
ブラジルの農地改革と移植民事業

石井陽

ｌ農地改革のムード

ラテン．アメリカ社会問題に造詣の深い米国の社会学者Ｔ・リーンースミス（Ｔ・Ｌｙｎｎ

ｓｍｔｈフロリダ大学教授）は，最近のブラジルにおける農地改革のムードを肝して，新

鴎テレビ，ラジオ，及び州．連邦議会の譲掲等において農地改革（ReformaAgrAria）

に係る用騎が頻繁に使用され氾濫していること，１１５，年以降，ゼプリオ・ヴァルガズ

からソｇン．ゴラールに至る歴代の政梅において，農地改革は，その施政方針のなかで優

先項目であったこと，このため金持の投機家が接収された濁合の高額補償を当てこんで広

大な土地の買占めを行な－ているという１W報すらあること・ブラジル大学社会科学研究

所（エロｓｍｔｕｔｏｄｅＣ１６ｎｃユａｓＳｏｃユａｉｓｄｅＵロユｖｅｒｓｌｄａｄｅ

ｄｏＢｒａｓ１１）の図替目録によれば，農地改革及び関連問題に関する出版物は

１，１６４点に達していること，ブラジルだけで州・連邦議会に担出された農地改革法案は

三百余に連していること，同じ農地改革という用語でも，階層別職業別に理解の仕方が

異なり，同床異夢であって，土地たき貧漫は大土地の接収とその貧農への分配を意味する

こととのみ理解し一方の極にある大地主階級は，BHL案生産の機械化による構造改善を意

味するものとのみ理解していること，等を指摘している駐Ｌ

最近のブラジルに一定期間生活した人は，リーン・スミスの指摘しているような現象を

実感し，共感を禁じ得ないのではないかと思われる。

このように，二＋年来農地改革という用陪が空軽しムードは盛り上っているが，土

地接収を伴う農地改革を実際に具体化しようとすると,その政樋の命取りになるというの

が実１Wのようである。例えば，１１６４年５月，ゴラール政椒の末期に，補償条件が不明

瞭な戎歯に，国道や鉄道の両側１００キロ以内にある１２００エーカー以上の空地を接収

して貧農に分配するという土地接収令と，坦低武金を基準として部屋数にスライドして￣

律に家賃を公定するという家賃統制令が公布されたか，これは不動産からの不労収入に期

待し依存している保守的階級に対する衝撃となり，土地接収は憲法が保障する私有財産を
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制限することにたるから憲法の原則を極るのであるという大義名分の下に街頭に極憲iiRiih

が起り，５月末に､[隊と民間義勇軍が合体して艘愈革命に発展し，ゴラール政撫はあえた

く崩壊し，同年４月に乖事政権が発足して現在に至っているわけである。即ち，この極意

革命とは，左の右に対する革命では旗〈，右の左に対する革命であったわけである。

さて，この正珈政権は，土地接収令と家餌読制令を契機とする革命によって成立したも

のであるがォ政椛担当後の歴大な法律改正の一理として，半年余を経た１９６４年１１月

末には，法祁第４５０４号（ＬｅユＮｇ４５Ｄ４）に上る土地法（ＥＳもaでｕｔｏｄｅ囮erra）

を制j己公布し，農地改率の路線を布いた。しかしながら，この政権の成立縫純からいっ

ても，避地改瀧実行の法律としては徹温的戒ものであり，一般通念における段地改革とは

やム異なったものにたっているのは当然といえば当然であろう。ラ米諸国は何れも，１９

６１年に，「進歩のための同盟」の基礎となるブング・テル・エステ憲章第１部の（６）に

おいて避地改革実施に係る国際的約定を行左っており，ブラジルとしても，そろそろなに

か恰好をつけねばたら左い時期にきていたといえる。プンタ・デル・エステ憲章の国際的

約定には，坐地改革の実施について「各国の特殊性を尊立した上で促進すること」の保留

が付してあり，と▲に含みがあり，国悩の特殊性を理由として，農地目に革の語義を広狭い

つれにも解釈する銅也があるが，ブラジルも，その国慌の特殊健を大いに薄正している。

燭Ｔ・ＬｙｎｎSmith，StudiesofLatinAmer』canSocﾕetｴas，１１．Ｙ、１９

７０，ｐ５１６～ｓ１７ｎｐ５２８．

Ⅱ国情の特殊性

第２次大戦後の日本の農地改革が，徹底した形で行なわれたのは，擬ね次のような頚由

に帰せられるのではないかと思う。

(1)占領という柿威の下に地主の既得術を抑えて，強行できたこと。

(2)坐民の側にも，土地が与えられＬば，すぐ自営できる準備が整っていたこと。それ

には，日本の徹底した義務教育制度の普及か支えにたったこと。

(3)営ffjtjL模が平均１町歩程度だから，自家労力で経営が成り立つこと。従って，全部

の避民か自営腱に昇格しても支障ないこと。

(4)国土が狭小であるから，接収を抜きにしては,坐地改革を実行できたいこと。ｅｔｃ｡
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ブラジルでは，これと逆の事傭か，徹底した農地改革実行の阻害要因として作用してい

