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ブラジル人の日本滞在長期化にともなう諸問題
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はじめに

ブラジル人の大規模な日本への流入がはじまっ

てから約 15年が過ぎた。多くのブラジル人は当

初 2～3年の短期滞在のつもりで来日していたが、

実際には 10年以上も日本で生活しているケース

も少なくない。浜松市が市内に在住する外国人

を対象に実施した調査の結果では、日本滞在期間

が 7年以上の外国人が 45.5%であった。ちなみ

に浜松市の外国人口は 19,235人であり、そのう

ち 11,716人がブラジル人である（浜松市企画部

国際室 2001）。

しかし、彼／彼女らの日本での生活は決して

安定したものでもなく、優雅なものでもない。ま

た、日本の地域社会に適応し、日本人と仲良く暮

らしているということも言い難い。様々な問題

を抱えながらも、ブラジル人の日本滞在が長期化

していることは事実であり、定住先としてブラジ

ルと日本のどちらを選ぶのかという方針も明確

でないケースが多数派だという現状にある。

来日するブラジル人のほとんどが日系ブラジ

ル人およびその配偶者である。それは、日本の入

管法1により、日本人の配偶者及び子供・孫は親

11990年 6月に「出入国管理及び難民認定法の一部を改正
する法律」が施行され、日系二世には「日本人の配偶者等」、

族関係の入国許可を受けることが可能であるた

めである。つまり、日本移民の子孫であるという

証明ができれば、日本に滞在する資格が与えら

れ、なおかつ日本国内における活動に制限がな

い。結果的に、日本での工場や建設現場などに

おける非熟練労働に携わることが可能となった。

本来、日本では外国人に対して非熟練労働者とし

ての滞在許可は与えられない。したがって、日本

政府の見解からすれば、日本移民の子孫（以下日

系人と呼ぶ）の場合は外国人労働者として来日し

ているのではなく、「日系人」という資格で来日

しているのである。

このような日本への入国資格の緩和により、

2001年 11月現在の在日ブラジル国籍者は 26万

人を超えており、日本に滞在する外国籍者のなか

でも 3番目に多いグループとなっている。大多

数は就労を目的に来日しており、現在において

も一時的な滞在＝デカセギという意識をもって

いる者が多い。ちなみに日本における外国籍者

で最も多いのは、韓国・朝鮮籍者（約 65万人）、

次に中国籍者（約 33万人）である。

そして日系三世には「定住者」の滞在資格が与えられるよう
になったからである。
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日系ブラジル人2が集中しているのは、自動車

産業や製造業が盛んな地域であり、愛知県（約 5

万人）や静岡県（約 4万人）在住者が最も多い。

しかし、弁当屋やクリーニング屋などで仕事をす

る人も増え、ブラジル人が就く職種が拡大してき

たことにより、日本各地に在住するようになって

きている。また、彼／彼女らの日本での生活が長

期化するにつれて、日常生活において直面する

問題が多岐化している。つまり、以前は労働関係

の問題がとりあげられることが最も多かったが、

現在ブラジル人に大きな問題として捉えられる

ようになってきたのは、日本での家族関係、子供

の教育、地域社会との関係などにシフトしてきて

いるのである。

本稿では、筆者によるこの 10年間の調査・研

究のデータ3をもとに、日本におけるブラジル人

の生活がどのように変化してきたか、なぜ日本滞

在が長期化しているのか、そしてなぜブラジルに

帰国しないのかを考察する。

1．日本での生活スタイルの変化―住居との関

連で―

日本において大多数の日系ブラジル人が就い

ている職種は、来日し始めた 15年前と現在では

ほとんど変化していない。彼／彼女らの多くは

非熟練労働者として自動車・機械産業関係の仕事

に就いており、また労働契約もほとんどが間接

雇用である。つまり、会社との直接雇用でなく、

斡旋業者及び請負業者を通して工場などで仕事

をしている。その契約の中で、大多数が社会福祉

2在日日系ブラジル人の内、非日系ブラジル人が含まれて
いる。この場合、非日系であっても、日系人また日本人と婚
姻関係にあれば、家族関係の滞在許可（定住者ビザ）が得ら
れる。

