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はじめに 

 

 １）本研究のねらい 

海外に在住する日系移民集団として大きなものは、ブラジルと米国の日系人である。他

方、日本が受け入れている外国人では、韓国・朝鮮人、中国人など戦前からの移民を除く

と、最近ではいわゆる“デカセギ”による日系ブラジル人が大きな集団となってきている。

そこで、本研究では、これらの３つの集団を取り上げ、日系移民がホスト社会に定住して

いく異文化適応過程において生じる心理社会的ストレスや社会生活の変容の問題が健康

（とりわけ精神健康）とＱＯＬにどのような影響を及ぼしているのかを明らかにするのが

ねらいである。本研究では、さらに、１世世代の問題、２世と３世の青壮年期の問題とい

った日系移民世代間の比較（３章日系アメリカ人の報告で取り上げた）、さらに思春期か

ら青年前期の問題（２章日系ブラジル人児童生徒の報告で取り上げた）に関しても明らか

にする。 

 異文化適応ストレス源として、必ずしも全ての調査に共通しているわけではないが、エ

スニック・アイデンティティをめぐる葛藤、労働条件や労働負担・職業性ストレス、日本

社会への適応の困難度、日系人以外との結婚の増加による混血の問題、言語習得の問題、

ホスト社会におけるライフチャンスや差別体験、ホスト社会での経済生活の困難さなどを

取りあげた。また、ストレス源と健康関連指標の関係を媒介すると思われる変数として、

ソーシャルサポート、差別体験への対処、ホスト社会への受け入れの自己評価などを取り

上げている。また、飲酒や喫煙など健康習慣も異文化社会での生活により影響を受け、健

康状態に影響を及ぼすと思われる媒介変数として調査した。健康指標・ＱＯＬ指標として

は、主観的健康、身体症状、抑うつ尺度、そして生活満足度を取り上げた。 

 本研究で取り上げた変数の位置づけについては、その主なものは、日系アメリカ人の報

告で記述している。ちなみに、この報告は、2004年６月に開催されるHawaii International 
Conference on Social SciencesにおいてEthnic Studiesのセクションで報告する予定である。
この報告に関しては６月以降 http://www.hicsocial.org/index.htmから閲覧が可能となる。同
様に、デカセギの滞日日系ブラジル人の精神健康に関する報告も、同国際会議で報告する

ことになっており、その要旨等は先のHPアドレスで閲覧することができる。  
 

 ２）医療社会学的視点の特色 

 わが国の主な移民研究は、社会科学と癌の疫学研究、精神病理学的な文化精神医学であ

り、これまでに社会生活や社会意識の変化と包括的な健康現象を結びつけた研究はほとん

ど行われていない。しかし、アメリカの健康政策で、全てのエスニック・グループ間にお

ける健康格差を解消することが目標となっているように、日本国内や国際的レベルでもこ

の問題を考える必要に迫られている。そのためには、移民がホスト社会に定住していく異

文化適応過程で起こる心理社会的ストレス、社会生活の変容と健康の関連を研究すること

が重要となる。すなわち、移民のホスト社会における健康やクオリティ・オブ・ライフは、

ホスト社会の社会経済・文化的構造により規定されている life chances、差別など社会定因
子の影響を大きく受けている。このような点を調査研究により実証できるのが、心理学的・

社会学的現象と健康現象の関連性を研究する学問である医療社会学の独自性である。 

 

 ３）研究デザインの独自性 

http://www.hicsocial.org/index.htm


 まず、米国の日系人とブラジルの日系人を比較することで、同じエスニック・グループ

が異なるホスト社会に適応した場合に、その社会文化的環境の違いが、社会生活や精神健

康、ＱＯＬにどのような差異を生じさせるのか、明らかにできる。 

 また、これまでの異文化適応研究は、研究が進んでいるアメリカ、カナダでも、母国か

ら移住国への移動と適応を取り上げている。しかし、わが国で起こっている現象は、いっ

たん移住した者が大量に帰国した場合で、その際に生じる生活適応と精神健康の影響は、

まだほとんど議論が行われていない。ブラジルの日系人とデカセギの日系ブラジル人の比

較から、この点に関する実証的データを得ることができる。 

 上記の２点から、本研究はわが国の移民の社会科学的研究や異文化適応による健康影響

の研究に貢献することができる。 ただし、滞日ブラジル人、日系アメリカ人、ノルデス

テの日系人、各集団に共通して言えることであるが、それぞれを代表するサンプルを得る

ことが困難であった。したがって、５章で示される３集団間の比較は、そのデータを理解

するに当たり、この点に十分留意する必要がある。 

 

４）国内外での研究の位置づけ 

  これらの研究テーマは、欧米では非常に重要視され、研究も蓄積されてきた。しかし、

国内では社会科学、そして癌の疫学、最近では糖尿病や高血圧など医学からの接近が主で

あり、異文化適応過程で起こる心理社会的ストレス、社会生活の変容と健康の関連はほと

んど研究されていない。 

 また、北米でも、移民の精神保健や医療社会学の研究領域に限ると、アジア系移民の中

では韓国系、中国系、東南アジア系の研究に比べ、日系移民の研究は少ないことが指摘さ

れている。それは、日系人は精神的に健康であるという“神話”のせいでもある。ところ

が最近、必ずしもそうではないことがわかり、米国でも日系人を対象にあらためて研究が

始められている。異文化社会への生活適応と精神健康についての研究方法論も、模索の段

階が続いており、未開拓の領域である。本研究は、この新しい領域に貢献しようとした。 

 

 なお、本報告書は調査概要の記述であり、助成を受けた研究期間中には研究目的にそっ

た一定の知見を与える解析までには至っていない。今後は、調査データの解析をすすめ、

成果を学会や社会に還元を行っていく所存である。このテーマに関連した研究に取り組ま

れている研究者や NPO 団体、行政関係の方々から、ご意見やご助言をいただければ幸いで

ある。 
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