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特集論文（『社会分析』37 号, 2010, 47～60 頁） 

ニューカマー外国人の加齢・高齢化 

－在日フィリピン人の事例から－ 

高畑 幸 

1. はじめに～問題設定

この先 30 年もすれば、日本のあちこちでフィリピン人のおばあさんとその子ど

もや孫たちが貧しく肩を寄せ合って暮らす姿が見られるだろう。…といえば、お

おげさだろうか。私がこのように予見する理由は、①日本におけるフィリピン人

は永住権を取得した人が多いので法的には在留に問題がなく、②日本人夫と生活

しているうちは夫が生活しやすい日本で暮らし、③たとえ離婚したとしても日本

には生活保護という便利な社会保障制度があり、最低限の生活が保障されるから

だ。 

本稿1)では、在日フィリピン人を事例として、新来外国人の加齢・高齢化2)にと

1) 
本稿で用いるデータ収集には、以下の研究助成を利用している。①文部科学省科学

研究費（挑戦的萌芽）平成 19-21 年度、代表者・高畑幸、研究課題「在日フィリピン

人の介護人材育成：ジェンダーと労働の視点から」、②文部科学省科学研究費（基盤

A）平成 21-24 年度、代表者・石川義孝、研究課題「現代日本の人口減少問題に対す

る外国人定住化の貢献に関する研究」、③名古屋大学大学院国際開発研究科客員研究

員研究助成、平成 19 年度、代表者・高畑幸、研究課題「東海地方における在日フィ

リピン人社会の動向」。 
2)

本稿では、「加齢・高齢化」「中高年」という場合、おおむね 40 代後半以降と考え

ている。2007 年 9 月に名古屋市内でフィリピン人高齢者の会のメンバーを対象に生

活課題の聞き取りをしたところ、彼らの多くが 40 代以降になると「自分は高齢者（フ

ィリピノ語でいう “matanda na”）だととらえており、日本で言う「高齢者」（60 歳以

上）の基準よりも彼らの主観的な老いは早く来ると考え、本稿でもこの基準で考えて
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もなう諸課題を明らかにしようとしている。おおよその結論を先に述べると上記

のようになる。川村（2009: 16）は、移民政策を考えるときにライフサイクル論

が有効であると述べている。つまり、このアプローチは世代間や文化間の葛藤や

戸惑いを内包しつつも、そこには日本人と外国人という二項対立を超える交流が

あることを浮き彫りにし、また一世代では終わらない移民二世、三世、四世への

連続性が展望できるという。日本人男性との結婚を契機とした在日フィリピン人

の定住が始まって約 20 年がたち、近年では彼女らの中高年化、離婚による母子家

庭化、そして困窮が目立っている。経済的困窮によって出身国から押し出された

女性たちが、日本において中年女性となり、また日本人男性との離婚に伴い困窮

の中高年となりつつある。 

 こうした女性たちが今後、どんどん歳をとっていくとどうなるのだろう？ 彼

らはいつかフィリピンに帰って、日本より物価の安い国で豊かな老後をエンジョ

イするだろうか？ 日本人夫も一緒にフィリピンへ行き、月に 5 万円もあれば生

活できる国で、使用人を従えて王様のような年金暮らしをするだろうか。そうし

た幸運な人びとは確かにいるだろうが、それ以上に、日本人夫と離婚した後に自

活しながら日本で歳を重ねるフィリピン人女性たちがさらに増えることを私は危

惧している。かつてはフィリピンの家族を養うために来日して働き、日本人と結

婚して定住するが働いて送金をしながら子どもを育て、やがて離婚して、気づく

と自分だけが気力体力ともに消耗し歳をとっている。彼女らこそが、日本とフィ

リピンの経済格差に翻弄された被害者ともいえる女性の群れだと私は考えている。 

 以下では、「新来外国人の高齢化に伴い、中間集団がその解決に果たすべき役割

は何か」を原問題として、①在日外国人の高齢化に関する先行研究を検討し、②

在日フィリピン人の人口動態について概観した後、数量および聞き取りのデータ

から在日フィリピン人の高齢化に伴う諸課題（定住意志、困窮、家族生活）とそ

の解決への回路について明らかにした後、③知見を整理して結論を導きたい。 

 

