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第一節はじめに

本研究は、社会移動研究の一環として、ある一つの社会文化的背景に出自をも

つ個人が異なる文化間における移動によってどのような問題に直面し、そこにど

のような要素が関わるかについて考察を試みるものである。ここでは、ネオリベ

ラリズムのなかで、生活のストラテジーとして祖先の本国での富の獲得を選択し

た日系ブラジル人労働者の一部が、日本での就労及び生活の場で社会的不適応を

みせている実際に着目する。事例としては、今日増加の傾向をたどる来日外国

人（１）による犯罪事例のなかから、ブラジル人被告事件を取り上げ、事件に関わ

った個人的動機及び状況、周囲の人間関係、法制度的側面、日本の法廷における

検察側及び弁護側の論告の特徴を示す。

ここで犯罪とは、逸脱の一形態、即ち共同体やその社会のかなりの人々が受け

入れている所与の規範ないし一連の規範に同調しないことと定義できる。換言す

れば、市民が従わねばならない原則として統治機関が定めた規範である法律に関

し、これを犯す行動様式とみなされる（２）。小論においてはその背景的要素に主

に着目し、逸脱の構成要素となった背景的側面に、個人もしくは集団による－つ

の社会・文化から他の社会・文化への社会的移動に際して、移動した先での両社

会・文化の隔たりの要素が作用し、これが犯罪とみなされる行動に－つの要素と

して関わったのではないかと考える。

本稿においてはそのような観点から、事例に関する記述的分析を行い、国際間

で個人的動機をもって出稼ぎといわれる労働移動を行う厨が、移動先の日本社会
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において多様に分化し、一部の層は多様なストラテジーをもって分岐していくと

同時に、一部の層は日本における逸脱の行為により、自国社会と他文化社会のい

ずれにおいても社会的上昇を閉ざされていく、という事実に対する背景と問題点

を指摘する。

第二節日本における日系ブラジル人

（１）出入国状況

１９９０年６月の日本における入管法の改正以来、南米からの家族帯同型の日系ブ

ラジル人の出稼ぎ労働者が激増したことは周知の通りである。１９９７年６月現在で

の日本における外国人登録者のなかで、ブラジル国籍者は201,795人であり、こ

れは日本における全外国人登録者数の１４％に当たる。登録しているブラジル人の

在留資格をみると１日本人の配偶者等lが５３％、Ｉ定住者1が４３％であり、この

両者の比重の大きさは基本的にここ数年来変化はないが、若干、定住者の占める

割合が増えている(3)。１９９７年の日本への入国者に関しては、入国管理局の発表

によれば、外国人入国者数４，６６９，５１４人中ブラジルからの入国者は１０４，３２３人と

全体の２．２％（南米は全体の２．９％)である。うち新規入国者は６６，５３６人と対前年

比１０．５％増であり、新規入国者は、１９９４年以降増加の傾向をたどっていること

が指摘される。このブラジル人の新規入国者の在留資格の内訳は、Ｉ定住者］が２

3,456人、１日本人の配偶者等｣が13,945人であるが、これは、全国籍の新規入国

者の「定住者」合計の７０％、［日本人の配偶者等I合計の４４％に当たり、ブラジ

ル人の両資格による入国が最も多い。

即ち、単身で出稼ぎ労働をする状態から、家族帯同の移動によってできるだけ

早く本国へ帰国したいという状況が変化し、他方、日本経済の低迷のなかで充分

な収入確保が短期では困難になり、また日本社会のなかでのブラジル人の集住化

によるネットワークづくりが広まる過程で、全体としては出稼ぎ労働の長期化と

反復化、定住化の動きがみられていると思われる。

（２）日本社会との接触

日系ブラジル人の日本社会における実際の接触や対応に関しては、幾つかの文

化的差違及びそれに基づく適応や社会的摩擦の存在が蝿められる。ブラジル人の

日本における集住化、コミュニティーづくりが－部地域においてみられる一方で、
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出稼ぎ労働という動機と、家族帯同ということによる家族櫛成員個々の日本社会

との接触の場面では、来日日系ブラジル人の日本人観、日本社会観といった個々

人の内面的、心理的要素は、ブラジル社会と日本社会との文化的な差違に基づい

て特徴的な表われをみせ．多くの議論がなされてきている(4)。そのなかでも、

特に来日日系人の課題としては、長期化、反復化の出稼ぎ現象のなかで、家族内

での子どもの問題が取り上げられている（５）。出稼ぎで来日した両親のもとで日

本で出生し、学齢期を迎える子どもの発育過程における日本での適応の問題（`）

と、またその子どものブラジルへ帰国してからの再適応の困難さの問題、自己の

アイデンティティーの不確かさ故の摩擦、日本の学校社会への同化、適応如何、

が中心的課題となっている。

（３）来日外国人の犯罪

１９９７年度警察白書によれば、日本における来日外国人による犯罪が多発し、海

外からの毒物、拳銃の流入、集団密航や不法入国を手引きするブローカーの存

在、住民とのトラブルの発生などが指摘されている（７）。日本の成人（１４歳以

上）に対する来日外国人人口の構成比は1.0％であるが、１９９６年の刑法犯検挙人

員全体に対する来日外国人検挙人員の櫛成比は2.0％であり、来日外国人の割合の

高さが指摘された。

１９９１～９６年の来日外国人刑法犯の国籍、地域別検挙状況をみると、全外国人の

犯罪件数の中でブラジル国籍の外国人の占める割合は、件数で１９９１年2.3％、１９

９２年3.0％、１９９３年2.7％、１９９４年４．３％、１９９５年８．７％、１９９６年5.0％、人員

数で、１９９１年２．８％、１９９２年２．９％、１９９３年３．１％、１９９４年4.2％、１９９５年４．

９％､１９９６年5.0％となっており、１９９１年以降増加の傾向をみせている。

一方、日本経済の低迷にもかかわらず、就労を目的として来日する外国人の増

加傾向が依然としてみられる要因の一つとしては、就労斡旋ブローカーや外国人

労働者の雇用を希望する者の存在があげられる。そこでは、就労斡旋ブローカー

が、外国人労働者と雇用主の間に介在して不当な利益を得る事犯や、外国人労働

者を低賃金で酷使しつつ彼らの不法滞在を助長させる事犯もみられる。そうした

雇用関係事犯に関与した外国人の国として、ブラジルは、１９９２年に全国家･地域

の5.4％、１９９３年４．２％、１９９４年１３％、１９９５年5％、１９９６年5％で、雇用に関連

する事犯との関わりが多い。
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第三節事例一日系ブラジル人被告事件

