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沖縄における日系人・定住外国人の国境を越える移動と
エスニック・ネットワーク（中）

－アメリカ人、台湾人、日系ペルー人、日系ブラジル人の意職調査から－

野入直美

ＮａＯｍｉＮｏｉｒｉ

OverseasMigrationandEthnicSocialNetworksinOkinawa：

ACaseStudyofAmerican，Taiwanese，‘Nikkei，Peruvianand
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本稿では、沖縄に在住する日系ペルー人と日系ブラジル人の来沖類型と、

南米居住時代の日系・沖縄系のエスニック・ネットワークについて記述する。

焦点となるのは、日系ペルー人と日系ブラジル人のエスニック・ネットワー

クに対するスタンスの違いである。調査対象となった日系ペルー人のほとん

どは、ペルー居住時期に日系あるいは沖縄系で結合する緊密なエスニック・

ネットワークに加わり、地元のペルー人との関係よりも親密な関係をエスニッ

ク・ネットワークに求めており、その意味でくエスニック・ネットワーク志

向＞と言える。一方、日系ブラジル人の対象者は、地元のブラジル人との関

係に包み込まれており、＜ローカル・ネットワーク志向＞と言える。

キーワード：日系ペルー人、日系ブラジル人、沖縄、移民、エスニック・

ネットワーク、＜3点型移動＞

4．日系人の来沖過程一親族・就労・社会不安一

（１）＜3点型移動＞と親族ネットワーク

2003年度の調査が対象とした日系ペルー人と日系ブラジル人について、来

－９１－
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沖した時期およびその理由は以下のとおりである。移動類型のく２点型＞と

は、沖縄から南米への移民と南米から沖縄への移動という形で、南米と沖縄

の２点間の移動が複数の世代にまたがって行われたものである。＜3点型＞

とは、①沖縄から南米への移民、②南米から沖縄以外の都道府県への、主と

して就労を目的とする来日、そして③来沖という３点間の移動が行われた類

型である。

表１日系ペルー人対象者属性一覧

lii ・・親族･社会不安

労･親族･社会不安

注：宗教欄のＣはカトリック、Ｐはプロテスタント、Ｏはその他のキリスト教を指す。
来沖年齢欄には、来沖した年と当時の年齢が記載されている。年齢、国籍、職業、
移動類型は調査時点のものである。

－９２－

No.