2. 在日外国人の高齢化 

 在日フィリピン人社会を長年にわたり研究対象としてきたフィリピン人社会学

                                                                                                                                         
いる。 
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者のバレスカスは、2000 年代以降の在日フィリピン人の課題として、「今後、日

本でフィリピン人高齢者が増加することを、両国は認識する必要があろう」と書

いている。そして今後は、①以前は若者だったフィリピン人移民が日本人の配偶

者として日本で歳を重ねる、②日本に移住した子に呼び寄せられフィリピンから

親がやってくる、③フィリピン日系人が定住者として来日する、という 3 つのい

ずれかの形で、高齢者が目立つようになるだろう、と予測している（バレスカス, 

2004: 615）。 

以上はおそらくアメリカなど定住型・移民型のフィリピンコミュニティでの経

年変化を踏まえてのことであろう。日本においては、定住外国人に親族訪問ビザ

で呼び寄せられた高齢者が定住者などの長期滞在目的の在留資格を取得すること

が難しく、上記の②は少ないと思われるが、①と③は今後確実に増えるだろう。

①については、後述するように、在日フィリピン人の多くが定住・永住の在留資

格を持っており、彼らが住み慣れた日本で老後を迎えるのは個人の自由である。

③については、1990 年代以降、フィリピン日系人の入国が増えているが（在留資

格や滞在条件は南米出身の日系人と同様である）、彼らは興行労働者と違って来日

時に若くなくともよい。来日時に中年の日系人が日本で就労し、その後日本へ子

どもを呼び寄せて定住し、歳を重ねることもあろう。 

また、ごく最近では、日本の国籍法改正（2009 年 1 月）にともなって日比婚外

子が出生後認知で日本国籍を取得（回復）できるようになり、それまでフィリピ

ンで暮らしていた学齢期の子どもと 30～40 代となったそのフィリピン人母が来

日している。いわゆる「新日系人母子」と呼ばれる人びとである。このように、

あらゆる形で「若くはない人びと」が在日フィリピン人社会に新規流入すると同

時に、すでに日本にいる人びとも加齢・高齢化を続ける。 

 今後、彼らは日本でいかに中高年の人生を送るのか。その先行事例となるのが、

在日コリアン、ベトナム人、中国帰国者などであろう。例えば、在日コリアンに

ついては、庄谷・中山によると、大都市に住む「在日」社会は日本人と同様に高

齢化、核家族化し、低所得の高齢単身世帯は、働ける限り働いても 6 割以上が無

年金で、生活保護に頼るしかない」という（庄谷・中山、1997：325）。これは 1982

年まで国民年金に外国人が加入できなかったことにもよるが、こうした生活保護

で老後を暮らす在日コリアンの暮らしぶりは、「事業の失敗、借金、高齢、病気で
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すべてを失い、戦前からの『雑業』的就労のまま、日雇い労働を継続し、従業上