以下の事例は、１９９６年と１９９７年の２年間に日本の近幾及び北陸地方の地方裁

判所の公判において公開された日系ブラジル人の被告事件の一部である（８）。こ

こに現れた事実を考察することにより、ブラジル人が日本社会における社会規範

からの逸脱の行為に関わった要素、及び外国人に対する日本社会の法制度的、社

会文化的対応の特徴と問題点が理解できるのではないかと考える。なお、本稿に

おいては、事件そのものの内容及び経緯、結果の詳細を論ずることを目的としな

いため、記述は事実の要点のみに限られる。

（事例Ａ）窃盗被告事件

これは、当時工員をしていた２４歳の日系ブラジル人の独身男性が、数日おきに

未明、他人の所有する駐車場及び路上から、連続して３台の他人の普通乗用車を

窃取して無免許運転を行い、逮捕・起訴・拘留された事件である。

公訴事実によれば、本人は、ブラジルで中学卒業後父の仕事の手伝いをしてい

たが、収入が少なかったことから日本で就労することを決意し、１８歳で父と姉と

共に来日し、日本人の配偶者の在留資格を取得した。初来日してから４年後に一

時帰国し、その翌年姉、弟、妹と共に再入国した。再入国後は業務請負会社に入

社し、同社から関連会社の製造所に派遣されて工員として働きながら家族と同居

して生活していた。

本人は、いずれも飲食店での飲食直後の帰宅途中、駐車場及び路上からエンジ

ンキーのついたままの他人所有の自動車を窃取してそのまま飲酒運転を行ったも

のである。そのうち－台の自動車を運転中に事故を起こして窃盗の事実が発覚し

た。本人は公訴事実をすべて認め、公判において、本人の反省の供述、姉の証言

及び、姉の預金による被害弁償の裏付けが証明されたことなどが考慰されたこと

により、執行猶予付きの有罪判決を受けた。

これが第１の事件であるが、その後本人は３ケ月弱再就職先を捜したが見つか

らず、ブラジルへの帰国を決意した。そして帰国直前に、再び上記と類似した犯

行を犯し逮捕･起訴・拘留された。公判においては、執行猶予期間中の前回と類似

した犯行であったために、この第２の事件担当の検察側及び国選弁霞人から本人
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への反省が強く求められた。公判における被告人質問に対し、本人は、再就職先

が見つからなかったこと、姉への経済的な依存を続けるなかで飲酒を断つことが

できず、事件当日、飲酒後の自分の行動が自分で制御できなくなったことなどを

述べた。結局、この事件では、事件が偶発的に行われたこと、被害者、自分の家

族に対する反省などがみられたことは考慮されたが、執行猶予期間中の犯行であ

ることから、裁判官から前回第１の事件の刑の執行を含む実刑判決が言い渡され

た。

（事例Ｂ）窃盗被告事件

これは、来日後１ヶ月あまりで交通事故に遭い、勤務先から一時解雇状態とな

って収入の道が閉ざされた２３歳の日系ブラジル人の独身男性が、相部屋で同居し

ていた同僚のキャッシュカードを窃取して同僚の銀行口座から現金を引き出した

事件である。本人は、ブラジルの高校を卒業して、現地で会社勤めをした後、収

入を得る目的で来日し、人材派遣会社との契約を通して工員として工場で働き、

会社の管理するアパートで同じブラジル人労働者と相部屋で暮らしていた。が、

その本人と、日勤や夜勤を繰り返す相部屋の同僚との間で、音楽の騒音や．松葉

杖の音や置き場のトラブルなどが起こり、同僚が日本人上司に相談した結果、同

じアパート内で本人が部屋を代わらされた。本人は取り調べに対し、社会や身近

な仲間から排除され、蔑視されているという感情がたかまっていたこと、給料を

もらえず、本国の両親に送金したいがお金がなかったこと、が主な動機であるこ

とを供述した。

検察側からは、当時の会社の同僚かつ同居人に対する犯行であって、態様も自

己本位的、巧妙、悪質であり、被害者が厳罰を望んでいることから、厳しい求刑

がなされた。弁讃人からは、本人の反省が深いこと、本人の排除感、蔑視感が犯

行の動機となったこと、法廷において本人の態度の真面目さに関する人材派遣会

社の元上司の証言がなされたこと、被害弁償が一部終了し、その残りも以前の事

故の賠償の保険金が出たら支払うことを人材派遣会社の元上司を通して確約した

ことなどから、情状酌量を求める臓告があった。結局最終的には裁判官から執行

猶予付きの有罪判決が宣告された。

(事例Ｃ）業務上過失致死傷、道路交通法違反
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この事件は、２１歳で来日してからエ員として約４年間働いていた独身の日系ブ
ラジル人男性が、無免許で車を運転している際に、助手席に乗っていた友人のブ

ラジル人との口論からハンドル操作を誤って那故を起こし、その助手席のブラジ

ル人が死亡し、本人及び後部座席に同乗していたブラジル人が重傷を負った事件

である。これは、本人が仕事の休日に同僚と飲食の後、日本人の友人の乗用車を

借りてブラジル人２人を同乗させ、別の町に住む友人の女性に会いに深夜に運転
している時に起こった事故である。

公判では、本人の前方不注意、飲酒後の無免許運転、スピード違反の郡突、ま

た、この事故以外にも友人同士で無免許の運転の経験があったと推察されること

などによる法規範無視の態度、同乗の若者を死に追いやった責任などから、検察

側から厳正な処罰を求める論告がなされた。これに対して弁謎側からは、事故の

直接の原因となった口論が被害者の側に主な原因があったと考えられることの同

乗者による証言や、被害弁済が継続的に行われていること、雇用主が今後の身元

と雇用を保証していることから、情状の酌量を主張し、最終的には本人の法規範
の覚醒を求める執行猶予付きの有罪判決が言い渡された。

（事例Ｄ）傷害被告事件

この事件は、工貝として働いていた当時６０歳の日系ブラジル人男性が、本人の

勤務する人材会社の２０歳代の日本人の同僚社員に対して、仕事帰りの送迎の自動

車の中で工場の工具を用いて暴行して緊急逮捕され、起訴、拘留された事件であ

る。検察側の論告によれば、本人は、ブラジルで小学校を中退して農業の手伝い

や運転手などを行った後、駆件の５年前に５５歳で来日して稼動していたが、日本

の寒さや生活習俄になじめずに４ケ月後に帰国。４年後に再び来日して作業員とし

て働いた後、人材派過会社を経由して工場で働いていたものである。本人は派遣

会社の寮に居住し、その寮から工場に会社の社員の車で送迎される環境にあった

が、当日の仕事帰り、寒さの中で運娠者が迎えに遅れたことや、遅れたことに運

転者が何のわびもしなかったこと、他の同じ工員たちを送り迎えしたのに自分だ

け別扱いされたように思ったことなどから、激昂して暴行に及んだとされる事件

である。

検察側からは、犯行の態様が悪質であり、本人が被害者に慰謝を尽くしていな

いことなどから、厳刑を求める論告がなされた。これに対し、国選弁誕人の論告
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によれば、本人は日本語能力が極めて乏しく、友人関係もなく一人出稼ぎ労働に

