
．はじめに

の一角を占めるブラジルは、 巨大な国内市場 と 豊富な労働力 多様な天然

資源・農産物 に恵まれるとともに、最近では小型飛行機や自動車、 などの分野で国際

競争力を発揮しつつある（二宮 、小林 、山口 、鈴木 ・ ）。一方、かつ

て年率 ％近くに及んだハイパーインフレは収束し、対外債務問題もほぼ解消されたと

言われる（二宮 、堀坂 ）。こうした中、近年 新たな成長のフロンティア である

ブラジルに対して多国籍企業からの直接投資が活発化している。

日本とブラジルの経済関係についても、ブラジルの経済危機と日本のバブル崩壊というブ

ランクを経て、再び関心が高まるようになってきた。わが国からブラジルへの直接投資は、

年には 億 万ドルに過ぎなかったが、最近では 年 億 万ドル、 年

億 万ドル、 年 億 万ドルと増加傾向を示しており、 年代後半から

年代前半の 輸入代替工業化政策 時代に見られた 第 次投資ブーム 、 年代後半か

ら 年代前半の ブラジルの奇跡 時代における 第 次投資ブーム に続く 第 次投資

ブーム とも言うべき状況が観察されるに至っている ）。

ブラジルは、世界で最多の 日系人 ）を擁する国である（推定約 万人）。ブラジル

社会において日本の文化や言語に相対的に精通していると思われる日系人は、 第三文化体
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日本企業のブラジル事業展開における日系人の
第三文化体 としての可能性
─在日日系人への調査結果を踏まえて─

古 沢 昌 之

）第 次投資ブームは、 年を 年間で をスローガンとしたクビチェック政権下の メタス計画
（ 年 年）に呼応したものである。また、 ブラジルの奇跡 と言われた 年 年にブラジル
は年率平均 ％を超える経済成長を成し遂げた。なお、本文に掲載した日本からの直接投資額は、日本貿
易振興機構 統計ナビ （ ）による。
）本論文における 日系人 の定義は 日本からブラジルへ移住した移民（一世）、およびその子孫（二
世・三世・四世・・・）でブラジル国籍または二重国籍を有する者 とする。但し、本文中では、戦前期
の移民一世を念頭に議論する際には 日本人移民 との表記も用いている。



（林 ・ ）として日本企業の競争優位に資する可能性を秘めた経営資源であると考え

られる。林によると、 第三文化体 とは、 第一文化 （本社所在国の文化）と 第二文化

（現地社会の文化）の双方を体現している主体を指す。そして、 第一・第二両文化の言語

を駆使し、 両文化を理解することで文化的翻訳ができ、 両文化グループの少なくとも一

方から信頼されていることがその必要条件となる。

以上のような問題意識のもと、本論文の目的は、文献研究および筆者が実施した 在日日

系人 へのアンケート調査、さらにはブラジル現地調査の結果を踏まえて、日本企業のブラ

ジル事業展開における 日系人の 第三文化体 としての可能性 を探ることにある ）。具

体的には、まずブラジルにおける日系人および日系人社会の現状と課題について歴史的視点

を交えて論述する。次に、在日日系人へのアンケート調査に基づき、彼（彼女）らの日本語

能力や生活状況、日系進出企業の人的資源管理等に対するイメージ、来日後のアイデンティ

ティやスキル等の変化といった事項を分析する。そして最後にアンケート調査からの発見事

実を総括するとともに、日系人の 第三文化体 としての可能性に関する含意を提示する。

．日系人・日系人社会の現状と課題 歴史的視点を交えて

日本人移民のストラテジーの変遷

ブラジルにおける日系人の歴史は、 年 月 日にサンパウロ州政府からの渡航費補助

を受けた契約移民 人を乗せて神戸を出港した 笠戸丸 がサントス港に到着した同年

月 日に始まる。その背後には、日露戦争後の不況や当時最大の日本人移民受入国であった

米国における排日気運の高まりという日本側の プッシュ要因 とコーヒー農園での労働力

不足に苦悩するブラジル側の プル要因 が存在していた。

こうした状況下、日本人移民の第 次ストラテジーは、短期出稼ぎによる 錦衣帰国 を

目指したものであった（前山 ・ ）。しかし、コーヒー農園の コロノ （契約労働

者）ではそれが不可能であることを知り、中長期の出稼ぎ（第 次ストラテジー）に軌道修

正する ）。具体的には、 コロノ から 分益農 借地農 へと転身しつつ資金を蓄積し、

最終的には 自作農 を目指すというものである。また、日本政府も 年に 海外移住組
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）現地調査は 年 月と 年 月に実施した。主なヒアリング先は、ブラジル日本文化福祉協会、サ
ンパウロ人文科学研究所、サンパウロ日伯援護協会、ブラジル日本都道府県人会連合会、ブラジル日本商
工会議所、ブラジル日本青年会議所、国外就労者情報援護センター（ ）、帰伯労働者情報支援セン
ター（ ）、日伯文化連盟、グルーポ・ニッケイ、ブラジル日本語センター、ブラジル日本移民史
料館、ニッケイ新聞、文化教育連帯協会（ ）、サンパウロ大学、パナソニック、トヨタ自動車、ホン
ダ、 、味の素、ヤクルト、 、東洋紡、 、アマゾン工業連盟、フォス・ド・イグアス
日伯文化体育協会、西部アマゾン日伯協会などである。
）第 次ストラテジーが挫折した背景には、移民会社による誇大宣伝、コーヒー農園における重労働と低
賃金・搾取のシステムがあった。ブラジルでは 年の奴隷貿易禁止令と 年の奴隷制廃止により、隆
盛しつつあったコーヒー産業の労働力不足が深刻化していた（金七 ）。そこで、欧州からの契約移民
の導入が始まったが、奴隷並みの待遇が続く中、イタリア政府がサンパウロ州政府からの渡航費補助を受
けた移民送出を停止するなどしたため、欧州人に代わる コロノ の確保が喫緊の課題となっていたので
ある。すなわち、奴隷に代わるものがイタリア人をはじめとする欧州移民であり、その代替が日本人移民
であった（前山 ・ 、吉田 ）。なお、日本人移民のコーヒー農園での労働・生活については半
田（ ）を参照のこと。
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合法 を公布して 海外移住組合連合会 を設置するとともに、その現地機関である ブラ

