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【書　評】

Margolis, Maxine L. Goodbye Brazil: Émigrés from the Land of Soccer and Samba, 
(Wisconsin, The University of Wisconsin Press, 2013)

　拝野　寿美子

本書は在米ブラジル人、特にニューヨーク在住ブラジル人移民を長期にわたって研究してきた

マルゴリスによる、在外ブラジル人に関する概論である。著者のフィールドが米国であることも

あり在米ブラジル人に関する記述が多くを占めるが、ヨーロッパや日本などに住むブラジル人に

ついてもカバーしており、移住先ごとに異なる入国経緯、在留国での生活全般について書かれて

いる。在米ブラジル人および彼らの主なブラジルの出身都市以外に関する記述については、著者

以外の手による先行研究に拠るところが大きい。

ブラジルは、1980年代の景気後退を契機に出移民の数が入移民の数を上回り、移民送出国と

なった。在外ブラジル人に関する研究の嚆矢は、著者自身によるニューヨーク在住ブラジル人に

関する研究成果である（Margolis 1991）。ここから 20年余りの時を経てその対象を在外ブラジル

人に広げ、再び世に問うたのが本書である。在留国別の比較が可能であるだけでなく、在米ブラ

ジル人についてはおよそ 30年に及ぶ経年的な考察がなされており、極めて興味深い。当初は第一

世代が中心であった調査対象が第二世代や帰国者にも広がっている。つまり、本書は、共時的な

視点で 5大陸に広がる在外ブラジル人を比較する視点と、通時的な定点観察で世代間を比較する

視点を重層的に組み合わせて考察することで、30年以上にわたるブラジル人・ディアスポラの全

体像の把握を試みた意欲的な文献なのである。ポルトガル語版も同年に出版されている（Margolis 

2013）。

1980年代当初の出国者は中間層で専門職が多かったが、年を経るに従って新規移住者の裾野は

広がり、彼らの持つ社会文化的背景は多様になっている。これは、米国や欧州、日本への移住者

に共通している。一方で、入国経緯や在留国における法的地位、移民に関連する在留国側の諸制

度は異なっており、そうした相違は彼らの生活に大きく影響している。例えば、滞日するブラジ

ル人のほとんどは日系一世から三世とその配偶者・被扶養者という括りにおいて合法的移民であ

り、この合法性は滞日資格喪失の可能性を限りなく軽減するため両国間の頻繁な往来を可能にす

るが、コヨーテ（不法な移民斡旋業者）に多額の費用を渡してメキシコとの国境を越え米国に入

国した在米ブラジル人などの場合、強制送還の危険と隣り合わせの生活を強いられ、一時帰国す

らままならないといったことである。

本書には章ごとに設定されたテーマからはみ出す内容が少なからず見受けられ未整理な印象を

与えるが、しばしばはみ出た部分に興味深いエピソードがある。以下、章のテーマごとに内容を

概観しつつ、エピソードも紹介していきたい。
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第 1章の「ブラジルからの入国者たち」では、およその在外ブラジル人数が提示されている。

