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本報告書は、基盤研究（C）課題番号 22520559 研究課題名「スペイン語・ポルトガル語
近親言語文化圏間の外国語教育と相互理解の諸相」
（代表・水戸博之）の開始年度平成２２
年度から平成２４年度までの３年間の研究成果をまとめたものである。本研究は平成２６
年度まで通算５年継続する予定であるが、すでにかなりの知見が得られ、幾つか成果も表
れ始めたことから、第３年度の終了時に中間報告を作成するのが適当であると判断した。
研究は、言語的に広義のスペイン語・ポルトガル語圏、地域的には主としてラテンアメ
リカをフィールドとする言語、外国語教育、音楽、メデイア、人口移動、食文化など各分
野５名の研究者の連携によって行われ、各年度、連携研究者の海外調査と、研究組織が構
成する「スペイン語・ポルトガル語言語文化圏研究会」主催による関連分野の専門家を招
聘した講演会の二つの活動を中心に展開している。
中間報告書の編集方針と収録内容は、以下のとおりである。
１）各年度単位に研究報告と成果をまとめる。
２）未発表の研究や活動記録、発表後大幅に加筆修正した論考を掲載する。
したがって、各年度の研究成果一覧の他、論文の基礎となる旅行日誌や海外フィールド
調査に先立つ予備的な研究ノートなども可能な限り収録した。なお、講演会記録について
は、平成２４年度講演会の開催日が本中間報告書の刊行の後になることから、次年度に３
年度分をまとめて別途編集する予定である。
研究は日本国内の南米人集住地域も対象ではあるものの、大半が遠隔地であることから、
調査には多くの制約や困難が伴うと言わざるを得ない。しかしながら、近親関係にある２
つの言語圏を統合的・俯瞰的に把握しようとする試みが、公用語とする国々においても未
だ数少ない中、日本からの研究も一つの可能性を示すものと言えるのではないだろうか。
他方、多様な分野の研究者との連携による飛躍的な知見と視野の拡大を通じ、間接的で
はあるが、大学院生の指導といった教育面のみならず、公開講座、地方自治体や NPO の活
動など社会貢献にも本研究が活用されつつあることは、誠に喜ばしいことである。加えて、
平成２４年度には、分野が隣接する他の研究助成と共同プロジェクトを行うことができた。
海外調査が大きな予算的負担となる本研究において、資金のより有効な利用という点から
も新たな道が開けたと言えよう。
最後に、講演を快諾された講師の方々に、この場を借りてあらためてお礼申しあげます。
平成２５年３月
研究代表者 水戸 博之
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科学研究費補助金の概要
1. 研究課題
基盤研究（C）課題番号 22520559
研究課題名「スペイン語・ポルトガル語近親言語文化圏間の外国語教育と相互理解の諸相」
研究代表者：水戸博之
研究期間：平成２２年度～平成２６年度（予定）
２．研究組織
研究代表者 水戸 博之（名古屋大学大学院国際言語文化研究科教授）
連携研究者 西村 秀人（名古屋大学大学院国際開発研究科准教授）
連携研究者 重松 由美（名古屋大学大学院国際言語文化研究科 学術研究員）
連携研究者 寺澤 宏美（名古屋大学非常勤講師）
連携研究者 野内

遊（名古屋大学非常勤講師）

３．交付決定額（配分額）
直接経費

間接経費

平成２２年度

900 千円

270 千円

1,170 千円

平成２３年度

700 千円

210 千円

910 千円

平成２４年度

500 千円

150 千円

650 千円

2,100 千円

630 千円

2,730 千円

総

計

合

計

４．補助金による主要な活動
１）講演会講師招聘
平成２２年度 Carlos Aguirre （作曲家・ピアノ＆ギター奏者）
平成２３年度 河野 彰（大阪大学教授）
平成２４年度 渡辺 マルセロ（NPO Mixed Roots x ユース x ネット★こんぺいとう代表）
松本 里美（NPO シェイクハンズ代表）
（２名予定）
（平成２４年度は基盤研究(C)課題番号 24520461「在日(経験のある)ブラジル人高校生と
大学生のアイデンティティと言葉の関係」
（研究代表者 重松 由美）と共同開催）

２）海外調査
平成２２年度 ブラジル・ウルグアイ（重松 由美）2011 年 2 月 13 日～2 月 27 日
アルゼンチン

（西村 秀人）2011 年 3 月 9 日～3 月 21 日

平成２３年度 ペルー

（寺澤 宏美）2012 年 2 月 21 日～3 月 13 日

平成２４年度 メキシコ

（野内
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遊）2013 年 3 月 1 日～3 月 13 日

平成２２年度 研究報告

（連携研究者の所属等は当時のもの）

平成２２年度は、前年度が最終年度であった「近親言語ポルトガル語スペイン語の移行
教育と教授法」
（基盤研究（C）課題番号 19520486）を継承発展させた、新研究計画の初年
度である。本研究においても連携研究者として、名古屋大学大学院・国際開発研究科・准
教授

西村秀人と名古屋大学大学院・国際言語文化研究科・非常勤講師

重松由美が参加

した。
先行研究で得られた知見をもとに、西村は音楽を中心とした文化的視点から、重松は社
会言語的視点から、近親言語文化圏間の交流によって生ずる現象の諸相についてそれぞれ
以下の調査研究を行った。
西村は特にアルゼンチン・パラナ地方における音楽を中心としたブラジルとの文化的接
触と創造に注目した。現地調査に先立つ予備研究の成果として、たまたま来日中であった
調査予定地出身の音楽研究家カルロス・アギーレ氏による講演会「アルゼンチン音楽の国
際性と地域性」を企画し１０月１１日名古屋市で開催した。海外調査は平成２３年３月に
実施し、ブエノスアイレス市とパラナ州サンタフェ市において研究者、文化機関および音
楽関係者を通じ意見交換や資料収集等を行った。
重松は２言語接触に関し、特に言語間の距離、日本語・ポルトガル語間とスペイン語・
ポルトガル語間の差異に注目し、ブラジル・サンパウロ市とウルグアイ・モンテビデオ市
で調査を行った。サンパウロでは在日経験者の日本語およびポルトガル語教育の現状と課
題についてサンパウロ大学、州教育局等で情報収集やインタビューを行い、モンテビデオ
では、ブラジル文化センター、国立大学等で言語教育部門の関係者と接触し資料収集等を
行った。
水戸は、海外調査をはじめとする計画全体の統括と国内外の西ポ２言語圏研究者との情
報の交換を行った。
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平成２２年度 研究成果一覧
学会発表
１）西村 秀人「ウルグアイ・モンテビデオにおけるカーニバル音楽のポピュラー音楽へ
の取り入れ」日本ポピュラー音楽学会 東海地区例会，名古屋大学大学院国際開発研
究科（愛知県名古屋市）2010.10.30.
２）重松 由美「在日ブラジル人が話す日本語の変容」多言語化現象研究会 第 2 回研究
大会，関西学院大学梅田サテライトキャンパス(大阪府大阪市) 2011.3.26.
公開講座・講演等
１）重松 由美「在日外国人との多文化共生」名古屋学院大学シティーカレッジ２０１０，
名古屋学院大学（愛知県名古屋市）2010.6.9.
図書
１）重松 由美「在日ブラジル人のエスニック・アイデンティティ―ブラジル人学校の保
護者へのアンケート調査の結果に基づいて（佐竹眞明編著『在日外国人と多文化共生
地域コミュニティの視点から』
）p.104-p.117, 明石書店, 2011.
「スペイン語・ポルトガル語言語文化圏研究会」が主催した講演会
１）カルロス・アギ―レ 西村秀人「アルゼンチン音楽の国際性と地域性」CAFÉ DUFI
（愛知県名古屋市）2010.10.11
講師紹介：
カルロス・アギーレ(Carlos Aguirre)
1965 年アルゼンチン・エントレリオス州セギ出身のピアノ＆ギター奏者、歌手、作曲家。
地域のフォルクローレと共にジャズ・フュージョン音楽にも従事し、1980 年後半からプロ
として音楽活動を開始する。その後ペルー、チリに拠点を移して活動していた時期もあり、
さらにブラジル音楽やジャズなど幅広い音楽性を身に着ける。1990 年代に友人たちと自主
制作レーベル「シャグラダ・メドラ」を設立、パラナーやロサリオのミュージシャンにア
ルバム制作の機会を与え、同地の音楽シーンに大いに貢献した。2000 年から自己のグルー
プでも活動。2010 年に単身初来日を果たし、2012 年にはギタリストのキケ・シネシと共に
全国を公演している。
（講演録は平成２５年度に作成）
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海外出張報告書
重松

由美

ブラジル・ウルグアイ旅行日誌（2011 年 2 月 13 日～2 月 27 日）

2/13（日）

日本発

2/14（月）

ブラジル着

2/15（火）



Criança Cultural の生徒にアンケートとインタビュー

2/16（水）



CIATE（国外就労者情報援護センター）専務理事 浅野嘉之氏との面談



CIATE で開講されている日本語教室に通う生徒にアンケート



Projeto Kaeru コーディネーター Kyoko Yanagida Nakagawa さんとの面談



ISEC(Instituto Solidariedade Educacional e Cultural)で開講されているポルト
ガル語教室に通う生徒にアンケートとインタビュー

2/17（木）



USP にて資料収集

2/18（金）



USP 松原礼子教授と面談



Japão Fundação（国際交流基金サンパウロ日本文化センター）専任講師
Mayumi Edna Iko Yoshikawa さんと面談

2/19（土）
2/20（日）



ブラジル日本文化協会 SUZANO 支部でアンケートとインタビュー

2/21（月）



サンパウロ州教育局 教育規範研究調整部 理事 日野寛幸氏と面談

2/22（火）

ブラジル発 ウルグアイ着

2/23（水）



Instituto de Cultura Uruguayo-Brasileño 講師 Deolinda do Carmo Lahm さん
と面談

2/24（木）



Universidad de la República にて資料収集



Departamento de segunda lengua y lengua extranjera del Consejo de Educación
Inicial y Primaria Javier Geymonat 氏と面談

2/25（金）

ウルグアイ発

2/26（土）
2/27（日）

日本着
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ブラジル・ウルグアイ調査報告書

重松 由美

はじめに

0

私は、平成 23 年 2 月 13 日から 27 日にかけてブラジルのサンパウロとウルグアイの
モンテビデオへ調査旅行に出かけた。この調査は、独立法人日本学術振興会平成 22 年
度科学研究費補助金（基盤研究 C）「スペイン語・ポルトガル語近親言語文化圏間の外
国語教育と相互理解の諸相」（課題番号 22520559）の一部であり、調査目的は以下の 2
点であった。
 世界金融危機の影響を受け帰国したブラジル人子弟のブラジル社会への（再）適応に
ついて、特に言語生活における日本語使用に関するアンケートとインタビュー調査を
おこなうこと
 ブラジルとウルグアイの国境地域で話されているポルトガル語とスペイン語の混用、
通常ポルトニョール（portunhol, portuñol）と呼ばれる言語変種の研究に関する資料を
集めることと、研究者と意見交換をおこなうこと

帰国後の言語生活について

1

1.1

ブラジル帰国後の状況

まずは、金融危機の影響で日本からの帰国を余儀なくされたブラジル人の帰国後の状況
を把握するために、2 月 16 日に国外就労者情報援護センター（CIATE）と文化教育連帯学
会（ISEC）を訪ねた。

【CIATE】
CIATE とは、就労経路に仲介ブローカーが介在するケースが多い在ブラジル日系人がブ
ローカーに依拠せず安心して来日、就職できる環境を整備し、就労経路の適正化を図るこ
とができるよう、日系人就労適正化対策の一環として設立されたセンターである。

CIATE では月曜から土曜までの 10：00 から 22：00（土曜日は午前中のみ）に日本語
教室を開講しているため、見学させてもらった。サンパウロ大学日本語学科卒業生で
6
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非日系の教師が授業をおこない、教材にはセンターが独自で作成したプリントを使用し
ていた。浅野嘉之専務理事は「最近受講者数が増えており1、その理由には、金融危機
の経験を経て、日本での就労には日本語がいかに重要であるかを再認識したことがある
のではないか」とコメントされた。
【ISEC】
ISEC はデカセギ子弟の教育問題に取り組むボランティア団体である。訪問直前の 2011
年 1 月には、ブラジル労働省の協力を得て新たな事務所を開設し、帰国子弟の活動援助を
おこなうことになった。契約では、10 か月間の期間で 2,000 人を目標に出稼ぎ子弟の応対を
行い、日本のみならず、世界各国からの帰国子弟を支援するということである。ISEC 会長
の吉岡黎明氏によると、2011 年 1 月 10 日から 2 月 9 日までの応対内容は、以下のとおりで
ある。
・相談件数 154 件（日本からの帰国者が 134 人、アメリカ 2 人、ヨーロッパ 3 人、
その他 15 人）
・内 107 人が無職
・相談内容：就労関係 133 件、健康問題 11 件、起業 11 件、社会福祉関係 8 件、

教育 3 件、裁判関係 3 件、その他 8 件
この集計結果から、帰国した親たちは仕事を探して生活環境を整えることに精一杯で、
子どもの教育に目を向ける余裕はない状況にあることがわかる。
また 2008 年に、三井物産からの資金援助を得て、サンパウロ州教育局（2 月 21 日にサン
パウロ州教育局教育規範研究調整部の理事である日野寛幸氏と面談）との協力のもと「カ
エルプロジェクト」を開始した。カエルプロジェクトとは、日本からの帰国子弟に向けた
心理的、社会的、教育的支援、そして補習などを目的とした学校への編入援助プロジェク
トである。調査では、州立学校を訪問、各校の協力を得てデカセギ帰国子弟やその保護者、
教師を集めて聞き取りをするなどの実態の把握につとめている。2010 年からは、サンパウ
ロ市教育局とパートナーシップを提供し、市立学校での調査を開始した。

【カエルプロジェクト】
CIATE の事務所の一角で開講されているポルトガル語教室を見学し、その後カエルプロ
ジェクトのまとめ役（coordenadora）である心理科医の中川郷子氏に話を伺った。
中川氏は、
「多くの親や教師は、帰国した子どもたちに問題はないと答えるが、現実はそ

1

3 月の講座には 100 名ほどの受講者が予想されるため、アンケート用紙を預け、記入後に郵送

していただくように依頼した。
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うではない。2新しい文化を取り入れること、新しい言語を習得すること、情緒関係、身体
的認知的発達は“自然に”なされるのではなく、適切な人材や技術の仲介があって初めて成功
するものである。また、親は将来に対する不安や、子どもに対する罪悪感から、問題の存
在を“否定する（nagação）”3段階にあり、問題が複雑化する前に、できる限り早い段階で援
助するべきである」と述べられた。また、ダブルリミテッドの問題に関連して、初等教育
の低学年では問題がなくても、中等教育や vestibular において困難に直面することは確実で
あるとし、彼らが大学進学や夢をあきらめ、将来設計を引き下げることを懸念されていた。
中川氏からいただいたプロジェクトの報告書 Nakagawa（2010）によると、帰国子弟たち
はブラジル帰国後も日本語を継続して使用している。言語使用に関連するアンケート項
目とその結果を紹介する。

a) 家庭内言語：ポルトガル語のみ 449 人、日本語のみ、14 人、両言語 135 人、
無回答 8 人
b) 子どもが話す言語：ポルトガル語のみ 309 人、両言語 89 人、日本語のみ 39 人、
無回答 3 人
またインタビューをおこなった生徒たちに共通した言語的特徴として、決まった単語を
日本語でしか話さないこと、さらには、
「自分は日本語を話せない」と答えた生徒までもが
気付かずに使っていることに言及している。それらの単語は“dekasseguês”と名付けられてお
り、リストアップされたものは以下のとおりである：gomen「ごめん」、onegai「お願い」、
kotai「交替」
、yakin「夜勤」
、hirukin「昼勤」
、shatyou「社長、keitai「携帯（電話）」、depaato
「デパート」
、zangyô「残業」
、arubaito もしくは baito「アルバイト」
、kensa「検査」
、pachinko
「パチンコ」
、daiyoubu「大丈夫」
、sôji「掃除」、arigatou「ありがとう」
、kibishii「厳しい」
、
gohan「ご飯、お米」
、bentô「弁当」。4これらの単語には、ポルトガル語では表現できない

2

サンパウロ州教育局理事の日野寛幸氏は、「アンケート結果を分析すると、これらの生徒の大

半は学校にも慣れ、当初直面する適応の困難、特にポルトガル語、仲間や教師との関係作りおい
ても乗り越えているようにみえる。しかしもう一方で、日本で父親、母親、または両方が働いて
いる間親戚に預けられた子供たちの憂えるべき面が明らかにされた。このグループは非行に走っ
たり、不就学、授業に関心がないなどの問題を持つ。生活の中に親の存在が無いことが最も指摘
されるが、家族の離散や不和も決定的な原因だった。」とコメントしている。
3

（再）適応過程には、negação「否定」、depressão「うつ状態」、elaboração「同化」の段階が

ある。
4

Nakagawa, y. N. (2010) Relatório de atendimentos realizados até dez/2009, Um programa de inclusão

às escolas públicas do Estado de São Paulo de filhos de trabalhadores brasileiros no Japão-2008-2009,
p80.を参照。
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文化的借用語と、そうでないものがある。重松（2009）5では、これらの日本語借用語は「デ
カセギ語」として紹介されており、使用頻度の高さからコミュニティでの定着度は非常に
高く、生徒たちの心的レキシコンの一部になっていると分析している。そして、文化的借
用語以外の日本語使用は、在日ブラジル人としての仲間意識の共有、さらにはアイデンテ
ィティの表現手段として機能しているという。
中川氏との面談後に、ISEC で開講されているポルトガル語教室を見学し、生徒にアンケ
ートとインタビューをおこなった。この教室は週 3 回（月、水、金）の 14：30 から 17：00
までボランティアの教師によって運営されており、授業料は無料である。しかし、取材時
時点で受講者は 4 人のみであった。その理由は、多くの帰国者はサンパウロ市郊外に住ん
でおり、送迎に時間がかかるため、親がそのために時間を割ける状況でない場合は、受講
は難しいということであった。

1.2

アンケート調査結果

今回の調査では、帰国後の言語生活についてのほかに、アイデンティティの変容につい
ても聞き取りをおこないたかったため、調査対象者にはアイデンティティの自己分析や説
明が可能な年齢層を求め、またアイデンティティ形成期に日本に滞在していた者に限った
ことから、対象者をみつけることは大変苦労した。その上、帰国者の多くはサンパウロ市
郊外に点在しているため、所在を確認し連絡を取り、個々にインタビューすることは時間
的制約もあり難しかった。
結果として、7 人にアンケートとインタビュー調査を実施した。調査対象者の属性は以下
のとおりである。順に、性別、年齢、日系、在日期間、来日年齢、職業を示す。

a) 男性、24 歳、3 世、24 年、4 歳、無職
b) 女性、12 歳、？、9 年、3 歳、初等教育 5 年生
c) 女性、20 歳、3 世、5 年、8 か月、美容師
d) 男性、24 歳、3 世、9 年、3 歳、美容師
e) 女性、17 歳、3 世、16 年、1 歳、中等教育 2 年生
f) 女性、12 歳、？、5 年、7 歳、初等教育 8 年生
g) 女性、21 歳、3 世、17 年、4 歳、日本の大学 3 年生でブラジル留学中

5

重松由美（2009）「在日ブラジル人若年層の使用する日本語借用―ブラジル人学校児童生徒の

場合－」、名古屋大学大学院国際言語文化研究科国際多元文化専攻後期課程提出博士論文を参照。
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表１

使用言語（相手別）

80

69

65

53

47

35

31
20

父親

母親

兄弟

ポルトガル語

在日経験ありの友人

日本語

表 1 を見ると、日本語使用は母親もしくは兄弟との会話において際立っている。この理
由のひとつに、相手の言語能力へのアコモデーションが挙げられる。しかし、母親に対し
て日本語を使用する割合が高いのは、母親の日本語能力にアコモデーションしたこと以外
にも、調査対象者が母親に対して抱いている感情が言語選択に影響を与えている。次に、
アイデンティティと言語使用との関係を見てみる（表 2）
。

(%)
80
60
40

表2 使用言語とアイデンティティとの関係

47

41

66

65

57
31

20

20

28

23
0

0
父親

母親

ポルトガル語使用割合

兄弟

在日経験ありの友人 在日経験なしの友人

ブラジル人としてのアイデンティティ

ポルトガル語で話す相手には、ブラジル人としてのアイデンティティを強く感じるので
はないかという予測に反して、相手が母親と在日経験のある友人に対しては、言語使用と
アイデンティティには相関関係は見られなかった。その理由には、アイデンティティの意
識化には、言語以外にも多くの要素が影響を与えあっていることが考えられる。例えば、
インタビューでのコメントであるが、「お母さんは穏やかでブラジル人ぽいから、一緒にい
ると自分もブラジル人だと思うけど、お父さんはイラつきやすいから（父親といるときは
自分は）日本人だと思う」
、「日本にいるときは外見から外人だと思われていたけど、ブラ
ジルでは見た目はブラジル人でもポルトガル語が話せないから日本人だと思われる」など、
ステレオタイプ的な国民性に分類された対話者の性格や、他人からの評価によって意識化
10
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するアイデンティティの割合を変化させている。ここで興味深いのは、対話者に対するイ
メージが自分のアイデンティティの判断に影響を与えている点である。最後に、アンケー
ト結果から見えてきた彼らが抱いているブラジル人像と日本人像を以下に挙げる。
【ブラジル人に対するイメージ】
・良い：陽気、愉快、明るい、良意味で適当、派手、フレンドリー
・悪い：我が強い、いいかげんぽい所、教育がない、他人の物をほしがる
【日本人に対するイメージ】
・良い：親切、丁寧、礼儀正しい、頭がいい
・悪い：神経質、ほかの人の目線を気にしすぎるかんじがめだつ、まじめ、誠実
在日ブラジル人コミュニティに定着した日本語には、情緒的にマイナスな評価をもつ形
容詞が多い。Nakagawa（2010）で“dekasseguês”として紹介されていた kibishii「厳しい」や、
重松（2009）の「デカセギ語」にも urusai「うるさい」、abunai「危ない」、 itai「痛い」、kusai,
「臭い」
、isogashii「忙しい」
、kawaiso「かわいそう」、hazukashi「恥ずかしい」、mendokusai
「めんどくさい」などが挙げられており、これらの単語に共通する情的マイナス評価は、
日本人に対して抱く「負」のイメージと関連があるように思われる。今後の研究では、言
語を選択する要因としての言語意識、さらに言えば、その言語を使う人との関係にも注目
して、これら新たな視点を加えていきたい。

2

ポルトニョールに関する研究の現状
2 月 23 日に Instituto de Cultura Uruguayo-Brasileño 講師の Deolinda do Carmo Lahm 氏と、

24 日には Departamento de segunda lengua y lengua extranjera del Consejo de Educación Inicial y
Primaria の Javier Geymonat 氏と面談し、日本では手に入れることが難しい資料をいただき、
そしてウルグアイのブラジルとの国境に位置する Rivera 市での社会言語学的調査について
伺った。私はこの Rivera 市を訪ねたことはないが、Javier Geymonat 氏によると「住民はポ
ルトガル語を話している」ように聞こえるそうである。彼らの言語選択については、社会
階級が高くなるに従いスペイン語の使用が高まるという。これは、母語に対する調査結果
とも一致する。つまり、スペイン語はポルトガル語よりも言語的パワーを有しているとい
う。また、
「初対面ではスペイン語を使うが、理由はわからないけれども、行き来が続くと
brasilero（ ポルトガル語）を話す」というコメントにあるように、対話者との親近感をあ
らわす手段としポルトガル語が選択されている。この事実は、後に述べる日系ブラジル人
による「コロニア語」の選択理由と通じるものである。
今後の研究では、いただいた資料をもとに、言語類型的に近い距離にあるポルトガル語
とスペイン語、そして反対に言語構造の異なるポルトガル語と日本語の言語混用における
言語学的そして社会言語学的分析を行い、言語接触による言語運用の普遍性などについて
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も言及していきたい。

3

まとめ

ブラジルへ帰国した子弟や、彼らのブラジル社会への（再）適応をサポートしている方々
と実際に会い、話を伺うことによって、子どもたちの置かれている環境は様々であり、そ
の結果彼らの（再）適応の状況も分類化することはできないことを再認識した。子どもた
ちが直面している問題が解決されるか否かは、やはり親の意識次第であることも改めて理
解した。
言語生活面では、帰国後も日本語を使い続けていることが分かったが、日本語能力を保
持するために何らかの努力をしているものは極めて少なく、6取られている手段も、
「漫画を
読む」、
「テレビを見る」
、
「親や友人と日本語で話す」というもので、現状のままではダブ
ルリミテッドを指摘されている彼らの日本語能力が年齢相当レベルまで発達する可能性は
かなり難しいと考える。
ブラジルでは多くの国からの帰国子女に関する問題があり、その中でも日系人の場合は
比較的深刻ではないと捉えられているようである。また、サンパウロ州教育局の日野理事
がおっしゃったことばであるが「ブラジルでは、
（日本と違い）学校を出なくても“そこそこ”
生きていける」という意識や実際にそのような現実があり、外部者がどこまで援助の手を
差し伸べるべきかについて考えさせられた。
2 月 18 日にはサンパウロ大学日本語学科教授松原礼子氏と面談し、コロニア語や帰国し
たブラジル人子弟の言語運用に関する調査について伺った。コロニア語に関しては、ご自
身の論文や参考となる資料をお借りできた。私が松原教授に言語選択の要因について伺う
と、日系１世の日本語教師へのインタビュー時のエピソードを話された。それは、インタ
ビューは日本語のみで進められていたが、松原教授が日系２世であることがわかると、急
にコロニア語を話し始めた、というものである。つまりコロニア語の使用は、意識的であ
れ無意識であれ、日系移民同士という親近感を表すためのアコモデーションとしての手段
だという。
この話を伺いながら、私が今回の調査でお世話になった日系４世の女性との会話を思い
出していた。彼女とはポルトガル語のみで話していたが、時間がたつにつれ、彼女は日本
語を混用し始めた。彼女自身はこのことに気づいてはいなかったが、相手に対する親近感
が言語選択を決定付けることがあることを実感することができた。
帰国子弟の言語運用については、サンパウロ市教育委員会の協力のもと調査を進めてい
6

「カエルプロジェクト」の調査結果では、「日本語学習を続けているか」という項目で「はい」

と答えたものは 606 人中わずか 20 人であった。
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るが、前述の理由から調査対象者をなかなか集めることができないということであった。
最後に、松原教授から共同研究の要請を受け、在日ブラジル人の言語運用の調査・研究を
さらに続けていく意を強くした。

13

海外出張報告書
西村

秀人

アルゼンチン旅行日誌 （2011 年 3 月 9 日～3 月 21 日）
3月9日

15:25

デルタ 280 便で成田国際空港より出発

14:05

アトランタ国際空港着

19:50

デルタ 101 便でアトランタより出発

07:50

ブエノスアイレス・エセイサ国際空港に到着
友人宅で懇談後、13:00 頃ホテル着

3 月 10 日

3 月 11 日

14:30

日本ツーリスト Mayumi Matsudo 氏とブエノスアイレスの近況について懇
談、宿泊費等の支払い

16:30

タンゴ学校オーケストラ・オーガナイザー Ignacio Varchausky 氏と懇談

22:00

歌手 Florencia Ruiz 氏、訪亜中の歌手・松田美緒氏と夕食を兼ね懇談

09:15

レティーロより La Tostadense 社クロリンダ行きバス出発

16:00

サンタ・フェ着、音楽コーディネーター Guadalupe 氏宅へ

19:00

文化センター Fábrica Cultural El Molino を見学

21:00

同文化センターで Carlos Aguirre, Juan Quintero, Luna Monti のコンサート
を鑑賞
夕食後、Carlos Aguirre 氏の車でパラナー市の Aguirre 氏自宅へ移動

