
琉球大学学術リポジトリ

ホスト社会の変化と葛藤するモデル・マイノリティ
像 :
ブラジル軍事政権下の日系反政府政治家のライフス
トーリーから

言語: 

出版者: 沖縄移民研究センター

公開日: 2020-02-26

キーワード (Ja): モデル・マイノリティ像,

ブラジル日系社会, 日系野党政治家, 政治参加

キーワード (En): Model minority image,

Japanese-Brazilian community, Nikkei opposition

politician, Political participation

作成者: 長村, 裕佳子, Nagamura, Yukako

メールアドレス: 

所属: 

メタデータ

https://doi.org/10.24564/0002012207URL



‐ 27 ‐

移民研究 第 16 号　2019　27-54

ホスト社会の変化と葛藤するモデル・マイノリティ像

――ブラジル軍事政権下の日系反政府政治家のライフストーリーから――

長 村 裕佳子

序論――主題と方法

Ⅰ．日系人と軍事政権

Ⅱ．社会運動に生きた日系反政府政治家のライフストーリー
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序論――主題と方法

1．モデル・マイノリティを目指したブラジル日系社会

　ブラジルの軍事政権（1964 ～ 1985 年）は，戦後のラテンアメリカのなかでもっとも長

い軍事政権の一つであった。その時代を振り返る一般の日系人からは，「治安がよく，経済

活動も盛んで善き時代だった」という回想が聞かれるように軍事政権に迎合的な意見もあ

る。だが，当時の日系人の多くは迫害を恐れて，政府に反対するような言論を避けようと

してきた。ブラジルで戦後創刊され，日系社会のオピニオンリーダーとして読者を拡大し

ていた邦字新聞も政府の検閲を受けて，対ブラジル政府批判ができない立場にあり（深沢

2010:150），新聞関係者は自己規制していた 1）。当時の邦字新聞では，社説やコラムでも政

権支持の内容が頻繁にみられた。

　ブラジルの日系人は，戦前から戦後にわたる長い間，迫害されてきたと言える。1930 年

代の排日運動により 1934 年憲法で，暗に日本人の渡航制限を意図した移民の入国制限が設

けられた 2）。また，ジェトゥリオ・ヴァルガス
3）政権の同化政策

4）で 1930 年代後半から外

国語の使用が禁止され，子弟への日本語教育を維持していた日系人も取り締まりの対象と

なった。第二次世界大戦中には連合国側についたブラジルにとって「敵性市民」と見なされ，

沿岸部や都市部からの立ち退きや一時的な収容を余儀なくされた。しかも，戦後も数年間，

日系社会間で続いた「勝ち負け抗争」5）のテロ事件による混乱で，ブラジル社会での日系

人の評判は悪化していた。1950 年代も日系人は戦中に凍結された財産の回復に奔走し
6），

戦中の迫害体験を綴った日系人が国益を害した罪に問われた
7）。戦後 10 年が経っても，日

系人にとっては戦中の陰を引きずった緊迫した時代が続いていた。このような経緯のなか，

ブラジルの日系人は自らブラジル社会でのモデル・マイノリティ
8）たらんことを志向して
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きたと言える。　そこで，戦後は日系社会で結束し地位の向上を果たそうとする動きが高

まった。1954 年のサンパウロ市制 400 周年祭では日系社会としての組織立った参加が図ら

れ，1955 年には日系社会を統合する機関としてサンパウロ日本文化協会が設立された。会

の設立目的には，「文化的地位の向上を目指しての啓蒙運動」や「戦前，戦中，ブラジル国

民が持っていた日本に対する誤解と偏見を除去するための積極的日本文化紹介，日伯文化

交流事業の促進強化」などが掲げられた（80 年史編纂委員会 1991:646-647）。

　1964 年の軍事政権の発足により，日系人にとって更なる緊張の時代が続いた。軍事政

権後半，1974 年からのエルネスト・ガイゼル政権で政治的自由化が進められるようになっ

ても日系社会では緊張状態が維持された。検閲が行われなくなった後の 1979 年，邦字新

聞社のポルトガル語新聞で政権に対抗した「ブラジルの共産党（PC do B）」9）ゲリラに加わっ

た日系女性の記事が掲載されたときにも，記事の掲載に反発の声があったという。当時の

記者はそれについて，「日系社会は軍事政権の問題には触れたがらなかった。コムニダー

デ
10）には常に保守的なイメージがつきまとっていた」と証言している（深沢 2010:190）。

このように時代を追ってみてみると，ブラジルの日系人が受けた軍事政権下での弾圧の経

験は，戦前より行われてきたブラジル政府からの弾圧の記憶と連続している。

　軍事政権の終焉後，1988 年に自由，平等，正義を標語とする民主憲法が公布され，再

民主化の歩みの中で移行期正義による過去の見直しが図られてきた。その試みは多様な

形で実現されてきたし，現在もなお続いている。2012 年には，軍事政権時代に学生運動

家として逮捕され，拷問を受けたジウマ・ルセフ大統領によって真相究明委員会が立ち

上げられた。研究者も抑圧と抵抗の視点からブラジル近代史の見直しを行ってきた（三

田 2018）11）。このようなホスト社会の動きの中で，過去について沈黙してきた日系人の

経験の語りにも変化が見られてきた。

2．モデル・マイノリティ像と政治参加の関係

　日系人がホスト社会の変化の中でモデル・マイノリティとしての性格を強めるとき，そ

のことは日系人の政治的志向に影響をもたらした。その例として，ラテンアメリカで広がっ

た軍事政権下の日系人を挙げられる。石田（2017: 46-47）によれば，1970 年代後半のアル

ゼンチン軍事政権期には，日系人の「従順」「おとなしい」「目立たない」といったイメー

ジが政権にとって好都合となり，日系人をモデル・マイノリティとみなす社会状況が生ま

れた。そうしたイメージは日系人が政治への関与を避けようとし，自発的にモデル・マイ

ノリティでいることを促す装置として機能した。「政治的，社会的な個人」を否定するこ

とでのみ安全が保障された中で，日系人は自らに「良いアルゼンチン人」のイメージを付

与し，「転覆分子」「過激派」から最も遠い存在であるという自己イメージを形成しようと
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した（石田 2015:76-77）12）。

　ブラジル軍事政権の場合も，ヴァルガス時代の同化政策のような移民への一方的な社会

的抑圧とは異なり，モデル・マイノリティでいることに恩恵が与えられるような，政府と

マイノリティ集団の関係性があったと考えられる。軍事政権下では，治安の維持や経済成

長が実現され，政権に歯向かわない者には安定した生活が保証されていた。それに加え，

ブラジル軍事政権ではテクノクラートと呼ばれる技術官僚が好まれ（山田 1977:163-164），

多くの日系技術者が省庁や地方自治体で役職に抜擢されたほか，ブラジル経済の高まりと

ともに日伯経済交流が促進されたため，日系人がその仲介役となり，日系人にとって社会

的地位を向上させる機会にもなった
13） 。このような状況で，ブラジルの日系人は権力へ

の恐れと社会上昇の欲望から，より自発的に既成の社会規範や当該政権のイデオロギーに

従おうとする傾向を持ったと考えられる。

　しかしながら，ブラジルの軍事政権下ではモデル・マイノリティ像に当てはまらない日

系人の政治活動も見られるようになる。ブラジルで共産党への脅威から軍事政権による支

配が強まると，それに反発する政治活動が高まった。学生運動も活発化し，多くの日系学

生が参画していった。だが，ブラジルでは共産党や共産主義活動は非合法化され，一部の

党派はゲリラ活動を激化させた。その他の政党は軍事政権によって活動の制限を受けなが

らも政権に対抗するために結集し，立ち向かう術を模索していった。このような反政府運

動に積極的に参加した日系人はモデル・マイノリティとしての役割期待から逸脱したもの

と見なされ，日系社会の人々から敬遠された。

　軍事政権期の日系共産主義者について，Lesser （2007）は，彼らがブラジル人としてホ

スト社会に積極的に参加した結果，日系人のネガティブなイメージ形成に寄与し，そのマ

イノリティ性を強調させることになったと論じたが，それはモデル・マイノリティを志向

してきた戦後の日系社会にとって好ましくない状況だった。日系共産主義者はブラジル社

会にとっての「敵」とされ，日系社会にとってはモデル・マイノリティ像からの「逸脱者」

であった。共産主義活動が非合法化された一方，野党には合法的な地位が付与され，選挙

への参加が許されており，政治参加の門戸が緩やかに開かれていた。そのため，反政府運

動の立場でも共産党に関わったものと野党のそれとでは立場が大きく異なった。

　野党として政治活動を行った日系人の場合，日系社会からの見られ方はより複雑だった。

合法的であったものの，反政府の立場にいたことや，政府との緊張関係の変化によってそ

の時々に危うい立場に置かれたことで，他の日系人から懐疑の目を向けられた。つまり，

野党の日系人の活動はホスト社会では一応認められていたものの，モデル・マイノリティ

を目指していた日系社会では支持されにくいという状況にあった。

　これまでの研究では，移民の政治参加を分析した研究は少ない。ブラジルの研究では，
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Fausto（1995）がエスニックの出自を持つ政治家の輩出についてサンパウロ州のイタリア