3筆者は 1990年～現在において、日本在住の日系ブラジ
ル人及びブラジルに帰国した日系人を対象に直接面接調査方
法を用いて、フィールド調査を進めてきており、100人以上
への調査記録のデータを基に分析を行っている。また、追跡
調査も行っており、およそ同じ対象者の調査を 8年以上継続
しているケースを含む。

関係（健康保険，年金、雇用保険など）の保険に

は加入しておらず、時間給で収入を得ている。社

会保険に加入している日系人は少数である4。こ

の問題は、企業側が加入させないという問題があ

ると同時に、日系ブラジル人自身が、負担が高す

ぎるという理由で加入したくないという問題が

ある。

確かに現在の制度によれば、平成 6年 11月の

法改正により、外国人が国民年金及び厚生年金保

険を 6ヶ月以上納めた場合、脱退一時金制度に

より一部を帰国後に払い戻されるのである。し

かし、この制度では最高 36ヶ月までの計算で払

い戻しがあり、それ以上年金を納めても掛け捨て

になってしまう（産業雇用安定センター 2002）。

ただ、多くの日系人の場合、月々の収入から引か

れる保険料が高すぎるという理由で、支払いを拒

否するケースが多い。また、日本での生活は一時

的なものであり、いずれはブラジルへ帰国すると

いう意識が強いことが、仕事の契約内容及び年金

に対する意識を低くしている。

企業側からみれば、被雇用者を社会保険に加

入させなければ企業側の負担も少なく、なおかつ

生産量が低下したときには、時間給で雇っている

外国人労働者を比較的簡単に解雇できるメリッ

トがある。また、間接雇用で外国人労働者を雇う

ことによって斡旋業者や請負業者に社会福祉関

係の保険などの責任を押し付けているのが現状

である。

このように労働面の条件には大きな変化はみ

られないが、生活に関わる住居をとりまく状況は

多様化している。

デカセギが始まった当初に比べて、会社の寮

などにおける集団生活よりも、個人で民間のア

4財団法人産業雇用安定センターの調査によると、1,578
人を対象にしたアンケート調査で 16.5%が社会保険に加入し
ている。その他、45.5%が国民健康保険に加入、8.2%が海外
旅行障害保険に加入、そして 25.9%が健康保険に加入してい
ない。
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パートを借りて住んでいるケースが増えている。