ると思われる。即ち，

㈹ファゼンディロ階級か政界で隠然たる勢力を維持しており，これを抑えて強行でき

たいこと。接収を行う場合には，充分な補償が必要になること。

仁）国内の地主ばかりでなく，外国人の地主か相当あり，ブラジルにおける外国人所有

両inはリオ・クランデ・卜゛・メール州の面積に相当するといわれる餌外国人の土地

を接収する掲合ｂ当然国際法上の一般補償原則である，適正な，衡平を，早急な

（Adequate，equal，andprompt）補償を求めてくることは必至であること。

とくに相手が米国系企業の掲合は，６カ月以内に正当な補償を行なわないと援助を打

ち切るという，対外援助法に対するヒックンルーパー修正条項（H1ckenﾕooper

Amendment）を発動される倶もあること。

㈹すてに借地炎分益農の段階に達している－部の農民はとも角として，ファゼンダ

経営の労働の担い手である，カマラーダ（camarada）と称せられる農業労務者の場

合は‘殆んどが文盲であり，プランテーシ画ン農業における単純な肉体労働には強い

力､知的な労働には弱く,土地だけ与えられても経営の能力がたいとみられること。

㈲ﾌｧｾﾞﾝﾀﾞのみならず）自営段階に達した良民IEL最低２０町桑30町歩の営

農面積を必要とし（地域ＢＬ営農作目別に若干の相違はあるが），従って自家労力だ

けでは経営が成り立たず，大なり小なり低賃金のカマラーダの労力に依存せざるを得

ないこと。従ってすべての農民が自営農になったとすれば，ブラジルの農業そのもの

が、現状で徳立ちゆかなくなるであろうこと。

そういう人力依存を脱却するためには，機械化導入がその手段となるが，多くのコ

ーヒー，綿，砂糖等のプァゼンダにおいては，植栽間隔からして，人力依存を前提と

しているため，先進国で開発された大型機械の車輻に合わず，樹MH風化が人力に代替す

るためには，植栽間隔を機械の車幅に合わせるという榊造改善から始めねばならない

であろうこと。

㈱日本の２２倍という広大な国土に日本の人口をやL下廻る人ロを擁しているのであ

るから，敢えて，プァゼンディロの土地を接収しない左でも，国有地，州有地等の提

供による植民地（nucleoco』oma1）形成という方式で農地改革らしきものを実行

する途があること。
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以上は，腱地改革の阻害要因と考えられるものを列挙してみたわけであるが，阻轡要因

