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ｌはじめに

どこの国でも，社会階級は，大筋においてさづ土地と人間との関係から発生して，次い

で工業化の進行に伴左い，産薬資本家と都市中産階級，ブルーカラーの労働者等の新階級

力形成されるものであろう。そのほか，複数の民族で住民か構成されている社会において

壮，副次的ではあろうか，人種的要因も少左からず，階級形成に影響を与えているという

ことがいえる｡

ラテン・アメリカの社会階級といえば，とかく大地主と母奴的な下層農民との=毎軒会

でろク，その中間を埋める中間層は，あっても，極めて薄い，とい，のが‐般的な理解で

ある◎たしかに，との図式的な理解が，未だに妥当する国＄あるが，域内･先発国･いわれ

る〆キン＝，ブラジル，アルゼンチン，ウルグァイ，チリー等では比較的早くから階層分

化が進んでいる。結論的にいって，その階層分化は，独立以降流入した入国移民の影響を

受けるところが大き['も勿論，その影響の深浅強弱は因に上りかなり程度の差がある。

厳密な意味における入国移民は独立以降のことになろうが，植民地時代の排他的な移民

政策や身分固定的な階級形成が独立以降の社会を条件づけているところが大きいので，頂

序として，スペイン，ポルトガルの植民地社会の素描から入ると.とＡする｡‐

Ⅱ銭立前の移植民と階層形成

周知のように，スペイン，ポルトガルの植民地体制は，対植民地の貿易と移住を本国の

スペイン人，ポルトガル人だけが独占するという方式であった。スペインでいえば，セヴィ

ーリヤの通商院（ＣａｓａｄｅＣｏｎｔｒａｔａｃｉ‘、）がプ本国と新大陸との間の貿易，交

通，移住を苑する関所の機能を果たしてい7t◎

新大陸への移住をスペイン本国人だけに限定しておきながら，スペインはその渡銃者散

を制限し,絃っ７t･ポルトガルは,初期において,渡航奨励措匠をとったがﾅｴ:7世紀の

末頃パナス？ジエライニにゴールド・ラブシーが初さって，渡航志望者が急増すると

スペイン全棟，渡航制限措置をとる立場紅転じた。
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スペイン植民地時代の人口を，アルゼンチンのアソヘル・ローセソプラプト（Ａｎｇｅｌ

Ｒｏｓｅｎｂｌａｔ）のデータにより，＝ロンプスが新大陸を発見した１４９２年と７８年後の

】５７Ｕ年と話比較してみると興味深V､◎
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(出所：ＡｎｇｅｌＲｏｓｅｎｂｌａｔ，Ｌａｐｏｂｌａｃｉ６ｎｉｎｄｉｇｅｎａｙｅｌ

ｍｅｓｔｉｚａｊｅｅｎＡｍｅｒｉｃａ，ＢｕｅｎｏｓＡｉＴｅｓ，１９５４．のデータを

ＭａＴｉｏＨｅＴｎａｎｄｅｚＳａｎｃｈｅｚＢａｒｂａ，ＨｉｓｔｏｒｉａＵｎｉｖｅｓｓａｌ

ｄｅＡｍｅｒｉｃａ，Ｔｏｍｏｌ，ｐ、543よ，再引用）

この７８年間の間にスペイン人の渡来，原住民人口の自然増殖，無人の導入，混血とい

うエゥな人ロ増加要因があったにも拘わらず，全体的に人ロが２首万人余も減っている。

それはスペイン人の渡航者数の過少，原住民の搾取による人口減少，ヨーロブペ伝来の病

変の浸誕などの事実に帰せられるＣ

ｎ５７Ｕ年の人ロの人種別比率は，全じくローセンプラァトのデータにとると，下掲のよ

うな割合になる。
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９５．５Ｂ

ｌＵＵ

これをみても，一握りのスペイン人か９百万人程の原住民インディオを支配していたこ

とかわかる。少数鋼鋭であったかどうかは別として少致の多故支配であったことには間連

もヘ室'f苗

スペインにおけるアメリカ史の権威マリオ・ニルナソデス・サンチニス・パルパ教授は.