年
齢

性
別

世代 国籍 現職 宗教 来沖年齢 移動 来沖理由

Ｐ１ 2９ 女 3世 日本 パート労働 Ｃ 1987.14 2点型 就学

P２ 3８ 女 2世 日本 主婦 Ｃ 1990.25 3点型 就労・親族

P３ 2９ 男 3世 日・ペ 団体職員 Ｃ 2002.28 3点型 就労

P４ 4５ 男 ２世 ペルー 製造業 なし 1979.21 ２点型 療養

P５ 3２ 女 ２世 ペルー パート労働 Ｃ 1992.21 3点型 就労・親族

P６ 3８ 男 ２世 日本 調理師 ０ 1988.23 2点型 社会不安

Ｐ７ 5３ 男 2世 日本 軍雇用員 Ｃ 1998.48 3点型 就労

P８ 5０ 女 １世 日本 ホテル業務 Ｃ 1990.37 2点型 社会不安

P９ 2２ 男 3世 日本 会社員 Ｃ 1994.14 2点型 就労･親族･社会不安

Ｐ1０ 5３ 女 ２世 ペルー 飲食店員 Ｃ 1991.40 その他 療養

P1１ 3０ 男 ３世 日本 軍雇用員 Ｐ 1988.15 2点型 就労･親族･社会不安

P1２ 4４ 女 ３世 ペルー 主婦 Ｃ 1995.36 2点型 就労･親族･社会不安



沖縄における日系人・定住外国人の国境を越える移動とエスニック・ネットワーク（中）（野入直美）

表２日系ブラジル人対象者属性一覧

iｌ
営業職

学校教

注：来沖理由欄で「仏壇」とあるのは仏壇行事を継承するための来沖を指す。

調査対象となった沖縄在住の日系ペルー人・ブラジル人について、移動類

型を特徴づけているのは、第一に、＜3点型移動＞が多く見られることであ

る。「その他」の類型の中に、＜３点型移動＞の後に沖縄と他府県間を移動

したケースがあり、それを含めると日系ペルー人と日系ブラジル人対象者の

両方とも、約半数がこの移動類型にあてはまる。時期としては、日本への南

米からの出稼ぎが急増する80年代後半から90年代に多い。＜3点型移動＞を

経たほとんどの人は、１年から４年ほどの短期間を沖縄以外の都道府県で就

労した後に、沖縄に移動している。＜3点型移動＞の来日先として最も多い

のは群馬県であった。

－９３－

Ｎｏ．

年
齢

性
別

世代 国籍 現職 宗教 来沖年齢 移動 来沖理由

Ｂ１ 3９ 男 3世 日 営業職 なし 1976.12 2点型 仏壇

B２ 5３ 女 2世 日 塾講師 なし 1974.25 その他 留学・結婚

B３ 3０ 男 3世 日 その他 ０ 2000.27 3点型 経済不安・就労

B４ 3４ 男 2世 日 学校教師 なし 1９８１．１２ 2点型 親の就労

B５ 5８ 男 3世 ブ 不動産経営 仏教 1973.29 3点型 経済不安･就労･仏埋

B６ 7０ 女 2世 日 自営業 Ｃ 1954.20 その他 親族・仏壇

B７ 5７ 男 3世 ブ 飲食店経営 Ｃ 1968.22 その他 仏壇

B８ 4０ 女 3世 ブ 飲食店経営 なし 1984.21 その他 経済不安・就労

B９ 6４ 女 2世 日 無職 Ｃ 1991.52 3点型 経済不安･就労･療養

Ｂ1０ 6２ 男 2世 ブ 不動産経営 仏教 1984.41 2点型 仏壇

Ｂ1１ 6７ 女 2世 日 無職 なし 1973.37 2点型 法事

Ｂ1２ 4０ 女 ４世 プ 主婦 ０ 1989.26 2点型 留学・親族
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「ペルーで自分のお店をやって、ペルー、経済的によくなかったから、借

金がいっぱい増えて、ほんとに無理だったわけ。働いても働いても払うこと

はできません。だからやっぱり日本に。ほんと３年くらい（の出稼ぎ）のつ

もりだったけど、２年間で（沖縄以外の都道府県で働いて）全部（借金を）

払って。帰るつもりだったけど、まあ、家族ができたら沖縄の方が（ペルー

より）いいかなと。（ペルーは）泥棒が多いから。沖縄は安心する。人も明

るいし。内地（沖縄以外の都道府県）にいたら、やっぱり仕事のことだけ考

えるんじゃないですか？ここ（沖縄）だと家族と生活できますからね｡」（Ｐ

３）

第二の特徴は、家族・親族ネットワークの存在が来沖の重要な契機になっ

ていることである。日系人対象者24人のうち12人が、仏壇行事を継承するた

めに、あるいは家族・親族に呼び寄せられたり、彼らを頼りにして来沖して

きた。

家族・親族ネットワークを契機とする来沖には、就労とは関わりのない、

仏壇を継ぐための来沖と、就労目的の移動を家族・親族ネットワークが支え

る類型とが見出せる。前者は、日本がニューカマーを大蟄に迎えるようにな

る時代よりもずっと前から、６０年代の沖縄においてすでに始まっていた。

「父が小さい時からずっと、自分は長男で日本にどうしても帰らなきゃい

けない、そういう風に約束してきたからそのつもりでいなさいっていうよう

な言い方をしていた。（沖縄は戦争の後で荒廃しているから、ブラジルの）

お友達とか学校の先生とか、みんな（沖縄行きに）反対だった。（戦後）１２

年くらい経ってから来たの。まだ掘っ立て小屋みたいな、バラックの家で、

水が出なくて。いろいろ不自由はあったけど、来てよかったと思う。ブラジ

ルにおったら、何の変化もないまま、のほほんと過ごしたかもしれない。こ

こに来て、貧しい生活見て、戦争でみんなうちひしがれてるでしよ。（自分

－９４－
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自身の夢)、やりたいこと、いっぱいあったけどね、希望もいっぱいあった

けどね、言えなかったですよ｡」（Ｂ６）

この語りからは、移民先の南米で、長男が仏壇を継ぐという規範が守り続

けられ、次の世代にも継承されていることがうかがえる。Ｂ６の父親は、

｢約束」を守るために、ブラジル生まれの子どもたちを伴い、インフラも整

わない戦後の沖縄に帰ってきた。Ｂ６は現在、家族で自営業を営んでおり、

調査対象者の中では比較的裕福な階層に属している。それは彼女が20歳から

の50年間を、ブラジルで果たせなかった夢の分まで沖縄での生活にすべての

エネルギーを注ぎ、焼け跡の沖縄と歩みをひとつにして、ゼロから獲得して

きたものである。

一方、８０年代後半以降は、就労目的の来日を家族・親族ネットワークが支

える類型が出てくる。

「(沖縄へは）最初に長女の姉さんが来て、その２年後に２番目の姉さん

が来て、その後、母と自分と、おじいちゃんが来た。うちの叔母さんが、こっ

ち（沖縄）で仕事あるよって言われてから、あっち（ペルー）で仕事してた

んだけど、こっちで少し貯金ができるよって言われて、それがきっかけで｡」

(Ｐ11）

P11の姉と母は、来沖直後から叔母の勤めていたクリーニング店で働き、

Ｐｕ自身はファースト・フィード店で働いた。この場合、親戚は来沖のきっ

かけをつくり、沖縄での初職を紹介している。しかし親族の支援があっても、

日本語が話せない日系人の人々が、きわめて限定的な低賃金のサービス業に

しか就労を求めることができないことには変わりがなかった。親族・家族ネッ

トワークは確かに来沖をうながす重要な契機であるが、豊かな日本人の親戚

が貧しい国から来た日系人の生活を丸ごと支援しているという構図は見出せ
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ない。沖縄在住の日系人の階層上昇は、来日・来沖後に、ときに20年以上を