系人と日系人を比較し，イタリア系人をエスニック集団としての結束が見られず，社会に

統合した政治参加の例とし，日系人をエスニック集団で結束して政治参加した例とした。

また，Sakurai（1995）は，第二次世界大戦後から軍事政権前までの日系人の選挙時の結束

のあり方や日系サンパウロ州議会議員，連邦下院議員が持っていた使命を分析し，戦後直

後の日系人の政治参加をブラジル社会への貢献というよりも，彼らの地位向上のための運

動として位置付けている。

　本研究は，先行研究で指摘されてきたブラジル日系人のエスニック集団として結束した

政治参加は，アジア系マイノリティへの抑圧や同化圧力による戦前の苦い経験や，敵性市

民として扱われた戦時期のトラウマ的経験から集団内で共有されるようになったモデル・

マイノリティ像によって促されてきたのではないかと仮定した。そのため，本研究では，

続く軍事政権時代に日系野党政治家が日系社会との間でどのような関係の変化を経験した

のかを理解し，どのようにモデル・マイノリティ像が日系人の政治参加への関心を規定し

ていたのかを考察する。

3．分析対象と方法としてのライフストーリー

　軍事政権時代に国政又は州議会の議員を経験した日系野党政治家は , 数名いる。サンパ

ウロ市のブラジル沖縄県人会の協力を得て，二人の沖縄系の野党政治家へのインタビュー

を行うことができた。彼らは政治家という公職についていたことからメディアによる多く

のインタビューが残されているが，本研究においては家族や日系社会との関係という公に

されて来なかった，私的な領域についての経験を聞き取る必要があった。そのため，語る

ことを自らの経験を構築する場とするライフストーリー・インタビューを用いた。

　ライフストーリー・インタビューの具体的な方法論は桜井（2002）に依拠した。語りは

インタビューの質問や応答を介した対話によって生成され，語り手の過去の経験の物語も

インタビューの現在の場に拘束されて，相互的に構築されるものであることに留意した。

インタビューという語り手と聞き手の協働作業を通じて，当時には語られなかった日系人

同士の対立や親子間の緊張関係，それについての感情が思い起こされるプロセスを観察し

ようとした。

　また，本研究で扱う二人の政治家は，御厨（2002）のいう「公人」であるものの，彼ら

が日系人というマイノリティ集団の一員であり，かつ政権に対抗的な政治運動の一員とし

て生きた側面に注目することで，ブラジル社会の「下からの歴史」の文脈で捉え直すこと

ができると考えた
14）。公人であると同時に日系人であるというマイノリティの立場を切り

離して考えることが出来ない日系政治家の状況を捉えるため，「下からの歴史」という視
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点を代表するトンプソン（2002）や大門（2017）の研究を参考にした。

　以下，I. 反政府運動の起こり，軍事政権下での選挙の様子について概観する。ついで，

Ⅱ . ライフストーリーをもとに，社会運動の高まりに伴い野党の立場から政治に参画した

日系政治家が日系社会の人々とどのような関係にあったのか，Ⅲ . 戦後の日系政治家と日

系社会がどのように結びついてきたのかを順に明らかにしていきたい。

Ⅰ．日系人と軍事政権

1．ポピュリズム的政治体制の終焉

　ブラジルの社会運動は 20 世紀初頭の都市化の中で発展した。1930 ～ 1945 年のヴァル

ガス政権下では労働者が国家のコーポラティズム的政治体制に組み込まれ，政府による弾

圧や大幅な活動の制限が課されたため，労働運動は一時低迷した
15）。ヴァルガス失脚後，

民主主義的な自由が徐々に回復され，コーポラティズム的政治体制にほころびが生じた。

特に，近代資本主義経済の基盤が築かれたサンパウロ大都市圏で人口の集中と産業の多様

化が進み，様々な業種の労働者がストライキに参加するようになった。1953 年には共産

主義者が中心的な役割を果たしたことにより，異なる業種で結集した 30 万人規模のゼネ

ストが起こった（ファウスト 2008:343）。1950 年代後半以降，ポピュリズム
16）的政治体

制の時代になると労働運動にさらに変化が見られた。ブラジル労働党（PTB）のジョアン・

ゴラールが大統領に就任（1961 年）
17）し，社会の抜本的な構造改革や農地改革

18）を推し

進めようとする中で社会運動は多様化した。

　社会運動は都市部から農村部へ，様々な社会セクターへと拡大した。農民や都市の工場

労働者，学生，革命派知識人，中小経営者などの異なる社会セクターで同時に運動が起こっ

た。農村部では北東部の農民同盟，南東部，南部ではブラジル共産党（PCB）が農業労働

者の基盤を築いた。都市部では，学生が全国学生連盟（UNE）を通じて急進的な社会改革

を提起し，政治に介入するようになっていた。社会運動と社会的圧力の中で，政府のイデ

オローグや労働運動の指導者もその体制を強化する傾向を持った。そこでは，民族主義と

基礎改革と呼ばれた社会的・政治的改革が基本的なイデオロギーとなった。ポピュリズム

的政治体制を支えた労働組合の指導者層には，ブラジル共産党員（PCB）がいた（ファウ

スト 2008:367-373）。ブラジルの軍事政権の始まりは，このような社会主義勢力の高まり

に対して警戒した保守派と軍部が接近して起こった 1964 年 4 月の軍事クーデターの結果

であった。

　日系人の大半は，戦後の労働運動や社会主義から発したブラジルの大衆運動には参加し

なかった。当時，日系人の間には高等教育を受けて農園での労働からホワイトカラー層へ

と素早く社会上昇を果たした者がいたほか，戦後も農村部に留まった者，都市に出て商業
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を営む者がいた。1932年の日系人の産業従事割合は第一次産業が 93.6％と大半であったが，

1958 年では第一次産業 57.3％，第二次産業 7.8％，第三次産業 34.9％と大きくシフトして

いた（Saito 1977:12）。その結果，日系人は 19 世紀末からブラジルに流入した他のヨーロッ

パ移民のように都市の工場労働者層に組み込まれなかった。20 世紀初頭の都市化の過程

において，サンパウロ州の農園から出てきたイタリア系移民やポルトガル系移民が州都サ

ンパウロ市の工場労働者層を形成していた（長村 2016:56-57）。そこでヨーロッパからの

移民が持ち込んだ思想により労働組合の結成や社会主義思想が広まり，戦後の労働運動の

基盤となった。このようなブラジルの都市化の過程を見ると，日系人が戦後の都市部での

労働運動や社会主義運動から発したブラジルの大衆運動に迎合しなかった理由の一因とし

て，職業階層の相違による社会経済的要因をあげられよう
19）。

2．軍事政権による弾圧

　労働組合権力，共産主義の脅威を取り除こうとし，軍事政権は軍政令を布告して法的支

配を図った。軍政令第一号で同年の政変を「革命」と規定してクーデターに正当性を与え

た（堀坂 1987:36-37）。軍政令第一号は「国家，国家資産，政治的・社会的秩序に対する

犯罪行為，もしくは革命戦争の活動」の責任者を裁く機関として警察・軍審問会（IPMs）

を設置した。このような権力の行使により，拘禁や拷問を含む軍事政権反対者への迫害も

正当化された。学生は弾圧の標的となり，1964 年 12 月，全国学生連盟は解散を命じられ

た。北東部の農村部では農民同盟関係者が迫害され，都市では労働組合が弾圧された。軍

事政権の政治的権力は立法府や司法府に及び，1964 年に 49 人の裁判官が追放され，国会

で 50 人の議員が議員資格を剥奪された
20）。公表されたリストの下院議員 40 人のうちブラ

ジル労働党議員が 18 人と最多で，政権支持の全国民主同盟（UDN）の議員はみられなかっ

た（ファウスト 2008:389-390）。

　1966 年以降，最初の弾圧の後，反政府勢力は態勢の立て直しを図った。カトリック教

会の多くの幹部が政府に対決姿勢をとり，学生は全国学生連盟を中心に活動を再開した。

1968 年 6 月には多様な勢力が団結して民主化要求運動となり，リオ・デ・ジャネイロ市

で 10 万人のデモが起こった。労働者によるストライキも起こり，ストライキにはラテン

アメリカ各国の共産ゲリラから強い影響を受けて，武装闘争のみが軍事政権を倒せると考

えた左翼グループの働きかけがあった（ファウスト 2008:398-399）。

　また，共産主義者による外国の外交官を誘拐し，政治犯との交換を要求する事件が起こっ

た。大きな反響を呼んだのはリオ・デ・ジャネイロ市で起こった米大使の誘拐で，誘拐犯

は大使との交換で 15 人の政治犯の釈放を勝ち取り，メキシコに亡命させた。1970 年 3 月

には，サンパウロ市で在サンパウロ日本国総領事館の大口信夫総領事の誘拐事件が起こっ
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た
21）。その事件では，通称マリオ・ジャパ（小沢静雄）と呼ばれた日系二世の共産主義者