，上掲の白人人口を，セヴイーリヤの通商院に残っている登録渡航者名簿から霞ク出そう

とするか，下掲のように全部の年次のデータが揃わない－

ｌ５Ｕ９～１５１９２．７７５人（１５１８年の記録なし）

」５２ｕ～エ５２９２．１２７人（１５２ｕ～１５２５年の記録なし）

１５４Ｕ～1５４９７６６人（１５４１，１５４３～ユ５４７年の

記録産し）

合計１５．４８Ｕ人

上掲のデータから年間の平均登録渡航者散は４４２人となるので，記録のない年次をそ

の平均で埋めると，２４．４４８人に造り，これを加算すると，３９．９２８人になる｡このほか

に，不法渡航者かおり，不法渡航者散は登録渡航者散の最低５Ｕ％とする説から最高９００

詔とする説宮であるのだが，サンチニス・パルパはＩＵＵ錫を妥当とみなし，同数を加算

すると７９．８５６人という数字に連する｡さらに，登録，不法渡航者を含む現地桔鱈率を２５

％とみなし，－家族あたり３人の子供が出生したとすると，丸くみて６０.UijU人になる゜

そうすると，白人人ロは約ユ４０.ｏＵＵ人と造るのだが，とのうち死亡，行方不明者を差引

かねば童らないので，サソチニス・パルパはローセソプラブトの算定を概ね一致する､の
註】

とみている。

以上は，１６世紀後半宮での人ロの状況であるか，］７世紀，１８世紀の状況江，全じ

くＰ－セソプラブトの算定によると，次のような推移を示している｡

１７世紀の人口１０．２６０.ｕｕｕ人

１８世紀末人口】５．２５８.ＵＵＵ人
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人種別比率

１７世紀

６，２Ｕ銘

7.1Ｕ詔

８０９Ｕ詔

ａ８Ｕ９Ｚ

１８世紀

２Ｕ銘

８％

４６％

２６％

白人

黒人

インディオ

混血児

白人の人ロカ輔次伸び，インディオの人口が減ってきているか，とくに目立った変化は

，混血児（ｍｅｓｔｉｚｏ）の急カーブの伸びである□下掲にみるように，１８世紀はとく

に白人とインディオとの混血刀屯目限に達したといわれる。

エア世紀－１８世紀増減

インディオ８．４ｕｓ,Ｏｕｕ６，９２ａｕｕｕ－１．４８０.ｕｕｏ

混血児５９４.DUO４.Ｕ８ＺＵＵＵ＋３，７２９`２９Ｕ

白人の人口増は，移住によるもの（ｉｎｍｉｇｒａｔｉｖｏ）か，現地⑪自然増殖によるも

の（ｖｅＲｅｔａｔｉｖｏ）か，について，サソチニス・パルペか通商院の記録で調べたとこ

ろでは，移住数は１６世紀のペースと殆んど≦じ，もしくは減っている位であり，例えば

，１７２９年が４ユ６人，ユ７４６年か２８７人，ユ７８Ｕ年が３４７人であって，年平均か

３５Ｕ人，ユ00年かかつて３a０００人，２世紀で70.U00人，それに推定不法渡航者

、Ｕ詔を加算して､エ40.000人であり，１８世紀末人口の２Ｕ鬼といえば３百万人余
注２

に達するから，大部分が現地出生による増殖とみ左ければならないロ

ユ9世紀初頭の独立戦争は，全じスペイン人の血を引き左から現地生れのため高位高官

につけないクリオージ。（ｃｒｉｏｌｌｏ）と本国生れの故に特櫓を享受していたペニスラー

ル（Ｐｅｎｉｓｕｌａｒ）との白人同志の階級闘争とみるのが通説だが，クリオージ。の方か

数的に多勢であったわけであるｃ

ポルトガル治下のブラジルはどうであった力七スペイン植民地ほどの数字も得られず，

もっと漠然とした推定の数字しかないのだが，セルソ・フルクード〔ＣｅｌｓｏＦｕｒｔａ－

ｄｏ）によると，ブラジルの人口はユ６０ｕ年にユｕ万人，ユ７０ｕ年に多くても３０万人，
●●■．キ

ユ８Ｕ０年には約３２５万人に達していたようであり，そのうちの白人の人口はｌ６ＵＯ年

に約3万人，］70.年でも１．万人以内と推定されている。註３白人の人口は大体
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３Ｕ錫台ということになろうか，ブラジルにおける白人と非白人の区分は伝鹸的に印象

