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ブラジル社会経漬史論

一一一一年表を中心とした－－－

・HP

今②西正雄

この発表は過去鋏力年の資料の検討と現在逢わ't)て乏しい社会経済史研究のための基礎的

蟹料として作成したものである。

もっとも，同年表はプルジルを中心に考察したものであるが’今後ラテン・アメリカのと

くにスペイン領の推移さらにアメリカ合衆国の肛饗馴項か附加されねばならないことを一言

しておきたい。これが同学者の研究のための一助となれば幸被とする次第である。

我ｌブラジル社会経済史の時代区分（基本的資料）

ﾌﾟﾙﾀｰﾄﾞプラードｶロジエラスシモンセン

プラZ9ルハ竝瑚的先駆期（欧州史と
対照〕

（領土占領と経性格(１５００－弓Ｏ）

済的華盤）ブラジルの発見ポルチユガ杉及ニス
商業的発展経済的収懇パナの経済頚柵
慶蕊企鑿麹…鍾…綴済纏繊彰鍼繍(薮
農業口ｉｌｆ功､摂拠 土地利用

独占の基盤砿奥地の拡大 植民地政治

独占体制の陶製（１“0-1770） 砂轆時代

（エスパナ及オ 械民地時代の労働
ランク゛戦） 力

北部地方への掴 その他の農産物

民 （牧畜柔）

鉱梁の奴隷経済 牧葡業の前進

カプリ海の砂糖パウリユヂの発展

護業の発腫と基盤
鉱業時代とその基

楓民地の完熟
盤

（1770-1808）

鰯蝋蕊::露⑮
自由主義時代

賃金労働制への（f808-1850）

転化奴隷帝国と初期

植騨世時代の終プルジ懲了経済的自主性と政
駕（1850-1881）精的王権

１５００

〔植民地

時代〕

１６００

１７００

１８００

〔独立〕

－６６－



カロジェプス

ＬａＰｌａｔａの紛争

ペードロー世の退位

〔摂政時代〕

政治・経済問題

奴隷貿易と禁止

パラグアイ戦

政変と奴隷問題・

奴隷廃止

一正部問題・共和
惜喧言一

国家再建

軍部の再起

市民政治の勝利

殿近１０年のブラ

ジル史

フルタート．プラート. シモンーヒン

〔工業化〕
コーヒー産業の

発展

〔プルジロア

ーの登錫〕

プルジヨアー共和

国

（1889-1950〉

工業化への軽化

ゴーヒ経済の危

機

１９２９恐慌期の

対策

１９００

(1930） 組織的危機

（１９５０？）

〔社会運

動拾頭〕 国際的不均衡と

その拡大

（インフレの二

鐘性格）

三月危機

（１９５６）

次の２０年の見

通し

表Ⅱブラジル社会史年表（＊印は考証事項）

１５７５ポルチニガルは。「セズマリア法」を柑淀。

１５８５ポルチュガル王国建設される。

１４５０西欧諸国はエスパナ，ポルチユガルを中心し

’４９５教皇アレサンドレ四世は「トルデセラャス．

’４１７ポルチュガルのヴァスコ・ダ．ガマ印度航農

１５０１ペドロ．アルヴァレス．カプラル，プラジＪ

〔植民地
時代〕ち帰る。

１５０５アメリコ･ヴュスプシコの探樒．サン．2〆

西欧諸国はエスパナ，ポルチュガルを中心に海外探検に乗ｂ出す。

教皇アレサンドレ四世は「トルデセラャス」条約を制定（５月５日）

ポルチュガルのヴァスコ・ダ・ガマ印度航銘を開拓十。

ペドロ・アルヴァレス・カプラル，ブラジルを発見し，ＰａｕＢｒａＩ

ち帰る。

アメリコ・ヴュスブシコの探検・サン・ヴィセンテ建投される－多

始雀ろ。＊「パウ・ブラジル」次第に商品となる。

Ｂｒａｓ１ｌ を持

建投される－多くの探検

－６７－



▲

ラテン・アメリカI牢けるHf画の歴史的考察

殿初の＊「パンデイラス」ブラジルの奥地に入る。

フランス艦隊の出現，探検に従珈十．

国王ジ可アン三世は＋二人の大賢族に＊ｃａｐユｔａｏｅｓｄｏｎａｔａｒﾕ｡を与
■■ＣＯ

え,＊「對建的体制」の樹立を企図する。liR初の基地「サン・ヴアセンテ」に

建投される。

Ｄｏａｃａｏの最初の特許状がペルナムプコに与えらｵ1各地に拡がる。

－大土地所有制の原型登鍋する。「砂劉，タバコ」の栽培，「家茜」輸入始戎
。｡；?`

ろ。当時の白人は約５千人と推定されるが)労働力の不足は深刻化する。～

宗教裁判にエリ多数のニダヤ人は満本を持参してブラジルに渡る｡.その中心地
。；・・､.。’