ジル拓殖組合 （ 年設立）による日本人移住地の建設に着手するなど国策としての移民

送出に向けた施策を強化していった。その結果、第 次世界大戦前には 万 人の日本

人がブラジルへ移住した ）。だが、日本の敗戦により、移民たちは永住決意という再度の戦

略転換を余儀なくされることになる（第 次ストラテジー）。そして、子女教育のために多

くの人が都市部へと移住していった。移住先では小資本・家族労働で開業できる青果商や洗

濯業、あるいは近郊農業に従事する者が多かったという。また、 年には日本からの移民

が再開し、日本政府（国際協力事業団）としての取り扱いが終了した 年までに 万

人の移民があった。

日系人の社会的上昇

上述した戦略転換とともに、日系人は社会的上昇を遂げていくが、その特徴の一つは ホ

ワイトカラー・テクノクラート型 （前山 ）の上昇にあると言える ）。欧州系の移民と

比べ 遅れてきた者 である日系人にとって、教育は社会的上昇を果たすための数少ない手

段であった（宮尾 ）。事実、サンパウロ大学をはじめ難関大学数校の統一入試

（ ）の合格者に占める日系人の割合は、過去 年以上にわたり ％超を記録して

いるという ）。ブラジル全体の日系人比率が ％程度であることを考慮すれば驚異的とも

言える数字である。

続いて、日系人の職業の変化に目を転じよう。サンパウロ人文科学研究所（ ）による

と、 年時点では日系人の ％が 農林水産業 に従事していたが、 年にはその比

率は ％へと低下した。一方、同期間に 管理・事務職 は ％から ％へ、 専門・

技術職 は ％から ％へと上昇している。このように、日系人は、高学歴を背景にホ

ワイトカラー職への参入を果たし、ブラジルという格差の大きい 二極分化社会 における

中産階級としての地位を築き上げたのである（前山 、西田 ）。

また、日系人の社会的上昇に関しては、 社会的信用 の確立という質的側面も見逃せな

い（和田 、丸山康 ・ ）。 ジャポネース・ガランチード （日本人は信頼でき

る）という言葉に象徴されるように、勤勉・正直・時間に正確といった日系人の特性は、非

ブラジル性やブラジルの反対命題の象徴として捉えられる向きもある（前山 、宮尾

）。そして、日系という出自がブラジル社会でのステータスを得る上でポジティブに作

）戦前移民の約 ％は 年 年に集中している。 年は最多の 人が渡航し、同年にブラジル
が受け入れた全移民の過半数に達した（前山 ）。その後日本から満州（中国東北部）へ移住する者が
多くなり、ブラジルへの移民は減少していく。そして、 年 月末には日伯の国交が断絶したため、移
民受け入れもストップした。一方、日本人移民に対しては 敵性国人 として集会の禁止、財産の凍結、
海岸地方およびサンパウロ市中心部からの強制立ち退き等の措置が下された。また、移民会社の現地事務
所は活動を停止し、領事館も閉鎖されたため、残された人々は 棄民 という深い挫折感を味わうことに
なった（三田 ）。
）前山（ ）は、日系人の社会的上昇に向けたもう一つの戦略として、小工業・小商業を営む 旧中産
階級型 を提示している。しかし、前山（ ）が自ら認めるように、それはブラジルの伝統的範疇化の
中では中産階級とは見なされ難い存在である。加えて、 旧中産階級型 （家族の協働）を通して ホワイ
トカラー・テクノクラート型 の戦略（子女への高等教育の付与）を志向したという側面も大きいことか
ら、本論文では ホワイトカラー・テクノクラート型 を議論の中心に据えることとする。
）筆者のサンパウロ人文科学研究所へのヒアリング調査（ 年）による。かつてブラジルでは サンパ
ウロ大学に入りたいなら日系人を殺せ といったブラックジョークが流行したという。



用し（斉藤 ）、日系人は モデル・マイノリティ （サンパウロ人文科学研究所 、梶

田ほか ）としての認知を獲得していった。すなわち、日系人は、単なるエスニック集団

ではなく、 第三文化体 の必要条件の一つである 信頼度 という点において、ホスト国

社会から高い評価を得ている点に特徴があると言えよう ）。

日系人社会の変容

戦前の日本人移民の集住地は 植民地 と呼ばれ、最盛期で あったと言われる

（前山 ・ ）。それは エスニシティ を主要な統合原理として構造化された地域共

同体であり（前山 ）、 植民地 では内部関係の調整のために 日本人会 が、外部関係

の調整に向けては 日本の農村 を再現した 協同組合 が設立されるケースが一般的で

あった（半田 、斉藤 、移民八十年史編纂委員会 、サンパウロ人文科学研究所

、前山 、宮尾 ）。日本人会は、その補完機能として婦人会や青年会、日本語学

校を擁し、天長節や新年祝賀会・結婚式など諸行事を執り行うとともに、物流のための道路

や橋梁の建設・修復作業にも携わった。一方、協同組合は種子・肥料の一括購入と配給、植

付・収穫時期の管理、さらには悪徳な仲買人による中間搾取を排除するための価格設定など

コントロールと相互扶助の機能を担った（ 、丸山浩 ）。すなわち、農業技

術の向上には熱心だが、言語的ハンディキャップを抱え、経営手腕にも長けているとは言い

難い日本人移民の弱点を 組織力 で補ったのが協同組合であったと言える（宮尾 ） ）。

こうした戦前の日系人社会は、日本領事館を頂点として直接天皇につながる日本の飛び地

と認識され、 在伯同胞社会 邦人社会 と呼ばれていた（前山 ・ ）。しかし、戦

後は 勝ち組・負け組 闘争により混乱状態に陥ることとなる。当時、日系人の 割以上が

日本の敗戦を信じない 勝ち組 であったとされており、 件の襲撃事件が発生し、 人

の死者が出るに至った（前山 、原田 ）。事態がようやく収束したのは、 年の

サンパウロ市 年祭 の頃であり、翌年 サンパウロ日本文化協会 （現ブラジル日本文

化福祉協会）を設立して日系人社会の統合が図られることになる（ブラジル日本文化福祉協

会 ） ）。そして、一世が永住の意思を固め、ブラジル生まれの二世も成長する中、日系

人はブラジルの社会構造の一部を正規に構成する者としてのアイデンティティを培養し、自

らを 日本の日本人 と区別して日本を外国と見なす 日系コロニア という別次元の日本

を構築していくことになる（前山 ・ ）。もはや 在伯同胞社会 邦人社会 ではな
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） 移民 周年 にあたる 年は 日本ブラジル交流年 として両国で様々なイベント・式典が開催さ
れた。特に、ブラジルでは多くのマスコミが高い関心を示すなど日系人のブラジル社会への貢献が改めて
評価される機会となった（森ほか ）。但し、日本人移民は当初から歓迎されていた訳ではない。 レイ
ス法案 （ 年）や 外国移民二分制限法 （ 年）など排日キャンペーンが展開されたこともある。
また、その背景には 硫黄のごとく同化しない と言われた日本人移民への非難も存在した。詳細につい
ては、三田（ ）を参照。
）日系人の農業面での貢献は高く評価されている。具体的には、 野菜や果物の新品種の導入と改良、
灌漑や施肥、病虫害の防除、深耕による土壌改良といった生産技術の革新、 協同組合に代表される農村
の組織化などである（斉藤 ）。なお、農業関係については、山中（ ）も詳しい。
） 年祭に際して、サンパウロ市政府より各国移民社会に対して協力の要請があり、日系人社会では勝
ち組・負け組の枠を越えて 日本人協力会 を設置した。そして、 年の同協力会解散総会の席上で
年後の 日本移民 年祭 を見据えた サンパウロ日本協会創立準備委員会 が設置されることになった
のである。
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くなったということである。