従事していたので、こうした生活が本人に相当な心理的ストレスを与えていたで

あろうという点、本人はブラジルでは正業につき通常の社会人として犯罪暦もな

かった点などから、犯行に到らせた動機の部分についての酌量を求めた。法廷に

おいては、初公判において本人は起訴事実を否認し、証拠調べ、被告人質問、そ

して被害者が証人として出廷して証言するなどの公判が数度行われた。裁判の過

程で本人の供述が二転三転し、信懇性が低いと判断されたこともあり、最終的に

は有罪判決が下された。また、未決拘留期間が長引くなかで本人の希望は身柄を

解放されて一日も早くブラジルへ帰国することであることなども考慮されて、日

本における再犯の可能性は低いとの裁判官の判断から、執行猶予付が言い渡され

た。

（事例Ｅ）覚醒剤取締法違反被告事件

この事件は、日本で工員として働いていた当時３１歳の日系ブラジル人男性が、

日本に住む外国人から覚醒剤を不法に鴎入して所有し、吸引を行ったために、逮

捕・起訴・拘留された事件である。論告によれば、本人は、ブラジル本国に妻と

子どもを残しながら日本で機械組み立ての工員として数年間働いて本国へ送金し

ていたものであるが、日本で親しくなった外国籍の女性との居住と人間関係の複

雑さから、自己の所有する乗用車内で一人寝泊まりをするようになった。ちょう

ど勤務先で休日出勤の長時間労働が要請されたこともあって心身の疲労が重な

り、精神的な不安定さを解消させたいために気晴らしに近接する都市へいって遊

興した帰り、外国籍の売人から覚醒剤を入手し、所持・吸引したとされる。

公判で、本人は公訴事実をすべて認め、反省と自戒の心情を供述した。国選の

弁護人の論告によれば、妻と子どもから離れて暮らす孤独感や、親しくなった女

性の周囲との人間関係によるフラストレーション、加えて、勤務先での過重な労

働による心身の疲労などから解放されたいという気持ちになった事実に関して

は、酌むべきものがあるとされた。判決では、本人の規範意識の覚醒、覚醒剤事

犯の再発防止及び覚醒剤汚染の一般予防の見地から有罪判決が言い渡された。一

方、本人の反省の心情、酌むべき情状、妻子を日本に呼ぶ予定を本人が立てたこ

とによって生活の安定が見込まれること、日本人の身元引受人の証言などが考慮

され．執行猶予が付された。
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（事例F）著作権法違反被告事件