はペルブームプコ地域ｂ主`として奴隷売買に従駅する。

各地の１３「カピタニアニ」の経済的失敗と諸外国の侵略にそなえ，「カピタニ

アス」を王室に収用し，新たに＊「総憾Ｇｏｖ６ｒｎｏＧｅｒａユ」をパイーアに

吉遭，初代総IYfにトーメ・デ・サウザが鮠任し，約’千人の（移民，聖職，ゼ

ヱイト，優族,技術者を含む）を霧致す愚。その後，インデイオズとの斗争が

瞬くか，この頃より「セズーリア」次舗に13膣化される。

段初の都市「サルヴァドル」建設される。

ヨーロヅパの砂糖需要は急期しＩその麹ii親培地Hifノルデステ（北東部）は急

道に開発される，－労働力不足のためアフリカ奴隷の輪入さかんとなる。当時

の本国人ロは約２００万人で、海外貿易関係はイゾドが重視された。

パーイアに最初の司教任命される。サルヴァドルとリオに総督府を設睡

リオ・デ・ジャネイロ市建設される。

サルパドールに総督府を統合。この頃より都市の建設は墹加し，＊牧遜案も勃

興ナ系。～ヂー

ポルチュガルはエスパナの支配下に入る－印度貿易は急激に表返し，ブラジル

の評価聞雀ろ。この頃，砂糟生産は盛大となり各地に＊「砂糖産業→砂繍徴族」

が出現し，｜可時に家父長制の＊「カーザ．グランデイＣａｓａＧｒａｎｄｅ」も

錘蝿する。砂糟・タバコの輸出と無人奴輔の輸入は急激に増加する。さらに貧

困白人の*「パンデイラメ｣通勤も次第に盛んとたり,奴隷狩り，贋金風,宝

石の発見に淀懇する。

１５０４

１５０４－１６

１５５２

１５５４

１５５６

１５４８

１５４９

１５５，

１５５２

１５６５

１５７５

１５８０－

１６４０

－６８－



国王フィリ弓ぺⅢ－ブラジル原民の奴隷嬢止を公布する。但し後に取捕される。

ゼスイト教囲はパラナ州に進出し，各地にゼスイト部落をつくる。これと平行

して「パソデイラス」の奴隷符も活発となる。

＊Ｂａｎｄｅユｒａｓｐａｕエユｓｔａはミナス・ゾヱライスで＊「金およびダイヤ」

を発見する。

パソディラス運動はアンデス山脈に至り速し，ブラジル領土を次第に形成する。

この間ゼスイト部落襲撃される。

黒人奴隷の反乱は頻発し，その逃亡奴隷によ‐;て奥地にＱｕユエｏｍｂｏｓ出現

する。当時の黒人奴隷の年間売買は約１万６千人に達す，－レシーフェが中心

市場となる。雀允アマゾナスの香料もｋ，やく開発される－主としてゼスイ勃

卜教団の活IMIによる。

＊オランダの侵略→砂糖地帯ノルデステを占領し，土地の寅易を独占ナろとと

もに，砂輔業主に高利資本を貸付け，深刻な打撃を与える。多数の奴隷の逃亡

続出ナろ。この頃ブラジルの領土ほぼ完成する。．

（オランダ対イギリス喰始をｂ，オランダは次輔に衰退する）

ゼスイト教団の追放始をろ。パンデイラスは地主と協力してオランダの擁刀を

打倒し，次第に自由独立の稲神を養成する。＊同時にイギリスの勢力燗大する。

ホゴイアスおよびミナス・ゾェラィスの「金・ダイヤ」の生産は急増し，ポルチ

ュガル移民は激増し，これの食樋として牧術梁発展する。

この頃よりキューバ砂糖開発され，ブラジル砂糖は大打撃を更ける。他方奴輔

