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日本における外国人居住と地域住民の諸問題の再検討
―日系ブラジル人住民の視点から―

アナ・エリーザ・ヤマグチ (Ana Elisa Y)

一橋大学大学院

1. 本稿の課題

エスニックな現象を適確にとらえるには、エ

スニック集団間関係に照準するばかりではなく、

エスニック集団内にも配慮をして複眼的分析を

行う必要がある。このことは一見当然のことで

あるが、エスニック等の集団間対立に注目する

と、エスニックカテゴリー内部を均質なものと前

提するために、視野の外に押しやられることが多

い。ここでは、「H団地問題」を事例に取り上げ

て、エスニック集団内部の多様性にも充分配慮し

た視点から検討しよう1。

「H団地問題」に関してはすでにいくつかの

研究が存在しているが、その多くは日本人住民と

ブラジル人住民との対立として取り上げる場合

が多い (都築 1992、1993、1995、1996、1996b、

1998、1999；カワムラ 1995；宣元錫 2000；松

岡 2001)2。しかし、このような二項対立的に問

題を把握するだけでは適切ではない。それは問

題の全体像の一部である。ブラジル人内部の問

題も重要な要因であり、このことが日本人住民と

1団地内の問題については、都築 1999 を参照されたい。
2 H団地は T市の北西部にあり、住民約 11,000人のうち、

外国人住居者が約 3,000 人強を占めている。

の関係に大きく影響していると考えられる。こ

のため、本稿では、十分考慮されてこなかったブ

ラジル人住民内部の関係を分析の焦点にするこ

とで、従来社会的に作られてきた日本人住民とブ

ラジル人住民の摩擦としての「H団地問題」を新

しい視点から再構成することを図る。

2. 調査について

(i)調査対象者

本調査ではブラジル人同士の関係を明らかに

するために、ブラジル人同士の関係や生活スタイ

ルのちがい、地域の問題との関わり等について、

聞き取り調査を行うと同時に、基本的な属性に関

しては標準化された調査票を用いることでデー

タを収集した3。

筆者の参与観察によれば、ブラジル人住民の

内部には二つのグループがあり、それはトラッ

クヤード4を利用するか否かによって分けられる。

3本調査は、2000 年 9 月から 12 月に T 市役所国際課に
委託された「T市内産業及び地域社会における国際化進展の
影響調査」の成果の一部である。

4トラックヤードとは、団地内にあるブラジル製品の移動
販売を行う屋台や固定でトラックを利用した販売屋台が設置
される場所のことである。そこでブラジルの食品、肉、服、
雑誌、新聞等を販売し、食事も提供するため多くの男性が集
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この二つのグループの特徴は以下のとおりである。

(1)トラックヤードを頻繁に利用するブラジル

人とその家族の一部。

(2)トラックヤードを利用しない家族と個人。

ただし、これに加えて、調査が偏らないように

するため、団地内のスーパーマーケット利用者

やブラジル人学習塾の先生方に対しても調査を

行った。

(ii)調査方法と調査対象者の基本的属性

本調査対象者の基本的属性は、男性が 25 人

(53.2%)、女性が 22 人 (46.8%) の合計 47 人と

なっている。H団地の全体人数からすると本研

究のサンプルは少ないが、聞き取り調査を中心

にして、統計的データより質的調査を重視した

研究を進めることにした5。聞き取り調査の実施

は、基本的に 1人ずつ行ったが、場合によって

夫婦やグループでも行ったため、47人という人

数は、実際の調査回数より多少多くなっている。

以上の人数で全体的なデータが偏らないように、

対象者の属性に配慮した。年齢層に関しては、男

女を問わず最も多いのが 30代であるが、なるべ

く幅広い年齢層をカバーするように注意をした。

また、対象者については、二世が 19人 (40.0%)、

三世が 15人 (31.9%)、非日系および日系人の配

偶者が 12人 (25.5%)、二重国籍者が 1人 (2.1%)