費やして成し遂げられてきたものであり、相対的に来沖時期が古い日系ブラ

ジル人の方が、９０年代に多数が来沖した日系ペルー人よりも階層上昇を果た

している。定住過程については、次稿で詳述したい。

以上で記したく３点型移動＞と親族ネットワークを契機とする移動は、他

の都道府県における日系人と比べた場合、沖縄在住の日系人に特有の移動類

型と言えるだろう。以下は、おそらく他の都道府県在住の日系人と共通する

背景として、いわゆるプッシュ要因について述べておきたい。来日・来沖の

理由として、調査対象者の日系ペルー人の４分の３がペルーの社会不安や日

系人としての生活の行き詰まりを挙げ、日系ブラジル人の３分の１がインフ

レなどの経済的要因を挙げた。

「フジモリ大統領っているでしょう。日系人が大統領になることにあんま

り賛成しない人たちがいっぱいいたわけ。お父さん、いつも危ないって言っ

てね。（日系人は）静かなほうがいい、あんまり顔、見えないほうがいいっ

て｡」（Ｐ７）

日系ペルー人にとっては、テロリズムやインフレだけでなく、ペルー社会

における排日への危倶が切実であったことがうかがえる。南米の日系社会と

民族関係については、節を改めて後述したい。一方、日系ブラジル人には経

済面への言及が多く、それらの人の多くはまず他の都道府県で出稼ぎをする

というく3点型移動＞を経て来沖している。

（２）日本と沖縄における日系ペルー人・日系ブラジル人の移動の比較

ここではペルー国籍とブラジル国籍の外国人登録者数の推移について、全

国と沖縄の統計を照らし合わせて検討する。

ここでは第一期を、まだ「ニユーカマーの急増」が始まっていなかった7０

－９６－
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年代から80年代の前半とする。全国・沖縄ともに、二つの国籍の外登者数は、

ほぼ横ばいである(表３)。この時期、沖縄は、来日した日系人の主な定住先

となっていた。全国のペルー国籍外登者の約３分の１、ブラジル国籍外登者

の約10分の１は、沖縄に居住していた。家族・親族ネットワークを契機とす

る来日が細々と続いていた時期、沖縄はペルーとブラジルへの移民を最も多

く送出していたために、主なホスト社会となっていたと考えられる．

第二期は、８０年代後半から90年代前半とする。ペルーとブラジルで出稼ぎ

ブームが始まり、1990年の「出入国管理法及び難民認定法」改正によって、

日系２世とその配偶者および３世の合法的就労が認められるようになった時

代である。全国統計では、８０年代後半からブラジル・ペルー国籍の両方で

増加が著しくなり、法改正以降に急激に増加する。「急増するニューカマー｣、

中でも日系ブラジル人への対応は、日本の定住外国人政策の中心的な論点と

なってきた［梶田2002，池上2001]･

一方、沖縄のブラジル国籍外登者数は、法改正前後でほぼ変化がない。出

稼ぎ目的の日系ブラジル人は、たとえルーツが沖縄にあったとしても、ほと

んどまったく沖縄を選択肢に含めることなく、就労機会の豊かな他の都道府

県に渡航している。その中で来沖した日系ブラジル人は、仏垣の継承など、

この時期に来日した日系ブラジル人全体の中ではきわめて特殊な理由を持っ

ていたと考えられる。ペルー国籍外登者数には増加が見られ、ブラジル国籍

のそれを上回った。ペルー社会における排日の高まりを危倶し、安全に暮ら

せる場所を求めて移動してきた日系ペルー人の中には、仏壇という理由がな

くても来沖する人がいた.ただし彼らは、全国の日系ペルー人の中では少数

派である。

第三期は、９０年代後半以降とする。全国ではブラジル国籍、ペルー国籍と

もに増加が続いている。2003年末時点で、ブラジル国籍の外登者数は全外登

者の14.3パーセントを占めている'・

一方、沖縄では、ブラジル国籍は横ばいのままであり、ペルー国籍は減少

－９７－
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傾向に転じた。沖縄以外の都道府県において大量の日系人が定住する地域社

会が形成され始めると、渡航先に沖縄以外を選ぶ人々が増えていった。さら

にいったん来沖した日系人の中にも、より豊かな就労機会を求めて他の都道

府県へ転出し、そのまま沖縄に戻らない人々がでてきた。それらの状況が、

帰化の増加とともにペルー国籍外登者数を減少させてきたと考えられる。た

だし、沖縄ではペルー国籍はブラジル国籍よりも多いままであり、現在では

２倍以上の開きがある2.2003年末時点で、ブラジル国籍の外登者は沖縄県

の全外登者の2.0パーセント、ペルー国籍の外登者は4.7パーセントである。

沖縄では90年法改正の後も、最大のエスニツク・グループはアメリカ人、台

湾人、フィリピン人であり続けた。

全国と沖縄を比較すると、その違いはきわめて顕著である。日系ブラジル

人の数が横ばいを続けた沖縄では、「ニューカマーの急増」という社会現象

は生じなかった3･沖縄では、常に日系人人口の規模は限られており、顕在

的な日系人の集住地域、日系人が大量に就労する工場などは存在しない。人

口が限られ、さらに日系人の来沖過程において家族・親族ネットワークが重

要な契機となってきたことによって、ホスト社会である沖縄の側の対応は、

他の都道府県とは異なるものになってきた。沖縄の人々にとって、沖縄在住

の日系人たちは、就労目的で来日した「ニューカマー」ではなく、海外から

来た親戚と見なされる存在であった。沖縄では、「ニューカマー」への対策

は、県内の政治的・社会的な論点としてたち現れてはこなかった4.自治体

’ペルー国籍の外登者が全外登者に占める比率は2.8パーセントである。
２全国では、１～３期を通して常にブラジル国籍の外登者数がペルー国籍の４～６
倍にのぼってきた。