分類であって，血銃を辿った分類でないから，「白人」と称するものＬ左かにか左，の．

混血人口が含されているとみてよく，スペイン系植民地と，§白人の割合が高かったと

はいえ左叱

スペイン，ポルトガルともに，自国民以外の渡来を締め出した上に，自国民の植民者

の絶対数が少なかったことが後年の後進性の一因をなしているともいえる｡因みに，プラ

ラジル地理統計院（ＩＢＧＥ）の人口年鑑（１９７Ｕ年ＨＩＤの序文のなかに，「米国」連吉

って，初期のブラジルの住民の主流は，農業および商業を伝絞とする国から渡来した人

口より構成されていた｡ドイツ人，イタリア人のエゥな高度に工薬化された諸国からの

移民の渡来はずっと後のことであり，かつ北米に流入した数をずっと下廻るもつであっ

たという特歓がある□」注４ と述べている一節がある◎

米国の人類学者マーヴィソ・へリスＯＵａｒｖｉｎＨａｒｒｉｓ）は，北米における英国

の植民方式と中南米におけるスペイン，ポルトガルの植民方式の相違点を，それぞれの

本国の人口事岡に求める□即ち，当時のスペイン，鎖ニトガ”の両国が深刻な国内のマ

ンパワー不足に悩逹されてか，，新大陸の白人植民地に充分な人材を確保できなかった

のに反し，１７世紀の英国は，緬羊牧場転用のための地主による農地の囲い込み運動（

ｅｎｃｌＯＳｕＴｅｍＯＶｅｍｅｎｔ）の結果農地を締め出された貧民があふれてむ，，彼ら

か鍍航費を前借クし，渡航費衝務を労働で返済する年季奉公人（ｉｎｄｅｎｔｕｒｅｄｓｅ－

Ｔｖａｎｔ）になって新大陸に渡航したので北米⑳植民地は，当初,･白人労働力に事欠刀エ

ず，黒人奴隷の導入も連れたこと，これに対してブラジルの場合は，白人植民者の不足

分を現地出生の混血児により補完せざるを得ず，とくにポルトガ処人と原住民インディ

オとの混血であるマメルーー（ｍａｍｅｌｕＣｏ）を，白人と原住民ｉ黒人との中間的な階

層である半カーストに仕立て，奥地インディオの奴蔵狩りＯ所胴，パンディランテス）

黒人奴隷の監督，サルパドルを始めとする植民地時代の都市の防衛，逸亡黒人奴隷の奥

地部落キロソポ（ｑｕｉＩｏｍｂｏ）の討伐，それから植民地時代の植民者や奴隷の食糧

を生塵する中小自営氏，牧場においてパケーロ（ｖａｑｕｅｉｒｏ）と通称されるカウポー
1.●

ｲなど，白人にも黒人奴隷にも向かない,経済的,軍事的な観能に従事させ,活用した

こと，これに対して北米の植民地では，ブラジルにおいてマメ必一＝が果した食淫生産

健年季奉公人上，の白人の小自営民力護亭し，自由の民となった解放奴隷には碗乗場

