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〔特集：デカセギ現象の 20年〕

デカセギ現象の 20年をふりかえる
―その特徴と研究動向―
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はじめに

ラテンアメリカ諸国出身者の日本へのデカセ

ギ現象1がはじまって、既に 20年が経過した。本

稿では、この現象の推移と特徴、およびこの現象

を対象にした研究動向について概観する。ただ

し、ここで考察の対象とするのは、滞日デカセギ

日系人のうちでも 90%を占めているブラジルお

よびペルー出身者に限定する。

現在、国外に在住しているブラジル人約 190万

人のうち、80万人がアメリカ、45万 5,000人が

パラグアイ、26万 5,962人が日本に滞在してい

る。その他はドイツに 6万、ポルトガルに 5万

2,000、アルゼンチンに 3万 8,000人居住してお

り、残りはイタリア、スイス、フランスといっ

たヨーロッパ諸国にいると推計される (入管協会

2002,VEJA18/7/2001)。

1「デカセギ」はポルトガル語の decasśeguiまたは de-
casŝeguiの訳であり、外来語である。もとを辿ると日本語
の「出稼ぎ」に由来する用語である。2001年に新語として
ポルトガル語辞書 Dicionário Houaissに初めて掲載された。
Houaissによると「デカセギ」は、名詞または形容詞とし
て使用され、「一般的には直接労働力として日本に一時滞在
する就労者、またはその形容である」(que ou aquele que se
fixa, mas apenas temporariamente, no Japão, para trabalhar
frequentemente como m̃ao-de-obra direta)と定義される。

他方、1992年時点におけるアルタミラノの推

計によると、在外ペルー人は約 150万人にのぼ

る。そのうちのほとんどがアメリカに滞在して

おり、約 3万 1,000人が日本に滞在していた (Al-

tamirano 1996: 50)。その後も滞日ペルー人口は

増加をつづけ、2001年には 5万人を越えた。

デカセギ現象の時期区分

これらの日系デカセギ現象は、その特徴から

大きく三つに時期区分できる。

まず、1980年代初頭から 1990年の半ばまでを

第一期に分類できる。ただし、この期間を 1980

年代初頭から 1987年ころまでの前期、1988年

ころから 1990年までの後期に下位区分できる。

前期のデカセギには、ペルーやブラジルからの主

に農村部出身の一世が多く、本国における借金返

済などのために必要な資金稼ぎを目的に単身で

来日する男性が目立った。日本語に不自由のな

い彼らは、家族を出身国に残し、短期の明確な滞

在期間と目標を設定して来日し、またほとんどの

場合その計画通りに帰国したと考えられる。

後期になると、前期に来日した一世が日本と
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ブラジル・ペルーを結ぶ架け橋・仲介役を果たす