ブラジル外務省のデータによると、2011年時点で在外ブラジル人は310万人に及ぶ（p.5）。本章では、

日本をはじめとする多くの国において、移住したブラジル人はブラジルで形成したキャリアとは

異なる職種に就かざるを得ないが、ポルトガルやオーストラリアでは、キャリアを活かせる場合

が多く社会的には中間層に位置しているなど、主要な在留国における移住者の職業や社会階層に

ついても概観している。

第 2章「何故彼らは行くのか」では、ブラジル人の国外大量移動（exodus）の主なプッシュ要

因について言及している。1980年代に始まるブラジルの経済的な後退と 90年代初期のコロルの

弾劾裁判に象徴的な政治腐敗に対し、中間層が自分たちの生活や国の先行きに失望したこと、そ

して専門職の雇用機会の慢性的な不足が根底にある点が指摘されている。渡航先が持つプル要因

は、シックであるとされるアメリカの生活スタイルや、バブル経済期の日本における非熟練労働

者の不足や高い賃金などである。

この章では在留国で新たな仕事を創造するブラジル人の様子についても描かれている。例えば、

ブラジル人女性の多くがハウスクリーニングに従事しているボストンの事例である。女性たちは

ブラジル帰国の際に自分が働いている家の仕事を後任者に引き継ぐが、その際、後任者から手数

料（紹介料）を徴収する（p.24）。実際の雇用者である家主の関知していないところで被雇用者間

のインフォーマルなビジネスが成立している点が興味深い。

第 3章「彼らは何者か」の冒頭に、「ブラジル人はいつも怒っている。彼らはここで生活を成り

立たせるために来ているのだが、ここでは皆同じであるということを受け入れ難い。ブラジルで

は医者であったとしても、ここではその肩書を失い、皆同等となる。それが彼らの怒りの元である」

とある。いずれの国に向かうブラジル人もその多くは高校を卒業しており、在日ブラジル人につ

いてはその 30％が大卒であるとのデータが示されている（p.45）。新たな移住者の属性（共通して

出身階層が下がっている点、国によって異なる性別の偏り、単身か家族帯同かといった形態の違

いなど）や、移住後に妻が収入を得ることによって起こる家庭内のジェンダーバランスの変化な

どについても言及されている。出身都市については、当初は在米ブラジル人の多くがミナスジェ

ライス州を中心とする都市生活者であったが、最近ではゴイアス州、アクレ州やホンドニア州と

いったブラジル中西部や北部も主要な移民送出地域となってきている点が明らかにされている。

第 4章「彼らはどのように到着したのか」では、ブラジル人の各国への入国経緯（経路）が説

明されている。米国の場合、当初は観光ビザで入国しそのまま滞在超過で在留していたが、2001

年 9月 11日以降、以前にも増して観光ビザの発給が制限された。昨今ではメキシコ国境越えが多

くなっている。入国者の社会階層の変化や米国政府の不法滞在者増加に対する懸念も無関係では

ない。在ブラジル米国領事館はビザ用の写真 2枚とパスポート写真のスーツが全て同じであると

その人は貧困で不法滞在の率が高いと判断するので、ビザ取得には 3着のスーツを用意せよ、と

いうジョークもある（p.63）。その他、ポルトガル人やイタリア人の子孫であるブラジル人は祖先

の出身国のパスポートを取得しやすいので、それを使って米国に入国するというルートもある。

ヤマグチ（2012）も指摘するように、これらの国々のパスポートは、自由に移動できる EU域内で、
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ブラジル人が最も賃金の高いイギリス・ロンドンに入るための「パスポート」にもなっている。