日本への デカセギ現象

その後、 年代に入ると、日本への デカセギ ）現象が始まる（石川 、堀坂

、森 、深沢 、 、 、 、 、

、 、 、二宮 、杉山 、小内 ）。デカセ

ギの背景には、ブラジルの経済不況で日系人の多くが属していた中産階級が崩壊の危機に瀕

したという プッシュ要因 に加えて、労働力不足が顕在化する中で 定住者 と呼ばれる

在留資格を新設した日本側の プル要因 が作用していた ）。

表 が示すとおり、日本におけるブラジル国籍者数は入管法改正のわずか 年後に 万人

を突破した。そして、ピークの 年には 万人を数えた。しかし、リーマンショック後

はブラジルへ帰国する者が目立ち、 年末には 万 人にまで減少している。また、

年 月の東日本大震災で帰国した人も多いと推察される ）。但し、日本とブラジルを往

復する日系人も多く（デカセギのリピーター化 渡辺・イシ ）、デカセギ経験者は日本

在住者も含めると既に日系人の に達すると言われている（二宮 ）。

しかし、一方で、デカセギ現象は、帯同子女の不就学・不登校問題や犯罪、さらには帰国

者の再適応問題など、日本とブラジルの両国で社会問題を惹起するに至っている（渡辺

、井桁 、野元 、梶田ほか 、中川・中川柳田 ）。例えば、在日日系人に

おける義務教育就学年齢者のうち約 割が不就学・不登校の状態にあると言われる ）。ま

た、ブラジル人は日本における外国人犯罪（成人）で 位、少年犯罪では 位となっている

（二宮 ）。他方、デカセギ帰国者については、日系人精神科医の中川デシオ勇氏（故

）この デカセギ という言葉は、今日ではポルドガル語辞典にも“ ”として掲載されている
ため、本論文ではカタカナで表記している。
）厳密には、日系人のデカセギは 年代に始まっている。森（ ）によると、ブラジルの邦字新聞
に初めてデカセギの求人広告が掲載されたのは 年で、当時は日本国籍者と二重国籍者が対象であっ
た。その後、ブラジル国籍者の 特例ビザ による日本入国が増え始め、やがて 年の 入管法改正
を迎えることとなる（二宮 ）。その結果、日系二世と三世、さらにはその非日系配偶者および扶養家
族である未成年の四世にも在留資格が与えられることになった。
）例えば、 年 月のブラジル人の日本への入国者数は 人（うち定住者 人）であるのに対
し、日本からの出国者数は 人（うち定住者 人）に達している（法務省 出入国管理統計表
による）。
）不就学・不登校の原因の一つは日本の公立学校における いじめ や言葉の問題である（中川・中川柳
田 ）。一方、ブラジル人学校の多くは、各種学校の認定も受けていないため、補助金が交付されず高
い授業料を余儀なくされている（小島 、二宮 ）。特に、リーマンショック後は経済的困窮から退
学者が相次いでいるが、そうした状況が帯同子女を取り巻く環境を一層悪化させる恐れがあるとして、滋
賀県愛知郡のサンタナ学園では学費滞納者への教育を継続しているという（筆者の同学園へのヒアリング
調査による。 年 月・ 月）。

（表 ）在日ブラジル国籍者数（外国人登録者数）の推移

年 年 年 年 年 年 年 年 年

登録者数（人）

うち 定住者

（出所）法務省 登録外国人統計 （各年版）などに基づき筆者作成。



人）が 帰国シンドローム と命名したブラジルでの不適応に伴う精神的ストレスの問題が

指摘されている。特に、キャリア上の 再出発 やブラジルの 治安の悪さ に関して不安

を抱える帰国者が多いという（イシ ） ）。同様に、帰国子女のブラジル文化への再適応

や教育問題も深刻であり、日本での中途半端な学習履歴が帰国後の不就学を誘発している可

能性が指摘されている（中川・中川柳田 、深沢 ） ）。

日系コロニア の課題

次に、近年の 日系コロニア が抱える課題について述べる。第 の課題は、混血・同化

の進展による日本語能力の低下である。ブラジル社会の特徴の一つは 人種民主主義 のイ

デオロギーと関係した広範な混血の進行にあり、日系人についてもその例外ではない ）。

年に ブラジル日本移民 年記念事業 として実施された ブラジル日系人口実態調

査 によると、日系二世の混血率は ％に留まるが、三世は ％、四世では ％に達

している（サンパウロ人文科学研究所 ）。また、同化に関しては、宮尾（ ）がブラ

ジルにおいて日系人ほど急激に同化した人種はなく、各国の日本人移民の中でブラジルほど

急速に現地社会と融合した例もないと述べている。そして、その原因については、中隅

（ ）がブラジルという 容れ物 の特徴と日本人の民族的特性の両面から論考を試みて

いる。中隅はブラジルを何でも消化する 大蛇の胃袋 と描写し、固有の文化・価値観が他

国からの侵略で捻じ曲げられた経験がなく無原理・無原則でタブーのない日本人の子弟が、

無原理・無原則でタブーのないブラジルを母国としたことで掛け算の同化が進んでいると主

張する。こうした中、日系人で日本語の 読み書き が全くできない者は ％、 会話

が全くできない者は ％に上るなど日本語能力の低下が懸念されている（サンパウロ人文

科学研究所 ）。一方、日系人の数は移民 周年時（ 年）の約 万人 ）から今日では

推定約 万人へと 倍弱に増加しているにもかかわらず、日本語学習者数はその間全く増

えていない（ 年 人 年 人） ）。この背景について、宮尾（ ）

は、 日本語の 必要性の希薄さ 、 日本語の 難しさ 、 日本の 文化力の弱さ を挙

げている ）。また、 日本人教育 （日本人らしさの継承）を根本理念とした従来型の 継承

日本語教育 の限界やブラジルにおける脆弱な日本語教育システムを問題視する声もある。
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）サンパウロでは、 年からボランティア団体 グルーポ・ニッケイ がデカセギ帰りの再適応・再就
職を支援する ただいまプロジェクト を実施してきた（ 年 月末で終了）。同プロジェクトでは、
帰国者に対して デカセギ経験 にプライドを持つべきことを強調してきたという（筆者のグルーポ・
ニッケイへのヒアリング調査による。 年）。
）こうした中、サンパウロに本拠を置く非営利団体 文化教育連帯協会 （ ）は、サンパウロ州政府
との協定のもと、小中学校に専門家を派遣して再適応に苦しむ帰国子女を支援する カエル・プロジェク
ト に取り組んでいる（筆者の へのヒアリング調査による。 年）。
）この点に関連して斉藤（ ）は、米国の人種関係は 二人種関係 （バイレーシャル）であるのに対
して、ブラジルのそれは 多人種関係 （マルチレーシャル）であり、混血が起こりやすいとしている。
事実、ブラジルにおける混血（人）の比率は 年から 年の間に 倍弱に増加している（富野 ）。
但し、本文でも述べたように、 人種民主主義 は一つのイデオロギーであり、それはブラジルにおいて
人種間の社会的不平等が存在しないことを意味するものではない。詳しくは斉藤（ ）、前山（ ）、
富野（ ）を参照のこと。
）正確には 万 人で、移民 周年記念事業の一つとして悉皆調査が行われた。詳細はブラジル日系人
実態調査委員会（ ）を参照されたい。
）筆者のブラジル日本語センターへのヒアリング調査による（ 年）。