また、愛知県や静岡県では、公営住宅（県営、市

営）に入居しているケースが増加している。た

とえば、愛知県の豊橋市では公営住宅に入居し

ている外国人は全体戸数の 17%を占め、Ｂ市で

は 30%を占めている。その中でも日系ブラジル

人が占める割合は大きい5。なお、静岡県浜松市

の市営住宅への外国人入居率は 10%である（浜

松市企画部国際室 2001）。このような住居スタ

イルの変化は、日系ブラジル人の日本における生

活の安定化につながる。

当初は日系ブラジル人の間での日本における

生活に関する情報などが限られており、生活面に

関してもほぼ全面的に斡旋業者に頼った人が多

い。彼／彼女らは来日に際して、その斡旋業者に

対して渡航料金、ブラジルの出国及び日本入国に

必要な書類の準備にかかる費用の立替分、また日

本到着後仕事の斡旋料の費用などを支払わねば

ならず、多くの場合は多額の借金を背負うとい

うシステムになっていた。その借金を返済する

には、来日後平均して 4～6ヶ月かかる。また、

仕事と住居が直接むすびつく契約になっており、

仕事をやめたら住むところがなくなるという不

安から、仕事をやめたくてもやめられないという

状況にあった（コガ 1997a）。逆に、斡旋業者の

都合によって仕事場を移動させられ、いやおうな

く頻繁に引越しをさせられていたケースも多い。

しかし、日本滞在が長期化してくると、当初単

身での滞日だったものが、ブラジルから家族を

呼び寄せるケースや、来日後の結婚などにより

新たに家族を形成するケースが年々増加してく

る。そうすると、主に子供の教育の理由で転職及

び引越しをしたくないという人々が増えてきた。

たとえば、Ｎ氏は初めて家族とともに来日して

以降、子供が希望する学校に通わせるため、同じ

5愛知県豊橋市役所国際交流課におけるインタビュー調査
によるデータ、2002年 2月。

民間アパートに 10年間住んだ。その間、数回転

職しているが、仕事の内容や時給の高低よりも、

家から通える範囲に仕事場があるかどうかを優

先条件にして転職してきた。その後、子供が高校

を卒業してから、公営住宅に転居している。

愛知県Ａ公営住宅に住む日系ブラジル人のＧ

氏の日常生活は、ある意味で安定しており、私生

活ではブラジルにいるときとあまり変わらない

感じがするという。Ｇ氏の仕事場は日系人が多

く、同僚との会話はほとんどポルトガル語であ

り、日本人の上司との会話は基本的な日本語能力

で支障なくできる。家に帰ると、妻と娘とはポル

トガル語で話し、衛星テレビでブラジルの番組を

見て、近所付き合いの相手もほとんどブラジル人

である。買い物は日本の一般のスーパーで済ま

せることも多いが、そこでは日本語を話す必要

がほとんどない。また、近くのブラジル人経営の

雑貨屋（食料品、雑誌，新聞、本、ビデオなどを

売っている）を利用することも多い。正式な日本

語による書類などを用意しなければならないビ

ザ更新や役所関係の手続きをする場合には、役

所における通訳やブラジル人向けの協会による

通訳サービスを利用することができる。つまり、

日本での生活には全くといってよいほど不自由

を感じていない。

しかし、現在でも外国人の入居を断る不動産

業者が多く、ブラジル人が民間のアパートを借り

るのはそれほど容易ではない。ただ、愛知県豊橋

市では、ブラジル国籍者の人口が 1万人弱にも

のぼり、不動産業者としても対処せざるをえない

状況になり、10年前と比べると外国人を受け入

れる民間のアパートも増えている。

このような住居の変化により、日系ブラジル人

の生活スタイルが大きく変化したといえる。な

によりも、日本での生活に自信をもち、ゆったり

してきた。もちろん、現実的には既述のように労

働契約内容は不安定であるが、日本での生活に
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慣れてきて安定した住居が確保できた場合には、