ようになり、都市部の一世と日本国籍を持つ二世

が少しずつ来日するようになった。後期はまさ

しく日本経済のバブル期と重なっており、国内出

稼ぎ者の減少とあいまって、未熟練労働者や半熟

練労働者不足が深刻化した。つまり、日本の中小

企業は、その不足を補うために日系人就労者を必

要としたのである。そのような状況下において、

かつては国内出稼ぎ者を斡旋していた日本の仲

介業者がラテンアメリカ諸国に赴き、デカセギを

直接確保する事業に本格的に乗り出した。いず

れにせよ、第一期のデカセギの主体は一世であ

り、またその人口もさほど大規模なものではな

かった。

第二期は、日本の出入国管理法が 1990年 6月

に改定、翌年施行されたのにともない、二世や三

世の入国と就労が正式に可能になったのに始ま

る。これ以降、ブラジルおよびペルー国内のデカ

セギ出身地も拡大し、その出身社会階層も多様化

した。同時に、来日の動機も多様化した。年齢層

は 20～30歳代が主流となり大幅に若年化した。

1990年から 90年代の半ばごろまでつづくこの

期間には、家族を伴ってデカセギとなる人々が現

れはじめた。

1990年代半ばから現在までの第三期になると、

単身で来日した者が家族を呼び寄せるケースだ

けでなく、日本で結婚して家族を形成する者がで

てくるようになり、滞在が長期化の兆しを見せ

はじめる。その主な原因は、一向に改善しない出

身国の雇用状況である。さらに、長年日本で生活

した結果、出身国の事情に疎くなり出身国にお

ける生活手段の入手が困難になっていることが、

帰国する決心を鈍らせている。

デカセギ現象初期においては、日本における

デカセギ分布としては東海・関東地方の工業都市

に集中する傾向がみられた。しかし、第三期には

日本におけるより良い生活・就労条件を求め、従

来は日系人が集中していなかった地方の中小都

市を「長期滞在＝定住のための地」として移り住

むケースが目立つようになった。その原因の一

つには、デカセギ人口密集地における日系人の犯

罪や非行の増加があるようだ (Tajima 2003)。特

に、青少年の子どもをもつ家庭にとって健全な生

活環境を確保することは、若干の収入減少を覚悟

してでも、優先するべき居住地選択基準になって

いる。

「デカセギ問題」の諸特徴

これまで述べたようにデカセギ現象は推移し

てきているが、滞日日系人のあいだには徐々に社

会階層化が進んでいる兆しを観察できる。その

背景には、以下に述べるような諸特徴が作用して

いるものと考えられる。

(1)職業の多様化

デカセギ現象第二期のころまでは、ほとんど

が工場労働者として就労していた。しかし、特

に第三期になると日系デカセギのなかには、工

場労働での収入を貯蓄した自己資金を元手にし

て、主にデカセギを「エスニック・マーケット」

としたサービス産業や商業活動などの自営業に

転じる者が現れてくる。具体的には、仲介業者、

中古車販売、食料雑貨販売、レストラン経営、保

育所・学校経営などである。

こうした産業への参入には、資金が必要なだけ

ではなく、日本における同産業に関わる様々な法

令や必要な資格などの情報獲得が不可欠である。

それだけ日本社会に関する知識および日本人と

の接触がある人々でなければならない。つまり、

こうした人々は、工場とアパートの往復という隔

離された生活環境にある多くの日系デカセギと

は全く異なる条件で生活しているということが

できる。

このような職業上の違いは、日系デカセギ間



デカセギ現象の 20年をふりかえる 3

表：ラテンアメリカ諸国出身者の外国人登録者数の推移

出身国/年 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993
ブラジル 2,132 2,250 4,159 14,528 56,429 119,333 147,803 154,650
ペルー - - 864 864 10,276 26,281 31,051 33,169
アルゼンチン - - - - 2,656 3,366 3,289 2,934
ボリビア - - - - 496 1,766 2,389 2,932
パラグアイ - - - - 672 1,052 1,174 1,080
メキシコ - - - - 786 927 944 1,053
合計 - - - - 71,315 152,725 186,650 195,818

出身国/年 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
ブラジル 159,619 176,440 201,795 233,254 222,217 224,299 254,394 265,962
ペルー 35,382 36,269 37,099 40,394 41,317 42,773 46,171 50,052
アルゼンチン 2,796 2,910 3,079 3,300 2,962 2,924 3,072 3,229
ボリビア 2,917 2,765 2,913 3,337 3,461 3,578 3,915 4,409
パラグアイ 1,129 1,176 1,301 1,466 1,441 1,464 1,678 1,779
メキシコ 1,072 1,238 1,336 1,551 1,596 1,612 1,740 1,736
合計 202,915 220,798 247,523 283,302 272,994 276,650 310,970 327,167

出所: 法務省大臣官房司法法政部 2002.『出入国管理統計年報』.

