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節目の年に生まれた
二つの展示会

　雇用危機と「派遣切り」を促した
リーマンショックが勃発してちょうど
10 年が経過した 2018 年という節目
の年に、「ラテンアメリカ系」の「労
働者／移住者」に関する特集が本誌
で組まれたことは実にタイムリーであり、
その総論の執筆依頼を受けて、この
10 年をどう総括するべきかという問い
が脳裏をよぎっている。
　本稿を執筆している７月現在、移民
や移住を考える上で象徴的な二つの場
所で、希少な展示会が開催されている
のをご存知だろうか。一つは、JICA
横浜の海外移住資料館の企画展示、

「日伯 110 年の絆〜在日ブラジル人〜在
日 30 年をむかえた日系人の歴史と日
常」である。もう一つは、群馬県大泉
町で開館した「日本定住資料館」であ
る。同時期に、二つの展示企画が登場
したのは偶然ではなかろう。それだけ
各業界の関係者が「歴史」や「区切り」
を意識する機運が高まり、これまでの
歩みを「総括」したいという願望が生
まれているからだといえよう。
　とりわけ前者はかつて南米に向かう
移民船の出発点であった横浜という地
に設けられた移住資料館において、初
めて「入移民」にフォーカスした本格
的な展示として注目に値する。しかも、
この展示を考案したのは受け入れ国 

（日本）側ではなく、在東京ブラジル
総領事館なのである。したがって、こ
の展示は単にブラジル人の「実情」に
ついて知識を深めるために役立つのに
とどまらず、ブラジル系移住者（あるい
はブラジル政府）の視点からどのよう

に日本への「デカセギ史」を解釈・整理・
総括しているかを垣間見る絶好の機会
である。筆者もこの展示の準備に際し
て、監修や資料提供という形で深く関
わったが、その基本コンセプトは総領
事館の外交官によって構想された。そ
してその外交官は、関東圏以北のコミュ
ニティ・リーダーで構成される在東京ブ
ラジル総領事館の市民代表者評議会
が 2015 年 10 月３日に採択した「横浜
宣言」を踏襲していることを認めた。
　この「横浜宣言」は外交官と民間コ
ミュニティ・リーダーによる、いわば「官
民共同執筆」の文章であるという点が
興味深い。発案者は当時の総領事で、
筆者がその草案の執筆を拝命し、横
浜市鶴見区で開かれた総会で評議員た
ちの承認を得た。数ヶ月のタイムラグで
静岡県浜松市や愛知県名古屋市の総
領事館の各市民代表者評議会もこの宣
言への同意を正式表明した。
　ところでこの文章はそもそも何を「宣
言」しているのか。この点こそが、本
特集を読む上で示唆的である。一言で
言えば、「デカセギ時代の終焉」を主
張し、「私たちは日本にフィカール（ficar)
することを選んだ」と宣言している。

「フィカール」という表現はポルトガル
語にもスペイン語にもあり、「滞在す
る」と直訳できるが、「定住」とも「永
住」とも受け取れる。ブラジル出身の
移住者（ラテンアメリカ系移住者全般に
も言えることだが）の日本滞在が「一
時的」あるいは「短期的」ではなくなっ
たことは確かだが、「定住」なのか「永
住」なのかは、依然として個 人々によっ
て意識の差がある。いや、厳密に言え
ば、多くの移住者は自分のフィカールが

「定住」なのか「永住」なのか、明確
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な結論を出したがらない。フィカールは
「いずれブラジルに帰りたい」という夢
を捨てきれていない、出身国に目が向
いている層にも、「日本で頑張っていく
のだ」と移住国に目が向いている層に
も当てはまる、便利な表現だったのだ。
だからこそ、普段はコミュニティのリー
ダー層に対してネット空間で「あいつら
は私の代弁者じゃない」と否定論者が
多いのに比べ、この「横浜宣言」に対
してはほとんど反論が出なかった。
　一方、日本定住資料館の宣伝パンフ
には「30 年前、飛行機の中で見てい
た " 夢 "」という、想像力をかき立てる
キャッチコピーが掲載されている。そし
てポルトガル語文では、「ここ 30 年の
decasséguis（デカセギ者たち）の歩み
を知ろう」と綴られている。
　この常設展示は内容以上にその所在
地が意味深い。群馬県大泉町の「ブラ
ジリアン・プラザ」とは、日本国内で
初の本格的なブラジル系ショッピングセ
ンターとして 90 年代に開設され、国道
354 号線沿いに形成されたいわゆる「ブ
ラジルタウン」の象徴的な複合施設で
あり、移民文化の発信地でもあった。
それが他でもないリーマンショックと雇
用危機の打撃を受けて、閉鎖に追い
込まれ、2017 年にようやく部分復活し
た。コミュニティの繁栄の象徴だった
場所が歴史資料館という形で生まれ変
わったことは、コミュニティの「景気回
復」の兆しと見なすべきなのか、それ
ともひとつの時代の終焉を告げている
のか、これは新たな時代の幕開けなの
か「歴史の終わり」なのか。