これは、出稼ぎ目的で来日した当時３１歳の日系ブラジル人男性が、著作権者の

許諾なしで米国数社の映画の無断複製を行い、それを在日ブラジル人向けに大量

に販売、レンタルしたことから著作権法違反の容疑で逮捕・起訴された事件であ

る。論告によれば、本人は、２５歳で来日し、約２年間工員などの職を転々とした

後、工員として働いているかたわら、日本に同居している妻と共に、在日ブラジ

ル人相手のビデオレンタルの仕事を始めた。最初はブラジルのテレビ番組を録画

したものを複製し、そのビデオを当時勤務していた工場の日系ブラジル人にレン

タルしていたが、その後、テレビ番組に加えてブラジルで販売されたポルトガル

語ふきかえの映画のビデオカセットテープについてもダビングしてレンタルする

ようになり、来日後５年半くらいで、本人はビデオレンタルなどの仕事に専念す

るようになった。そしてビデオのダビングの場所として建物を賃借りし、ビデオ

デッキを大量に備えてブラジルの親族からの送付及び同業者から仕入れたテレビ

番組や映画をダビングするようになった。事件が発覚した当時、来日している本

人の親族数人を従業員として雇用し、それぞれがダビング作業や乗用車によるレ

ンタル･販売業に当たっていた。

この公判においては、本人が公訴事実をすべて認めた。検察側から、本人は長

期間にわたる営業行為の中で違法性を認識しながら敢行したもので、営業犯的、

常習犯的である点と、無断複製に関わるビデオカセットテープを繰り返しレンタ

ルに供与した疑いがあること、また、無断複製のビデオカセットテープがさらに

製造されている可能性があって、この事件で発覚した件は氷山の一角に過ぎない

と認識されたこと、犯情的に模倣性が高いことなどから、厳しい処罰が求められ

た。一方、私撰の弁護人の側からは、これは一種の経済犯であって、もともと倫

理的意味合いが希薄であること、海賊版などがアジア各国を中心に横行している

現状にあって、国際的には必ずしも明確な非違行為としては鋸議されないこと、

また著作権をも含む知的財産横を重視する考え方は、既存利益の独占的確保とい

う資本主義的なイデオロギーの側面も潜んでいると思われ、普遍的妥当性をどこ

まで有するか必ずしも明確でないこと、家族により良い生活をさせたいという気

持ちから経済的利益に引かれてしまった状況がある、などの点から、刑の執行猶

予を求める論告がなされた。

－１０６－



結局、判決においては、知的財産権の保甑が強調される現代社会において本人

の行為の規模、犯情は軽視できないという観点から有罪判決が言い渡された。し

かしながら、裁判官からは、ブラジルの取り締まりの実情を反映して本人の著作

権法に関する厳密な認識や罪悪感は乏しいと考えられること、在日ブラジル人か

らのその種のポルトガル語の字幕や吹き替えのなされた映画のビデオを安価に入

手したいという求めが強かったこともあって、必ずしも本人一人だけの責任では

なかったことなどが情状として考慰された。この裁判の経過において、本人が知

人から借金して保釈金を支払い、結審後の保釈金還付後その一部を鬮罪寄付する

ことを契約したこともあり、そうした事項なども考慮されたことに基づき、執行

猶予付きの有罪判決が言い渡された。

第四節事例の位麗づけと問題点

（１）背景的要因

上記の事例を考察するに当たっては、彼らが帰属してきたブラジル社会におけ

る人と法文化との関わりを前提として理解しておく必要がある。歴史的にいっ

て、ブラジル人の法文化を考慮した場合、ブラジル人は国家への不信、公民的資

任感が弱いといわれ、そこでは、法が敬意は表されるが遵守されないものとの通

念がある。これは観念的な法哲学の発達と、実証的、法社会学的研究の欠如に象

徴されるように、立法及び法学が社会の現実から遊離している伝統に加え、ブラ

ジル社会の階層性を考慮する必要がある。即ち、紛争解決が帰属社会の家父やボ

スによる紛争解決に委ねられといった北東部砂糖きび時代からの伝統の存在、公

式の法が限られた社会成員にしか浸透せず、最大の下層成員に対しては法の保護

と強制が浸透し得ない歴史的背景があると言われる(9)。

この階層社会のなかで、人々にその普遍的な道徳基盤を形成させた要素の一つ

に、ローマ．カトリックの教える神の前での平等感があったと言われ（'0)、これ

が人々を比較的均質な文化的価値体系のなかにとり込ませたとされる。homem

cordialというブラジル人の性格が一般的にいわれてきているが、そうした態度

や思考様式を社会の階風間での人間関係として捉えてみれば、DanteMoreira

Leiteが述べているように、ブラジル人の上層階級にある人々は、下層階級の

人々が両階級の差違の存在を尊重する限りにおいて、社会的下位にある者を温情
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的に扱う。これに対して下層階級の人々は、階級差を受け容れる表現として上鬮

の人々に恭しい適合性をみせるとされる（'1)。Ｓ・Ｂｄｅ・Holandaがいうとこ

ろのhomemcordialとは、成員間での社会的位極関係において脅威を与えない時

に行われる行動様式とされる。すなわち、ここには上層階級による下層階級に対

する優越感を意識しての親切さと下層階級による上層階級に対する迎合的な服従

の態様が覆われている（'2)。時にこれが、権力を掌握する者にとって、現状維持

に寄与する有益なイデオロギー的要素となってきたとも考えられる。

こうしたなかで、公式の法は、社会成員のごく限られた範囲にしか浸透しない

伝統があったと考えられるのであり、階層社会のなかで、多くの社会成員は家族

からなる身内の人間関係でネットワーク社会を形成し、自ずとその行動の様式や

態度は、法規制で禁じられていることを当事者同士で機知を使い、うまく話をつ

けていく、といった傾向がみられるようになる。すなわち、ブラジル人には、

個々人が自分を中心に選択的に人間関係を拡大していくといった行動様式の特徴

があり、国家、企業など非人格的なものに対して、換言すれば、場を共有してい

る人間同士のつながりに対してはそれほどの償をおかない傾向があるとされる。

したがって、便宜や都合にあわせて法や規制の解釈を曲げ、骨抜きにしてしま

い、法網をくぐることが、社会の他の成員を出し抜く行為、立ち回りの巧みさと

して社会から承認されている伝統があった（'3)。

上の行動の様式や思考の様式の特徴を残してきた一方で、今日的には、産業

化、急速な都市化の動き、特に民主化の動きのなかにあって、社会的には伝統的

な家族関係とコミュニティーとの紐帯が以前に比較して弱まった。道徳教育の場

でもあった教会は、その権威を失いつつある。社会的コントロールの面からみれ

ば、かつての温情主義的な紛争解決方法は比較的影を潜め、貧富の格差の拡大、

社会的混乱、不正な薬物取り引き、冷戦樹造終結以降の武器の流出入など、様々

な要素の関連によって社会的には犯罪が多発し、本来ならば市民を守るべき警察

が、暴力の主犯となるような事件が多発していることも事実である（'4)。

特に、より良い生活を求めて農村から都市に移動した移住者にとっては、夢や

期待が砕かれて生ずるフラストレーションは、富者との格差の実感とあいまっ

て、暴力犯罪に向かわせる傾向が大きいと指摘されている。急速な都市化と産業

化、及び経済の活性化は、同時に社会成員の分化をもたらしたことは明らかにさ

れているところであり（'5)、多様な社会的移動が個々人の多様なストラテジーに
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関連しながら労働移動を促す要因となっている。

ブラジル人の海外への労働移動という生存のためのストラテジーがみられるな

かで、日系ブラジル人の出稼ぎ現象がみられたのは、ブラジルにおける政治的民

主化に伴う社会成層の分化、他方では経済の悪化がみられた１９８０年代以降であ

る。階層分化を示すブラジル社会の背景的要因と、日本社会における「属人主

義」、「血統主義」に基づく『日系人』の優先的雇用受け入れをもたらした１９９０

年代に入っての日本の法改正（'6）、ならびに労働市場システムとの関連過程か

ら、日系ブラジル人の出稼ぎ労働の長期化と反復が行われているのは周知の通り

である。今日、出稼ぎという動機をもってに来日する人々には日系３世ないし４世

の層が多くなり、家族帯同で来日する配偶者も非日系人が増加していることか

ら、日本人社会が伝統的にもつとされるウチ、ソトの観念に基づく社会のシステ

ムとの対応は、雇用システムの硬直性ともあいまって、様々な摩擦や問題をはら

んでいることは否定できない。

（２）事例にみられる特徴と問題点

（ｉ）結審後の指導・監督体制一執行猶予との関わり

本稿で取り上げた事例は、事例Ａの２回目の事件の判決を除いて、すべて執行

猶予のついた有罪判決であった。事例Ａにおいては、第１の窃盗事件に対する有

罪判決の執行猶予期間中に再犯を犯したものである。ここでは、個人的問題に加

えて、本人の「執行猶予」の認識と理解、ならびにその本人に対する猶予期間中

の日本社会の対応にも一つの問題があるのではないかと考えられる。

事例Ａは、日本における日系ブラジル人の少年事件に最も多い車の窃盗、無免

許運転という逸脱行為の典型である（'7)。来日したブラジル人にとっては、交通

規則の認識不足、交通標識や看板などの日本鰭が理解できないこと、日本におけ

る運転免許の取得あるいは国際免許証書換えに関わる費用、手続きの困難さなど

がある。その一方で．同世代の日本人が比較的自由に原動機付自転車や四輪車を

取得し、運転している現実を日常的に目にしており、こうした事実が関連して、

この種の事犯にみられる行動の動機の一部を形成していると考えられる。少年事

件の場合は、審判を受けた後に、身元引受人が本人の生活行動を観察し、定期的

に指定された保趨監察所へ日常生活の態様を報告することなどが義務づけられて

いる。
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成人の事犯である事例Ａに関して、第１回目の裁判では観察処分が付されなかっ