の地位も低いまま、配偶者にも恵まれず女手で働き続けて高齢になった人たちで、

生活上の抵抗力が弱い。その過程で提供されうる社会的経済的な援助、事業の助

成策がなく、生活を支える社会保障施策が届かず、ほぼ 70 歳で保護を受けるまで

に、自立能力・社会資源を使い果たしているので、貯えがなく自立困難で受給期

間が長期化する」（庄谷・中山, 1997: 276）。 

 中国帰国者の場合、第二次世界大戦の終結から 60 年あまり、また身元判明者の

肉親訪問と日本への帰国が 1981 年に始まって約 30 年という事実からも明らかな

ように、中国残留孤児・残留婦人ともに帰国一世のほとんどが高齢者となってい

る。彼らは来日時すでに 40 歳をすぎている場合が多く、国民年金の老齢基礎年金

を受け取るための 25 年間の納付ができなかった。保険料の追納により制度的には

年金受給は可能であったが、実際には経済的困窮などで追納措置の利用は困難だ

った。しかし集団訴訟を経て、2007 年 11 月に国会で「中国残留邦人等の円滑な

帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律案」

が可決、成立し、①国民年金老齢基礎年金の満額支給、②老齢基礎年金を補完す

る支給給付、③地域社会における生活支援が実施されることになった。2008 年に

同法は施行され、①②にあるように経済的不安解消の糸口とはなったが、③につ

いては実施する自治体により施策はさまざまで、今後の課題として残る（藤田, 

2009: 224-227）。 

 在日ベトナム人の場合は、1978 年にベトナム難民の日本定住がはじまり、一世

が高齢者となりはじめている。神戸の NGO ベトナム in Kobe が 2003 年度からベ

トナム人高齢者巡回健康相談をしているが、ベトナムの規範では年老いた親の世

話をするのは子どもの義務だとの考えが根強く、年寄りに独り暮らしをさせるの

は稀だが、日本では（二世が）親の面倒をみる基盤や余裕がない。それは、多く

の難民は仕事が不安定だったり、収入が低かったりで、自分たちの生活をするの

が精いっぱいだからだ。そこで、親の生活費は生活保護でまかないつつ、世話し

やすいように近くの家で住まわせることが多い（ハ, 2005: 105）。 

 ニューカマーの加齢・高齢化については先行研究の蓄積がまだ少ないのだが、

まとめると、庄谷・中山が指摘する「定住外国人と無年金問題は、実は今後も長

期的に継続していく問題である」（庄谷・中山, 1997: 301）という一言がすべてを
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集約しているように思われる。大川は「日本国内の長期にわたる不況により、移

住労働者のなかに帰国する層が存在する一方、生活困窮層を中心に在留を余儀な

くされる層も目立つようになってきている」（大川, 2001: 81）という。帰国した

くても帰国できない、つまり、日本で稼ぎ続けなければならない人びとがおり、

彼らは在日コリアンの困窮層がかつてたどったように、従業上の地位が低く生活

上の抵抗力が弱く、出身国への仕送りを続けた結果、自分の老後の面倒をみる資

金がない…という困難の連続に陥る。こうした人びとが日本で歳を重ね、日本社

会の困難層の一部となっていく可能性が高い。次に、在日フィリピン人に焦点を

絞って、彼らの加齢・高齢化に伴う課題を索出したい。 

 

3. 在日フィリピン人の高齢化に伴う諸問題 

 

3.1 定住・永住の見通し 

 はじめに、在日フィリピン人の人口動態について簡単にまとめておく。1980 年

代中盤から 2005 年までは、日本での興行労働者（エンターテイナー）としてフィ

リピン人若年女性の雇用が多かった。多い時期では、年間約 7 万人もの若年女性

がフィリピンから来日し、半年間の契約で興行労働に従事した。2007 年末現在、

在日フィリピン人数は 20 万 2592 人にのぼり、日本では第 4 のエスニック集団を

形成するに至る。ブラジル人の大量来日が始まったのが 1990 年の入管法改正以降

なので、新来外国人としてはフィリピン人が先輩格にあり、つまり彼らのほうが、

在日年数が長く、早く高齢化が進んでいる。 

 表 1 は、在日フィリピン人の在留資格（2007 年末現在）を示したものである。

この年、永住・定住資格を持つフィリピン人は 75.8％にのぼる。この時点で「定

住」「日本人の配偶者」「永住者の配偶者」といった在留資格の人びとも、定住の

安定性や納税状況に問題がなければ、いずれは永住権を取得できる。このように

属性的に永住が可能な人びとが在日フィリピン人社会の大部分を占める。逆に、

2005 年 3 月の法務省令改正以降、に興行労働者の受け入れ条件が厳しくなったこ

とから、2007 年に「興行」資格で在留するフィリピン人は 1 万人強に過ぎない。

日本においてフィリピン人は労働目的の還流型移動（いわゆる出稼ぎ労働）の時

代から定住の時代へとすでに移行したと言えよう。 



－ 52 － 

 

（表 1） 

  

 日本においてはフィリピン人の男女比に偏りが大きく、約 8 割を女性が占め、

彼女らの多くが日本人との結婚を経験している。表 2 は、日本人とフィリピン人

の結婚・離婚の件数と子どもの数を示したものだ。結婚件数のうち 95％がフィリ

ピン人女性と日本人男性との組み合わせで、フィリピン人は日本人の国際結婚相

手の第一位である。一方、結婚が多ければ離婚も多い。2006 年には日比の結婚件

数が 1 万 2150 件となっていると同時に、同年、4065 人のフィリピン人が日本人

と離婚している。なかには子どもをひきとって日本での生活を続ける女性も多い

とみられ、彼女らの生計獲得手段が問題となろう。 

 