,沖縄県商工労働部職業安定課は、1989年の時点で職業安定所を介して沖縄県内で
就労している日系人の数は９名であると発表した。民間の斡旋業者を介した日系人
の就労者数については、不明としている（琉球新報1989年11月29日付)。

４ただし、沖縄県議会は1989年に、「県出身者子弟を含む日系人を保護する立場から」
入管法の改正を政府に要請している（琉球新報1989年12月16日付)。また、９０年に
は沖縄県東京事務所の中に「南米の沖縄県人出稼ぎ者」のための相談窓口を設圃す
るなど（琉球新報1990年１月６日付)、他の都道府県で急増する日系人に対しては
関心をもって対応しようとしていた。

－９８－
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の中には、「日系人は親族が支えている」という認識のもとで、日系人を定

住外国人政策の対象とは見なしていない場合すらある［野入2001：721]。

しかし現実には、家族・親族ネットワークは多くの場合、来沖した日系人の

初職を紹介する程度の扶助機能は果たしても、彼らを扶養することはない。

また、就労・就学・居住などの領域における定住過程を丸ごと引き受けて面

倒をみているわけではない。

来沖した人々はどのような過程を経て、沖縄の人々と、また同じ日系人の

人々といかなる関係を結びつつ、沖縄社会に定住してきたのだろうか。その

定住過程を検討する前に、彼らの南米居住時期における地元の人々との関係、

および日系・沖縄系の結合関係を見てみたい。それらは、来沖後の定住戦略

とエスニック・ネットワークの結ばれ方に大きな影響を及ぼしているのであ

る。

(Ｂ）国鰭の外国人登録者数ペルー（Ｐ）・ブラジル表３

9９

年 Ｐ（全国） Ｂ（全国） 外登総数 Ｐ（沖縄） Ｂ（沖縄） 外登総数

1972 219 1255 735371 6９ 1４１ 6092

1973 228 １２７９ 738410 9４ 177 5763

1974 292 1395 745565 122 235 5604

1975 308 1４１８ 751842 124 199 5505

1976 308 1３１９ 753924 136 180 4782

1977 308 1279 762050 133 160 4718

1978 306 1279 766894 124 1８１ 4826

1979 331 1393 774505 146 156 4622

1980 348 1492 782910 150 160 4468

1981 376 1652 792946 143 177 4525

1982 399 1643 802477 138 158 4655

1983 432 1796 817129 149 148 4472
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|薄；
注：法務局『出入国管理統計年輌より作表。

５．南米における日系ペルー人・日系ブラジル人のエスニツ
ク・ネットワーク

（１）ペルーにおける日系社会の形成

現在のペルーにおける日系人人口約８万人のうち７割、約５万６千人は沖
縄系といわれる。

沖縄からペルーへの移民は、日本のペルー移民開始から７年後の1906年に

始まった。沖縄系を含む日本人移民たちは、当初は甘藷プランテーションで

－１００－

1984 466 1986 841831 152 1７１ 4743

1985 480 １９５５ 850612 159 125 4757

1986 553 2135 867237 179 1４７ 4805

1987 615 2250 884025 200 137 4969

1988 864 4159 941005 278 166 5040

1989 ４１２１ 14528 984455 661 1４４ 5490

1990 10279 56429 1075317 640 148 6002

１９９１ 26281 119333 1218891 805 1５１ 6886

1992 31051 147803 1281644 805 1５１ 6886

1993 33169 154650 1320748 795 1５１ 7296

1994 35382 159619 1354011 710 152 7502

1995 36269 176440 1362371 637 138 7062

1996 37099 201795 1415136 572 1５１ 7072

1997 40394 233254 1482707 499 177 7045

1998 41317 222217 1512116 467 156 7209

1999 42773 224299 1556113 462 158 7361

2000 46171 254394 1686444 442 172 7675

2001 50052 265962 1778462 447 176 7841

2002 51772 268332 1851758 420 173 8030

2003 53649 274700 1915030 394 165 8351
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農業に従事したが、1910年代には大地主に搾取される農業に見切りをつけ、