ばかりではなく，その一方においては近時の工業化政策との調整にも関連して，股地改革

を促進せざる゛を得たい要因も，少なからず存在しているＣｌ９６４年１０月，土iIh法（

EstatlubodeFerra）の法案を国会に艶出した際のカステロ・ブランコ大統領（当時）

の教普（mensagem）のなかでも，工業化との関迎における促進の必要性か強調されてい

るが，それは単たる作文ともいえまいであろう。要点を拾ってみると，次の上うなもので

ある。

(a）近年の工業化の進展と人口の都市染中傾向に伴う食糧供給源の確保

(b）農村における生活水準の向上をはかり，工業製品の国内消費市場の拡大

(c）農村と工業都市間の相互依存関係は，ブラジル開発の鍵であｂ，農村と都市IHIの人

口移動に均衡を保つよう，農村から都市へ流出する労働力の職業訓練をはかり，都市に

尼用機会を股けると共に，鰹業の活励範囲を拡げ，股民が農村に定若できる基盤の醸成

をはかること。ｅｔｐ．

カステロ・ブランコの教警は，如上のi9L地改革促進の必要性に副い，地主のなかに土地

を農業開発に用いず，新らしい交通路の開設，新らしい集落の建設，電化，ダム処投，公

共事業一般，又はその他の公共的活動の間接的な彩糎による地価の上昇のみを考え，地価

差益を目当てに，大土地を未利用の左ム放凪しているものが多く，それらの怠慢な不在地

主の遊休地については，接収，貧座への分配を示唆している。

たしかに，ブラジルの地方を旅行した人であれば，行けども行けども遊休地の続く風溌

に接したであらうが，ブラジルの土地制度の病根は，封建的たう丁ゼンダの経営にあると

いうよりも，広大な遊休地の放置（その多くは諮奪幾法の跡地であり，申訳程度に放牧さ

れているところもあるか）の方に参るというのがブラジル的な見方である。従って，フ丁

ゼンダのほかに広大左未利用地を有ナろうティフンディオは批判の対象にたっても，所有

地を開発しているファゼンティロの場合は必ずしも批判の対象にも接収の対象にもならな

い。

土地法は，単なる鯉地改革法ではなく，渋莱開発法とも呼ぶべきものであると大統領の

教替は語っている。土地法第１６条は,ミニフンディオもラティフンディオも段階的に廃

止してゆくことに農地改革の目標を暦いてはいるが，段階的友廃止（gzadu型ｅ工もﾕﾛ?萱。）
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といっているところにとの法律特有の生温さかある。

ブラジルでミニフンディオでもラティフンディオでもない中産農家というと，ヨーロブ

パ移民及び日本移民（戦後は移住者）に該当者が多い。これら外国系農民は，戦前はコー

ヒー園の契約コロノとして入国したものが圧倒的に多いか，をた当初から特定の官営又は

民営の植民地（ndcleoco1onLaユ）に自営農としてロッテを買い入植するという例もあ

る。契約コロノとして入植したものも，終身1,用且で終る人は少弁〈，１，ｓｏ年代コー

ヒー不況の際，光りに出たファゼンダの土地の一画を購入したり，或いは既成の植民地の

ロッテを購入して入植したｂ，都市近郊の小面積の土地を購入して近郊農家とたったり，

様点を経路をたどり，そのなかからは，コーヒー王といわれるエうなファゼンデーロも輩

出しているが，平均的には，ファゼンデーロとカマラーダの中間を埋める中産農家という

階層を形成しているといえる。従って，ラティフンディオでもミニフンディオでもない中

産農家を育成するということが本当に農地改革の目棟ならば、外国移民がその先lm的な存

在にたり，パイロプトファーム的な役割が期待されることになる。

Ⅲ改革の現状

との１９６４年の土地法を基礎とする改革は，６年余を経た今日，どの程度進行したで

あろうか。一口に宮って，日暮れて道なお遠し，の感か深い。実級といえIdRb次のよう左

もの力挙げられるであろうか。

（１）所輔官庁の強化

沿革的にみると，ブラジルの農地改革及び移・柧民駆業を管轄する機関としては，１９

５４年に農務省の外周として設立されたエＮエＣ（エnetﾕ…。Naoi｡､aﾕ。ｅエmgra霞。

eOolon1za9百ｏの略語．内国移植民院）が最初の独立槻関であって，大ｌ５Ｅ領府の移植民

審議会，労働商エ省の移民同及び農務省の土地・植民局を統合したが，１１６２集委任

法１１号（Lel-DelegadoNo、１１）によりＳＵＰＲＡ（SupemntendancladePolL

ticaAgrＡｍａの略．農政庁)力設立さねエＮＩＣのほか，農務省の社会局及び農地

改革審甑会がこれに吸収された。しかし，土地法に華づく農地改革及び農村開発の基本線

に沿って，イメージ・チェンジの効果も計算に入れたのであろうカミ１９６５年４月に，

ＳＵＰＲＡを廃止新らたにＩＢＲＡ（エnst1tutoBras1le1rodeReformaA□Arla

の略．ブラジル凰地改革院）及びエＮＤＡ（エnsmtuLoNac1onaldeDesenvolv1－
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mentoAgrArloの略．農村開発院）を股趾した。大雑把に言うと，エＢＲＡは政策機

