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①研究課題　/　Theme of Research

I established that international marriages in all their beauty and gains can also be challenging. This is because of the huge cultural gaps 

that exist between the couples involved. 

Also, it was discovered that the biracial children of such unions have a near total lack of ethnic consciousness of their father’s ancestry 

and culture. 

Nigerian men, as evidenced by my interviews expressed the need to return home as they age. This reveals that, such unions are by 

implication are mostly transient and come with superficial attachments. It also shows that Japanese women would rather forego a 

relationship than relocate from Japan, especially when it’s to a much poorer country.

講師1

Lecturer 1  

Further research specially targeted at the biracial Nigerian/Japanese children is necessary for future research purpose. Another area of 

useful research for the future is international divorce targeted mainly on former spouses of African nationals.

DIVERGENT DISCOURSES ON MIGRATION AND INTERNATIONAL MARRIAGES: A FOCUS ON NIGERIANS IN JAPAN

This research takes a cursory look at migration as a phenomenon in contemporary Japan. It then focuses particularly on the marriages 

between migrant Nigerian men and Japanese women and while paying close attention to five case studies, it analyzed from divergent 

angles, the problems and challenges that plague such unions while proffering solutions to some of the issues. It concludes by stating that 

a profounder understanding of the cultures of each of the partners involved is necessary for the sustainability, stability and permanency of 

such unions.

1. The Phenomenon of Migration (Here migration as a phenomenon is introduced) 

2. Reasons for Migration, (paying particular attention to the recent waves of migration from Sub-Saharan Africa to the rest of the world, I 

gave detailed reasons for migration)

3. The Migration of sub-Saharan African men to Japan.

4. International Marriages in Japan

5. Nigerian Men, Japanese Women: Case studies (Here I reproduced 5 life stories out of the 22 interviews I conducted on Nigerian men 

married to Japanese women in Japan).

6. Discussion (The discussion focused on the findings which are listed as a-c below)

a. Patriarchy, Power and Control

b. Biracial Children and the Question of Identity

c. On Remigration, International Marriages and the Future

7. Conclusion

2018年8月1日　～　2018年10月29日（90日間）

90　days ( 8/1/2018 ~ 10/29/2018)
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オノグ氏は、帰国後、ナイジェリアでは二番目に古い国立大学となる、ナイジェリア大学（University of Nigeria, Nsukka）で教鞭をとる
予定である。同大学は、日本政府の支援をうけ、日本文化・日本語プログラムの立ち上げを準備している。近年、日本政府の支援を受け
来日するアフリカ人留学生の数は増加しているが、人文社会科学を専門とし、日本の社会文化を研究する学生はほとんどいない。そのた
め、アフリカ人留学生の受け入れが、日本社会やその文化の普及につながっているとは言いがたい。その意味では、日本をフィールドに
日本の結婚や家族と関わる現象の研究を進めるオノグ氏は、今後日本とアフリカの交流に大いに貢献することが期待される人材である。
そのため、今後も可能な限り研究交流を進めていきたいと考える。

アフリカから東アジア諸国への人の移動は、他地域へのそれと比べて比較的新しい現象であり、21世紀に入って注目を集めるようになっ
た現象である。日本においても、近年アフリカにつながる若者たちの活躍が注目を集めるようになっている。それとともに、研究者の関
心が高まっているが、未だに今後の研究蓄積が望まれる分野である。その意味では、オノグ氏の研究は、アフリカと東アジアを結ぶ移
動・移民研究の発展の一助となる研究であり、今後のさらなる発展が期待される。

③研究成果　/　Results of Research

エリザベス・オダチ・オノグ氏は、アフリカと日本を結ぶ人の移動について、文化人類学の視点から調査研究を行った。なかでも国際結
婚に焦点をあて、日本人配偶者を持つアフリカ出身者に対し、ライフストーリーの聞き取り調査を行った。滞在期間中、研究成果につい
ては、9月27日に東北大学で開催された東北人類学談話会にて研究発表を行った。日本人との国際結婚を取り上げた研究会で、発表者2名
のうちの一名を務めた。
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DIVERGENT DISCOURSES ON MIGRATION AND INTERNATIONAL MARRIAGES: A FOCUS ON NIGERIANS IN JAPAN

横浜における調査／iscussion with an Interviewee at Yokohama 東北大学における研究発表/Seminar at Tohoku University