か容易に見付からなかったこと，造どの両域の相違点を指摘している。注５

￣○一



北米の植民地紀おいて，清教徒やクウニカー教徒の上う左宗教的亡命者や年季奉公人出

身の中小自営墨が早くから育ったのに対して，スペイン系植民地では大土地委託のニンコ

ミニソダ（Ｅｎｃｏｍｉｅｎｄａ）制刀麺民地時代の末期に大土地湛有を翌めるアシニンダ（

ｈａｃｉｅｎｄａ）制に転化しロ７８９年），ブラジルでは，当初から大土地無償払下のセ

スマリア（ＳｅｓｍａＴｉａ）制刀護年のプァゼンダ（Ｆａｚｅｎｄａ）制に発展し（１８５０菊

，ラテン・アメリカ社会の癌となった大土地私有制（Ｌａｔｉｆｕｎｄｉｏ）の素地が植民地

時代に形成されたのだが）少数による大土地所有が許容されるに至ったのも，以上のよう

な人ロ事情を背景として理解されるものであろう。

注］ＭａｒｉｏＨｅｒｎａｎｄｅｚＳａｎｃｈｅｚ－Ｂａｒｂａ，ＨｉｓｔｏｒｉａＵｎｉｖｅｒ－

ｓａｌｄｅＡｍ２ｒｉｃａ，ＴｏｍｏＩ，（Madrid，1963），Ｐ､543-546．

注２ＭａＴｉｏＨｅｒｎａｎｄｅｚＳａｎｃｈｅｚ－Ｂａｒｂａ，Ｉｂｉｄ５，ＴｏｍｏⅡ，

Ｐ･Ｚ４ｇ－ユコ･

注sCelooFﾔrtado,Forma舅。EconomicadoB…ｉｌ，

ＱＲｉｏｄｅＪａｎｅｉｒｏ，1959），Ｐ，９３．（水野一訳「プラジノレ経済の形

成と発展」，98頁）．

注４ＩＢＧＥ，ＳｉｎｏｐｓｅｐｒｅｌｉｍｉｎａＴｄｏＣｅｎｓｏＤｅｍｏｇｒヨｆｉｃｏ，

ｑＲｉｏｄｅＪａｎｅｉｒｏ，197u），Ｐ、19．

注5Mar▼inHarriS,VlTheOriginoftheDescentRuleW

inＬａｕＴａＦｏｎｅｒ＆ＥｕｇｅｎｅＤ･Ｇｅｎｏｖｅｓｅ，ｅｄｓ．，Ｓｌａ－

ｖｅｒｙｉｎｔｈｅＮｅｗＷＯｒ１ｄ（Ｐｒｅｎｔｉｃｅ－Ｈａｌｌ，Ｕ、Ｓ・Ａ．，

Ⅱ969），Ｐ、５０－５５ヶ

Ｗ独立後の移植民と階層分化
■｡-●￣■キ

スペイジの植民地支配から独立後，スペイン系のラテン・アメリカ諸国はそれぞれ外国
~－－｡￣￣寺-

人および外国移民に門戸を開い7と。ブラジルはぅ独立に先立ち;汀ﾕ８０７年,:…ポルトガル
■■■=▲-Ｐ●

王室が夫ポIノオシに追われてリオ･･デ・ジャネイロに移った際う外圏人の居住と土地月f有

を認めた。独立後のスペイン人やポ処トガル人移民は外国移民（ｉｍｉｇＴａｎｔｅ９）に左
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った。植民地時代には，移民というよりも，征服者（ｃｏｎｑｕｉｓｔａｄｏｒ）でろク，植