3 月 12 日

17:00

対岸の Seguí 市へ、Carlos Aguirre 氏の両親を訪問、地域の変化について
意見を交換

09:00

旧港、新港などパラナー市内の歴史的地域・建造物を見学

15:00

Aguirre 氏宅でギタリスト Silvina López 氏と懇談、演奏もきかせてもらう

22:00

フルート奏者 Luis Barbiero 氏宅を訪問、そこに集ってもらった地元の音

3 月 13 日

楽家 Sebastián Macchi（ピアノ）, Pedro Guastavino（打楽器）, Nauricio
Guastavino（7 弦ギター）, Andres Rondano（ギター）, Juanjo Caceres（ギ
ター）ら各氏と意見交換、パラナーという地域の音楽的特性、近隣都市
との文化的関係、ブラジルでの音楽経験などについて懇談
10:00

パラナーのバスターミナルより La Flecha 社のラプラタ市行きバスで出発

17:00

レティーロへ到着、ホテルへ移動

21:00

Ignacio Varchausky 氏宅でコンサート・シリーズ「南の音楽」出演者であ
る、Marcelo Pretto（歌手、ギター、音楽研究家、ブラジル）、Wander Wildner

3 月 14 日

（歌手、ブラジル）
、Arthur de Faria（ピアノ、ブラジル）
、Fernando Pezão
（ギター、ブラジル）、Thiago Pethit（歌手、ブラジル）、Diego Schissi（ピ
アノ、アルゼンチン）、Omar Giammarco（歌手、アルゼンチン）、Dolores
Solá（歌手、アルゼンチン）、Martín Buscaglia（歌手、ウルグアイ）たち
と南米南部地域の音楽的特性・共通性などをめぐって意見交換を行う
14

3 月 15 日

22:00

歌手 Florencia Ruiz 氏宅で懇談

15:00

ブエノスアイレス大学の文化センターCentro Cultural Ricardo Rojas で
元講師の Coco Romero（カーニバル芸術、実技、デザイン等指導）と懇談、

3 月 16 日

35 年ぶりに公式再開されたブエノスアイレスのカーニバルや他地域での
カーニバル調査などについて意見を交換した
10:30

ピアニスト Lilián Saba 氏宅を訪問、夫のフルート・サックス奏者 Marcelo
Chiodi 氏と共に、アベジャネーダ・ポピュラー音楽学校での教育などに
ついて意見を交換

14:00

人類学者 María Susana Azzi 氏と懇談、今年生誕 90 周年を迎えるアスト
ル・ピアソラの音楽や、その他の音楽関係の研究プロジェクトについて

3 月 17 日

懇談
16:30

ギタリスト Agustín Pereyra Lucena 氏宅を訪問、アルゼンチンにおける
ブラジル音楽の現状について懇談

21:00

21 時 00 分 「南の音楽」コンサート、Na Ozetti（ブラジル）＆Diego Schissi
五重奏団（アルゼンチン）を鑑賞

17:00

文化施設「タンゴの家」Casa del Tango 訪問、ディレクターの Nelida
Rouchetto 氏と懇談、タンゴ学校オーケストラ・コーディネーターIgunacio

3 月 18 日

Varchausky 氏に科研報告書作成用のデータ提供を要請
19:00

19 時 00 分 ケーナ奏者 Fidel Guigui 氏宅で、バイオリン奏者 Ramiro Gallo
氏らと懇談、ブエノスアイレスの現代の音楽性について意見を交換

22:00

キーボード、アルパ、シタール奏者 Alejandro Franov 氏宅で懇談

12:30

12 時 30 分 在アルゼンチン日本大使館専門調査員の遠藤健太氏と夫人の
遠藤有美氏と懇談

3 月 19 日

3 月 20 日
3 月 21 日

20:30

ブエノスアイレス・エセイサ国際空港よりデルタ 110 便で出発

05:55

アトランタ国際空港着

12:20

アトランタよりデルタ 281 便で出発

18:00

成田国際空港到着
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西村

秀人

１．従来のアルゼンチンとブラジルの音楽的交流
アルゼンチンとブラジルは申すまでもなく、南米域内の 2 大国であり、その文化的影響
力も大きく、音楽産業の規模も他の諸地域に比べ大きい。しかし歴史的に見た場合、アル
ゼンチンとブラジル双方の音楽的影響関係を見出すのは難しい。1960 年代アルゼンチンで
たびたび公演を行い、アルゼンチン音楽家とも交流を持ったヴィニシウス・ヂ・モライス、
トッキーニョ、マリア・クレウーザ、セバスティアン・タパジョス、彼らを含むボサノー
ヴァの影響を受けた少数のアーティスト（ギタリストのアグスティン・ペレイラ・ルセー
ナ、ギタリストで歌手のミゲル・サラビアなど）、1970 年代前半のアストル・ピアソラとネ
イ・マトグロッソらブラジル音楽家の交流、軍事政権期においてシコ・ブアルキやミルト
ン・ナシメントの作品を歌ったメルセデス・ソーサなどの例をのぞけば、アルゼンチンと
ブラジル音楽の直接的交流は少なく、一般の音楽ファンにとっても互いの音楽文化に対す
る親しみは決して多くなかった。
実際、筆者が 20 年ほど前にアルゼンチンを訪れた頃でも、ブエノスアイレス中心部の一
般的な CD 店店頭にもきわめて限られた数のブラジル音楽の CD しか置かれておらず、その
アーティストもカエターノ・ヴェローゾ、ジルベルト・ジル、ジョアン・ジルベルト、ヴ
ィニシウス・ヂ・モライスなど国際的に広く知られており、かつそれまでの活動でアルゼ
ンチン公演を行ったことのあるアーティストに限られていた。他の南米地域では高い人気
を持っているサルサなどカリブ海系の音楽についても状況は似たり寄ったりで、ごく一部
の愛好家が嗜好しているにすぎないという印象が強かった。
こうした状況の変化をうながした一因はおそらく、1990 年末に発売され、その後全ラテ
ンアメリカ地域で大ヒットとなったドミニカ共和国のフアン・ルイス・ゲーラ＆4.40 のア
ルバム “Bachata rosa”（邦盤 CD タイトル「薔薇のバチャータ」
）のヒットにあると思われる。
当時ブエノスアイレスの主要 CD 店で 1 日中かかっているほどのヒットとなり、カリブ海音
楽への注目度に変化が生じ、その後はニューヨークのサルサや、コルドバを中心に 1960 年
代から聞かれていたダンス音楽「クアルテート」1などもブエノスアイレスで聞かれ、ダン
スクラブなども出来るようになった。また一方で、1995 年 1 月に発足したメルコスール（南

1

「クアルテート音楽」(Música cuartetera)とは、コルドバで高い人気を誇ったダンス音楽グルー

プ、クアルテート・レオの演奏スタイルを指す語で、その後 4 人で演奏しなくてもジャンル名と
して「クアルテート」と呼ばれるようになった。もともとイタリア系のタランテラなどのダンス
音楽をベースにした音楽だったが、コロンビア起源で 1960 年代半ばにアルゼンチンでも流行し
たクンビアの影響も大きい。
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米南部共同市場）の発足は、ブラジル音楽への注目度を変えるきっかけとなり、ブラジル・
アーティストのアルゼンチン公演の数も増加、CD 店店頭に置かれるブラジル音楽 CD の数
や種類にも大きな変化が生じた。ベト・カレッティ、マリアーナ・メレーロ、アドリアー
ナ・リオスなどアルゼンチンだがブラジル音楽を専門として活動するアーティストも登場
している。
２．調査期間中の観察成果
今回の調査は 2011 年 3 月に行われたものだが、ここ 10 年ほどの間に生じたアルゼンチン
とブラジルの音楽交流におきた変化を確認できた。まずパラナー在住のピアニスト／作曲
家であるカルロス・アギーレ氏のはからいで、アギーレ氏のレーベルの共同設立者であり、
長年の友人でもあるフルート奏者／ギター奏者のルイス・バルビエロの家で多くのパラナ
ーの音楽家と懇談する機会を得た。その中でセバスティアン・マッキ（ピアノ）とペドロ・
グアスタビーノ（打楽器）の 2 名はブラジルへの留学経験を持っている点が注目される。
従来地方都市から海外留学に出ることにはシステム上さまざまな問題があったが、現在で
はパラナーから直接ブラジルへ留学することも難しくなくなっているのである。2 人はブラ
ジル音楽の先進的なサウンドを自己の音楽にとりいれており、地方音楽シーンの充実に大
きく貢献している。また、ルイス・バルビエロはアルゼンチン・フォルクローレのみなら
ず、ブラジルのショーロ1のグループでも演奏している。
またこの調査期間にはブエノスアイレスで市の後援によるコンサート・シリーズ「南の
音楽」(Músicas del sur)の第 2 回が行われていた。3 月 10 日から 20 日までべインティシンコ・
デ・マジョ劇場を使い、アルゼンチン、ウルグアイ、ブラジル南部のアーティストが数組
づつ組み合わせになり、ブエノスアイレス中心部の劇場でコンサートを行うものである（入
場者は無料）
。アルゼンチン側からはルディ＆ニニ・フローレス（リトラル音楽）、エル・
アランケ（タンゴ）
、オマール・ジアンマルコ（カーニバル音楽をベースにしたポップス）
、
ドローレス・ソラー（歌のタンゴ）、ギジェルモ・クレイン（ジャズ）、ディエゴ・スキッ
シ（モダン・タンゴ）
、リリアナ・エレーロ（フォルクローレ）らが参加、ウルグアイから
レオ・マスリア、サマンサ・ナバロ、マルティン・ブスカグリア、ブラジルからはマルセ
ロ・プレット、デュオ・デノ（アルトゥール・デ・ファリア＆フェルナンド・ペザゥン）、
チャゴ・ペティト、ワンデル・ウィルドナー、ナ・オゼッチ、フェルナンダ・タカイ、パ
ト・フらが参加、ブラジルのうち南部ポルトアレグレのアーティストが多くを占めている
点は、地域性を重視したユニークな人選となっている。

1

ショーロ(chôro)とはブラジルのサンパウロを中心として発展したサンバより古くから存在し

ているポピュラー音楽で、弦楽器のアンサンブルにフルートやクラリネットなど管楽器などが加
わる。基本的にダンスはなく、器楽演奏を「聴く」音楽である。
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西村 秀人

実際にコンサートを見ることが出来たのはわずかだったが、国籍を超えたアーティスト
の共演もあり、文字通りメルコスールの枠組みを文化面で象徴するようなプロジェクトだ
ったと言える。こうした音楽的交流イベントは 15 年前であれば不可能だったと思われ、単
なる国同士の交流ではなく、ブエノスアイレス、モンテビデオ、ポルトアレグレという地
域の文化的均質性を前提とした点に新しい意義が見出されている。
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平成２３年度

研究報告

平成２３年度は、計画の第２年度である。本研究においては、連携研究者として、前年
度の名古屋大学・国際開発研究科・准教授・西村秀人と名古屋大学・国際言語文化研究科・
非常勤講師・重松由美のほか、同非常勤講師寺澤宏美（在日ペルー人研究）と野内遊（米
墨地域研究）が参加し研究体制の強化と拡充を図った。
当該年度の主たる成果は次の項目に要約できる。
１）研究成果の発表
前年度の調査に基づき、西村はウルグアイの言語文化の変容について、重松は在日ブラ
ジル人学生・生徒の言語とアイデンティティについてそれぞれ論文を執筆し研究誌に発表
した。さらに水戸と野内は、
「テレノベラ」と呼ばれるラテンアメリカの連続テレビドラマ
における薬物乱用防止キャンペーンといった社会的機能に着目し、共同研究による論文を
予備的ではあるが発表した。英語圏も含むラテンアメリカの複数の言語文化圏間に共通す
る問題意識とメディアの役割を考察した研究である。
２）講演会等
毎年開催予定の企画であるが、大阪大学教授河野彰（ポルトガル語学）を講師に招聘し
「"Department of Spanish and Portuguese"という概念は日本の大学でも可能か？」というテー
マで開催した。ポルトガル語学の立場から、米大学の専攻学科において一般的なスペイン
語との並行あるいは移行教育の日本における可能性を考察した。発表言語は主にポルトガ
ル語を使用し、母語話者にスペイン語話者も加わった活発な質疑応答がなされた。西村は、
上記論文の他、先行年度の調査による知見の一部を講演資料として活用した。
３）海外調査研究
寺澤が２月２１日から３月１３日にかけて約３週間、ペルーの首都リマを中心に調査を
行なった。今回の調査は、食生活・食文化の視点から、在日ペルー人および日系ペルー人
とペルー本国との関係、さらにイスパノアメリカ（スペイン語圏）言語文化の人口移動に
よる変容を考察したものである。現在、調査資料の分析を行なっている。
研究論文および講演会を中心とした成果の発表が順調に行われ、新規参加の連携研究者
の調査により知見が飛躍的に拡大した。
平成２４年度においては、連携研究者によって先行年度の調査で得られた知見や資料の
整理を行い、研究全体の中間報告を作成する。この中間報告作成を通じて、スペイン語圏
とポルトガル語圏の言語文化の包括的な考察が試みられる。さらに、メディアを例に、２
言語圏から成立するラテンアメリカ言語文化の北米英語文化圏における影響の分析を行う。
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平成２３年度 研究成果一覧
論文
１）西村 秀人「ウルグアイのアフリカ系音楽『カンドンベ』にみる文化変容－人種を超
える国民文化化の過程－」
『国際開発研究フォーラム』vol.42, p.125-p.138, 2012.
２）重松 由美「在日ブラジル人高校生・大学生の言語生活とアイデンティティ」
『椙山女
学園大学教育学部紀要』vol.5, p.59－p.68, 2012.
３）野内 遊・水戸 博之「テレノベラ El clon における麻薬中毒者の表象とその背景―
ナタリア・フェレルの転落と更生を中心に」
『名古屋大学大学院国際言語文化研究科
言語文化論集』第 33 巻第 2 号, p.113-p.128, 2012.
研究成果に関連した公開講座・講演等
１）国際開発研究科公開講座「世界の中のラテンアメリカ音楽－国際化する音楽の諸相」
開催日時：平成 23 年 6 月 9 日(木)、10 日(金)、16 日(木)、17(金)

18:30～20:00

開催場所：国際開発研究科 8 階多目的オーディトリアム
講演者：西村秀人、パブロ・シーグレル
「スペイン語・ポルトガル語言語文化圏研究会」が主催した講演会
１）河野

彰「
「"Department of Spanish and Portuguese"という概念は日本の大学でも可

能か？」名古屋大学 全学教育棟 406, 2012.1.28.
講師紹介：
河野

彰（こうの・あきら）

専攻：ポルトガル語学
学歴：上智大学外国語学部ポルトガル語学科、同大学院外国語学研究科言語学専攻修士課
程修了（文学修士）
職歴：1979 年より大阪外国語大学講師。助教授、教授を経て、2007 年大阪大学世界言語研
究センター教授、2012 年より大阪大学言語文化研究科教授
主要業績：
著書：
『NHK ブラジル・ポルトガル語入門』 日本放送出版協会 2001 年
主要論文：
「日本語とポルトガル語の言語接触」日本語と外国語との対照研究 III『日本語とポルトガ
ル語（１）
』国立国語研究所・くろしお出版 所収
20

1996 年

“Três etapas no contato linguístico português-japonês” ENCRUZILHADAS/CROSSROADS
vol.4, University of California, Los Angeles 1995.
“Portuguese-Japanese Language Contact in 16th Century Japan” Bulletin of Portuguese/Japanese
Studies, December 2001, volume 3 (Centro de História de Além-Mar, New University of Lisbon)
2001.
“Empréstimos lingüísticos como reflexo do fenômeno ‘dekassegui’” Américo Pellegrini Filho,
Mitsuru Higuchi (org.) Encontros Culturais Portugal – Japão – Brasil, São Paulo, Editora Manole,
2002.
（講演録は平成２５年度に作成）
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海外出張報告書
寺澤

宏美

ペルー旅行日誌（2012 年 2 月 21 日～3 月 13 日）

14:25 ANA340で中部国際空港から新東京国際空港へ
2/21

17:00 UA6に乗り継ぎヒューストン(IAH)着

（火） 15:50 UA854でリマへ
23:40 リマ Jorge Chaves 国際空港着
2/22
（水）

01:30 ホテル Estelar Apartamentos Bellavista 到着、チェックイン。
・訪問先確認のメール作成・送付
･リマ市内スーパーWong で食糧調査（主にコメ、日本食品）
リマ市内調査（食糧事情と消費傾向）

2/23

・Rípley（デパート）で炊飯器など家電品調査。

（木） ・Mercado de Surquillo および周辺の小売店訪問（荒物･金物商店街）
・スーパーMetro で食糧調査。
リマ市内調査
・ペルー日系協会(APJ)訪問、ジンナイ先駆者センター、資料館などを見学
2/24
（金）

・Teruo Sakay Okawa 氏と昼食。帰国後の様子を聞き取り
・同協会内日本食レストラン Nakamichi でメニュー調査
・Sakay 氏の自宅訪問。リマの日系人について聞き取り

2/25
（土）

リマ市内調査
・オーガニック土曜市 Bioferia 見学、タイプの異なる消費傾向の調査
・スーパーVivanda で食糧調査
リマ市内調査

2/26

・Mercado de Surquillo で食糧調査

（日） ・スーパーTottus で食糧調査
・
「奇跡の主」の本山、Nazarenas 教会および周辺地域見学
2/27

休日

（月） ・テレビ CM による消費傾向分析
リマ市内調査
2/28

・日系３病院訪問

（火） ・AELU（ラ・ウニオン運動場協会）見学
・リマ市中心部、市場と中華街見学
2/29

休日

（水） ・天野美術館訪問（天野芳太郎コレクション）
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3/1

写真・データの整理

（木） 翌週の訪問予定確認と準備
3/2

Santa Beatriz 幼稚園訪問

（金） ・園内見学と教職員への聞き取り／・年間行事の DVD 視聴
3/3
（土）
3/4

Elfy Rojas Valdez 氏(ペルー外務省一等書記官）と面会
・ペルー事情の聞き取りと、調査に関する意見交換
・ペルー国内におけるポルトガル語の学習状況
休日

（日） ・Sakay 氏の招きでリマ市郊外 Chosica および Callahuanca へ小旅行
リマ日本人学校を前身とする日系の名門、La Unión 校訪問
・校内見学と教職員への聞き取り
3/5
（月）

・沖縄系日系人の女性校長、Akemi Naco 氏と日本の教育の現状などに
ついて歓談
・Santa Beatriz 幼稚園の Jennifar Tamanaha 教諭の自宅訪問

3/6

休日

（火） ・クスコへの移動準備／リマ市内散策
3/7
（水）
3/8

12:05 リマから LAN2037でクスコへ。
13:30 クスコ Alejandro Velasco Astete 国際空港 着
・ホテル La Torre Dorada にチェックイン。高地順応のため休息
休日（自費）

（木） ・高度順応を兼ねて500m 標高の低いマチュピチュで終日過ごす
クスコ市内調査
3/9
（金）

・市内最大の San Pedro 市場見学。
・主な生活必需品の種類と価格チェック
クスコ市内調査

3/10
（土）

・San Pedro 市場周辺の、土曜日の青空市を見学
・市内散策、官公庁見学
・クスコで唯一のスーパー、Mega で食糧調査

3/11
（日）

15:50 クスコ発（天候不順のため予定より1便早く出発）
23:50 CO855でヒューストンへ

3/12

06:25 ヒューストン着

（月） 10:45 CO7で成田へ
3/13
（火）

14:45 成田着
16:55 ANA337で中部国際空港へ
18:05 中部国際空港着
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ペルー調査報告書
寺澤

宏美

はじめに
この報告書は、筆者が 2012 年 2 月 21 日～３月 12 日にペルー共和国リマ市およびクスコ
市において実施した、現地の食生活･食文化に関する調査の日誌であり、筆者の雑感を含め
て記録したものである。
１．調査の目的
本調査の目的は、筆者の研究対象である在日日系ペルー人の食生活について考察する
ための資料収集であるが、主な留意点は以下のとおりである。
1)在日日系ペルー人の主な出身地であるリマ市における「食」の現状を調査し、日本在
住者が日本で食べているペルー料理と比較する。特にスーパーや市場で一般的に売ら
れている野菜や調味料などを調査する。
2)長期間日本に滞在しながら、家庭内の食事のほとんどがペルー料理であることはわかっ
ているが、保育園や小学校に在籍する子どものいる家庭では給食の影響が少なからず
あると推測される。この点については、現在愛知県犬山市の事例を調査・分析中であ
る。日本とペルーの教育環境の差異および共通点を理解するために、現地の多くの日
系人が通う幼稚園、小学校を視察し、子どもたちの生活について聞き取り調査を行う。
3)ペルー人が来日当初に困惑したことのひとつである「コメ」について、どの産地のコメ
がどのような状態で売られているか調べる。
4)リマ市は海岸地域に位置するため、比較対象としてアンデス地域のクスコ市で食糧事情
や消費傾向を調査する。
これまで主に愛知県内在住のペルー人について、その日常生活や情報収集の手段、出身
国であるペルーとの関わり、日本社会への参加の度合いなどについて調査・研究を進めて
きた。在日ペルー人は「いつかは帰国する」と言いながら滞日期間を長期化させ、長い者
ではすでに 20 年を超えている。来日当初の在留資格「定住者｣から「永住者」に切り替え
る例が多く、
法務省の 2011 年末現在の統計によると、外国人登録をしているペルー人の 63%
が「永住者」の資格で在留する。一時的な帰国という形で日本とペルーを往復する者、家
族全員を呼び寄せて日本に基盤を置き、長く帰国していない者など個人差があるのが特徴
である。
ペルーでの現地調査を通じて、現在のリマの状況を知ることで日本に住むペルー人が置
かれている立場を明確にし、今後の在日ペルー人の動向の予測につなげたい。
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２．調査日誌（2012 年 2 月 21 日～3 月 12 日）

2012 年 2 月 21 日（火）

出発からリマ到着まで

正午過ぎに自宅を出発、JR で金山駅へ。名鉄線に乗り換えて中部国際空港へ向かう。
初めての e チケットに少し戸惑うが、スーツケースをヒューストンまでスルーで預けて、空
港内を見て歩く。ユニクロがあるのを知らなかったが、市内と同価格でキャンペーン商品
も割引になっていて良心的だと思う。
14:25 の ANA で成田へ。駐機場からターミナルまでバスで移動だったがかなり遠い。イ
ミグレーションとセキュリティ・チェックをしたら時間がぎりぎりで、ユナイテッド航空
(UA)のチェックインがあるコンチネンタルのカウンターまで走ったが、すでに搭乗が始ま
っていた。念のためひとつ早い便で来てよかった。
ヒューストン(IAH)まで 11 時間、機内食が 2 回、たぶん夕食と朝食。予定通り午後に到着。
たっぷり時間があるので映画を探していたら見たかったドラマ、
「PANAM」を発見。2 話ま
で見た。午後 2 時少し前、
「のだめ 2」を見ているうちに IAH に到着、陽射しがまぶしい。
トランジットなのにいったん入国するためイミグレーションへ。空港内は完全な英・西
バイリンガル。清掃関係者、売店の人たちはメキシコのスペイン語で話しているし、トイ
レの表示も BAÑO, HOMBRE/MUJER だ。予想以上で、ここからすでにスペイン語圏が始
まっているように感じた。
荷物がなかなか出てこないので心配したが、リマまでチェックされているとのこと。入
国管理官にペルーでの滞在目的を聞かれ、虹彩写真と指紋を取られた。その後、ただの乗
り継ぎなのに靴まで脱がされ、バレエの「2 番のアン・オー」のようなポーズで写真を撮る
厳重なセキュリティ・チェックを受けてターミナルＣからＥへ移動。
空港内の物価は高く、特に目をひくものもない。ピーカンナッツのアイスを食べてみた。
アメリカの甘さと量。搭乗案内を待つ間、東洋系の人たちがいたので聞いてみたら中国系
のペルー人だった。ペルー在住の日本人だったら話を聞けるのに、と少し残念。
IAH からリマまでの機内には、成田便と違って個人用のスクリーンがない。真ん中のシ
ートで、空席があったので眠ろうかと思ったが、時差を考えて起きていることにした。機
内食 1 回とスナック。IAH からリマへの便で生のにんじんが出るという噂は本当で、乾燥
した機内ではおいしく感じた。
リマ便のアナウンスは英・西バイリンガルで、けっこう日本人が乗っていたが日本語ア
ナウンスはなし。大学生らしい若者たちは卒業旅行か。それにしても UA は強気というか、
成田便でもリマ便でも基本的には英語で通す。日本の航空会社のサービスが苦手なので、
外資系航空会社は基本的には好きだ。
ほぼ予定通り、23:40 頃リマに到着。イミグレーションを通る際、審査官とインカコーラ
の話題で盛り上がる。荷物を待つ間に両替。レートが悪いがしかたがない。ロシアンルー
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レット、と言われる税関ではボタンを押したら緑ランプで、スーツケースを開けずにすん
でやれやれ。到着口へ出たら夜中なのにかなり多くの人がいた。聞いていた通りタクシー
の客引きが寄ってくる。
在日日系ペルー人の友人・César の弟、カリンが待っていてくれたので駐車場へ。夏の空
気、そして湿度が高い。本当にリマまで来たんだな、と一瞬感慨にふけるがカリンに急か
されて空港を後にした。空港エリアを離れると街が暗い。目立つ建物もなく、ライトアッ
プもされていない。深夜のためか交通量はさほど多くない、にもかかわらずあちこちでク
ラクションが鳴る。歩いている人もけっこういた。どうやらカリンはホテルの場所を把握
していないようで時間がかかる。
やっとホテルに着き、César から預かったお土産をカリンに渡してチェックイン。部屋に
案内されたがミネラルウォーターがない。スーツケースに 1 本入れてくればよかったと思
っても後の祭り。夜中にどうしても飲みたくなっても水道水は飲めないので、空港で両替
したばかりの 10 ソル札を持ってフロントへ。深夜 1 時過ぎに外へ出ても大丈夫か、近所に
水の買える店があるかを訪ねてから出かけた。まだ人が歩いているし、車もけっこう走っ
ている。教えられたとおりにこわごわ歩いて、スーパーMetro へ。いろいろ種類があってよ
くわからないが、とりあえず sin gas の Cielo、2 リットル入りを 2 ソル（約 60 円）で購入。
初めてのリマのスーパーへの好奇心をおさえ、とりあえず水だけ買った。
ホテルに戻って一安心、と思いきやボトルの蓋が開かなくて一苦労。機内でもらった輪
ゴムとタオルでやっと蓋を開け、特に飲みたくもないのに一口飲む。con gas にしなくて不
幸中の幸いだった。
スーツケースの洋服をクローゼットとたんすに移し、とりあえずシャワーを浴びて就寝。
自宅を 21 日のお昼に出て、時差があるとはいえ同日中にリマに着くという長い長い 1 日だ
った。