が関わっていたことも日系社会に大きな衝撃を与えた
22）。

　1960年代末，軍の弾圧によって都市の武装闘争は孤立し，力を失っていった。残ったのは，

「ブラジルの共産党」がブラジル北部パラー州マラバ市付近のアラグアイア川流域に建設

していた農村ゲリラだった。農村ゲリラの弾圧については，報道禁止措置により一般市民

にはほとんど知らされていなかった。ゲリラの中には，日系二世女性のカナヤマ・スエリ・

ユミコもいた。カナヤマはサンパウロ大学文学部の学生だった。交戦で亡くなった後も数

年間，家族は彼女のゲリラへの参加や死について知らされることがなかった
23）。

3．政党の再編と選挙

　軍事政権は代議制を維持したものの，政権成立後，いくつかの州で行われた 1965 年州

知事選挙の後，既存政党を解散させ，政党の結成に厳しい条件を課した。その条件のも

とで与党の国家革新同盟（ARENA）と，反政府勢力が結集した野党のブラジル民主運動

（MDB）の二政党が結成された。連邦議会から州議会，市議会において二政党の対立構

造が形成され，1979 年に複数政党制へと再移行されるまでに二大政党制の下で 1966 年，

1970 年，1974 年，1978 年の各年に連邦議会議員選挙，州議会議員選挙が行われた。

　ブラジルの日系人の多くは 1945 年末の大統領選挙で初めて選挙に参加した
24）。続く

1947 年の市議会議員選挙では，日系人が多く居住していたブラジル南東部サンパウロ州，

南部パラナ州の各地の町で二世が当選した（長村 2016, 2018）。1950 年代からサンパウロ

州やパラナ州の州議会議員，1960 年代からサンパウロ州，パラナ州の選挙区から連邦下

院議員となる者が現れた。軍事政権下で二大政党への再編が行われたとき，既存の日系政

治家の多くは与党の国家革新同盟に属した。例外は，ブラジル労働党の州議会議員だった

二世の仲村渠パウロであった。仲村渠は，それまでの日系州議会議員，連邦下院議員のう

ち，政党再編時に唯一野党に属した政治家だった。

　最初の二度の連邦議会選挙は与党の圧勝だった。下院議会の議席獲得率は，1966 年に

与党 67％，野党 32％，1970 年に与党 71％，野党 28％であり，政権は議会の中でも勢力

を高めていた。弾圧と，好景気による政権支持の影響で野党は低迷していた（ファウスト

2008:403）。1966 年の下院議会，州議会選挙で当選した日系議員数名は仲村渠を除いて，

与党議員だった。1970 年選挙でのそれらの日系当選者は与党議員のみだった。

　1974 年に成立したガイゼル政権は政治的自由化の促進に向けて動き出し，軍の強硬派

の影響力の中和と同時に，1974 年 11 月の連邦議会選挙が自由な空気の中で実施されるよ

う環境を整えていった。すでに勢力的な活動を再開していた反政府運動の動きと相まって，

1974 年以降の選挙では経済的に発展した州や州都で野党が勢いを持った。連邦下院議会
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の議席獲得率は 1974 年に与党 56％，野党 43％と変化した。1974 年選挙以降，日系候補

者の間でも野党から出馬して当選する者が現れた。

　野党の急速な勢力拡大を懸念した政府は「4 月の政策パッケージ」
25）などの引き締め政

策を講じたが，その勢いは衰えなかった。1977 年選挙の下院議会の結果は与党 55％，野

党 45％で維持された。野党は自由主義者から社会主義者を結集し，国民のあらゆる不満

が表明される政治的回路となった。それは学生，弁護士，カトリック教会関係者など市民

社会の多様なセクターが結集した結果だった（ファウスト 2008:409-411）。そのような状

況で日系与党候補者は苦戦し，一方で日系野党候補者が票を伸ばした
26）。

　1979 年の政党法改正で二大政党が廃止され，政党の設立が再び自由になると野党は分

裂した。野党のブラジル民主運動はブラジル民主運動党（PMDB）となり，それとは別に

都市と農村の組合運動，カトリック教会の一部及び専門職に従事する中産層を基盤とした

労働者党（PT）が結成された。与党の国家革新同盟は民主社会党（PDS）として継承された。

政党法改正後の 1982 年の選挙では，連邦議会，州議会で野党が勢いを持ち過半数を占めた。

その後，労働者党などを筆頭として大統領の直接選挙を求める民衆による民主化要求運動

が高まり，再民主化へ向かっていった。軍事政権下の異なる政党の日系政治家間の立場の

相違や関係性については，次章で政治家のライフストーリーを分析した上で考察する。

Ⅱ．社会運動に生きた日系反政府政治家のライフストーリー

　日系政治家の中にも立場の相違があり，それは軍事政権下の与党と野党の二大政党制の

中でより明らかであった。社会の革新を目指し，野党から立候補して反政府運動に関わっ

ていた日系活動家と，政権支持の立場を貫いた他の日系政治家との間では大きな隔たりが

あった。

　本章と次章を通して，戦後のブラジルで育ち，社会運動の高まりと軍事政権時代の反政府

運動に積極的に参加した二人の政治家のライフストーリーに焦点を当て，ブラジル社会の変

化に伴い，日系社会内で起こった政治的立場の相違によるコンフリクトを明らかにする。

　軍事政権下で国政又は州議会で活動していた数名の日系野党政治家のうち，ブラジル沖

縄県人会の紹介を通じて知り合った，沖縄系二世である伊波興祐
27）と花城清友・ジェトゥ

リオに行った聞き取りをもとに分析した。聞き取りは，2018 年 9 月にサンパウロ市内の

沖縄県人会館で行われた。

　交流があった二人は，時間を合わせて訪れ，互いに同席した上でのインタビューとなっ

た。同時代に同じ政党で思想を共有してきた二人は互いの語りに同調する場面や，詳細を

補う場面が多くみられた。インタビューはポルトガル語で行われたものであり，ここでは

和訳して用いる。また，本章は，歴史的な背景や出来事の説明を補うためにインタビュー
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のほかに同時代の新聞資料や，各種史資料なども参照した。

1．伊波興祐のライフストーリー

1）生い立ちと社会運動への参加

　両親が沖縄から移住した伊波興祐は，1940 年にサンパウロ州沿岸部のサントス市で生

まれた。父興徳は 1926 年，8 歳の時，祖父興祚の呼び寄せのもと伯父興彦に連れられて

ブラジルへ渡った
28）。興徳はサンパウロ州の鉄道ジュキア線沿いにあるイタリリ市の耕地

を経た後，サントス市で港湾労働者として働いた（名護市史編さん委員会 2008:350）。サ

ントス市は移民が到着した港湾のある街であり，戦前，サンパウロ州内陸部で配属された

耕地から「夜逃げ」した沖縄系人などが集まっていた地域だった。1908 年の第一回移民，

笠戸丸移民の数家族が入った後，サントス市を目指す者が後に続き，サントス沖縄県人会

も組織されていた（ブラジル沖縄県人会 2014:31-39）。

　太平洋戦争の勃発で日本からの移民は途絶えた。1942年 1月に枢軸国との国交を断交し，

8 月に連合国として参戦を表明したブラジル政府のもとで，日系人は敵性市民とされ弾圧

の対象となった。同年の 2 月，9 月にサンパウロ市内の日系人集住地区で立退き命令が出

された後，1943 年 7 月，戦略的地域と見なされたサンパウロ州沿岸地域の日系人に 24 時

間以内の立退き命令が出された。彼らは，州内奥地への移動を迫られた（前山 1996b: 233-

245）。

　「我々はブラジルが日本に宣戦布告する前にサントスを追い出されたと思う」（2018 年 9

月 5 日インタビュー）。伊波の家族も立退きを強いられ，内陸部へ移住した。戦後，家族

とともにサントス市へ戻った。そこで高校に通い，また，1963 年にパウリスタ製鉄（Cosipa）

で働き始めた。ついでサントス・カトリック大学（UNISANTOS）29）法学部に入学し，

1969 年に卒業した
30）。大学在学中に労働運動に参加し始めた。それはちょうど軍事政権

への反発から学生運動が大きく高まっていた 1967 ～ 1968 年であった。

　サントス市はラテンアメリカでも最大の港町として栄え，一帯には工業も広がった。

都市化に従い，サンパウロ州内陸部から出てきたイタリア系移民やポルトガル系移民も

入っていった。移民の出入り口であり，貿易商人が行き交う港湾であったサントスは，

歴史的に様々な社会思想が流れ込んでくる窓口でもあった。「ヨーロッパの社会主義思想

が入って来ていた。組合活動家は社会主義者で，サントスには結束した組合があった」

（2018 年 9 月 5 日インタビュー）。一方で，日系人の組合活動への参加は目立たなかった

という。

2）野党政治家としての挑戦
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　1968 年，大学在学中に野党のブラジル民主運動から，サントス大都市圏のサンヴィセ

