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役割は、自由な教育市場が機能することを保障

する補完的なものに限定された。10年間におよ

ぶ新自由主義的教育政策の断行は、確かにチリ

教育の様相を劇的に変化させていた。

また同国は、新自由主義的教育政策をいち早

く断行したのみならず、その軌道修正において

も注目すべき政策を打ち出した。民政移管後に

誕生した文民政権の教育政策は、軍政が推進し

た新自由主義的政策の基本的骨格を継承しなが

ら見直しを図るものであった。そこには、新自

由主義的教育政策の結果として生じたチリ教育

界の変貌を、もはや逆行不可能な現実の姿とし

て認識するプラクティカルな判断があった。そ

れは、新自由主義を基盤としつつも、すべてを

市場の統制と調整に委ねるのではなく、市場主

義の限界をも認識し、教育の質向上や教育にお

ける公正の確保という側面において、再び国家

が積極的に政策的介入を行うことを選択するも

のであった。市場メカニズムを存続しながら、

それと国家によるイニシアティブ・政策的介入

をいかに調和させてゆくか、そのバランスを求

める試みといえよう。教育における国家原理と

市場原理の相剋と調和を求めて議論と経験を積

み重ねてきたチリ現代教育政策史とチリ教育改

革のダイナミズムが注目される理由はここにあ

る。 □■

『地球時代の日本の多文化共生政策―南北アメ

リカ日系社会との連携を目指して』（明石書店、

2013年）-南山大学・浅香幸枝

湯気が出ていそうな出来たての本である。名

古屋大学大学院国際開発研究科に提出した博士

論文「地球時代の日本の多文化共生政策―漂泊

と定住とトランスナショナル・エスニシティ―」

をほぼそのままに、注の番号などを読みやすい

形に一部変更し、写真を追加したものである。

この論文によって 2012 年 2 月 29 日に博士号

（学術、論国開博第 18号）をいただいた。学位

審査して下さった委員長の二村久則教授、高橋

公明教授、内田綾子准教授にお礼申し上げる。

また、ゼミの恩師ペドロ・シモン南山大学名誉

教授、グスタボ・アンドラーデ上智大学名誉教

授、鶴見和子上智大学名誉教授の学恩に感謝す

る。専門書でありながらフレンドリーで楽しい

本を目指して、読みやすい工夫をこらしている

ので、多くの方々に読んでいただければ幸いで

ある。明石書店社長の石井昭男氏、編集部の兼

子千亜紀氏、営業部の皆さんにお世話になった。

研究の背景

長い鎖国時代（1639-1853）の後、1868年、

明治元年に日本人のディアスポラは始まった。

ハワイ、米国、カナダ、メキシコ、ブラジル、ペ
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ルー、アルゼンチン、パラグアイ、ボリビア、チ