の価格は急播レノルデステ地方は蕊退に向う。なお。この頃ポルチュガルは

印度を失う。

王室はＣユａ・ＧｅｒａｌＣｏＩｎｅｒｃユｓｄｏＢｒａｓユユをブラジルに設立し，

その貿易を独占するか，ブラジル人の反感たか宝ろ。

ポルチュガルの収奪的砿商主義は強化され，＊「金およびダイヤ」には1／５

の血税か探せられる。（農業は１／１０税）

ブラジルの総人口は約５０万，首都パイーアではき万人を数えろ。

総督府は大皿を派遣しＱｕＵｏｍｂｏの中心地を攻撃し，多数を奴隷にする。

＊本国とイギリス間に通商条約（Ｍｅｓｈｕｅｎ）が成立し，イギリス商品はプラ

１６０９

１６１０

１６２２

１６２８－５８

１６５０

1６２４－

１６５４

（１６５２）

１６５５

１６６０

１６８０

１６９０項

１６９５

１７０５

－６１－



ヴラジルウ1章経済史論

ジルに大愚輸出され，ブラジルの初歩的マニニプアクチエアは磯鰹される。

１７０７サン・パウロ市lと蕊文運jli1l（ｍｎｂｏａｂａｓ）勃発する。

１７１０レシープェの商人たち拭大地主に対抗して，市会を処投ナろ。

（ＧｕｅｒｒａｄａｓＭａｓｃａＣｅｓ）

１７２０独立迎勤は鉱山地帯のミナス･ゾニライニ雀たべルナムプコ地稲にも発生する。

１７２１項ブラジルの産金は燈盛期に入るが，王室の取ｴﾘi，浪磯に上hl，ブラジルの資本

諦欄は低調。＊コーヒーは上流祉会の飲料として幾塘される。

１７５０ポムパール時代始圭ろ。エスパナとポルチュガルは所世界の国境を脇鰯する。

ブラジルはリオ・クランディ・卜･ロスール地方を硴保十。この頃茜で王室の主

椀は壁面であ‐'た。

１７７５ＣｉａＧｅｒａ１ｄｏＧｒａｏ－ｐａｒ通ｅＭａｒａｎｈａｏ股立一アマゾナス地帯

の開発に着手する。同年リスポアに大地腿勃発し多くの人命と財産失われる。

１７５９ゼスイト教団は反政府陰謀の罪を問われ，母国方･よび杣氏地.【ｂ追放ざれ完全

に抹殺される。ヨー回ヅパの自由思想はしだいにブラジルに鐘及する。

リブ６３ＣｃｎｄｅｄｏＣｕｎＩ１ａ絃ブラジル｡Ｍ＝化γf命され，本拠をリオ・デ・ジャ

ネイ官にiMt〈，経済的には最悪状態と走り，イギリス弼本が流入する６

１７７０－７６半ブラジルの産金は世界の８５％を占め，ダイヤも鋪一位とたるが，ほとんど

イギリヱ虻吸収され，間も凌ぐ産出ftは急波十ろ。その反動として農業への投

謝再発する。同時に国内商業はようやく鯉んと左、，各地D71j場は篭合され，

国内経済発展に向う。綿花殿気も出現し，サソ・パウロ市は次第忙家茜の中心

市總となる。この頃ブラジルの朋発は順幽に進み，経済力は次第に母国を礎測
ナ鳥に至る．

１７７６サソト・イルデプオンゾ条約にｋｂブラジルの国境決定される。アメリカ合衆
国の独立はブラジルをjIill激する。

１７７７ポムパール侯追放され，ポルチュガルは反1,1に鱸じあ。リオ・グランディ・ﾄﾞ・

メール地帯の牧帝業次第に発展する。

１７８５蝋本国エｂ工業生壷禁止令発布される。

１７８８－，２ＴユｒａｄｅｎｔｅＳの独立遮勅勃発するが失敗に終る。当畔の総人口は５００万

余，このうち奴隷は１００万人と蚊えられる。