民者（ｃｏｌｏｎｉｓｔａ）であった。移民とハラ用語壱便われることもあるが，それは内国

移民としててあった｡

ラテン・アメリカ諸国は何れも移民国と思われているか，若干の国を除き，独立後も，

一般に想像されている程の移民受入国ではな('七フランク・クンネンパウム（Ｆｒａｎｋ

ｍｎｎｅｎｂａｌｍＵ）によると，その理由は，政治的な不安定，大土地起有制，憤務氏奴制

峻厳に線を引かれた社会的な差別，生産的な企菜に対する投資上，も著侈や虚飾への偏向

，自力で勤労する人達に対するある種の蔑視，カソリプク中心の宗教的排他性，全体的に低

い生活水車左どに綱せられるものであり，これらの因子のすべてが，ヨーロブパ人の対外移

住の大きな減れを，米国，カナダ，オーストラリア，ニニージランドなどに向きを変えさせ

たのであるｃその例外は，アルゼンチン，ブラジル南部，チリー南部であった｡しかしチリー

南部のヨーロッパ移民は長続きせず，主としてドイツ移民であったロ

ブラジル南部とアルゼンチンにおいて，主たる移民は，イタリア人，スペイン人，ポルト

ガル人であったｏ１８２Ｕ年からエｇ５Ｕ年の問に，米国には50,ＯＵｑＵＵ、人力覇ご霧したとい

うのに，これらの国に定著したのはエＤｕＵｑｏＵＵ人以下であるcCPBz）南米を屋民移住

の場に開放しエゥとする試みも失敗している｡伝統的に開放的なアルーピーンとﾌﾟﾗｼﾞﾙｶE少数の

ヨーロッパ難民を受け入れた程度である｡その他は，ヴェネヅェラの例外を除き，受入絶

無に近児中米とメキシーについては，〆キン＝だけか移民を受入れた本,主として.，系

ベイン内乱後追放されたスペイン人達である｡Ⅱ９世I巳には．，キューペヘの大規模なスペ

イン人の移住が行なわれた｡しかし，全体として，ラテン・アメリカはヨーロプパ移民を．

■ｔｉｍＬ左かつたし，予見し得る未来に毒いては，外国人に対して現在よクも閉鎖的に左ク

そうにすら思われる｡急速な人ロの増加と過敏なナシ。ナリズムとかこの予見を裏付けて

余りがあるとタンネソパウムは予想している｡

室尤，クソネンパウムの挙げた数字的左データに主ろと。ラテン・ア〆リカヘの入国移

民の累計ユユ000.000人，その全部か永住定適したわけではないが,大雑把な内訳は，ス

ペイン人4.Coo､ｏＯｕ人，イタリア人4.Ｃｏｏ､ＵＣＣ人，ポルトガ処人2booonoo・人，爾余が

ドイツ人，ポーランド人，英国人で多ニゥユ９００年以降，日本移民３００．０００人が南米，

主としてブラジルに渡来した。数千人の中国人移民もべ雄一，〆キン＝，キューバ，トリ

ニグートなどに流入したｏ

そうして，締め〈ムクとして，クンネンパウムは，ラテン・アメリカへの限定的左移住

はある種の社会的な排他性の反映であるばかりで注ぐ，同化を困難にする襲度の反映でも－
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あることを指摘する◎ラ・パス，キトー，アレキーペの主うな都市に台ける外国人医師は