関，とくに農地改革の遂行上必要な，ブラジル全土の土地分類及び土地台帳の作成，農

村地租体系の再整侭，収用と分配等を担当し，IＮＤＡの方はどちらかといえば実施機

関でｗ植民事業ｐ農村開発，協同組合，農村皿化等の助成を担当することになっていた

が，両機関の業務には，実際上，並祖が多く，結局，昨１９７０年７月に，ＩｌＪＣＲＡ

（エnBtﾕtutoNacLonaldeColon1zaP盲。eReformaAgrar1aの略．ｈＵ民・農

地改革院）に再統合された。

このように機関の統廃合がこり匠三伝している鯛とかく農地改革の進行の渋滞が所輔

機関の非能率に伝嫁され，改組の契機になっている。しかし職員は変っていない。

（２）収用と分配

１９６１年８月１２日，リオ・デ・ジャネイロのパルガス経済研究所主悩で農地改革

購座が開かれ，当取集団からも賦貝が受爵した鯛その際得た冊?報では，ＩＢＲＡは，

過去４年間に約４０００家族に地梱を与えた，しかしその４０００家族は計画的に行な

った農地5k草目的による地梅の交付ではない，従来から大地主のファゼンダに不法占有

者（posselro）が多数はいり込んでおり，それにＩＢＲＡが仲介して正式に土地取得

させた由である。ブラジルの大地主には，日本の－県か二県に相当ナろ面租の土地を所

有しているものがさらにいるから，その遊休地に不法占有者が虫食い的にはいり込んで

くるのを完全に防止できない。左かには地主に気付かれることもなく一定面積を時効取

得できる例もある。ＩＢＲＡの収用と分配は，いわば無鯖者を範に入れるあっせんなの

である承それも無償取得をあっせんするわけではない。poBBelroが占有している土

地を，エＢＲＡが最高２，年,通貨価値修正条項（oorrolaomonetAria）付きの長
～

期公伍引当に地主より収用し，公債と同じ条件でposseiroに年賦払で分骨貝するという

ものである。因みに，土地法と同時期に，即ち１ワ６４隼１１月に，連邦憲法１４７条

が改正され「連邦は，国家経済審醸会の定める指数に依る正しい通貨修正を行なう旨

の条項付きの，最高２０年の年賦償還の特別公債による事前かつ正当な補償を支払った

後において，良地の収用を促進することができる」旨定められたのであるが，この収用

方式は，憲法１４７条に準拠しているわけである。

国家経済審騒会の定める指数に依る通貨価価修正（corre9aomonetAr1a）の制度
～

は，軍事政繊の初代企画相ロペルト・カンポスカ:発案したものだが，色と左伎栴の価価
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修正に採用されている。しかし，農産物の値上りは（とくに農家の庭先価格のそれは），

インフレ下において，一般物価のそれに遅れ勝ちであり，収用の補償を農民に転嫁する方

式は，避民にとって負担過大であり，ＩＢＲＡも頭を痛めている。

エＢＲＡが所轄する農地改革基金は，連邦租税収入の５％の特別割当，内外の贈与、借

款連邦政府によって徴収される道路改良等の負担金等であるか（土地法第２８条），こ

の資金は当局の運営費にあてられる程度のもので，とても収用にあたって地主の満足する

補償の支払には廻らないようである。posseﾕｒｏの占有地でなく，直銭大地主の土地を

接収する場合は，連邦憲法１４７条の追加条項に上り，建物のよう表地上施設物は現金で

補償されることになっているが，その支払はこの農地改革基金を原資とするのであろう。

（３）地租体系の再編成

従来大土地私有制を支えていた柱の一つは，ラ米諸国に大なり小なり共通していると

ころであるが，農業地租負担が無いか，或いは無いに等しい程軽いか，によるところが大

きかった。ブラジルでは，旧憲法では，農業地租（ﾕmp6BtoterrlLorlaユruraﾕ)は州

税であり，早くから農業地租をかけたのはサン・パウロ州であったが,他の州では&&業地租

のないところか多かった。１９６４年の憲法改正時に，州税から連邦税に変わり，その徴

収額は郡に還元されるという制度に変わった。この狙いは，全国一律に農業地租をかけ，

大地主の遊休地保持を困難にすることにあった。因みに，憲法第２２条第１０項第１号に

より，

農業地租は，２５ヘクタール未満の農地には，その所有者が他に不動産を持たず，自ら，

又は家族と共に耕作している場合に限り，免除されるもので（旧法では２０ヘクタール

未満），遊休地の所有者には亜税をかけ，土地を有効に利用している所有者にか▲ろ負担

を軽減しようとする狙いもあるのである。

累進地租の考え方は，土地法上，さらに明確に打ち出されている。

土地法第５０条にエリ，地租の基本額は，持主の申告に工る素地価格さたはエＢＲＡ土

地台帳評価額の0.02％の割合で算出される承とれに面積係数ｵｪ掛けらね同条第１項

により，総面租がm6duloと呼ばれるその地｣Ｂ２の標準営農面積の平均値に等しい掲合は係

数は１，，６．uﾕ｡平均値の１０倍宮では係数は１．５，１０倍以上５０倍までは係数２，５０

倍以上８，倍玄では係数は２．５，８０倍以上１５０倍戎では係数３，１５０倍以上５，０

倍さては係数５．５，５００倍以上６００倍宮では係数４，６００倍以上は一律に係数4.5

￣
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というように累進率が加算される。この面祇係数のほかに，さらに立地条件係数社会条