リ、ベネズエラ、ウルグアイ、コロンビア、ド

ミニカ共和国、そしてアジア太平洋地域へと出

かけて行った。2005年の外務省の『外交青書』

によれば、日系人（日本国籍を持つ永住者、お

よび日本国籍を持たないが日本人の血統をひく

者（帰化一世、二世）を含む）は約 260万人であ

る。2011年の『外交青書　要旨』では、海外に

渡航する日本人は年間延べ 1,600 万人に達し、

海外に在留する日本人は年々増加し、約 113万

人（2009年 10月現在）が国際社会の様々な分

野や地域で活躍しており、日本との「架け橋」

となって関係緊密化に貢献してきた日本人移住

者や日系人の存在は日本が開かれた国を目指す

外交を進める上で重要な資産であると捉えてい

る。一方、日本に入国する外国人は 2010年に

は年間約 944万人となり、日本に長期滞在する

外国人（外国人登録者）は 2009年末で約 219

万人であり、長期滞在に伴い、教育、雇用、住居

などの分野で様々な問題が生じ、2005年から、

地方自治体や国際移住機関（IOM）と共同で解

決を目指しているとしている。

2005年は、日本の人口において分水嶺となっ

た年であった。日本における外国人登録者数が

200万人を超え、出身国も 186ヵ国に亘るよう

になった。同時に 2004年を頂点に初の人口減

少が始まったからである。このため、国力維持

のために外国人を含む人口増加策が必須と考え

られるようになり、多文化共生のガイドライン

が総務省から示されたのは 2006年 3月のこと

であった。しかし、2008 年 9 月の米国発の金

融危機と急激な円高により G7の先進国を中心

とする経済は悪化し、新興国が世界経済を牽引

するようになった。さらに、2011年 3月 11日

に東日本を襲った大震災とその後の福島第一原

子力発電所の事故は、主要同盟国であり民主主

義と自由、技術革新、自律、構想力という米国

のソフトパワーにもかかわらず、日本自身の身

の丈にあった生き方を深く考えさせられるもの

であった。

とりわけ、日本が外国人移民を受け入れる代

わりに、海外へ政府開発援助 ODA を増やし、

現地の人たちの自律を支援し災害援助をしてき

た実績に対し、海外から惜しみなく支援の手が

差し伸べられた。外務省のホームページによる

と、2011年 4月 22日時点で、142カ国・地域

及び 39国際機関の支援の申し出があり、20の

国と地域からの緊急援助隊及び医療チームなど

が日本で活動を行った。甚大な被害であったが

ゆえに、日本人とは何か、世界と共に生きると

はどういうことか、何が本質的に必要なのかを

日本全体で考える機会となった。

研究目的

「漂泊と定住」「トランスナショナル・エスニ

シティ」の概念枠組みを利用して、145年に及

ぶ日本人のディアスポラを射程に入れながら、

地域の実情にあった日本人の海外発展のあり方

を鳥瞰し、その中から日本の多文化共生政策を

検討提案しようというものである。

「漂泊と定住」は、柳田国男の研究と自らの

フィールドワークを基に鶴見和子が『漂泊と定

住と　柳田国男の社会変動論』（筑摩書房）で提

案した理論である (1977)。柳田民俗学の主役常

民は原始により近い人々であり、デューイのコ

モン・マンを原型としている。常民は、漂泊民

との出会いによって覚醒され活力を得たり、あ

るきっかけで一時的に漂泊することによって社

会変動の担い手になる。定住者と漂泊者との関

係は 3つある。第 1が定住者から漂泊者に対す

るいわれない差別と蔑視、第 2が交易の対象、

第 3が定住者から漂泊者への渇仰である。漂泊
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者は 7 つあり、第 1 が信仰の伝播者、第 2 が