である。15人の日系三世のうち、混血が 10人と

なっている。全体に占める非日系人と混血の割

合は、全体の 51％となっている。つまり、日系

まる。筆者は調査期間中、固定トラックヤードに毎日通うよ
うにした。一軒の固定トラックヤードは毎日終日営業をし
ており、もう一つは土日祭日のみ営業、それからもう一軒は
毎日一定の時間のみ営業している。さらに週末になると他の
地域からも数台の移動販売トラックが集まる。そのトラック
ヤードという空間では、日常的にブラジルの音楽が流れ、ブ
ラジル流の生活ができる。トラックヤードは中年の非日系人
にとっての集いの場であり、青少年の溜まり場となっている。

5面接調査時間は平均 1 人に 2 時間以上かかった。特に、
調査のためにあらかじめ用意した質問に答えてもらう時間よ
り、彼らが抱えている様々な問題や生活および就労などの悩
みを聞かされる時間の方が多かった。

人と比較した場合は、非日系及び混血の比率が

多い。

彼らの団地居住年数は、平均で 3～4 年間で

ある。その詳細は、最頻値が 3～4年間の 21人

(44.7%)となっている。1年未満は 2人 (6.4%)、1

～2年が 7人 (14.9%)、5年～6年が 4人 (8.5%)、7

年～8年までと 9～10年がそれぞれ 5人 (10.6%)、

10年以上が 2人 (4.3%)である。

3. 「H団地問題」への対立する視点

H団地の対立構造は次の通りに重層化してい

る。「H団地問題」の対立は従来から指摘されて

いるとおり「日本人住民 (A)」対「ブラジル人住

民 (B)」という二つのグループに大別できる。ま

た、ブラジル人住民 (B) はさらに複数のグルー

プに分かれる。一つ目は、トラックヤードを利

用しない者 (B1)であり、二つ目がトラックヤー

ドを利用する者 (B2)である。さらに、トラック

ヤードを利用する者 (B2)は、エスニック日系ブ

ラジル人 (B2.a)とエスニック非日系ブラジル人

(B2.b)に分かれる。では、次にそれぞれのグルー

プの特徴と分析を行う。

(i)日本人の視点から捉えた「H団地問題」

先行研究とメディア関係による同問題の捉え

方としては、ブラジル人住民と日本人住民のエス

ニック集団間の対立が強調されている場合が多

い。だが、その問題の主な理由には、団地内で活

動している複数の関係機関（企業業務請負会社、

公団住宅、NGO、行政、自治会、住民など）が

絡んでおり、それぞれが自分たちの立場での問題

解決を先延ばしにしたため、問題が大きくなった

ということができる (ヤマグチ 2001)。したがっ

て、「H団地問題」は安易に住民同士の対立であ

ると言い切ることはできないと思われる。しか

し、行政機関やメディアは日本人住民対均質なブ

ラジル人集団の二項対立としてとらえているた
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め、「H団地問題」の根本的な解決にいたらない