精神的な余裕がみられるようになった。

2．日本滞在資格の変更

日本での生活が安定してくると、ブラジルへ

帰国する計画を真剣に考えなくなる傾向がみら

れる。それでも、現在の段階では日本に永住する

覚悟を持っている人はまだ少なく、本人たちの意

識としては帰国の決断を先延ばしにしているだ

けである。つまり、帰国後の計画より、現在の日

本における生活維持を優先しているのが現状で

ある。特に子供がいる家庭は、帰国は将来の夢に

なるケースが少なくない。

こうした状況のなかで、近年永住ビザを申請

する日系ブラジル人が増加している。例えば、既

述したＮ氏とＧ氏は 2人とも永住ビザを取得し

ている。ちなみに、豊橋市にある入国管理局によ

れば、2001年には 600件、2002年は 800件の

永住ビザ申請があった。また、2003年 1月のみ

で既に 60件の申請があった。そしてこの申請者

全体のほとんどを占めるのが日系人である6。

名古屋入国管理局は日系二世・三世の永住申請

について情報パンフレット（日本語・ポルトガル

語）を出している。申請の基本的な条件は、日系

二世の場合は日本滞在が 1年以上であり、日系三

世は 5年以上であることである。このような情

報により、最近ビザの更新をする際、以前のよう

に「定住者」（1～3年有効）及び「日本人の配偶

者等」（3年有効）のビザより、永住ビザを選択す

る人が増えている。しかし、永住ビザを取得し、

日本に永住するという意識を持っている人は多

くはない。現段階では、永住ビザを取得すると 1

年ないし 3年おきにビザの更新をしなくてもよ

いという手続き上の手間を省くメリット及び手

数料の節減のため、便宜的に永住ビザを選択して

6名古屋入国管理局豊橋港出張所におけるインタビュー調
査によるデータ、2002年 2月。

いるケースが多い。

一回のビザ更新のため、本人が個人で書類を

作成し、家族の戸籍謄本などを取り寄せた場合、

入国管理局の手数料 4,000円さえ払えばすむこ

とである（永住ビザ申請の場合は 8,000円）。し

かし、申請手続きの時と申請が許可された後にパ

スポートに滞在許可を記載するため、少なくとも

2回は入国管理局に出向かなければならない。そ

のため仕事を休むことになり、また一日でも休め

ばその月の皆勤手当が支払われないことが多く、

基本的に時間給で収入を得ている日系人には、そ

の月の収入が減ることになる。このような不都

合があり、多くの日系人は斡旋業者などにビザ申

請の手続きを委託する。その手数料は様々であ

るが、およそ 15,000～40,000円である。

なお、永住ビザを取得した場合、日本で不法滞

在者になる恐れもなく、斡旋業者などの言いなり

にならなくともいいメリットがある。ビザを更

新する場合、在職証明書や保証人が必要であり、

多くの場合は本人が所属している斡旋業者が提

供している。そのため、日系ブラジル人たちは、

この保証人となった斡旋業者の下で働く条件に

不満があっても、文句も言えず従うほかなかった

のである。

もっとも、日本滞在が長期化してきて、永住ビ

ザを取得したからと言って、日本での生活が保証

されるわけではない。たとえば、千葉県在住の J

氏は 50才の日系人女性であり、日本語は流暢で

読み書きもかなりできる。しかし、求人をしてい

たある企業に電話で直接問い合わせた時、面接の

日程まで決めた後、念のため、「自分は日系ブラ

ジル人で、日本滞在歴は 8年、永住ビザを持っ

ている」と伝えたところ、「わが社では外国人を

雇っていない」と即座に断られたと言う。つま

り、日本語が出来るかどうか、滞在ビザの種類な

どの問題より、国籍だけで仕事を断られている。

同じく千葉県在住の L 氏は 40才の日系人男性。
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15年間日本に滞在しており、この 10年間は建設