技術者集団、第 3が芸能者集団、第 4が山人、

第 5が旅人、第 6が職業としての一時漂泊およ

び職業を求めての一時漂泊 (行商、出稼ぎ、国

内の移住および国外への移民が含まれている)、

第 7がカミガミの漂泊と定住である。定住の場

としての共同体は閉ざされた小宇宙ではなく、

漂泊のカミガミとヒトが、定住のカミとヒトに

出会う場と設定されている。鶴見は、定住者が

大地であるとすれば漂泊者は水に例えることが

でき、循環し、両者が支え合っている関係であ

るとイメージしている。日本帝国の時代であれ

ば、国外への移住はこの枠組みで考えると理解

しやすい。

しかし、第二次世界大戦の日本帝国の敗北に

より外国籍となった日系二世の人々は 1981年

に国境を越えパンアメリカン二世大会を開催し

た。Nikkei という宙に浮いたようなアイデン

ティティが模索された。この大会は 2年に一度

南北アメリカで開催され、定住の地は南北アメ

リカである。ここで見られるアイデンティティ

は日本と移民という「縦のつながり」として従

来観察されていたものとは別の「横のつながり」

である。これを「トランスナショナル・エスニ

シティ：Nikkei」（国境を越える言語、価値観、

歴史を共有する集団）と定義する。今後日本人

が世界に進出して行く時、現地化し、日本のルー

ツの誇りと良さを活かして現地に貢献する方法

を先取りしている。「漂泊と定住」が定住者の

視点によるものなのに対して、この「トランス

ナショナル・エスニシティ」は漂泊者が国外に

定住した視点であり、鶴見が指摘し得なかった

ものである。

研究方法

本研究は、1981 年から始まったパンアメリ

カン日系大会と、海外日系人大会（1957年～）

に参加するという参与観察及び関係者にインタ

ビューすることを中心に資料収集することを基

本データとしている。スペイン語と英語、日本

語の 3つの言語を利用して、相手に応じてインタ

ビューできたことは、相手に親近感を与え、その

人が持つ言語世界の文脈で理解が可能となった。

また、政策については日本政府の公式資料を

利用し、世論の関係では、『日本経済新聞』『朝

日新聞』『中日新聞』を中心に分析した。また、

外国人集住都市会議や経団連の資料も分析対象

としている。このようなデータを総合的に利用

している。

先行研究

移民ほど人類の歴史の形成に決定的に作用し

てきた現象は他にあまりなく、課題と恩恵の双

方を移民がもたらす (OECD)。『叢書　グロー

バル・ディアスポラ』全 6巻 (駒井洋監修、明

石書店、2009～)や循環移民 (Circular migrants)