2012 年 2 月 22 日（水）

リマ 1 日目

時差ぼけもなくすっきりと目が覚める。朝食が 10 時までなのでまずごはんを食べに行き、
近くのケネディ公園を散歩。街の地理がまったくわからないので、とりあえずホテルの近
くを歩いてみることにした。奇跡の聖母教会、Miraflores 区の区役所がすぐ近くにある。観
光案内所で地図がもらえないかと思ったが開いていない。役所以外は開店が遅いようだ。
新しい商業施設、Larco Mar を目指して、Larco 通りを海に向かって下って行く。途中、
観光案内所で Miraflores の地図をもらい、目印をつけてもらった。銀行が目立つが、入り口
に必ず警察官か警備員が立っているので全体的に安全な雰囲気だ。カフェやブティックが
並び、なかなかおしゃれ。渋滞とクラクションの音、青信号でも突っ込んでくる左折車（車
は右側通行）にさえ慣れれば、歩くのは楽しい。夏の終わりで気温は 27℃、湿度が高いも
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のの海が近いため時々風が吹き、日本の夏よりは過ごしやすい。暑く湿度の高い夏に慣れ
た名古屋っ子にとっては、乾燥しているよりはいい。何より日本は真冬、寒くないだけで
も夢のようだ。
Larco Mar はレストランやショップ、映画館まで入っていて、面白い施設だと思ったが、
11 時ではどこでも食事が出来ず、お店もほとんどが閉まっていて残念。目の前の海が太平
洋というのは、わかってはいても新鮮な驚きだった（写真 1）
。

写真 1

Larco Mar から太平洋を望む

中心部に戻り、歩いていたらいかにも「安売り」という感じの店(La Quinta)があったので
入ってみた。Ｔシャツなど衣料品が山積みにされている。何だろう、と思いながら商品を
見てみるとアバクロやホリスターが日本円で 500～700 円で売られている。たまたま居合わ
せた日本人（駐在員夫人らしい）が、輸出品のアウトレットだと教えてくれた。確かに、
ペルーの綿製品は有名だ。ブランドの工場がペルーにあるため、ペルー製と書いてある。
とりあえずアバクロのＴシャツを 20 ソルで購入、滞在中大活躍のアイテムとなった。
市内のあちこちに支店のある書店、Ibero Librerías に入ると、店員が近づいてきた。リマ
の小売店では業種を問わず、おしなべて店員が親切だ。特に書店は欲しい本の概要を言う
と探し出してきてくれる。本には通常ビニールがかかっていて中身は見られないが、店員
が破って見せてくれる。見たからといって必ずしも買う必要はないようだ。マチュピチュ
のガイドブックと、
「奇跡の主」の子供向け絵本を購入。2 冊で 1400 円くらいで、ペルーで
は書籍はとりわけ安いというものではなさそうだ。スペイン語学習用の本もあったが、す
べてスペインの SGEL のもので目新しさはない。ポルトガル語関係の本は見当たらず。
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Librería Minerva という、いかにも古そうな店に入ってみる。その名前から本屋かと思っ
た

た

き

たら文房具店に近い。昔の日本家屋で土間というか、三和土になっていて涼しいところが
あったが、別にそういう造りではないのに薄暗く、ひんやりしていて何だかなつかしい。
何を売っているのかとよく見ると、教科書と思われる書籍、ボールペンや消しゴムなどの
学用品だった。ペルーでは 3 月が新学年の始まりで、生徒には新学期までに用意するべき
学用品の「準備リスト」がある、というのをここで聞いた。滞在中、さまざまな文具店に
入るたびに近づいてくる愛想のよい女性たちは、ステドラーやカステルといった文具メー
カーから派遣された人たちだ。ちなみに文具はヨーロッパのメーカーが多いように感じた。
日本から帰国した日系人のテルオさん（後述、70 代）によれば、
「子どもの頃からあった店」
だそうで、ずっと昔から市民に親しまれている老舗ということになる。
都市交通(Metropolitano、後述)の駅のそばに民芸品を売っている通りを発見。この通りは
行けども行けどもお土産屋さんばかりで、たぶん 100 軒以上あると思う。どこも似たりよ
ったりで、問屋とか工場とか、仕入先が同じかと思うほど。１個１ソルとか５ソルのマグ
ネットやら人形やらＴシャツやら、
「外国人が好きなペルーのお土産ベスト 10」的な展開だ。
あとからわかったが、ペルーのお土産は「所変われど品変わらず」なので、割高な観光地
で買うより、選べるリマのお店でまとめ買いして値引きしてもらうのがいいようだ。
昼食はケネディ公園前の行列ができるサンドイッチ店、Lucha でハンバーガーとミックス
ジュース。もともと sanguichería という牛肉や鶏肉などを焼いたものを売る店なので、ハン
バーガーとはいえ焼き加減が選べる。持ち帰りか、焼き加減は、中に何を入れるか、ソー
スは、と一つずつ答えてちょっと緊張。先に支払いを済ませ、名前を呼ばれたら取りに行
く。店員が若くて感じがいい。合計 14.75 ソルでハンバーガーとしては高めだが、だいたい
日本のマクドナルドと同じくらい。あとでわかったが小さいレストランならランチ 2 回分
だった。部屋でゆっくり食べたが、日本のホテルの豪華なハンバーガー並みで、十分ディ
ナーになるボリュームとおいしさ。以後、帰国までに３回行くことになる。ちなみにこの
店は、いつ行っても行列ができている。高くても待ってもおいしいから、という時代なの
だろうか。想像していたのとは少し違う豊かさが感じられる。
午後、地図を頼りに日本で見たリマ在住日本人のブログで見たスーパー、Wong まで歩い
ていく。知らないからこそ歩ける、かなり長い距離だった。1 階が食料品、2 階には食器な
ど雑貨や文房具売り場もある。果物や野菜などが整然と並べられ、店員も親切で高級スー
パーといわれる理由がわかる。César 一家のおすすめの果物、マラクージャ、グラナディー
ジャとマンゴ、いちごを購入(約 400 円)。アンデス原産のジャガイモは本当に種類が多く、
売り場一列ごと、さまざまな種類が並ぶ（写真 2）
。Parta と呼ばれる緑色のアボカド（写真
3）やパパイヤはかなり大きい。
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写真 3 色鮮やかなアボカド

写真 2

種類が豊富なジャガイモ

下見だけのつもりだったが、せっかく来たので米の調査をする。いろいろ種類があるが
高めのものはウルグアイ産、寿司用と表示のある商品もあった（写真 4、5）
。価格と産地は
Arroz extra 19.50/5K, Superior 17.50/5K, Hayate 7.75/1K: Urguay, Sushi 14.99/400g: Chile。

写真 4 さまざま種類の米

写真 5
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醤油と思われる調味料が Sillao という名前で売られていた。マルちゃんや日清のカップめ
んや焼きそばも売っていたが価格は日本円で 160 円くらいと日本並み。牛乳やヨーグルト、
菓子類も種類が多く、大きなカートに山積みして購入する人が目立つ。消費が進んでいる
ようだ。
別の売り場でペルー料理が日本のスーパーの惣菜のように売られていたが、すべて量り
売り。買い方がわからなかったので、これも量り売りのパンのみを購入。けっこう種類が
豊富で、数に応じて大中小の紙袋を選び、自分が好きなパンを袋に入れて秤のあるところ
に行くと店の人が重さを量って値段のシールを貼ってくれる。パン 2 つで 20～30 円、バゲ
ットは 1 本 60 円くらい。最初にパン売り場で 5.99 ソルという値段を見た時、１個 150 円な
ら日本並みと驚いたが、キロあたりの表示だった。食パンは製パン会社のもののみでサイ
ズが日本のものより小さく、あまりおいしそうではない。
他に買ったものと一緒にレジに持っていってお金を払う。実はお惣菜もサラダもすべて
同じ方式だった。あらかじめパックに入っているのではなく、欲しい量だけ買えるのはあ
りがたい。
帰り道に Internacional というような名前の書店があったので覗いてみた。親子連れが何組
かいて本を選んでいる。全体的な雰囲気として書店というより教科書販売店だ。あとでわ
かったが、ペルーでは 3 月からの新学期に向けて文具を揃えるが、教科書も無償ではない
のでこうした書店で購入するとのこと。ポルトガル語の教材はほとんどなく、英語が中心。
どうやらここでは librería は単に書店ではなく、paperería でもあるようだ。歩きながら Huaca
を発見。住宅街の中に突然姿を現したので驚いた。かなり大きい。
6 時半頃から日が暮れはじめる。夕焼けが本当にきれいだ。夕食はホテルでパンと果物、
水で簡単に済ませる。長期滞在のためミニキッチン付の部屋にしてよかった、と思う。
衛星放送で NHK、中南米をはじめスペイン、カタルーニャ、バスクの番組まで見られる。
一日中歩き回ったせいか、ほどよく疲れている。日本のニュースをチェックして就寝。

2012 年 2 月 23 日（木）

リマ 2 日目

朝食後、ホテル内のフィットネスセンターに行く。ランニングマシンなどの器械のほか、
スピニングルームやスタジオもあり、規模は小さいが本格的。会員制クラブでホテル宿泊
者は無料で利用できる。スタジオのプログラムは 7 時からの早朝と、9 時～10 時台、夕方 6
時台と限られているが、夜 10 時まで利用できる。7 時台の利用者は多くないが、9 時～10
時台のスタジオは女性ばかり。近隣の 40～60 歳くらいの主婦と思われるが、フィットネス
用のウェアやシューズで参加している。フィットネスやダイエットにも関心があるようだ。
ちなみにウェア、シューズはデパートで売っているが、価格は日本と大きくは変わらない
ため、リマでは高価な部類に入ると言える。
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日本からシューズやウェアを持参してきてよかったと思った。インストラクターは当然
スペイン語で指示を出すのだが、ふだんあまり使わない単語が出てくると、何だったっけ？
と考えつつ体を動かすことになる。命令形の 3 人称でなく現在形の 1 人称で説明するのが
興味深い。
ホテルの部屋から見える通りには小さいレストランがいくつかあり、深夜まで営業して
いる。そのうちのひとつに入って昼食を頼んでみた。前菜とメインの２品にレフレスコ（オ
レンジジュース）がついて７～10 ソル。値段の違いはメインの種類による。チキンやポー
クだと７ソル、ビーフが入ると 10 ソルのようだ。この店だけでなく、周辺の店も同様で、
値段ごとに選べるメニューが店の前の黒板やホワイトボードに掲示されているため、スペ
イン語がわかれば食べたいものをメインにした定食を選ぶことができる。ペルー料理には
そこそこなじみがあるのでイメージはあるものの、量などがわからないため、とりあえず
好きなミックスサラダとロモ・サルタードを注文。たっぷりのライスが付け合せになって
いる（写真 6）
。サラダもメインもおいしかった。これで 10 ソル＝約 300 円は納得の値段。
このあたりは Miraflores の中心街から歩いて５分ほどだが、大通りを１本入るとランチの値
段がぐっと安くなる。あとでわかったことだが、リマでもクスコでも、観光スポットの周
辺のレストランは高い。２筋くらい離れると値段が 1/2～1/3 近くになる。

写真 6

牛肉とジャガイモを炒めた Lomo Saltado と
野菜たっぷりの Ensalada Mixta

昼食後は徒歩５分の Rípley へ。日本のデパートといった趣で、外見からもハイクラスの
店とわかり、他の商業施設と同様、各入口にはガードマンがいる。ただし日本のデパート
と違って「百貨店」ではない。デパ地下はないし、食料品も売っていない。あとから聞い
たら、デパートに食料品はないのが当り前だそうだ。
フロアは 3 階で１階は婦人服、靴、小物と化粧品。ベネトンなどのカジュアルブランド
が中心で客層は若い人から中高年までと幅広い。夏の終わりのバーゲンをしていたが、食
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品などと比べるとかなり高く感じる。化粧品は日本ほど種類がなく、日本のデパートなら
必ずあるシャネルやディオールが入っていない。当然クラランスやロクシタンもない。
2 階は紳士物とスポーツ用品、パソコンなどを販売しているが、サッカーボールが普通に
売られているのはサッカー好きのお国柄ゆえか。Adidas や umbro といったヨーロッパ系の
ブランドが多い。
3 階は家庭用品で、家電や食器、子ども向けの文房具などを販売していて、ここでも新学
期向けセールが行われていた。文房具のほか、ランチボックスやボトルなどの関連商品が
目立つ。こうした学用品がよく売れるのは、Miraflores などの高級住宅街だから、という話
を後日聞いた。前日に米の調査をしたので、炊飯器をチェックした。蒸し器との一体型な
ど、中国市場を意識しているかのような機種が目立つ（写真 7）
。Thomas、Imaco というメ
ーカーのものが約 3000 円～。

写真 7

蒸し器の付いた炊飯器

調理家電はフィリップスや、サムスンをはじめとする韓国メーカーのものが多い。圧力
鍋やシリコン系の器具などはなかなか高価、陶器類をはじめ家庭用品は中国製が多い。ペ
ルー製、という表示にはプライドがあるようだ。
初日の深夜に水を購入したスーパー、Metro は実はこの店のすぐ近くだった。Wong より
庶民的だが、品揃えも接客も悪くはない。Wong のテーマカラーは赤で、ユニフォームにも
赤が使われ、女性スタッフはシニョンに赤いシュシュ、キャッチフレーズは Donde comprar
es un placer（お買い物が楽しみになるお店）
、一方 Metro は黄色がテーマカラーでシュシュ
も黄色、Precios más bajos. Siempre!（いつも一番お値打ち）がキャッチフレーズで、このあ
たりに両者の違いが出ていると感じる。Wong が高級住宅地に店舗が多いのに対し、Metro
はおそらく１区に 1 店舗以上、アッパーミドルだけでなく、中流以下の層が居住するエリ
アにも展開し、黄色の目立つ看板のおかげでリマに滞在中、外出する際の目印となった。
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正直言って、顧客を意識して差別化するという状況になっているとは思わなかった。
買い方がわかるようなったので、夕食用にパン、料理とデザートを Metro で購入。電子レ
ンジで温める容器に好きなだけ入れてくれるので便利だ。惣菜だけでなく、サラダや前菜、
ケーキ以外のデザートも同様に買える。家族連れも買って帰っている（写真 8）
。最近日本
でも問題になっている、外から持ち込んだ食品を家庭内で食べる、いわゆる「中食」がペ
ルーでも進んでいるのだろうか。わたしが知る限り、在日ペルー人はインターネットで材
料を調達したり、日本の食材で代用したりして、家庭内で作って食べる「内食」が主流だ
と思う。将来的には国外在住者の方が手作り比率が高くなる、逆転現象が起こるかもしれ
ない。

写真 8

スーパーの惣菜売り場。ペルー料理が並ぶ。

その後 Arequipa 通りを越えて歩いていると橋の向こう側に Mercado を発見。Miraflores と
全然雰囲気が異なる街の様子に驚き、身構えてしまった。Ferreteria というなじみのない単
語の店が何軒もあり、掃除用具や台所用品、日本なら 100 円ショップで売っているような
プラスチック製品があちこちで売られている。Rey というのがペルーのメーカーのようだ。
まるで東京の合羽橋が大阪の松屋町。台所用品は好きだが、長居すべき場所ではないと本
能的に感じる。日本から持ってきたティーバッグでお茶を作っておくためのふた付のプラ
スチック容器のみを購入した。
市場に入ったらほぼ閉店時間で、店の人たちは明日の準備に忙しいようだった。果物や
野菜、肉などを売っているがあまり清潔感がなく、価格もスーパーとあまり変わらないよ
うだ。市場の裏通りの商店で日本料理や中国料理の素材を売っている店を発見、巻きすや
バランまで売っていて、ミツカン酢は 30 ソル＝約 1000 円。店の人と仲良くなって「日本
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から来た」と言ったらいろいろ聞かれた。乾燥わかめの袋に書いてある「わかめ」という
平仮名を教えたら、他の人に「この文字わかめ、って読むんだって」と自慢げに説明して
いた。市場には土日に東洋系の人が来ると教えてくれた。後で調べたら市場は Mercado de
Surquillo、隣接するスルキージョ区にあり、あまり治安がよくないエリアだった。このよう
にリマでは区ごとにそれぞれの雰囲気を持っているようだ。
日が暮れるころ、ケネディ公園へ。多くの人がそぞろ歩いている。木曜の夜なのに、と
ちょっと不思議。公園では絵画やお土産品、靴やアクセサリーなどの露店が出ていて賑わ
っている。車も人も多い。相変わらず Lucha の前には行列が出来ている。ホテル近くのレ
ストラン街では呼び込みがはじまる。にぎやかで、ちょっとわくわくするようなリマの夜
は、相変わらず曇って月が見えない。
ホテルに戻り、写真をパソコンで整理した後、昼間買って冷蔵庫に入れておいたカラプ
ルクラをレンジで温める。アロス・サンビートもおいしかった。クスコに行ったら気圧が
低くて飲めないので、ビール Cuzqueña を飲む。リマに来てから「宵っ張りの朝寝坊」が治
りつつあるようだ。

2012 年 2 月 24 日（金）

リマ 3 日目

名古屋市の緑ヶ丘教会で時々会い、2 年前に帰国した日系ペルー人のカルロス・サカイ氏
(Carlos Sakay Okawa、日本名は酒井昭夫。通称テルオさん)と連絡が取れ、午後にペルー日
系協会(APJ)で会う約束をする。前日留守番電話にメッセージを残していたが、わたしがリ
マに来ているとは信じがたく、再度の電話で事実とわかってすごく感激される。
リマの公衆電話は 2 社あり、`どちらも 20 センターボ(約 6 円)のコインを入れてかけるが、
両社は微妙に違う。赤の CLARO の方が数が多いが、確実にかかるのは telefónica のように
感じた。うっかり大きいコインを入れると出てこなかったり、おつりの口が壊れていると
コインが取り出せない。一度は困っていたらちょうど電話会社の人が通りかかり、おつり
を返してもらえてラッキーだった。以降、電話機をよく見てからかけることにした。
APJ がある Jesús María 区の Residencia San Felipe まではタクシーで向かったが、海沿いの
道を走り、途中で Magdarena del Mar 区などの住宅地を通る。どちらも閑静な住宅地だが、
Miraflores のような霧がないためか、とてもよく晴れていて青空が広がる。ヘスス・マリア
は日系人が多く住むエリアというが、確かにこういうところに家を買って暮らすというの
は、日本で働くペルー人にとってとつの夢なのかもしれないと思った。
APJ という建物がビルの一角にあるのかと想像していたが、そうではなく、あたり一体が
日系人のエリアと言っても過言ではなく、周辺には日系劇場や病院もある。APJ の入口には
ペルーでよく見かける鉄の門があり、警備員がいて、名前を告げて中に入る仕組みになっ
ている。門の外では日本で知り合ったペルー人の奥さんとともに、リマで日本食の弁当屋
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をやっているという日本人男性が弁当を売っていた。10 ソルの日替わり弁当は個数に限り
があるので早い時だと 30 分で完売という。「お得意さん」はすぐ近くの日本大使館で、祭
など行事の際には受注があるとのこと。
早めに着いたので１人で中に入り、資料写真で見ていた APJ を自分の目で見ることにし
た。顔立ちは日本人だが雰囲気がどことなく違うお年寄りが何人も通り過ぎていく。資料
館(Museo)もあり、立派な建物だと思う。千羽鶴を首にかけた女の子の像、リマと東京の時
刻を表示する２つの時計。文献の写真では何度も見ている場所だが、目の当たりにすると、
いつも心に日本があるのか、と感じる。とうとうここに来たんだという感慨と、研究をは
じめなければその存在すら知ることもなかった場所へ、どうして来ることになってしまっ
たんだろうという思いが交錯する。人生は本当に、何が起こるかわからない。
２年ぶりにテルオさんと再会し、館内の日本レストラン NAKACHI へ行く。メニューは
すべてスペイン語、非日系と思われる人も何人もいてなかなか盛況だった。勧められて 28
ソルのテイショクをいただく。天ぷら、刺身、薄いトンカツ、中華風の炒め物、酢の物と
缶詰のフルーツが箱に入ったセットになって出てくる。これにうどんのような麺と鶏肉の
入った汁物とごはんがつく。全体的に「ペルー人がイメージする日本食」という印象だ。
結局テルオさんがご馳走してくれ、新品のメニューをもらってくれた。一見食べ慣れたも
のばかりのはずなのにちょっと違う感じ、と「日本から来た日本人」は思った。こういう
ところに食生活の変化のキーワードが隠れている気がする。
食後は館内を訪問、まずジンナイ先駆者センターに行く。日系人女性のオカさんをはじ
め、ボランティアの人がお年寄りの活動を手伝っている。手芸や書道、茶道などの日本文
化を学び、童謡を歌うというものもある。当日は JAICA の派遣スタッフが熱心にリードし
ていた。70 代、80 代、それ以上と年代によって対応が異なり、自宅が離れている人はバス
で迎えに行く。外に出ないと孤独に老化していくからだそうだ。
午後３時になると全員でラジオ体操。一度も日本に行ったことがなく、ペルーの日本人
学校などで習っただけだそうだか、たぶん日本にいる日本人よりもきちんと全部出来るの
に驚いた。この人たちにとって日本とは何なのか。一人ひとりに聞いてみたくなった。な
ぜ、この人たちを見ていると少し悲しいような、なつかしいような気持ちになるのか。こ
の人たちに望郷の念があるかはわからないのに。
新しくなった移民資料館へ行く。ペルーで成功したカルロス・ヒラオカ氏の名を冠した
この資料館では日本人移民の足跡が写真やかつて使用されていた実物で展示されていた。
リマ日本人学校（リマ日校）の展示は興味深かった（写真 9）
。
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写真 9 ペルー日系協会

リマ日校の展示

César の姪に、頼まれていたものを渡すため、勤務先の日系クリニカへ行くがそこにはい
なかった。あきらめようとするわたしに、あともう１つあるから、と別の日系病院へ。こ
こにはテルオさんの甥が歯科医として働いている。大変立派な病院で、全体として日本の
病院のようだ。一般のペルー人にも解放されている。甥のドクターが親切に事務の人に聞
いてくれるがここにもいない。もしかしたら 100 周年記念病院かもとタクシーで行って、
やっと発見。やれやれ、だけど疲労困憊。下見をするつもりで、軽い気持ちで出かけたの
で預かっていたボールペンを持っていなかったため、後日で直すことになった。それにし
てもどの病院も清潔で立派で、日系人の真摯な努力の成果、という印象だった。
この後、Brasil 通りに昔からあるというカフェへ。午後の日差しが差し込む店内でコーヒ
ーと、ペルーのお菓子・アルファフォールをいただく。街になじんだこの店は、ヨーロッ
パでもなくアメリカでもなく、南米の雰囲気だ。ヨーロッパ的なものが持ち込まれて、年
月を経てペルーのスタイルが生まれたのだと感じた。真冬の日本から飛んできて、夏の夕
方に西日を背に受けてペルーのお菓子を食べている。一瞬ここがどこだかわからなくなる
ような、でも確かにここは南米なのだと実感する、不思議な時間。
かなり歩いているのだが、確か 70 才を過ぎているテルオさんは健脚だ。いつのまにか妹
さんの家の前にいた。ペルー在住日系人のお宅訪問は初めてなので興味津々。カリントど
うぞ、といって出されたのは日本で言うならビールのおつまみ系の豆。後日スーパーに行
ったら、お菓子ではないこういうスナック系のものを販売するメーカーが KARINTO だった。
妹さんは背が高く、仕事を持っていてハキハキした人。一緒に写真を取ったりして、ホテ
ルまで車で送ってもらった。スペイン語のみの会話の中にときどき「ニホン」という言葉
が入る。リマで会った複数の日系人が日本のことに言及する時「ニホン」と言っていたが、
「日本」でも「NIPPON」でもない、カタカナのニホンというイメージだ。
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それにしても、いちいち「送ってあげようか」という会話もなく、ごく自然に、当り前
のように「Miraflores の Rípley に行くから」と送ってくれたことが「言わなくてもわかる」
日本人的であり、海外のホストファミリー的でもあって、こういう気配りというか親切心
の源は日本なのか、それとも旧宗主国のヨーロッパの影響なのかと考えてしまった。
送ってもらう途中、下町風の繁華街へ。東京で言うなら上野のような、夜 1 人では歩かな
い方がいいような気配。路上駐車が多く、せまいところへガンガン突っ込んでくる。リマ
で運転するには度胸と反射神経がないと絶対無理だ。午後から出かけてすっかり遅くなっ
てしまった。昼間、出かける前に Metro で晩ご飯を買い、部屋の冷蔵庫に入れておいてよか
った。ペルーはスペインと同様、昼食がメインなので、夜一人でレストランに行くのは億
劫なのだ。
今日は日本でペルー人から聞いていた「怖いタクシー」初体験だったが、出かける前に
ホテルで相場を聞いてから交渉したのでそれほどとまどいはなかった。Metro の前にある
taxi amarillo（地域への乗り入れが認められている黄色のタクシー）の乗り場から乗ったが、
相場どおりの 20 ソルで行くことになった。ここなら運転手の人相風体を観察してから交渉
に入れる。日本円で 600 円程度だが、距離感としては名古屋なら栄から本山ぐらいは走っ
ていると思う。確かに交渉しないと乗れないのは不便だが、いったん料金が決まればその
ままで OK だし、できるだけ早く次のお客を乗せたいらしくて最短距離かつすごいスピード
で行ってくれる。感じのいい人にあたればいろいろ聞くこともできる。渋滞などでメータ
ーがどんどん上がっていく日本のタクシーよりは便利な部分もあると思った。

2012 年 2 月 25 日（土）

リマ 4 日目

今日も晴れ。毎日同じような気温と湿度だ。日本で調べていたオーガニックの土曜市
Bioferia に出かけることにする。
リマには鉄道がない。が、ホテルのスタッフが estación（駅）と言うからには何かあるの
だろうと、外国人が乗っても大丈夫か聞き、
「駅」が歩いて行けるところにあることもわか
った。初日にもらった地図だと、隣の区との境界線に近いところにあるはずだ。いつもと
反対側の、レストラン街を抜けて道路を渡ったケネディ公園側ではなく、Berlín 通りの方へ
歩き始める。静かな土曜日の朝、穏やかな住宅街の光景が続く……と思っているうちに道
に迷ったようだ。もう一度地図を見て、とりあえず大きな通りに出てみる。デパートとス
ーパーの中間のようなショッピングセンター、SAGA が見える。おや、右にあるのは Ovalo、
ということはもしかすると Arequipa 通り？！だったらこの大通りは José Pardo？どうやらそ
のようだ。つまり、いつものケネディ公園を少し行ったところということになる。
そうか、袋のようになっていたんだ。だったらいつもどおり出かければよかった。かなり
の回り道だ。
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もうずいぶん歩いている。Arequipa 通りは南北に走る長い道で、南へ行けば Larco、海の方
に出る。
Ovalo を東に行けば隣の区だ。初日に渡った橋の手前に都市交通(Metropolitano)の estación
（駅）がある。確かに、走っているのはバスだが、バス停ではなく「駅」だ。Metropolitano
はリマ市を南北に走る República 通りにバス専用レーンを作り、幹線道路の下を走る新しい
交通システムだ。日本の高速は上を走っているのでちょうど逆パターンか。専用レーンな
ので渋滞に巻き込まれず、時間通りに走行できる。高架状態になっている入口でプラスチ
ックのカード(tarjeta)を買い、チャージするプリペイド方式だ。デポジットの３ソルを入れ
て少しチャージ、全部で 10 ソル。繁忙時間帯以外は駅員もいない。カードを機械にかざし
て入構する。小銭がいらなくて便利だ。
行き先別に乗車位置が分かれていて、方向を書いた階段を下りていく。プラットホーム
みたいな感じだが、間違えても少し歩けば反対側のに乗れる。３系統あるものの、基本的
には南北にしか走っていない。１乗車 1.5 ソル、歩くより遥かに楽だ。車体がきれいでアナ
ウンスも入り、目的地が路線から近ければ安くて便利な交通手段と言える。
バスを降りて、Bioferia が開催されている公園を探す。すごく陽射しが強くて暑い。日傘
を持ってくるべきだった、と思うが、そういえばリマで日傘をさしている人はいない。歩
き続けるうちに公園に到着、緑色のテントが連なる一角に、次々と人がやってくる。どの
スーパーでも買い物をすると、土中で分解されるレジ袋がもらえるのだが、さすがにここ
ではみんな「マイバッグ」だ。リマではじめて見る光景かもしれない。無農薬野菜や果物、
卵、オーガニックの化粧品や蜂蜜、手作りのお菓子を売っていた。尼僧がとうもろこしで
作るタマーレスを売っている。肉や卵を買ってもどうしようもないので、小さいりんごと
ぶどうを少し買ってみた（写真 10）
。