た。すなわち、刑が宣告された後の執行猶予期間中の指導や監督、教育は、本人

及び周囲の人間関係に任されることになる。本人は、事件を起こす前の生活の過

ごし方について、仕事を離れた余暇は、日本人の親しい友人がいないので家族と

共に過ごす以外は個人的な遊興や飲酒に充てていたと国選弁護人との接見の場で

語っている。

通常、公判に向けては、事前に国選弁謹人から本人に対し日本の司法の過程が

説明されている。また、判決時に、事例にみられるような判決の場合は、その宣

言の中で執行猶予の説明が裁判官からなされる。外国人がこの執行猶予の判決を

「無罪」と考えやすい傾向があることから、その説明に関しては、裁判官が、法

廷通訳人を通して、繰り返し本人が内容を理解できているかどうか確潔を行う場

合が多い。しかしながら、法廷における短時間での形式的な手続きのなかでの説

明のみでは、日本人と同程度の十分な理解が得られるとは必ずしも言えない。問

題は、身元を解放された後の本人に対する日本社会での生活への適応に関する周

囲の指導や監督、教育が重視されているかどうかである。

事例Ａでは、第１回目の裁判終了後に再就職先を探したが断られ、日本社会で働

く目処が立たないことから日本での生活が自分に適さないと考え、本人は帰国を

決意した。帰国直前になり、飲食店で飲酒後、同店の前に止めておいた自分の自

転車がなくなっていたことからエンジンキーのついたままの乗用車を物色して－

台を窃取した。ブラジルに住む父親へのお土産を買うため、足代わりに運転して

その途中で事故を起こし、第２の事犯となったものである。本人は、この段階で

は、帰国直前にあり、飲酒後でもあったことから、第１回目の判決の執行猶予期

間であることが頭に浮かばなかった、と国選弁襲人による質問に対して答えてい

る。

この事例における第２の事件を担当した検察側は、再犯を犯した本人の規範意

識の欠如を論告の中心点としていたが、執行猶予期間中の指導監督側についての

責任の所在については論告においては触れられていない。この点は、弁艘側にお

いても同様であり、裁判官からも法廷においては述べられない。外国人の日本社

会での人間関係が、事例Ａにみられるように共に連れ立って来日した家族のみと

いった限られた範囲であった場合、結審後の外国人に対する社会的適応や更生の

指導･監督体制の充実が日本社会で図られない限り、通常の日本での社会生活を送
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らせながら刑の執行の猶予期間をおいて本人の規範意識の覚醒や更正を図る、と

いう目的は果たせなくなると考えられる。

（ii）生活の場でのブラジル人同士の摩擦

事例Ｂの窃盗事件では、就労と生活の場を共有するブラジル人同士の人間関係

の摩擦が原因の一つとなっていると考えられる。生活の場での部屋の空間の確保

がこの事件では本人及び同居人に対して大きなフラストレーションをもたらす－

つの要素であったと思われる。論告では、特に不愈の交通事故のために働くこと

ができなかった本人にとっては、無断で被害者と雇用者側との相談で本人の部屋

が変わらされた事実は、本人にとっての被差別感を増幅させたと述べられてい

る。

本人によれば、日本社会での生活に適応するために、来日後知人を介して日本

人から個人的に日本語の家庭教師として日本語を学んでいたという。そのために

自分の部屋で行っていた日本語学習のためのカセットテープでの会話や音楽の聞

き取りが、相部屋の他の同僚からは騒音の迷惑として受けとめられたと感じたと

いう。公判における被告人質問に対し、本人は、たまたま留守中の被害者の部屋

に入った際に財布をみつけ、その中から突発的にキャッシュカードだけを抜き取

って、日頃本人に被差別感を抱かせている仲間を懲らしめてやろうと思ったこ

と、抜き取った後そのカードを使うか返すか心の葛藤のあったこと、しかし両親

のことを思って数日後それを送金のために使用してしまったと供述している。

来歴や教育水準などの異なる複数のブラジル人が、各々の個人的動機と目的を

もって来日し、人材派遣会社を通して同一の仕事の場と生活の場を日本で共有す

る現実に直面した場合は、摩擦や行き違いが起こりやすいことも事実であろ

う。そしてこのような摩擦が、事例にみられるような逸脱行為の動機の一部をな

していることが認められる。また、日本人の雇用者側から外国人の被雇用者に対

する居住空間と生活時間のサイクルに対する配慰は、事例Ｂにおいては、被雇用

者の間での摩擦が起こってから初めてなされている。この点は、日本の企業が、

単純労働者の安定的確保を日系人を中心とした外国人労働者に求め、受け入れた

外国人労働者を、景気の動向如何で比較的簡単に雇用調節し得る部分として位騒

づけ（'8)、彼らとの経済的関係を重視して社会・文化的問題に対しては二次的に

対応している、という一般的傾向の一つの現われと考えられる。
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（iii)逸脱行為に対する雇用者主導のフォーマルな対応とインフォーマルな友人関
係

事例Ｃにおいては、日本社会の法制度に対する日本人雇用者主導のフォーマル

な対応と、インフォーマルな友人関係の態様の両面が認められる。ここでは、日

本に居住するブラジル人労働者の若者同士が隣接する地域間で休日を利用しての

飲食や、乗用車の運転などを共に繰り返しすなど、広く友人関係を結んでいる背

景がある。事例では、日本人を含む友人同士が飲酒後の無免許運転は承知の上で

日頃そうした行動を共にしていた事実が示されている。

この事件では、事故を起こした乗用車内にいた本人、及び同乗者全員が同一の

人材派遣会社の社員である。検察側の論告によれば、本人は、日本語能力が不十

分だったという理由から、事故直後から事故における警察官の取り調べ、さらに

検察官に対する取り調べの際に同社の雇用者を通訳として立ち会いを依頼した。

また、ブラジルに住む亡くなった被害者の遺族との賠償の話し合い、その賠償金

の立替え、怪我をした同乗者の被害者に対する治療費に関する社会保険の適用、

肉親への連絡を含め、ほとんどの事故後の処理はこの雇用者が中心となって行わ

れた。本人は在宅起訴であったために、公判においても本人の出廷にはすべて雇

用者が同行し、また雇用者は、本人のこれまでの勤労態度の真面目さを考慮して

本人の就労を会社が継続的に望んでいる、と証人として供述した。さらに、雇用

者は弁済金を立替え、本人の就労の場を自己の会社で引き受けることを証言の場

で保証した。これにより、本人が執行猶予付きの有罪判決を受けた後は、本人は

同じ会社での就労を継続しつつ、収入を上記の雇用者の立替え分の返済に当てる

ことになる。

裁判の経過においては、ブラジル本国に居住する被害者の遺族に対する本人か

らの連絡や謝罪、あるいは反省の意思表示などは直ちに行われたものではなく、

雇用者を通して後に行われた経過が観察された。事例Ｃにおいては、事犯自体は

日本人の友人を含むインフォーマルな人間関係のなかで行われた逸脱行為である

が、事件の法的解決に関しては、警察の取り調べ段階から一貫して雇用者と被雇

用者というフォーマルな人間関係に基づき、雇用者に一任した形で対応していく

本人と周囲のストラテジーが認められる。法廷における裁定というフォーマルな

制度的対応はなされているが、事故に対する本人の責任と規範意識の覚醒、日常

の友人関係のあり方や余暇の過ごし方などに関する周囲の指導・助言など、日本
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社会における社会関係的な脈絡のなかでの根本的な対処の問題及び社会的適応の