－７０－



このqH.と、ブラジルは乾燥牛肉の輸出をllll始する。

ヨーロッパはナポレオン時代に入る。この頃，ブラジルの経済簡肋は北部地

方に砂棚，タバコ，綿花，東部には鉱業，南部は牧帝業を主体に単一生産の

形体をとる。

ナポレオンの侵路に返り，ポルチュガル王ジロアン六世はブラジルに逃避し，

リオ・デ・ジャネイロ市急速に発1,十る。イギリスの勢力次第に期加すら。

ブラジルの政治・経済に関する折勅令（ＵＭ放勅令）発布される。

対イギリスとの通商条約成立し，過去三11t紀にわたる封鎖的ブラジル市甥(母

僅}の独占）は始約て解放されゐ。イギリスには＊蛾低関税率（７５％）を与

え愚。イギリス商品はブラジル1171紗に氾濫し，ポルチュガルおよびブラジル

潅莱は大打準をこうむら。

ブラジル帝[剰が宣言され，その政治地位は上昇ナろ。イギリスの指郵のもと

に自由経UPf政簸を採用し、外国移民を許可十るほか，職業を自由化する。

当時，ブラジルの高騒官職は本国人が独占し、これにたいする反乱は各地に

効もし，とく《こぺルナンプコにおいて紋化する。７k軒，王室はセズマリア充

外[制人腱も与えるか，始んとイギリス人の所打となる。この頃ブラジルの大

地屯Il1I1は腫確完成する。

イギリスの｣l[人摂政にたいずろ反感大か笈D，これを打倒する。

Ｄ・ジォアン六utkt皇太子誠)(政として本国に帰り，再びブラジルに圧迫を

加える。likjk子Ｄ・ペードロー世の即位。しかし，新型帝の絶対主義政策を

蛤〈・りことごと低議会と衝突する。この頃エリコーヒー景気始きり，Ni部地

帯に多くのファセンター出現ナろ.

ブラジルの独立宣言。〔政治的独立〕

初期のドイツ移民登場するが失敗に終る。

ブラジル対イギリスの奴隷貿易蕊1と条約にたみ。ココア次第に開発される。

対アルヘンチナ喚一ウルグァイ共和凶誕生する。ブラジル財政は懸化する。

ＢａｎｃｏｄｏＢｒａｓユユ，その他の3iifR行投立される。

ペート･ロー世拭退位し，皇太子を摂政として幾.丁。この頃の＝－ヒー生産は

世界の５０％を占め，その労働者（移民コロノ）は次第に増加する。

１８００

1８０８－２１

１８０１

１８１０

１８１５

１８１７

１８ＺＯ

１８２１

１８２２

１８２４

１８２６

１８２５－２７

１８２１－５１

１８５１

－７１－



プラ沙ル社会揺済史強

１８５１－５０各地に革命，暴動が勃発し，－時は無政府状態となり，＊Ｏａｕｄユユユｓｍｏ横

行する。

１８４０、、ペードロニ世の即位一各地の暴動は次館に平穂とたる。この頃よりｏアマ

ゾナスのゴム産業拾頭する。

１８５０＊「奴隷禁止協会」が成立し，間もなく奴隷貿易禁止法発布される。当時の年

１１１奴隷売買は密貿易を含んで約５万人に逝した．禁止法により奴隷貿易衝本は

次第に国内産業とくにコーヒーに投脅され,､他方「砂糖，綿花」は競争国の出

現に坐り急速に衰退する。‐

１８５０－５２対ウルグアイおよびアルヘンチナ戦，南部地方の皿人次館に勢力を得る。この
〔雛工業
の勃興〕頃より大倣のイギリス資本が流入しし鉄逝０港湾などの建設始堂ろ。