日本企業のブラジル事業展開における日系人の 第三文化体 としての可能性（古沢）

例えば、サンパウロ人文科学研究所（ ）は、日本語学校の ％が教師数 名以下で運

営され、生徒数 名未満の学校が ％を占めていることを示すとともに、そうした状況が

日本語教育の質的低下という悪循環をもたらす可能性に懸念を表明している ）。

第 の課題は、文協 ）や県人会といった日系コロニアの諸団体の求心力低下である。そ

れは会員数の減少や活動の停滞・衰退となって現われている（村野 ）。その原因は、新

規移民の途絶と世代交代、二世以降の同化により 相互扶助 の必要性が低下したことにあ

ると考えられる。この点に関連して、斉藤（ ・ ）は、日系コロニアが存続するのは

移民が同化へ至る過程で適応の安全地帯として一時的にそれを必要とするからであり、後続

移住者がいるためであるという コロニア安全地帯論 を展開している。斉藤によれば、ブ

ラジルへ渡った日本人がブラジル社会に融合するには両国を隔てている大通りを横断せねば

ならないが、この大通りは交通が頻繁で危険であるため大通りの真ん中にある安全地帯、つ

まりコロニアで一時休息し、ブラジル社会についての勉強を積んだ後、勇気を得て対岸のブ

ラジル側へ渡るのが最も安全ということである。同様に、宮尾（ ・ ）は、コロニア

の諸団体は一世が異文化の慣れない環境下で相互に助けあっていくために生まれたものであ

り、 万の日系人といってもそれは単に数としてのもので、そこに一つの社会が存在して

いるわけではないと主張する。別言すれば、それは皮肉にも一世が苦労して教育を授けた二

世の社会的上昇が コロニア離れ を促進したということである（ 、原田

） ）。

．実証研究 在日日系人に対するアンケート調査報告

次に、これまでの議論を踏まえて、筆者が実施した在日日系人へのアンケート調査の結果

を報告する。本調査は、 年の 月 月に群馬、愛知、岐阜、滋賀、兵庫、富山など日

系人集住地に在住する日系人（成人）を対象に行ったものである ）。主な調査項目は、来日

）宮尾（ ）は、 文化力 について、各国の文化は世界に知られ、享受され、尊重されるものでなけ
れば力となって作用しない旨を論じ、ブラジルで経済力と同様に日本の文化力が及んでいたならば、いか
に難しい言語であっても、もう少し日本語を学び、さらに日本を深く知ろうとする者が多く出ていたであ
ろうと述べている。また、この点に関連して宮尾（ ）は、ドイツ系では本国政府とドイツ系の移民社
会、さらには進出企業が連携してエスニック系コレジオ（エスニックスクール、民族系学校）を運営し、
自国の文化と言語を後継世代のみならずブラジル社会全体に普及させようとしていることを紹介するとと
もに、日系に関しては従来こうした観点からのコロニアと進出企業の協力関係が希薄であった点を指摘し
ている。そして、長く構想が頓挫状態にある日系コレジオ 日伯学園 の創設を提言している。宮尾
（ ）によると、ブラジル移民の歴史が日本より 年以上浅い韓国も立派な 韓伯学園 を有してお
り、主要な移民社会の中で上記の如きエスニック系コレジオを持たないのは日系ぐらいであるという。な
お、同様の主張は丸山浩（ ）にも見られる。
）移民開始当初から今日までのブラジルにおける日本語教育については、森脇・古杉・森（ ）を参照
のこと。
）日本人会の多くは、今日では文化体育協会や文化福祉協会へと名称を変更している。文協はその略称で
ある。
）このほか、デカセギ現象による地域社会の空洞化が日系コロニアの諸団体の活動の衰退を加速させてい
ると考えられる（渕上 、村野 、二宮 ）。なお、 年には日系コロニアの成長・発展の象徴
とも言うべき存在であったコチア産業組合と南伯農業協同組合中央会がブラジルの経済混乱の中で多額の
負債を抱えて解散に追い込まれた。また、コロニアの経済基盤を支えた南米銀行も 年にスダメリス銀
行に吸収されるに至った。 コロニアに生まれ、コロニアと共に育ち が南米銀行のモットーであった。



前および現在の日本語能力、日系人の特性に関する認識、来日前および現在の生活状況、デ

カセギ帰国者に対するイメージ、日系企業の人的資源管理等のイメージ、来日後の変化（ア

イデンティティ、日本人や日本企業・日本的経営のイメージ、スキル・人脈）などであり、

ポルトガル語の質問票に無記名で回答を依頼した。回答数は 人であった。

回答者の属性

回答者の大半は二世または三世であった（表 ）。二世の 混血 の比率は ％に過ぎ

ないが、三世ではそれが ％に達している。年齢別に見ると、二世は 代以上 が

％であるのに対して、三世は 代以下 が ％を占めている（表 ）。混血に

代以下 が多いのは、三世における高い混血率が関係していると思われる。この他、紙幅の

関係上、表の掲載は割愛するが、 ％が来日 回目以上のいわゆる リピーター （休暇

等による一時的な出入国を除く）で、通算在住年数 年以上 が ％に達する。最終学

歴は 高卒 が ％で最多であるが、 大学卒・大学院修了者 も ％存在している。

また、来日前の職業は ホワイトカラー・公務員・教員 が ％、 社長・自営業 が

％であったが、日本での職業は ブルーカラー・非正規労働 が ％を占めている。

但し、これは逆に言えば ホワイトカラー・教員・社長・自営業 が ％に達することを
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）本調査は、筆者の科学研究費補助金研究（ 日本企業の国際人的資源管理における 日系ブラジル人の
活用 に関する研究 、 年度 年度）の一環として実施したものである。原則各地の日系ブラジ
ル人団体が関係するイベントや会合に筆者が出向いてアンケートに回答してもらうという方法を採用し
た。アンケートにご協力いただいた各団体および日系人の方々に対して感謝申し上げる次第である。な
お、直近の来日が幼年期であったり、日本生まれであるためにブラジルでの生活の記憶・経験がない人に
ついては対象から除外した。また、各地の日系人集住地では非日系配偶者に対するアンケートも実施し
た。さらに、 年 月 月には 在ブラジル日系人 へのアンケート調査、 日系進出企業 へのア
ンケート調査を行った。これらの結果については、別途報告したい。

（表 ）回答者の属性 ）世代および混血に関する状況

全 体 一 世 二 世 三 世 四 世

％ ％ ％ ％ ％

純血 ％ ％ ％ ％ ％

混血 ％ ％ ％ ％ ％

合 計 ％ ％ ％ ％ ％

注 回答数。

（表 ）回答者の属性 ）年齢に関する状況

全体 一世 二世 三世 四世 純血 混血

代 ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％

代 ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％

代 ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％

代 ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％

代 ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％

合計 ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％
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意味するので、入管法改正後 年が経過し、在日日系人にも職業的分化が生じつつあるのか