課題が残されている。

（Ｍ周囲からの孤立とその背景

事例Ｄの傷害事件では、本人のもつ激昂しやすい性格が検察側から指摘された

ことに加えて、行動の動機の要素として、本人の被差別感と周囲の人間に対する

不信感の強さが認められた。日本語の理解力の不足は周囲とのコミュニケーショ

ンを図る上で大きな障害となっていたことが検察側及び弁漣側から述べられた

が、問題は、本人の言語能力を補い得るだけの事例Ｃや事例Ｆにみられるような

人間関係のネットワークが作られていなかったことであろう。事例Ｄにおける直

接の被害者である日本人の若年の同僚や、若年のブラジル人労働者との信頼関係

が、就労と生活の場で日ごろより作られていなかったことに原因の一つがあると

思われる。検察側の論告によれば、事件の起こった乗用車のなかで、本人は日本

語で「寒いよ」と苦情を言ったが被害者はそれに一切答えず、乗用車が目的地に

着いた時に、被害者は「降りてくれ」と日本語で語っていることが示されてお

り、この程度の日本躯による会話がなされていたことは明らかである。また、そ

の場で不服があれば会社の通訳を通して申し立てるべきであるにもかかわらず本

人がそれを怠ったという、検察側の主張は、その場の状況では不可能であろう。

本人は、激昂した際に、被害者に対してブラジル人を蔑視するなといった内容の

言葉をかけている。

本人の周囲の人間に対する不信感の強さは、法廷の場においても認められた。

本人は初公判において公訴事実を否認した。その後の供述では供述内容が二転三

転し、休廷、国選弁襲人による事実確認や供述内容の確認、などが繰り返され

た。

この事件では、勤務先から本人の就労状態の悪さを供述した調書が検察側から

示されており、法廷においては、あらゆる周囲の環境から本人の孤立していた姿

が観察された。論告によれば、ブラジルには、母と妻がおり、日本には長男が出

稼ぎで働いていることが知られていたが、長男の連絡先は本人が分からず、連絡

を取り合うことはなかったことが明らかにされた。４年前に一度来日したが環境

になじめずにブラジル本国へ帰国した本人が、再び来日して就労した結果、すべ

ての環境から孤立して執行猶予のついた有罪判決を受けて帰国していく過程に

は、気候などの自然環境の違い、言語の違い、就労と生活の場を年齢差のある同
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僚と共有することなどが、来日した本人に心理的ストレスを加える大きな要素と

なったと思われる。ここでは、本人の動機や性格に加え、本人に日本への出稼ぎ

労働を選択させたブラジル社会の背景と、その本人を厨用した日本の労働市場と

経営システム、及び日本の歴用者側の助言･監督の問題も間接的に事件の要因とし

て関わると思われる。

（ｖ)生活の場でのフラストレーション

事例Ｅの覚醒剤取締法違反事件の特徴は、日本語能力の能力が高く、比較的日

本社会に精通したと思われるブラジル人の被告事件であったことである。本人の

公判における供述は、専門的な用語に関してのみ法廷通訳人の説明を受ける程度

で、自らの供述については日本語で行った。その意味でも日本における言語習得

を通しての摩擦はこの事件ではそれほど大きいとは思われない。本人は、プラジ．

ルの大学を中退して銀行関係の業務に就いていたが、ブラジルの経済が悪化した

ために日本で働くことを決意し、勤務を辞めて来日してから日本の人材派遣会社

の斡旋で工員として働いていた。事例、にみられるような就労の場での人間関係

の摩擦や孤立の姿は、具体的には論告では示されていない。法廷での身元保証人

の証言に基づけば、機械組み立ての技術力も高いとのことであり、多忙さという

面以外、就労の場自体の範囲ではこの逸脱行為の動機の部分をなす直接的な要素

はみられない。

しかしながら、論告によれば、就労の場を離れたプライベートな場において、

本人は、事件当時、日本で親しくなった外国籍の異性との関係が周囲の人間関係に

よってこじれて精神的に落ち込み、また、本人が経営に関与していたブラジルでの

事業が不振となったことをブラジルに住む親から智められ、加えて、日本のアパー

トの家賃が高いために住んでいたアパートを引き払って友人宅を転々としながら住

所が定まらずに工員として働いていたという、精神的に不安定な状態にあったこと

が、逸脱行為の背景にあったとされる。異性関係と周辺の人間関係やその他の複雑

な要因が重なって、本人の余暇の過ごし方は個人的な遊興へ走り、この段階に到っ

て心理的解放のために薬物を使用したという事実が述べられている。

また、近接する都市で外国籍の人から薬物を入手した事実については、日本人

と複数の外国籍の人との間での薬物取り引きや、薬物の流出経路のネットワーク

の広がりが背景にあって、事例にみられるような孤立した外国人労働者の日常生

活からの心理的解放や感情の発露がこうした場に取り込まれている現状が纏めら
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れる゜