現場で働いてきた。しかし、現在でも新しい現場

に入ろうとすると、外国人だからという理由で断

られることが多い。そこで、彼は毎回担当者と交

渉をしなければならない。多くの場合、彼が持っ

ている「日本人の配偶者等」ビザ（本人は二世で

ある）の資格であれば、日本での労働が許可され

ているという知識をもたない企業であるという。

3．ブラジル人子弟の教育問題

日本におけるブラジル人 26万人のうち約 3万

人が学齢期にある子供と推定されている (Minis-

tério da Educaç̃ao e do Desporto do Brasil 1999)。

在京ブラジル大使館のデータによれば、1998

年の 1年間に日本全国において 3,820人のブラ

ジル人の子供が生まれた。在名古屋ブラジル領

事館によると、同領事館管轄下にある西日本地

域のみ（2001年 12月時点のブラジル人人口は

162,764人）におけるブラジル人の子供の出生登

録は、2002年で 2,212件、2001年で 2,364件で

あった。ちなみに、同地域における結婚の手続き

件数は、2002年に 574件、2001年に 849件で

あった。

結婚手続きについては、ブラジルで結婚して

日本に来た場合、ブラジル領事館のデータには

含まれない。また、正式に結婚をしていない場

合でも、当該カップルの間に生まれた子供にブ

ラジル国籍及びパスポートを申請するためには、

ブラジル領事館にて子供の出生登録をしなけれ

ばならない。

こうした現状からわかるように、在日ブラジ

ル人人口に占める子供の数が年々増加しており、

その結果子供の教育問題も大きくなってきてい

る。そして、在日ブラジル人をめぐる教育事情

は複雑化している。まず、学齢期にありながら

学校に通わない不登校・不就学のケースがある。

さらに、日本の学校に通う子供にしても、ブラジ

ル人学校に通う子供にしてもそれぞれ特有の困

難を抱えている。

現在のところは、日本の学校に通うケースが

圧倒的多数派である。子供が学齢期になると住

んでいる地域に対応した公立の保育園・幼稚園・

小・中学校に通うようになるのが一般的だからで

ある。また、公立学校の場合、授業料が無料であ

り、給食費などの費用があったとしても年間約 2

万円の負担で済む（イシカワ 2001）。

一方、近年ブラジル人が集中する地域ではブ

ラジル人学校が設立されており、そこに子供を通

わせるブラジル人家庭も増加している。ブラジ

ル国立教育委員会によると、2003年現在日本で

は 24校のブラジル人学校が正式に認定されてい

る。これらの学校ではブラジルの教育制度に従

いカリキュラムが組まれているほか、日本語・日

本文化の授業も含まれている（最低週 1時間）。

ただし、ポルトガル語の補習教育を主に行ってい

る学校などに代表されるブラジル国立教育委員

会の認定を受けていない学校を含めると、全国に

は現在 50校以上のブラジル人学校があると言わ

れている7。

しかし、このような学校は地域的に限られてお

り、なお私立学校であるため親にはかなりの経済

的負担がかかる。静岡県浜松市にあるＡブラジ

ル人学校では、学校の車による送迎サービス（有

料で 1万円／月前後）がある。午前 7時 30分に

始まる授業に間に合わせるため、一番遠くに住

んでいる子供を午前 5時 30分に迎えに行き、途

中で他の子供たちを乗せながら 2時間かけて学

校に到着する。授業が終わるとその逆のルート

で子供達を送りとどける8。授業料は月 25,000～

40,000円くらいである。また、その他に教科書

も購入しなければならない（イシカワ 2001）。

既述したように、多くのブラジル人は不安定な

7愛知県のＣ市にあるブラジル人学校の校長へのインタ
ビュー調査によるデータ、2003年 2月。

8注 7の同調査によるデータ。
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労働契約の下で就労をしているため、ブラジル人