件係数が加算され，雀た，当該土地が適正に開発され，j1HkZiE加工も進んでいるｋうな溺合

には,経済1噸性係数によｂ若干累減されることもあり，このような多角的な算定に.1:、，

地i租額が決定される仕組みにたった。

（４）土i似区分，土地台帳の整備

とのとうた地租賦課の基準となるものは，±地法第４５条－４６条に立脚する，ブラジ

ル全土の土地区分（Ｚ､､ごamenzo）と土地台帳（Cadasもｒｏ）の整儲である。このた

めに，エＢＲＡは全国の土地所有者に鍵付不動産所右椛申告響（Declara9貢。ｄｅＰｒｏ・

pmedadedeエmoveユRural）と称する詳細な申告用紙を回付し，記戦させ，提出さ

せたが，申告内容は，当該不動産の所在，所有者名，所有者のステータス（法人の樹合は，

設立日，資本金，定款，登記錫所，法人のカテゴリー，自然人の場合は，鑑識手帖の’イ

ブ，生年月日，国鮪，出生地，学歴，農地内に居住の有譲農業ﾀIJI又入の有無，自家労力

の数等）所有者の状想（当該農地以外の農地の所浦｢の有耗管理人の有譲共有か否か，

等），農dlh開発の状態（選業労務者の有驫他山讃たは分養蝶への賃貸の有無)，使用人

の状態（常l1i人謹農繁期における蔑時厨鮒数，使用人の登録の有繧使用人への雑貨売

店直営の有繍使用人に対する私的貨幣代用券（va1ssborosetc．）にとる支払の禁

止を遵守しているか否か，等）･住居および衛生の状憩（鰹地内の家族数，戸数ｂ住宅の榊

遣便所の数，井戸，泉，水管口の数，等）教育の状憩（錐地内における初等教育骸当児

童数，所右者直営の学校の右驫有る場合には，所有者による何分の援護の有無，等），

技術水準（宮殿収支の記録状況，±識保全輪作；病虫害対策磯械化等の状況），周辺

交通状況（」it低限，生産諭の取引吉たは商品化をたしうる最寄りの市又は町の名，その距

離，幹線支線道路，水路の状況とくに雨期による交通違断の有簔），生産iiDの出荷先

（自家加工か，仲買人，卸商人，加工業議産業組合州機関への何れの出荷か，消跳者

直光か等の出荷先の追求），作目別営農両H1（図芸作永年作，短期作ｉ中家吝飼銭大

家畜飼鵜杣総別の営鋒面積），農地の而概（ｈａ）配分（所有者自身の耕作而祇，分

益の面談，魍也而祇，作物畜童植林に利用の而祇，利用不能地面rjR，利用可能地面秋，

利用可能地であるが未利用の面積），利用可iE地の区分（森総セラード（ＷＨ木林），蕊

原，平錘也，波状地，山地，の分類別而禰百分比），不Iih室の価格（素地価格に，処築物，

永年作物自然林さたは劉林の価格等を加算），生産物の価格（飯流生窪物の価格，自家

●
●
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消費・貯蔵生産物の価格ｂ分益匙の生産物の価格，借地農の生産物の価格，等），基本的

生産物の作付面積（ｈａ）と生産趾（農産物のみならず，牧場面積と頭数羊の羊毛生窪

赴と頭数），農業金融の利用状況（金融機関別産業組合，個人融資も含む），納税状況

（地租販売税等の過去２カ年分），所有宣允は占有の性格（個別鰯入か，民営または官

営植民地のロッテ鴎入によるものか，一括払か予約売買か，公有地の寄贈によるものか

遺産相続力、Ｂ寺効取得か‘単純な占有か，等），所有極に関する証書（私署証香，公正証

書，遺産相続法定書，出資契約，の別，および登記の場所関連登記番号等），等の質問

事項を網羅するものであって，とかく農民に文盲が多いだけに代鉦になり，農民泣かせて

あったようだ。戦後の日本人移住者の場合も，日本語では文盲でないが，現地語になると

文盲同然の人が多いので，当事業団の戟貝が，直轄入植地の場合は，手伝ったような例が

多い。

この申告に対し，ＩＢＲＡ職員が実査し（実査が建前だが，実際はその余裕がなかった

模様），地租徴収の面積係数立地条件係銭社会条件係数，経済収恭絆係数，等を弾き

出したようである。勿蹟，土地台帳整傭は，徴税目的ばかりでなく，これから広く農地改

革目的に活用されることになっている。

（５）標準営農面積の設定

ミニフンディオもラティプンディオも段階的に廃止してゆくという趣旨に副い，農地の

分割による零細化を防ぐため,エＢＲＡ特別指令第１号（１９６５年ワ月，５日）の附表６

により,土地の等級（ＡｕからＣＤ室で９等級）と作物のタイプを組み合わせ，標準営農

面積（M6duﾕｏ）が定められた。
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土地等駁別と作物Ｔｍ別の標準而菰表