もしれない。なお、 永住権取得者 は ％、 マイホーム所有者 も ％あった。そし

て、 既婚・家族同居 が ％ある一方、 年後ブラジルに帰国していたい との意思を

有する人も過半数（ ％）に及んでいる。

日本語能力

初来日前と現在の日本語能力（話す・読む・書く）について、 点法（ 問題なくでき

る、 まあまあできる、 少しできる、 ほとんどできない、 全くできない）に

よる回答を求め、その平均値を算出した（議論の便宜上、一世と四世のデータ掲載は省略。

以下、同様）。まず、初来日前については、 話す・読む・書く の全てにおいて二世が三世

を、純血が混血を上回り、統計的有意差が検出された（表 ）。一方、現在の能力は、 初来

日前 と比べて 話す が ポイント、 読む は 、 書く は アップしており、

自己申告による回答とは言え、日系人の日本語能力が向上している様子が伺える（表 ）。

そして、 読む 書く については有意差はないものの、三世のスコアが二世を逆転してい

る点が注目されよう。また、全体として 純血─混血 間の格差も縮小傾向にあると言え

る。

来日前の生活状況

初来日前の生活状況に関する 項目に対して 点法（ 全くそのとおり、 どちらか

と言えばそのとおり、 どちらとも言えない、 どちらかと言えば違う、 全く違

う。以下、同様）による回答を求め、平均値を算出した。その結果、 両親・祖父母から日

本・日本人についてよく話を聞いていた が で最高となったが、全体的傾向として自身が

積極的に日本語や日本の文化に触れるための行動を取っていたようには思えない（表 ） ）。

なお、 二世─三世 間では 項目で有意差が現れ、いずれも二世の数値が三世を上回っ

た。世代間で生活スタイルや日本人・日系企業との接点に違いがあったことが分かる。ま

）表中では全体の平均値が 以上の項目について順位を付している（以下、同様）。

（表 ）初来日前の日本語能力

全体 二世 三世 値 純血 混血 値

話す

読む

書く

注 （以下、同様）。

（表 ）現在の日本語能力

全体 二世 三世 値 純血 混血 値

話す

読む

書く



た、 純血─混血 間では、 家庭内の会話（日本語） 家庭内の食事（日本食） 正月・盆

など日本の風習を意識した生活 日本人・日系企業との交流 などに関して有意差が検出

され、いずれも純血のスコアの方が高いという結果が示された。

現在の生活状況

ここでは、現在の（日本での）生活状況について 項目を提示した。 点法による回答の

平均値は 日本語のテレビ・ラジオの視聴 が で最も高かった（表 ）。 二世─三世

間では、 家庭内の会話（日本語） 日本語のテレビ・ラジオの視聴 日本の歌謡曲・

大阪商業大学論集 第 巻 第 号（通号 号）

（表 ）来日前の生活状況

項 目 全体 二世 三世 値 純血 混血 値

日系コロニアの行事 活動によく参加していた

日本語を学校（日本語学校も含む）で十分に

学習していた

家庭内の会話は日本語が中心であった

日本語の新聞をよく読んでいた

日本語のテレビやラジオをよく視聴していた

インターネットで日本の出来事についてよく

情報検索していた

日本の歌謡曲や をよく聴いていた

日本のアニメ マンガをよく観ていた

俳句や小説など日本の文学 文芸に強い関心

を持っていた

スポーツの試合では、ブラジルとの対戦を除

き日本をよく応援していた

日本の宗教に強い関心を持っていた

日系移民の歴史についてよく知っていた

自分のルーツ（日本人の先祖）についてよく

知っていた

両親・祖父母から日本 日本人についてよく

話を聞いていた
（ 位）

日本在住の日本人の親戚とよく連絡を取って

いた

日本在住の日系人の親類 知人とよく連絡を

取っていた

家庭内での食事は日本食が中心であった

正月 盆など日本の伝統的風習を強く意識し

て生活していた

日本人のビジネスパーソンや日系企業と交流

する機会がよくあった

プライベートな友人 知人は、日系人が中心

であった
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の鑑賞 正月・盆など日本の風習を意識した生活 などで有意差が検出され、その

全てで二世のスコアが三世を上回った。また、 純血─混血 間では、 家庭内の食事（日本

食） 正月・盆などを意識した生活 日本語資格などキャリアアップへの努力 について

％水準または ％水準の有意差が現れ、いずれも純血の数値の方が高かった。

なお、 来日前 との変化を探るべく提示した 項目については、いずれも現在のスコア

が来日前を上回った。当然かもしれないが、来日前に比べると日本語や日本の文化に触れる

機会が増えている。さらに、全体的な傾向として、これら項目の 二世─三世 間、 純血

─混血 間の格差も縮小していると言える。

デカセギ帰国者に対するイメージ

デカセギ帰国者に関するイメージについては、 帰国後の再適応に苦労している の数値

（表 ）現在の生活状況

項 目 全体 来日前 二世 三世 値 純血 混血 値

在日ブラジル人関連の団体の行事

活動によく参加している

家庭内の会話は日本語が中心である

日本語の新聞をよく読んでいる

日本語のテレビやラジオをよく視聴

している
（ 位）

日本語のインターネットサイトでよ

く情報検索している

日本の歌謡曲や をよく聴い

ている

スポーツの試合では、ブラジルとの

対戦を除き日本をよく応援している
（ 位）

日本に住んでいる日本人の親戚とよく

連絡を取ったり、会ったりしている

先祖が眠る日本のお墓によくお参り

に行っている

家庭内での食事は日本食が中心である

正月 盆など日本の伝統的風習を強

く意識して生活している

日本人のビジネスパーソンや日本の

企業と交流する機会がよくある

日本語やパソコン 会計の資格取得など

キャリアアップに常に努めている

地域の町内会 自治会の行事 活動に

よく参加している

日本に住んでいるブラジル人以外の

日系人とよく交流している



が圧倒的に高く に達したが、他の項目で を超えたものはなかった（表 ）。 日系人

家庭の収入増・資産形成 といったデカセギ帰国者が持ち帰るプラスの効果よりも、 再適

応への苦労 というネガティブな側面が強調される結果となった ）。これについては、前述

したように、回答者の多くが リピーター であることから、自身のブラジル帰国時の経験

が影響しているのかもしれない。

日系企業の人的資源管理等のイメージ ）欧米系企業との比較

次に、日系進出企業の人的資源管理等に対するイメージについて つの視点から尋ねた。

第 の視点は、欧米系企業と比較した場合のイメージで、在外日系企業の人的資源管理に関

する代表的先行研究（ 、植木 、安室 ・ 、 、

、吉原 ・ 、白木 ・ 、藤野 、安室・関西生産

性本部 、古沢 など）に基づき、その特性と考えられる事項を肯定的側面・否定的側

面の両面から 項目提示した。全体の集計では、 項目で平均値 以上を記録したが、そ

れらはいずれも日系企業の人的資源管理の 弱み （否定的側面）に関するものであった

（表 ）。特に、 規則が細かい 雰囲気が堅苦しい の 項目は平均値が 以上に達し

た。また、 現地化の遅れ や 低い賃金水準 日本人駐在員との待遇格差 グローバル

なキャリア機会の欠如 に関連した項目も高い数値を示した。

一方、在外日系企業の 強み （肯定的側面）と捉えられてきた項目に対する評価は必ず

しも高くなかった。具体的には、 ホワイトカラーとブルーカラーの格差が小さい 以外は

スコアが 点台であった。例えば、 一般従業員のアイデアを上手く吸い上げている は

に留まるなど、 衆知を集める経営 （加護野・関西生産性本部 ）が日系企業の特性

として浸透していない様子が伺える。

また、本設問に関しては、 二世─三世 間、 純血─混血 間で有意差が検出されたのは

項目のみであったことから、これらのイメージは属性を越えて定着しているものと思われ

る。
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）日本で働くデカセギ者によるブラジルへの送金額は年間 億米ドルに達するという（二宮 ）。ブラ
ジルの対日輸出総額（ 年）が 億ドル強であることを想起すれば、その規模の大きさが分かるであろ
う。なお、本調査で ブラジルの家族によく送金しているか を尋ねたところ、 全くそのとおり どち
らかと言えばそのとおり との回答が合計 ％を占めた。