(Vertovec, 2009: 119-122; 浅香, 2010:5-9; Au-

debert and Doraï, 2010: 206; カースルズとミ

ラー 2011: 87-88) 研究がこれに当たる。馬場

伸也は (1983: 13)超国家の文化的アイデンティ

ティ (transnational or global-cultural identity)の

各次元の問題や、新しい文化創造の主体たろうと

した行為体が持つ多層的・文化的アイデンティ

ティ (multi-cultural identities) の存在を予見し

た。鶴見和子 (1977: 206-209)は柳田国男の社

会変動論として「漂泊と定住と」という分析枠組

みを作った。ラッセル・キングは『人類の起源

と移住の歴史』(2008: 184)の中で人類の 97%は

生まれた国で育ち死んでおり、やむをえず国元

を離れ他の国で新しい生活をする人々はわずか

3%であるとしている。
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研究の意義と独創性

「地球時代の日本の多文化共生政策」を研究す

る意義は、第一に、国際関係のなかで多文化共生

政策を位置付ける研究は、長期的に日本が歩む

べき方向性=国家像を提案できる。第二に、今

まで日本人移民史は「プッシュ・プル」や「ディ

アスポラ」と言った外来の理論で研究されたが、

日本発のホモロジカルな理論（鶴見）で長期の変

動を扱ったものはなかった。第三に、南北アメ

リカ 13カ国で統合された Nikkeiを合わせ鏡と

して日本の多文化共生策の中で異文化と出会っ

た時、残すべき要素の抽出を試みる。サブ・カ

ルチャーを含む日本文化とより本質的な日本文

明という分類によって Nikkei というものが何

かも明らかになる。第四に、内発的な日本型の

共生パラダイムを示すことにより、国境線と国

益に翻弄される現代の国民国家に「くに」とい

うレベルの視座を加え、地域の実情に合わせた

多様な発展の型や外国人との関係を提示する。

本研究の独創性は多文化共生の成功例を分析し

てきた研究は国内外とも極めて少ないこと、「多

文化共生」という視点から近代化のモデル＝欧

米というパラダイムに再考を迫り、21世紀の諸

文化のあり方を展望する。

本書の構成

本書の構成は、序論漂泊と定住とトランスナ

ショナル・エスニシティ、第 1部日本・ラテン

アメリカ関係の歴史的背景、第 1章国際関係史

における日系人の 145年の歴史、第 2章 ジャ

ポニスムと日本人移民の受け入れ、第 3章アメ

リカ大陸における日本のイメージの変遷、第 2

部パンアメリカン日系協会と海外日系人協会、

第 4章南北アメリカ日系社会の形成と日本にお

ける日系社会の形成、第 5章パンアメリカン日

系協会、第 6章海外日系人協会、第 3部日本

の多文化共生とラテンアメリカ、第 7章日本の

多文化共生政策、第 8章多文化共生政策決定過

程、第 9章 1990年「出入国管理及び難民認定

法」の改正施行がもたらした南北アメリカ日系

社会の変化とネットワーク、結論 21世紀の日

本の多文化共生政策のための提言から成り立っ

ている。

本研究は、2006年～2008年の南山大学地域

研究センター共同研究「多文化共生の諸相：ラ

テンアメリカと日本の日系ラテンアメリカ人社

会の事例から」(代表：浅香幸枝)と 2009年～

2011 年の南山大学地域研究センター共同研究

「ソフトパワーと平和構築」(代表：浅香幸枝)の

研究成果の一部である。共同研究者の方々とこ

のような研究機会を下さった南山大学とラテン

アメリカ研究センター長の加藤隆浩教授に感謝

申し上げる。研究会の様子は南山大学の HPで

閲覧できる。研究会を盛り上げてくださった皆

さんにお礼申し上げる。

http://www.ic.nanzan-u.ac.jp/kenkyu/ic/

kyodo/2006-08_03.html（多文化共生の諸相

研究会）

http://www.ic.nanzan-u.ac.jp/kenkyu/ic/

kyodo/2009-11_03.html（ソフトパワーと平

和構築研究会）

研究成果物として、『地球時代の多文化共生

の諸相―人が繋ぐ国際関係』（行路社、2009年）

と『地球時代の「ソフトパワー」―内発力と平

和のための知恵』（行路社、2012年）を併せて

読んでいただけると、本書の位置付けもより明

確になる。

本書は、1987年以来の既刊の研究成果をまと

めたものでもある。このように単著としてまと

めた経験によって、共同研究をしつつ、自らの

研究テーマを研鑽しまとめるノウハウとコツを
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蓄積した。現在は次の共同研究計画を立案中で

あり、かつ次作を執筆中である。本書『地球時

代の日本の多文化共生政策』同様、またの成果

をお楽しみに！（2013年 4月 26日脱稿） □■

『トウモロコシの先住民とコーヒーの国民─人

類学が書きえなかった「未開」社会』（有志舎、

2013年）-明治学院大学・中田英樹

本著の概略

一九三〇年代後半に、アメリカ合衆国中部シ

カゴ大学の人類学者、ロバート・レドフィール

ドやとりわけソル・タックスが中心となって、

中米グァテマラの山岳地帯に暮らす先住民村落

を対象に、今日に至ってもなお類を見ないと言

えよう徹底した人類学的調査プロジェクトが展

開された。本著では、この人類学的調査そのも

のを議論の対象とし、米国人類学における「他

者が理解されてきた記録」としての民族誌が、

どのように知の権力を成立させてきたのか──

このプロセスを、実際に現場で人類学者たちが

先住民たちの「未開」社会を調査し、データを収

集するなかで交わしてきた往復書簡や調査ノー

トをもとに批判的に検討する。学会誌や著作と

いった「机上」での理論的言説分析ではなく、

グァテマラのマヤ系先住民村落というフィール

ドの「現場」から、米国現代人類学史を捉える

試みといってもよいだろう。まずは目次を再掲

したい。

はじめに

序章　トウモロコシの先住民とコーヒーの国民

　第一節　先住民の苦難の歴史

　第二節　先住民素朴画家は語ることができる

　　　　　のか

第一章　「未開」社会の徹底調査

　第一節　米国現代人類学の誕生

　第二節　前途多難なグァテマラ調査

　第三節　現地調査の新展開

第二章　理解される「未開」社会

　第一節　『一銭資本主義』のパナハッチェル

　　　　　社会

　第二節　先住民社会独自の規範

第三章　書きえなかった「未開」社会

　第一節　幻の「実験」

　第二節　サン・ペドロの国家統合

　第三節　ロサーレスの躓き

おわりに

順序が少し異なるが、第一章から概説する。

第一章では、この調査プロジェクトがメキシコ・

ユカタン半島からはじまりグァテマラ先住民村

落を対象に、シカゴ大学からの考古学者や言語

学者そして人類学者を動員したプロジェクトへ