一生，外国人医師として終始し，その子供や係官でが，現地人と結婚しても，ドイツ人，

フランス人，米国人の子供であり孫であると刻印されるというのである。注1．

クソネソ';ウムの挙げる外国移民流入･阻害要因のうち，とくに大土地誕有制の存在が

挙げられているのは注目に値し主，｡－国の先進性，後進性を決める根本は土地制度に参

碁といってもめ雪ク過言ではないであろう。全じアメリカ犬陸でも、米国の場合は，独立

戦争，南北戦争，西部開拓がそれぞれ封建的な大地王制の解体，中小自営長の拾頭に観会

を提供し，ひいては社会の近代化を促したことに左るが，ラテソ・アメリカの場合は，独

立後pむしろ大土地私有制が強化，拡大される方向に傾き，社会階級を固定化する結果と

もなったが，その大土地私有制の存在が進取的造ヨーロプパ移民の流入を阻害するという

悪循を生じている｡

米国においてすらも，外国移民は伝統的に土地制度の古い南部を敬遼し，無賓力な移民

でも土地が取得できる「自作農創設法」（ｈｏｍｅｓｔｅａｄｌａｗ）が適用される地域へ
．注２■●･

の定住に集中してい星ｂ

しかし，それにしても，ラアシ・アメリカ諸国でも，低開発国ないしは開発途上国とい

う大枠の分碩のなかにおいて，移民を積極的に受け入れた国か後進住を脱却して先発国に

属しておク，移民が敬遠し，左いしは移民の受け入れに消極的堂士は閉鎖的であった諸国

力穫発国として低迷していることが傾向としていえるのである。宮た，同じブラジルの左

:かにおいても，移民が流入した南部，最南部が先進地域であり，社会階級の構成にも多様

・性があるがγ移民が少数しか入っていない北鄙，亜北部，中西部は停滞しており，社会階

、tも身分固定的であって，通近のプラジ”の高度成長からも取り残されている観がある◎

これは決して偶然では注しも結局，外国移民が出身国の社会思想，慣習，技術などと共に

渡来したことが，ラアソ・アメリカ社会に近代性を添えた大きな因子と言えるのではない

であろうかｂ
二+－､■

勿圓Bi，メキシコのエ，に，エ９エ０年の革命以来，その民衆の内纏的巧ビカに主って，完全
一ケ

■⑰ｃ･-●い■

とはいえ左い古でも氏地改革を実行に移し，宮た外国安本と癒着したカウデイリロ支配を
.￣必一

▽｡●
‘

●◆■

抑えた国も`あるので:；￣嬢にはいえな叱堂士入国移民も玉石混甫.てらって，全部が全部
,｡Q･■■

｡■■

近ft化に貢献したわけてはない力:，綜合的にみて貧富の二極社会のなかに中産階級を形成
-の・

する上で推進勢力となり，従来(D固定した静的社会をゆすぶったことは燭違い左いとこら
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であろう。

入国移民と中産階級形成との関連については，周知のように，ジａソ・』・ジ釘孑ソソ

教授の研究が最も権威あるものとされている◎ジョンソンが中間層（ｍｉｄｄｌｅＳｅｃｔｏｒ）
5F

という用語を使っている6,は,狭義の所得水準の中産措級という意味だけでなく，共通の

社会的発言を持ち，共通のグループ意識を持つ階層という意味を含んでいるからであろう。

シ画ソソンは，移民による中間周形成の場を都市に限定しており，入国移民は当初は農村

地帯に定着する目的で渡航してきたのだが，大地主の提供する届用枩よび借地の条件は，

往奇にして不満足のものであり，入国移民はインディオやメスティーソのようにその条件

に甘んずろわけにはいかず，方向を変えて，外国資本や外国技術者が当該移民受入国に対

し絶大な影響力を繩っている都市に種生じ,中間層を形成するものと描く。注３
ジ。ソソンによれば，ラテン・アメリカにおいて第エ次大戦前後より中間層ｶｺﾞ台頭して

きた国は，ウルグアイ，チリ－，アルーピソチソ，メキシー，ブラジルの５カ国であるが，

そのなかでとくに入国移民の比重が高かったのはウルグァイとアルゼンチンであるc・

ウルグァイへのヨーロッパ移民は都市に流入したロユ８８９年に，モンテヴィデオには

ユＵｑＵＵＯ人の外国人とエⅡ4,ＵＵＵ人の自国民がいた。ユｇＤＵ年に，モンテヴィデオの人

口が２７０，ODU人に達したときにも，その３分のZは外国人であり，童との３分の２にも．
。■．０．

－世上りのウルグァイ人ｶﾞｴ相当部分を占めてい7ｈ．彼らは商工業に従事する道を選びｊ子

弟の教育には極めて熱心,従って子弟は,法律,医学,中高等および大学教育,出版,官

界等の各界において地元クリオージ。と互角に鏡争する力量を示した。ウルグァイの二大

政党のひとつ，＝百ラド党は新来移民と協定を結び，その票を獲得したので反対党からは

｢外国人の政麹呼ばわりをされるが,実質的には第一党に壷を筐‘ －？Pb･ゴ

アルゼンチンは，他のラテン・アメリカ諸国に先がけて，外国資本，技術的なノーハウ

、熟練労働を導入した国である。バンパを世界で有数の豊沃な農業地帯にしたのは外国移

民であるが，ユ890年におけるプニノス・アイレスの人ロの５０，５が外国生れであD，成
_－－■B

長するプーノスヘの入国移民の影容も明白なものであったd入国移民は子弟のための学校

を要求した｡宮た熟練労働に対する需要は供給を超過した｡ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝの師範学校にお