備考: 上記登録者のほとんどが日系デカセギである。ただし、一世や二重国籍者のほとんどは含まれな
い。ペルー出身者を除き、それらのカテゴリーの日系人を含めた場合は、表の数字よりも多い人数にの
ぼるものと考えられる。 2001年末現在、日本における外国人登録者数は 1,778,462人にのぼり、そのう
ち 632,405人は在日韓国・朝鮮人であり、381,225人は中国人ニュー・カマーが占める。ペルー出身者
の約半分は、非日系人の「日系チチャ」(偽造書類を持つ偽装日系人)だと推測される。また、コロンビ
ア出身者 (2,816人)はその大多数が非日系人だと考えられる。

の経済格差を生んでいるだけではなく、日本社会

における社会的地位の違いにも結びついてくる

可能性がある。

(2)子どもの教育レベルの格差拡大

子どもの教育に関する問題は複雑な展開を示

しており、そこには多様な要因が関与している。

例えば、子どもの来日時年齢、親の教育観・教育

水準、子どもが通った学校における教員や児童・

生徒の対応などにより、日本での子どもたちを

めぐる教育状況は異なる。過度に単純化になら

ない程度に、教育に関する諸問題をまとめるな

ら、以下のような状況にあることが指摘できるだ

ろう。

日本の小・中学校には落第制度がないため、必

ずしも一定の知識レベルに達しなくても、出席

日数さえ極端に少なくなければ、進級し続けて

卒業することができる。そのため、特に小学校

高学年以降に来日したデカセギの子どもたちの

場合は、年齢相応の日本語能力および学力を十

分身につけることなく義務教育を終えてしまう

可能性が高い。勉強がわからない苦痛から学校

に行きたくなくなり不就学になるケースもある。

いずれにせよ、学力の面から高校進学することは

難しく、義務教育年限を終えると同時に、結局は

親と同じような非熟練労働者として日本で働く

「デカセギ第二世代」となる若者たちが多くなっ

ている。高校卒業の資格をもたない若者たちに

とっては、日本における社会上昇への道が閉ざさ

れると言っても過言ではないだろう。
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また、勉強面以外でも日本の学校で子どもた