（表 ）デカセギ帰国者に対するイメージ

項 目 全体 二世 三世 値 純血 混血 値

日系人家庭の収入増や資産形成に貢献している

日系人の社会的地位の向上に貢献している

日系企業のブラジル現地経営に貢献している

日系コロニアの発展 活性化に貢献している

日系コロニアで尊敬（高い評価）を受けている

帰国後ブラジル社会への 再適応 に苦労している （ 位）



日本企業のブラジル事業展開における日系人の 第三文化体 としての可能性（古沢）

日系企業の人的資源管理等のイメージ ）日系人・日系コロニアとの関係

日系企業の人的資源管理等のイメージに関するもう一つの視点は、日系人・日系コロニア

との関係である。結果は、 日本語能力に対して十分な手当を支払っていない 日本語能力

だけの便利屋として使い捨てにしている が平均値 を超えた（表 ）。一方、 日系コロ

ニアへの貢献 日系コロニアの企業の活用 デカセギ帰りの活用 については 点台で

あった。

また、ここでも 項目を除き属性別の差異は検出されなかったことから、こうしたイメー

ジが 二世─三世 、 純血─混血 を問わず浸透していると考えられる。

来日後の変化（アイデンティティ、日本人や日本企業・日本的経営のイメージ、スキ

ル・人脈など）

キャリアアップにつながる知識・スキルが身についた が最高で に達し、自らのエ

ンプロイアビリティの上昇を実感する回答者が多いことが分かる（表 ）。第 位は 日系

（表 ）日系企業の人的資源管理等のイメージ ）欧米系企業との比較

項 目 全体 二世 三世 値 純血 混血 値

経営幹部人材の現地化が遅れている （ 位）

ブラジル人マネジャーの賃金水準が低い （ 位）

人事制度が年功序列的である （ 位）

経営理念の共有化が不十分である

グローバルなキャリア機会が少ない （ 位）

ブラジル人マネジャーへの教育訓練が不十分で

ある

駐在員とブラジル人マネジャーの待遇格差が大

きい
（ 位）

社内コミュニケーションがスムーズでない （ 位）

人間関係が複雑で、雰囲気が堅苦しい （ 位）

社内の規則が細かく、厳しい （ 位）

仕事の進め方や手続きの文書化 標準化が進んで

いない

責任や権限があいまいである

ブラジル人マネジャーへの権限委譲が不十分で

ある
（ 位）

残業や休日出勤が多く、労働時間が長い （ 位）

雇用が安定している

一般従業員のアイデアを上手く吸い上げている

ホワイトカラーとブルーカラーの格差が小さい

学歴不問でマネジャーに登用される

労働組合との関係が良好である

レクリエーション活動が充実している



人としてのアイデンティティが増した （ ）、第 位は キャリアアップに活かせる人脈

を構築できた （ ）であった。なお、属性別の有意差は検出されなかった。

来日後の変化 の要因分析（重回帰分析）

最後に、上で見た 来日後の変化 を従属変数とした重回帰分析を試みる。独立変数は

能力・キャリア関連項目 （現在の職業および日本語能力の変化）と 現在の生活状況

とした（表 ）。 日本語能力の変化 は現在の能力から初来日前の能力を引いたスコアを用

い、 現在の生活状況 に関しては表 の 項目を因子分析にかけて つの因子を抽出した

（表 ）。

結果は、 日系人としてのアイデンティティが増した については、 現在の生活状況

（因子）の 日本社会への積極的アプローチと日本語の使用 在日日系人との交流と日本
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（表 ）日系企業の人的資源管理等のイメージ ）日系人・日系コロニアとの関係