学校に子供を通わせるのは容易なことではない。

日本経済の不況により、ブラジル人の仕事にも

影響がでており、失業問題をはじめ、仕事時間の

減少による減収などのため、子供の授業料が払

えなくなるケースが増加している。そうなると、

経済的な問題により就学を断念せざるを得ない。

ブラジル人学校の授業時間は原則として一日

4時間であるが、家に帰っても両親が仕事で家に

いないケースが多いため、授業が終わっても学

校に残る子供が多い。そのため、多くのブラジ

ル人学校では特別な活動を行うか自習クラスを

設けている。また、年間の授業期間もブラジル

とは異なり、冬休み・夏休みなどは短く設定され

ている。それは親の仕事にあわせた配慮であり、

基本的に年中授業が行われている。また、入学は

年間をとおして随時行われており、幼稚園を経由

してブラジル人学校に通いはじめる子供もいれ

ば、学年・学期途中で日本の学校から転入してく

る子供もいる。途中で転入する子供のほとんど

は、年齢に対応した学年には編入できず、まずは

ポルトガル語の補習授業を受け（約一年間）、そ

れから年齢に対応した学年に編入される。ちな

みに、ブラジル人学校では原則として落第制を導

入しており、学年末の試験に合格しなければその

学年をやり直さなければならない。したがって、

必ずしも子供の年齢と学年が一致しているわけ

ではない。

ブラジル人学校が自宅から通学できる範囲に

ある場合、多くのブラジル人保護者は日本の学校

とどちらに子供を通わせるべきか迷う。近年ま

では、乳幼児をもつ家族は、子供が小学校に入る

までにはブラジルへ帰国するという方針をもっ

ている場合が圧倒的に多かった。しかし、結局の

ところ帰国せず子供が小・中学校に通い、その後

仕事をするか高校進学するかという選択で悩む

段階に至ったブラジル人青少年が増えている。

数は少ないが大学進学を希望する人もおり、実

際に大学で勉強している人もいる。たとえば、豊

橋市在住のＳさん（18歳、女性）は、昨年市内

の私立女子短大に入学した。彼女は小学校 2年

生から日本の学校に通い、日本人の友達も多く、

現在ではポルトガル語より日本語の方が流暢で

ある。しかし、日本の学校で問題がなかったわけ

ではない。最初はやはり言葉の問題や習慣の違

いに戸惑い、学校生活に慣れるまで時間がかかっ

た。Ｓさんによると、彼女は特にいじめにはあわ

なかったが、日本人の友達を作るまではかなり時

間がかかったそうである。その一方、日本語が上

達して学校の生活に慣れてくると、今度は家庭

内での両親との葛藤があったと言う。本人は家

庭内でも基本的に日本語のみを使うようになり、

両親との会話は二ヶ国語になった。日本人の友

達が家に遊びにきた時に親がポルトガル語で話

すことに対して反発し、親との関係が複雑になっ

ていった。Ｓさんの両親としては、娘が「日本人

になっていく」ことが悲しいところもあるが、日

本にいる以上はやむをえないという意識を持っ

ている。この家族が日本に来たのは 11年前で、

最初はやはり 2～3年でブラジルに帰国する予定

であったが、子供が学校に行き始めてからは、子

供の教育を優先して、帰国を延期してきた。現

在は、娘の短期大学の授業料（年間約 100万円）

を支払うため、夫婦共働きで仕事に励んでいる。

しかしながら、現在までのところ、日本の学校

に通い、Ｓさんのように学校生活になじみ、短期

大学まで進んだケースはそんなに多くない。大

多数のブラジル人の子供は日本の学校において、

言葉や習慣の違いによる困難や教科内容につい

ていけないことが要因となって、勉学の意欲を

なくしてしまうのである。日本の学校側は日本

語の補習教室（学校によって「国際教室」などの

名前がつけられている取り出し授業）を設けて

おり、担当の先生が日本語の授業を行う。また、
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教育委員会から派遣されたポルトガル語ができ