ちをとりまく状況は、決して安心できるとはいえ

ない。外国人であるということが根拠となった

同級生からのいじめを受けるだけでなく、教師か

らの「エスニック・ハラスメント」を受ける場合

もある。

そうした日本社会からの「同化圧力」を回避

するために、ブラジル人のなかには、日本に既に

50校以上ある様々な規模のブラジル人学校に通

う者もいる。ただし、学校とは一言でいっても、

寺子屋式の塾のような学校から大規模本格学校

（在籍者が千人近くにのぼる）まで、そのレベル

には大きな格差がある。さらに、同一学校内のク

ラスのレベルにもばらつきがあるし、クラス内

でも個々人の知識・学力レベルの格差は大きい。

そのため、期待されているほどの教育効果が上

がっていないというのが現状である。

ペルー人の場合は人口規模からいってブラジ

ル人のような学校を運営することは難しい状況

であるが、その代替として通信教育制度が存在す

る。しかし、通信教育を続けるのには、家族のサ

ポートまたはスペイン語話者コミュニティの支

えが必要となる。特に、低学年の子どもが自力で

通信教育をやり遂げることは困難である。

ただし、既述のような困難を乗り越えて、出身

国または日本の高等教育機関に進学するケース

も徐々に増えているようだ。日本の高等教育機

関に進学する子どもの特徴としては、一般に教

育に対する親の意識が高く、子どもが日本の学

校生活に適応し、良い同級生や先生のサポート

を得ていることが指摘できる。こうした子ども

たちは、高等教育機関を卒業後、たいていホワイ

ト・カラーとなり、日本における親の社会的地位

からすれば社会上昇を遂げた例となる。

子どもの教育問題でもっとも深刻なのは、日

本あるいは出身国の教育制度のいずれからもド

ロップ・アウトし、不就学児童・生徒となるケー

スであろう。筆者らの推計によれば学齢期にあ

る子どものうち、いずれの教育制度にも統合され

ずに不就学児童・生徒となっている割合は少なく

見積もっても 20～25％を占める。

つまり、デカセギの子どもたちの学歴には大

きな格差が生まれているのである。そして、こう

した学歴の格差は、将来的には社会階層の格差に

つながることが予想される。

(3)成人における精神状態の不安定化と価値観の

変化

楽観的な研究者の中には、日系デカセギを評し

て、日本やブラジルまたはペルーという多国間・

多文化間を往復するトランスナショナルなアイ

デンティティを持つ「新たなコスモポリタン」と

して積極的にとらえようとする傾向がみられる。

しかし、実際に筆者らの目につくのは、むしろ理

解しあえない異文化間に生きるストレスに苦し

むデカセギの姿である。異文化間を往復する日

系人にストレスを引き起こす原因には、彼らに

対するホスト社会成員による偏見が大きく作用

している。日本人とは異なる価値観やライフス

タイルをもつデカセギたちに対する、無理解あ

るいはそれらを劣ったものと見るような態度が、

大きなストレスになっている。

また、日本人は形質的にコーカソイドに対す

る一種の劣等感をもっているため、人種的な特徴

によって日本人から受ける態度が異なる場合も

見受けられる。日系人に対する一種の優越感を

におわせる日本人の態度とは対照的に、様々な社

会的場面においてコーカソイド系の日系人の配

偶者に対しては「腰の低い」対応をする日本人は

少なくない。その結果、来日以後に非日系人の配

偶者と日系人のカップルのなかには、夫婦間の権

力関係が変化してしまうことによる様々な問題

が起こっている。

このように日本社会という異なる文化のなか
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で生活するということは、出身社会の価値観や規

制から自由になるということでもある。そのた

め、来日前にもっていた倫理観やモラルが破壊さ

れるデソーシャライゼーション (de-socialization)