写真 10 オーガニックの土曜市 Bioferia
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その後、歩いて República 通りを北上、リマで３つめのスーパー、Vivanda を発見。ここ
はテーマカラーがクリーン、キャッチフレーズは Piensa fresco（新鮮さを考える）
。ディス
プレイに品があり、野菜や果物の種類も豊富で Metro より高級感がある。Wong と違うのは
より個性的ということかもしれない。コーヒーや紅茶、お菓子などの嗜好品の種類が多い。
Selva（ペルーのアマゾン地域）のパイナップルとチェリモヤ、晩ご飯のおかずを購入。こ
のスーパーが一番好きかもしれない。それにしても、どこのスーパーもメンバーズカード
を持っているといろいろお得なようだ。レジで必ず所有の有無を聞かれるのは日本のスー
パーと同じ。３つとも店内に両替があるのでドルで買い物ができる。チェリモヤはまだシ
ーズンでないようで、このスーパーで初めて見つけた。グラナディージャやマラクージャ
もそうだが、こちらの果物は種が多く、慣れないと食べづらい。
途中で花屋を見つけた。実は到着以来、リマでは街の中に花屋がないことに驚いていた。
切花がいろいろあるのかと思ったら、お墓とか、祭壇に供えるようなタイプの花ばかり。
聞いてみたらやはり、お供え用ということだった。
暑い中張り切って歩き続けたためか疲れた。午後は部屋でのんびりすることに。リマの
午後は朝の霧が晴れて快晴。夏の終わりの昼下がり、文字通り昼寝にぴったりだ。

2012 年 2 月 26 日（日）

リマ 5 日目

初めての日曜日。今日はこれまでずっと研究を続けてきたペルーの宗教行事「奇跡の主」
の総本山、Nazarenas へ。Metropolitano にも少し慣れて、出かける前に停車駅と地図をネッ
トで検索して確認すれば、タクシーより安くて早い。Tacna 駅の近くだろうとあたりをつけ、
Ricardo Palma 駅から出発。ケネディ公園側をぐるっと回らなくても José Pardo 通りから
Arequipa 通りに出るほうが楽なので歩いて行ったが、案外数日で慣れるものだと実感する。
何だか通りに自転車が多いなと思ったら、Miraflores では日曜の朝は歩行者ならぬ「自転車
天国」
。ちゃんとした競技用やマウンテンバイクにヘルメットの人々が集団になって通りを
駆け抜けて行く。
バス停から Tacna の交差点はすぐそばで、このあたりは高架ではなく名古屋の幹線バスみ
たいになっている。教会はどこかと思ったら右側にどーん、とばかりに建っている。門前
町とでもいうように Turrón de Doña Pepa を売る店が並ぶ。本当に来たんだ、と実感しつつ、
教会の横の道を進むと hábito（行事で着用する修道服）やろうそく、ロザリオや、磔刑のキ
リストの生々しいほどのレプリカなど、宗教用具が売られている店が軒を連ねる。日本の
大きなお寺の前に線香や数珠を売る店が多いのと似ている。
日本で大きなコミュニティを形成したり、協力して何かをしたりすることがほとんどな
いペルー人が、1 年に一度だけ地域ごとに結束して行うのが宗教行事「奇跡の主」の行列だ。
名古屋での行列は 10 年近く見ているが、
「紫の月」10 月でもないのにこれほど多くの人が
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訪れているのには驚いた。
いよいよ教会内部へ。入口前にたくさんのろうそくに灯が灯っている。売り子がいるの
で 1 ソルで 1 本購入、ここに来られたことに感謝し、世界の平和を祈って献灯した。本当
に、本当にここに来たんだ、と思う。ちょうど 11 時と 12 時のミサの間だったので、中に入
りきれず外から見守る人と、外で待っている人でごった返している。前の方は無理だが、
横からちょっと覗くことはできたので見せてもらった。これまでに何度も写真で見た、「奇
跡の主」の像の実物だ（写真 11）
。

写真 11

Nazarenas 教会の「奇跡の主」

教会を出て歩いていたら、どこかで見たような景色に遭遇。黄色の建物……世界遺産
Armas 広場だ。
「危険な Centro の観光地」と言われていたので行かないと思っていたのに偶
然出てしまった。おやまあ、という感じ。方向音痴もたまには役に立つようだ。さすがに
世界遺産、歴史を感じる。さらに歩き続けると Jirón de la Unión に出た。戦前からリマに住
んでいた日系人からしばしば聞く、古きよき時代のリマの「銀座」だ。落ち着いていて品
のある通りで、ごちゃごちゃした感じが少ない。しばらく歩いて、Unión 駅から Metropolitano
で帰ろうとして歩き続けるが、どうやら道に迷ったようで、有名な教会などを見ることは
できたが少しも駅に近づかない。Cuzco 通りを歩けば着くはず、と思っていたのに、どうや
ら角を曲がり損ねたようだ。
どんどん下町の空気になっていってちょっと怖い。まさに雑踏という中でいくつも安売
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り店のような店が並ぶ。Miraflores にはない空気と店構え。けれども、ここでも Lista Escolar
（新学期の準備リスト）は健在で、文具店は混んでいる。とにかく何とかしてわかるとこ
ろまで出ないと、とすごく疲れた足で大通りに出る。法務省の建物が見えて、República 大
通りの北端だとわかる。必死で駅まで歩き、やっと Metropolitano に乗れた。どこかでお昼
ご飯を食べねば。
前回乗ったときに車窓から見えた San Isidoro 区の駅で降りることにした。ここは駅前に
大型スーパーと Rípley があり、日本の住宅街の駅前と似ている。ちょっとしたショッピン
グコンプレックスのようで、2 つをつなぐ 2 階部分はフードコートになっている。ハンバー
ガー、ピザなどのファーストフード店が中心だが、ペルーでは高級な部類に入るチョコレ
ートとキャンディの店も入っている。買い物ついでにちょっとご飯も食べて、という感じ
だろうか。Miraflores 区にはこうした「駅前」がないため、数日滞在して少し不便だなと思
っていたところだったから疲れているのも忘れて探検したくなる。
まず大型スーパーへ。こういうところには必ず清潔なトイレがある。通常 S.S.H.H.という
サインが出ているが、Servicios Higiénicos の省略形であることに気づくのに少し時間がかか
っ た 。 ヒ ュ ー ス ト ン で は 文 字 通 り Baño だ っ た か ら 違 い に 驚 く 。 男 女 の 区 別 も
Caballeros/Damas、日本語に訳すなら「男子／女子」というよりも「紳士／御婦人」だ。
このスーパーは Tottus という名前で、カラーは黄色とグリーン、Paga menos vive mejor（お
支払いは少なく、よりよい暮らしを）がキャッチフレーズだ。テレビ CM は多いが、店舗
数は限られている。食料品や日用雑貨のほか、文房具から家電品まで扱う。日本のイオン
に及ぶべくもないが、一度にいろいろ見られて便利だ。このスーパーでよく見られるのが 3
por 2、つまり 2 個買うと 1 個おまけ、3 個を 2 個分の値段で、ということだ。メンバーズカ
ードはあるが、Metro や Wong と違ってメンバーでなくてもこの割引は適用される。飲むチ
ョコレートやハーブティー、クッキーなどを買い込んだ。惣菜の量り売りはここにもあっ
たが、買ったものをイートインコーナーで食べることが出来る。ペルー料理がメインだが、
他のスーパーに比べてやや種類が多い。価格はほぼ他と同じ。スーパーで見かける紫や黄
色、白のジャガイモをゆでたものがサラダバーに出ていたので、ジャイアントコーンとと
もに購入。好きなおかずを組み合わせて買っても、すべてキロ単位の同価格なのでちょこ
ちょこと器に入れて「試食」のようなランチになった。この仕組みは好きだ。カードで買
えるのをいいことに、おみやげのいくつかをここで調達したために、思いがけずけっこう
な荷物になってしまった。
学校や幼稚園を訪問するためのアポイントを取らなければならない。領事館の元上司に
もメールを出す。ホテルの地下にある「ビジネスセンター」はパソコンが 2 台置いてある
だけの部屋だが、24 時間無料で無制限に使えて助かる。Windows7 になってから、日本語の
ページやメールは日本語で読めるから便利。日本語入力モードも初日から利用して日本に
もメールを送る。撮ってきた写真を Yahoo のボックスに保存し、USB にもバックアップす
るのがリマに来てからの日課のひとつになった。もうひとつは毎日のフィットネスクラブ。
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7 時半のクラスに出ることが多く、主にピラティス。「宵っ張りの朝寝坊」としては画期的
な生活だ。

2012 年 2 月 27 日（月）

リマ 6 日目

ペルーに来てから毎日外出して疲れが出たようだ。Lucha でランチを買い、Tottus のサラ
ダで夕食を済ませる。リマではじめての完全休日となった。
部屋でごろごろしながらテレビを見る。ペルーのテレビ局はもちろん、ドイツ、イタリ
ア、スペイン、カタルーニャからバスクまでの放送が見られるし、NHK の海外放送もちゃ
んと受信できる。衛星なのできれいに見えるのだ。時差があるので夕方の 6 時頃か夜 10 時
に連続ドラマ『カーネーション』を見ることになる。これが習慣化して、だいたい寝る前
に見るようになった。別に日本がなつかしいわけでも、日本語が聞きたいわけでもないし、
日本で見ていなかった番組をペルーで見るというのも何だか不思議でおかしい。まあ、早
起きのおかげで 10 時には睡魔に襲われて夜にテレビを見ることはほとんどないのだが。
民放の番組は、夕方からバラエティもあるし、「おネエ」が出ているのも日本と同じ。あ
あいう人たちは万国共通なのだと妙に納得する。テレノベラはどこかのチャンネルで必ず
放送しているし、専門チャンネルまである。韓国ドラマも人気があると聞いたが『製パン
王キムタック』の予告以外は見ることができなかった。サッカー専門、スポーツ専門のチ
ャンネルもある。CM がおもしろく、日本の CM と比べて技術的に劣ることはない。近未来
的なタイプや、いかにも、というような田舎っぽい人が出てくるものもある。ビールの CM
で、そのビールを飲むとやたらもてたり強くなったり、コカコーラを飲むとさまざまなラ
ッキーな偶然が重なったりするというものもある。
一番興味をひかれたのは洗剤の CM で、
各社ともに「白さに差がある」ことを強調している。真っ白なワイシャツを着せたら夫に
再び愛されたとか、Ａ社と自社の仕上がりの違いを見せるのだが、競合他社の製品がはっ
きりわかってしまっていたり、
「突っ込みどころ満載」なものが多い。生活必需品から一歩
踏み出した、付加価値を求めるタイプのものもいくつかある。夕方になってもフケが出な
いシャンプーで「自信が持てるわたし」とか「このオメガが入った飲料を飲めば、居眠り
ばかりしていたお子さんも優等生に」など。今ならセットがお得、というのを見るとつい
スーパーで探してしまう。スーパーの CM は、それぞれの店のレジ袋に書いてあるキャッ
チフレーズを使うので分かりやすいし、口調が米国の CM のようだ。一日中見ていても飽
きないテレビだが、スペインの A3 が毎日放送する Ruleta de la suerte がお気に入りになって
しまった。この番組はペルー版もあり、人気のようだ。
こちらに来てからスペイン語がするすると口から出てくるようになった。聞く力も伸び
ている気がする。何十年も勉強していて、この年になっても成長できるのはうれしく、あ
りがたい。
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2012 年 2 月 28 日（火）

リマ 7 日目

リマに来て 1 週間経った。少し湿気があり、暑いけれども日本の夏よりはずっと過ごし
やすい Miraflores の気候が自分に合っているようだ。食べ物もおいしいし、早寝早起きで体
調も悪くない。毎日のフィットネスもいいのかもしれない。日本も日本語も日本のごはん
も、特に恋しいとは思わない。
テルオさんから電話があり、日本から預かって来たものを César の姪に渡しに行ってはど
うかと言われた。確かに、いずれは行かなければならないのでそれもいいだろうと思って
出かけることにした。いつもの Metro の前の黄色タクシーの溜り場で気のよさそうな運転手
と交渉して Jesús María 区へ。途中すっかり盛り上がって「ボールペン 1 本のために？そり
ゃあ重大な任務だ」と大笑い。
無事に届けてテルオさんに AELU（写真 12、13）に連れていってもらう。ここはもとも
と日系人が建てた La Unión 運動場で、現在は会員制クラブになっている。日系社会恒例の
「ウンドーカイ」も開かれる、野球場、プールなどを備えた総合体育施設だ。ペルー人に
も解放されているが、会員制なのでけっこうハイソな人々が来ているようだ。入口には APJ
と同様に門があり、警備員が常駐している。非会員は会員と同伴でなければ入場すら出来
ないが、テルオさんが知人の名をあげ、DNI を預けて中に入ることができた。日本から帰
ってきた Felix がよく来ているとのことで探してみたが会えなくて残念だった。ゲートボー
ルをしていたお年寄りは、みな日本人のように見えた。喫茶店で働いていた女性も日系人
で、兄弟が偶然テルオさんの知り合いだったことが判明。

写真 12

AELU の施設。日本語の

写真 13

のぼりが各所に見られる
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70 代くらいの在リマ日系人の交友関係は幼少期に同じ学校などで生まれたものと思われ
るが、高齢期に入る頃までどのように続くのか興味深い。戦前の日系人社会を体験してい
る人々が、どのようにして交友関係を継続しているのか、県人会や同窓会といったものが
現在はどのように機能しているのか。日系社会の規模から想像すると、もちろんリマにい
る日系人の全員が知り合いということはないだろうが、このあたりをもう少しまとめて調
査するといいのではないかと思う。
テルオさんに案内されて構内をあちこち見て歩く。天皇陛下が皇太子時代に訪問して植
えられた木もあった。ここで「ひなまつり」などの行事もあるようだ。沖縄県人会の集ま
りのポスターが貼ってあった。売店など、どことなく日本的ではあるがやはり日本ではな
い。こういうものが幼少時の記憶の中にあり、ペルーの中で日本的なるものを意識しつつ
も、同時に当り前の景色として生きてきたのがペルーの日系人なのだとぼんやりと思った。
わたしにとっては不思議な感じのする、この日系施設のすべてが彼らにとってのペルーで
あり、
「ニホン」なのだろうか。
この後、テルオさんが所属する「日秘柔道クラブ」を見学。日系人だけでなく、ペルー
人の子どもが何人も来ていた。その後バスを乗り継いで Centro に向かった。先週来た Armas
広場を歩き、大統領府の近くで展覧会を見る。ペルーの名物料理・セビーチェで有名な老
舗でお昼ごはん。本場のセビーチェを食べたのは初めてで、ユカやとうもろこしを揚げた
カンチャなども入っていてボリュームがある。Camarón と呼ばれる車海老のような海老は禁
漁期間のため食べられなかった。
中国料理店が集まるチャイナタウンで「ペルー人が思っている中国的おやつ」を食べ、
テルオさんが幼少時代に住んでいた家のあたりを訪ね、中央市場にも行った。広くて肉、
魚、野菜から日用品まで何でもあるが、パリやマドリードの市場と違って「新鮮で安い」
というイメージがない。値段もあまり大型スーパーと変わらないようだし、スーパーでも
ほとんど量り売りなので品揃えが豊富で良質なスーパーに行く方がいいように思えた。
「市場」には興味があるがここは例外だ。このあたりはネットでもガイドブックでも「危
ない」と警告されているエリアで、地元の人と一緒でないと無理と聞いていた。実際、歩
くときもカバンに気をつけてと言われたし、ペルー人のテルオさんですら 6 時過ぎたから
もう出ないと、と言っていた。
官庁街を歩くと外務省があった。近くにスーパーの Wong があり、大型スーパーなのにな
ぜかイメージはコンビニ。Metropolitano の駅にも近くて、これが今のペルーの、都会の最も
進んだ姿なのだろうと思った。
この日はもうひとつの大型スーパー、Plaza Vea に立ち寄った。他の 3 チェーンに比べる
と、よく言えば「庶民的」
。売っているものに微妙に高級感がない。家電品売り場もあり、
入口でバッグを預けて（万引き防止用とか）
、鍵を持って店内に入る方式だった。
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2012 年 2 月 29 日（水）

リマ 8 日目

2 月 29 日。4 年に一度のこの日をリマで過ごすことになるとは思わなかった。不思議な
めぐり合わせなので、リマを楽しむ、いい 1 日にしようと思う。
ホテルの近くを歩き回り、小さいカフェが併設されている書店を見つけた。とてもいい
感じだ。東京や世界の大都市のどこにあってもおかしくないセンスのよさで、高級住宅地
の優雅な、東京なら代官山あたりにあるような、マダム御用達、という趣だ。
この季節の果物、ルクマのアイスクリームを買う。香ばしい、ナッツのような風味だが、
1 個 6 ソルはランチが食べられるくらいの値段なので、現地としては高いだろう。リマに 1
週間もいると、物価に慣れてきたせいかとても贅沢に感じてしまう。
ホテル近くのお気に入りの店でランチ。メインの付け合せの野菜がボリュームがあるの
で、今回は Milanesa con arroz, papa frita, ensalada をメインにサラダをつけずに Sopa de casa
を注文。じゃがいもやとうもろこしの入ったスープにほっとする。この組み合わせだと 7
ソルだ。
午後からは予約していた天野博物館へ。まさか本当にここに来られるとは思ってもみな
かった。一見すると美術館というイメージがないため、最初に来た時は通り過ぎそうにな
った。若い日本人スタッフが収蔵品を見せてくれる。織物に興味があるので、いろいろ見
られてよかった。同じ時間に案内されたのは全員日本人だった。入館料が無料で、ミュー
ジアム・ショップでのおみやげ購入が寄付的な意味合いを持つようだったが、米ドル建て
でけっこう高い。日本からペルーに渡った天野芳太郎氏のコレクションだが、日本人の残
した足跡はリマのあちらこちらにある。
結構距離があったが、もう地理はわかるのでぶらぶら歩いてホテルに帰った。夕方まで
の陽射しは強く、暑いが、寒い日本を思うと何だか幸せな気分だ。

2012 年 3 月 1 日（木）

リマ 9 日目

ペルーの公立学校は今日が新年度の始まり。真新しい制服に身を包み、バックパックや
カートを持った子どもたちが学校へ行く様子がテレビ各局のニュース番組で映し出される。
日本の新学期は春・４月、ペルーでは３月だが南半球なので秋始まり、というのがちょっ
とややこしい。毎日街で見かけた「学校へ戻ろうセール」で売っていたバックパック(mochila)
は日本のランドセルと同じ役割だ。文房具店でママたちが、学校から配布された「教科書・
文具リスト」を手にあれこれと新学期用品を揃えていたのはこの季節の風物詩だったんだ、
と改めて実感。今週に入ってからスーパーなどでディスカウントが始まっていたのは、駆
け込み需要を狙ったものだったのだろう。
わたしが滞在していた Mira Flores 地区は高級住宅地なので、スーパーでもデパートでも、
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女の子用、男の子用と色やデザインも豊富で、lanchero と呼ばれるお弁当箱まで売っていた。
低収入者が居住する地区ではこのような lanchero は一般的ではないとも聞いた。
テレビでは各局とも、同じ小学校の映像を放送している。新学期初日とはいえ各局足並
みを揃えて、それも生中継とはすごいと思っていたら、ウマラ大統領がその小学校を訪問
していたのだった。ジャケットを着ない白いワイシャツ姿、という大統領は、気さくに子
どもたちの中に入っていく。学校からパンと牛乳を支給されて朝食を摂る、という場面だ
った。ペルーでは子どもに朝食を食べさせない家庭が多く、大統領自らが「子どもには朝
食を食べさせて学校へ送り出してください」とテレビカメラに向かって訴えている。手を
洗う男の子に倣って大統領も手を洗いに行き、子どもたちとともに朝食を食べていた。ガ
ルシア前大統領が同様のことをしていたかどうかはわからないが、気さくで教育に関心が
ある、ということをアピールするには絶好の機会だろう。各局とも好意的なレポートをし
ていた。
午後に街に出てみると、相変わらず文具店はリスト片手のママや親子連れで混雑してい
る。今日が新学期開始日なのは公立だけで、私立はもう少し遅いということなのでゆっく
りしているのかもしれない。それにしても高級住宅地から下町に至るまで、この時期の文
具店は掻き入れ時だ。
Metro で夕食用のペルー料理、Causa とピタパンを購入。カウサはじゃがいもの料理の中
でも好きなものの一つで自宅でも作る。こちらでは具がほとんどチキンだ。明日は朝から
元・時習寮の Santa Beatriz 幼稚園を訪問する予定になっているため、今日は部屋で準備。少
し疲れてきているようで、天気がいいのに午後はずっと昼寝をしてしまった。
夕方ケネディ公園へ出かけると人出が多い。そうだ、今日は木曜日だった。Rípley の前で
人だかりがしているので何事かと思って見に行ったら目の前に銅像が。あれ、こんなとこ
ろにあったっけ、と思ったらいきなり銅像が動き出してびっくり。よく見ると、銅像にあ
りがちな服装の男性が、銅像のようなブロンズ色の塗料を頭のてっぺんから足の先まで塗
って、道路に立っているのだった。驚くやらおかしいやらだったが、こちらの反応を本人
も周囲の人も楽しんでいるようで、むしろ笑われたのはこっちだった、ということだろう。
リマで２回目の、そして最後の木曜日の夜が過ぎていく。

2012 年 3 月 2 日（金）

リマ 10 日目

調査のフィールドにしている愛知県犬山市で知り合った日系ペルー人 Cecilia Tanaka さん
の紹介で、戦前に日本人子女の教育機関のひとつであった時習寮の後身、Santa Beatriz 幼稚
園を訪問した。リマで幼稚園や小学校を訪問したいと話した時に、「妹が幼稚園に勤務して
いる」と Cecilia が連絡してくれて、リマ到着後に妹の Jennifar とメールのやりとりをして
実現した。
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ペルーの日系人家庭では子どもの教育に熱心であることは、先行文献やわたしのこれま
での調査でもわかっていることだが、セシリアや Jennifar ら３世の世代は大学を出ている女
性も珍しくない。小学校卒業後は中学・高校レベルがひとつになった中等教育を受け、そ
の後大学に進む。ただし、小学校入学前の幼稚園や保育園を inicial と呼び、0 才児から教育
を受ける子どももいる。
Santa Beatriz は日本の保育園と幼稚園をひとつにしたような機関で、1 才から 5 才までの
幼児を教育する。先生は校長先生をはじめ全員女性。私立なのでこの週は新学期の準備中
で、各教室では担任の先生が新学年の子どもを歓迎するための装飾が進められていた
（写真 14、15）
。

写真 14

5 歳児の教室

写真 15

２歳児「たぬき」クラス

先生は自分のクラスについてすべて任され、教室内の掲示なども含めてそれぞれに創意
工夫をする。年齢ごとに複数のクラスがあり、学習内容によって掲示もよりレベルの高い
ものになっていく。たとえば遊具についても、低年齢児では「ままごと」だが、小学校入
学前の子どもの教室では「お店屋さんごっこ」ができるようになっている。同じく日系人
の教育機関であった La Unión 校（小中一貫教育の私立名門校）と提携しているため、ほと
んどの子どもが卒園すると La Unión 校に入学する。
年に一度の発表会には卒園して La Unión
の新一年生になった子どもたちも出演することになっているそうだ。
授業がない時期なので子どもたちの様子を見ることはできなかったが、沖縄系日系人女
性の Shiroma 園長が去年の園生活の模様を記録した DVD を見せてくれた。スペイン語、日
本語、英語の授業がある。日本で保育園の父兄相談会で通訳をした時、La Unión 校出身の
若い日系ペルー人の母親から「日本の保育園は歌と踊りと食事と昼寝だけ。ペルーの幼稚
園では低年齢児の頃から知育教育をするので、日本で幼少期を過ごすのは将来を考えると
不安」と言うのを聞いたことがあるが、この DVD を視ていると確かにそういう気持ちにな
るだろうと実感した。
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園内にはカウンセリング室があり、担任の先生が日々子どもたちの様子を見る中で何か
問題がある場合は、専従の常勤カウンセラーと連携してできるだけ早く対処するそうだ。
発達障害や情緒不安定といったケースもあるようだ。特に日本から帰国してきた子どもた
ちは、そういう傾向がリマの子どもたちより多いようだ、ということだった。
街にもずいぶん慣れて、最初はどこに出かけるにもタクシーだったのが、朝夕の渋滞時
間には可能なら途中まで Metropolitano で行って、その後現地までタクシーで行く方が早い
ということがわかってきた。今日はこの方式で出かけたため、余裕を持って到着すること
ができた。Jennifar に電話で周辺の目印を教えてもらったとき、「glifo が近くにある」と言
うのを聞き、なぜ蛇口が？と思ったら南米では「ガソリンスタンド」のことだった。知識
としては頭のどこかにあっても、実際に使われるとまだびっくりするしちょっとドキドキ
する。何年やってもスペイン語は奥が深い、と思う。

2012 年 3 月 3 日（土）

リマ 11 日目

リマでの週末は最後なので、午前中に Larco 通りを散策する。土曜日も銀行が開いている
ので助かるが、結構混んでいる。最初に機械から番号札を取るのは日本と同じだが、高齢
者・障害者･妊婦などのための優先レーンがある。これはスーパーなど利用者が多い場所で
よく見られる。みんな椅子に座って、自分の順番が来るまでおとなしく待っている。日本
なら当り前の風景なのだが、実は少し違和感がある。
名古屋のペルー共和国総領事館では少し待ち時間が長くなると窓口に詰め寄る、担当者
が処理のために離席すると文句を言う、というのが日常茶飯事だったために、ペルー人は
苦情を言う人々だと思っていたのだ。ここが高級住宅地だから静かに待っているのか、そ
れとも……答えは出なかった。
午後から総領事館の上司だった Elfy Rojas Valdez 一等書記官と会うことになっていた。わ
たしのメールを受け取ってまさかリマに来るとは思わなかったため「うれしい驚き」だと
返信してきた彼女とは 2 年ぶりの再会。2 年おきに海外勤務で、今年は国内勤務だったため
に運よく会うことができた。ペルーの現状やわたしがリマに到着以来感じていることにつ
いて、いろいろ質問に答えてくれた。リマは区によってずいぶん雰囲気が違うこと、格差
がかなりあることなど、わたしの感覚は間違ってはいないようだった。
ポルトガル語を勉強しようとしているということだったので、ペルーのポルトガル語事
情について少し聞いてみた。正式に学習できる機関はブラジル大使館と Pacífico 大学だけで、
一緒に何軒か書店を回ってみたが、テキストも辞書も種類がない。やっと見つけたスペイ
ン語－ポルトガル語辞典を彼女が購入したが、別の日に別のエリアで見た書店にもポルト
ガル語のテキストは見当たらなかった。隣国とはいえ、わざわざ習う人はいない、という
ことなのだろうか。
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海辺のカフェテラスに長い間座っていたのが原因かどうかわからないが、とても胃が痛
い。明日は早朝から郊外に出かけることになっているが大丈夫だろうか。