る教員により母国語教育が実施されているとこ

ろもある。しかし、各市町村により、このような

教室の設置やポルトガル語教員の派遣状況は異

なり、また同じ地域の学校でも在籍する外国人数

により対応が異なる。たとえば、一定数以上の外

国人児童・生徒がいれば、教育委員会から教員を

定期的に巡回させるというシステムをとってい

る場合もある。

また、外国人児童・生徒が少ない学校では、担

当の先生が普段の授業の合間に個人的に外国人

児童・生徒の指導をすることになる。ブラジル人

父母のなかには、このような個別指導のほうが子

供の日本語の上達が早いし、同級生と早く仲良く

なれるという意見が聞かれる。外国人が多い学

校の場合、先生たちは外国人の子供を国際教室な

どへ送り、あまり個別に指導してくれないうえ、

学校でもポルトガル語を使うために、日本の環境

になじめなくなってしまうこともある。

ブラジル人学校にも日本の学校にも、それぞ

れのメリットとデメリットがあるが、いずれか

の学校に通っている子供はまだ恵まれていると

いえるだろう。ブラジル人のなかには「勉強よ

り仕事」と言う意識を持っている親もいて、子供

が 13～14才になると、本来は義務教育年限にあ

るにもかかわらず、学校をやめて仕事をしてい

るケースがある。このように学校に通わない子

供たちのなかには、日本の学校に通っていたが、

いじめの問題をはじめ、言葉や習慣の違いにより

勉強について行けなくなり、学校を辞めてしまう

ケースが最も多い。また、親が仕事をする間、家

に残される幼い弟／妹の面倒をみなければなら

ないため学校に通わせてもらえない子供もいる。

また、既述のように、ブラジル人学校に通ってい

たが、授業料が払えなくなったため学校を辞めさ

せられたが、だからといって日本の学校には通い

たくないということから、不就学になるケースも

ある。

このように理由は様々であるが、学校に通わ

ず、家にいたり、仕事をしていたりするブラジ

ル人の子供は決して少なくないのが現状である。

日本国民にとって子供に小・中学校の初等教育を

受けさせることは義務であるが、日本に在住する

外国人にとっては義務ではない（太田　 2000）。

そのため、市町村の教育委員会では日本の学校に

入学希望する外国人には教育を受ける権利を保

障しているが、本人達の意思がない場合は行政

側から特別な措置をとることはないのが現状で

ある。

4．ブラジル人女性をとりまく諸問題

在日ブラジル人の内、その約半分が女性であ

る（入管協会 2001年）。彼女らが就いている職

種も男性とほぼ同じであり、生活状況も基本的に

同じである。ただ、同じ職種であっても、給料が

低いことが多い。しかしながら、日本で働く日系

ブラジル人家族にとっては、女性の労働による収

入は貴重な財源である場合が多い。それは、そも

そも来日した当初の目的が日本で短期間にお金

をためて、ブラジルで不動産を購入するかビジ

ネスなどの開業のため資金を貯めることであっ

たことを考えれば当然のことである。そのため、

ほとんどの家庭では夫婦共働きである。また、独

身女性や母子家庭である女性も数多く見られる。

一般的には外国人が日本で働いて生活をする

のには様々な障害と困難があるとされる。しか

し、女性に焦点を当ててみると、日本での生活の

方が母国よりも安定しているケースが多々みら

れる。日本では、ブラジルで得た学歴や専門分野

にかかわらず、女性であっても若くて（50才以

下）健康であれば、工場などでの非熟練労働者と

しての仕事があり、安定した収入を得ることがで

きる。もっとも、これはブラジルと比較した場合

であり、日本国内の労働条件からすれば安定した
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状況でもないし、高収入とも言えない。いずれに