ける在籍生徒散は，エＢｇＵ年とユｇユ２年の間に，ユ.３ＤＵ人未満から７．２０Ｕ人に増加した◎

ユ890年とユｇﾕ５年の間に，アルゼンチンの国立中学校の在籍生徒数は，約3.300人か

らユユ.ｴﾛ０人に上昇した。プェノス・アイレス大学の在学生徒数はｉ。８９Ｕ年とエ９ｺ２

年の間に，ｇＵＵ人から4,600人に増えた。公起立の小学校の在籍生徒は，ユ８９０年と
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１９１２年の間に，約３Ｕ0.ＯＵＵ人から７８０，ＵＵＵ人に跳ね上った｡

ウルグアイのコロラド党と全様，都市における入国移民の人ロをアルゼンチンの政治に

組み入れた政党は,急進市民連盟(uni６，口vicaRadical）てあり，中間閲

を地盤としていた｡注５

．ジ画ソソソは，ブラジルの都市における入国移民人ロは政治的に全く気力が注ぐ，アル

ゼンチンの急進市民連盟と入国移民との関係のようなものが盛り上らない，堂た中間園全

体の政治的覚醒が他の四カ国エク遅れ，１９２０年に漸く一つの政治勢力としての鯰郭を

なすが，全時代の他の四カ国と比較すれば依然として見劣りしていたという見方を下して

いる。ジ。ソソソは，中間層とは都会的なものであるという一つの前提を設けているので

,その視角からすれば，ブラジルの中間閥の形成は遅れたといえるであろう｡しかし，ジ。

ソソンも露めるように，］930年代に拾頭したリオ・グラソデ・ＩＦ・スル州を地蔓とする

ヴァルガス独裁政栖は，工業化を推進するとともに，サン・パウロの＝一ヒー貴族，ミナ

ス･ジェライスの鉱山貴族等の保守勢力を牽制する必要上，都市中間周を育成し，政治面

に引き入れ,近代的な労錐を墓傭してその支持を確保し７to注６
．以後，ブラジルの政界はジ。ソソソ好みの都市中間層が中心になって動かしているとは

言い難いか,蘆地域的にみて，リオ・グラソデ。F・スル州出芽者力逵流を占めてきている

ことは注目に値する｡リオ・グラソデ．F・スル州は，植民地時代から大西洋上のアソー

レス島移民が渡来しｙ中小の譲与地ダプタ（ｄａｔａ）を自家労働中心に耕作し，その伝

銃がドイツ人，イタリア人移民に受継がれ，ヨーロブパ農業の様式が加味されて，大型の

＝スクンシアに発展したものもあろうか，多くは北米の開拓者に似た中小の自営良固が形

成されたところである。．．ブラジルの強沫は，都市のみならず，艮村地帯に外国移民を中心

とする中小自営丘が育ったことである◎そうして，農村地帯の中小自営展は，都市の中間

層の母体でもあるｏ－′：、

リーン・スミスによれば，ブラジルか，初めは帝国として後には共和国として，入国移

・尾を促進し翅力繊は主として二つるD，第一は巨大なモノカルチーアの大土地私有制に対

しバランスをとるため多角的な民乗を営む中小丘を育成すること，第二は１８８８年の奴警

隷解雄におけるコーヒー.ファゼソダの代替労働力を確保すること,にあった｡注7第
二の動根は移民導入と共に即効的忙漕たされ，第一の動機は，時間はかｈっ士か，その狙

いとするところは後年開花したといえる。

最近のブラジルは，ラアン・アメリカ諸国のなかで一頭地を抜く高度成長を霞歌してい
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るが，そ可Lは，急速な工業化の生産過程においても，その製品の消費市場に菱いても，都