ンテ市の市議会議員選挙に立候補し，最高得票で当選した。金属組合や大学関係者から支

持された。その立候補の動機について質問すると，次のように語られた。

　日系社会のために立候補したのではなく，大学での活動から立候補した。日系社

会に票を求めたこともなかった。応援してくれたのは他の社会組織で，金属組合や

大学関係者など。日系団体に関わり始めたのは当選してから。それから日系社会の

催しに呼ばれるようになった。一世の集まりにも出るようになった。けれども，一

世たちは政治には関わらないようにしていたと思う。選挙時に助けてくれたのは，

二世だった（2018 年 9 月 5 日インタビュー）。

　伊波は，自身に期待される日系社会のための代表者としての役割を認識しており，それ

を自ら否定している点に留意できる。また，選挙時に支援してくれたのは一世ではなく，

二世とし，一世からの彼の政治活動への理解は低かったと感じていた。

　伊波は，サンヴィセンテ市議だった時の 1970 年 9 月 9 日，同市で政権打倒の革命のビラ

を配布したとの疑いで社会政治警察
31）に連行され，取り調べを受けたことが一度ある

32）。

連行されたとき，周りの人々からは理解されないだろうと考えた。

　警察に連行されたことは両親には言わなかった。嫁も両親に言わなかった。父も

母も理解できなかっただろうから。息子が逮捕されたと知ったら，泥棒でも働いた

と思っただろう。政治のことは何も理解できなかった。何か悪いことをしたと思っ

ただろう。だから誰にも言えなかった（…）私の方が彼らには理解してもらえない

と思い込んでいた（2018 年 9 月 5 日インタビュー）。

　政治活動と家族関係との折り合いをつけることが難しくなっていた。また，周囲の日系

人にも伊波に疑いを持つ者がいたため，政治活動を行う上で日系社会から距離を置こうと

した。「皆自分を守ることに必死だった。私は知人を訪ねる習慣も捨てた。周りから距離

を置くようになっていた。知人を訪ねてもそこで社会政治警察に通報されたことがあった。

だからこそ自分から離れていった」という（2018 年 9 月 5 日インタビュー）。このように，

軍事政権という抑圧の時代の中で，日系人同士の間にも懐疑による緊張関係が存在した。

伊波は 1972 年，同市議に再選した。

　1973年にサンパウロ州議会議員選挙で立候補したときも，家族は投票こそしてくれたが，

選挙運動への協力は拒否された。その時の選挙運動に手を貸してくれたのは，同じく沖縄

系で元野党議員の仲村渠パウロだった。仲村渠は 1969 年に政権から以後十年間の議員資

格を剥奪されたため，表に出ずに支援したという。「運転手として手伝ってくれ，シブま
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で連れて行ってくれた。ただし，彼は議員資格を剥奪されていて公には政治に参加できな

かったから，車に残り，私に一人で行くようにと言った」（2018 年 9 月 5 日インタビュー）。

　市から州へと舞台を移した州議会議員選挙の際には，州内各地にあった沖縄系人の集住

地や県人会支部
33）のネットワークが用いられた。文化団体であるため，県人会支部が政

治的見解を表明することはなかったが，選挙運動を行える空間となった。伊波のポルトガ

ル語での語りの中でも，支部については日本語で「シブ」と呼んでいたことからも頻繁な

出入りの習慣があったことが伺えた。

　ここでは，伊波がプライベートで知人と距離を置いていても，選挙の際には沖縄系社会

で選挙運動を行っていた点，支部の側でも伊波の受け入れを拒否しなかった点に注目でき

る。1973 年の選挙は，1974 年発足のガイゼル政権が政治的自由化を具体的に進める以前

のことであり，軍事政権による野党の弾圧が弱まっていたとも言えない。そのため，沖縄

系社会と沖縄系野党政治家の間にも常に一定の緊張関係があったのではなく，その時々の

場面によって抑制され，表面的には関係が保たれていたと考えられる。

　その後，伊波は 1976 年にサンヴィセンテ市長に当選し，その活動から『O Estado de São 

Paulo』34）紙が選ぶサンパウロ州内陸・沿岸地域の最良市長になった。伊波は，10 万人規

模の都市で市長になった初めての日系二世だった。1981 年 1 月，軍事政権が提案した市長，

市議任期を 4 年から 6 年へと延長する政策に対してプロテストを行って市長を辞任し，社

会からも注目を浴びた。

　そのように政治活動に精を出していた伊波だが，日系人としての見られ方も常に気にか

けていた。ポルトガル語読者の日系人を対象にした新聞，『Página Um』
35）が 1981 年に行っ

た選挙前のインタビューの中に，次のような伊波の語りが残っている。

　二世は二重の責任を伴うと思う。日系社会のためだけに活動するわけではないが，

当選してからは地元の日系社会を代表することになる。何か誤ったことをしたら，

自分の地元の日系社会の面汚しになる。このような意識を二世政治家は持っている

（…）もし私がサンヴィセンテ市で汚職をしたら，日系社会の小さな町で日系社会

の全員が非難されるだろう。「日本人」の息子，「日本人」の政治家と呼ばれるので

あり，それにより，非難の対象となるのは一個人ではなく，70 年の移民の歴史なの

である（Página Um, 7. Mar. 1981，和訳）。

　伊波はホスト社会から日系人として見られることを意識し，日系社会への責任を感じてい

た。所属政党による政治的立場の差異とは関係なく，日系政治家はそのような責任意識を持っ

たと考えられる。市長在任中の 1978 年には，ルーツに基づく社会関係資本を資源としてサ

ンヴィセンテ市と沖縄県那覇市の姉妹都市提携を結ぶなど，地域間交流にも従事した。
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3）政治の自由化の中で