項目 全体 二世 三世 値 純血 混血 値

日系人を 日本語能力だけの便利屋 として使い

捨てにしている
（ 位）

日系人の日本語能力に対して十分な手当を支払っ

ていない
（ 位）

日系人は、 文化の橋渡し役 として活躍している

日系人は、日本人とブラジル人従業員の 板ばさ

み となり苦労している

日系コロニアに対する支援 貢献活動を十分に行っ

ている

日系コロニアの企業（日系人が経営する地場企

業）の力を上手く活用している

デカセギ帰りの日系人の知識 スキル 経験を十分

に活用している

日本人駐在員は、横柄な態度で日系人 日系コロニ

アを見下している

（表 ）来日後の変化（アイデンティティ、日本人や日本企業・日本的経営のイメージ、スキル・

人脈など）

項目 全体 二世 三世 値 純血 混血 値

日系人としてのアイデンティティが増した

日本人に対するイメージが好意的に変化した

日本企業や日本的経営に対するイメージが好意

的に変化した

将来のキャリアアップにつながるような知識や

スキルが身についた
（ 位）

将来のキャリアアップに活かせるような人脈を

構築できた



日本企業のブラジル事業展開における日系人の 第三文化体 としての可能性（古沢）

の風習を意識した生活 が有意となった（表 ）。次に、 日本人に対するイメージが好意的

に変化した 日本企業や日本的経営に対するイメージが好意的に変化した に対しては、

日本語媒体による日本理解と日本文化への関心 が有意であった。また、 キャリアアッ

プにつながる知識・スキルが身についた キャリアアップに活かせる人脈を構築できた

には 在日日系人との交流と日本の風習を意識した生活 や 日本社会への積極的アプロー

チと日本語の使用 が強い説明力を有することが分かった。

（表 ）独立変数群

能力・キャリア関連項目 ・現在社長ダミー（会社社長・自営業 、その他 ）

・現在ホワイトカラーダミー（ホワイトカラー・教員 、その他 ）

参照カテゴリー ブルーカラー・非正規労働

・日本語能力の変化（現在 初来日前）

現在の生活状況 （因子）日本語媒体による日本理解と日本文化への関心（信頼性係数 ）

（因子）日本社会への積極的アプローチと日本語の使用（信頼性係数 ）

（因子）日本人の親戚との付き合いと先祖を敬う気持ち（信頼性係数 ）

（因子）在日日系人との交流と日本の風習を意識した生活（信頼性係数 ）

（表 ） 現在の生活状況 の因子分析

項 目 因子 因子 因子 因子

日本語のテレビやラジオをよく視聴している

日本の歌謡曲や をよく聴いている

日本語のインターネットサイトでよく情報検索している

スポーツの試合では、ブラジルとの対戦を除き日本をよく応援して

いる

日本語やパソコン 会計の資格取得などキャリアアップに常に努めて

いる

地域の町内会 自治会の行事 活動によく参加している

日本人のビジネスパーソンや日本の企業と交流する機会がよくある

日本語の新聞をよく読んでいる

家庭内の会話は日本語が中心である

先祖が眠る日本のお墓によくお参りに行っている

日本に住んでいる日本人の親戚とよく連絡を取ったり、会ったりし

ている

在日ブラジル人関連の団体の行事 活動によく参加している

正月 盆など日本の伝統的風習を強く意識して生活している

日本に住んでいるブラジル人以外の日系人とよく交流している

固有値

寄与率 ％ ％ ％ ％

注 因子抽出法 主因子法、回転法 バリマックス法（回転後の数値）、固有値 以上。



．おわりに アンケート調査からの発見事実と含意、今後の研究課題など

アンケート調査からの発見事実と含意

まず、在日日系人の初来日前の状況については、日本語や日本文化に接するための行動を

積極的に取っていた人は少数派であったと考えられる。しかし、来日後は日本語能力が大き

く向上し、日本文化に触れる機会が増加するとともに、来日前は顕著であった 二世─三

世 間や 純血─混血 間の格差も縮小傾向にある。

また、デカセギ開始 年が経過する中、在日日系人には職業的分化の兆候が観察され、日

本での生活・労働を通してスキルや人脈を構築し、自らの エンプロイアビリティ のアッ

プを実感する者も多いと考えられる。統計分析では、自己啓発などキャリアアップに向けた

努力、日本人ビジネスパーソンや日本企業・地域社会との交流、日本語の使用、さらには在

日日系人間の交流や日本の風習を意識した生活などがそれらに資することが明らかになっ

た。その意味では、従来の 顔の見えない定住化 （梶田ほか ）や セグリゲーション

による共生 （小内 ）とは異なる新たなステージが到来しつつあるのかもしれない。

こうしたデカセギによる日系人の質的変容は、 第三文化体 として日本企業のブラジル

現地経営に貢献する可能性を秘めた事象であると言えよう ）。しかし、彼らの日系進出企業

の人的資源管理等に対するイメージは、属性を問わず否定的で、 日本語能力 に対する処

遇への不満も見られる。今後日系企業には 現地化 グローバルなキャリア機会 日本語

能力への処遇 、さらには （日系人を含めた）ローカル人材に対するコントロール様式 と
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（表 ） 来日後の変化 の要因分析（重回帰分析）

日系人としての

アイデンティ

ティが増した

日本人に対する

イメージが好意

的に変化した

日本企業や日本的経

営に対するイメージ

が好意的に変化した

キャリアアップに

つながる知識・ス

キルが身についた

キャリアアップ

に活かせる人脈

を構築できた

現在社長ダミー

現在ホワイトカラーダミー

日本語能力の変化

（因子）日本語媒体による日本

理解と日本文化への関心

（因子）日本社会への積極的ア

プローチと日本語の使用

（因子）日本人の親戚との付き

合いと先祖を敬う気持ち

（因子）在日日系人との交流と

日本の風習を意識した生活

調整済み 乗

値

注 係数は標準偏回帰係数。



日本企業のブラジル事業展開における日系人の 第三文化体 としての可能性（古沢）

いった諸課題への対応を通して、 エンプロイメンタビリティ の強化を図ることが求めら

れるであろう（小池 、二宮 ）。

一方で、在日日系人の中には帰国後の 再適応 に不安を感じる者が多いことが明らかに

なった。そこで、日系コロニア側においては、従来からの デカセギ支援 （国外就労者情

報援護センター ）の活動など）のほかに、帰国者の 再適応支援 や （再）就職支援 、

さらには日本企業のブラジル事業展開の拡大・強化に対応した 人材紹介 といった仕組み

を日本企業やブラジル政府との連携のもと構築・強化していく必要があると考える ）。

加えて、日本側でも 在日二世 （日本生まれの日系人）の教育問題をはじめ課題が残さ

れている。こうした中、官民協力のもと、日本語・ポルトガル語ともに十分にできない ダ

ブルリミティッド （セミリンガル）などの問題解決に取り組むことは、 第三文化体 とし

ての人材プールの拡大・強化につながるものと思われる。

今後の研究課題など

本アンケート調査は、サンプリング方法などの面で一般化に向けた限界を有する。しか

し、在日日系人の意識や日本語能力、生活状況などの分析を通して、彼らの 第三文化体

としての可能性や、日系進出企業の人的資源管理面での課題を探るための手がかりを得られ

たものと考える。今後は、集住地別の分析や非日系配偶者に対する調査結果との比較に取り

組むとともに、筆者が実施した他の つのアンケート調査（在ブラジル日系人への調査、日

系進出企業への調査）から導出される知見との統合を図る必要がある。

主要参考文献

二宮正人編・訳

家族構造と社会的移動性─サンパウロ州に在住する日本人の研究─ 。

）この点に関連して梅棹（ ）は、移住先における出身民族の文化的特質を支えるものは、文化の源泉
地あるいはオリジンとしての出身地との連帯にほかならないと述べるとともに、そうした文化的特質に
よってこそ現地社会への貢献が可能になると主張している。
） 年に設立された 国外就労者情報援護センター （ ）は、デカセギ希望者に日本での生活・
労働に関する情報の提供や日本語講座などを実施している（筆者の へのヒアリング調査による。
年）。

）ブラジルでは 年 月にブラジル労働省の補助金を受けて 帰伯労働者情報支援センター
（ ）が設立された。対象は日系人に限らないが、事務所をブラジル日本文化福祉協会ビル内に構
え、日系の非営利団体である文化教育連帯協会（ ）が事業委託を受けているため、求職登録者は日系
人が多いという（筆者の へのヒアリング調査による。 年）。このほか民間企業では、日本で
日系人の人材派遣等を手がけてきたフジアルテ が進出企業に在日経験のある日系人を紹介する ポロ
ロッカプロジェクト をスタートさせている。



井桁碧（ ） 子供からみた日本の学校─言葉の壁と子供たちの抱える問題─ 渡辺雅子編著

共同研究 出稼ぎ日系ブラジル人（上）論文篇・就労と生活 明石書店。

イシ・アンジェロ（ ） 大都市におけるデカセギ帰国者のジレンマと支援活動 調査と社会理

論 研究報告書 （第 巻）。

石川雅典（ ） 出稼ぎ送出の実態と家庭・地域生活─アマゾン地区日系集団地の留守家族、出

稼ぎ経験者の調査から─ 渡辺雅子編著 共同研究 出稼ぎ日系ブラジル人（上）論文篇・就

労と生活 明石書店。

移民八十年史編纂委員会編（ ） ブラジル日本移民八十年史 移民 年祭典委員会・ブラジル

日本文化協会。

植木英雄（ ） 国際経営移転論 文眞堂。

梅棹忠夫（ ） 世界体験 （梅棹忠夫著作集第 巻）中央公論社。

小内透編著（ ） ブラジルにおけるデカセギの影響 御茶の水書房。

小内透編著（ ） 在日ブラジル人の労働と生活 御茶の水書房。

梶田孝道・丹野清人・樋口直人（ ） 顔の見えない定住化 名古屋大学出版会。

加護野忠男・関西生産性本部編（ ） ミドルが書いた日本の経営 日本経済新聞社。

金七紀男（ ） ブラジル史 東洋書店。

小池洋一（ ） ブラジルの日系企業と労使関係 月刊グローバル経営 （第 号）。

小島祥美（ ） 在日日系子弟への日本語教育の現状と課題 季刊 海外日系人 （第 号）。

小林英夫（ ） の底力 筑摩書房。

斉藤広志（ ） ブラジルにおける日本人の同化について 移住研究 （第 号）。

斉藤広志（ ） 外国人になった日本人 サイマル出版会。
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斉藤広志（ ） 新しいブラジル（新版） サイマル出版会。