（表 2） 

日本とフィリピンの結婚・離婚・子ども数

年 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
結婚数 6452 6045 7240 6701 6036 6192 6515 7628 7243 7734 7911 8517 10429 12150
離婚数 1151 1333 1499 1772 2269 2488 2634 2882 3025 3210 3336 3479 3571 4065
子ども数 4924 5422 5571 5639 5303 5263 4783 4856 4724 4682 4439 4701 4572 5143
出典：厚生労働省人口動態統計をもとに報告者作成  

 

 そして、在日フィリピン人の人口構成で特徴的なのは、30 代後半の女性が突出

して多いことだ。2007 年、在日フィリピン人総数 20 万 2592 人のうち、23.1％に
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あたる 3 万 6458 人がこの 35～39 歳の年齢階層に属している。ちなみに、その 10

年前の 1997 年に最も多かったのは 25～29 歳の年齢階層だった。おそらく、1990

年代前半（20～24 歳の頃）にエンターテイナーとして来日し、その後結婚して定

住した層ではなかろうか。この年齢層の人びとが在日フィリピン人のコーホート

を形成していると言えよう。そして、今後もこの年齢層の人びとが在日フィリピ

ン人の核となって加齢を続けていくと予想される。 

以上をまとめると、在日フィリピン人の典型像は、興行労働のため来日し、日

本人男性と結婚（事実婚を含む）して出産・育児をした 30 代後半の女性だ。上記

のように、日本人と結婚して定住し、その後離婚する女性たちは年間 4 千人いる。

さらには、彼らの多くは定住・永住が可能な在留資格を持っていることが多く、

離婚後も日本に留まることが可能だ。となると、彼女らが離婚後、子どもを引き

取り育てながら自分も働く、あるいは生活保護に頼る、そのかたわらフィリピン

の家族に送金するという生活を続ける女性たちが多くなることは想像に難くない。 

 

3.2 中年以降の生活 

 ここでは、日本での滞在歴が 20 年を超える 40 代の在日フィリピン人女性の事

例を 2 つ示したい。いずれも、調査対象の女性とその日本人夫が同席した状態で

データが得られたものだ。A さん（40 歳、女性）からは、日本での生活が長くな

るにつれてフィリピンでの居場所がなくなること、また実家への送金を繰り返す

うちに自分が消耗してしまう様子が読み取れる。また、B さんは（43 歳、女性）

も、子どもが独立しつつある今、日本での半生は充実したものだと振り返るが、

労働の連続には疲れており、「夫を看取ったら、いつかフィリピンに帰る」ことを

励みとして日々を送っていることがわかる。ただし、この 2 事例は日本人夫との

生活が継続しており、生活はさほど困窮していないことを最初に断わっておく。 

 

3.2.1 A さんの事例3) 

A さんは 1989 年来日。調査当時（2009 年）、夫 50 歳、妻 40 歳。ミンダナオ島

出身、父は公務員で母は主婦。6 人きょうだいの 3 番目。ハイスクール卒業後に

                                                   
3) 2009 年 6 月 21 日、日本語でインタビュー。 
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来日、興行労働の後、結婚して定住。飲食店などでアルバイト、介護職、在日外

国人支援ボランティア等を経験。現在は中部地方で暮らす。 

 