(単位ｈａ）
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疏菜
縫潮
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Ａ１ の １ID １５ 1４－ ５［０ ４円 Ｚｎ
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Ａ２ 曰 １鷹 ２０ ２２ ＢｌＵ ６[Ｉ ５[0

Ｂ１

町
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Ｂ３ Ｚ ２１５ ５１８ ヨ随 ７に ９[0 ４５

０１ 、 ５［０ ５僧 ４片 ９１０ １１０ ５１０

０２ ５ ５５ ４陸 司り 11匹 １１５ ５１８

０９ ５ ４m ５１０ ５５ １１［ １２ｍ Ａ「

注１．Ａ，Ｂ，０，，は大枠の地域区分。

ａ.，Ａは，キロメート"あたり住民1001000人以_'二の平均人口を擁する地

理的区ｊＪＬ

ｂ．Ｂは，キロメート"あたｂ住民６０，Ｃｏｏ乃至１００，０００人の平均人口

を鍬する地理的区鍵

ｃ、Ｃは，キロメート"あたり住民５０，０００乃至６０，０００人の平均人口を擁

する地理的区域。

。．Ｄは，それ以外の地蔓的区域。

注２．ＡとＢ区域は，Ａ１，Ａ２，Ａ３およびＢ１，Ｂ３，Ｂ３の三つの~F部区域に細分さ

れる。

ａ，Ａ１おエびＢｕは，人口５００，００O人以上の都会を包括する区塊

ｂ・Ａ２およびＢ２は，人口５０，０００人ＬＬ上の都会を包括する区鍵

ｃ・Ａ３お上びＢａは，人口５０，，００人以上の都会，もしくはその境界にお

いてそれ以上の都会を包括する区域に隣接する区鍵

注５．Ｃ区域は，Ｏ，お上ひ０２の下部区域に細分される。

ａ、０１は，人口５，０００人以上の都会を包括する区域，もし<ほかユろ区域

に隣接する区域。
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b，０＄は，その他の区域で，Ｃクループに対し設定された限界のなかに納戎る可能

性あるもの。

（以上の法的根拠は，１９６５年，月１日付エＢＲＡ特別指令第１号の第７条及び

付表６．

DarcyWalmorZ1betm，Legﾕsla愈。AgrArlaBrasﾕleﾕra，Ｐｏｒｔｏ

Ａﾕegre，１１６８，ｐｌｌ６，ｐｌ４６所収）

このような線と面による全国の地域分類と作目のタイプを組み合わせて，地域別作目

別の標単営農面積が設定された。そうして，この標準営農面積に達しない農家カキいわゆ

るミニフンディオと分類されるわけである。従って，ミニフンディオを廃止するという基

本方針より，このモドロ以下の新規の土地売買は禁止されたのである。

改革の実績としては，以上の主うな５点が主なものでないかと恩われ日本的な概念に

おける8日｡鎚戊草とは異なってはいるが，ブラジル的には徐点に進行しているといえる。

なにしろ，日本の２２倍会という国柄であるから，その土地区分（Zoneamento)，土

地台根（Oadas6ro）を整理するだけでも大作業であり，それに華いて漸く，ブラジル

のなかに，どの位のファゼンディロがおり，どの位のラティフンディスクの遊休地があり，

どの位の自営劇ｂ借地』匙分益鍵不法占有者ｂ農業労務者がおるの70b，という見当がつ

いたというところであろう。今後，このデータをどのように使う左前向きの改革に活用

する力、単なる徴税手段として使うカヤが別れ目になろう。

次に植民会社の見地工D，改革の現状に若干の考察を加えてみたい。

1Ｖ植民会社への影響

日本的瞬念における「植民地」とは，一国の海外領土ｂ搾取というようなものであるが，

ブラジルにおける植民地（Ｎ６･ldoCo1｡n1aﾕ）とは，自営農築団地とでも定義するのが

適切ではないかと思う。

ブラジルには，植民地と名のつくものは早くから数多く存在している。政府の植民地あ

り，外国資本にエるものあり，ブラジル人に主るものあり，そしてコーヒー桃Nb労働で小

資本を貯えた日本人有志が中心的な指導人物を核として年賦等で広い土地を人手し，何Ａ

植民地と名づけるものもあった。マラリア禍による悲惨な挿話がある承平野植民地上

塚植民地などがそれである。
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現在，植民地には大別して官営植民地と民営植民地がある｡官営植民地(､Co1｡ｍｚａ－