結果となっている6。

その事例として、本稿ではトラックヤードの

形成初期から現在のような特定な場所の確保ま

での過程を紹介したい。トラックヤード形成初

期には、二つの営業活動パターンがあった。一つ

は、許可なくトラックで路上販売をしていたも

のである。もう一つは、自治会が管理する予備の

駐車所を無断で利用し固定屋台としたものであ

る。こうしたトラックヤードについては、団地自

治会や住民の日本人から批判があった。例えば、

以下のようなクレームである。「池の周りでブラ

ジル人はバーベキューをしたり飲んだりしなが

ら夜中まで騒ぐ」、「交通が不便になり、路上販売

すると消防車や救急車が通れない」、「路上の両側

に車を止めると見通しがつかないため危険だ」、

「トラックヤードは団地のイメージを低下させて

いる」、「スーパーへ行く途中の場所にあるが、女

性が通りにくい雰囲気になっている」、「屋台の

状況を改善しないとますます地域が繁栄しない」

などである。

このような問題を解消するため、自治会は団

地内にトラックヤードのための特別な場所を設

ける必要があると考えた。そして、トラックヤー

ドの新しい設置場所は団地の中心から隔離され

た場所になった。そのために、日本人住民とブラ

ジル人住民の生活空間がますます分離すること

になった。

初期のトラックヤードの設置場所はショッピ

ングセンターへ行く道の途中であったからブラ

ジル人一般に利用頻度が高かったが、移動した

ことによってブラジル人の中でも利用する人と

しない人が明確に分離するようになった。つま

り、ブラジル人住民同士でもトラックヤードの

利用の有無によって生活空間が分かれることに

6団地内の日本人住民の構成員も重層構造になっているこ
とが無視できないが、本稿での議論では対象外である。今後
の課題にしたい。

なった。

行政機関と自治会の判断によれば、これでト

ラックヤード問題が解決した。つまり、日本人

にとってはブラジル人住民が「問題」であり、日

本人住民との「住み分け」ができればいいのであ

る。しかし、こうした解決策は団地内のブラジル

人住民と日本人住民の交流促進という意味では

逆効果になったといえるだろう。

(ii)ブラジル人の視点から見た「H団地問題」

「H団地問題」に対するブラジル人からの評

価・視点は、主に以下のようにまとめられる。

(1)1999 年の「事件」7に対する評価：「あの事

件のせいで団地のイメージが悪くなった」、「事

件が起きる前も後も私たちの生活は変わってい

ないけど、外部の人はまだまだ団地は危ないと

思っている人が多い」、「団地のイメージを悪くし

たのは日本人よ。私たちは普通に暮らしている。

私は 1日に 10時間も働いているから悪いことを

する時間なんかないよ。だって家族と一緒にい

る時間すらないのに、バカなことはしないんだ。

しかも、団地には子ども持ちの家族も多いし」。

(2)「報道の問題」：新聞やテレビなどのメディ

アは、日本とブラジルの両国で「H団地問題」を

住民同士の対立として大きく取り上げた。「ブラ

7「一部のブラジル人」青少年と日本人暴走族・右翼との間
で起ったトラブルから発生した出来事。この「事件」によっ
て団地は研究者や日本メディアをはじめ外国のメディアにも
大きく注目されるようになった。都築氏によれば「事件の発
端は 5 月 31 日、団地内で商売をしていたラーメン屋の屋台
の近くで右翼関係者らしい約 10 人とブラジル人約 20 人が
にらみ合ったということである。警察署が匿名の通報を受け
て駆けつけた時には騒ぎがおさまったあとで、何が原因か不
明であったという。その後、7 月 5 日、右翼関係者のものと
みられる街宣車と暴走族風のバイク約 50 台が「ブラジル人
出てこい」と団地内を連呼しながら走り回った。このときに
は警察署員らが約 30 人駆けつけたという。この時にはブラ
ジル人側に何の動きもなかった。翌 6日、団地に近い路上に
駐車していた街宣車が何者かに放火され全焼した。右翼団体
の関係者十数名が付近に集まった一方、現場から約 500メー
トル離れたコンビニエンスストアに外国人たちが集まる騒ぎ
になったため、県機動隊など警官 80 人が緊急出動した」(都
築 1999: 142)。
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ジルのニュースでは、日本で一番危ないブラジル