首都リマを中心とする都市部へ移動して飲食店、雑貨店を営む人が出てきた。

リマでは日系社会が形成され始め、日系人は次第に都市中間階層へと上昇し

ていった［山脇1996]。1940年代にはそれへの反動、また太平洋戦争の勃発

の影響で排日暴動が生じ、日本人学校の閉鎖などの排日措置がとられた。さ

らに日本とペルーが国交を断絶したことで、日系ペルー人は大きな岐路に立

たされた。ペルーにおいても、日本の戦勝を信じる側と信じない側の対立は

存在したが、戦後の日系人社会は、ペルー社会への定住化という共通の課題

を模索していくことになった［石川１９９７：570]。

戦後のペルー日系社会では、呼び寄せ移民１世、すなわちペルーにおいて

は当初からリマに居住してきた世代の日系人が中心となり、スポーツを通し

て日系人の親睦をはかるべく、1953年に会員制のスボーツクラブ「ラ・ウニ

オン運動公園」を設立した。１０万平方メートルの敷地にはスポーツ施設だけ

でなく飲食や娯楽の施設が備えられ、余暇を日系人だけで楽しむ場となって

いった。恒例の行事は、天皇誕生日に近い日曜に行われる「ウンドーカイ」

などである。1971年には「ラ・ウニオン運動公園」の一角に小中一貫校の私

立学校「ラ・ウニオン校」が設立された。同校は日系人社会の高い学歴志向

を反映して、日本語教育の場というよりむしろ進学校として知られるように

なった。日系子弟の多い私立の幼稚園を出てラ・ウニオン校に進むことは、

リマ市の日系人にとって典型的なライフ・コースとなった［増田・柳田

1999]・リマ市における日系人の集住は顕著であり、1966年時点でペルーの

日系人人口の74パーセントがリマ市に居住していた［在ペルー日系人社会実

態調査委員会1969]。

2003年度調査が対象とした12名は全員がリマ市の出身で、ラ・ウニオン校

をはじめとする日系人の多い私立学校に通っていた人は９名であった。対象

者は、５０歳の若い１世を除いてすべて２世・３世である。戦前の日系社会や

戦後の混乱と再建についての直接の記憶はないが、両親や祖父母が体験した

－１０１－
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過酷な生活、ことに排日の厳しさは、ときに「ペルー人とは結婚するな」と

いう家族の規範を伴って次の世代へと継承されていた。

「おじいちゃん、おばあちゃんからとっても厳しく言われたのは、現地の

人と結婚するなっていうのが、小さい時から言われた。大人になってから自

分は、なんでこんな差別するの？って聞いたら、やっぱり彼ら（祖父母）も、

厳しい状況におかれて、逆にいじめられて生活していたから、それでペルー

人、嫌いだったっていうのを聞いたんです。でも（自分は）どうも思わない。

ペルー人の友達もいっぱいいたし、もしペルー人の女性が好きだったらつき

あう気持ちもあったんだけど。うちの両親が、特に母が、この考えにとって

も大反対だったから｡」（Ｐ11）

調査対象者の多くは、ペルー人の親しい友達や近隣の人たちを持っていた。

しかし同時に、排日が現在も続いており、いつまた暴動や排日措置の発令が

あるかわからないという危倶を語る人もいた。

「フジモリ大統領入ったら（当選したら）すぐ日本に行こうって言いよっ

たよ、みんなで。怖いさ゜日本人が大統領になったら石投げたり、いろいろ

あったんだよ｡」（Ｐ８）「日系人っていうのはすごい歴史があるわけさ。第

二次世界大戦でね、強制送還された、アメリカに。暴動5とかも起きてるわ

けよ。そのイメージがまだ残っている。もしフジモリさんが大統領に失敗し

たら、つけは（日系人に）まわってくるっていう不安があったわけさ｡」（Ｐ

８の配偶者、日系ペルー人２世）

1940年のリマ・カリャオにおける排日暴動をさすと思われる。排日暴動を契機と
して日本に帰国しようと決意した日本人たちが、留守の間、経営していた商店を日
本から呼び寄せた新来の移民に任せるようになり、日系社会の中心は契約農民とし
て移民した層から、より若い呼び寄せ移民へと移行していった。

－１０２－
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ペルーの日系人は、ペルー人との緊張と葛藤をはらんだ民族関係を背景と

して、緊密な日系人社会を組織化していくのである。

（２）ペルーにおける日系・沖縄系のエスニック・ネットワーク

日系のエスニック・ネットワークは、調査対象者の人々によって、私立学

校や会員制スポーツクラプといったフォーマルな組織を中心とする教育、行

事、余暇活動として体験されてきた。そこでは、沖縄系の人々は特に沖縄系

であることを意識せず、日系人の一員として日系のエスニック・ネットワー

クに加わっている。

「(ラ・ウニオン運動公園では）みんなスポーツして、あとは食事ができ

るレストランに集まったり、あとはパーティーがあったりした｡」（Ｐ１）

「毎週日曜日、（運動公園で）サッカーやりましたよ。９０％は日系人だけ｡」

(Ｐ４）

ラ・ウニオン校には日本語の授業があったが、ほとんどの対象者は９年間

学んで覚えたのはひらがなとカタカナだけであり、来日・来沖当初は言葉で

苦労したと語っている。同校は日本語・日本文化教育を目標に掲げてきたが、

現実的には家庭で全く日本語に接してこなかった３世以下の子弟に日本語・

スペイン語のバイリンガル教育を施すことは難しく、日本文化教育も、朝礼

での君が代の斉唱などに痕跡をとどめるものになっていった（朝礼ではペルー

国歌も斉唱される)。

ラ・ウニオン校については、日系人の友達どうしの楽しい仲間づきあいに

ついての語りとともに、以下のような語りもあった。

「(ラ・ウニオンには）ペルー人もいなくはないけど、（学費が）超、高い

よ。ペルー人は、違う学校に行ったほうがいいんじゃない、とか（日系人の

－１０３－
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子らに）言われる。ラ・ウニオンの日系人はね、皆ね、グループでやってる