霞｡｡錘。ﾕaﾕ）とは，連邦政府または州政府が直営する植民地事業であり，北から言えば

アマゾンのモンテ･アレクレ，クァマ，ベラピスタが辿邦政雁即ちＺＮＯＨＡ直営の柧民

地，キナリー，タイアームトレーゼ・デ・セテンプロ，マタピ，カンポ・ウェルテ，エ

フジニニオ・サーレス等が所在州主允は巡邦直納地（囮errﾕﾋ､Federaﾕ）の直営植民地

東北ブラジルでは，ピウンガイツベラ，ウナ，リオ・ポニート，ピオ１２世等が述邦ＺＮ

ＣＲＡの直鍾植民地，ロザリオ，ムルアイガエストラー蕊・ノーパ，ジニセリーーノ・クピ

チープク，カーポ等が州直営植民地，南に下ると，リオ・デ・ジャネイロ近郊のサンタ．

クルーズ，パプカイヤ，が連邦エＮＯＲＡ植民地，サング・カタリーナ州の小麦植民地がエ

ＮＣＲＡ直営，隣接するセルソ・ラーモスが州直営，とたってV熟ろ。これをみても，官営植

民地の多くは，北の未開発地帯に傾いており，丁度，日本でいえば，北海道の開拓地のよ

うに，農地改莱というｆｂも地域開発に強く結びついている。

戦後の移住は，海外移住事業団の前身の一つである，日本海外憾会連合会のあっせんを

通ずろ，これら迎邦，州入植地に対する送出をもって始室ったので，上掲の極琿也の左か

には，一定数の日本人慈住者が入植している。海外移住巍桑団の今一つの前身である日本

海外移(i三i辰與tlk式会社も，１９５６年（昭５１）７月に，現地法人“ＪＡＭエＯ”－エmi-

gra9EroeOo1onlza9ErbLtda.(以下，ジャミック）を設立，バルゼア．アレクl/）

フンシャール，ジャカレイ，第２トメアス，ピーアール，ガクパラの六カ所の直営入杣地

を設定そのまふ海外移住:j『業団に引継がれている。

当団の性格，資金源からいえ感官営植民地であるが，ブラジル法上は，ジャミソクが

騒法人の移植民会社であり，従って私営植民地の取扱をうけている。ジャミックか現地法

人の形をとったのは，ブラジルは伝統的に，例外を除いては，外国法人格を認めたいこと！

とくにブラジル民法序法第１１条第２項は，外国政府及びﾀﾄ国政府が支配する団体はブラ

ジル内で不動産を取得できたいこと，を定めていることも考慮し，私法人形式の現地法人

というワンクプシロンを匝いて移植民馴業を行なっているわけである。

１１６５年（昭５８年）１０月，日伯移杣民協定が発効すると，ジャミックのgjl業突紙

が認められ，１１６７年（昭４２年），同協定１９条，第５５条おエぴ第５９条の按助に

つき，両締約国に補助的に協力する団体に指定され，私法人形態尤から，公的左性格を帯

びるに至った。

土地法が制定され，エＢＲＡ，エＮＤＡの組jliipｳｮ発足ナろと共に，植民会社の：j『業を農

地改革の一環として政策の中に組み入れるという樽えて臨んできた。しかし，それに.上っ

て植民会社がとくに受益したという』二うなことは，今のところない。むしろ，官庁の規制
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が強化され，ilI雑にたったというのが実情である。