第 5章から第 8章では渡航先が 4分割され、章ごとに各地域のブラジル人ディアスポラの様相

が詳述されている。第 5章「『アメリカする』：大都市と小都市」では、米国内での生活が具体的

に描かれている。不法滞在者（undocumented）はブラジルへの一時帰国が難しく、強制送還の恐

れもあり実生活に影響が出ている（p.91）。また、米国カリフォルニア州 Artesiaやカナダの一部都

市などポルトガル人コミュニティが既に確立している都市では、ポルトガル語で生活を送ること

ができたり子どもたちへのバイリンガル教育が行われているため、多くのブラジル人が移住して

いる（p.99-101）。1970年代後半にオーストラリアに渡航し英語に困難を抱えていたブラジル人も、

既存のポルトガル人コミュニティに依存していた事実が明かされている（p.134）。

第 6章「その他の渡航先：ヨーロッパ、イギリスそしてアイルランド」では、ヨーロッパ各国

におけるブラジル人の生活について描写されている。例えば、ポルトガルに移住したブラジル人

の中にはポルトガル人に同化しないよう努める者がいるなど、エスニック・アイデンティティに

関わる記述がある（p.106）。入国経緯や職業についても言及がある。女性との出会いを求めてブ

ラジルにやって来る男性と知り合い、そのまま結婚してイタリアやスペインといった男性の出身

国に渡航するという元売春婦のケースが紹介されている（p.113）。他方、ブラジル南部出身者の

70%を占めるドイツ系ブラジル人はドイツ国籍を取得して移住するので、ドイツ在住のブラジル

人は合法的移民が多い（p.119）。また、不法滞在者は、家の清掃、ベビーシッター、レストランや

工事現場等の仕事に就く者が多いという。

第 7章「その他の渡航先：太平洋」では、「グリーンカードマリッジ・ジャパニーズスタイル」

と称される、合法的に入国滞在するための日本人あるいは日系人との婚姻について書かれている

（p.124）。この章では在日ブラジル人に関する言及が多く、テーマごとに整理されている。英語あ

るいはポルトガル語による先行研究の蓄積によるものである。特に移民子弟の教育に触れられて

いるのは、文献全体を通しても米国と日本のみである。日本への渡航者にはパラナ州マリンガ出

身者が多いとの指摘もある。

日本をトランポリンにして、オーストラリアに移動した日系人に関する記述もある（p.133）。オー

ストラリアに渡った日系人には「日本で置かれた境遇の反動が出る」。西洋英語圏としてのオース

トラリアの多文化主義政策によって、彼らは専門を活かした仕事をしている。日本は「次（日本

渡航後［筆者注］）に何がしたいのか」を決めてから渡る国であるとの日系人の言葉が印象に残る。

第 8章「その他の渡航先：そして貧者にとって」では、南米各国に移住したブラジルの農業

移民について言及されている。パラグアイ向けブラジル移民の主要な出身階層は小農であった

（p.140）。Brasiguaioとはパラグアイに住む彼らの呼び名である。ブラジルで 3ヘクタールの土地

を売ったお金で、パラグアイで 30ヘクタールの土地が買えたという。1975年の、ガイゼル大統

領によるイタイプ発電所建設のための移住政策でもあった。ミナスジェライス州あるいは北東部

出身者と、南部 3州のイタリア系あるいはドイツ系移民で構成されている在パラグアイブラジル

人 35万人のうち、6万人は今でも「土地なし」と言われている。1985年、ブラジルの「土地なし

農民運動」（movimento sem terra）に刺激されて帰国者が増加した。土地を得られず小作人となっ



37

た者の中には、パラグアイとブラジルの国境付近を行ったり来たりする者や、無国籍となった第