本特集の意義

　本特集は「ラテンアメリカ系住民をめ
ぐる現状と課題」というタイトルだが、
示唆に富む数々の原稿を通読してみる
と、未来への希望を持たせる記述と現
状の深刻さに警鐘を鳴らす記述が「共
生」している。
　松宮朝が書いているとおり、「ラテン
アメリカ系住民の住宅確保による生活

の安定をもたらすとは単純に見ることは
できない」のであり、「就労や日本語能
力などの基本的問題は何も変わってい
ないという厳然たる事実にも目を向け
なければならない」のである。私は常 、々
在日ブラジル人が「時給シンドローム」
から抜け出すには至っていないと指摘
してきた。マイホームを購入できても、
時給制の収入や雇用形態に依存し続け
る限り、「第二の雇用危機」への不安
を抱えたままになるだろう。　
　同じく深刻な現状に警鐘を鳴らすの
が阿部裕である。東京五輪に向けて「外
国人観光客」の医療支援に力が入れら
れているのとは対照的に、生活者への
支援が皆無という指摘は重要である。
メンタルヘルスをめぐる問題はラテンア
メリカ系住民の間でもしばしば話題に
挙がり、しかも出身国への帰国後にこ
ころの病気が顕在化・悪化するケース
があることも強調したい。他方、ペルー
への帰国者に着目した小波津ホセが指
摘するとおり、帰国した人々の労働市
場や教育システムへの参入は容易では
ない。　
　ところで本特集は「帰国支援事業か
ら10 年」という趣旨がタイトルにも記
されており、複数の執筆者がこの事業
に言及しているのでここでは詳述せず、
むしろ、帰国支援事業を受給者の視
点から問い直した最近の論文を読まれ
たい（注 1）。かつて帰国支援事業が「日
本から南米へ」の人口の大移動を促し
たとすれば、帰国者への条件付きでの
再入国解禁と日系４世ビザ付与は細や
かな「南米から日本へ」の人口の小移
動をもたらすと予想できる。
　その日系４世ビザ制度の危うさを見
事に整理しているのが鈴木江理子であ
る。「" 移民政策ではない "と主張し続
け、美辞麗句（タテマエ）を用いて受
け入れ社会の責任を回避しようとして
いる政府の姿勢」を暴いている。
　池上重弘は浜松市における若者世
代の活動の具体例から、「多様なアク
ターのゆるやかな連携」に希望を見出
す。ラテンアメリカ系の団体活動紹介

からも、高い志を持つリーダーの存在
が確認できる。むろん、これらの活動
の影響力や波及効果に限界があること
も事実であり、コミュニティを束ねる求
心力のある組織が不足していることは
依然として大きな課題である。そんな
なか、橋本秀吉のインタビューにあるよ
うに、彼がリードする「日本でビジネス
を行うブラジル人」の組織化は、まさ
に希望を抱かせる動きである。
　宮ヶ迫ナンシー理沙は若者の表現活
動を紹介しているが、その勇気ある記
述を讃えたい。話題を呼んだ『孤独な
ツバメたち』で移民の視点ではなく支
援者の視点が際立ち、「すっきりしない
違和感の残る作品だった」という。全
く同感である。雇用危機後の 10 年間、
それに反論する本格的な作品が生ま
れず、代わりに薄っぺらな中身のユー
チューバーが人気を博してチヤホヤされ
るという状況は絶望的である。ただ、
ユーチューブで公表されたロベルト・マ
クスウェル監督のシリーズ『軌跡 ∼ 在
日ブラジル人の 25 年 ∼』（全 9 話）は
有意義で見応えがあるということを特
筆しておきたい（注 2）。
　リリアン・テルミ・ハタノは常に鋭く
文科省の無策を暴き、子供達への温
かい視線に満ちているが、今回の論考
でも「教育問題」の本質を突いていて、
胸が痛んだ。その痛みを和らげてくれ
たのが、第 71 期司法修習生になった
レナン・テルヤのインタビュー（「移住者
のパイオニア」）である。背水の陣を敷
く直向きさがにじみ出る一語一句に重
みがあり、必読である。「ロールモデル」
に過剰なプレッシャーをかけてはなら
ないことは肝に銘じているが、彼のよう
な期待の星が現れ続ける限り、希望は
消えまい。

注 1 イシ、アンジェロ「在日ブラジル人 / デ
カセギ移民　〜　帰国支援事業の受
給者に着目して」日本移民学会編『日
本人と海外移住』明石書店、2018 年）。

注 2 以 下 の リ ン ク で 視 聴 可 能：
h t t p s : //w w w .y o u t u b e . c o m /
watch?v=31T3kkvrQyw