A さんの夫：彼女が今、言ってることは、日本国籍を取るかどうかということで

すね。僕はどっちでもいいと（言っている）。むしろ彼女はフィリピン人で

あることを捨てる必要はないという感覚だったから、別に僕は無理に（日本

国籍に）なる必要はないと言ってはいるんですけれども、やはり将来の事を

考えた時に、彼女の場合、ここで死ぬのかフィリピンで死ぬのか、という大

きな問題があるんです。僕はさっきも言ったように（妻とは）10 歳違います

からね。僕が先に死んじゃうから、死んだ後、彼女がどうなるかすごく心配

なんですよ。 

A さん：子どもがいないしね。 

A さんの夫：（住む場所を）チョイスできるようにしておきたいと僕は思ってるん

だけれども。だけど彼女一人でどうするか、日本に残るんならやっぱり日本

国籍の方が良いんじゃないかとか、そういうことをやっぱり真剣に考え始め

てる。 

A さん：自分の国より長いんです、日本（での生活）の方が。だから国へ帰ると

まるで自分が外国人。家族の中にもまるでビジター（お客さん）みたいな。

話題にもついていけないし、食べ物も日本のお味噌汁が飲みたくなる。お風

呂も入りたくなる。かといって日本でも私は外国人。「一体私は誰？」みた

いな。 

高畑：そうですね。私は A さんくらいの歳のフィリピン人の女性に、もう何人も

会ってるんですけど、やっぱり自分が若い頃はもう一生懸命で、まだ弟、妹

も小さいから、一生懸命お金送りますよね。で、段々みんな大きくなると、

なんか結局自分だけが消耗して。 

A さん：そうそうそうそう。 

高畑：自分だけが疲れて。 

A さん：犠牲者みたいな。 

高畑：なっちゃう。その後に自分自身の幸せ、生き甲斐っていうのは。 

A さん：目覚めた時はもう体がぼろぼろ。 
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 A さんとその夫とは 10 歳違いで、インタビュー当時、夫は「私が先に逝くと、

残された妻（A さん）は日本でその後、どうやって生きていくのか」と心配して

いた。次に示す B さんの事例も、日本人の夫は B さんより 15 歳、年上である。B

さんとその夫との語りでも、夫の老後について言及される。 

 

3.2.2 B さんの事例4) 

B さんは 1987 年来日。調査当時（2009 年）、夫 58 歳、妻 43 歳、長男 21 歳（公

務員）、長女 15 歳（高校生）。ハイスクール卒業後、店員として働く。興行労働を

せずに結婚して来日し、義理の父母を看取った。仕事は縫製のアルバイトを経て、

正社員として介護施設で働く。現在は西日本で暮らす。 

 

高畑：今の（介護の）仕事、10 年やってるんですね？ 日本で普通の（家庭での）

生活とプラスして、やっぱりその仕事が楽しいっていうのが（日本で長期滞

在できた理由）？ 

B さん：そうそうそう。そうですね、まあ今、（夫とは）15 歳違うって、いつの

間にか、（夫が）倒れたら介護（してあげて）、おむつかえないと。それのた

めに（今、介護の仕事をしているようなもの）。「お母さん、おむつ換えてよ。」

「いや違うよ、老人ホーム入れてあげるよ。」って、冗談ぽく、二人で話し

よるけど、（夫は）「頼むぞ」って言うけ。 

 

 偶然、前出の A さんも B さんも、介護職の経験がある。A さんの居住地は都市

部のため介護以外の職場もあるのだが、B さんが住む過疎地では介護職は貴重な

正社員の職だ。B さんは、夫の父母を在宅介護して見送り、下の子どもが高校生

となり下宿生活を始めたことで、現在は夫婦ふたりの生活である。 

 

高畑：やっぱり、山あり谷ありで来られて。B さんみたいにね、子どもさんが素

直に育ってるっていうのが、すごくね、生き甲斐みたいになりますよね。 

                                                   
4) 2009 年 9 月 3 日、日本語でインタビュー。 



－ 56 － 

 

B さん：だって日本に来て私、遊びに来たんじゃないき。お金（を稼ぐために）

に来たんじゃない。嫁に来たんじゃけな。最初からそうだったけ。 

高畑：最初からやっぱお嫁に来たと。お嫁に来たっていうことは子ども（が大切）？ 

B さん：子どもがもうやっぱり。 

高畑：育てて？ 

B さん：うん。そしてやっぱり私、一番（思いが）強かったのは、やっぱりまあ

昔の、えーと諺みたいなんなんか、やっぱり男の人は柱でしょ？そして女の

人がもう電気でしょ？それがどっちかなくなったら、もう家が暗くなるけ、

それが（気持ちとして）強かった。（引用者注：「男は家の柱、女は家の光」

というフィリピンのことわざ） 

 

 そして、B さんは、将来はフィリピンに帰ることを考えている。 

 