　政治の自由化に伴い野党が勢力を回復し，選挙環境がより自由な雰囲気で行われるよう

になった 1974 年の連邦議会議員選挙，州議会議員選挙以降，下院や州議会で野党勢力が

議席数を大幅に伸ばした。特に，南部，南東部の州や，州都などで野党が躍進していた（Britto 

1981:222）。1979 年末に連邦議会で政党法改正が可決され，自由な政党の結成が許可され

ると，1980 年 12 月，伊波は，野党だったブラジル民主運動によるブラジル民主運動党の

結成に加わった。その翌年，伊波は次のような意見を述べている。

　保守的であることは日系人の性質である，少なくともより古い移民は。それが大

部分の日系政治家がやってきたことである，でもそれも変わってきたと思う。だか

らと言って，野党が政治的に正しい立場だとも思わない。野党，与党双方において

参加しなければならない（Página Um, 7. Mar. 1981，和訳）

　伊波は日系人の政治的に保守的な姿勢を批判しつつ，多様な政治的立場の者が政治に参

加するべきだとの主張を持っていた。それは，当時の流れであった政治の自由化を見据え

た発言であったとも解釈できる。1982 年の州議会議員選挙でブラジル民主運動党からサ

ンパウロ州議会議員に再選し，民主化に向けた運動を続けた。

2．花城ジェトゥリオのライフストーリー

1）生い立ちと学生運動の開始

　花城清友ジェトゥリオ 36）は，1943 年，サンパウロ州イタリリ市に生まれた。花城の父

清安は日本語教師として 21 歳のときにブラジルへ渡った。サンパウロ州沿岸部から内陸

部に向かってに約 20 キロに位置するイタリリ市で，日本語学校の立ち上げに尽力した後，

土地を購入してバナナ栽培に従事した。

　戦中，海岸地帯から少し離れたイタリリ市にいた花城の家族は立退きの対象にはならな

かった。戦後，1950 年に家族でサンパウロ市へ移った。清安はサンパウロ市にあるブラ

ジル沖縄県人会の 5 代目会長となり，10 期会長を務めた。また，日系医療機関であるサ

ンタ・クルス病院（1939 年）や日系社会の中心組織となるサンパウロ日本文化協会（1955

年）の設立にも協力するなど，日系社会に深く関わった。

　花城は，サンパウロ市内の高校に通いながら学生運動に関わり始めた。サンパウロ大学

の社会科学部に入学し，在学中の 1965 年，サンパウロ州学生連盟（UEE-SP）37）の副会長

に就いた。学生運動に深く入り込み，「（サンパウロ大学法学部の）サンフランシスコ広場

で行進した」。
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2）二度の逮捕と亡命

　学生運動を指揮する中で二度拘束され，チリへの亡命を余儀なくされた。一度目の逮捕

は 1967 年 4 月だった。サンパウロ州学生連盟の他の役員 3 人とともに規制されていた大

会を開き，国家の安全保障を脅かす内容を議題にしたとして，戦争審議会の検事によって

起訴された 38）。

　二度目に逮捕された 1968 年は，学生運動への弾圧が最高潮に高まっていたときだった。

同年 8 月にサンパウロ州イビウナ市で行われた大会で，参加者の学生 1,240 人が警察に連

行された
39）。その時のエピソードについて，花城は以下のように回顧している。

　友人に告発され拘束されたとき，州議会議員になろうとしていた。沖縄留学の奨

学金も手にしていたときだった。父親は沖縄県人会，ブラジル社会に参加していて

政治にリベラルな人で，政治のことを理解していた。それでも , あの時代は，沖縄

系二世は誰もがみな家族との断絶に苦しんでいた（2018 年 9 月 5 日インタビュー）。

　インタビューでは，友人の告発による逮捕が予期していなかったものであり，どんな悔

しい思いをしたかが語られた。また，ブラジル政治を理解し , リベラルだと思っていた父

にさえも理解されなかった花城の苦悩が垣間見られた。花城は他の沖縄系二世の状況にも

目を向け，自身の家族との不和を二世が両親との間で抱える世代間の問題にも重ねている。

3）帰国と政治への復帰

　亡命先のチリで，花城はラテンアメリカ社会科学大学（FLASCO）40）大学院で政治学と

公共経営学を学んだ。また，チリ大学で文化人類学を教えたほか，同大学建築学部の住宅

調査の調査員，ラテンアメリカ人口センターの国際スタッフを務めるなど様々な経験を積

み
41），1975 年にブラジルへと帰国した

42）。帰国後，サンパウロ地下鉄公社（CMSP）で働

いた後，1982 年，野党からサンパウロ市議会議員選挙に立候補して当選した。

　軍事政権下の二大政党制の中で，サンパウロ市議会でも野党議員への弾圧が及び，1969

年に当選した野党議員二名が就任前に議員資格をはく奪されるなどした。第 6 会期（1969-

1973）で与党の議席が野党を上回り，第 7 会期（1973-1977）には与党と野党の議員数が拮

抗した。第 8 会期（1977-1983）に両者の立場が逆転し，野党が与党を大きく上回った（Câmara 

municipal de São Paulo 2012:127-128）。

　1982 年の選挙において，多くの日系政治家が政権寄りの民主社会党から立候補してい

た状況について，花城は，当時は次のような見解を『Página Um』で語っている。

　マイノリティは，社会のより保守的な層に統合しようと模索しており，二世政治

家もその枠から自由ではない。日系社会の大部分が政権支持の立場を表明するの
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は，自分たちの事業を実現するための権力を必要としているからではないかと思う。

（…）私の世界に対する思想はもっと開かれており革新的である，それが政党の選

択になっている（Página Um, 11.Jul. 1981，和訳）。

　社会学者であり，かつ政治学者であった花城の語りには，日系社会への洞察がある。マ

イノリティである日系人が権力に寄り添おうとし，日系政治家もその枠から解放されてい

ないとするのに対し，自らをそこから自由になった存在として位置付けている。

　続けて，「数年前まで日系社会の暗黙の了解では野党候補者は家にもあがらせないといっ

た考えがあったが，今日も根強いと思うか」という同新聞の質問に対して，次のように回

答している。

　前回の選挙では野党が 70％の得票率を得た。日系社会もブラジル社会の一部であ

るから，ブラジル社会全体の動きを反映し，社会の変革についてきていると思う。

経済的成功を収めてきた世代は，批判的精神を高めている。日系政治家は日系社会

との間に不和を生じさせているのだと思う（Página Um, 11.Jul. 1981，和訳）。

　花城は，日系社会はホスト社会を反映しているため，ブラジル社会全体で改革の精神が

高まれば，日系社会においてもその精神が広まると考えていた。二世世代は社会に対して

批判的精神を持ち始めているとし，だからこそ，日系社会全体が変化に追いつかない間は，

折り合いが付けられない状況にあると理解していたと伺える。

　伊波や花城はブラジル社会の変動に深く関わっていったのと同時に，自らの視点で日系

社会と向き合ってきたといえる。花城は，当時を振り返って「あの時代，共産党員でいる

ことは難しかった。日系社会では難しかった。沖縄系社会ではさらに難しかった。伝統的

に保守的な人々だった」と語った（2018 年 9 月 5 日インタビュー）。その言葉には，軍事

政権時代，日系社会，沖縄系社会がともに保守的であり，コミュニティの規範が彼らの存

在を規定しようとしていたことが要約されている。

Ⅲ．時代の中の日系政治家と日系社会――伊波と花城の語りから――

　伊波と花城の語りから明らかにされたのは，様々な局面でホスト社会とエスニック・コ

ミュニティとの間を行き来しながら自らの社会的立ち位置を模索してきた生き方である。

彼らの各々の体験の中には，ブラジルの激動の時代における日系社会の葛藤の過程が垣間

見える。

1．日系政治家の人物像との対峙

　さらに，伊波や花城の自己の位置付けの語りには，常に他の日系政治家に対する視線が
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隠れている。二人の語りを他の日系政治家との関係に着目して観察することで，日系政治

家の人物像が浮かび上がり，二人がそのような人物像とどのように対峙しているかを分析

することができよう。

1）最初の日系政治家

　最初の日系政治家としてよく言及される政治家に，田村幸重
43）がいる。田村は弁護士

であり，日系人で初めてサンパウロ市議会議員（1948 年），サンパウロ州議会議員（1950

年），連邦下院議員（1954 年）となった人物であった。軍事政権下で議員資格を剥奪され

るまで継続して連邦下院議員に当選していた。田村について伊波は次のように語る。

　（戦中に）日系人は裏切り者（第 5 部隊）だと言われ，州都のサンパウロ市で立

候補することはとても勇気のいることだった。あの当時とても勇気のいることだっ

た。そして，素晴らしい市議になった，リベラルで。必要とされている人物だった。

（…）日系社会が田村を当選させた。田村は日系社会を代表する典型的な政治家だっ

た（伊波，2018 年 9 月 5 日インタビュー）。

　伊波は田村に対して深い敬意を抱いていると同時に，田村を日系社会の代表者の典型と

位置付ており，自らの立場と一線を画す存在として見ていることが読み取れる。花城も，

田村について「日系政治家のパイオニアだった。保守的で，伝統的だった」と同時に，「よ

り日系社会に入り込んでいた」と回想した（2018 年 9 月 5 日インタビュー）。

　田村について日系社会の代表者としてのイメージが形成される背景には，彼の活動があ

るだろう。弁護士だった田村は，戦中，枢軸国のスパイと見なされて投獄された日系人

の解放や，戦後，戦中に凍結された日系人の資産の解除に奔走した（高橋 2009:129-130）。

このように，田村が社会的公正を重視していたことから，当時の視点でリベラルであった

と評価されていると考えられる。軍事政権下，田村は与党の連邦下院議員だったが，1969

年 1 月，政権に逆らったとされ，「政治的国家反逆の罪」
44）で議員資格の剥奪にあった。

　田村と同世代の日系政治家にサンパウロ州議会議員，連邦下院議員を歴任した二世政治

家である平田ジョアン進
45）がいる。軍事政権下で与党にいた平田は，政権の任命による

サンパウロ州知事であったアブレウ・ソドレー
46）の右腕として活躍していた。そのため，

軍事政権の弾圧が最も高まっていた頃である 1968 年，長女エレナ
47）が学生運動で警察に

捕まったときには政治的立場の決断を迫られた。ソドレー州知事は平田に長女の釈放を申

し出たが，平田はそれを断った（dos Santos 2010:151）。

　花城は，この平田のエピソードについて，「平田は娘の逮捕にも構わなかった。政治家

は誠実でなければいけない，そしてバランスを取らなければいけなかった」と語った（2018
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年 9 月 5 日インタビュー）。運動の中でエレナと交流があったという花城は，エレナと立

