逸している可能性がある。逆に、日本への留学後に帰国が決まっている留学

生にとっては、留学先は必ずしも大都市圏である必要はない。むしろ、日本の文化に関心

が高く、日本との交流を志向する学生であれば、別府市などの国際観光都市の方がその機

会を多く得られる可能性もある。家族がいる学生にとっては、豊橋市のような定住外国人

への支援が手厚い地域は魅力的に映るかもしれない。将来的に日本に永住したい留学生に

とっては、南魚沼市のように、留学生の活用に積極的な地域に滞在することで、地域に深

く溶け込んでいく道筋が描ける可能性もある。 

本調査からは、限られた事例の都市における傾向しか明らかにできていないが、将来的

には、日本の国土に存在する多様な地域において、どのような個性的なライフスタイルを

外国人に対して提供できるか、その差異と地域の潜在可能性を国や自治体が把握し、外国

人に向けて発信していくことが望ましいと考える。その際、海外に対して政府や自治体か

ら日本のイメージをＰＲするだけではなく、既に日本国内に来ている外国人に対して、ど

れだけ魅力的な生活・体験を提供できるかに注力すれば、彼らの知人とのネットワークを

通じて、日本の地域の魅力に関する正しい理解が海外にも自然と広がっていくものと想定

される。 
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（２）特徴の異なる地域間の連携や自治体と大学の連携など、多文化共生に携わる多様な

ステークホルダー間の連携の仕組みや場を構築する。 

 前述したような地域間の特徴や個性が明らかになることで、特徴が異なる地域間が連携

することによるメリットも明らかになると想定される。例えば、地方の大学に在籍しなが

ら大都市圏の企業への就職できる仕組みは、日本での就職意向があるが、地方文化との交

流にも関心が深い学生にとっては魅力的になる。 

また、地域を統括する自治体と、大学のような教育機関は、組織形態は異なるが、取り

組んでいる外国人向けの生活支援や地域交流の事業は共通するものが多い。地域の国際化

を進めていく上では、自治体は大学の力を借りることが最も確実な方法であると考える。 

さらに、今回調査した事例の中では、地域住民や学生の声を活かした取り組みは、意欲

の高い教員、市民活動リーダーなどの個人の努力に依存しているものも多く見られた。意

欲的な人材に依存してしまうのではなく、その先進的な方法を組織として推進していく体

制に切り替えていくことが、活動の持続可能性を高めるためには重要になると考える。 

このような、多様なステークホルダー間で連携の仕組みを構築するためには、全体を統

括する国の役割も重要となる。すぐに何らかの制度的枠組みを示すことは難しいとしても、

自治体、大学、市民などと留学生をはじめとする外国人の間での情報共有や交流の場を作

ることの効果は大きいと考える。全国規模のものとしては、例えば外国人集住都市会議の

ような場を、より多様な外国人を対象として作るアイディアが考えられる。地域に根ざし

たものとしては、大学のキャンパスや、外国人向け観光案内所、日本語教室など地域での

外国人と日本人の交流の場として機能できる可能性がある。 

 

（３）海外の各地域における日本との交流の形成効果の特性を踏まえて、対象とする海外

地域に応じた広域的な交流・連携の施策を推進する。 

 最後に、国内だけでなく、海外に関する政策の方向性についても、今後の研究課題とし

て言及する。 

 本研究では、東アジア文化圏、東南アジア文化圏、欧米文化圏の３つの地域を事例とし

て海外でのアンケート調査・ヒアリング調査を実施したが、これらの地域や国の間で、日

本との交流意識に関する傾向は大きく異なることが想定される。例えば、台湾においては、

日本語の学習に対する関心が高かったが、その背景には、漢字を使う文化圏であることが

影響している可能性がある。このような要因による日本との交流の形成効果は、米国やタ

イなどの言語圏では期待しにくい。そうすると、台湾に向けては日本語の学習機会を提供

する方が効果的だが、米国やタイに向けてはそのような施策は効果的ではなく、むしろ英

語での日本の情報発信に徹した方が効果的である、というような異なる志向性の政策が求

められる可能性も考えられる。 

 このような、日本との交流意識の海外各国間の地域差については、各国の制度、日本と

の間での渡航環境（ビザ等）、日本との間での国際関係等、数多くの要素が影響していると
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考えられ、本研究の枠組みにおいて精度の高い結果を得ることは難しいと判断し、本研究

では検討していない。しかし、海外との広域的な連携を促進するためには、今後、長期的

な視野に立って、国際的な比較研究に関する蓄積を続けていくことが重要であると考える。

そのための一助として、国際間の研究者の連携を、国際化に取り組む政府、自治体、大学

などが支援していくことは有効に機能すると考えられる。 

 最終的に、日本の各地域の特徴的なライフスタイルに対して、マッチングしやすい国籍

や文化圏の人材の傾向が明らかになれば、各地域も、ターゲットを絞った海外戦略を検討

することができるようになる。今回の研究では扱っていないが、ニセコ・白馬などのスキ

ーリゾートにオーストラリア人が好んで滞在する、などの傾向はその一例として捉えるこ

とができる。そのような、日本の各地域と海外とが直接繋がる機会を発見していくことが、

今後の国土政策・地域政策の方向性の１つとして求められるのではないだろうか。 

 

図４－２：地域の多様性と多主体間連携・海外連携を踏まえた 

多文化共生政策の方向性の検討イメージ 

 

図４－２は、今後の政策の方向性の検討イメージの一例である。本研究で実施したよう

に、各地域の特徴を何らかの観点で整理・分類した上で、各地域においてどのようなライ

フスタイルをどの文化圏をターゲットとして提供していくかを検討し、そのために地域間、

多主体間での連携体制を構築することが有効であると考える。  
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