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1.

20世紀が終わろうとしている今、地球の反

対側に住む人々がなんでもないように日本と

母国を往復するような時代となった。一ヶ月

以上かけて、船にのり大海原を横切るあいだ

に確実に感じたであろう母国と移住先の距離

感が、今ではまったく違う種類のものになっ

ている。

ベネディクト・アンダーソンによれば、19

世紀ラテンアメリカのナショナリズムの基礎

となったのは行政単位と出版資本主義であっ

た（アンダーソン 1987）。今、そのどちらも

がインターナショナリズムとナショナリズム

の橋渡し的機能を果たしているようだ（実の

ところ 19世紀にもそうだったのだろうけど）。

もちろん、移動する人々もまさにこの挟間に

ある。移動する人々の存在は、21 世紀にむけ

て、われわれは国家という枠組みとどのように

つきあっていくことになるのかを考えさせる。

ただし、ここでは「国家」をめぐって政治

学的視点から議論をするつもりはない。国家

の名のもとに大規模な暴力行為が横行した 20

世紀の教訓を、今後、どのように活かすこと

ができるのだろうか、というような大風呂敷

を広げることが、ここでの目的ではない。む

しろ、ひとりひとりの生活者の視点から、「国

家」とのつきあいを考えてみたいのだ。特に、

移動する人々にはたえずついてまわる問題で

もある。
�文教大学

国境をこえて移動する人々は、日本でも地

域によって第二次世界大戦前から大規模にみ

られた。戦前の大阪市下、零細町工場などで

働く朝鮮半島や済州島出身者は、日本の産業

を支える重要な労働者であった。最も朝鮮人

人口が集中していた大阪市東成区では、1941

年には区内全人口の 24.5％を朝鮮人が占め、

1942年には大阪市全体の人口比 10.4％が朝

鮮人であった（杉原 1999:61-2）。

にもかかわらず、日本社会における朝鮮系住

民に関する理解は大変限られているように思

われる。本書でも、日本の社会的マイノリティ

として、被差別部落の住民や沖縄人とならん

で朝鮮系住民に言及しているが、「日本の帝国

主義的支配のもとで強制連行された人々の子

孫」とだけ位置づけられている (Del Castillo

1999:163-5)。実際には、現在の日系人らと同

じように、「経済難民」的出稼ぎ労働者の割合

が決して少数派ではなかった。もちろん、朝

鮮が日本の植民地であったという事情はある

ものの、日本社会における朝鮮系住民の問題

を「特殊なケース」としてかたづけてしまう

傾向があるのは残念でならない。朝鮮系住民

をとりまく問題群のなかでも、社会生活上の

諸問題は、90年代以降の日系人のそれと共通

する部分が少なくないからである。

近年、日本で外国人労働者の存在がとりざた

されるようになったのは、1980年代後半以降

になる。その後、1990年の入管法改定によっ

て、三世代前までに日本の戸籍に登録されて

いる先祖がいる日系人にたいして、非熟練労

働につくことができる滞在許可がでるように

なった。それから十年たった現在、群馬県大

泉町・太田市では人口の約一割が、ブラジル

人・ペルー人を中心とした外国人によって占

められるに至っている。

こうなると、日本人の側も「デカセギ者」を

「一定期間だけお金を稼ぐために滞日している
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労働者」として「お客様扱い」しているわけに