(vi)ブラジル人のネットワークづくりと日本の法的対応

事例Ｆの著作権法違反の被告事件は、前項の背景的要因で述べた通り、家族を

中心として選択的に人間関係を拡大し、ブラジル本国の親族及び同業者と、日本

に住むブラジル人たちとのネットワークづくりのなかで現れた、生活のストラテ

ジーの一態様の結果である。

本稿で取り上げた他の事例との相違は、一つに私選の弁護人がついたこと、二

つには、保釈金の支払いによって裁判過程において本人が保釈されたこと、三つ

には、法廷において、初公判から結審に到るまで、常に本人と知り合いの日系ブ

ラジル人が数人裁判を傍聴し、裁判の行方を見届けていた点である。

初公判終了後、本人の妻を中心として数人が私選の弁謹人に相談を持ちかけ、

今後の対応を相談している姿が観察された。証人として出廷して質問を受けた本

人の妻の供述によれば、夫が拘留されて機材も押収され、仕事ができなくなった

ために、自分や同居している子どもの生活費のことなどを日本に住む知人のブラ

ジル人たちが心配し、協力してくれているとのことであった。

被告人となった夫の日本語能力に関しては、検察側や弁護人から日本語でなさ

れる簡単な質問については通訳を介さずとも大体理解できているようなうなずく

動作を一つ一つみせていたが、日本語で話すこと、及び法廷における検察及び弁

璽人の日本語の論告内容や法律的な用語などの理解は不十分のように思われた。

また、証言に立った妻は、非日系のブラジル人であり、本人や知人との会話はす

べてポルトガル語で行われ、私選の弁渡人との会話も本人たちの知人と思われる

日系ブラジル人の通訳を通して行われていた。

保釈後出廷して被告人質問を受けた本人は、保釈後工員として日本で働き始め

ており、保釈金の返済及び後の生活のため、裁判終了後、これまでレンタル業で

使用していた機材等で処分可能なものを仲間の日系ブラジル人たちと共に売却処

分する予定であると述べた。

公判において、本人は、祖先の地で法に触れる行為を行ったことを恥じると述

べ、妻も証人として、自ら反省し、今後は決してこのような行為への協力をせ

ず、行わないと供述した。こうした供述をはじめ、その他の事項が考慮されたこ

とに基づき、前記の判決の結果に到ったと考えられる。

ところでこの裁判過程において、本人は、日系ブラジル人による同種の事件が
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以前に他の都市で起こって摘発された事実を知っていたと裁判官からの質問に対

して答えている。本人も周囲も、この行為が著作権法違反であることは承知の上

で、以前の事件後時間が経過したこともあり、経済的利益にひかれて同種の逸脱

行為に到ったことを明らかにした。その意味では、本人をも含め、周囲の知人達

の法規範に対する認識のありかたにも問題が残されている。

一方、無断複製が行われたとされる米国数社の映画作品には、米国においても

また日本においても若者の間で最も人気を博している作品が多い。日本において

は日本語の吹き替えや字幕のついた最新の米国映画が、映画館やテレビ番組のな

かで日常的に流布している。こうした状況において、日本に居住する外国人にと

って、母国語に吹き替えのなされた外国製の人気映画を安価にビデオで鑑賞した

いというニーズそのもの、そうした余暇の過ごし方は、基本的に変わらないであ

ろう。この著作権法違反の事例Ｆは、多国間にまたがる行動様式に関わる事件で

あり、被告人個人に対する有罪判決という日本の司法の対処のみでは解決されな

い国際間に関わる法的問題をも含む複合的な課題を残していると思われる。ここ

では、その日本における逸脱行為の態様が、異なる文化社会においてはどのよう

に受けとめられ、どのように対処されていくかについての継続的識論が待たれる

ところである。

◆結語

上記の事例において、各個人の来日の動機は、日本における富の獲得であるこ

とは共通している。しかしながら、犯罪とされる行為に到った動機は経済的要因

のみではなく、就労及び生活の場における社会的摩擦や不適応の要因が関わって

いる。またその態様においては、日本社会への参入以前のブラジルにおける家族

関係、世代別の帰属意識のもち方、参入の仕方、就労の場、日本における人間関

係のネットワークなどの要素によって、一様ではない。他方、日本の社会・文化

との接触過程における態様の背景を考察した場合は、ブラジル人的行動様式やス

トラテジーの特徴、ならびに両社会･文化の隔たりの要素が共通して存在している

ことが明らかにされた。ここでは、ブラジル社会の階層の分化と中間層の分解、

及び階層下降を背景として、より良い収入と生活を海外へ求めて労働移動を行っ

た層が、ブラジル本国と移動先の景気動向と雇用状況に影響を受けながら、物
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的・生物的適応という経済的側面よりも主に文化的接触に伴う社会関係的、内面

的要因によって、多様な社会的移動を示して分岐しているといい得る。事例にみ

られる逸脱の行為は、両国間を移動する限られた層の抱えた様々な不安定要因が

背景となり、社会的不適応が表面化した現象の一つであると捉えられる。

外国人の犯罪に対し、日本社会においては既存の法制度的対応はなされている。

しかしながら、国際間での人々の移動や文化的接触は、情報伝達の加速化及び高

度化とあいまって増加の傾向をたどっており、社会自体が変化をみせつつあり、

法が十分に機能し得ない事態も生ずるとされる（'9)。その意味において、逸脱の

行為をなす背景が流動的に変化をみせた場合は、所与の社会規範を固定的に捉え

ることの前提に対して、改めて問いかけを行う必要性が出てくると思われる。

さらに、変化をみせる社会における労働移動に関する研究の過程においては、

既存の移動システム論の成果(２０)に加えて、社会･文化的存在としての個人を前提

として、その物的・生物的、社会関係的、内面的環境への統合的な適応に対する

認識の視点、及びその実態の把握における継続的資料化(21）が必要とされよう。

【注釈】

（１）来日外国人とは、日本における外国人から定着居住者（永住者等）、在日

米軍関係者及び在留資格不明の者を除いた者をいう。（警察庁『平成９年

警察白書』１９９７年９月、ｐ､２２１）

（２）この場合に留意すべきところは、一つに、犯罪とみなされる行動の本質、

犯罪の重大さの度合い、国家権力が犯罪活動を処罰する仕方は時代によっ

て変化してきた点、二つに、特定の種類の活動が「犯罪」とされ法的処罰

に値するとされる状況は多様である点、三つに、犯罪活動が発生する場

合、そこに「背景的要素」が働いているという点である。（アンソニー・

ギデンズ（松尾精文他訳）『社会学』、而立書房、１９９２年、ppl23-128

参照）＿

（３）法務省入国管理局資料『平成８年における出入国管理の概況』及び入管協

会「平成９年における出入国管理の状況」（入管協会『国際人流』第１３２

号、１９９８年５月、ｐｐ４０－４５.）
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(４） 日本滞在中の日系人の日本社会観、日本人観に関しては、以下のＩ日系人

の目で見た日本一相談センター・ニュースから－１（海外日系人協会

『季刊海外日系人』１９９７年、ｐｐ､76-80.）への日系人による寄稿文に一

般的な傾向が著わされている。

日本に来て感じた困難は、

１．日本語習得の難しさ

２．相談・意見交換をできる人が少ない。

３．地方での職探しの困難さ

４．社会生活上の習慣、知識を身につけるのに相当の時間がかかる。

５．日本での生活・就労上の法律・権利義務関係の諸規則が得られな

い。

６．周囲の日本人からの儀礼的な挨拶の煩わしさ（どちらへいかれます

か等、プライバシーに入り込まれるような印象）

などがあげられている。

また、就労中に感ずることとして、

１．日本人の作業員は、常に指図や命令に従って行動し、自主性に乏し

い。

２．日本人は自分自身の意見や考えを表に出さない。

３．上下の関係で人間性を失ってまで上司を立てる。

４．余暇の過ごし方に快適さを感じない。

さらに、日本人自体に対しての感じ方として、

１．勤勉、努力家

２．共同作業、役割分担の明確さ

３．地獄耳（他人への忠告や意見をまた聞きする）

４．ルールを守る習慣が身についている。

５．子どもの教育は母親任せ

６．治安の良さ、教育水準、管理能力が優れている。

７．「すみません」といってすぐ非を認める。間違っていてもこの言葉

で自分と周囲とのトラブルを避けようとする。

８．警戒心が強い。

９．若者に夢がない。
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などである。これは、大学卒業の学歴をもって日本の公的機関の研修員を