高畑：将来はずっと日本？それか… 

B さん：いやあ、今考えとったら、もう今、やっぱりもう疲れ、もう疲れるかな

と思う。今の介護の仕事、どうしようかなと思う。あと何年かもうフィリピ

ン、死ぬんだったらフィリピンで死にたいなというのもある。はっきり言う

と。やっぱり自分の国で死にたいな。 

高畑：死ぬならフィリピンでね。 

B さんの夫：生まれた国が、生まれた国が一番ええわな。 

B さん：私もあと何年、今 40 だろ、43。50 歳まで私、ここおらん。ちょっと楽

な生活したいと思って。ほんまはっきり言うて。介護施設、もうきついきな。

ほんまきつい。だからちょっと楽にしたい。こうなったらちょっとでもな、

300 万でも持って帰ったらあそこ（フィリピンで）日本料理できるき、レス

トランじゃけ。できる。それ頭の中にあるけんな、もう。ちょっと、でも（ま

だ資金が）足らん。レストランしたら絶対、自信ある。日本はできんわな、

（初期投資が）高いけ。一生懸命働いてアホらしいな思う時あるよ。疲れる。 

B さんの夫：仕事っちゅうのはそんなもんよ。 

B さん：でも人間はたまに夢が見たいね。夢のまた夢で自分がなんかしらんだら

夢、いつまでもアホな夢ね。いつか。 
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3.3 困窮と生活保護 

稲葉（2009: 123）は、主として興行労働を経て日本に定住したフィリピン人は、

「貧困型移住者」であり、彼らは出身国の貧困から逃れて日本に来たが、日本で

もまた貧困層に組み込まれる可能性が高いという。幾人かの例外を除けば、私が

これまで日本で出会ったフィリピン人女性の多くが、出身地でかなりの貧困を経

験して来日している。若く美しいうちは日本で水商売をすればある程度は稼げる

ものの、加齢とともに美という資源が枯渇すると、そのときには結婚相手の日本

人男性の経済力のいかんによりその生活レベルが大きく左右されてしまう。稲葉

は、「（彼女らは）貧困から脱するためにブローカーなどに依存して日本で就労す

る結果、貧困な女性ほど貧困な日本人男性が顧客となる店で働き、結果的に貧困

層の（日本人）男性と結婚し、日本の下層に位置付けられてしまう」（稲葉, 2009: 

124）と言い切っている。 

私のこれまでのフィールドでの経験からも、出身地で貧困を経験した女性ほど、

貧困への「耐性」ができあがっているように見える。日本人夫の「貧困」状態が

「普通」に見えるのである。あるいは日本で生活苦を経験したり日本人夫から虐

待を受けたとしても、「いつかフィリピンに帰る」という夢を見て我慢に我慢を重

ねて送金を続け、気がつくと自分が歳だけをとり老後の蓄えがほとんどないとい

う半生を送ってきた事例が多い。日本での生活保護生活が「豊か」なものに感じ

られるのである。以下に、中高年になってから来日した C さんの事例を示したい。 

 

3.3.1 C さんの事例5) 

 C さんは 1994 年来日。調査当時（2007 年）、夫 75 歳、妻 64 歳。中部地方在住。

フィリピンでは小学校卒業後、家事労働等で働く。歓楽街で興行労働をするフィ

リピン人家族の子守りをするため呼び寄せられ、超過滞在をしながら日本で暮ら

してきた。フィリピン人家庭の子守り、フィリピンレストランの皿洗い、フィリ

ピン人を顧客とした縫製の内職等である。2001 年に日本人男性と結婚して在留資

                                                   
5) 2007 年 9 月 4 日、フィリピノ語でインタビュー。なお、ここで提示する C さんの

データは、高畑（2008）に加筆修正を加えたものである。 
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格を得た。現在は無職で、夫も自分も無年金のため、生活保護で暮らす。 