１８６０この年代に初期的大企業家，Ｅｙａｎｇｅ１ｉｓｔａｄｅＳｏｕｓａ，＊Ｅ、Ｆ･

Ｍａｕｇ（など登場し，Ｕ、ユａｏｅエｎｄｎｓｔｒ１ａも趣股される。＊ゴーヒー

産業は飛駈的発展に向い，ゴロノとしてイタリア移民激墹ナろ。

１８６４－７oウルグアイと共に対パラグアイ戦を遂行，財政．経済的には蛾懇状態となる。

１８７０共和党結成されみ。

１３７１摂政イザペルは部分的奴隷廃止法に畷名する。

１８７７

－１８８１北照部は大半魁にみ雀われ,多数の人口はアマゾナスに移住する。
１８８４～セアラ州は奴隷制を廃止し，これは他州に波及する。耶人クラブも同調する。

１８８８＊摂政イサペルは奴隷廃止法に署名する，当時の解放奴練数は約７２万人と算

定される。これにたいし，ノルデステの大地主は非常左不潤をもつ，他面共和

党力赦界を支配す。

１８８９皿部のクー・デタにより王制は廃止され，共和政国家となる各州の自治椀を鰯

小，経済的自由化の拡大を進める｡当時の人口は約１４００万に連す。外国の諸

産業さかんに進出する。〔経済的主椥たる〕

１８ＰＯＰａｎＡｍｅｒユｃａｎＵｎユｏｎ結成される。

１８９１躯蕊一次共和iilll憲法発布一Jｉｔ初の邸人大統領出現する。次代大統領の＊「Ｆ１Ｏ－

ｍａｎユｓｍｏ」あらわれる。

１８９３－，５海乖の反乱勃発，とくに南部地帯は内乱状魍となる。

１８１４狙込illj人のＰｒｕｄｅｎｔｅＤｅＭｏｒａユｓ（共和党）大統領に過出され，サン．
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ブラジル社会椛済史論