場を同じくしながらも，保守派政治家であった平田の側にも理解を示している。また，自

身の家族との葛藤を平田家のそれに重ね合わせていたとも言える。

　程度は異なれども，政治的立ち位置の違いが，このような日系家庭の親子関係，もしく

は世代間に緊張関係や大きな断絶をもたらしたのも，軍事政権という抑圧された時代の産

物であった。そしてそのような関係性は，自由な考え方を持った二世，三世らが保守的な

一世，二世らに批判的なまなざしを向ける構造をもたらし，同時に，伊波が「親には言え

なかった」と語ったように，二世，三世らは理解できない親世代に対して沈黙を守ること

になった
48）。

2）日系左派政治家モデルの登場

　一方，伊波や花城の目指す政治家像として語られるのは，日系人で初めて左派政党から

サンパウロ州議会議員になった仲村渠パウロである。仲村渠は，沖縄系二世であり，沖縄

系コミュニティに出入りしていた点で伊波や花城と付き合いがあった。花城が自身の思想

形成を振り返る語りでは，花城や伊波の父親と同列に，仲村渠との交流が挙げられた。

　花城によれば，沖縄系人で初めて州議会議員に当選したのが仲村渠だった（2018 年 9

月 5 日インタビュー）。仲村渠は，労働組合への参加から政治に関わっていった人物であ

る。両親が戦前の沖縄からの移民で，1923 年にイタリリ市で生まれており，花城と同郷

でもある。バナナ生産者組合の理事を務めており，ブラジル労働党からサントス市議（1952

～ 1955 年），サンパウロ州議（1963 ～ 1966 年）になった。

　仲村渠は左派政党からサンパウロ州議会議員となった初の日系議員として，州議会記念

誌に記録されている（Assembléia Legislativa de São Paulo 2008:56）。軍事政権下で野党に属

し，1966 年選挙でサンパウロ州議会議員に再選したが，1969 年に政権から議員資格を剥

奪された。仲村渠の生き方は伊波や花城にとっての目指すべき政治家モデルであった。伊

波が選挙に立候補した際には，実際に選挙運動の主な支援者になった。

　また，花城は仲村渠の話の中で「日系政治家は決して一つのまとまったグループを作り

はしなかった。それぞれが自身の政党を代表した。しかし，選挙の際，沖縄系政治家は特

に団結していたと思う」（2018 年 9 月 5 日インタビュー）と語り，彼ら 3 人の間には政党

を超えて，政治的イデオロギーを共有した協力関係が成り立っていたことを示唆した。

2．日系社会と日系政治家のモデル

　次に，伊波や花城が日系政治家について証言するとき，左派政党に属する者がより政治

にコミットしたという語りとなって表れる点に注目する。そのような語りはどのように形
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成されるのか，そのプロセスは何を意味しているのかを考察する。

1）二極化された立場の形成

　伊波や花城の回想する社会運動の時代には，軍事政権に立ち向かう中で，革新的である

こと自体に政治の意義を見出していたという背景がある。そのため，彼らの語りは，右派

の日系政治家よりも「政治に深く関わった」という差異化と正当化の語りとなった。

　具志堅 49）と私，花城の三人が労働者党側だった。それ以外は日系社会にコミッ

トしていた政治家だったと思う。具志堅は大臣になったし，花城も 5 度，州の局長

を務めた。我々三人は政治家であり，行政官でもあり，日系社会だけではなく政党

やブラジルの国のために仕事をした（…）私の見解では，日系社会の周りでは政党

を作る，国政をやる者は出てこなかった。それが，我々がやり遂げたことだった（伊

波，2018 年 9 月 5 日インタビュー）。

　社会運動に基盤を置いてきた伊波や花城，具志堅ルイスの活動は日系社会の利害に関心

に寄せる他の日系政治家とは立場を異にしてきたという。伊波らは，日系社会の代表者と

して振る舞う日系政治家像とは対照的な存在として，自身の政治家像を模索していると言

える。

　伊波や花城の視点では，軍事政権下の日系政治家の場合，①日系社会の支持を獲得し，

政権与党に属した「保守派」政治家と，②日系社会の支持を持たず，野党に属した「革新派」

政治家というモデルに分けられる。ここでは二人の体験から，日系社会の代表性を持つこ

とと，保守か革新かという政治的立場とが結びつけられて考えられている。

　また，伊波は過去を振り返って，日系社会を活動の場としていた政治家の心境や，そう

いった政治家を求めていた日系社会の状況についても様々な思いを巡らすようになったと

いう。

　京野 50）は社交的な政治家だった。彼は，政治活動をやること以上に日系社会へ

参加することにプライドを持っていた二世だった（…）日系人の結婚式などのイベ

ントに出ていた。日系社会は政治家が来てくれたら嬉しいでしょう。私は，そういっ

た社交活動を批判していた。でも，今となってはそれも理解できる。そのような関

係の構築も政治をやる一つの手段だったのだろう。私はそのような行動を取らな

かったから。（…）でも日系社会も，誇りを保つためにそういった社会的代表者が

必要だった。強いコミュニティ意識があった日系社会にとっては，代表者がいない

ことが人々をがっかりさせた（伊波，2018 年 9 月 5 日インタビュー）。
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　現在では，京野の行動に当時は気が付かなかった政治文化を見るようになった。同時に，

日系社会が心理的に日系社会に近い日系政治家を欲していた側面に理解を示している。そ

のような日系政治家とそうではなかった自身とを見比べ，自分が「日系社会が欲していた」

政治家像になり得なかった状況を冷静に見つめている。

2）日系政治家に投影される日系人の地位

　軍事政権時代，伊波や花城のような革新的であろうとした日系政治家と日系社会の関係

は途絶えてはいなかったものの，疎遠となっていった。なぜ日系人の多くが右派の政治家

により親近感を持ったのかを考える必要がある。

　花城には，政治への進出も日系人全体の社会上昇の手段として用いられているように感

じられた。彼が目指したものは，それとは大きく異なっていたと当時のインタビューで語っ

ていた。

　私の哲学は日系政治家のそれに相反する。日系政治家はクライエンテリズムを助

長する傾向がある。多くの場合，日系人が選挙に立候補する理由はクライエンテリ

ズムか，エスニック・アイデンティティのどちらかの要素だ。しかしながら，両方

において，社会上昇という日系社会の「地位」の問題が付きまとう。日系人の大部

分の目標は，中間層としての「地位」を得ることになっている。そのため，彼らにとっ

て政治は社会運動の一つのメカニズムである（Página Um, 11. Jul. 1981，和訳）。

　日系人にとってブラジルで政治家になることは地位の象徴として見られ，日系政治家自

身も日系社会の代表者としての役割を自ら率先して担ってきた例がある。田村や平田，野

村ジオゴ，内山良文などの最初の日系サンパウロ州議会議員，連邦下院議員の語りを聞き

取った Sakurai（1998）は，彼らの日系人の地位向上へ向けた「使命」を自明なものとし

て提示した。

　日系社会のメンバーや日系政治家間で協調した日系人の地位向上への動きがあったとす

れば，反政府の政治行動は日系人の地位向上を約束するものではないと懸念されただろう。

日系人は社会上昇の過程において，ブラジル社会の下層階級で変革を必要としていた大衆

ではなく，上層階級である保守的な層と迎合しようとしていた。それはマイノリティであ

ることがもたらした意識であり，軍事政権下で色濃く表れていたと言えるだろう。

おわりに

　ブラジル軍事政権への反対勢力の高まり，日系人の社会進出，世界的な学生運動の高ま

りにおいて，社会の革新を求めて左翼思想に傾倒した日系人がブラジル政治に挑戦して
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いった。そのような日系人が現れたとき，日系社会の多くの人々は，依然，モデル・マイ

ノリティとしてホスト社会で地位を向上させることを目指しており，軍事政権に対抗する

ことは，そのような志向とは大きく異なった。

　そのため，伊波や花城のような社会の革新に取り組んだ日系人は，軍事政権下の政治運

動で逮捕や亡命を余儀なくされたとき，日系社会，また，沖縄系社会の人々から理解され

ずに苦しんだ。その生き方はブラジル社会の支配構造への挑戦であったのと同時に，日系

社会におけるモデル・マイノリティ像への挑戦でもあったと言える。

　特に，その時代に生きた彼ら反政府政治家のライフストーリーを再考することで，戦後

のブラジルで日系人の地位向上を目指してきた日系社会で志向されたモデル・マイノリ

ティ像が日系人の政治参加の関心を規定してきた様子が明らかになった。語られた体験か

らは，日系社会で望まれるモデル・マイノリティ像が日系政治家の像にも期待され，特定

の日系政治家への支援につながっていることが示唆された。本研究の結果から，モデル・

マイノリティ像の形成とそれがもたらす規範に注目することで，各時代，社会における日

系人の政治参加の傾向や変化を分析できると考えられる。

　民政移管後も，伊波や花城の政治での戦いは続いた。伊波は 1987 年に連邦下院議員に

当選した後，軍事政権下の野党を受け継いだブラジル民主運動党から一派が分離した際，

後の主要政党となるブラジル社会民主党（PSDB）の結成に参加し，1999 年に同党から連

邦下院議員に再選した。再民主化の過程でようやく第二次世界大戦中に没収された日系人

の資産の回復に着手できるようになったとき，旧サントス日本人学校の全面返還を求める

法案を提出するなど，日系社会の問題にも取り組んだ。

　一方，その後の花城は行政官と政治家の両面から政治に関わっていった。1985 年にサ

ンパウロ市の交通局長を務め，1986 年にブラジル民主運動党からサンパウロ州議会議員

に当選した後，サンパウロ州の大都市事業局長となった。1990 年にはブラジル社会民主

党からサンパウロ州議会議員に再選した。1990 年代に入り，再度，サンパウロ市に戻っ

て交通局や保健局の指揮を取り，公共サービスの普及に努めた。花城もまた，伊波と同様

に 1988 年のブラジル社会民主党の結成に加わった。民政移管後も彼らの政治への思いは

冷めなかったのであり，民主化のプロセスを推し進めていった。それが，彼らが軍事政権

下で勝ち取ろうとした民衆のための政治の実践であったのであろう。

付記

　現地調査を行うにあたっては，ブラジル沖縄県人会，ブラジル日本移民史料館，サンパ

ウロ人文科学研究所，ニッケイ新聞社に大変お世話になりました。また，蘭　信三先生を

はじめ，上智大学大学院グローバル・スタディーズ研究科の先生方と院生諸氏にも，心か
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ら感謝を申し上げます。本研究の実施には，平成 30 ～ 31 年度科学研究費補助金（特別研