 2002 年、C さんの夫が心筋梗塞にかかって入院してから、生活保護を受給して

いる。現在は公営住宅に住み、生活保護に付随する介護保険で日本人ヘルパーが

週 5 日、派遣されてくる。C さんの夫が無年金ということは、C さんだけでなく

日本人の夫もまた不安定層で暮らしてきたことがわかる。そこで最後のセーフテ

ィネットとなったのが生活保護だ。C さんはそれまで、フィリピンでも日本でも

安定した収入を得る経験をしたことがなく、常に日雇い労働や時給制、出来高制

の労働だった。C さんは、「生活保護をもらえてうれしい。生活が楽になった。日

本人の介護ヘルパーが家に来ることで最初は恐縮してしまった。以前は自分がヘ

ルパー（家事労働者）だったのが、今では自分がヘルパー（日本でいう介護ヘル

パー）を持つことができてうれしい」と語っていたのが印象的だった。彼女にと

っては、フィリピンで自分が家事労働者をしていた頃と現在の生活保護生活を比

べると、今の生活は「安定」しており、また家事労働者（介護ヘルパー）を持て

るという意味でも社会的地位が上昇したと感じている。 

 C さんは日本で年金をかけたことがなく、フィリピンでも日本でも正社員とし

て雇用された経験がない。安定した収入や年金・保険をかける生活そのものを知

らずに高齢者となった。C さんの場合、夫が心筋梗塞にかかったときに中部地方

にあるフィリピン人の相互扶助組織に助けを求めたことから、行政の生活保護窓

口にたどりつき、そこで初めて、社会保障制度を利用したり、家族以外の誰かの

助けを借りることを体験した。 

 

3.4 小括 

 中高年の在日フィリピン人女性の事例から読み取れるのは、日本での滞在の長

期化に伴う生活の諸課題である。A さん、B さんはいずれも 40 代で中年、C さん

は 60 代で高齢に属すると考えると、中年の 2 人は日本での適応が進むと同時に老

後の暮らし方について漠然と考え始めている。2 人とも介護職の経験があるのだ

が、中年以降も長期的に働ける職として介護労働をとらえている。つまり、彼ら

は日本人夫との結婚生活が継続しており、差し迫って困窮というわけでもないが、

日本でしばらくは働くつもりなのである。 

 自身が 60 代となり、今は生活保護を受給しながら夫の介護をする C さんもま
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た働きづめの半生を送ってきた。日本でもフィリピンでも、安定した収入を得る

生活を知らない。おそらく、彼女はこれからも夫とともに日本で暮らし続けるだ

ろう。今後もし彼女自身が病気になっても、日本で生活保護を受給していれば医

療費がかからない。ここでフィリピンに帰ってしまえば、自分の生活費や医療費、

親類縁者への経済的援助で莫大な出費が予想され、かえって苦しい生活となろう。 

 3 人に共通するのは、日本人夫が健康なうちは夫がセーフティネットとなり、

また夫や自分が病気になれば生活保護がセーフティネットとなること、換言すれ

ば、自分自身の都合や希望でフィリピンへ帰国するには制約があるということだ。 

 

4. むすびにかえて 

 日本社会の少子高齢化とともに、日本で暮らすニューカマー外国人の加齢・高

齢化も確実に進行する。かつて彼らは「労働力」で、その後「定住者」となり「日

本社会の一員」と考えられたが、近い将来、「日本のお年寄り」の一部となろう。 

その過程で、就労の困難、生活苦、家族の解体、心身の病など、さまざまな問

題が噴出していく。そこに何らかの「解決法」があるとすれば、それを担うのは

誰だろうか？ 地域社会か、エスニックコミュニティか、それとも行政か。現段

階では、社会保障制度、具体的には生活保護ではないかと私は考えている。本来

ならば、地域社会やエスニックコミュニティ、宗教集団といった中間集団がこれ

らの問題の解決主体となるべきだろう。しかし、今後、本格的に進む新来外国人

の高齢化とそれに伴う貧困化という問題には、その人口量が多いこと、また日本

社会そのものに雇用や経済の側面で余裕がなくなっていることから、中間集団の

手に負える問題はむしろ少ないのではないかと私は危惧している。今後、予想さ

れるのは、新来外国人のさらなる貧困化だ。加齢・高齢化とともに、彼らができ

る仕事はますます少なくなり、経済的基盤の不安定さがさらに顕著になる。 

本稿で示された事例でわずかな朗報を見出すとすれば、エスニック組織が困窮

する同胞の相談先となり行政に橋渡しをして、生活保護を得られた C さんの事例

だ。また、本稿では十分に言及できなかったが、介護職等で中年以降の就労機会

が拡大しつつあること、子どもが成長して就労可能年齢になり、家族総出で働い

て日本の生活を成り立たせることができつつあることも希望として残る。しかし、

第二世代以降も不安定就労であることが多く、結果として冒頭に示したような「家
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族で肩を寄せ合い暮らす」光景になるのではなかろうか。川村（2009）が投げか

けるライフサイクル論、つまり日本人の困窮層と彼らとの連続性や世代を超えた

階層の固定化に留意しつつ、今後も調査を続けていきたい。 
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