の過程に身をおくことになるのが、デカセギ生活

であるといえるかもしれない。デカセギのなか

には、それまでの家族観からも解放されることに

よって、来日前からの既存の家族を見捨てて日本

で別の家族をつくる場合もある。（逆に、デカセ

ギ生活によって家族の重要性を見直したという

ケースも少なくないのではあるが。）

また、デカセギのなかには初期の目標を達成

できないと感じたときに、動機や目標を見失い、

出身国の家族から連絡を絶ち、精神的に孤立して

いくケースもある。デカセギ行方不明者とよば

れているケースである。さらに極端な場合、自ら

の存在理由さえ分からなくなってしまい精神的

に不安定になり精神疾患に陥る。

「デカセギ意識」という問題

既述のような諸問題はいずれも「一時的なデ

カセギ」としての意識をもち続けることに起因

する場合が多い。つまり、ブラジルやペルーを離

れて短期間日本にデカセギとして出向き、ある

程度貯金したら帰国するという意識が持続して

いるという問題である。しかし実際には、ほとん

どの場合、当初設定した短期間（一般的には 2～

3年）に目標を実現できないため、滞日期間が長

期化していく。そうすると、次第に出身国におけ

る生活の基盤を失ってしまうが、だからといって

日本社会においても安定した基盤が形成されて

いるわけではないという状況に陥る。

もちろん、日本で事業を展開して新たなライ

フスタイルを築いた人々は日本での定住生活を

覚悟しているわけで、このような問題は解決され

つつあるが、現在のところ日本定住を覚悟してい

る人々はあくまで少数派である。

「一時滞在者」としての意識をもちつづけるデ

カセギを親とする子どもは、人格形成における

重要な義務教育の時期を、不安定な条件のもと

で過ごすことになる。日本滞在があくまで「一時

的なもの」だと考える親は、日本における子ども

の教育に大きな関心を払わない傾向がある。「い

ずれにせよ近い将来に母国に帰るのだから、帰

国後に学校に通えば問題はない」として、日本で

の不就学に対しても危機意識が低い。ところが、

日本滞在は長期化しており、結局子どもは重要な

教育の機会を逃したまま成長していくことにな

る。子どもの側から考えてみても、いつ母国に帰

るか分からないような状態が続くことによって、

日本の学校の勉強に身を入れることができなく

なる。このように未来を制約されてしまうデカ

セギの子どもたちは、「デカセギ意識」の最大の

犠牲者になる可能性が高い。子どもの教育がお

ろそかになった結果、犯罪に走る青少年もいるこ

とを考えれば、問題は大変深刻である。

既述したような諸問題に関連して、デカセギ

側に起因する問題点は、来日初期のころの短期就

労者意識から長期滞在者としての意識に切り換

えることができないというところにある。実際

に短期滞在後母国へ帰国してデカセギ経験を有

意義だったと位置付けることができる人々は、幸

運なケースといえるだろう。これまでの経緯か

らすれば、おそらく過半数のデカセギたちは、日

本に定住することになるか、日本と母国の間を往

復する生活を送ることになるものと予想できる。

にもかかわらず、過半数のデカセギたちは、母国

に近い将来帰国して母国で生活することを前提

とした日本での生活を送っているという現実が、

デカセギをめぐる諸問題につながっているので

ある。
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日系デカセギ関連研究動向

日系デカセギを中心テーマにするフィールド

調査や学術研究は数多く行われ、過去十数年間

の成果は、著作、研究論文、政府官公庁報告書、

民間団体の調査報告書などのかたちで刊行され

ている。さらに、日本における外国人労働者の諸

問題や外国人児童・生徒の教育問題といったテー

マにまで広げると、部分的にでもデカセギを扱っ

ている調査・研究の蓄積はかなり大きい。

しかし、これらの調査・研究のほとんどが、出

身国の歴史的・社会的・経済的背景を十分に考

慮しているとは到底いえないという特徴をもつ。

例えば、ブラジルの日系デカセギを扱う調査・研

究が多いのは、その人口規模から考えた場合当然

の帰結ではあるが、様々なラテンアメリカ諸国

出身のデカセギを「日系南米人」として一括して

分類・分析を行う傾向が強い。その背後にあるの

は、以下のような問題だと思われる。

そもそも、日本の研究者が、日系デカセギの

意識や行動パターンを、彼らの出身社会を理解

せずして分析するのはかなり無理がある。デカ

セギを調査・研究の対象とする以上、ラテンアメ

リカの歴史、社会、政治、経済といった分野の研

究成果を、せめて日本語文献だけでも踏まえる

ことが、しかるべき手続きだろう。にもかかわ

らずそのような手続きがとられていない原因は、

1)日本のラテンアメリカニストがあまりにも頼

りにされていないのか、2)学問の縦割りによる

壁のためか、3)途上国とされるデカセギの出身

地を真剣に研究するに値しない地域と考えてい

るから、等の理由が考えられる。これは、従来き

わめて単一な文化的価値観を有する日本社会し

か研究対象としてこなかった日本の研究者とし

ての限界なのかもしれない。ただし、この限界は

ラテンアメリカ社会を知ろうとする努力によっ

て越えることができるはずだ。

さらに、日本で行われている研究の多くは、日

系デカセギを「一種の日本人」と位置付ける傾向

がある。それは、おそらく日本の研究者の多くが

「日系人は“日本人の子孫”だから歴史的かつエ

スニックな意味においても日本社会・文化につな

がっている」という認識をもっているためだろ

う。例えば、デカセギを理解しようとするのなら

ば、かれらの文化の媒体である言語―この場合は

ポルトガル語やスペイン語―による調査を行う

ことが望ましいが、「日系人なのだから日本語で

面接しても大丈夫」という「甘え」がみられるこ

とがある。

いずれにせよ、既述の諸問題をかかえつつも

日本における日系デカセギ研究は一定の蓄積を

してきており、その点は評価できよう。以下、こ

うした調査・研究動向を中心的なテーマの変遷に

注目しながら概観する。

日系デカセギに関する日本での調査・研究が現

れはじめるのは 1990年代初頭である。1980年

代後半以降日本の労働市場を外国人に開放する

のかという問題が注目を集めていたが、こうした

外国人労働者問題全般の一部として扱われるよ

うになったのである。これは、1990年 6月 1日

に出入国管理及び難民認定法が改定されたこと

により、それまで認められなかった 2世・3世の

長期滞在・正規就労が可能になったためで、既に

表でみたとおり、ラテンアメリカ諸国出身者の外

国人登録者数が急増し、関係省庁および研究者の

目をひいた結果だと考えられる。

最も初期に行われた日系デカセギを対象にし

た大規模かつ総合的な調査は、筆者らが 1991年

に海外日系人協会の依託によって行った（国際協

力事業団 1992）である。同調査では、ラテンア

メリカの日系人を出身国によってそれぞれ異な

るエスニック・グループと考えるべきであるとい

う仮説に基づき、当時のデカセギ人口規模の大き

い順に、ブラジル、ペルー、アルゼンチン、ボリ

ビア、パラグアイの 5つの出身国別に分析した。
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調査内容は、就労状況、日本社会への適応状況、