2012 年 3 月 4 日（日）

リマ 12 日目

せっかく来たのだからリマから出るのでもいいのではとテルオさんに誘われた時には体
調がよかったのだが、今日は朝から最悪だ。何とか起きたものの、出かけるよりは横にな
っていたい。とはいうものの、テルオさんは携帯電話を持っていないのでとりあえず出か
けた。日曜の朝５時、人通りもまばらな薄暗い大通りでタクシーを拾う。やっと出会えて
バスツアーの出発地に向かった。リマにもこういうツアーがあるとは知らなかった。基本
的には日本のバスツアーとよく似ている。朝早いのでサンドイッチとジュースの軽食が出
た。十数人のツアーで、Las Molinas、San Borja といった住宅地を経由してリマから 40 キロ
ほどの Chosica という街に着いた。
リマ行きのミクロも出ているので通勤圏と言えるだろう。
少し高地にあるということでリマより空気がひんやりしている。帰国後本を読んでいたら、
第二次大戦中に日本人がこの町に連れて来られて、ホテルに軟禁されていたという記述が
あった。何も知らずにたまたま来てしまったがそういう町だったのだ。
その後さらに山の中へ入り、発電所や遺跡のある町、チェリモヤの産地の村 Callahuanca
に行く。とにかく体調が悪く、
「チェリモヤ狩り」をするどころではなかった。
昼食は山を登ったり下りたりして、鱒料理のレストランへ。料理と言っても焼くか揚げ
るしかないわけだが、いずれにしてもとても食べられそうになかったので朝から飲み続け
ているハーブティーを飲んだ。日本のツアーなら近くまでバスが迎えに来てくれるが、こ
のツアーではもと来た道を引き返すしかないということで、とにかく早く戻りたくて必死
で山道を歩いた。トレッキングシューズを履いてきて本当によかった。こんなに寒いなら
フリースのジャケットを着てこればよかった。途中から雨も降り出し、とんでもない登山
になってしまったが幸い少しだけ体調が戻った。
後でわかったのだが、Jennifar のお父さんがぜひわたしに会いたい、と言って何度もホテ
ルに電話をくれたそうだ。山に登って自然に親しんでいるより、日系人のお宅訪問の方が
絶対に意味があっただろうと思うととても残念だ。
帰りにまた Chosica に立ち寄り、日曜日の午後の賑わいの中でかぼちゃのドーナツ
picarones を食べる。今日はじめての固形物だ。リマへの道ではすっかり雨があがってきれ
いな夕焼けが見えた。
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2012 年 3 月 5 日（月）

リマ 13 日目

相変わらず体調が優れないが、今日は La Unión 校を訪問することになっている。朝 9 時
の約束なのでさすがにタクシーで行くことにした。
Santa Beatriz と同様、La Unión も高い塀で囲まれて一見すると学校には見えない（写真 16）
。

写真 16 La Unión 校
リマの住宅街では通常、塀の上の方には高圧電流が流れる鉄線が張ってあり、容易には
侵入できないようになっている。窓にはもちろん格子がはめられている。閉ざされた塀の
前でブザーを押し、名前と約束時間を告げて警備員に中に入れてもらう。いったん中に入
ればいかにも学校、というイメージだ。とても清潔で整然としている。
校長の Akemi Naco 氏は沖縄系の日系人女性で、教職員には女性が多いが日系人ばかりで
はない。努力、忍耐、友情などといった日本語がスペイン語とともに学校内のあちこちに
掲示されている。忍耐とか根気とかいう言葉を久しぶりに見たような気がする。
今日は新学期の初日で入学式と始業式があったそうだ。1 年生の教室を見学させてもらっ
た。真新しい制服姿の、数ヶ月前までは幼稚園児だった子どもたちがいる。まだまだ幼稚
園気分で「先生、あのね」とわざわざ前に出てきて報告する子、落ち着いて座っていられ
ない子もいた。5 年生の教室ではみんなぴしっと制服を着こなし、整然と立ち上がってあい
さつをしてくれた。教室の表示に「○年○組」という日本語表記があったのが興味深かった。
構内の売店ではおにぎりを売っていた。休憩時間に生徒が買って食べたりするという。
日本の美徳といったものを教育の中で常に意識しているということで、勉強だけでなくス
ポーツや文化活動も重要視している。名門校として知られ、Ollanta Humala 現ペルー大統領
も卒業生である。先生も生徒もプライドが高いように感じた。見学を終えて外に出ると、
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ちょうど授業を終えた子どもたちがカートを引いて出てきた。かなり宿題が出るそうで、
mochila では重くて無理、ということだ。
帰り道、バスに乗ってみることにした。直通がないのでどこかで乗り継がないといけな
いのだが、何とかうまくホテルまでたどり着けた。
夕方、Jeniffar の家を訪問。夫婦ともに沖縄系で、仏壇を見せてくれた。La Unión 校と同
じ Pueblo Libre 区に住んでいるが、このあたりはデカセギから帰国した日系人がマンション
を買って住んでいることが多いそうだ。わたしの知人のように、La Unión 校に子どもを通
らせるためにこの徒歩圏内の同区に家を買ったというケースもある。
家の中にはほとんど日本的要素がなかったが、La Unión 校生の一人娘が日本の昔話のス
ペイン語版を持ってきたので物語を解説することなった。まさかペルーで、
「笠地蔵」や「舌
切り雀」の話をするとは思わなかった。夕食を食べに行こうと誘われ、もっと話していた
かったが、やはり体調が優れず断った。もう一度リマに来て、今度はお父さんの家にもお
邪魔したいと思った。やはり沖縄系の日系人は事前準備をして調査をするべきだろう。

2012 年 3 月 6 日（火）

リマ 14 日目

いよいよリマ最終日。明日はクスコに移動するため、街をゆっくり歩く機会は今日だけ
だ。Miraflores と同様、高級住宅地として知られる隣の San Isidro 区へ行くことにした。前
にバスで通りかかったので道はわかる。Miraflores よりさらに高級な感じがする。ちなみに、
リマで一番人気の日本人シェフの店や、おしゃれなカフェはこの区にある。
テレビで CM を視たり、デパートの商品構成や大型スーパーで大きなカートにあふれん
ばかりに買い物をする人々を眺めるにつけ、ペルーというかリマの消費はかなり進んでい
るという印象を受ける。
「必要なものを買う」から「付加価値のあるものを選ぶ」という段
階に進んでいるようだ。けれどもまだ、
「なくても生きていける」物やサービスは提供され
てはいない。たとえば「ケーキのおいしいカフェ」や「なくても生きていける、デザイン
性重視の雑貨」といった類のものだ。もし San Isidro に Afternoon Tea のような、食事やお茶
ができる雑貨屋があればけっこう流行るんじゃないかと思う。
来る前に在リマ日本人のブログでチェックしていた日系スーパーに行く。その名も Super
Nikkei だ。日本の食材、例えばカレールー、梅酒なども売っている。カレールーの大箱は
24 ソル・約 720 円なので、カレーライスは気軽に作れるものではなさそうだ。鮭茶漬けは
18.3 ソル・550 円、こちらも高価だ。日本から輸入のものは高く、米国の工場で作られてい
るものは安いようだ。この他、バラン、巻きす、Gari Amazuke（寿司用の「ガリ」）
、calabaza
seca kampyo（
「干瓢」
）などもある。生の里芋は日系人がリマ近郊で作っているようだ。た
くあん、こんにゃく、あずきなども取り扱っているし、お椀などの食器もあるので業務用
の利用が多いと感じた。
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昼食はホテルの裏のいつものお店、夕食はお気に入りの Lucha のハンバーガー。どちら
もリマ最終日にはここで、と決めていた店だ。Lucha で順番待ちをしている時に感じのいい
若者に英語で話しかけられた。ずっとカナダに行っていて、最近ペルーの状態がよくなっ
て仕事がありそうなこと、両親・家族と暮らしたいと思うようになったこと、30 歳になる
のでそろそろ自分の国で落ち着こうと思ったことを理由に帰国したばかりだということだ
った。確かにリマにいると、サービス業での求人が多いし、英語ができれば選択の幅も広
がると思う。
2 週間滞在してみて、リマは想像以上に便利であることがわかった。来る前に在日ペルー
人からいろいろ聞いていたし、もちろん日本より治安の悪いところもあるが、特に食生活
に関しては何も不自由はなかった。日本のように過剰ではないにしろ、清潔な果物や野菜
がスーパーに整然と陳列されている。大手スーパーなら不安はない。
交渉しないとタクシーに乗れない不便さはあっても、高山病の薬を買いに行って「多す
ぎるからもっと小さいのはないの」と尋ねたら半分だけ売ってくれるような鷹揚さもある。
街全体がすごい勢いで消費生活に向かっているという印象で活気もある。仕事がなくなっ
て収入が激減している現在、日系人が日本にいる意味があるのかと思った。そこそこの蓄
えがあれば帰国して、何らかの形で働いていさえすれば、さほど貯金を切り崩さなくても
何とか生活できる。何十年いても日本語が話せず、将来年金ももらえない日本にいるより
は、思い切って帰国して子どもも早く現地に適応させるというのも選択肢のひとつにする
べきではないのだろうか。

2012 年 3 月 7 日（水）

リマからクスコへ

12 時の便に乗るため、10 時にはホテルを出発しないといけないのだが、今日は珍しく曇
り。リマの、というか海に近い Miraflores はもともと霧が多いが、今日は特に低く垂れ込め
ていて手を伸ばせば届きそうだ。ホテルのバスで、到着した時は深夜でよく見えなかった
Callao の街を通って空港へ行く。
手続を済ませて出発ロビーに行くと、たくさんの店がある。ペルーのお土産のほとんど
を売っていると思われるが、市内の価格の約 3 倍。やはり空港は高い。もうリマ市内に戻
ることはないので、もし必要なものがあればクスコの街の中で買うのがいいと思った。
クスコへの便は早朝からあるが、早く着いて時間をもてあますと絶対に街へ出かけて歩
き回ってしまうので、わざと午後の便にした。高山病に一番良くないのは初日に張り切っ
てあちこち出歩くことで、翌日以降ひどい症状になることがあると聞いていたからだ。
機内からさっきまで目の上にあった霧が層になって眼下に見える。この霧の層のせいで
リマでは晴れた夜でも月が見えなかったのだ。クスコまでは 1 時間余りだが、徐々にアン
デスが迫ってくる。飛行機が高度を上げているはずなのに山が近い。時おり谷間に集落が
見える。
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空港に到着すると空が青く濃い。今までに見たことがない、絵に描いたような空だ。走
ってはいけないと自分に言い聞かせながらゆっくりと外に出る。海抜 3300 メートル、富士
山の 8 合目ぐらいの高さ。ポーターが来て荷物を持ち「早く早く」とせかされる。おじさ
ん、そんなに走って大丈夫なの、という間もなくホテルのドライバーに引き継がれて車へ。
空港から 15 分ほどの、クスコ市街から少し離れたホテルに到着した。3300 メートルなら
高山植物くらいしかないだろう、と思っていたが、バラもゼラニウムも普通に咲いている
し、通りでは子どもが駆けっこをし、大人は犬を連れてジョギングしている。本当にそん
な高さにいるのか、わからなくなってくる。後から考えたのだが、この「一見普通」にだ
まされて海抜ゼロメートルと同じ行動を取ると、適応できない体が悲鳴をあげて高山病の
症状が出るのだろう。
とりあえず部屋に入るが、寒い。リマのつもりでエアコンを切らなきゃ、と思ったらパ
ネルヒーターで暖房が入っていた。そうか、アンデスは雨季だから寒いのか。高山病にな
らないように荷物の整理などをして午後いっぱいを過ごす。後日ホテルのオーナーから理
想的な初日の過ごし方だったとほめられた。今日はどうやら無事なようだ。

2012 年 3 月 8 日（木）

マチュピチュ

今日はプライベートでマチュピチュへ。雨季は電車がクスコから出発しないので、途中
の Ollantaitambo 駅まで鉄道のスタッフも同乗してバスで行く。駅には世界各国からと行っ
ても過言ではない大勢の人々が電車を待っていた。わたしが話していたのはイスラエル人
のご夫婦だった。電車は席が 4 人掛けで、運よく隣の人が観光客を連れたガイドだったの
で窓際に替わってくれた。それだけでなく、折に触れて車窓の景色について解説してくれ
たのでとても楽しい旅になった。この時期のアンデスは天候が不順で「febrero loco, marzo
borracho」
（２月は狂気、３月は酔っ払い）というそうだ。特に 3 月は「自分でもわからな
い千鳥足」のように天候が変わるという。
車内では、行きは朝食、帰りは軽食のサービスとペルーの伝統舞踊、アルパカ衣類のフ
ァッションショーと販売があり、飽きさせないようになっている。車体の上の方までが窓
になっていて景色が見えるが、いったん山の中に入ってしまうと山肌しか見えない。
かつて Aguas Calients という名称だった駅は、フジモリ時代に Machu Piccu 駅に変わり、
「名物」の線路際の露天市も改札を出たところに移動していた。小ぢんまりとしたきれい
な駅になっていた。リマと同じお土産に「Machu Picchu」とシールを貼っただけと思われる
ものがリマの 2 倍の値段で売られている。観光地は「いずこも同じ」だ。
駅前はその名の通り（Aguas Calients＝熱い水）、日本の温泉地の駅前と何となく風情が似
ている。その一角に市場があり、覗いてみたら乾燥したコカの葉を大袋に入れて売ってい
た（写真 17）
。話には聞いていたが、初めて目にする光景だった。
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写真 17

2012 年 3 月 9 日（金）

袋に入っているのが乾燥したコカの葉

クスコ①

朝起きて、化粧品のチューブを開けたらクリームがにゅーん、という感じで飛び出して
きた。シャワー室を見たら、コンディショナーの蓋が開いている。こんなに圧がかかって
いるのなら人間だってそうだろう、と思う。
朝食の部屋へ行くと、地元の料理担当の女性がいた。アンデスで生まれて若い時からず
っと働き通し、リマで奉公をしている時に日系人の家庭で働いた経験があるという。こん
な山の中でも日系人つながりがあるのかと不思議な気がした。いろいろな家庭で働いたが、
一緒に食事をするなど人間らしく扱ってくれたのはその日系人家庭だけだったので、すご
く印象がいいと言っていた。
すでにクスコに着いて 3 日目だが、市街に出るのは今日がはじめてだ。ホテルの人に San
Pedro 市場へ車で連れて行ってもらう。市庁舎の近くにある古い市場がこの数年で改装され
たそうだ。
衣類、民芸品、花、食品など何でも売っている。リマの花屋では、ほとんどお墓に供え
る菊やカーネーションしか見かけなかったが、クスコの市場では日本の花屋で見かけるよ
うな、さまざまな花が売られている。とてもカラフルだ。明らかにお墓用ではないので聞
いてみたら、家で飾るとのこと。
野菜もいろいろな種類を売っているし、アンデス特有の自家製チーズなども見られた（写
真 18）
。イートインのようになっているコーナーもあり、地元の人がスープなどを食べてい
た。魚も売っているが淡水魚のようで、リマでは見たことがなかった魚卵を扱っている店
が何軒かあった。コカを初めとしたハーブ類の店、ペットフードを量り売りする店もある。
リマの中央市場よりは清潔だったが、お店の人の気性が荒い感じがした。
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写真 18

クスコの San Pedro 市場でチーズを買う女性

この市場の周辺には山のおばちゃんたちが布を広げて畑でとれたものなどを売っている
光景をよく目にする。オレンジだったり、動物のクイだったり、売っているものはさまざ
まだ。また、市場の前には市公認の作り手による民芸品の市もあり、確かに品質がよさそ
うだ。それぞれの出展者がライセンスカードを付けている。
この後、教会などがある街の中心へ向かう。DIGEMIN（国民登録局）のオフィスがあり、
なつかしくて立ち寄ったら、総領事館と同じように新生児の足型を取っているところで興
味深かった。
クスコは街全体が世界遺産で名だたる観光地だが、トイレ事情がよくないのには閉口す
る。リマのように大型店舗がないので、お買い物ついでに利用、ということもできない。
チョコレート博物館でペルーが世界の主要なチョコレート産地であること、コカの代替
作物として推奨されていること、多くはスイスに輸出されていることを知った。
昼食は中心から 2 本くらい入った通りの、午後 1 時を過ぎているのに混んでいるレスト
ランでとることにした。書いてあったメニューが好物だったのだ。空席がなかったが、親
切な地元のご夫婦が相席させてくれて、料理が運ばれるまでの間にすっかり打ち解けてし
まった。地元の人は肺が大きくなっているからいいけれど、慣れない旅行者はゆっくりと
深く呼吸をするといいとアドバイスしてくれた。ここで生まれ育っても、しばらくリマな
どに行くと帰ってきて再順応が大変な場合もあるそうだ。
昼食後、街をぶらぶらしてホテルに帰るがおなかが空かず、日本から持ってきた「赤い
きつね」を食べる。薬を飲んでいるから大丈夫だと思っていたのだが、入浴中に酸欠にな
りそうで驚いた。入院患者が医師の許可なしに入浴できないことの意味がわかった気がし
た。シャワーも気をつけて浴びないと大変なことになりそうだ。この後、深夜に再び酸欠
で目が覚めた。大きく深く呼吸するが、もともと酸素が薄いのだから……。テルオさんの
アドバイスを思い出してレモンキャンディーをゆっくり食べているうちに眠ってしまった。
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2012 年 3 月 10 日（土）

クスコ②

具体的にどこが悪いということはないのだが、頭が、胃が、体が重い。何をするのも億
劫で、できれば誰にも合わず寝ていたい。高山病の症状のようだ。昨日ひとしきりよもや
ま話をした料理人の女性が心配してくれる。気圧に慣れないと、食べる－消化する－排泄
する、のサイクルがすごくゆっくりになって時間がかかるのだそうだ。ホテルの誰かに会
うたびに心配そうな顔をしてくれる。
それはそうと今日はやけにスタッフが多い。小さいホテルなので、フロント、部屋係、
運転手とほぼ全員いるような気がする。オフシーズンだからほとんどわたしの貸切状態で、
他に置き役はいないはずなのに、と思っていたらオーナーが現れ、料理人がケーキを運ん
できた。今日はわたしの誕生日。予約時に言ってはあったものの、スタッフ全員集まって
歌を歌ってくれるとは思いもしなかった。貴重な体験だ。
ほとんど食欲がなかった朝食後、民芸品の市を探して街へ行く。Santa Teresa 修道院前の
広場で開かれていたが、クスコに Santa Teresa があるとは、偶然の出会いに驚いた。やはり
スペインの修道院とよく似ている。染めていないアルパカの糸だけで編んだカーディガン
を作者から購入、誕生日だからと話して、ちょっぴりおまけしてもらう。
クスコの街はリマよりも物騒な感じがするが、あちこちに観光警察が立っているので、
道がわからなかったり一休みしたい時は必ず警察官のそばに行くことにした。おおむね親
切で、こちらがスペイン語を話すのがわかると喜んでくれる。
この街で初めて銀行に行ったが、ちょっと前の人と空間ができると後ろの人が¡Avance!と
怒鳴る。窓口の人が席を外そうものならすぐに¡Atiende!だ。総領事館の風景とそっくりで、
日本にいるペルー人はすべてクスコ出身なのかと思えるほど。リマの銀行での違和感の答
えがここにあった……ような気がする。
薬を飲み、ゆっくり過ごしていてもこの症状とは、高山病とは厄介なものだ。全く食欲
がなく、アルパカの毛布にくるまったまま、ソファーでテレビを見て誕生日の夜が更けた。

2012 年 3 月 11 日（日）

帰国へ

夕方の便でリマに向かうので、午前中は買い物に行くホテルのオーナーの車に便乗して
スーパーに連れて行ってもらう。この街にはリマで頻繁に見かける Metro もない。一軒ある
スーパーMega は、日本の田舎の「自称スーパー」のようで、紅茶やお菓子などの生鮮食品
でないものすら種類が少ない。市場の周辺で見かけるような現地の人たちはどうやら顧客
ではないらしく、ガラガラだ。もう一軒、街の中心に近いところに Gato という名前のスー
パーというよりは大き目の店、というショッピングセンターがあるが、品揃えは Mega より
はいい。ただし商品の値段はリマより割高だ。
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スーパーひとつをとっても、リマとの差が大きいことがわかる。テレビの CM で見る商
品もここでは無縁のような気さえしてくる。リマのようなコスタ（海岸地域）の都市と、
アンデスの山の中では大きな格差があるというのは以前から聞いていたが、クスコあたり
でさえこうなのであれば、山中の小村とでは押して知るべし、だろう。外国資本で作られ
た消費天国のリマの様子が想像できない村の方が圧倒的に多いということになる。国全体
が潤うにはどれくらいの年月が必要なのか、いや不可能かもしれないと考え込んでしまっ
た。
ここ数日、夕方 4 時ごろになると夕立のような雨が降っている。いったん降り出すと外
を歩けないほどの激しい雨だ。すぐに止むので心配はないのだが。露天でぶどうとグラナ
ディージャを買い、ホテルでみんなと食べることにする。いちごやぶどうなどはこのあた
りでは衛生状態がよくないので、まず熱湯でサッと流し、その後塩素を入れた水をボウル
に入れて、その中でよく振り洗いしないといけないのだと教えてくれた。小ぢんまりした
ホテルに泊まってよかったと思うのはこういう時だ。
オーナーの勧めで、早めに空港に向かう。チェックイン･カウンターで「この時期は天気
が変わりやすく、国際線乗継があるので一つ前の便に振り替えます」と言ってくれた。も
し最終便がキャンセルになったら今日中の乗り継ぎが不可能だからだ。ありがたく便を変
更してもらって出発ロビーに行くが、お店が全部閉まっていて何も見られず残念だった。
クスコもマチュピチュも、日本人の卒業旅行の大学生が多い。中には南米の世界遺産周
遊に来たというようなグループもいて、スペイン語もできないのに大丈夫なのかと心配に
なってしまう。片言でも会話できるように、自分の学生にはちゃんと教えようと思った。
1 時間で寒いクスコから夏の終わりのリマに到着。夕方の陽射しが懐かしくて、もう一度
街に戻りたくなったが、空港内で夜 11 時 30 分の帰国便までの長い長い時間を過ごした。リ
マ滞在中にペルー人お勧めの鶏料理、pollo a la braza を一度も食べていないことを思い出し、
夕食代わりに食べる。当然市内の料金よりずっと高く、ドルで支払ってもペルーのソルで
おつりが来た。

2012 年 3 月 12 日（月）・13 日（火） 帰国
早朝にヒューストンに着き、中華料理のテイクアウトで朝食をとる。スターバックスの
列に並ぶと、やはりここは米国だと思う。リマの空港での 8 時間待ちに続いてヒュースト
ンでも 4 時間待つ。
10:45 発の CO7 便で成田に向かう。行きと同じクルーでちょっと安心。食事のあとでタコ
ス風の軽食が出た。14 時間ノンストップのフライトなので映画を何本観たか忘れるぐらい
観た。乗客の多くは大学生だ。
着陸間際に成田の気温を聞いてびっくりした。ほぼ 1 ヶ月前に出発した時と同じ気温ら
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しい。名古屋についても寒く、2 月中旬並みの気温で、夏のリマから帰ってきた身にはこと
のほか堪える。しっかり日焼けした顔で帰ってきたのに日本は真冬に逆戻りしていた。
この 3 週間ですっかり日本のお米を受け付けなくなってしまった。ペルー人が来日して
「似て非なる」白米に困った、という話が現実として自分の身に降りかかる。今夜もしリ
マにいたら、気持ちのいい夏の夜の風を楽しんだあと、また Lucha の前で行列していたか
もしれないな、と思う。
まとめ
在日ペルー人の生活や情報収集手段、宗教行事の成り立ちなどについて研究を続ける中
で、彼らの出身国であるペルーに行ってみたいという気持ちがなかったわけではないが、
日本国内のことだけで手一杯で、なかなかモチベーションが見出せなかった。
今回、現地調査の機会をいただいてペルーを訪問して思ったのは、月並みな言葉ではあ
るが「百聞は一見に如かず」ということであった。
スペイン植民地の副王領、莫大な地下資源があるが採掘して活用するだけの資本がない、
いわゆる「黄金の椅子に座った乞食」、一説では国民の 3 割近くが海外に出稼ぎに行く仕事
のない国、など文献や資料で得た知識は豊富に持っているつもりだった。リマがコスタと
呼ばれる海岸地域に位置することも当然知っていたが、歩いてみると目の前の海が太平洋
で、霧のせいで湿度が高いことを実感する。豊富な海産物や種類が多いジャガイモなど、
在日ペルー人が折に触れて懐かしむ食糧事情に納得がいった。特によく熟していておいし
く、安価なマンゴやアボカド、パイナップルやグラナディージャなどのフルーツには日本
人である筆者もすっかり魅了されてしまった。
日本に住んでいると、地球は南半球と北半球でできていると普通考えるが、ペルー滞在
中に東半球と西半球という概念について考えるようになった。リマからクスコに移動する
時、機内で航路図を見ていたら南米からヨーロッパはとても近く、便数も多い。スペイン
から西へ向かったコロンブスが新大陸に到着したのがすべてのはじまりだったわけだから
当然だろう。しかし、移民という観点で見た場合、長きにわたって宗主国スペインがある
ヨーロッパを見ていたペルー人が、日系というつながりがあるとはいえ、日本に来て定住
するという状況はかなり画期的なことであったことに気づく。
街の様子については、1980 年代～90 年代にテロリストの攻撃に苦しんだという面影は全
く残っていなかった。もちろん安全を考え、熟慮のうえ宿泊地を選んだのだが、アッパー
ミドルの居住地域では思っていたほど治安が悪くはなかった。ただし、帰国して知り合い
のペルー人に会い「リマに行って来た」というたびに「本当に 1 人で行ったの？たった１
人で？すごいね。aventurera（冒険家）だね」と驚かれ、
「タクシーに乗ったって？！日本人
なのに、バスにも乗ったの？！」と半ば呆れ顔で言われたりすると、危険に遭遇しなかっ
たことは運がよかっただけなのかもしれないとも思う。
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最も驚いたのが現地の消費傾向だった。大型スーパーは日本のスーパーも顔負けの形や
色が揃った野菜や果物が整然と並び、菓子類やコーヒー、紅茶など嗜好品の種類も豊富で
ほとんどの客が大型カートを山盛りにしてカードで支払っていた。ペルーでは高価な部類
に入るハンバーガー店での行列も同様である。ある程度の収入がなければ買えないし、消
費者がいなければ店側も売れないが、リマの景気が上向いていると言えるのだろうか。ク
スコのスーパーで調査した時、リマとの質・量の差に驚いたが、シエラと呼ばれる山岳地
帯やセルバと呼ばれるアマゾン地域にある村なら格差はより大きいだろう。
また、お惣菜売り場では典型的なペルー料理が量り売りで売られ、家族連れも購入して
いた。最近日本で家庭内で食事を作って食べる「内食」よりも、外から買ってきたものを
家庭内で食べる「中食」が増加していることが問題となっているが、ペルーでも同様の傾
向があるのかもしれない。
いずれにしても街は動き、変わっていく。テロとハイパーインフレに苦しんだ当時のリ
マとはずいぶん違うのだろう。日本では 1990 年の入管法改正で南米日系人のデカセギ・ブ
ームが起きたが、当時は残業が多く仕事がきつい分だけ収入が増え、
「いつか帰る」と思え
ば厳しい生活の中にも希望が生まれた。しかし、2008 年のリーマン・ショック以降は残業
がなくなるどころか、失業して生活の基盤までも失うという事例も数多く見られた。
ある程度まとまった金額を貯金し、ペルーが落ち着いたら帰ろうと思っているうちに月
日が流れ、家族の呼び寄せ、子どもの学校の問題などで帰りそびれて今日に至っていると
いうケースもあるのではないかと筆者は考える。発展途上のペルーにどうしても帰りたい
と思うプル要因がなく、外国人が敵視されたり迫害されたりせず、ペルーより収入が多い
日本には帰国を決意させるだけのプッシュ要因がない。個人差はあるだろうが、
「何となく」
滞日期間を長期化させてしまっている。
家族という最小のコミュニティを重視して日本社会に溶け込まず、十分な日本語能力や
心を許せる日本人の友人も持たない。このまま年老いて、仕事もなく年金もない日本で暮
らせるのか。その間にリマはどんどん変わって行き、親戚も友人も日本に来てしまって、
現地には知り合いもいない。近い将来、帰りたいが帰国後の暮らしの目途が立たない、帰
るのが怖いという状況が発生するのではないだろうか。
一方、リマの日系社会は 30 代、40 代の働き盛りの世代が日本に出稼ぎに来ているために
空洞化していると言われる。この人たちが日本で幼少期から青年期を過ごしたひとつ下の
世代をともなって帰国した時、日系社会はどのように変容するのか。この点については、
機会があれば次回の現地調査で日本から帰国した日系人への聞き取りなどを行って考察し
たい。
この調査の概要を、愛知県犬山市で継続中の調査の途中経過とともに「在日ペルー人の食生活に
関する考察」として、2012 年 6 月 3 日、日本ラテンアメリカ学会（開催地：中部大学）で発表
した。
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平成２４年度 研究報告
本年度は本研究の第３年目である。初年度からの２年間の研究調査に基づき、多様な知
見の広がりとともに具体的成果が現れ始めて来た。また、連携研究者の重松由美が科学研
究費補助金（基盤研究 C)「在日（経験のある）ブラジル人高校生と大学生のアイデンティ
ティとことばとの関係」
（課題番号 24520461）を交付されたことから、隣接分野間の共同を
通じた、より学際的な視野における研究の展開と成果の可能性が開けたと言える。
主な平成２４年度の研究活動は以下のとおりである。
１）野内遊のメキシコ中西部地方グアナファト州調査
３月１３日に帰国の調査旅行であったため、大至急報告書を作成した。一般にアメリカ
合衆国の影響が強い地域と考えられるが、欧州や日系企業の進出を視野においた外国語
教育や北米のスペイン語メディアの状況、新興大国ブラジルのメキシコの地方都市にお
ける存在感など、新知見と収集資料の分析結果が待たれる。
２）講演会開催（予定）
下記のように、NPO の代表者 2 名を講師に招いて行う。地域社会における異文化理解や
共生のための実践活動と関係する研究分野との協力や連携の可能性について模索したい。
３）中間報告書の作成
本研究の分野を巡る環境は、以前に比べ改善はされてきたものの、未だ研究発表の機会
は限られていると言わざるを得ない。研究を通じて得られた情報には、貴重な内容である
にもかかわらず、投稿の締切日や指定様式の関係から、未だ日の目を見ずにいたものもあ
った。中間的な性格であっても、やはり成果として速やかに発表すべきと考えるところか
ら本報告書を作成した。これを基に、各執筆者が、論文や著書の執筆をはじめ研究を発展
させていくことを希望する。
なお、間接的ではあるが、本研究の成果は、研究指導や社会連携にも活用されている。
例えば、修士論文のテーマとして、アルゼンチン・ウルグアイ・ブラジル国境地域におけ
るスペイン語とポルトガル語の言語接触について現地調査を踏まえた研究を行なった指導
生には、これまでに得られた資料や知見が使用された。また、３月３０日開催（予定）の
講演会は、NPO２団体の活動と本研究、さらに重松の新規の基盤研究（C）による東海圏と
ブラジル・ペルーにおけるフィールドワークの成果を相互に検証しようとする試みであり、
この成果はさらに現在準備中の研究代表者が所属する国際言語文化研究科と愛知県との多
文化共生をテーマとした社会連携プロジェクトに反映される。
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平成 24 年