究員奨励費：課題番号 18J11768）「移民の政治参加の比較社会学的研究――戦後ブラジル

における日系政治家を手がかりに――」（研究代表者 長村裕佳子）を使用した。

注

1）『ニッケイ新聞』2008 年 7 月 5 日「神田大民，私の『邦字新聞の 45 年』」では「軍政のころ，

反政府運動者側に立った記事などは，書かなかったということである。（…）日本移民

は農業の神様だ，貢献は大きい，だから差別排除されることはないと自己評価していた

ものの，外圧が加わったりすれば，そんなものはひっくり返る，新聞の発行停止などは

待ったなしでくる，と日系社会の有識の人たち，新聞社の先輩たちは肌で知っていたよ

うに思う」と当時の様子が綴られた。

2）詳しくは「1933-1934 年のブラジル新憲法制定議会における排日運動と日本の外務当局

の対応」（名村・ドナシメント 2016）を参照。

3）ヴァルガスは 1930年 10月，サンパウロ州とミナス・ジェライス州の寡頭支配体制に対し，

革新派将校らとクーデターを起こし，1945 年まで政権を握った。

4）1937 年に樹立されたヴァルガスの新国家体制で実施されたナショナリゼーション政策

により，強固な移民の同化政策が行われた。

5）終戦後，ブラジル日系社会では日本の敗戦を認めようとした負け組と日本の勝利を信

じ続けた勝ち組の間で分裂が起こり，それはテロ事件へと発展した。勝ち負け抗争を発

端とする日系人間の対立や溝は，戦後何年もの間根強く残った。 

6）ブラジル政府によって凍結されていた日系人の資産の返還を求めて，戦時凍結資産解

除運動が行われた。敵性国資産凍結令は 1951 年に解除されたが，一部の資産は 2000 年

代まで返還されなかった。

7）サンパウロ市の暁星学園園長だった岸本昂一は，1947 年に刊行した著書『南米の戦野

に孤立して』が「ブラジルを攻撃し，人種対立を激化して国益を害した」として 1948 年，

社会政治警察により投獄された。その後 10 年間，連邦公安省の刑事告訴で帰化権剥奪

と国外追放が争われた（深沢 2017:184-187）。

8）本研究では，おとなしく既成の社会規範・価値観に従うことで，ホスト社会から模範

的なマイノリティとみなされる集団をモデル・マイノリティと考える。1960 年代以降

のアメリカで，経済的・社会的地位を向上させていた日系アメリカ人が「成功した」エ

スニック集団の例としてモデル・マイノリティと呼ばれた（飯野 2000: 172-188）。

9）1962 年 2 月，ブラジル共産党（Partido Comunista Brasileira, PCB）から一部が分裂して「ブ

ラジルの共産党（Partido Comunista do Brasil, PC do B）」を結成し，農村型ゲリラとなった。

10）日系社会についてのポルトガル語の呼称である。
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11）1988 年の新憲法は軍事政権下の人権抑圧に対する反省から編纂され，人権や文化を

保障する法的手段が具体的に採られた。こうした中で，憲法の自由と正義の表明に則り，

人権に関係する公文書の公開を可能とする法律が制定され，国家と社会の安全と個人の

プライバシーを損なわない限り，これまでの公文書がすべて公開されることが保障され

た（三田 2018:91）。

12）アルゼンチンの軍事政権では激しい弾圧が行われ，ブラジルとは異なる状況で市民が

生命の恐怖に脅かされていた点にも注意したい。弾圧の対象となり，国家権力によって

抹消されたものは「行方不明者／失踪者」として扱われ，日系人にも 17 人の失踪者が

いる（石田 2017:44）。ブラジルの場合も，共産党との関係を疑われた者に対して拷問

が行われ，多くのケースが失踪事件として記録された。そのような状況は 1970 年代後

半も続いた。しかし，ブラジルの軍事政権は有力な社会勢力と，好景気に満足な日々を

送っていた大衆をはっきりと区別し，前者を厳しく弾圧した一方，後者には反政府感情

を和らげる宣伝を行っていた（ファウスト 2008:403）。このように，ブラジルでは政権

の行き届いた情報統制と広報により，大衆の心理が巧妙に操作されていた可能性がある。

13）ブラジルの経済成長の中，軍事政権によってインフラ整備，エネルギー政策が推し進

められた。日伯経済交流も盛んになり，1970 年代前半に 300 社以上の日本企業がブラ

ジルへ進出した。また，軍事政権は政治の運営に技術者を起用し，その中に日系人も見

られた。1969 年，コチア産業組合理事だった二世の安田ファビオ良治が商工大臣に任

命され，日系人初の大臣となった。1974 年にはブラジル日本商工会議所法律顧問，バ

ンデイランテス産業組合理事だった二世の植木茂彬が鉱山動力大臣に抜擢された。州

レベルでは，1964 年のサンパウロ州農務長官補佐官への田村ヴァルテル幸男の任命や，

1967 年にサンパウロ州公共事業長官への安田エドゥアルドの任命などが挙げられる。

14）女性や貧民，奴隷などこれまで見落とされてきた民衆の姿を歴史の中に復元する歴史

学の試みは，「下からの歴史」とも呼ばれ，現代歴史学の中で一つの大きな潮流を形成

しつつある（長谷川 2016: 120-121）。

15）ヴァルガスは，労働者を保護する法令を体系化した労働法典（CLT）の制定や最低賃

金を導入し，都市で形成されつつあった労働者階級を国家の支持基盤として動員すると

同時に，労働者の反政府的な組織化を抑え込もうとした。また，労働組合を垂直的な支

配構造における政府に従属的な機関とし，労働者の統制を図った（国際経済労働研究所

サイト，近田亮平「ブラジルの労働運動――歴史的変遷と現状――」，http://www.iewri.

or.jp/cms/archives/2015/01/1612.html，最終閲覧日 2019 年 11 月 30 日）。ヴァルガスは

1951 ～ 1954 年に大統領に再任し労働者をつなぎとめようとしたが，工業化に伴う激し

いインフレを引き起こし，労働運動を加速させた。

 16）この時代のテンアメリカ諸国に多く見られたポピュリズムは，強いカリスマ性をもっ

たリーダーが国民に対して権利付与や財政支援と引き換えに政治動員を図るというもの
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だった（子安 2019:247）。

17）ゴラールは 1960 年 10 月の大統領選挙で，副大統領に当選した。大統領には小政党の

キリスト教民主党（PDC）から立候補したジャニオ・クアドロスが当選した。1961 年 8

月のクアドロスの大統領辞任後，憲法では副大統領の大統領昇格が規定されていたが，

かねてからゴラールに懸念を抱いていた全国民主同盟と軍部がそれを阻もうと働きかけ

た。反発した民衆による憲法の厳守を求める街頭デモが行われた。連邦議会による憲法

修正で大統領制から議員内閣制への変更が行われ，大統領の権限が縮小された上でゴ

ラールは大統領に昇格した。1963 年 1 月，議院内閣制の当否を問う国民投票が実施され，

全投票数 1230 万票のうち 950 万票の反対票で大統領制が復活した。それはゴラールの

信任投票であったとされる（小倉 2015:295-298）。

18）ブラジルでは植民地時代の初期に大土地所有制が確立されたまま，是正されずに拡大

しており，わずかな農場主によって広大な土地が所有されていた（小倉 2015:298）。 

19）日系人口の規模の違いなどから単純には比較できないが，ブラジルの日系人の状況と

は異なり，ハワイでは 1900 年代から耕地での日系人のストライキが盛んに行なわれて

いたのであり，ストライキなどの労働運動が盛んな日系社会があったことにも留意した

い。カウアイ島では，加哇日本人労働連盟の機関紙『洋園時報』（The Koloa Times）が

1920 年から第二次世界大戦後まで発行されていた（田村 2008:170-171）。

20）軍政令第五号によって国会議員の不逮捕特権は停止され，革命最高評議会は議員資格

の剥奪と 10 年間の政治的権利の停止を決定する権限を持った。

21）「大統領が特別措置 政治犯釈放を決定 大口総領事の安全第一に」『パウリスタ新聞』

1970 年 3 月 14 日。

22）「交換政治犯は 5 人 日系『マリオ』含む 一味本社を通じ “ 第 4 報 ”」『パウリスタ新聞』

1970 年 3 月 14 日。

23）“Uma ‘nissei’ na guerrilha do Araguaia”, Página Um, 28. Jul.1979.