二世代もいた。一方、成功者の中にはパラグアイの主要産業を支える者も現れ始めた。ブラジル

人コミュニティの持つ力が地元のそれを凌駕し、ブラジル文化への適応を迫られるパラグアイ人

もいるという。地主となったブラジル人の不法な土地占拠により、地元住民と必ずしも友好的な

関係にあるわけではないとの指摘もある。イタリア系あるいはドイツ系ブラジル人（白人）とパ

ラグアイ・グアラニー族との関係は、西洋対先住民、あるいは階層による争い、ナショナリズム

による争いなど複雑な様相を呈している。大量生産のための農薬使用による土壌汚染も深刻化し

ている。政策面では、Mercosulによる学歴の互換性なども実現し、ブラジル国籍者とパラグアイ

国籍者は同等の権利を有しているという。

ブラジル人農業移民の活躍はパラグアイに留まらない。ウルグアイの米の生産の 50%を、アル

ゼンチンでは 25%をブラジル人が担っている。

ボリビアにいるブラジル人は Brasivianosという。ボリビアや仏領ギアナはゴム採集者

（seringueiro）が、スリナムやガイアナには金の採掘者（garimpeiro）が渡航し、Brazuelanosと呼ば

れるベネズエラ在住ブラジル人は金やダイヤの採掘が目的で滞在している。

第 9章「出移民：ゴヴェルナドール・ヴァラダレス出身者」では、在米ブラジル人の主要な出

身地であるミナスジェライス州ゴヴェルナドール・ヴァラダレス市（以下、GV市）およびその周

辺都市においていかに米国移住が日常化しているか、その歴史的経緯と現況について、著者自身

の調査をもとに詳述されている。GV市近郊のある小都市の人口 3,200人のうち 1,000人が海外に

移住しており、移住先からの送金額は市の 1会計年度の予算額を上回る。GV市から 1時間もかか

らない別の都市では総人口 12,000人の 3分の 1が米国在住という。その多くは若い男性であるこ

とから、地元の農園で労働力が不足しているだけでなく、適齢期の女性の結婚相手も不足してい

るという（P.152）。

米国移住の発端は、雲母の採掘を目的に Vale do Rio Doceを訪れた 1950年代の米国人とのつな

がりによるものだという。米国移住のサクセスストーリーも広く知られている（p.154-155）。GV

市民はサンパウロよりも米国の方が心理的に近いとのことである。

この章で特筆すべきは、移住者のトランスナショナルな生活形態である。GV市と米国双方で同

時発行している新聞の発行部数は 4万部にのぼり（p.164）、GV市の葬儀や親戚の出産の様子など

は、インターネット経由で海外で見ることができる。1年のうちの 8カ月を米国で、4ヵ月を GV

市で暮らす生活を長年にわたって続けている人もいる。GV市の子ども達が米国移住を夢見て勉強

に身が入らないことに危機感を覚えた学校が配布した、注意喚起の手紙も掲載されている（p.163）。

2008年秋のリーマンショックでは、住宅ローンの返済に困った米国在住の家族や親戚に GV市に

残っている家族からの送金もあり、当時 GV市からの送金は 20％アップしたそうである。移住者

からの故郷への送金ではなく、故郷からの移住者への送金である。ここにみられるのは、先進国

での労働対価を後発国に残した家族に送金するという従来の出稼ぎとは全く異なる現実である。

第 10章「信仰とコミュニティ：結ぶ絆？」においては、在米ブラジル人コミュニティにおける

プロテスタント教会の隆盛について言及されている。プロテスタント教会は生活を具体的に支え
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たり、仕事の斡旋をしたりもする。これらの教会に所属して生活基盤を整えた後に、オーソドッ