例えば，エＮエ０，ＳＵＰＲＡの時代上り，植民会社，移民会社は，当該官庁への登録

承麗を要し，その植民地は，詳細な計画を付して，個別に登録承認を必要とした。しか

し，エＮＤＡ，エＢＲＡに改組されて，新らしい観点より再検討することにたり，植民会

祉移民会社の登録各入植地の登録を全面的にやり直すことにたったのである。

植民地登録は，単に造成，ロッテ割，分頚の計画でなく，教育，衛生営農指導の計画

及び現状，森林保留状況，農協，農業融資の利用状況地区内社会活動分誠契約の雛型
等を添えて，承認を求めるものである。

この場合｝審査の上で問題になるのは，－ロッテの面積が前節(4)の標準営農面積（ｍ６－

ｄｕﾕｏ）に合致するか否かであって，何れの植民会社も，分譲単位はm6duloに合致した

い場合が多く，植民会社側からm6duloの設定が広すぎる，これで燐かえって農民の独

立の障害にたる，という抗議が出たので，当局の方も登録の轡類を綿密に検討の結果，

当該地区の営農単位として支障ないと認定された場合は，例外を認める，ということにな

った。因みにブラジルの植民会社は１５社あるが，小型不動産屋程度のものもあり，大手

は，ジャミックのほかSOCﾕedadedeMe1boramentoseCoﾕomza9盲。（略称

ＳＯＭ回ＣＯ），Oo1on1zadorSantaOruzLtda・Cia．Ｍeｪhoramentode

NorbeParanAの四社程度であり，このうちでは，イタリア系のＳＯＭＥＣＯが抜群で

あり，そのマプトクロッソ州南部イピニエマ郡にある植民地は，面積２４９．１６７ｈａ，ド

ラードス郡から独立してそれ自体で一つの郡として独立するに至った程で，村作りを含め

た奥地の綜合開発の好例であるとして政府側からも評価されている。

農業地租（エ．Ｔ、n.）との関連も厄介になった。植民会社は何れも未分麺地や分議不

適地を抱えているカミそれにも機械的に遊休地としての面積係数を加算されるため，地租

が従来の倍以上になるという不合理が生じ，この歓悦に対しては，植民会社が結束して抗

議を申込んでいる。これに対し，ＩＮＣＲＡになってから，本当に入植者に分譲される未

分譲部分については両\l係数を引下げるという理解を示しているが，未だ完全に解決をみ

ていない。

１９６９年３月１０日，外国人BHI地所有制限湊統令法第４９４号（Decreto-Lei

No、４，４）が公布され，外国系植民会社には大きな掴露となった。この４，４号が公布

された背景には，近年，米国人の不在地主の土地買占めが目立ち，外国人の所有面積の総

計かリオ・クランデ・ド・エール州と同面積に達したといわれ、部のナシ匂ナリズムを
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ひどく刺戦し，耶部の独走によって公布された。従って，ＩＮＣＲＡは知らないうちに公

布されたといわれる｡・

ジャミブクは，伯国法上は内国法人であるが，資本金の過半が外国人に帰属しておれ感

外国法人とみなされるということになり，六カ所の直営植民地のうち三カ所注でが同法

の定める郡別国範別所有面積に抵触することにたった。､左允同法によれｌｉｂ永住の移住者

には土地分餓が可能な答だ力男同一郡内の外国人所有面積が砿塵される注で，丑H己同fが受

付けないたADb事実_し移住者への分餓がストブプしてしさった。

しかし，統令法４９４号に対しては，国内の世麓も批判的であり，新聞でも外国人移住

者の農業に対する貢献が強鯛され，改正を求める戸が高さってきたので，工部の面子もあ

るが，政府も改正法案を国会に提出した。改正法案は，永住弁ウ誠できる移住者にはモド

ロのヨ倍戎で無貯可で取得できること，５倍から５０倍堂での間は許可がいること，郡別

・国籍別外国人jｦf有面積の範囲は拡大されるとと尋を内容とするもので，国会審顧も概ね

終り，近日中に制定の辺ぴとなるj剋込である。これが成文すれIエレジャミプクの所有面積

も移住者への分函も問題がなくなる。

さて，以_しどちらかと旨えば暗い話題が多い承ロ1垂F６月のDecretoLell,１０６

号公布をもって発足した東北伯から北伯を貫き，ペルー国境に達する，５０００ｋｍのト

ランス・アマゾニカ国道建設計画に関連し，エＮＯＲＡが植民会社にその沿隷開発の協力

方を要6Wしてきている。

とくに，日本人は，アマゾンの胡慰ジュート導入に実績があるため，日系氏家を導入

する植民地の股定日本人の宮｣且技衡による入植者（現地人を含む）の宮公指導に強い期

待を寄せており，ジャミブクに再三勧誘にきている。問題は．今日の高度に文明化された

日本人の禍合ｂ』U他開発への協力に必ずしも向かないと恩われ安易に乗れたいものがあ

るのだが、日本として何ら空の形で，トランス・アマゾニカ沿線開発に協力してもよい

のではないかと，個人所見の範囲を出ないか，考える次第である。

最近移住と経済協力との関連が鱈皿にたることがあるが，移住が協力のペースにのり

うる方式としては，相手国の農地改革と地域開発への協力ではないかと思うのである。
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