24）1930 ～ 1945 年はヴァルガスによる独裁的政権下で，直接選挙が行われなかった。また，

1930 年以前の選挙では現地で生まれ，選挙権年齢に達していた二世はほとんどいなかっ

たため，大抵のブラジルの二世にとって初めての選挙経験は 1945 年の大統領選挙だっ

たと考えられる。

25）1977 年 4 月，政権は再度，選挙制度を変更し，野党の参加を制限しようとした。

26) 選挙裁判所（TSE）サイトでの筆者の調べによる。

27）日系人の人物名については，ブラジル日系社会で用いられる日本語表記に合わせて確

認できる範囲で漢字を使用した。漢字名が不明な場合は，カタカナ表記とした。また，

伊波に関してはポルトガル語の名前を持たない。

28）『大正 15 年 5 月 8 日神戸出帆　ラプラタ丸便　第 6 拾 4 回伯剌西爾行移民名簿』（1926） 

海外興業移民会社。
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29）1952 年に創立され，サンパウロ州沿岸部のサントス大都市圏から多くの学生が通う

私立大学。

30）伊波の兄弟である 9 男 2 女は全員が大学卒であり，専門職に就いている（名護市史編

さん委員会 2008:351）。

31）社会政治警察（Departamento de Ordem Política e Social）は 1924 年に創設された政治

犯を取り締まる警察組織である。州政府の管轄下で時代，地域ごとに名称を変えながら

民政移管前の 1983 年まで維持された。戦前には同化政策に違反するものを取り締まり，

戦中には敵性市民となった移民の活動を監視した。戦後は，日系社会の勝ち負け抗争に

よるテロ事件の捜査を行ったほか，1960 年代は共産党の活動の監視，取り締まりを行っ

た。

32）サンパウロ公文書館所蔵社会政治警察（DEOPS）個人ファイル。

33）ブラジル沖縄県人会はサンパウロ市内に 16 ヵ所，それ以外に州内 24 ヵ所以上の支部

を持っていた（移民百年祭サイト，http://100nen.com.br/ja/okinawa/，最終閲覧日 2019 年

9 月 25 日）。

34）1875 年に設立され，今日まで続いているサンパウロ州の主要紙。

35）日伯毎日新聞社が発行したポルトガル語新聞で 1979 年 4 月～ 1984 年 11 月まで発行

された。同新聞社ポルトガル語編集部の木村ウィリアムが編集長を務め，記者は 20 代

の二世であった。ブラジル一般社会の時代を色濃く反映しながらも，二世記者による

自らのアイデンティティを模索する記事や日本の歴史を伝える記事が書かれた（深沢

2010:184-190）。

36）花城の名前はジェトゥリオ・ヴァルガス大統領の名にちなんで付けられたという。そ

の理由には誕生日がヴァルガスと同じだったこと，ヴァルガスが「ブラジルを近代国家

にのしあげた手腕」であり，第二次世界大戦下で「対日参戦を避けようとした」ことに

対する父親の尊敬の念があった（「チャレンジ 82 総選挙 花城ゼツリオ氏」『サンパウロ

新聞』1982 年 10 月 27 日）。 

37）サンパウロ州学生連盟は，ブラジル学生連盟（1937 年設立）のサンパウロ州を代表

する下部組織として 1949 年に設立された。

38）“Denuncia contra estudantes”, Estado de São Paulo, 28. Abr. 1967.

39）サンパウロ州学生連盟サイト（https://www.ueesp.org.br/historia 最終閲覧日 2018 年 11

月 13 日）。

40）UNESCO の提唱により 1957 年に設立された政府間組織である。設立の目的には，現

代ラテンアメリカの社会的な諸問題の批判的研究やラテンアメリカに関する社会科学専

門家の養成などが掲げられた。アルゼンチン，ブラジル，チリ，コスタリカ，キューバ，

エクアドル，エルサルバドル，グアテマラ，メキシコ，ドミニカ共和国に活動拠点があ

る（宇佐見 2008:75）。
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41）「チャレンジ 82 総選挙 花城ゼツリオ氏」『サンパウロ新聞』1982 年 10 月 27 日。

42）恩赦法が出され，政治犯の亡命者の帰国が公に認められたのは 1979 年 8 月のことで

あり（Câmara municipal de São Paulo 2012:129），花城はそれ以前に帰国している。

43）田村はサンパウロ大学法学部を卒業し，サンパウロ市議会議員，サンパウロ州議会議

員を経て，1954 年から 4 期連続で連邦下院議員に当選した（ジェトゥリオ・ヴァルガ

ス財団デジタルアーカイブ http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/

tamura-yukishigue 最終閲覧日 2019 年 3 月 22 日）。

44）“Perderam mandatos mas ainda candidatos”, O Estado de São Paulo, 28. Fev. 1970.

45）平田はサンパウロ大学法学部を卒業し，日本留学から帰国した後，1958 年にサンパ

ウロ州議会議員，1962 年から 2 度連邦下院議員に当選した。

46）1965~1980 年の間，州知事選挙は行われず政府の任命によって選ばれた （Pereira, 

Caropreso, Rui 1984:32）。

47）平田は政治家をしている間は長女エレナには会えないと語っていた。後に釈放された

エレナはフランスへ亡命した（高橋 2009: 164-165）。

48）軍事政権下の共産党員の活動で逮捕され，後に主要紙のジャーナリストとなった保久

原淳次（三世）は，晩年になっても両親には軍事政権下での活動については話せなかっ

たという（2019 年 9 月 17 日，インタビュー）。

49）具志堅ルイスは沖縄系二世であり，1980 年代のサンパウロ大都市圏の労働運動を指揮

した人物である。1980 年の労働者党設立に関わり，その後労働者党総裁，連邦下院議

員（3 期）を務めた。第一期ルーラ政権（労働者党）で大統領府広報局長官に任命され

た（ジェトゥリオ・ヴァルガス財団デジタルアーカイブ http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/

dicionarios/verbete-biografico/luis-gushiken 最終閲覧日 2019 年 3 月 22 日）。

50）京野四郎は山口県生まれの一世でありブラジルで帰化した。1963 ～ 1975 年に 3 期サ

ンパウロ州議会議員を務めた。軍事政権下で与党に入った（日本移民歴史証言ミュージ

アム http://www.imigracaojaponesa.com.br 最終閲覧日 2019 年 3 月 22 日）。
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Model Minority Image in Conflict with Changes in the Host Society: 
Life Stories of Nikkei Anti-Government Politicians 

under the Brazilian Military Regime

NAGAMURA Yukako 

 Faculty of Foreign Studies,  Sophia University

(Sociology)

     The military regime in Brazil (1964-1985) was one of the longest-lasting military regimes 

in Latin America. Today, many Nikkei citizens believe that, "in that period there was security, 

and the economy was prosperous. In general, it was a good time." However, the leaders of 

the Japanese-Brazilian community during this time were afraid of persecution. Therefore, 

they tried to avoid expressions of opposition to the authoritarian government. Japanese 

immigrants in Brazil, an ethnic minority in the receiving society, were continuously placed 

under pressure throughout the decades by Brazilian rulers after their arrival. Under the weight 

of the military regime, the Japanese-Brazilian community, as a form of self-defense, became 

the model minority under the authoritarian power. This position could have been assumed out 

of fear as well as the desire for social ascension in the host society and progression toward 

social integration. Among the second and third generations of Japanese descendants, there 

were those who did not fit in the role of the model minority, who questioned the dominant 

social structure under such a military regime and acted against the military government. 

They joined communist or anti-government opposition parties’ activities through social and 

student movements, but communist activities went on to become illegal. Opposition parties 

were allowed to participate in the election. However, Nikkei opposition political activities 

were not fully understood by the Japanese-Brazilian community, and opposition members 

were sometimes kept away from their families and the community. In this article, we examine 

how the model minority image has defined the interest of the Japanese-Brazilian community 

in political participation, observing the relationship between Nikkei opposition politicians 

and the community through those politicians’ life stories. We analyze the life stories of two 
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Okinawan politicians, Iha Koyu and Getúlio Kiyotomo Hanashiro; we also use Portuguese 

newspapers published by the community as well as individual oral histories to describe the 

life stories. Through the methodology of life storytelling, it is possible to understand the kind 

of changes those Nikkei opposition politicians experienced with their families and members 

of the Japanese-Brazilian community. Finally, we show how the model minority image has 

defined the political participation interests of Japanese-Brazilians.

Keywords: Model minority image, Japanese-Brazilian community, Nikkei opposition 

politician, Political participation

 