パウロの勢力は噸大し，国内の工業中心地に成長ナろ。

１８９６－９７パイーアにも反乱鰹発ナろが鎮圧される。この頃外国移民は１００万人に達し，

コロノとしてコーヒー産業に従頚する。同時に国内の問麗制生産も次第に発展

ナろ。これを＊「商業革命」と呼ぶ学者が多い。

１９００アマゾナスにゴム産業勃興ナろ。

１，０６罐初のコーヒー恐慌勃発一外国移民融域ナろ。コーヒー統紺1胎壷る。

（Ｔａｕｂａｔ６Ａｇｒｅｅｍｅｎｍ．（ブラジル，アルヘンチナ，ウルグァイpペ

ルーの「サンヂガリストルペノス・アイレスに集会をもつ）

１１０８日本移民も鉦場し，各国よｂの投資次鯏に瑚加する，労働組合迎励も盛んと左為、
■=しPⅡ●6■.■－

１９１０－１４サン可パウロ市急速に発展，コーヒー恐慌の結果，各州は移民誘致のため土地

分譲一I､地主育成政策をとる。

１，１フドイツに封し`⑪宣戦布告する。ヨーロヮパ②輸出は激減し，ブラジルに寧軽工
◆､巴一

業中心の産業莱命始生ろが，同時にブラジルIbI閥の形成も発足する。雪た製鉄，

鉱業さらに石油の開発もあらわれる。この年コーヒー景気は再発し，国際収支
0..■

も落し<改善される。

１９２０世界的コーヒー播要にとり，ブラジルは墹産に鱈じろ｡この頃より米国資本の

流入次第に幼加する。

１１２２共産党出現する。サンパウロ州は趣芯裕州とたる。

１１２４－２７不況一サン・パウロ州，その他に反乱瓢発、股初の世界恐慌の影禅あらわれる。

１９２６ＷａｓｈユｎｇｔｏｎＬｕユｓ（共和党）か大統領に当選，逝蹄その他の公共施没

の開発に努力すあ。

１１２７－２１＊膨大な外国樹本が流入し，直接投賢による大エ甥も出現するが，同時にブラ

ジルの民間財閥も拾頭する。しかし，経済大恐慌力勃発し，「コーヒー」価格

６ｏ％鱗藩する。

１９２８第四回全米会鍛桁上云テン・アメリカは米国と対立する。

１，３０陸軍のクー.デタに典1ｹLuis大統領は亡命し,Get｡,ﾕ。Ｖａｒ…(南

部地方を基盤）は勅労階級の支持によｂ臨時大銃鎮と左ｂ，国粋主養をとなえ

中央築椀へ向う。この頃より外国資本に対ナる反発と大池圭の勢力衰退が始雀

ろ｡

－７囎二



ブラジル社会繰済史鰭

金融恐fiii勃発し，多数の銀行は破産，深刻な経済恐慌となる。

「竃法主義者」たらはサン・パウロの特権を主張し大動乱を起す。財閥および

新興資本家次第に勃興する｡､人口の急増も目立つ。

米大統領Ｆ・ルーズヴェルトは「善隣外交主義」を打出す。

第二次共和国憲法発布され，ヴルガスは上院より選出され大統領となる。「国

民主義または国家主義」思想次第に怡頭ナろ－Ａ１１ユａｎｃａ党結成される。

「共産主義」革命一ペルナムプコ，リオ・グラソデ・トーノルテ地方に勃発す

るが直ちに鎮圧される。

虹部のクー・デタに』こり「新国家」体制が宣言され，ヴルガス独裁期始をろ－

そして「全体主義的国内統一」を目指す。ブラジルは次第に工業化に向う。

ヴルガス大統領は「新国家主義ＢｓｔａｄｏＮｏｖｏ」を実行に移す。

侭軸諸国に宣戦布告す。第二次世界大戦はブラジルに繁栄をもたらし国内諸工

業は急激に発展ナろ。中'１､企業の拾頭も次第にさかんとなる。

咽軸諸国の敗戦一「全体主義」の崩壊は，ブラジルにも影響し，軍部はヴルガ

ス大統領を辞職せしめろ。

第三次共和国Mii法発布され，ブラジルは次第に中央集権を強化する。他面，コ

ーヒー産業はようやく行詰りをみせ，国際収支も急激に悪化する。ＳＡＬＴＥ計

画発表される。ブラジル労働総同盟結成され，スト権を獲得する。

共産党禁止となる。幼労者，農民，学生，プルゾ回アーたちは「国民解放連動」

を起す。

ヴルガスは人民投票により大統領に再避される。この頃より人口はさらに急増

する。

北東部に再び大旱魅発生し，多数の人口の南部移動力端をる。禽允財政イソフ

レー物価鵬賢も始をろ。

軍部はヴルガスの引退を強要し，彼は自殺する。この頃エリプラジル産業の目

標は「工業と鉄」となる。

クルゼイロ貨の繋落，経済恐慌勃発する。

Ｊ、Ｋｕｂユｔｓｃｈｅｋ（ヴルガス派）大統領に当選する。多額の外国資本を導

入するとともに「経済五年計画ＭＥＴＡＳ」を発表す。

１９５１

１９３２

１９５５

１９５４

１１５５

１９５７

１１５８

１９４２

１１４５

１１４６

１１４７

１１５０

１９５２

１１５４

１９５５

１９５６
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キューバの社会主義雌命。

折勧都ブラジリアを腿没し，奥地（鉱山）jMfの蝿発に繁り出す。Iiil僻に

ＬＡＦＴＡを結成十ろが，国際収支は極庇に鰹化し，インフレはようやくiIt大化

十る。ケネディ大統領は「進歩のための同IML」を提唱する。

爺折党のＪ・Ｑｕａｄｒｏｓ大統領に就任し，憲法を改訂し議会政治に向うが,

６カ月磯耶部忙JED辞任せしめられる。Ｊ、Ｇｏｕ１ａｒｔ犬競領に当選し，社

会政筑，土地制慶の改革，インフレ防止に勢カナろ。各都市における外国およ

び民IEIの独占商本挺うやく頭蒋となる。

圃蝿投禦にｋｂ錨会制度を廃止ナろ。コロノの土地斗争激化する。

Ｇｏｕｌａｒｔは江部のクー・デタIこより追放され，代壼爵て０色ｓｔｅｒｏＢｒａ－

ｎｃｏ元帥が上院の避けiに坐り大統領となる。

国家街本主義の捨頚、進歩的学者たちは追放に会う。計画経済推進されるが

農地改硴院（ＩＮＢＲＡ）を剛投十る。

１１５９

１９６０

１１６１

１９６３

１９６４
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