せよ、多くの日系ブラジル人女性にとっては、来

日したことにより経済的に自立することができ、

また家庭内での地位があがったといえるだろう。

筆者が実施してきた調査では、日系ブラジル

人女性の方が男性よりも日本滞在をポジティブ

に捉えており、ブラジルへの帰国を急がない傾向

があった。女性たちも、いずれはブラジルへ帰国

すると言っているが、今は日本のほうが良いと語

る人が多い。

一人で子供を育てている女性も少なくない。来

日当時から母子家庭であったケーもあるが、来日

してから離婚を決心したために母子家庭になっ

たケースも目立つ。

K 氏は 38才の日系人女性。8年前に夫と 2人

の子供とともに来日した。来日 3年後に離婚を

決意し、現在 1人で 2人の子供の面倒を見てい

る。離婚をしたときに、ブラジルの実家に戻るこ

とも考えたが、ブラジルでは結婚して以来 10年

間専業主婦であったため、いまさらブラジルで 2

人の子供を育てられる経済力は保証されないと

確信した。帰国するより、日本の工場で働いた

方が確実に子供を育てられるから、子供が高校

を卒業するまで日本にいるつもりであると言う。

そして、子供が自立したら、自分はブラジルへ戻

る計画である。

このように、特に女性の立場からすると、日本

滞在は経済的なメリットをもたらすのみでなく、

経済的自立をとおした精神的自立を促す経験に

なっているということができるだろう。

5．ブラジルへ帰りたくない／帰れない日系人

たち

ブラジルへ帰国する願望があっても、ブラジ

ルでは仕事がない、生活が出来ない、子供を良い

私立学校に通わせることができないと多くの人

が考える。そこで、「あと 2年か 3年だけ日本で

働こう」と言い続け、日本滞在が当初の計画より

大幅に長期化している。

最も大きな困難は、ブラジルへ帰ったあとの

再就職の問題である（コガ 1997b）。その原因は、

なによりもブラジルの経済状況悪化のためとよ

く言われる。調査対象者に、「いつブラジルへ帰

るのか」ときくと、ほとんどが「ブラジル経済が

良くなったとき」と答える。

しかし、真に大きな問題は、日系ブラジル人自

身にあるのではないかと考えられる。彼／彼女

らが日本で就く仕事は、ほとんどが製造業にお

ける非熟練労働であり、ブラジルへ帰国してか

ら役に立つ技術などは身につけないことが多い

からである。なかには、日本滞在が 5年以上で

あっても、日本語がほとんどできない人もいる。

多くの日系ブラジル人が習得する日本語は、工

場内での会話に必要な程度のレベルにとどまり、

ほとんどの場合会話は出来ても日本語の読み書

き（特に漢字）ができない。つまり、ブラジルで

日本語能力を生かした職に就くことができる可

能性も低い。

また、来日している日系人のなかには、大学

卒業者やブラジルでホワイトカラーの職種に就

いていた人もかなりいるが、長年日本で滞在し

ていたことが本人のキャリアの空白になるため、

帰国後以前と同種の職種に復帰するのは非常に

困難である。

しかし、最も大きな困難に見舞われるのは、ブ

ラジルでの学歴も仕事の経験もないまま来日し

た 10代の若者の場合である。彼／彼女らはブラ

ジルへ帰国しても、一般の会社での仕事に就くこ

とは不可能に近い。極端なケースでは、ポルトガ

ル語も流暢に話すことができず、読み書きもでき

ないことさえある。

帰国後ブラジルで自営業を開業しても、多く

のケースでは 1～2年で閉業に追い込まれてしま

う。資金不足、商売の経験不足など、理由は様々
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である。

来日する日系人はブラジルでの生活を以前よ

りレベルアップしようと思って、日本での非熟

練労働に我慢をして働いている。このような仕

事に対して、彼／彼女らの多くは最初のうち抵

抗を感じるが、日本にいる間だけの仕事であり、

ブラジルの物価からみれば高収入が得られるこ

とで納得して工場などで働いている（イシカワ

2000）。しかし、ブラジルで同じような職種に就

いた場合、収入は低い上、社会的階層も低下した

と見られることになる。ブラジルで非熟練労働

者になるのであれば、日本にいたほうが良いと多

くの日系人は考える。実際、一度は帰国したが、

自分が望む仕事が無くて再度日本へきたと言う

人は多い。

なお、ブラジルから幼少時に来日した若者、も

しくは日本で生まれ育った子供たちはブラジル

との関係が薄く、ブラジルへ「帰る」という意識

を持っている人は少ない。彼／彼女らは日本で

自分たちの居場所を築き上げてきているのであ

り、それは日系人が「日本人」ではなくブラジル

で生まれ育った日系人としかいえないのと同じ

ような立場にあるといえる。彼／彼女らの多く

は、ブラジルのことはほとんど知らない、もしく

は覚えておらず、今後も日本で生活をしていくの

が自然であると考えている。

6．今後の課題

ブラジルから日系人が来日し始めて以来、彼／

彼女らの日本での労働条件、生活の様子や子供の

教育問題などが多々取り上げられてきた。しか

し、そのほとんどが日本における「短期滞在者」

としての問題として捉えたものであり、日系ブラ

ジル人たちは、いずれは日本から出て行く者であ

ると見られてきた。これは、政府の元来の意図で

あり、日本企業や日本の地方自治体などにも受け

入れられた視点であった。しかし、本稿で述べて

きたように、日系ブラジル人は様々な側面からみ

て日本に定着しつつあり、彼／彼女らが全員ブラ

ジルへ帰国する可能性は徐々に無くなってきて

いる。

在日日系人についての研究で、今後の課題と

して考察すべきことは、結果的に外国人として

日本に永住する日系人の実態であろう。つまり、

日系人が日本国籍を持たないまま日本で生活を

する場合の就職や結婚の問題、そして社会福祉保

険に加入していない日系人の老後の生活維持問

題などに注目していかなければならない。日系

ブラジル人の日本滞在が長期化することにより、

今後は高齢化に伴う福祉関係の問題が顕著にな

ることは明らかだろう。

文献

イシカワ・エウニセ・アケミ 2000．「＜出稼ぎ滞

在者＞と＜住民＞の間でー日系南米人の地域

社会参加」宮島喬編『外国人市民と政治参加』、

130～149頁、有信堂．

イシカワ・エウニセ・アケミ 2001．「在日日系ブ

ラジル人子弟の教育問題」『マテシス・ウエヴェ

ルサリス』第 2巻第 2号、137～146頁、獨協

大学外国語学部言語文化学科．

太田晴雄 2000.『ニューカマーの子どもと日本の

学校』国際書院．

コガ、エウニセ・アケミ・イシカワ 1997a.「国際

労働移動における家族関係の役割及び変容―来

日日系ブラジル人の場合」『Sociology Today』

8号、1～17頁、お茶の水社会学研究会．

コガ、エウニセ・アケミ・イシカワ 1997b.「ブ

ラジルにおける日本出稼ぎ経験者の実態―帰

国者の事例を通して」『人間文化研究年報』第

20号、154～162頁、お茶の水女子大学．

産業雇用安定センター（財）2003.『日系人就労

者等アンケート調査結果』．

産業雇用安定センター（財）2002.『日本で働く



20 イシカワ

日系人のためのガイドブック』．

入管協会 2001.『在留外国人統計』．

浜松市企画部国際室 2001.『浜松市世界都市ビ

ジョン－技術と文化の世界都市・浜松へ』．
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