人集住地は Hだと大きく報道した」、「団地を悪

くさせたのはNHKだ。私たちのいいことを映せ

ばいいのに、汚いごみステーションや嫌なところ

ばっかり撮影した」。

(3)「警察の問題」：「Hで今まで起きた事件の

すべては、警察署のせいだ。警察は唯一けんか等

を引き止める権限があるのに何もしない」、「明

らかに特定の人物が問題を起こしているとみん

ながわかっていても、住民として何もできない。

なぜ警察は何もしてくれないのか」、「H団地の

イメージが悪くなったのは、警察のせいだ。最

初、起きた事件を厳しく罰するべきだったのに、

何もしなかった。だからブラジル人は警察に敬

意を払わないし、警察が怖くない」。

(4)「企業業務請負会社の責任の問題」：「もし

斡旋業者が私たちに、日本の生活のための最低

限のマナーを教えてくれれば、それほど問題は

大きくならなかったと思います。それに、同じ部

屋に 10人も一緒に泊まらせるのもおかしいと思

うよ」。

(5)「日本人とブラジル人側の NGO活動の問

題」：「H団地にあるNGO活動は誰のためかわか

らない。住民のためか、お金のためか、調査のた

めかわからない。だから役立つNGO活動が存在

しない。誰もそんな団体を信じないよ」、「団地に

色々な団体があるけど、あまりにも多いのでわか

らない」。

このようにブラジル人の視点から捉えられて

いる「H団地問題」と日本人とのそれは、大きく

異なったものである。しかし、それを単にブラジ

ル人と日本人の文化の差に基づいた解釈や利害

の違いに帰することはできない。日本人の視点

に欠けているのは、「H団地問題」におけるブラ

ジル人集団の重層性およびグループ間の関係性

への配慮である。

4. 「日系ブラジル人」の重層的内部構成

H団地における日系ブラジル人は、トラック

ヤードを利用しない者 (B1)とトラックヤードを

利用する者 (B2)の二つのグループに分かれるこ

とがわかった（図 1参照）。この二つのグループ

をさらに詳細に観察すると、次のような特徴が

ある。

(i)トラックヤードを利用しない者 (B1)の特徴

このグループの特徴は、主に家族を単位とし

て居住しているが家族成員同士でのまとまりが

なく、特定の場所にグループとして定期的に集

まっているわけでもないことである。彼らの間

では、トラックヤードを利用する者 (B2)をステ

レオタイプ化したイメージで見ることが非常に多

い。トラックヤードへ行くか行かないかによっ

て、その「人」を決め付ける傾向がある。そのた

め、両者間での交流はほとんどない。したがっ

て、団地内ブラジル人は大きく B1と B2の二つ

のグループで成り立っているともいえよう。

B1の家族構成に関しては子持ちの家庭が多い。

自由時間は家族同士ですごす場合が多く、常に共

同で活動する。日系人同士の夫婦が多いが、非日

系人が結婚相手の場合、その相手はブラジルに住

んでいたときから日系人との接触があったか、日

系人集住地に居住した経験のある人である。そ

のため、ある程度日本の習慣や文化等の予備知識

を持っており、文化摩擦が他のグループのように

は頻繁に起きない。日本滞在期間が長く、トラッ

クヤードを利用する者 (B2)より転職が少ないた

め、団地内の居住年数が比較的長い。帰国予定は

はっきりせず、「子どもが日本の学校に通ってい

るあいだは一時的に日本にいるが、最終的には帰

国をしたい」という。日本語理解力に関しては、

生活に不自由しない程度の日本語ができる。団

地の活動にある程度参加するが、積極的ではな

い。このグループは団地の日本人住民との接触
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があるわけではないが、日本での生活にも慣れて

いるため、それがトラックヤードを利用する必要

がない一つの大きな理由となっている。つまり、

トラックヤードで得られるような生活情報等は

彼ら自身で入手できるからである。

(ii)トラックヤードを利用する者 (B2)の特徴

こちらは主に非日系人または日系人ハーフの

既婚者男性が多く、彼らは仕事を終えた後のく

つろぎの場としてトラックヤードに集まる。そ

こでは、ビールを飲み、あるいはトランプをし、

仲間と話をする。

このグループの団地内居住年数に関しては、他

の地域を転々と移動してきた者が多いため、1年

から 2年間程度が多い。面接調査でこの団地に

来た理由をきくと「配偶者（あるいは本人）が非

日系人なので、ここなら他の地域よりも日本の

生活に慣れやすいから」という声が多かった。ト

ラックヤードを利用する理由のもう一つは、生活

情報をポルトガル語で獲得するためである。彼

らの日本語能力は、日本に仮に長期滞在したと

しても、仕事場で使用する日本語しか理解でき

ない程度である。日本語の理解度が低いため、地

域活動への参加もほとんどない。H 団地では他

の地域よりも非日系人が多いため、生活・就労・

付き合い等において日本語がほとんど必要のな

い生活環境ができあがっている。なお生活上に

必要な情報はほとんどポルトガル語に翻訳され
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ている。日本滞在の理由は主に「資金稼ぎ」であ