から嫌い。他の人が来たら、こう（拒絶）するわけさ。日系人はやっぱりお

金あるから。でもいい友達もいますよ｡」（Ｐ３）

「ラ・ウニオン学校に国立学校から転校したら、みんなブランドの洋服着

て、ペンもノートも高級なもの。私は地味で、みんなにじろじろ見られる。

(国立学校にいる）ペルー人たちはみんな貧乏で、教えるレベルも低い。盗

みも、ペンとかお金とか持っていったら、なくなる。それでも、ペルーの友

達、ラ・ウニオンと比べたらあたたかい。おかしいよね、もあがなくなって

もあたたかいって。でもお母さんはいつも、友達は日系人じゃないとダメ

(と言う)、ペルーの友達、家に連れて行くと、日系人の友達がいい（と言う｡)」
(Ｐ２）

ペルーの日系人社会を凝集させてきたエートスには、ペルー人よりも経済

的・精神的に優位な日本人であると自己同定することによって、中間階層の
生活水準を子弟に継承しようとする意思があったように思われる。

「(ペルーにいたときは）日本人は働き者で、とてもまじめな人で、正直
と思っていた｡」（Ｐ２）

「母はやっぱり、いつもね、日系人と結婚しなさいと言っていた。ペルー
人禁止とか｡」（Ｐ３）

戦後の日系社会は、日本への帰国を絶望しつつ、「日本人としての誇り」
を精神的な支柱とし、学歴志向や上昇志向を実践的な支柱とする価値規範に

よってペルーへの定住を果たそうとしてきたのではないだろうか。その「日

本人としての誇り」には、「日本人」を誠実・勤勉と同定し、そうではない

とされるペルー人とは一線を画して生きることを次の世代にも求めていく価

値規範が含まれている。調査対象者にとって「日本人」であることは、沖縄

－１０４－
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系であることとなんら矛盾せず、両立していた。日系社会が多様化し、世代

の推移と国際結婚の増加によってハイブリッド化が進んでいることは疑いを

入れないが、同時に、ペルー人との友達づきあいや婚姻を規制する規範がい

くらかの家庭で現在も継承されているということもまた事実である。日系社

会の定住化戦略は、ペルー人との葛藤・緊張をはらんだ民族関係の中で形成

されてきたことが、語りからはうかがえる。

一方、沖縄系で結合するもうひとつのエスニック・ネットワークは、模合

(モアイ）や仏壇行事を中心に体験されてきた。１２名の対象者の全員がペルー

で仏壇行事に参加し、うち９名は本人あるいは親が模合に加わっていた。ペ

ルーでは沖縄ペルー協会などの沖縄系の組織活動も活発なのだが、対象者に

とって沖縄系の結合関係とは、日系のそれとは対照的に、インフォーマルな、

家族や友人を中心とする親睦の集いであった。

「特に何があるから集まるのではなくて、（沖縄の親戚とは）定期的に

(会っていた)。模合みたいなものとか、週末に遊びに行ったりとか･おじさ

んたちがよくやるゴルフ大会とか会ったんですよ、で、そのときにやっぱり

親戚でしかやらないから、そういうときとか。あと、誕生日とか｡」（Ｐ１）

ほとんどの対象者が子ども・青年期をペルーで過ごしたこともあり、模合

は金銭の貸与よりむしろ集って飲食し、団藥することに重点があるものとし

て体験されている。彼らにとって沖縄系のエスニック・ネットワークは、家

族・親族関係を中心とし、それに友人関係を含みこむ情緒的な結合であった。

沖縄系の結合関係について、その他の日系人との関係が背景にあったことに

言及する語りもあった。

「やっぱり、昔、内地（沖縄以外の都道府県）の人に沖縄の人がバカにさ

れていたらしいんですよ。で、それでこの沖縄県人会とか、沖縄人どうしの

－１０５－
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グループがあった。沖縄出身の人で固まったんですよ｡」（Ｐ６）

ただし、調査対象者の中で、自分自身が沖縄系という理由で他の日系人か

ら排除されたり、差別されたりした体験をもつ人はいなかった。沖縄系は日

系人の７割強を占めており、日系組織の行事も、沖縄系の人々の活動なしに

は成り立たない状況があった［石川１９９７：573]・

日系のエスニック・ネットワークが、厳しい民族関係を生き抜くための自

衛として学歴・上昇志向を伴い、ときに排他的なエートスをはらんでいたの

に対して、沖縄系のそれはまず仏壇行事であり、用事がなくても日常的に集っ

て飲食する親密な関係性こそが重要であった。対象者のほとんどは、ときに

は日系・沖縄系の家族の規範やエートスに反発を覚えながらも、両方のエス

ニック・ネットワークに包み込まれてきた。対象者のほぼ全員が、ペルー居

住時代、自分を日本人あるいは日系人と自己同定していた。

（３）ブラジルにおける日系社会の形成

ブラジルにおける沖縄系の人口は約14万人で、日系人の約１割を占めてい

る。約２万５千人が沖縄からブラジルへ移民したが、その移民は外務省によ

る差別的な沖縄県民の渡航禁止令によってしばしば阻まれてきた6・

ペルーの日本人移民が、農業から小売りを中心とするサービス業への転換

とリマ市への集住を、移民開始からほどなくドラスティックに体験したのと

は異なり、ブラジルの日系人移民は、一部は都市部へ移住しつつも、自営農

61908年の日本の第一回ブラジル移民（契約移民）は、コーヒーの不作やプランテー
ション地主との紛争などを背景に、そのほとんどがプランテーションから出奔、離
散したことで知られている。その781名の移民のうち、325名を沖縄県民が占めてい
た。外務省は沖縄県出身者が「内地移民と風俗その他で異なるのみならず、渡航後
も現地住民から悪評を受けやすい」という理由で1933年まで繰り返し沖縄県民の渡
航禁止令を発令した［石川１９９７：550]･ブラジル沖縄県人会は、差別的渡航禁止
令の撤廃を求める繭願運動を行った［ブラジル沖縄県人会2000：145]・第一次世
界大戦による戦争景気などで他の都道府県の移民数が減少すると、その穴を埋める
ために、沖縄県民の渡航禁止令は解除された。