社会生活、子どもの教育といった具体的な諸問

題から、抽象的・認識論的問題、つまり日系デカ

セギの日本社会での被差別感、倫理的・道徳的・

宗教的な差異や疎外意識なども把握することを

目的としている。このように、同調査は日系人側

の視点に立った問題設定がされており、日本で行

われた他の多くの調査・研究とは一線を画してい

る。また、その後、同種の規模で調査票を使った

国別比較調査は行われていない。（同じ調査項目

で経年比較を行うことができれば興味深いデー

タになるだろうが。）

ブラジル人に限定した総合的な調査・研究とし

ては（渡辺編著 1995a, 1995b）があり、被調査者

のほとんどがブラジル人の日系就労者である大

規模調査としては（梶田 1999）を挙げることが

できる。これら以外の調査・研究動向としては、

個別のテーマに特化したものが数多く実施され

ている。

研究テーマの変遷としては、以下のような流

れが指摘できる。まず、デカセギが必要とされた

就労の場における労働条件・状況および日本社会

にデカセギがもたらす「諸問題」に注目が集まっ

た。つづいて、デカセギが集中した地方自治体

を中心に、外国人と日本人が「共生」するための

諸条件に関する調査・研究が行われた。さらに、

時間の経過にともない日系デカセギのアイデン

ティティ危機が子どもの教育問題などとも関連

して取り上げられるようになってきた。

この流れを学問領域に対応させて分類すると、

以下のようなグループ分けができる。

テーマ１：労働・産業社会学、国際経済学：国際労

働力移動と国際化する日本の労働市場

テーマ２：地域社会学、人文地理学：日本の地域

社会における外国人との「共生」

テーマ３：異文化間教育・多文化教育：教育の

「国際化」

テーマ４：異文化間精神医学・心理学：日本にお

けるデカセギのアイデンティティ問題

テーマ５：エスニシティ研究：日本におけるエス

ニック・コミュニティ形成の可能性

ここでは、それぞれのテーマについて日系デ

カセギに焦点を絞っている代表的な業績だけを

取り上げて論評する。

(1)国際労働力移動と国際化する日本の労働市場

世界的に国際労働力移動に注目が集まるよう

になったのが 1970年代だったのに対し、日本で

は 1980年代後半まで外国人労働者問題は顕在化

しなかった。その後、1990年代に入って日系人

が大量流入した日本の労働市場の特徴を、デカセ

ギとの関係から明らかにしようとしたのが（佐

野 1996）である。（森 1992）および（二宮 1994）

は、主に労働者を送り出しているブラジル側の状

況およびブラジル人の視点を重視したデカセギ

過程の分析である。

また、日系デカセギの大部分は、企業による直

接雇用という契約形態をとらず、業務請負業・仲

介業者からの派遣という間接雇用システムに組

み込まれているのが特徴である。こうした状況

が生まれた背景およびその特徴をテーマとした

調査・研究は少なくないが、詳細な調査に基づい

た代表的研究として（丹野 1999）がある。同様

に、研究者の関心が集まりやすいテーマはエス

ニック・ビジネスについてであるが、ブラジル人

の調査研究に基づいた代表例として（樋口・高橋

1998）を挙げておく。

(2)日本の地域社会における外国人との「共生」

急増した外国籍住民への行政対応として、どの

ようなニーズがあるのかを特定するために行わ

れた地方自治体による先駆的な調査報告書とし

ては浜松市による（東洋大学社会学研究室 1993）

がある。浜松市は全国でも有数のブラジル人集

住都市であるが、その他にもブラジル人住民の多
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い自治体では類似の調査・研究が行われている。