るが、目的がまだ達成できないため長期滞在化し

ている。

それでは、以下で B2に該当する人の声をきい

てみよう。

「H団地から一度引越しをしたけど、また

ここに戻った。ここで暮らすのは楽しいから。

一度 H団地に住むとここから出られなくなる

と、みんなも同じ意見だ。僕は 2回ぐらい団地

から引越して、結局また戻った。1回目引っ越

したときに団地からはなれた部屋を借りたが、

毎日仕事が終わるとここのトラックヤードに

きた。結局、移動時間と交通費の出費を考える

と団地に戻ったほうがいいと決断した。特に、

このトラックヤードは精神的に安らげるとこ

ろだね。会社の上司とけんかをしたときに、愚

痴を話せる相手がいなければつらいんだ。こ

こでは話をして、ビールを飲んで忘れる。次の

日にまたがんばれる気がする。」

このように「一度団地に住むと、仮に引越しを

しても、結局みんな戻りたくなる」といった発言

は、トラックヤードの利用者の間で頻繁に耳にし

た言葉である。しかし、トラックヤードを利用し

ているグループは、利用しない人々からは「あそ

こにいる人は皆怠け者だ」「うわさが立つところ

だ」、「悪質なことをする人の集まり場」、「家族崩

壊の始まりだ」8、「酔っ払いの溜まり場」などと

いった、マイナスイメージを抱かれている。

以上のように異なる特徴をもつものの、トラッ

クヤードを利用しない者 (B1)と利用する者 (B2)

は、団地内ではっきりと分かれて居住しているわ

8彼らは仕事を終わると帰宅せずに、そのままトラックヤー
ドで友達と話をしながら、ビールを飲み、帰宅するのが夜遅
くになる傾向がある。労働時間が長いにもかかわらず、さら
にトラックヤードで時間をつぶすと家族と一緒にすごす時間
が少ないため「家族崩壊の始まりだ」という意見があること
が聞き取り調査でわかった。

けではない。むしろ必要に応じてうまく相互に

利用し合っている。トラックヤードを利用しな

い者でも、就職や生活の情報を得るために、必要

に応じてトラックヤードを利用することがある。

ただし、両者は必要性がない限り仕事場以外にお

いてはほとんど接点がない。特に、トラックヤー

ドが新しい設置場所に移動してからますます分

離することとなった。

(iii)トラックヤードを利用する者内部でのさら

なる分化－エスニック要素による差異化

以上のように日系ブラジル人はトラックヤー

ドを利用する者 (B2) としない者 (B1) に分裂に

した。しかし、ブラジル人内部の分化はこれにと

どまらない。さらに、実質的なエスニック要素に

基づく分裂が起こっている。

1990年の入管法改定によって日本政府が日系

人の受け入れを合法化したのは「血統主義」に

基づく原理である。日系人三世までの世代とそ

の配偶者は「定住者」及び「日本人の配偶者等」

の在留資格を取得することができる。したがっ

て、こうした在留資格をもつ人々は、法律上の

「日系ブラジル人」であり、実質的に非日系か日

系人かとは関係ない「日系人」カテゴリーに属す

る9。そのため本稿では、実質的な日系人につい

て「エスニック日系人」、日系人ではないが法律

上の「日系人」について「エスニック非日系人」

という用語を用いる。以下、こうしたエスニック

要素による差異をみてみよう。

参考までに、他の地域と比べると団地内に住

んでいる「ブラジル人」に占める「エスニック非

日系人」の割合は高いといえる。

(1)エスニック日系ブラジル人 (B2.a)の特徴

同グループの特徴は、日系ブラジル人または

日系ハーフで構成されていることである。彼ら

9未成年者の日系四世らも個々人の条件によって在留資格
を取得している。
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はエスニック日系人であるにもかかわらず、ブラ