クスな教会に宗旨替えする場合もある。プロテスタントは労働して儲けることを奨励するため、

移民の生活方針や生活様式を肯定する。また、プロテスタントは信者の寄付によって教会を次々

に建てることが可能で、移民の心をつかめば勢力の拡大・普及は比較的容易であるため、「トラン

スナショナルな移民には理想的な宗教」とされる。一方、カトリックはローカルなヒエラルキー

に依って立つため自由に教会を建てることができない。

次に、各国のブラジル人コミュニティについて述べられている。ブラジル人性（brasilidade）と

いうエスニシティをベースにおくコミュニティについては、米国、オーストラリアをはじめ、い

たるところでその団結力のなさが指摘されている。その理由として、陰口や同国人に対する不信

感、エゴイズムなどが挙げられる。ある文化人類学者からの質問に対して「私はブラジル人でした」

と過去形で答える在米ブラジル人の事例も紹介されている。ブラジル人であることを周囲に知ら

れたくない者も多い。「他のブラジル人は」と言及する際は、自分が属する「良いブラジル人」と

自分以外の「悪いブラジル人」を区別しているのだが、それは往々にして初期に移住した者と最

近になって移住してきた者との社会階層の違いに起因している場合が多い。日本では所得や日本

語力の違いを基準に自分と他のブラジル人との距離を決める者がいる。「自分の職場にはブラジル

人が殆どいないから神に感謝している」と話す日系人の事例も報告されている。その他、もとも

とブラジルに存在する出身地による差別もある。とはいえ、団結しないのはブラジル人コミュニ

ティのみに特徴的なものではなく、他のエスニック・コミュニティでも多かれ少なかれ同じこと

がいえるという。団結しないという指摘がある一方で、エスニシティや言語（ポルトガル語）を

結節点にした相互扶助組織の活動は定着していると著者は指摘している。

第 11章「ブラジル人であることは何を意味するのか」では、在外ブラジル人が一様に、在留国

で自身のブラジル人性を再認識した点に言及しているほか、在日ブラジル人研究では当初から指

摘されている日系人の両国における周縁的エスニシティについて多くの頁が割かれている。後半

では在米ブラジル人の帰属に関して① Latinoと一線を画す人（白人に同化＝ホスト社会の主流層

に同化）、② Latinoの一員になる（＝ホスト社会のマイノリティとして生き続ける）、③帰国する

という 3つの選択肢を提示しながら、同時に在外ブラジル人全体の帰属を展望し（p.202）、第二

世代がどのような経路を辿るのか注視すべきであると締めくくられている。

第 12章「今日はここに、明日はもう別のところに？」では、第 9章でも言及された GV市にお

ける調査をもとに、在外ブラジル人について次のような類型化を試みている。①ブラジルには親

戚訪問をするのみで投資先としては考えていない。在留国での生活を重視する。②ブラジルで投

資に失敗し、再移住。ヨーヨーマイグレーション（往来を繰り返す）。③ブラジルに帰国、投資し

て成功する。④両国に足場を置くトランスマイグレーション。両国に完全に統合されている。国

家間のボーダーを超えた生活世界を持つが、このような生活はグリーンカード取得者か市民権を

得た者のみが選択できる。特に④に関しては両国で合法的滞在資格を持つブラジル人であれば誰

もが選択できる可能性があるため、二国間の物理的な距離はあるものの在日ブラジル人の中にも

潜在しているはずである。今後の研究で明らかになっていくことであろう。
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ここで、今後のブラジル人ディアスポラ研究に関して本書を通して浮き彫りとなった課題を 2

点ほど提示したい。

第 1点はブラジル人の帰属感と言語の問題である。第 5章で米国、カナダ、オーストラリアに

おいて検証されているように、特に在外ブラジル人の生活を移住初期に支えたものとして、既存

のポルトガル人コミュニティが挙げられる。本書でも言及されているボストンに本部を置く市民

団体マサチューセッツ・ポルトガル語話者同盟（Massachusetts Alliance of Portuguese Speakers）が、

ポルトガル、ブラジル、カボヴェルデにつながる人々を広く対象としてサービスを提供している

ことからもわかるように（p.183）、ポルトガル語話者コミュニティを介してホスト社会と初期段

階でのアクセスが可能であることが予想以上にブラジル人の海外移住を後押ししており、ブラジ

ル人の海外の生存戦略に活用されている。そうかと思えば、ポルトガルではポルトガル人との差

異を強調する者がいるなど、他者との関係性で構築されるエスニック（ナショナル）・アイデンティ

ティの多様な表出も見て取れる。帰属感を左右する言語的要因については、今後のさらなる研究

が待たれる。

第 2点は在日ブラジル人研究への示唆である。在日ブラジル人に関する言及が多岐にわたって

詳細になされていることから、先述の通り、これらの研究が英語やポルトガル語で相当蓄積され

ていることがわかる。もちろん、日本語による研究数はその数倍多く、テーマも細分化されてい

る。本書には出典やどの時点でのデータかが不明である在日ブラジル人に関する記述も見受けられ

る。日本語による研究をいかに正確に迅速に海外に発信していくかが、今後の課題として浮かび上

がる。

在外ブラジル人研究が進めば進むほど、在日ブラジル人を研究対象とする者は参照すべき研究

が増えるが、この作業を通し、ブラジル人を共通項として各国の移民政策を比較し、移民に関し

て国民レベルで議論しようとしている日本の今後の方向性に示唆を与えることができよう。また、

在外ブラジル人当事者が、在留国を戦略的に選び使い分けるなかで、第 7章にある「日本はトラ

ンポリンだ」という指摘は興味深い。在日ブラジル人研究に固執していると、一国に限らず世界

を視野に入れて適宜よりよい国や地域を選択し移動していくブラジル人の姿をとらえづらくなる。

本書はそのような限界にも気づかせてくれる一書である。
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