サンパウロ人文科学研究所編（ ） ブラジルに於ける日系人口調査報告書─ ・ ─ 。

サンパウロ人文科学研究所編（ ） ブラジル日本移民・日系社会史年表─半田知雄編著改訂増

補版─ 。

サンパウロ人文科学研究所編（ ） ブラジル日系社会における日本語教育─現状と問題─ 。

サンパウロ人文科学研究所編（ ） 日系社会実態調査報告書 。

白木三秀（ ） 日本企業の国際人的資源管理 日本労働研究機構。

白木三秀（ ） 国際人的資源管理の比較分析 有斐閣。

杉山春（ ） 移民還流─南米から帰ってくる日系人たち─ 新潮社。

鈴木孝憲（ ） ブラジル 巨大経済の真実 日本経済新聞社。

鈴木孝憲（ ） 年のブラジル経済 日本経済新聞社。

富野幹雄（ ） 現代ブラジルの人種関係─その研究動向についての一考察─ 南山大学ラテン

アメリカ研究センター編 ラテンアメリカの諸相と展望 行路社。

中川デシオ勇・中川柳田郷子（ ） 日本における日系ブラジル人 原田清編著 ブラジルの日

系人 トッパン・プレス印刷出版会社。

中隅哲郎（ ） ブラジル日系社会考 無明舎出版。

西田ひろ子（ ） 日本企業で働く日系ブラジル人と日本人の間の異文化コミュニケーション摩

擦 創元社。

二宮正人（ ） 日本におけるブラジル人就労者問題とその子女の教育について レイン・リョ

ウ・ヒラバヤシ アケミ・キクムラ ヤノ ジェイムズ・ ・ヒラバヤシ編 日系人とグロー

バリゼーション 人文書院。

二宮正人（ ） ブラジル労働訴訟の実態と労働法制 月刊グローバル経営 （ 号）。

二宮正人（ ） デカセギ現象の過去、現在および未来 原田清編著 ブラジルの日系人 トッ

パン・プレス印刷出版会社。

二宮康史（ ） ブラジル経済の基礎知識 日本貿易振興機構。

野元弘幸（ ） 東海地区におけるラテンアメリカ・コミュニティの形成と多文化共生の課題

南山大学ラテンアメリカ研究センター編 ラテンアメリカの諸相と展望 行路社。

林吉郎（ ） 異文化インターフェイス管理 有斐閣。

林吉郎（ ） 異文化インターフェイス経営 日本経済新聞社。

原田清（ ） 日系人の発展および同化の過程 原田清編著 ブラジルの日系人 トッパン・プ

レス印刷出版会社。

原田清（ ） 第二次世界大戦がもたらした緊迫状態 原田清編著 ブラジルの日系人 トッパ

ン・プレス印刷出版会社。

半田知雄（ ） 移民の生活の歴史─ブラジル日系人の歩んだ道─ サンパウロ人文科学研究

所。

深沢正雪（ ） パラレル・ワールド 潮出版社。

深沢正雪（ ） 日伯二つの“祖国”の受け入れ態勢は十分か 季刊 海外日系人 （第 号）。

藤野哲也（ ） 比較経営論 千倉書房。

渕上英二（ ） 日系人証明─南米移民、日本への出稼ぎの構図─ 新評論。



ブラジル日系人実態調査委員会編（ ） ブラジルの日本移民 記述篇 東京大学出版会。

ブラジル日本文化福祉協会編（ ） 文協 年史 。

古沢昌之（ ） グローバル人的資源管理論─ 規範的統合 と 制度的統合 による人材マネ

ジメント─ 白桃書房。

堀坂浩太郎（ ） 出稼ぎ現象と日伯の国際化 水野一監修・日本ブラジル交流史編集委員会編

日本ブラジル交流史─日伯関係 年の回顧と展望─ 日本ブラジル修好 周年記念事業委

員会・日本ブラジル中央協会。

堀坂浩太郎（ ） 民主化四半世紀のブラジル─政治、経済、外交にみる変革─ 海外事情

（第 巻第 号）。

前山隆（ ） 移民の日本回帰運動 日本放送出版協会。

前山隆（ ） ブラジル社会─人種と文化のるつぼ？─ 大貫良夫編 民族交錯のアメリカ大

陸 山川出版社。

前山隆（ ） エスニシティとブラジル日系人─文化人類学的研究─ 御茶の水書房。

前山隆（ ） 異文化接触とアイデンティティ─ブラジル社会と日系人─ 御茶の水書房。

丸山浩明（ ） ブラジル日本移民の軌跡─百年の 大きな物語 ─ 丸山浩明編著 ブラジル

日本移民─百年の軌跡─ 明石書店。

丸山康則（ ） ブラジル百年にみる日本人の力 モラロジー研究所。

丸山康則（ ） ジャポネース・ガランチード─希望のブラジル、日本の未来─ モラロジー研

究所。

三田千代子（ ） 二つの 排日 を越えて─ブラジルの移民政策と日本移民─ 中川文雄・三

田千代子編 ラテンアメリカ 人と社会 新評論。

宮尾進（ ） ボーダレスになる日系人 サンパウロ人文科学研究所。

宮尾進（ ） ブラジル日系社会の特徴と日伯学園創設の意義 丸山浩明編著 ブラジル日本移

民─百年の軌跡─ 明石書店。

村野英一（ ） 南米の日系パワー─新しい文化の胎動─ 明石書店。

森幸一（ ） ブラジルからの日系人出稼ぎの特徴と推移 渡辺雅子編著 共同研究 出稼ぎ日

系ブラジル人（上）論文篇・就労と生活 明石書店。

森幸一（ ） 日系集団地にとっての 出稼ぎ のもつ意味─ 日系集団地の出稼ぎ送出形態と

その影響─ 渡辺雅子編著 共同研究 出稼ぎ日系ブラジル人（上）論文篇・就労と生活 明

石書店。

森幸一・山本晃輔・鈴木奈緒（ ） ブラジル日本人移民の一世紀 人文研 （ ）。

森脇礼之・古杉征己・森幸一（ ） ブラジルにおける子弟教育（日本語教育）の歴史 ブラジ

ル日本移民百周年記念協会日本語版ブラジル日本移民百年史編纂・刊行委員会編 ブラジル日

本移民百年史 （第 巻 生活と文化編 ）風響社。

吉田忠雄（ ） 南米日系移民の軌跡 人間の科学新社。

安室憲一（ ） 国際経営行動論 森山書店。

安室憲一（ ） グローバル経営論 千倉書房。

安室憲一・関西生産性本部編著（ ） 現場イズムの海外経営 白桃書房。

山口伊佐美（ ） 知られざる巨大市場ラテンアメリカ 日経 企画。
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山中イジドーロ（ ） 農業における日系人の影響 原田清編著 ブラジルの日系人 トッパ

ン・プレス印刷出版会社。

吉原英樹（ ） 現地人社長と内なる国際化 東洋経済新報社。

吉原英樹（ ） 未熟な国際経営 白桃書房。

和田昌親（ ） 逆さまの地球儀 日本経済新聞出版社。

渡辺雅子（ ） 日系ブラジル人児童生徒の増加への取り組み─自治体・学校の模索と対応─

渡辺雅子編著 共同研究 出稼ぎ日系ブラジル人（上）論文篇・就労と生活 明石書店。

渡辺雅子・イシ・アンジェロ（ ） 日系ブラジル人の 出稼ぎ の行方 渡辺雅子編著 共同

研究 出稼ぎ日系ブラジル人（上）論文篇・就労と生活 明石書店。