2001年には、全国のこうした自治体による「外

国人集住都市会議」がひらかれ、外国籍住民の定

住化を前提とした社会システム構築のための情

報交換が行われるに至っている。

人文地理学の手法による日本全国を対象とし

た日系デカセギ人口分布の分析としては（千葉・

西川ほか 1994）がある。

(3)教育の「国際化」

文部省は 1991年度より公立の小・中学校等に

おいて日本語教育が必要な外国人児童・生徒の受

け入れ状況等に関する全国的な調査を行うよう

になった。これは、日系デカセギの子どもたちの

急増に対処する必要に迫られたという事情があ

る。とはいえ、こうした日本語を母語としない子

どもたちに対する明確な国家レベルでの教育方

針が不明確であり、具体的な対応は地方自治体

の教育委員会や現場の教師に任せられることに

なった。そのため、ブラジル人・ペルー人児童・

生徒に関する調査・研究は、実践的要請に応え

るかたちで積極的に行われ続けている。最近の

著作としては、（新海・加藤・松本編 2001）が愛

知県を事例に、（小内編著 2003）が群馬県大田・

大泉地区を事例に、それぞれの地域のブラジル

人をめぐる教育事情についてまとめている。ペ

ルー人をめぐる教育事情については、(Yamawaki

2003)がある。

母国における教育事情との関連で、デカセギ

の子どもたちが置かれている状況を把握する試

みとしては（村田ほか 2000）がある。いずれに

せよ、多文化教育および異文化間教育の可能性と

限界をみきわめる難しさが提示されている。

(4) 日本におけるデカセギのアイデンティティ

問題

アイデンティティ問題は、日系デカセギ経験

者にとって（特に高学歴者を中心に）最も関心の

高いテーマの一つといってよいだろう。この点

は、記述の 3テーマに集中している日本人研究

者の視点と明確に異なる「当事者視点」からの

問題意識といえるかもしれない。同テーマにつ

いてのブラジル人を対象にした調査・研究とし

ては、（川村 2000）、（渡辺 1995b）を挙げること

ができる。同じくブラジル人の事例に基づいた

精神分析学的アプローチによるデカセギの文化

的アイデンティティ問題に関する研究としては

（Carignato 2002）がある。また、ユニークなア

プローチとしては、日系デカセギブラジル人によ

る音楽という媒体を通したアイデンティティ確

認・自己表現を分析した（イシ 2003）がある。

(5)日本におけるエスニック・コミュニティ形成

の可能性

都市社会学的アプローチによるエスニック・

ネットワークに関する先駆的な調査・研究の成

果としては、（広田 1995）がある。しかし、日本

における日系デカセギが「古典的」意味でのエス

ニック・コミュニティを形成しているといえるの

かどうか、現段階においては明言することは困難

であろう。ただし、ブラジル人を対象にしたエス

ニック・メディア上（例：ポルトガル語新聞や雑

誌など）では、エスニック・コミュニティの存在

を前提とした議論が行われている（イシ 2002）。

ペルー人については、（山脇 1999）において、

日本からペルーへの移民によって形成された日

系コミュニティと、ペルーから日本へのデカセギ

によって形成されつつあるペルー人「コミュニ

ティ」との比較検討を行いながら、国境を越えた

エスニック・ネットワークのあり方について歴史

的分析を展開している。

むすび

ラテンアメリカから日本へのデカセギという

現象は、世界レベルで進行している途上国から先

進国への人の移動の一部として捉えることがで
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きるだろう。デカセギという日本語起源の言葉

を使ってはいるが、現象の性質はそれほど日本特

有なわけではなく、むしろグローバルな共通性の

方が大きいのかもしれない。こうした仮説を検

証するためには、それぞれの地域における人の移

動をめぐる調査・研究を積み重ねて、比較分析す

る必要があろう。また、そうした相対的かつ総体

的な視点に立った分析からこそ、ラテンアメリ

カや日本という地域の特殊性が自然に浮かび上

がってくるのではないだろうか。

デカセギ研究で必要とされているのは、まず

は、地域の特質などに対する過剰な意味付けから

自由になった調査・研究の積み重ねであり、これ

をグローバルなシナリオに位置付けることがで

きる複眼的スタンスなのではないだろうか。地

域研究から離れるようにみえるアプローチが、実

は地域を理解するために有効な手段となるかも

しれないという錯綜した事情が、デカセギ研究を

めぐって存在している。
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