研究成果一覧

論文
１）野内 遊・水戸博之「テレノベラ El clon における麻薬中毒者の表象とその背景 : ナタ
リア・フェレルの転落と更生を中心に」
（共著）
『言語文化論集』 33(2), p.113 –p.128, 2012.
２）水戸博之「テレノベラ El clon における二つの宗教：イスラム教とキリスト教‐人間
の誕生に関する生命倫理を巡って‐」『言語文化論集』34(1)(2012), p.107-124, 2012.
学会発表
１）野内 遊「テレノベラの社会的機能と El clon における麻薬問題の表象」
日本ラテンアメリカ学会第 33 回定期大会 中部大学春日井キャンパス 6 月 2 日（土）
２）水戸 博之「テレノベラ El clon における二つの宗教：イスラム教とキリスト教‐人間
の誕生に関する生命倫理を巡って‐」
日本ラテンアメリカ学会第 33 回定期大会 中部大学春日井キャンパス 6 月 2 日（土）
３）寺澤 宏美「在日ペルー人の食生活に関する考察」
日本ラテンアメリカ学会第 33 回定期大会 中部大学春日井キャンパス 6 月 3 日（日）

４）水戸 博之「ブラジル制作テレノベラのリメーク版に関する考察―O Clone から El
Clon へ―」
日本ポルトガル・ブラジル学会 天理大学

10 月 20 日（土）

「スペイン語・ポルトガル語言語文化圏研究会」が主催する講演会（予定）
テーマ：
「在日外国人の現状～大学ができることは・・・～」
日 時：平成２５年３月３０日（土）１３時～１６時（開場 12 時 30 分）
場 所：名古屋大学 全学教育棟４０６
講演者：渡辺マルセロ（NPO

Mixed Roots x ユース x ネット★ こんぺいとう代表）

「外国人支援のこれから～多様な若者が輝ける社会をめざして～」
松本里美（NPO シェイクハンズ代表）
「多文化な子ども達との日々～犬山・小牧での活動から～」
総合司会：水戸博之（名古屋大学大学院国際言語文化研究科教授）
ファシリテーター：重松由美（名古屋大学大学院国際言語文化研究科 学術研究員）
寺澤宏美（名古屋大学非常勤講師）
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NPO 紹介：

NPO

Mixed Roots x ユース x ネット★ こんぺいとう
http://youth-conpeitou.blogspot.jp

岐阜県には、文化や言語など多様は背景（ミックスルーツ）をもつ子どもが増えています。
彼らが活躍できる社会づくりを進めていくことは、地域社会の活性化に大きく貢献すると
考えられます。そこで、この法人は、岐阜県住民に対して、地域社会を核とした新しい国
際協力モデルに基づく、社会貢献できる人材育成に関する事業、平等で豊かな地球市民社
会の実現にむけた次世代育成についての啓発、活動地域および活動地域に暮らす住民にか
かわる伝統・文化・歴史の継承、またこれによる地域社会の活性化及び住みよいまちづく
りに寄与することを目的としています。

NPO シェイクハンズ
http://shake-hands.jp/index.html
国際理解・協力・多文化共生社会づくりに貢献することを目的としている団体です。まち
づくりの一環として、日替わりシェフのレストラン、フェアトレード SHOP も運営してい
ます。在住外国人支援としては、犬山市の公立中学校に通う子供たちの学習支援などを行
い、
「国籍や民族に関係なく、誰もが暮らしやすい社会」を目指して活動しています。

本講演は、科学研究費補助金（基盤研究 C)「スペイン語・ポルトガル語近親言語文化圏間の外
国語教育と相互理解の諸相」
（課題番号 22520559）と科学研究費補助金（基盤研究 C)「在日（経
験のある）ブラジル人高校生と大学生のアイデンティティとことばとの関係」（課題番号
24520461）による共同開催である。

（講演録は平成２５年度に作成）
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海外出張報告書
野内 遊
メキシコ旅行日誌 （2013 年 3 月 1 日～3 月 13 日）

3月1日

3月2日

19:00

エア・カナダ AC 004 便で成田国際空港より出発

10:55

バンクーバー国際空港着

13:55

AC 996 便でバンクーバー国際空港より出発

21:00

メキシコ・シティ ベニト・フアレス国際空港に到着

22:00

ケレタロへバスで出発

05:30

イラプアトへ出発

07:30

グアナファトへ出発

09:00

グアナファトへ到着
ホテルにチェックイン（Hotel Méson el Rosario, Av Juárez No. 31.）
3 月 3 日まで滞在

13:00

グアナファト大学図書館、言語学部及び市中心部の主要建物の場所確認
テアトロ・フアレスの階段上に出店していた古書店にて Clase política,
Elecciones y Estructuras Legislativas, Guanajuato 1833 -1853 を購入。

11:00

グアナファト大学図書館にて資料収集

14:00

Clase política, Elecciones y Estructuras Legislativas, Guanajuato 1833 -1853

3月3日

を精読
20:00

弁護士資格を持ち日系企業につとめる Alfredo Soliz 氏 (Licenciado en
Derecho)とその友人たちと夕食、地域の変化について意見を交換

11:00
3月4日

3月5日

ホテルへチェックイン（Hotel Posada de la Condesa, Plaza de la Paz, No. 60）
3 月 5 日まで滞在

14:00

グアナファト大学言語学部を訪問

16:00

グアナファト大学図書館にて資料収集

13:00

グアナファト大学日本語コースにて学生たちと地域社会の変化に関する
意見交換をおこなう。

12:00

サラマンカ市へとバスで出発

14:00

工 学 士 （ 化 学 ） で あ り 会 社 経 営 者 で あ る Luis Alejandro Figueroa

3月6日

Franco-Borja 氏と地域の変化について意見を交換する。
15:00

Casa de Cultura を訪問
Alfredo Soliz 氏宅 (El Fuerte220, Col Villa real) を訪問

3月7日

14:00

Universidad De La Salle Bajío を訪問

21:00

Alfredo Soliz 氏と地域経済の変化について意見交換
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3月8日

14:00

Universidad de Guanajuato Salamanca キャンパスを訪問

16:00

メキシコの有力な権力者の一人であった Elba Esther Gordillo の逮捕を特
集した Proceso 誌 No.1896 を精読

3月9日

3 月 10 日

3 月 11 日

3 月 12 日
3 月 13 日

09:00

グアナファトへ移動

12:00

グアナファト市在住の Segoviano 家の Quinseañera のミサに参加 (La
Capilla del Señor del Agua, Marfil)

15:00

Ex-Hacienda la Trinidadad s/n, Marfil における Fiesta に参加

13:00

Hotel Central, Av Juárez No. 111 にチェックイン

18:00

資料の精読と帰国準備

13:00

グアナファト大学言語学部を訪問

16:15

サラマンカへ出発

19:45

メキシコ・シティ Central Norte へ出発

23:30

ベニト・フアレス空港着

05:45

エア・カナダ AC 997 にてベニト・フアレス空港出発

10:35

バンクーバー国際空港到着

14:55

エア・カナダ AC 003 にてバンクーバー国際空港出発

18:00

成田国際空港到着

謝辞
グアナファト大学人文社会学部言語学科日本語コースのコーディネーター（Coordinadora
de Area de Japonés）の加藤みどり先生、そして政田貴子先生には、グアナファト大学訪問の
際大変お世話になりました。感謝申し上げます。
Alfredo Soliz 氏そして Luis Alejandro Figueroa Franco-Borja 氏には、グアナファト市及びサ
ラマンカ市滞在中、調査のサポートをしていただきました。ありがとうございます。
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メキシコ調査報告書

野内

遊

今回の調査旅行の主な目的はメキシコ中西部に位置するグアナファト州における社会状
況の把握であった。
本調査報告では主に、グアナファト市の治安問題、グアナファト州における麻薬カルテ
ルの存在感、そしてグアナファト州における日系企業の進出について述べる。
まず、グアナファト市における治安問題について見てみる。今回の調査旅行中最も目に
ついたのが、グアナファト市において配置されている警察官の多さである。このことにつ
いてグアナファト市在住の調査協力者たちに聞いて見ると、一般的に知られているグアナ
ファト州やグアナファト市のイメージと若干異なる実情が浮かび上がってきた。
写真 1 グアナファト市の町並み

2013 年 3 月 調査者撮影
この点について若干の考察をおこなう前にまず、グアナファト市について概観してみる。
グアナファト州とくにグアナファト市は、人口約 10 数万人のコロニアル調の「古都」と
して知られており、主な産業は観光である。同じ州内のあるサンミゲル・デ・アジェンデ
とともに、観光都市として毎年、国内外から多くの観光客が訪れている場所である。観光
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客だけでなく、スペイン語を学ぼうとアメリカ合衆国、ヨーロッパ、そして日本などから
多くの外国人（多くは大学生）がグアナファトに滞在しているため、国際色の強い町でも
ある。
観光都市であるため、町とくに中心部では多くのレストランやバーがある。また、レス
トランやバーは、夜遅くまで開いている。そのため観光客だけでなく学生（メキシコ人、
外国人を問わず）も、時間のゆとりがあるときは遅くまで友人たちと夜の町並みを散策し
ている景色が見られる。グアナファト市の学生に関していうと、彼らの多くは火曜日と木
曜日に友人たちと夜外出する習慣がある。
写真 2 夜のグアナファト

2013 年 3 月 調査者撮影
閑静な観光都市というのが今回の調査に訪れる前の調査者のグアナファトに対する認識
であった。しかしながら、実際には治安の問題というものがとくに居住者たちの間では数
年前から問題になっていたようである。例えば、町の中心部から少しはなれた場所などの
危険性が認識されていたり、不良少年たちのグループたちによる窃盗などである。居住者
たちによると、最近は先に述べた警察官たちの配置の増加などにより、町は平穏を取り戻
しつつあるという。
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治安の悪化に関しては、グアナファト市だけの問題というよりもメキシコ国内全体の問
題であるといえる。直接的な原因としては長い間の不況を挙げることができるだろう。あ
る調査者は、メキシコの経済とアメリカ合衆国の経済の密接化から、アメリカ合衆国の経
済状況の悪化はメキシコ経済へ多大な悪影響をもたらすと述べていた。いうまでもなく、
リーマンショック以降の状況を示している。
治安という問題について考える際に近年メキシコ社会に強い影響を及ぼしている麻薬カ
ルテルの存在も考慮する必要があるだろう。グアナファト市に関しては、麻薬カルテルの
影響について調査者たちから聞くことはなかったが、グアナファト州全体に目を向けて見
ると、グアナファト州の南東部にあるセラヤ市の治安が悪化してきているという情報を聞
くことができた。理由として挙げられていたのは、メキシコ有数のマリファナの産地であ
り、有力なカルテルの本拠地であるミチョアカン州からの交通の便のよさである。ある種
麻薬密輸の経由地として機能しており、その付随的影響として治安の悪化が顕著になって
きているのではということであった。調査者は、ある程度メキシコにおける麻薬カルテル
の事情に通じているつもりであったが、グアナファト州における麻薬カルテルとそれに関
する治安の悪化に関する情報を実際に聞くことは予想していなかったので、改めて、メキ
シコにおける麻薬カルテルの存在について考えさせられた。
今回の調査で顕著に見られたグアナファト市を含めグアナファト州における変化の一つ
として日系企業の進出、そしてそれにともなう新たな雇用の創出が生まれつつあるという
点である。グアナファト大学言語学科日本語コースの受講生たちと意見交換をおこなう機
会に恵まれたが、学生たちは非常に熱心に日本語を学習していた。また、将来的には進出
してきた日本企業で働きたいという希望を述べていた。また、地元のニュースでも日系企
業の動向が注目の的になっている様子を観察することができた。日系企業に限らず、ヨー
ロッパ系の企業を進出してきており、グアナファト州に関して言うならば雇用の創出とい
う点ではいくぶん明るい未来が開けているように思われた。
グアナファト州は、2000 年 12 月から 2012 年 11 月まで政権与党であった PAN（Partido
Acción Nacional、国民行動党）の党勢の強い地域である。今回の調査では、この点に関して
時間的制約からおこなうことができなかった。今後の課題としたい。
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在日ブラジル人高校生・大学生の言語選択を決定づける要因1
重松由美

0.

はじめに

1990 年の出入国管理法の改正により在日ブラジル人の数が急激に増加してから 20 年以上
がたった今、彼らの日本滞在の長期化もしくは定住化がすすんでいる2。法務省が 2012 年
11 月に公表した登録外国人統計によると、2007 年 12 月末 316,967 人いた在日ブラジル人
の数は、リーマンショック後の経済危機の影響やその救済策として厚生労働省が実施した
帰国支援事業3を利用した帰国者の増加、そして西日本大地震後の生活への不安感から 2011
年 12 月末には 210,032 人まで減少した。しかし言い換えれば、21 万人のブラジル人が、経
済危機や震災を背景に、日本で暮らすことを選択したといえる。
経済危機後は、親の再就職や経済的な問題で不就学となる子どもへの対応など、新たな
問題が深刻化するなかで、教育面では行政4や NPO による日本語教育支援5やプレスクール事
業などが実施されている。このような問題に注目が集まる一方で、日本の高等学校や大学
に入学する子どもの数が増えてきており、在日ブラジル人の間にも階層分化が進んでいる

1

本稿は、『椙山女学園大学教育学部紀要』Vol.5（2012.3）に掲載された「在日ブラジル人高

校生・大学生の言語生活とアイデンティティ」に加筆したものである。修正に当たっては、平成
24 年 6 月に中部大学にて開催された日本ラテンアメリカ学会での発表の際にいただいた意見を
参考にさせていただいた。
2

法務省が 2011 年 8 月に発表した資料によると、在留資格が「永住者」117,760 人、「定住者」

77,359 人となっている。
3

厚生労働省が実施した在日南米出身者の日系人を対象にした帰国支援事業（2009 年 4 月 1 日

～2010 年 3 月 31 日）とは、帰国希望者本人には 30 万円、その扶養家族には 20 万円を支給す
るものである。そして、「入国制度上の措置として、支援を受けたものは当分の間（3 年間）、
同様の身分に基づく在留資格による再入国は認められない」という規制が設けられていた。この
事業を利用した国籍別出国者数は、ブラジル人 20,053 人、ペルー人 903 人、その他 719 人であ
った。
4

愛知県では 2008 年に日本語学習支援基金を創設し、経済団体等の協力を得て、日本語教室や

ブラジル人学校への助成をおこなっている。
5

公立小・中・高等学校・特別支援学校等に在籍する外国人児童生徒数は 75,043 人であり、日

本語指導が必要な外国人児童生徒数は 28,511 人であり、愛知県が最も多かった。母語別に見て
みると、
ポルトガル語が 9,477 人で全体の 33.2％を占めている（文部科学省資料 2010 年 9 月）
。
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ことがわかる。外国人の公立中学校卒業生の高校進学率のデータをとる自治体が少ない中
で、豊橋市は 79.5％（2008 年）と発表し、可児市では 53.3％(2007 年)、56.7％（2008 年）
、
79.1％(2009 年)と年々上がってきている。
ブラジル人の子どもたちの中には、ポルトガル語よりも日本語を得意とする、もしくは
ポルトガル語は理解できるが話せないというケースが増えてきている。母語教育への取り
組みが進まない中、ポルトガル語を話せない子どもが増えていくことは容易に理解できる。
通常、移民による言語シフトは三世代を経ると完了するといわれている6。このような現状
において、日本の高等学校もしくは大学に進学したポルトガル語と日本語のバイリンガル
であるブラジル人若者による言語使用の記録は大変貴重な資料となる。
在日ブラジル人の言語運用は話者の社会的背景により多様化している。本稿では、バイ
リンガルを中心とした高校生と大学生によるポルトガル語と日本語の言語混用の実態を紹
介するとともに、彼らが言語を選択する際にどのような要因が関与しているかについて考
察する。
1.

調査対象者と方法
本調査対象者は岐阜県美濃加茂市と愛知県知立市在住の高校生と大学生である。両市と

も住民の約 1 割が外国人であることなどから7、多文化共生事業にも積極的に取り組んでい
る。このような集住地域で生活している彼らは、コミュニティの互助機能、学校での加配
教員による日本語指導やブラジル人語学相談員を通じての教育相談や就学支援、そして公
共機関や NPO 主催の母語教室や母国文化理解講座などブラジル人としてのアイデンティテ
ィを保持していきながら日本社会で生きていくために必要な知識を得られる、恵まれた環
境にあるといえる。
調査方法は、言語使用とアイデンティティに関するアンケートとインタビューである。
調査は、知立市では平成 22 年 11 月～平成 23 年 1 月にかけて、美濃加茂市では平成 23 年 8
月におこなった。アンケートは日本語とポルトガル語のものを用意し、好きなほうに記入
してもらった。インタビューは、喫茶店で行いリラックスできる環境を作ることに努めた。

6

これはブラジル日系移民による言語使用の世代的推移においても認められるものであり、土居

（2006）では「日系一世、二世までは多くの場合日本語でコミュニケーションをはかることが
できるが、三世になると彼らの母語はすでにポルトガル語となっており、日本語での運用は限ら
れたものになる。」と報告されている。
7

美濃加茂市は、住民 51,025 人中外国人登録者数は 4,650 人であり、内ブラジル人は 2,486 人

である（平成 24 年 12 月時点）。知立市の人口は 69,763 人で、外国人登録者 4,245 人中ブラジ
ル人は 2,878 人である（平成 23 年 4 月時点）。
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インタビューのテーマは特に決めずに、初めにアンケートの回答について詳しく質問し、
その都度出てきた話題に合わせて話を進めた。所要時間は約 1 時間である。
調査対象者は高校生 17 人（1 年生 5 人、2 年生 7 人、3 年生 4 人、4 年生 1 人）と大学生
5 人（1 年生 1 人、2 年生 3 人 3 年生 1 人）の計 22 人である。男女比は、高校生は男性 9 人、
女性 8 人であり、大学生は男性 1 人、女性 4 人である。来日時の年齢は、2 歳 2 人、3 歳 1
人、5 歳 2 人、7 歳 5 人、9 歳 1 人、10 歳 3 人、11 歳 1 人であり、日本生まれは 7 人いる。
滞日年数の平均は約 12 年となる。次に転校回数についてであるが、先行研究（小内 2003、
佐久間 2006）から、ブラジル人児童生徒が親の仕事の都合によりブラジル人学校間や日本
の公立学校への転校を繰り返すことや、日本とブラジルを行き来することにより学習の継
続性を保つことができていないことが分かっている。調査対象者の転校回数は、公立学校
間１回が 6 人、2 回と 3 回が各 1 人、ブラジル学校から公立学校への転校が 4 人であるが、
約半数の 10 人は転校したことがないと答えている。両市ともブラジル人集住地域であるた
め近隣にブラジル人学校が存在しているが、親は公立学校を子どもの就学先に選択してい
る。この親の選択1と、転校回数も少なく継続的に学習できていたことが、高等学校もしく
は大学進学につながった理由のひとつといえる。

1.1

言語生活

ブラジル人高校生と大学生の言語能力を紹介する。表 1 で日本語とポルトガル語の言語
能力を比較すると、多くのものはバイリンガルであると自己評価しているが、やや日本語
能力のほうが勝っていることがわかる。言語別に見てみると、調査対象者全員は日本語の
能力が日常会話レベル以上である。3 技能のうち「読む力」と「書く力」が「話す力」と比
べやや低いが、これは漢字習得の困難さが起因している。一方ポルトガル語に関しては、
日常会話レベルの能力を持っていないものもいた。日本の教育機関のみで教育を受けてき
たこと、母語教育の環境が現在と比べ整っていなかったこと、そして保護者が家庭でポル
トガル語を教える時間的・精神的余裕がないことが影響していると考えられる。また、「書
く力」が他の 2 技能と比べやや低いのは、スペリングの教育を受けていないためである。
ブラジル人学校の国語教師の話でも、話し言葉の影響が書き言葉に反映されているという
話をよく耳にする。

1小内透（2009）では、ブラジル人学校に通う生徒の親たちが、日本滞在が長期化する中で「デ

カセギ」意識から定住化を見据えた意識へと一部変化していると紹介されている。日本社会との
接触の機会を求めたり、保護者同士のネットワークの構築を模索するなど、日本に生活の足場を
築こうとしているが、子どもを公立学校へ通わせている親たちには、この傾向はより強いことが
予測される。
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表 1 3 技能別言語能力（■日本語、■ポルトガル語）
【話す】

（人）

0 0

0

3

5 5

9 8

10
0

1.2

9

10
5

0 1

0

2

12 12
6

【書く】

（人）

0

11

15

0

15
5

【読む】

（人）

16

20
15
10
5
0

2

0

12

9

2

ポルトガル語学習方法

日本の教育機関で教育を受けてきたブラジル人の若者はどのようにポルトガル語を習得
もしくはその能力を維持しているのか。アンケート項目「ポルトガル語を習得・保持・上
達させるために何かしていますか。
」の結果は、「している」が 13 人、
「していない」が 8
人であった。
「していない」学生のポルトガル語能力は低いものが多かった。次に、学習方
法に関する回答を以下に紹介する。
 「家庭内でポルトガル語を使う」

10 人

 「ブラジル人の友だちと話す」

6人

 「ポルトガル語の語学学校へ通う」

4人

 「ポルトガル語のテレビ番組や映画を見る、新聞・本を読む」 5 人
 「ポルトガル語を話せる活動に参加する」

3人

「ポルトガル語の語学学校へ通う」と答えた 4 人は、全員美濃加茂市在住であり、NPO 法
人が開講している教室に通っている。この教室は毎週土曜日の午前中に開講され、ブラジ
ルの初等教育で採用されている教科書を使っている。対象者たちは小学校 3 年生レベルの
もので学んでいる。その他の学生の方法は、母語維持や習得のためというより「容易」で
「自然な」コミュニケーション手段（塚原 2010） であり、このような環境で彼らのポル
トガル語能力を上達させることは難しい。先に挙げたポルトガル語能力が日本語能力に劣
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る理由の一つには、母語教育を家庭にゆだねられない現状があるといえる。次に、ポルト
ガル語の学習目的を挙げる。
 「親とコミュニケーションをとるため」

9人

 「ブラジル人としてのアイデンティティを確立させるため」

6人

 「ブラジルへの帰国を考えているため」

4人

 その他「覚えたほうが良いと思った」、「言語を維持するため」各 1 人

この結果からブラジル人の若者にとってポルトガル語学習の目的に 2 つの傾向があるこ
とが読み取れる。すなわち、母語継承としての部分と、その他の回答にあるようにポルト
ガル語習得をひとつのスキルとして捉えている、つまり第二言語習得としての部分が現れ
てきている。

1.3

使用言語

ブラジル人の若者は相手により言語をどのように使い分けているのか。表 2 から彼らが
日常生活において二言語を併用していることがわかる。言語選択の決定要因の一つに話し
相手の言語能力があるが、両親に対してポルトガル語の使用割合が高く、兄弟や友人と話
す際は日本語の使用度が高くなっているのは、この理由によるものである。

表 2 相手別使用言語
P 語のみ

P 語＞J 語

P 語＝J 語

P 語＜J 語

J 語のみ

父親

50%

27%

4.5%

14%

4.5%

母親

54.4%

23%

9%

9%

4.5%

兄弟

15%

25%

25%

20%

15%

ブラジル人の

9%

27%

27%

18.5%

18.5%

友人
（P 語はポルトガル語、J 語は日本語を示す）

話しことば以外での使用言語の割合をについてアンケート項目：「何語の本・雑誌を読
んでいますか【本】」、「ブラジル人の友人に何語でメールを書いていますか【メール】」、
「どの国のテレビを見ていますか【TV】」、「どの国の音楽を聞いていますか【音楽】」
の結果を紹介する（表 3）。
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表 3 話し言葉以外での使用言語
ポルトガル語

日本語

その他の言語／国

【本】

31%

62%

2%（英語）

【メール】

48%

55%

3%（英語、スペイン語）

【TV】

13%

77%

10%（アメリカ）

【音楽】

25%

37%

39%（アメリカ、イギリス、韓国など）

使用言語の割合が大きく違う媒体は、すなわち日本語で利用される割合の高いものは
「本」と「TV」である。活字媒体2に関しては、ポルトガル語の本や雑誌の入手の困難
さや価格の高さがひとつの理由として考えられる。また、彼らが読んでいるものは、雑
誌、とりわけファッション雑誌やゴシップ記事であり、ポルトガル語の語彙数を増やし
言語能力を向上させるため、もしくはブラジルの社会情勢を知るための活用はほとんど
ない。放送メディアについては、有料放送を契約している家庭が多い中でもポルトガル
語の使用割合がかなり低い。インタビューでは、積極的に視聴するというよりも親が見
ている番組を何気なく見ている程度であるという声が多く聞かれた。このように数値で
言語生活についてのデータを分析してみると、ブラジル人の若者はポルトガル語学習に
対して資本として活用できるレベルまで言語能力を高めることやバイカルチュラルな
人材となるために知識を得ようとする姿勢は見えてこない。
ここで大学生の意見を個別に見ていくことにする。ひとりは、「ブラジルの TV 番組
を見て流行している曲やファッション、そしてブラジル文化・歴史に関する知識を得る。」
とコメントしている。日本で生まれ育ち、一度もブラジルへ行ったことのない彼らがブ
ラジル人というアイデンティティを構築するうえで、TV はひとつのツールとなってい
るといえる。もうひとりは、ブラジルにいる大学生の友人たちと、世界情勢や環境問題
についてポルトガル語で議論できるように、専門用語や新語を入手するためにインター
ネットを利用しているという。このように大学生のバイカルチュラル志向への意識は高
く、この点が高校生との違いのひとつであった。

2

本調査ではインターネットに関する質問項目を設けなかったため、今後の課題としてネット利

用における使用言語の現状について調べていきたい。
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2.