－１０６－
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や農場経営者としても家族総働きの労働集約法で効果をあげ、社会階層を上

昇していった［石川１９９７：531]･ブラジルの日系人は、ペルーの日系人に

比べて、居住地、職業ともにペルーよりも多様性をもっていた［コガ1995：

154]・ペルーの日系人の74パーセントがリマ市に集住していたのに対し、ブ

ラジルの日系人でサンパウロ市に居住しているのは26パーセントである。サ

ンパウロ州にまで範囲を広げると、日系人の約７割が居住している地域とな

る［サンパウロ人文科学研究所2001]･

ブラジルでは1930年代におけるナショナリズムの昂揚の中で、排日法や外

国人の集住を禁止する法令が打ち出され、それらは第二次世界大戦の勃発に

よって強化された。

「戦争中はね、１世はね、成人した２世が付いていないと、都会に汽車に

乗っていくことはできなかった。１世どうしで話をしていると、必ず調査に

来ましたよ｡」（Ｂ６）

さらに第二次世界大戦後、日本の勝利を信じる側と信じない側の紛争が日

系人に深刻なダメージを与えたことはよく知られている。戦後は1954年のサ

ンパウロ市創立400年祭典を契機にサンパウロ日本文化協会が設立されたが、

サンパウロ州における日系社会では日系としての凝集性は薄れ、個々人が社

会階層を上昇させていこうとする志向がより著しく見られるようになった

[コガ1995：154]・

リマの日系社会との対比で浮かび上がるのは、サンパウロ州では日系人が

リマ市に見られるような密度では集住していないだけでなく、ペルーにおけ

るラ・ウニオンのような、日系人の教育や余暇といった日常生活を包み込む

日系組織が存在しないということである。ブラジルの日系社会がペルーより

も凝集性が低いことの歴史的背景として、排日措置が長期間続き、さらに日

系社会を二分した戦後の対立が壊滅的な影響を及ぼしたことが挙げられる。
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日系で集まり「日本人」であることを顕在化させると、むしろ大きなディメ

リツトが伴うことを、日系の人々は身にしみて体験してきた。ペルーで1971

年にラ・ウニオン校が設立されたのとは対照的に、ブラジルでは1966年に、

半世紀の歴史を持つ大正小学校が閉鎖されている。生徒数が減少してきたと

ころに、戦後の抗争によってダメージを受けたためであった。永住するから

には日系だけで集まって日本語を学ぶよりも、ブラジルの学校に通わせた方

がいいと考える日系の保護者が増えていた（朝日新聞西日本版2003年12月

27日付)。ブラジルでも日系人の学歴志向は強かったが、彼らは日系の学校

ではなく、ドイツ系やユダヤ系の進学校を選ぶようになった。さらに80年代

後半以降は、日本への出稼ぎブームがブラジルの日系社会を縮小・高齢化さ

せてきた［渕上１９９５：222]。

（４）ブラジルにおける日系ブラジル人のローカル・ネットワーク志向

2003年度の調査で対象となった12名は、ほとんどが30代から60代の２世、

3世であり、全員がサンパウロ州出身である。

１２名の対象者の中で、日系の組織の行事や活動に参加した記憶を語った人

は３名のみであり、その多くは否定的な語りであった。その中には、沖縄系

に対する他の日系人の差別についての語りが含まれている。

「(憶えているのは）日系社会の運動会。それと正月に、東の空を向いて、

天皇がいらっしゃる東の空、日本の方向に向かって最敬礼する。天皇の写真、

昭和天皇のがあって、となりに日の丸があった。文化協会とかが日系人の集

会をやるわけ。（中略）それと、毎日、朝は公立学校に行って、午後は日本

語学校。ブラジル人も、日本語を覚えたいっていう人がいたけれど、日本人

会が受け入れなかったの。あたしはもう、そっち（ブラジル人）の方を好ん

で、日系とあまりうまくいかなかったんですよ。午後に日系人と一緒になる

と、非常に苦しかった｡」（Bl2）
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「同じ日本人は（日本人からは）逃げる気持ちがあったよ。あまり会いた