経験した日系ブラジル人、及び大学卒業の学歴をもって日本企業で就労し

た日系ブラジル人数名に代表される共通した見方である。こうした日本人

観及び日本社会観に関しては、１９８０年代に主に行われた日本的経営技術

のブラジルへの移転に関する調査結果において指摘された社会・文化的要

素の異なりと基本的な変化はみられない。日本との比較の上でブラジルに

おける企業組織の文化的要因、従業員の態度要因に関する実証研究で示さ

れたブラジル側の特徴性、すなわち、①労使契約が労働契約に基づく対立

関係にあること、②それにより権限と賞任が明確であること、③意思決定

における日本的稟議制やボトムアップ方式との違い、④組織行動の希薄

性、⑤文化的多様性と行動規準・制度の融通性、⑥従業員の個人主義的労

働観、⑦差別待遇に対する権利主張、⑧日本人に比較しての責任感と自己

反省の欠如などは、ブラジル的背景として、上述の日系ブラジル人の日本

社会観に反映していると考えられる。（参照、植木英雄『国際経営移転

論』文眞堂、１９８２年、ｐｐ８４－９２．及び、駒井洋『日本的経営と異文化の

労働者』有斐閣遺書、１９８７年。）

（５）天理大学主催『日本における日系人教育に関するシンポジウム』（１９９７

年１１月１５日）そのなかでも特に、言語習得という具体的な学習過程の困

難さが指摘されている。家庭内において母国語のブラジル語で親と会話

し、学校では日本語で友人や教員と会話するという日常的な二言語併用。

言語の習得がそのまま個人の持つ思考や価値観をも日本社会に同化し得る

とは考え難いにもかかわらず、日本人側は、日本語の出来るブラジル人を

日本的思考の了解者と思い込みやすく、意識的あるいは無意識的に日本へ

の同化を求めていく傾向がある。実際、そうしたことからくる日本人との

関わりにおける差別感、被差別感を経験した事例が示されている。したが

って、こうした識論をみた限り、日本社会の社会的慣習や文化的背景とは

異なる自己の生育した生活環境の背景を有する成人の外国人にとっては、

出稼ぎというストラテジー、動機づけが労働移動の中心的要素である限

り、日本社会の持つ社会慣習や文化的背景を「短期間」に学習し、かつ

［適応I、［同化」していくことは困難であろうと思われる。

（６）拙稿「外国人労働者研究への試論一日系ブラジル人鋼査を通して－
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（『ラテン・アメリカ論集』Ｎｏ３０、ラテン・アメリカ政経学会、１９９６

年、ｐｐ､１７－１８.）

（７）警察庁『平成9年警察白書』１９９７年。

（８）事例Ａ、ＣＤ、Ｅ、Ｆは大津地方裁判所、事例Ｂは金沢地方裁判所におけ

る公判事例である。本稿においては、調査における匿名性の厳守ならびに

法廷事犯に関わる関係者のプライバシー擁襲の観点から、記述内容は限定
される。

（９）石井陽一「社会と法」（松本重冶監修、加茂雄三縞『ラテンアメリカハン

ドブック』講談社、１９８５年。ｐｐ､３７９－３８２）及び佐藤明夫「法と社会の

乖離」（大貫良夫監修『ラテンアメリカを知る事典』平凡社、１９８７年。）

(１０）中川文雄「ラテンアメリカの価値観と行動様式」（中川文雄、三田千代子

縞『ラテンアメリカ人と社会』新評論、１９９５年。ｐ､４１）

(１１）DanteMoreiraLeite，Cardter」VncionalBrasi肥iro，ＳＥｉｏＰａｕｌｏ，

LivrariaPioneiraEditora，１９６９．ｐｐ２８６．２９３

(１２）JosephAPage，TheBrazilians，MZlssachusetts,ＡｄｄｉｓｏｎＷｅｓｌｅｙ

ＰｕｂｌｉｓｈｉｎｇＣｏｍｐａｎｙ，１９９５．ｐｐ２３４－２３５

(１３）中川文雄「ラテンアメリカの社会」（国本伊代、中川文雄編著『ラテンア

メリカ研究への招待』新評論、１９９７年。ｐ,１２８）

(１４）ＮｅｗｓＷｅｅＬＡｐｒｌｌ２０,１９９８，ｐｐ､２３－２６．

(１５）拙稿「外国人労働者研究への試論一日系ブラジル人調査を通して－」

『ラテン・アメリカ論集』ＮＯ３０、ラテン・アメリカ政経学会、１９９６年。

(１６）１９９０年６月「出入国管理及び難民蝿定法」における在留資格一部改正により、

就労制限の無い在留資格の明確化及びビザ申調手続きの簡素化がなされた。

(１７）大阪家庭裁判所、奈良家庭裁判所及び神戸家庭裁判所における少年審判に

基づく。

(１８）参照、梶田孝道「外国人労働者と日本」（今田高俊、友枝敏雄箸「社会学」

有斐閣、１９９５年、pp244-252）及び拙稿「外国人労働者研究への試論一

日系ブラジル人調査を通して－」『ラテン・アメリカ論集』Ｎｑ３０、ラテ

ン・アメリカ政経学会、１９９６年。

(１９）園田寿「問われるインターネット時代の法思想」（１９９８年６月１９日付毎

日新聞）
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(２０）山中啓子．エウニセ・イシカワ・コガ箸「日系ブラジル人の日本流入の継

続と移動の社会化一移動システム論を使って」（『移住研究』Ｎｕ３０、国

際協力事業団、１９９６年。ｐｐ､５５－７２）

(２１）本研究は、公判事例を通した考察であるために、資料・情報の収集にはあ

る程度限界があった。今後、より広い脈絡での考察を充実させるために

は、詳細な日系ブラジル人の個人史的資料の収集及び考察が、次の段階で

待たれる。その意味での方法的示唆に富むものとしては、フィールドワー

クに基づく文化人類学的・記述的分析が知られる。（参照、箕浦康子『子

供の異文化体験』思索社、１９９１年、前山隆繍著『ドナ・マルガリーダ・

渡辺一移民・老人福祉の五十三年』御茶ノ水欝房、１９９６年）
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