言語混用の実態と言語意識

2.1

言語変異

出稼ぎが始まった当初はポルトガル語に日本語の語彙が取り込まれ、特に文化的借用や
職場で用いられる用語が借用された。しかし言語接触が長期化するなかで、日本語がポル
トガル語に音声的、形態的、統語的に統合された混種語が現れ、そして日本語能力の高い
ブラジル人の間ではポルトガル語が日本語に統合された表現が誕生している。
a) <A>:ポルトガル語が上手になるために何かしてる。
<B>:してません。
<C>:ママが português しゃべるから。
<B>:なるべくあっちが português でしゃべって、こっちも português で reponde

してほしいって気持ちもあると思うんですが、日本語でしか言わない。
【ポルトガル語教室にて：<A>筆者 <B>姉（12 才）

<C>妹（5 歳）】

a)の”responde して”「答えて」は、ポルトガル語の活用形（動詞 responder の直説法
現在 3 人称単数）responde と日本語「－する」の形態素が結合し、新たな単語を作り上げ
ている。この手法は、移民言語によく見られる事例である。
また、在日ブラジル人が使用する日本語借用語に意味的な広がりや、ポルトガル語の文
法規則に従った形容詞の名詞化などの変容が認められている。b)で使用されている「ハガ

キ」は、ポルトガル語の cartão postal では表現できない無地のものを意味するために借
用されている。さらに「ハガキ」は、公的機関から送られてきたものに限られるが envelope
「封筒」の意味でも用いられている。c)の gohan は「お米」と「（炊いた）ご飯」の意味
で用いられている。d)では、形容詞 isogashi「忙しい」がポルトガル語の男性定冠詞 o の
付与により、名詞化している。また、この会話はブラジルへ帰国したブラジル人同士によ
るものであることから、ブラジルにおいて日本語とポルトガル語の混用が継続されている
ことがわかる。
a) Hoje chegou o ハガキ da prefeitura.「今日、市役所から手紙（封筒のもの）
b) Vou comprar gohan.「私はお米を買います。
」
c) Vamos comer gohan no shokudo.「食堂でご飯を食べましょう。」
d) <A>:Oi, genki?「やあ、元気？」
<B>:Genki, e você? 「元気、君は？」
<A>:OK! Tem notícia do Nihon? 「OK！日本の情報はある？」
<B>:Sim, e parece que ainda está hima! 「はい、まだ暇みたい。」
<A>:Não vejo a hora de começar o isogashi e ir pra lá. 「忙しさは始まっ
てもいないし、あっちへ行く時期でもない。
」
<B>:Sem zangyo, não dá. 「残業なしでは、やっていけない。
」
【ブラジル・サンパウロの日本語教室での会話：<A>、<B>とも在日経験のある
ブラジル人成人】
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Nakagawa（2010）では、カエルプロジェクト3（日本からのブラジル人帰国子弟に向けた
心理的、社会的、教育的支援、そして補習などを目的とした学校への編入援助プロジェク
ト）での聞き取り調査の結果として、インタビューをおこなった児童生徒たちに共通した
言語的特徴として、決まった単語を日本語でしか話さないこと、さらには、
「自分は日本語
を話せない」と答えた児童生徒までもが気付かずに使っていることに言及している。それ
らの単語は“dekasseguês”「デカセギ語」と名付けられており、リストアップされたものは以
下のとおりである：gomen「ごめん」
、onegai「お願い」、kotai「交替」
、yakin「夜勤」
、hirukin
「昼勤」
、shatyou「社長、keitai「携帯（電話）」
、depaato「デパート」、zangyô「残業」、arubaito
もしくは baito「アルバイト」
、kensa「検査」、pachinko「パチンコ」
、daiyoubu「大丈夫」
、sôji
「掃除」、arigatou「ありがとう」、kibishii「厳しい」、gohan「ご飯、お米」、bentô「弁当」。
これらの日本語借用語は、使用頻度の高さからコミュニティでの定着度は非常に高く、在
日ブラジル人の心的レキシコンの一部になっている。そのため、特に若年層の間ではポル
トガル語として認識されている事例も多くある。
そして、本調査でポルトガル語の転移がみられる日本語表現が確認された。例えば、「信
号があいた」のように、ポルトガル語”Abriu o semáforo.”の直訳が使用されている。しかし、
このような表現を使用した多くの場合には日本人の友人に訂正され、現在では使わなくな
っている。したがって、この日本語表現が日本人の若者の間に浸透するという現象は確認
できていない。その他の表現を紹介する。


「信号が緑」←O sinal está verde.



「紫のあざ」← machucado roxo



「太い本」← livro grosso



「タクシーをつかむ」←Vou pegar o taxi.



「映画が通っている」←Tá passando o filme.



「顔が緑」←O rosto está verde.



「帽子を置いた（「被った）の意）」←Coloquei o chapéu.



「車で歩く」←Ando de carro.

上記の中で、「タクシーをつかむ」のみが一人の大学生により使い続けられていた。こ
の大学生は、「今までに注意されたこともなく、友だち達も使っている。間違った表現だ
とは知らなかった。」とコメントしている。この表現が、若者ことばとして実際に使われ
3

2008 年に、ブラジルの日系団体である教育文化連帯学会が三井物産からの資金援助を得て、

サンパウロ州教育局との協力のもと「カエルプロジェクト」を開始した。調査では、州立学校を
訪問、各校の協力を得てデカセギ帰国子弟やその保護者、教師を集めて聞き取りをするなどの実
態の把握につとめている。2010 年からは、サンパウロ市教育局とパートナーシップを提供し、
市立学校での調査を開始した。
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始めているのか、もしくはブラジル人コミュニティから日本社会へ浸透しつつある新たな
表現様式であるかについては、今後の調査が必要となる。

2.2

言語混用に対する言語意識

個々の言語変種には何らかのイメージを伴うことがある。話し手の個性や属性など、こ
とばの意味が担う以上の情報を聞き手に伝えているのである。このようなことばのもつイ
メージは、話し手のアイデンティティと連動しつつ、ことばが選択される過程において大
きな役割を果たす。
そこで、ポルトガル語と日本語の混用についての言語意識を取り上げる。アンケート結
果は、言語混用を「良いと思う」が 6 人、「悪いと思う」が 4 人、そして「何も思わない」
12 人であった。その理由としては、「気付かずに使っている」14 人、「言語の習得を妨げ
る」3 人、「便利である」2 人、「言語能力が中途半端な気がして恥ずかしい」、「その他
（わからないときがある、言葉を忘れてしまう）」各 1 人で、「仲間意識をえるため」や
「二言語を話せることをアピールするため」を選択したものはいなかった。無意識に日本
語を借用する理由は、心的レキシコンとなっている語を使用しているためであると理解で
きるが、では便利であることやポルトガル語の単語を知らないための代用のような実用的
な理由以外に言語を混用することはないのか。ここで言語混用についてのコメントやその
実例を挙げる。ブラジル人コミュニティで極めて定着度の高い借用語”daijyobu”「大丈
夫」について、「”daijyobu”を使って相手に通じなかったら、ポルトガル語だけで話す」
というコメントがあった。つまり、”daijyobu”が通じれば、言語規範を共有しているグ
ループのメンバーであることがわかり、言語混用により仲間意識を示すことができるので
ある。次に、教師をしている母親が理不尽な保護者の行動に困っていると話しているとき
に、娘が創作した混種語を紹介する。
e) ”Por que você não ketobashitou?「どうして、蹴っ飛ばさなかったの。」

ketobashitou は、「蹴っ飛ばした」とポルトガル語の動詞の活用語尾である-ar が統合
し、それが直説法 3 人称過去形に活用した語形である。この混種語を使用した意図として、
「保護者に対する腹立ちを強調するため」であると説明してくれた。このように、言語混
用はひとつの表現手段として意図的に使用されている例もある。
次に言語意識とアイデンティティの関係をみてみると、言語混用を「良いと思う」と回
答した学生のアイデンティティの割合を平均すると「ブラジル人 68.3％、日本人 31.7％」
であり、「悪いと思う」と答えたものは「ブラジル人 82.5％、日本人 17.5％」、そして「何
も思わない」は「ブラジル人 69.7％、日本人 30.3％」であった。この結果から、言語混用
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に対して否定的な学生はブラジル人としてのアイデンティティをもっとも強く認識してお
り、否定も肯定もしていないもの、そして肯定的に評価したものの順にブラジル人として
のアイデンティティが弱くなっていることがわかる。つまり、ブラジル人としてのアイデ
ンティティが強くなるほど、言語混用に対しての抵抗感が強くなっている。前述のとおり、
自分の用いる言語や変種が、そのアイデンティティを確認するのに重要な役割を担うこと
がある。言語混用を否定的に評価した学生 4 人は「ポルトガル語を話すときにポルトガル
語で分からない単語を日本語でいう」と答えており、「ブラジル人」への帰属性が強い彼
らはポルトガル語を忘れることへの不安感も強く、「正しい」ポルトガル語を話すことに
よってブラジル人としてのアイデンティティを確認しているのではないかと考える。
では、ブラジル人としてのアイデンティティの形成に関与する属性とはどのようなもの
であるか。来日年齢が低く、滞日年数が長いほど、日本人としてのアイデンティティへの
意識が高いことが認められた。そして、将来の居住国（表 4）について、ブラジル人として
のアイデンティティを強くもつ学生は、将来日本以外の国に住もうと考えており、また無
回答が多かったことから、現在の生活に迷いをもっているものが少なくないことがわかっ
た。
「カナダ」を選んだ学生は「外国人に慣れていて、差別しないから」とコメントしてい
る。これは、
「日本人は差別する」ということを訴えており、同じコメントが「日本人の良
い点と悪い点を書いてください」という項目で多く確認されている。この結果から、彼ら
が日本社会において差別を受けていると感じていることがみてとれる。また、インタビュ
ー中で筆者が「自分のアイデンティティは 100%ブラジル人である」と答えた大学生に対し
て日本で育った経験がアイデンティティに全く反映されていないことに疑問に思い、この
点を確認してみたところ、
「日本にいるときは、私はブラジル人です。」という条件付のア
イデンティティ評価結果であることがわかった。彼女は、小さい時はブラジル人であるこ
とも人前でポルトガル語を話すことも嫌だったが、NPO が主催する勉強会に参加したり、他
の国籍の日系人グループとの交流を通して、ブラジル人であることに誇りを持ち始めたと
いう。そのため、将来日本で生活するつもりだがブラジルの国籍は持ち続けると決めてい
る。
一方、自己アイデンティティの半分以上は日本人であると評価している若者は、将来の
居住国として日本を選んでおり、「日本でのほうが将来が見えているから」、「慣れてい
るから」、「環境がいいから」、「いい国だから」のコメントからわかるように日本での
現在の生活を大切に思っている。そのため、「日本」に依拠したアイデンティティ形成の
ほうが、母語への言語アイデンティティよりも重要であると考えているのである。彼らが、
便利で情報を正確に伝えられる言語混用を許容するのは自然なことである。このように彼
らは他者との関係を通じてアイデンティティを認識しているのである。
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2.3

アコモデーション理論

アイデンティティは言語選択を決定づける大きな要因であることがわかったが、かなら
ずしも絶対的なものでないことは先行研究（真田 1992）から明らかとなっている。つまり、
ブラジル人としての自己認識が強いからといって、どのような場面でも、誰とでもポルト
ガル語を話すわけではない。例えば、両親に対してはポルトガル語で話しかけ、兄弟や友
人とは両言語を使用するというのは、相手の言語能力にアコモデーションした結果である。
また、インタビューでひとりの大学生が「（ブラジル人同士の集まりで）日本語で話すと、
『日本人になったの』とか”Você tá metida.”「あなたはでしゃばっている。」といわれ
るから、ポルトガル語で話す」とコメントしたが、これは日本人社会に対してよい印象を
抱いていない相手の不快感を取り除き、円滑な人間関係を築くためにポルトガル語を選択
した事例である。日本人の前でのポルトガル語から日本語の切り替えについては、「ポル
トガル語で話していると日本人は理解できないから相手が不愉快な思いをすると思って日
本語で話す」と「日本人が（部屋に）入ってくるとブラジル人と知られたくないから日本
語に変える」のコメントがあった。前者は日本人の感情に対するアコモデーションの結果
であり、後者は日本社会では在日ブラジル人は低い社会的地位に留まっているという認識
から、「同じように見られない」ためのストラテジーであると理解でき、言語選択を決定
づける要因は様々であり、それらが複雑に絡み合っていることがわかる。

3.

まとめ
ポルトガル語と日本語の言語接触は、時間の経過とともに在日ブラジル人の言語運用に

変化・多様化をもたらした。彼らの言語選択には、相手の言語能力に対する配慮、自分の
感情を効果的に伝えることや仲間意識を表示するための手段、そして他者の気持ちへのア
コモデーションや他者からの評価への意識などが相互に複雑に影響し合っている。そして、
アイデンティティとの言語意識との関係を分析してみると、これまでに体験した他者との
関係性が関与していることがわかった。つまり、言語混用に否定的なブラジル人若者は、
日本社会で受けた差別経験からから、母語の言語アイデンティティへのこだわりを強くも
つことにより、ブラジル人としてのアイデンティティを構築し、精神的安定を得ていると
考える。
本調査の対象者は日本の高等学校もしくは大学の入試という壁を乗り越えてきており、
日本特有の多文化社会のプラス面とマイナス面を実際に経験してきている。バイカルチュ
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ラルな彼らがブラジル人としても日本人としても肯定的に自己評価でき、現在の日本の生
活を大切に思うことができるようになるためには、日本社会で成功経験を積み重ねていく
ことが大切である。実際に、社会に出て活躍している若者たちが、過去の自分と同じよう
な環境にいる子どもたちを援助する活動も始まっている4。今後はこのような活動を紹介し
ていきたい。

【参考文献】
小内透（2003）
『在日ブラジル人の教育と保育－群馬県太田・大泉地区を事例として』
、
明石書店．
小内透（2009）
『在日ブラジル人の教育と保育の変容』御茶の水書房
佐久間孝正（2006）
『外国人の子どもの不就学 異文化に開かれた教育とは』勁草書房．
真田信治、ダニエル・ロング（1992）
「方言とアイデンティティ」月刊『言語』Vol.21、No10、
大修館書店。
塚原信行（2010）
「母語維持をめぐる認識と実践‐ラテン系移民コミュニティと日本社会」
『ことばと社会』12 号、48-77．
Portes, Alejandro and Ruben G. Rumbaut (2001) “Legacies: The Story of the Immigrant
Second Generation”. California: University of California Press.

4

NPO 法人 Mixed Roots×ユース×ネット★こんぺいとうは、文化や言語など多様な背景（ミッ

クスルーツ）をもつ住民に対する社会貢献ができる人材育成を目的に設立された。詳しい活動内
容はホームページで紹介されている。
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0.0 はじめに
El clon は、
マイアミに本拠を置くメディア企業 Telemundo とブラジルのメディア企業 Rede
Globo により 2010 年に制作・放映されたテレノベラである。この作品は三つのテーマ、イ
スラム文化、クローン技術、麻薬問題を軸に物語が展開されている。メッセージ色が強い
ようでもあるが、テレノベラの王道である恋愛物語的プロットも展開されている。本論で
は恋愛物語と上記の三つのテーマの関係、そしてそれらのテーマの使われ方を考察するこ
とを通じて、テレノベラ＝恋愛物語という図式が必ずしも成り立つわけではなく、より複
層的な構造を持つ作品形態であるということを浮かび上がらせる。
0.1 本論文の構成
第 1 節では一般的な意味でのテレノベラと啓蒙的・教育的テレノベラの特徴についての
考察をおこなう。第 2 節では El clon において構築されている世界についてテレノベラの類
型化という観点から整理する。
続く第 3 節では El clon の内容とその類型について概観する。
第 4 節では具体的に El clon における三つのテーマの使われ方についての考察をおこなう。

1 「テレノベラ」と啓蒙的・教育的テレノベラ
テレノベラの特徴とはどのようなものであろうか。一般的にイメージされるテレノベラ
像は恋愛物語≒「メロドラマ」としてのテレノベラであろう。このタイプのテレノベラの
プロットを簡略化していうと主人公、多くの場合女性が様々な困難に直面しながらも最終
的に幸福を手に入れるという物語である。このようなプロットまたは類似した物語は、テ
レノベラの歴史的展開の中で繰り返し制作されてきている。
他方、恋愛物語≒「メロドラマ」という枠組みだけでとらえることのできないテレノベ
ラも制作されている。具体的には、ある種の啓蒙的・教育的要素を意図的に恋愛物語の中
に組み込んだテレノベラのことである。これらの作品は、エンターテイメント・エデュケ
ーション1という観点から論じられることの多い。本論で焦点を当てている El clon もまたそ
のような作品として位置付けられている。
El clon では、本論の冒頭でも述べたように、恋愛物語≒「メロドラマ」という伝統的枠

1

エンターテイメント・エデュケーションについては、Arvind Singhal と Everett M.Rogers による

『エンターテイメント・エデュケーション 社会変化のためのコミュニケーション戦略』（原題
Entertainment- Education A Communication Strategy for Social Change）に詳しい。
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組みを保ちつつもクローン技術、イスラム文化、麻薬問題の三つのテーマが交錯する形で
物語が展開し、そして同時にそれら三つのテーマが啓蒙的・教育的メッセージが発せられ
ているところに特徴がある。
本論における問いを改めて述べると、恋愛物語≒「メロドラマ」的枠組みと啓蒙的・教
育的メッセージは物語の中でどのように用いられ、どのような世界が構築されているのか
を浮かび上がらせることである。
本節では、この問いに対する答えを見つけるための予備的考察をおこなう。すなわち、
上述した一般的な意味でのテレノベラ、恋愛物語≒「メロドラマ」的テレノベラと啓蒙的・
教育的テレノベラの特徴について考察をおこなう。
まず、一般的なテレノベラについて整理をおこなう。その際キーワードとなるのがメロ
ドラマという言葉である。梅本英二によると、メロドラマとはヨーロッパに起源を持つ強
い感情への耽溺、モラルの分極化と図式化、極限的な存在状況、行動、あからさまな悪行、
善なるものたちへの迫害、そして最後に美徳の勝利という筋書きが、大げさな表現、いわ
くありげなプロット、サスペンス、運命の急変というもので彩られる演劇の一形態である。
（梅本 2006 : 70）
このような要素を含んだ典型的なテレノベラのプロットといえるのは、日本でも放映さ
れた『ビクトリア〜愛と復讐の嵐』
（原題 Olvidarte Jamás2以下、ビクトリア）に見ることが
できる。
ビクトリアでは、次のように物語が展開される。主人公であるビクトリアは、広大な牧
場を経営する富豪モンテロ家の牧場で働く使用人であった。しかしながら、モンテロ家の
人々に酷い仕打ちを受け、牧場から追い出されてしまう。彼女はモンテロ家に対する復讐
を誓い、そのための時期をうかがう。身分を隠しモンテロ家に近づく過程で、ビクトリア
はモンテロ家と隣接している牧場を経営し、また対立しているエンシノ牧場の経営者ディ
エゴ・イバラと出会う。
物語は主人公であるビクトリア、モンテロ家、そしてディエゴ・イバラを中心とした様々
な事件が起こり、展開されていく。そして最終的には、ハッピーエンドを迎えることにな
るというプロットである。このような恋愛物語≒「メロドラマ」を中心軸に善玉と悪玉の
対立、そして最終的にはハッピーエンドを迎えるという結末は、舞台そして設定を変えテ
レノベラにおいて制作されてきたものであり、また多くの人々がテレノベラという言葉を
聞いて思い浮かべるのが、このような内容を含んだ物語であると思われる。
重要なのはこのような恋愛物語≒「メロドラマ」的な物語だけで、テレノベラというジ
ャンルを論じることができないという点である。既に述べたように恋愛物語≒「メロドラ
マ」的な枠組みを持ちながらも、社会に対する問題提起をおこなう作品もまた制作されて

2

Olvidarte Jamás は、マイアミに拠点をおく Venevisión Internacional により 2006 年に制作された

テレノベラである。
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いるのである。
このタイプのテレノベラの内容については第 3 節において記述するので、ここではどの
ような問題提起をテレノベラの中でおこなっているのかについて述べる。代表的なテーマ
といえるのが、アイデンティティやロールモデル、具体的には女性・人種・階層といった
ものに焦点を当てたテレノベラである。そのようなテーマを扱う作品では、物語のプロッ
トの中に上述の内容を盛り込む場合や主要登場人物の設定の中にステレオタイプ的な人物
像からかけ離れた特徴を付加することが多い。
ここでは、El clon を例にとってみる。El clon ではイスラム文化と西洋文化の対比を一つ
のテーマとして扱っているが、ヒロインであるハーディは西洋社会で育ったイスラム教徒
と設定されている。後述するが、彼女が直面する様々な困難は、単に恋愛物語≒「メロド
ラマ」としての El clon に起伏をもたらす効果だけでなくイスラム文化と西洋文化の持つ差
異を浮かび上がらせるものとして用いられている。
さらに、ルーカスの娘であるナタリアとその恋人であるアレハンドロとの物語は、典型
的ともいえる「身分違いの恋愛物語」であるといえる。富裕層に属するナタリアと非富裕
層に属するアレハンドロの交際は、双方の親たちから反対される。そして、そのことが物
語のもう一つのテーマである麻薬問題とつながっていくことになる。このような恋愛物語
≒「メロドラマ」と啓蒙的・教育的メッセージの交錯、それがこのタイプのテレノベラの
特徴であるといえる。
Brazilian Womanhood in the Prime Time Telenovela を著した Samantha Nogueira Joyce は、テ
レノベラの特徴・機能を次のように述べている。
「テレノベラは、男性・女性に対する社会
的モデル、家族（関係）や友人（関係）に対する組織的モデルを形成・再形成させる。そ
してそれが、広く伝播される。
」
（Nogueira Joyce 2009 : 10）本論もこの Joyce の立場を支持
するものである。
このようなテレノベラにおける教育的・啓蒙的要素をとらえようとする際に、1960 年代
にペルーで制作され、その後メキシコなどでリメイク版が制作された Simplemente María や
メキシコの巨大メディア企業 Televisa の副社長であった Miguel Sabido が、1970 年代半ば以
降に制作した「発展のためのテレノベラ」
（Telenovela for Development）と呼ばれる作品群を
無視することができない。
ここでは Sabido の作品、言葉を引用することによって、テレノベラにおける教育的・啓
蒙的要素の意図、効果について考えて見る。Sabido によって制作された Caminemos（1980）
は、若者層の教育を扱っている。Nosotras las mujeres（1981）は、ジェンダーの公平性につ
いての問題提起をおこなっている。Sabido は次のように述べている。
「私の意図は、多くの
視聴者がいるテレノベラを通じて、社会的利益を商業放送において生み出すことである。
つまり視聴者たちの生活を改善する情報を与えることである。私はテレノベラのジャンル
におけるルールを損なうことなしに、前向きなメッセージを発する方法を研究するための
チームを結成した。
」
（Andaló 2003 : 11）
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Sabido の発言の中で重要なのは、
「テレノベラのジャンルにおけるルールを損なうことな
しに」という点であろう。これは El clon の物語構造において恋愛物語≒「メロドラマ」と
啓蒙的・教育的要素の交錯がどのようにおこなわれているのかという本論の問いと重なる
ものである。

2 テレノベラの類型化と El clon において構築されている世界
El clon の物語構造を分析する前に、この物語をテレノベラの類型化という観点から整理
し、物語内において構築されている世界を浮き彫りにする。Susana Arroyo Redondo は、”La
Estructura de la Telenovela como Relato Tradicional” において、主なテレノベラの種類を次の四
つに分類している。1) ロマンス型、2) 親子関係型、3）叙事詩型、4）サスペンス型である。
1) ロマンス型は、主人公のロマンスに焦点を当てた作品となる。2) 親子関係型のテレノベ
ラは、取り違えられたまたは強奪された子どもたちを取り戻すことが物語の主題となって
いるものである。3) 叙事詩型は、ある一家族または二家族の数世代に及ぶ歴史が主題とな
っている作品である。4）サスペンス型は、警察官などを主人公にした物語である。
（Arroyo
2006 : 9）より詳細に分類することも可能であろう。また、これらの要素は必ずしも単独で
用いられるわけではなく、複合的に物語の中に取り込まれることも多い。実際、El clon も
後述するように上記の要素を組み合わせた複合的な物語である。
Arroyo は同じ論文の中でテレノベラの代表的な特徴として、1) 誇張化されたレトリック
表現、2) 類型化されうる主要な登場人物たちの登場、3) コード化された美的演出などを挙
げている。
（Redondo 2006 : 7）このような特徴は El clon においても見られるものである。
以下、簡単に整理をおこなう。
1) 誇張化されたレトリック表現は、主人公ハーディやルーカスの間で交わされる言葉の
数々を挙げることができる。それらはときに二人の愛を確認しあうものであったり、相手
に対する不満や怒りをぶつけるものであったりする。またサブプロットにおいても登場人
物のそれぞれが激しい感情、愛情・怒り・悲しみなどを様々なレトリックを用いて表現し
ている。
2) 類型化されうる主要な登場人物としては、ヒーロー役のルーカス、ヒロイン役のハー
ディ、そして彼女に対するライバル役のマリサやラーニャを挙げることができる。登場人
物の人物設定が非常に明確であり、また登場人物たちの関係は基本的に二項対立的関係、
敵か味方かで判断できるものである。
3) コード化された美的演出は、El clon でいうならば、イスラム教徒の登場人物と西洋人
の登場人物の描かれ方を挙げることができる。民族衣装をまとっているイスラム教徒に対
して自由な服装をしている西洋人などをその例として挙げることができる。とくに西洋人
登場人物たちは、マイアミを舞台にしているため、水着姿や軽装のであり、民族衣装をま
とっているイスラム教徒の登場人物との対比がより強調されている。
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これ以外にも多くの例を挙げることができるが、重要なのは El clon は多様なテーマを扱
っておりそして現代的ともいえるテーマを扱っているが、物語の全体像を概観するとテレ
ノベラの伝統的構造を踏襲している点である。これらの点を踏まえると、El clon において
構築されている世界は、ある種、様式化された世界であるといえるだろう。