くない（笑)。嫌いだったから、本土の人。同じ年齢でもおじさんみたいね。

厳しかった。もう沖縄の人、本土から見ればものすごい遅れてるさ。レベル

がね。きつかったよ、差別。内地で（来日し、他の都道府県で就労していた

ときに)。ブラジルでも｡」（Ｂ５）

一方、沖縄系のエスニック・ネットワークに参加していた人も多くはなく、

４名であった。

「青年会があって、みんな集まっていろんな行事がありましたけど、まあ

党えている記憶では、やっぱり子どもどうしで運動会したりとか、よくやっ

てましたね。（中略）土日は必ず県人会の家族と（遊ぶ)｡」（Ｂ８）

「各市町村に（県人会が）配置されて、（沖縄の）公民館みたいに、ある

わけ。そら、公民館みたいに立派なものじゃないよ。小さいけど、ちゃんと。

子供会には参加してた。運動会、カーニバルと祭り。要するに県人会だけれ

どもブラジルの文化の祭りと日本の文化の祭りをその時期になるとやるわけ。

ミックスみたいに。８月のエイサーの時は、県人会でエイサーするし、運動

会の時期になったら運動会やるし、カーニバルの時期になったらカーニバル

やる｡」（Ｂ４）

沖縄系のエスニック・ネットワークは、沖縄県人会の会館を中心として、

結婚式などの行事、子供会やカラテ教室などの活動として体験されてきた。

ただし、それらに参加しているのは会館や沖縄系の隣人たちと近接して居住

していた人に限られ、対象者の中では少数である。日系ブラジル人対象者の

人々も仏壇行事を行っているが、日系ペルー人対象者のような、用事がなく

ても親戚や沖縄系の友人で集うといった情緒的結合は、あまり体験していな

い。それは、ペルーのリマ市ほど沖縄系の集住が一般的ではなかったためと
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考えられる。

日系ブラジル人の対象者の人々を日常的に包み込んでいたのは、むしろ地

元のブラジル人との結合関係であった。１２名のうち７名は、ブラジル人と日

系の両方と隔たりなく交流をもち、４名はどちらかというとブラジル人と多

く交流をもっていたと述べた。日系ブラジル人にも、子ども期に親からブラ

ジル人との交遊を反対された人がいたが、日系人の集住していない地域では

実効性がなく、規範としては作用していない。ブラジルとペルーの両方で、

スポーツは週末の余暇の中心をなしているが、ペルーでは日系の会員制スボー

ツクラプで、ほぼ日系人だけでスポーツを楽しんだと語る人が多かったのに

対し、日系ブラジル人は地元のブラジル人とサッカーを楽しんでいる。

「日系人とつきあうのは運動会とかのときだけ。遊ぶのは95パーセント、

ブラジル人と、ほとんどサッカーばっかりで。日曜日は道路を歩行者天国に

して、朝から、子供から年寄りまでやっている｡」（Ｂ１）

さらに、多民族社会としてのブラジルについて言及する人々もいた。

（｢周囲のブラジル人と接する時に、価値観や意識の違いを感じたことは

ありますか？」という問いに対して）「そんなにはないね。もう普通に遊ん

で普通に悪さをして、人種が違うからなんとかっていうのは。違和感がなく。

やっぱりいろんな外国の人が集まってるからじゃないかな。その国（ブラジ

ル）自体が、もう慣れてるされ。今、ここ（日本の家の居間）に外国人がひ

とり来たら違和感あるされ｡」（Ｂ４）

「いろんな人種がいますから、（ブラジルが地元ということでは）皆、同

じ気持ち、同じ考え方。（その上で）ドイツならドイツ系とか、中国とか、

みんな｡」（Ｂ１）
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対象者の人々が体験した、さまざまな文化が混交するブラジル社会の多民

族性の例に、「カトリックのお盆｣？がある。そこには、カトリック教と沖縄

の祖先崇拝との融合が見出せる。

「お盆は、カトリックのお盆。１１月２日に、家族みんな集まって墓参りす

る、カトリックの風習。そのときにお墓の掃除して、まあ、来たよ、って感

じで、また来るね、みたいな感じでね。お花を添えて｡」（Bl2）

「11月２日、ブラジルは全部休み。お墓に、（お線香でなく）ロウソクね。

ブラジルでは｡」（Ｂ９）

日系ブラジル人対象者のうち、ブラジル居住時代に自分をブラジル人と同

定していた人は、上記の２名を含めて12名中６名であった。ちなみに日系ペ

ルー人対象者のうち、ペルー居住時代に自分をペルー人と自己同定していた

人は12名中３名である。

（｢ブラジルにいた頃は自分のことを日本人と思っていましたか、それと

もブラジル人と思っていましたか」という問いに対して）「ブラジル。自分

の両親の国は日本で、私たち（2世の国）はここ、ブラジル。こういう考え｡」

(Ｂ６）

南米居住時期、日系ペルー人対象者に、日系・沖縄系の緊密な結合関係を

重視するくエスニック・ネットワーク志向＞が見出せるのに対し、日系ブラ

ジル人対象者には、地元の人々との結合関係に日常的に包まれ、またそれを

？ここでいう「カトリックのお盆」とは、カトリック教の行事であるフィナードス
である。１１月２日にカトリック教の信者が家族で集って墓参りし、故人をしのぶ行
事であるが、いくらかの日系ブラジル人対象者の人々はお盆をこの日に移し、さら
に線香ではなくカトリック教で用いられるロウソクをともし、餅ではなく花を供え
ていた。
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重視するくローカル・ネットワーク志向＞が見出せる。それは、日系で凝集

するよりも地元民となり、地域社会の構成員として定住を果たしていこうと

する戦略である。日系ブラジル人対象者の志向性は、日系・沖縄系の結合関

係にマイナスの作用が、ローカル・ネットワークの結合関係にプラスの作用

が働いて、その相乗効果によって成り立ってきたように思われる。日系・沖

縄系の結合関係へのマイナス作用には、リマほど集住が一般的でなかったこ

と、歴史的背景によっていくらかの日系人が凝集をむしろ忌避してきたこと、

出稼ぎによる日系社会の縮小と高齢化、および沖縄系に対する他の日系人に

よる差別が含まれる。ローカル・ネットワークの結合関係に対するプラス作

用としては、ブラジル社会全体が、多様な人種・文化が混交していく形で多

民族化してきたことが挙げられる。
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