ジルでの日系人社会及び日本人社会との接触が

ほとんどなく、エスニック非日系人とみなすこと

ができるほど、日本的なものからはなれた社会生

活をしてきた。つまり、日系人的な顔をしていて

も、日本語がほとんどできず、日本人や日本文化

に強い絆を持っている日系人との間でも文化摩

擦が起きるため、自らのアイデンティティの基盤

となっているブラジル文化を満喫できるトラッ

クヤードを利用する。彼らはブラジル人として

のアイデンティティを持っていたが、日本にくる

ことによってアイデンティティ危機にさらされ

ている。そのため、元来のアイデンティティを維

持するためにも、トラックヤードを頻繁に利用す

ることが必要な人々であると考えられる。

エスニック非日系人（B2.b）と比較した顕著

な違いは、文化的に日本人との絆が弱いものの、

外見は日本人の顔をしているため、エスニック非

日系人と比べると日本で受ける差別経験は少な

いと思われる点である。このグループの配偶者

はたいてい非日系人である。

(2)エスニック非日系ブラジル人 (B2.b)の特徴

B2.aと B2.bの大きな違いは、後者の方が構成

員に占める非日系人の割合が高いということで

ある。その上に、「日本社会」との絆が非常に弱

いという特徴がある。日系人との結婚ではじめ

て日本との接点ができたような人々である。さ

らに、外見でも日本人的な顔をしてないために、

差別の対象になりやすいことが調査で分かった。

特に、T市は全国的にも最も多くのブラジル人人

口を擁している上に、外部社会が作った「H団地

問題」の流布によって、ブラジル人全体に対する

偏見が強いと考えられる。こうしたストレスを

軽減するためには、トラックヤードの役割が非常

に大きいのである。

彼らの特徴は、家族構成に関しては、子どもが

いても、一緒にすごす時間が非常に少ないこと

が挙げられる。その多くのケースは書類上では

既婚者となっているが、実際は別居中になって

いる。また、別居ではないにしてもそれに近い状

態にいる家族が、比較的多数あった。つまり、在

留資格の関係で「形だけの夫婦または家族」とい

うかたちをとっているケースが少なくないこと

が確認できた。そのため、そうした「擬似家族」

の人々は、週末になると一日中仲間とともにす

ごす。このグループは、日本語ができないため、

様々な生活・就労情報をトラックラードで得るこ

とが死活問題になるし、トラックヤードは精神的

にも大きな支えになっている。「ここは私たちの

唯一の楽しみ場だ。ここがなければどこにも遊

ぶところがない」と彼らはいう。

5. ブラジル人内部における異質性の増大

エスニック非日系ブラジル人に関して、さら

にその内部を観察してみると、近年「日系人」の

多様化あるいは異質性の増大が著しく進んでい

ることがわかってきた。どのような点でこの異

質化が進んでいるかを以下 2つのケースを通し

てみよう。

*出身地の経済格差のケース

ブラジルの北部には深刻な経済格差が存在し、

就労先を求めて南部へ移住する人々が多い。そ

の大多数は、サンパウロ市周辺のインフォマール

セクターで就労し、町の中心から離れた周辺部に

住み、多くの場合正式な就職のチャンスを与えら

れない傾向がある。また、北部出身者はポルトガ

ル語の発音の違いによって、すぐに出身地が分

かってしまう。サンパウロ出身者は北部の人々

を軽蔑し、彼らに対する優越感を持つ傾向があ

る10。H団地に住んでいるブラジル人には様々な

10以上のようなことは調査でわかった内容である。彼らの
間では何か問題がおきるとすぐに「あの人はノルデスチノ（北
部出身者）だから気にしないで」という口癖があった。つま
り、「北部出身者だから問題を起こしても当然だ」と南部（サ
ンパウロ州、パラナ州）出身者は決め付ける傾向がある。そ
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出身地の人がおり、社会階層という側面でも学歴