3 El clon の内容と類型
実際に El clon に対する考察をおこなう前に El clon の内容を概観してみる。第 2 節でみた
テレノベラの類型で言うならば、El clon は 1) ロマンス型と 3）叙事詩型の複合形であると
いえる。基本的には、ルーカスとハーディを中心に物語が展開されていくが、彼らの子ど
もの世代の物語も重要なプロットとなっている。以下、簡単に物語の流れを概観してみる。
ルーカスは、マイアミを拠点とする食品輸出会社を経営するフェレル家の息子である。
双子の兄であるディエゴとともに将来は、家業を継ぐことを父親であるレオナルドから期
待されている。もう一人の主人公ハーディは母親とともにマイアミでイスラム教徒として
育てられ生活していたが、母親の死によりモロッコに住む伯父アリに引き取られることに
なった。
ある日ルーカスは、父親とディエゴとともにモロッコに旅行に行くことになる。ルーカ
スの旅行中、ハーディとルーカスは偶然出会い恋に落ちた。しかしながら、イスラム教徒
であるハーディは自由に外出することもままならない。さらに、異教徒であるルーカスと
の関係は許されるものではなかった。
このような状況にはあるが、二人は人目を忍んで交際を続け結婚の約束をする。ルーカ
スはハーディに、
「迎えに行く」と約束をするが、ルーカスの双子の兄であるディエゴがヘ
リコプターの事故で命を落としてしまったため、この約束を果たすことができなかった。
ディエゴを実の息子のように可愛がっていた科学者アリビエリは、様々な葛藤の末にル
ーカスの細胞を使ってクローン人間を製造してしまう。ダニエルと名づけられた子は、フ
ェレル家から引き離される形で成長していく。
幼少期のダニエルの物語が進む一方、ハーディはサイードというイスラム教徒のビジネ
スマンとルーカスはディエゴの恋人であったマリサと結婚することになる。ルーカスそし
てハーディにとって望まぬ結婚であったため、お互い娘を授かったが彼らにとって決して
幸せな結婚生活とはいえるものではなかった。
十数年後、ハーディとルーカスは仕事を通じて再会することになる。お互い相手の存在
が気になるが、それぞれ家族の問題（ハーディは実の娘と離れ離れになることを恐れ、ま
たルーカスは娘の麻薬問題）により、二人の関係を進展することができずにいた。さらに、
ルーカスとハーディは、ルーカスのクローンであるダニエルと出会う。ここからさらに物
語は二転三転し、最終回へと進んでいくことになる。以上が簡単ではあるが、El clon のプ
ロットである。
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El clon では、上述したようにルーカスとハーディのロマンスを主軸に物語は展開されて
いく。そしてさらに、叙事詩型の物語展開、ルーカスの父親であるレオナルドと恋人であ
るクリスティーナの物語、さらにはルーカスとハーディの子どもの世代も物語の中に組み
込まれていく。例えば、ルーカスの娘であるナタリアと恋人であるアレハンドロの物語で
ある。ある意味、El clon はフェレル家の物語であるともいえる。他方、フェレル家を「西
洋」の象徴とするならば、カウンター・パートである「イスラム」の側でもハーディの娘
や姪といった次の世代の物語が描かれている。「イスラム」側では、とくに西洋文明に対す
る受容が争点となり物語が展開されていく。既に述べたように、ハーディとルーカスのロ
マンスが主題ではあるが、物語の全体像をとらえると El clon は、長い時間軸を念頭に置い
た広い意味での「家族」にまつわる物語が展開されているといえる。

4 El clon における物語構造－恋愛物語と啓蒙的・教育的要素の交錯－
既に述べたように El clon のテーマは、イスラム、クローン技術、麻薬問題の三つである。
これらの三つのテーマは、物語の主題であるハーディとルーカスの物語を展開させる装置
として機能しているだけでなく、後述するように、様々なメッセージを発しているところ
に特徴があるといえる。
では、具体的にイスラム文化、クローン技術、そして麻薬問題は、物語の中でどのよう
に用いられているのだろうか。
まずイスラム文化について考察をおこなう。多くのイスラム教徒登場人物たちは伝統的
であり、敬虔な人物であると描かれている。例えば、物語の中で度々引用されるアラーの
教えやイスラムの戒律を尊重する発言をその根拠として挙げることができる。他方、西洋
人登場人物たちの多くは伝統に縛られず、非宗教的な人々として描かれている。
物語の構造上最も重要なのは、イスラムと西洋の文化的差異がハーディとルーカスの恋
愛物語において、二人の仲を阻む障害として用いられている点であろう。伝統的なテレノ
ベラでは、家同士の対立、階級差または個人的な事情などが主人公のロマンスの障害とし
て用いられることが多い。それに対して恋愛物語の軸の一つに文化的差異が用いられてい
るところが、El clon の特徴であると言える。
クローン技術は、西洋における科学技術の発展が神の領域にまで浸食したという観点で
描かれている。もちろん人間のクローン（ダニエル）の登場は、西洋側の登場人物たちに
も戸惑いを引き起こす。例えば、クローンのオリジナルであるルーカス自身や、彼の家族
などである。しかしながら、最終的には西洋人登場人物たちは、結果として知らずに母体
を提供しまたダニエルの育ての親であるドーラとその家族以外は事実を受け止めることに
なる。他方、イスラム教徒の登場人物の側は、クローンの存在を認めようとしない。この
根底にあるのは、物語の中で一貫して描かれている、彼らの敬虔な宗教観の存在であると
いえる。とくに、クローン人間の存在を知るのが宗教に関して敬虔なティオ・アリやソラ
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イダであることも関係しているといえるが、彼らの反応は西洋人登場人物たちの困惑しな
がらも受け入れる行動との差異が際立つ。
クローン技術にまつわる物語を恋愛物語との関係から見てみると、クローンの存在はル
ーカスとハーディそれぞれに波風を立たせる存在として描かれる。ルーカスにとってクロ
ーンの存在は、自身のアイデンティティの問題を引き起こす。既に中年期に入っている自
身の姿とまだ 20 才前後の、そして若い時の自分の若いころの行き写しであるクローンとの
対面はルーカスに驚きや嫉妬など複雑な感情を抱かせた。他方、ハーディにとってクロー
ンとの対面は若き日の思い出をよみがえらせ、ルーカスと同様に驚きや困惑を引き起こさ
せる。最終的には、ハーディはルーカスと結ばれることになるが物語の後半部分とくに恋
愛物語における起伏を生み出す装置としてクローン技術の物語は用いられている。自分自
身または自身にとって大切な人のクローン人間との対面、現時点では非現実的な状況であ
るが将来的には可能性を否定することができない状況に対する問いかけともいえ、ここで
も恋愛物語と啓蒙的・教育的要素の交錯が見られるのである。
麻薬問題は、現代社会とくに西洋社会における病理として描かれているところに特徴が
ある。例えば、この麻薬問題に関してだけは、ここまで見てきたような西洋とイスラムの
対比はおこなわれていない。このテーマに関しては繰り返し麻薬中毒者であるナタリアと
その友人たちの中毒状態が描かれている1。
麻薬問題を恋愛物語との関係から見てみると、ここでもこの二つの要素は密接に結びつ
いている。ルーカスの娘であるナタリアを中心に展開される。恋人であるアレハンドロと
の交際を家族に反対され、フェレル家の後継者としての家族の期待、また両親であるルー
カスとマリサの不仲など、様々な要因がナタリアを麻薬へと走らせたことが描かれている。
ここまで見てきたように El clon ではイスラム文化、クローン人間、麻薬問題は、恋愛物
語の要素の推進力としての役割を果たすのと同時にそれぞれが視聴者たちへ様々な問題を
問いかけているのである。本論の冒頭で述べたように、私たちはテレノベラ＝単純な恋愛
物語という認識を改めなければならない必要があるといえる。ヒーローとヒロインに対峙
する存在、愛情と悲しみなどテレノベラには多くの二項対立的な構図が見られる。El clon
に関しては、これらの要素に加えて、恋愛物語の要素と啓蒙的・教育的要素の交錯という
特徴を加える必要がある。きわめて複層的な構造をしている作品である。
El clon を見ても分かるように、テレノベラは斬新な、そして多様な社会的なテーマを恋
愛物語の中に取り込む懐の深さのようなものを持っているジャンルである。古典的なテレ
ノベラ、例えば、本論で触れたビクトリアのような作品の中にも様々な社会的なテーマ、
現代社会における女性像のありかたや、雇用者と被雇用者の関係などを読み取ることが可

1

El clon における麻薬中毒者の表象については、水戸博之、野内による「テレノベラ El clon に

おける麻薬中毒者の表象とその背景-ナタリア・フェレルの転落と更生を中心に‐」を参照のこ
と。
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能である。今後、どのようなテーマを盛り込んだ作品が生み出されるかはわからないが、
El clon の中でみられたような恋愛物語と啓蒙的・教育的要素の交錯という関係性をそれら
の作品の中に見いだすことは容易であると思われる。恋愛物語と啓蒙的・教育的要素の親
和性、この関係に注目することがテレノベラにおいて構築されている世界を読み解く鍵の
一つであると思われる。
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ブラジル制作テレノベラのリメーク版に関する考察
―O Clone から El Clon へ―1
水戸 博之
キーワード：テレノベラ、リメーク、ラテンアメリカ、ブラジル、スペイン語圏、
メディア
０．はじめに
本稿では、ラテンアメリカ、特にブラジルにおいて制作された「テレノベラ」が、言語
文化的に近い関係にあるスペイン語圏において如何に受けいれられ、かつ変容したかにつ
いての一つの事例を考察する。これは「テレノベラ」という、いわゆるソフトウェアが、
マスメディアを通じて一般の視聴者に対して発信されるためには、ポルトガル語とスペイ
ン語という近親言語文化圏間にあっても、単に「吹き替え」といった言語的な変換以上の
「リメーク」という作業が求められることの一例であり、ラテンアメリカ圏内における文
化交流における問題点について明らかにすることでもある。具体的にはブラジルで 2001 年
制作された O Clone という作品と 2011 年制作のスペイン語リメーク版 El Clon に焦点をあて
考察する。
０．１．テレノベラと日本
本題の二つのヴァージョンの比較に入る前に、日本におけるテレノベラの状況について
概観してみよう。
ラテンアメリカ制作テレノベラ、特にブラジル作品は、世界的な市場を有するソフトウ
ェアであるとしばしば指摘される。検討の対象となる作品 O Clone についても、オリジナル
版が少なくとも６０カ国以上、スペイン語リメーク版も４０カ国以上に輸出され、多くの
国で高視聴率を獲得している。
日本における状況は、英米系を除く海外連続テレビドラマに関しては、いうまでもなく
韓流ドラマが中心である。版権の問題からか、ブラジル作品の日本語版は今まで放映され
ていないようである。スペイン語圏諸国の作品も、BS 局で主に深夜の時間帯で放送される
のみであり、視聴率のランキングに現れることもない。日本は実質的にテレノベラの影響

1

本稿は、2012 年６月２日に中部大学で開催された日本ラテンアメリカ学会第 33 回定期大会で

の発表「”El Clon”における二つの宗教」および 2012 年 10 月 20 日、天理大学で開催された日本
ポルトガル・ブラジル学会での発表「ブラジル制作テレノベラのリメーク版に関する考察―O
Clone から El Clon へ―」に基づいて加筆修正したものである。なお、本研究は、科学研究費補
助金交付研究基盤研究（C）課題番号 22520559「スペイン語・ポルトガル語近親言語文化間の外
国語教育と相互理解の諸相」（代表・水戸博之）H22 - H26 の一分野として行われた。
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の圏外にある例外的な地域であるという指摘もあるが、在日ブラジル人が視聴している衛
星放送のブラジル・ポルトガル語チャンネルの存在を考えると、日本人の視聴者は極めて
少数ではあろうが、評価に留保が必要な感も筆者にはある。
１．リメークの諸形態
リメーク（remake）というと、往年の映画の名作を新たに作り直すということを先ず思い
浮かべるであろう。本稿における「リメーク」は、用語としてかなり広い意味で使用して
いる。実際、ウィキペディア日本語版においては、多様な事例を「リメーク（またはリメ
イク）」と呼んでいる。
ラテンアメリカに関して、「リメーク」という言葉から想起する例は、Marcel Camus 監

督ブラジル・フランス・イタリア合作映画「黒いオルフェ Orfeu Negro」1959 年であろう。
しかしながら、1999 年に発表された”Orfeu”の監督 Carlos Diegues は「リメーク」として扱
われることを強く拒絶している。1さらにブラジルについて、筆者が指摘しうる映画からテ
レノベラへの「リメーク」としては、“Xica da Silva (Zezé Motta 主演)” 1976 映画版が、1996
年 Manchete 局によりテレノベラ版が制作され、さらに 2005 年 SBT 局が再放送したという
例がある。2なお、最近の同一タイトルのテレノベラの例として、Globo 局作成 Guerra dos
Sexos (2012.10.1‐, 2013 年３月現在放映中)あげることができるが、原作者 Silvio de Abreu
によると正確な意味ではリメークではないとのことである。3
同一ストーリの改作において、”Format telenovela”など”format”という表示が番組コピーラ
イトに見られる。作品の同一性は、上述の「黒いオルフェ」の例のように、分別は極めて
難しいと言わざるを得ない。日本作品の海外における「リメーク」の有名な事例としては、
「七匹のサムライ」1954 年をもとに制作された「荒野の七人 The Magnificent Seven」1960
年がある。権利許諾を得た正式リメークとされるが、物語の設定が西部開拓時代のメキシ
コに変化していることから、むしろ「翻案」の一例と考えたほうが良いだろうか。
ラテンアメリカにおいては、言語文化の近親性から、スペイン語諸国圏内はオリジナル
をそのまま放映が可能であり、製作国外へそのまま輸出可能かといえば、必ずしもそうと
は言えないようである。日系アルゼンチン人の高山パトリシア・ベレン氏によると、アル
ゼンチン制作のテレノベラの輸出に関しては、同じスペイン語を公用語にするラテンアメ

1

『黒いオルフェ』

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%BB%92%E3%81%84%E3%82%AA%E3%83%AB%E3%83%95%E3
%82%A7；Diegues 監督については http://pt.wikipedia.org/wiki/Cac%C3%A1_Diegues を参照。
2

Cf.http://pt.wikipedia.org/wiki/Xica_da_Silva_(telenovela); http://en.wikipedia.org/wiki/Xica_da_Silva

3

”Não é exatamente um remake só é baseado na novela de 1983 como diz o próprio autor.” Wikipedia

“Guerra dos Sexos (2012)”:http://pt.wikipedia.org/wiki/Guerra_dos_Sexos_(2012)
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リカ諸国で放映する際、”format”を基に新たに制作し直される事例が少なからず見られると
のことである。4
最近日本で放映されたラテンアメリカ制作連続ドラマについて、オリジナル放映後の二
次的加工に関しては、編集により放送回数や時間の調整の他は、字幕の挿入が一番大きな
改変と言えるであろう。筆者が視聴した限り、全般にスペイン語原音声との対応は良好で
ある。輸出用にダイジェスト版が作成され放映された例としては、2012 年 BS Japan 局によ
って深夜 30 回シリーズで放映された“Ángel Rebelde” (Venezuela, 2003)がある。
オリジナル版
は 214 回であったのが７分の１程度に編集されたものであるが、さすがに物語の筋がかな
り飛躍する感は否めない。5
２．ブラジル・オリジナル版とスペイン語リメーク版の差異について
二つのヴァージョンを比較して、基本的なストーリーは同じではあるが、いわゆる舞台
設定は大いに異なる。相違点として、第一に当然のことながら、言語がポルトガル語から
スペイン語に変化していることである。ブラジル・オリジナル版は、ポルトガル語圏以外
においては、６０カ国以上に輸出されていることから、多様な言語への対応が字幕や吹き
替えによってなされ放映されている。6前稿でも指摘したように、ブラジル・オリジナル版
のスペイン語吹き替え版が存在し、かなり大きな反響をスペイン語諸国に起こしたという
ことである。正確な時期は確認できなかったものの 2006 年頃制作と思われる。後に詳述す
るように、ポルトガル語とスペイン語という近親言語文化圏の関係を考える上で、興味深
い検討対象である。7

4

日本ラテンアメリカ学会第３３回定期大会（中部大学 2012 年 6 月 2 日）における高山パトリシ

ア・ベレン氏発表の「テレノベラの国際的拡大」からは、多くの貴重な知見をいただいた。高山
氏とともに筆者が発表を行なったラテンアメリカ学会（2012 年 6 月）の分科会において司会を
されていた、同じく日系アルゼンチン人で在日南米人のメディアに詳しいアルベルト松本氏によ
ると、アルゼンチンのスペイン語は独特であり「汚い」表現が多いから作り直す必要があると自
嘲的にコメントしていた。
5

“Angel Rebelde”の字幕について、日本との生活習慣の差異を配慮したと思われる箇所に、ヒロ

インの社交界デビューの”Quince años （
” 15 歳の祝い）を 18 歳の成人の祝いとしたところがある。
6

ネットの投稿で東欧圏の放映で次のような例を見出した。ルーマニア語版は字幕版であったの

に対し、ロシア語版は原音を残したまま音声を被せていた。音声切り替えの不具合ではなさそう
である。
7

参照、拙稿「テレノベラ

El clon における二つの宗教：イスラム教とキリスト教‐人間の誕生

に関する生命倫理を巡って‐」『言語文化論集』第 XXXIV 巻第１号(2012), p.108.
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言語に関して、筆者がネット上のビデオクリップで視聴した範囲で興味深い台詞がある。
ブラジル・オリジナルのスペイン語吹き替え版の一場面において、設定がモロッコ出身の
登場人物に「なぜスペイン語ができるのか？」という問いがなされる。答えは以下のとお
りである。「モロッコで生まれて、ブラジルで暮らしていて、スペイン語が堪能である」。
他方、リメーク版では、「母がコロンビアに住んでいたから」スペイン語が話せるという
場面がある。このような事例が皆無であるとは思わないが、かなり苦しい設定であると筆
者には思われる。他方、アラビア語については、いずれのヴァージョンにおいても、挨拶、
アラーへの称賛、夫への呼びかけなどの定型句や否定辞”La”などが頻繁に用いられる。また、
アラビア語のみの会話の部分もかなり見られ、オリジナル版では前後のポルトガル語の台
詞から判断しなければならない場合もある。リメーク版では、全体でアラビア語のみの会
話は少なくなり、最初の数回を除き、スペイン語字幕が付けられ、さらに日本語字幕が重
ねられている。
オリジナル版とリメーク版を比較検討する上で先ず考慮すべき両者の差異は、制作の 10
年の時間差あるいは時代差であろう。しかしながら、筆者の見るところ、基本的な科学技
術に関する知見や設定に大差はないようである。ドラマでは、オリジナル版においても、
デスクトップの懐かしい旧型ではあるがパソコンは登場し、携帯電話が重要な役割を果た
す。さらにアルビエリ博士とポルトガル出身の女性記者アマリアとの会話の中で、制作当
時仮説の域を出なかった iPS 細胞への言及も見られる。急速に変化する情報社会の中にあっ
ても、２１世紀に入ってからの 10 年という時間差は、「現代」という文脈内で語れるとい
うことであろうか。
３．スペイン語版で捨象されるブラジル的要素
二つのヴァージョンを比較して相違を一言で表現するならば、前稿で指摘したように、
スペイン語版において、ブラジル的要素が捨象あるいは取り除かれていることである。一
見して明らかなことは、ドラマの舞台がリオデジャネイからマイアミへ移動していること
である。それとともに、国際的にブラジルのイメージとして通用するカーニバル(Carnaval)
やサッカーチーム、ブラジル人の存在を示すブラジル国旗(Bandeira do Brasil)とその緑と黄
色のツートンカラーを用いた様々なデザインなど、ブラジルを「主張」するものが、スペ
イン語リメーク版ではすべて落とされている。ブラジル国旗については、日本国内におい
ても、ポルトガル語対応可のブラジル人向けの商店の目印としてよく用いられている。一
方、リメーク版では、マイアミが舞台であることから、アメリカ合衆国の旗が林立するシ
ーンが頻繁に表れる。
筆者のわずかな経験からいっても、当然のことながらブラジルとスペイン語諸国は異な
る。筆者が興味を持ったことは、ブラジルが海外進出において、国際的な環境の中で、個
性やアイデンティティを示し、かつそれ自体が大きな文化的価値や資産と本来なるはずの
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ものが、スペイン語版では消えている、または消去されていることである。スペイン語圏
の視聴者を対象としたリメーク版であるから、より受け入れられるための改変であるとい
う説明はもちろん成立するであろう。近い関係ほど難しいということは、様々な領域で指
摘しうることであるが、ブラジルとスペイン語諸国との関係を文化的な領域において見る
と、相互的な関係というよりは、むしろ相手に対する温度差といったものを感じるのは筆
者だけであろうか。すなわち、ブラジル文化は、ブラジル人自身が想像している程度には、
スペイン語圏では歓迎されない、あるいは、違和感を持って受け入れられるということで
ある。8
３．１ オリジナル版におけるブラジル的要素
リメーク版から見てオリジナル版に関して、全般的に次のことが指摘できるであろう。
第一に、出演者数が多く、リメークでは見られない狂言回し的な脇役が多い。またアラビ
ア舞踊の場面がより頻繁に表れる。オリジナル版の制作費がより潤沢なためであろうか。
Mel（リメーク版 Natalia）が薬物依存に陥る後半部において、様々な更生した元依存者自
身が経験を語るシーンが、やはり薬物依存者であった弁護士 Lobato（リメーク版 Enrique）
が自責と回顧をカウンセラーへ語るシーンとともに頻繁に現われる。なお、それらの出演
者は、顔の一部を拡大した形で放映され、本人が特定されない配慮がなされている。リメ
ーク版においても、Natalia の友人 Alejandra が、Natalia が深刻な状態に至る前の段階で、自
宅での薬物の使用が父親により発覚し、麻薬の恐ろしさを知るために、更生施設を見学す
るシーンが同様にあるものの、ブラジル版のような生々しさはない。演技についても、口
論や喧嘩のシーンは、ポルトガル語の響きの関係もあるが、ブラジル版の方がスペイン語
版よりも激しい印象がある。
一方、国内のみを対象に当初制作されたと考えられる要素として、番組内にサッカーの
王様 Pelé をはじめとした有名人や Globo TV 他番組の出演者が登場する。現在も放映中の他
番組の出演者には Ana Maria Braga(Mais Você オウムの人形と共演, Sagrado ブラジル国内の
宗教各派を紹介する番組の一週間をまとめたダイジェスト版のプレゼンテーター)が見られ、
ドラマの途中で Dona Jura 自慢の名物パイ(pastel)を試食するシーンがある。
作品自体のストーリーの中心ではないものの、舞台設定もしくはドラマの社会環境を明
確に表すものとして、”Bar（カフェテリア）”の存在を指摘できるであろう。今”Bar”と述べ
たが、日本の「バー」とはもちろん異なる。筆者のスペインでの経験では、アルコールも

8

筆者が記憶する、ブラジル的要素を直接スペイン語圏に導入し不調に終わった事例としては、

かなり前の話であるが、現在も放映しているブラジル子供向けバライティ番組のプレゼンテータ
ー Xuxa のチリ公演がある。これはスペイン語圏では有名な事件だったようで、2012 年春学期
の筆者担当のゼミナールにおいてコロンビア人留学生も言及していた。
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提供する食事もできるカフェテリアというのが妥当なところであろうか。一言でいうと、
下町の人々が集まる場所ということである。
社会環境に関して、二つのヴァージョンの差異を述べるとすれば、ドラマにおけるカフ
ェテリアの在り方を指摘することができよう。いずれも、下町の気軽に立ち寄れる場所で
ある。
ブラジル版 Dona Jura の店で気がつくことは、断片的な映像が大半であるが、Sinuca （ビ
リヤードの一種）を行っているシーンが必ずと言っていいほど表れる。飲み物はビールが
中心である。店員は噂話をしきりに Dona Jura に伝えようとし叱責される若い男性とさらに
近隣の男性と悪戯を企てる女性が各１名である。また、Dona Jura の店に入り浸り、愛人の
ように振舞い、養子の Xande（リメーク版では実子 Alejandro）から眉をひそめられる男性
が登場する。
他方、マイアミで制作されたリメーク版の Bar de Gloria は、全体に簡素で、店は注文を渡
すカウンター、客席は屋外に丸テーブルと椅子が何組か置かれているのみである。ビール
をはじめとしてアルコール類は扱っていないようである。客層も若者が多い。店員は若い
男性１人であるが、情報屋的な役割をする点は、ブラジル版と同様である。
４．結語
ブラジル・オリジナル版とスペイン語リメーク版との差異は、結局のところ何であろう
か。２０１３年３月１３日にメキシコにおける海外調査から帰国した連携研究者である野
内遊から、リメーク版の第一回目の放映は現地におけるいわゆるゴールデンタイム（午後
８時）に設定され、その後さらに再放送されているという報告を受けた。少なくともラテ
ンアメリカにおいて広い支持を集めるドラマであることは、このことからも理解できる。
筆者の関心の一つは、基本的には同一のストーリーにおける各登場人物の位置づけであ
る。登場人物の設定で、例えば、後半のヒロインである麻薬依存に陥る Mel / Natalia のフィ
アンセ Xande / Alejandro は、ブラジルでは獣医師志望の苦学生であるのに対し、マイアミで
は全米チャンピオンを目指す格闘技家である。また、前稿でも言及したアルビエリ博士に
ついても、ブラジル版では初老の白髪の白人、リメーク版では浅黒い肌のメスティソ的な
いささかエキセントリックな印象を与える中年の男性、というようにかなり異質な背景を
感じさせる。さらに、Mel / Natalia を我が子のように思いやる「執事」の女性 Dalva / Rosa の
配役の設定も興味深い。前者は、アフリカ系、後者は、メスティソの年配の女性が俳優と
して出演している。
これらの差異は如何なる配慮によって変更されたものであろうか。分析すべき要素は数
多く残されている。二つのヴァージョンの比較対象を通じ、ラテンアメリカの多様性と一
体性を、日本という極東の遠隔地の視点から幾ばくかの留保を持って考察することも国際
社会における多文化と共生の問題に対応する上で何らかの意味があるのではないだろうか。
なお、ブラジル版 O Clone の直近の再放送は、２０１３年３月１６日に終了した。
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