はいかなくなる。異文化を背負った人々と生

活の場を共有するときにおこる様々なコンフ

リクトがあり、それを乗り越えながら行われ

るつきあいが必然的に生まれる。そのなかで、

思わぬところからナショナリズム的言動・発

想が、ひょっこりと顔を覗かせたり、堂々と

闊歩したりする。それが、現在のところ、移

動する人々が営む日常生活の実態なのだろう。

グローバリゼーションの時代といわれなが

らも、日常生活の異文化接触に際して現れる

地域社会における日本人のエスノセントリッ

クな反応は、無意識のうちに刷り込まれてい

るナショナリズムが原因となっていることが

少なくない。同じように、ペルー人側でもエ

スノセントリックな異文化解釈枠組みをもっ

ている場合があることは否定できないが、こ

ちらは自らのナショナリズムを意識化してい

る点が異なる。「外国人」として意識せざるを

えない環境にあるからだ。

一連のヨーロッパ諸国の動きにみられるよ

うに、人々の意識を置いてきぼりにしながら、

ナショナルな枠組みが解体してきている。し

かし、ナショナリズムによる悲劇を繰り返さ

ないためには、外在的に国家枠組みをなくす

という解決は十分ではなく、ひとりひとりの

「意識化」が必要なのではないだろうか。デカ

セギ者の日本における存在を通して、われわ

れは多くのことを学ぶはずだ。

2.本書の構成

イントロダクション 　アジアにおける人の

流れと概念枠組み

第一部 　証言

　a. 家族もちの日系人（日本生まれ、ペ

ルー育ち）

　b. 日本人女性と同居中の混血三世

　c, d. 滞在許可のないペルー人

　e. 独身の二世

第二部

I. これまでの経緯

　1．バブル経済

　2．「黄金の日本」への道程

　3．デカセギ送り出しをめぐる諸機関

II. マイグレーションの要因

　1．送り出し国：ペルー

　2．受け入れ国：日本

III. 日本におけるペルー人

　1．法的地位

　2．日本社会との接触

　3．労働条件

　4．滞在許可のないペルー人

　5．国外追放

　6．社会的関係

　7．社会的側面での認識

　8．住居

　9．家族状況

IV. 日系人

　1．ペルーにおける日系人

　2．日本における日系ペルー人

　3．日系人の類型

V. 母国への送金

　1．送金目的

　2．送金人数

　3．平均個人送金額

　4．総送金額

本書の最大の魅力は、第一部の滞日ペルー

人たちのライフヒストリー証言であろう。特

に、滞在許可のないペルー人がどのような経

緯で日本にやってきて、どのような生活を送っ

ているのかが、リアルに伝わってくる。移動

する人々の多様な日常生活のあり方を垣間み

ることができる部分である。

第二部では、筆者自身のデカセギ経験など

も資料として取り入れながら、来日にいたる
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社会的背景や滞日中のペルー人をめぐる法的・

社会的問題を概略的にまとめている。

本書の目的は、日本に滞在するペルー人をめ

ぐる状況を包括的に把握する基礎資料を提供

することだという。日本に滞在しているのは

前述のように日本人を先祖にもつ日系人ばかり

ではない。外国人登録などの統計資料によれ

ば、滞日中のペルー国籍所有者のうち約三割は

非日系人である (Del Castillo 1999:259,117)。

ただし、ここには書類上は日系人としての滞

在許可を得ているものの、実際には非日系人

である「偽装日系人」は含まれていない。おそ

らく滞日ペルー人の約半数は非日系人であろ

うと推測できる。にもかかわらず、日本で日

本人研究者が行う調査では、どうしても「日系

人」に焦点が偏る傾向があった。この点、本

書は非日系人著者の偏りのない視点がでてい

るといえよう。

しかしながら、逆にいえば、著者が日系人

や日系社会に関する研究を行ったことがない

ことをうかがわせる部分も多々ある。例えば、

「第二部 IV. 日系人」の節に関しては、ペルー

人研究者による基礎的かつ重要な先行研究に

おいて、より詳細な調査・分析が行われてい

ることを考えれば、やや根拠に欠ける概観的

記述におわっているという印象をまぬがれえ

ない1)。

また、「第二部 V. 母国への送金」というわ

ずか 4頁の節は、本書の構成全体のバランス

上、日本人読者には特に奇異な印象を与える

だろう。他の節に組み込むことができたはず

なのに、別立てされていることにより、同節

1)例えば、以下の著作を挙げることができる。Fuku-

moto, Mary 1997. \Hacia un nuevo sol { Japoneses

y sus descendientes en el Per�u: Historia, cultura e

identidad", Asociaci�on Peruano Japonesa del Per�u.

Morimoto, Amelia 1991. \Poblaci�on de origen

japon�es en el Per�u: Per�l actual", Comisi�on Con-

memorativa del 90 Aniversario de la Inmigraci�on

Japonesa al Per�u.

がペルー人著者の視点からみて重要度が高い

項目であることがわかる。ペルー人にとって

の日本滞在の意味は、何よりも経済的観点か

ら評価されるのだろう。

その他にも、取り上げられているテーマが、

著者のペルーでの社会学的バックグラウンド

をうかがわせて興味深かった。例えば、労働

組合への参加についてや労働条件の記述に比

較的多くのページが割かれている点を挙げる

ことができる。おそらく著者自身、この点に

は気づいていないのではないだろうか。

本書を読み終わって心に残る疑問は、この

ように著者が無意識のうちにもっているある

種の偏りに関連しているように思う。解決さ

れないまま読み進んで、やはり最後にしたく

なる著者への質問は、「本書は誰にむけて書か

れたものなのか」である。

もし、日本人研究者を読者として想定する

なら、本書で多数引用されている日本におけ

る外国人人口の推移などの統計資料は入手が

容易なものであり、本書でなければ入手でき

ない情報とはいえない。また、日本人研究者

にとっては、なによりも同テーマに関する日

本語調査報告書や論文・著作がレビューされ

ていない不満が残るだろう。既述したように、

ペルー人研究者にとってもスペイン語文献の

レビューが少ないという同様な不満がでてく

るだろう。では、スペイン語を読むことの出

来る一般読者がターゲットなのだろうか。そ

れにしては、取り扱われている項目が「おか

たい」印象をまぬがれえない。つまり、著作

としての一貫性が感じられない点、焦点がし

ぼられていない点が残念でならない。

ペルー人研究者としての強みを活かすテー

マは少なくないはずだ。特に、日常生活にお

ける異文化接触をともなう社会関係に関して

は、独自な視点から参加者として調査できる。

日本社会における「近くて遠い隣人」である
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ブラジル人や他のスペイン語圏出身者とのイ

ンターエスニックな関係性に関しては、詳細

な調査が待たれる分野といえよう。おそらく

日本に来なければ実現しなかったであろう国

籍を越えた婚姻も増加傾向にある。

もっとも、これらのテーマ群に取り組むた

めには、日本人も含めて複数の異なるナショ

ナリティをもつ研究者が協力していく必要が

あろう。評者自らにも課せられた宿題である。
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