や職業経験に大きな差がある。調査の際にある

ブラジル人は「私たちブラジル人にまとまりがな

いのは、大きなブラジルからきた様々な人々が、

『小さな』H 団地に集まって住んでいるからだ。

多様な人々を、一つのブラジル人集団として無

理やり一緒に住ませようとしているから、問題

が起きるのは当たり前だ。だって、ブラジルに住

んでいるときにでさえ、隣同士で問題が起きる

のに、地域の習慣・文化の違いとか、言葉の違い

とか、生活リズムの違いのある人たちが、同じ場

所に何の問題もなく住むのは無理があると思う」

と発言した。これはブラジル人内部の多元性を

端的に物語っているといえよう。

*学歴と職業経験のケース

インタビューした一人のイタリア系ブラジル

人は、サンパウロ出身で、大学卒業後長年ブラジ

ルで銀行に勤めた経験をもつ。既婚者、40代で

ある。彼は自分が大学卒であり、銀行員だった

ことを自慢に思い、ほかの人と話すときに、「自

分は、operário（単純労働者）ではない。日本で

は一時的に単純労働者となっているが、ブラジ

ルではそうではない」と強調していた。つまり、

「普通の日系ブラジル人労働者」とは違うし、日

本では工場で働いても、ブラジルではホワイト

カラー層に属していたと説明する。しかし、それ

に対して、他の日系人は「そんな事を言っても仕

方がない。どうせあなたは今 operárioなんだよ。

しかも、奥さんがいるからあなたもビザがとれて

（日系人の妻がいるから、その配偶者として在留

資格が認められる）、そのおかげで日本にこられ

た。だから、ブラジルではどんなえらい人だっ

たとして日本では、あなたはただの人で、なんの

の逆のパターンもあり、新聞等でブラジル人が起こした犯罪
を報道すると、北部出身者は「やっぱりパウリスタノ（サン
パウロ市出身）は悪いやつだ。サンパウロ市は都会だから危
険なやつが多い」「パウリスタノはずるがしこい」等という。
つまり、彼らはお互いに偏見をもちあう関係にある。

資格もないんだよ」と反論をした。つまり、非日

系人の方はブラジル人の職業と学歴を自慢にし、

それに対して日系人は日本人の血をひいている

から、非日系人より自由に日本とブラジルの往

復を繰り返すことができるという「特権」をもっ

ている。つまり、非日系人は日系人の配偶者がい

なければ、どんな学歴をもっていようとどんな

職業に就いていたとしても、日本で就労できる

在留資格をそう簡単にもつことはできない。こ

のケースでは、お互いに属性と出自に基づいた、

優越感の応酬がみられる。

以上に紹介したケースは、彼らの出自（出身

地、階層、先祖 (イタリア系、ドイツ系等)）とブ

ラジルでの属性（学歴、職業）によって団地内

のブラジル人が分化していることを示している。

このように H団地のブラジル人は重層的な構成

となり、これらの理由により、小さな対立が頻発

に起きる。それが、外部社会においては「H団地

問題」として拡大再生産される構造となってい

る。では、このような構造を生み出しているメカ

ニズム形成のプロセスを次にみてみよう。

6.「H団地問題」の社会的構築のメカニズム－

集団内事件と外部におけるステレオタイプ形成

の過程―

筆者の H団地におけるブラジル人住民の調査

をつうじて、ブラジル人住民の中にはブラジルと

日本の日常生活および生活リズムの違いが「問

題」だ、と感じている人は少ないことが確認でき

た。むしろ、「H団地問題」が注目されるように

なったことによって、団地での生活に多大な不

自由が発生したという。例えば、H 団地住民と

いう理由により、就労差別を受けて「雇ってもら

えない」というのが住民共通の発言であった。以

下に挙げる筆者の調査で得られたエピソードは、

「H団地問題」がどのように拡大再生産されてい

るのかを示す事例である。
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ケース 1（筆者が目撃した後、住民から聞いた

発言。）

トラックヤードでいつもの通り、いつもの

メンバーがビールをのみ、話をしていたが、い

つのまにか、二人のブラジル人客が口げんかを

し始め、そのうち少しエスカレートし殴り合い

を始めた。その二人のブラジル人はトラック

ヤードの外に出て、殴り合いを続け、店の客が

それを取り囲んだ。そうすると、通りがかりの

人を含め、たくさんの人が回りを取り囲んで見

物しはじめた。何分もたたないうち警察が来

て、店の主人と喧嘩した二人に事情を聞いて、

注意し、この事件自体はこれで済んだ。話によ

るとトラックヤードの近くの棟に住む住民が

警察を呼んだという。

しかし、警察が来たせいでもあるが、次の日

には団地中のブラジル人と日本人に喧嘩のう

わさが流れ、「事件」として広まった。ささい

な理由による喧嘩であったが、その場にいな

かった人は「やっぱりブラジル人は問題を起

こす」、「ブラジル人はいつも騒ぎを起こす」、

「日本人とブラジル人はやっぱり対立する（ほ

かの人は日本人か日系人か判断つかないから、

相手は日本人だと勘違いした人もいた）」、「ト

ラックヤードにいる連中はトラブルを起こし、

問題だ」と批判をした。

このケースは、ささいな理由によって始まっ

た喧嘩が、いろいろなフィルターを通ることに

よって、間違った情報が広まり、ブラジル人への

差別意識を強化している一つの例である。この

事件は報道機関に注目されなかったが、報道され

ていた場合はさらに差別意識が作り出されると

同時に強化される構造となっている。

ケース 2（非日系人女性・高卒・34歳・H団

地の居住年数 4年の発言。）

「私の娘の誕生日を祝うため、友達を誘って

団地の集会所を借りてパーティをしようと計

画をしていた。一緒に働いている日本人の A

子さんと仲がいいから彼女を誘おうと思った。

招待券を渡したら、彼女は『ごめんなさい。H

団地は怖いからいけないわ。それに、もし私の

車が盗まれたら困るからやっぱりいけない』と

答えた。それを聞いてとてもショックだった。

だって、彼女とは何年も一緒に働いて、唯一仲

がいい日本人だから、そんな偏見を持っている

と思わなかった。それに、もし団地が本当にそ

れほど危なければ、私でさえここに住めなかっ

たと思う。私たちは問題なく日々の生活をお

くっている。特に子どもは 2人いるから、子ど

もを危ない場面と環境にさらすことはしない。

それに、そんなことを私にいうなんてとても失

礼なことだと思う。わざわざ友達を危ないめ

にあわせることはしない。外の人が団地をそ

れほど危ないところだと認識しているとは思

わなかった。ショックだった。」

上述のケースのとおり、「H団地問題」は内部

集団に発生した「事件」について、外部社会が以

前より作り上げられていたステレオタイプ的な

イメージとむすびつけて、拡大解釈している場

合が少なくない。実際に団地内で起こっている

事実とはある程度分離したかたちで、外部社会

が「H団地問題」を再生産しつづけているので

ある。それによって日常生活に支障が出るほど、

団地住民たちは様々な形での差別と偏見を受け

ている。

7. まとめ

メディアや行政機関等が「H団地問題」を語

るとき、ブラジル人が均質な集団であるかのよ

うに扱うことが多い。しかし、実際にはブラジル

人集団は、複雑な重層的構造をもっている。そ
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の第一層は、トラックヤードを利用する者 (B2)

とそうではない者 (B1)によって分裂した。第二

層、日系人・非日系人というエスニシティに基づ

いて再分裂をしている。第三層は、エスニック

非日系ブラジル人の内部における異質性（具体

的には出身地、階層、先祖といった出自や学歴、

職歴などの属性の違い）によって分化している。

こうした異質性によりブラジル人同士で小さ

な対立が頻発に起きる。ところが、こうした小

さな対立は、外部社会（主にメディアや行政機関

等）がこれまでに構築した「H団地問題」を解釈

枠組みにして「差別構造」に組み込まれてしまう

メカニズムができあがっている。このように「H

団地問題」が流布することによって、ブラジル人

は直接的・間接的な影響を受けている。具体的に

は就職差別などの形で不利益を被る構造になっ

ている。

「H団地問題」を考える際、「日本人」対「ブ

ラジル人」というエスニック集団間の対立にのみ

注目するのではなく、エスニック集団内部の構造

も重要な問題である。しかし、このエスニック集

団内問題がエスニック集団間の意識にも影響を

及ぼしている。つまり、ブラジル人同士での対立

は日本人にとってブラジル人全体への偏見につ

ながるのである。「日本人」対「ブラジル人」の

対立という外部社会に普及している「H 団地問

題」のステレオタイプを、いったんできあがって

しまった後に変えることは難しい。

一方、エスニック集団内の対立も、実際には、

ブラジルでの出身や属性の違いだけが問題なの

ではなく、ホスト社会における行政の対応や巨大

団地という要因などに代表されるような外部社

会の制約の中で起こっていることも見逃しては

ならないだろう。

このような複数の視点から「H 団地問題」を

捉えることによって、住民や関係機関の相互の理

解と同問題の根本的な解決につながるのではな

いだろうか。
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