市と艮村の両域にわたる鍋広い中間層の存在を抜きにしては考えられ産児

注1． ＦｒａｎｋＴａｎｎｅｎｂａｕｍ，ＴｅＴｚＫｅｙｓｔｏＬａｔｉｎＡｍｅＴｉｃａ，

（ＮｅｗＹｏｒｋ，2962），Ｐ、１７－１９．

Ｔ･ＬｙｎｎＳｍｉｔｈ，Ｂｒａｚｉｌ－ｐｅｏｐｌｅａｎｄｌｎｓｔｉｔｕｔｉｃｎｓ

（Ｌｏｕｉｓｉａｎａ，エ963），Ｐ、１２０．（井上照丸訳，「プラジル

ー住民と制度－１」251頁）

ＪｏｈｎＪ・ＪｎｈｎｓｏｎｎＰｏｌｉｔｉｃａｌＣｈａｎｇｅｉｎＬａｔｉｎ－

Ａｍｅｒｉｃ型一ＴｈｅＥｍｅｒｇｅｎｃｅｏｆｔｈｅＭｉｄｄｌｅＳｅｃｔｏｒｓ－，

（Ｃａｌｉｆｏｒｎｉａ，1958），Ｐ、３１．

ＪｏｈｎＬＪｏｈｏｓｏｎ，Ｉｂｉｄ．，Ｐ、48-49,Ｆ、５５－５６．

ＪｏｈｎＪ･Ｊｏｈｎｓｏｎ，Ｉｂｉｄ．，Ｐ、３３，Ｐ、９６－９８．

ＪｏｈｎＪ･Ｊｏｈｎｓｏｎ，Ｉｂｉｄ．，Ｐ、155ｂＰ、１６７－ﾕ６８．．－．

Ｔ，ＬｙｎｎＳｍｉｔｈ，Ｉｂｉｄ．，Ｐ、ユエ８．（井上照丸訳，ロi掲密，Ｚ“-

249頁）｡
■●－■‐
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日本移民とラテン・アメリカ社会Ⅳ日本移民とラテン・アメリカ社会

日本人のラテン・アメリカに対する移住は，１８９７年（餌３０），榎本武拐がメキシー
１．

の南部ニスキントラに極目目地を電入，全年５月，第ユ陣３４名が入植したのが，股初でる

，，次いで，１８９ヨ年（明３２），第１回ペルー移民約７９０名が佐倉丸でカリキオ港に
ま

到着しておj)，本流のプラジノ8,移住は，ユ９０８年（明４ユ）６月，笠戸丸で寸翼トスに上

陸した第エ陣７８ユをもって始宮っている□以後，日本人の対ブラジル移住は，多少の消

長や第２次大戦による途絶はあったか亦今日堂で減として続いて釜D，最近の渡錠者数は

減少してはいるが，少数なりに今後も持続するであろう。

ブラジルの労働社会福祉楢の移民課の資料によると，このユ５Ｕ年間における入国移民

数の箪頭はポルトガル人]７８万人，２位イタリア人１６３万人，３位スペイン人７２万

人，４位ドイツ人２６万人，５位日本人２４万８千人となっているｃドイツ人に接近した

．数字になっているが，ドイツ人か最初に対伯移住したのはエ８２４年であり，‐笠戸丸より
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８４年前のことであるから，ドイツ人か】４６年で渡伯した人数に近い人数が６２年間で

渡伯した勘定になる｡２４万８千人のうち，戦前の渡航者が】８万７千人，戦後の渡航者

が６万ユ千人になる□今日の日系人社会は，現地出生の二世，三世を含め，約７Ｕ万人に

達するといわれるが,現地における人口の再生産率かかなり高いことがわか尭

とれだけの現地人口を擁し左から，前節引用のジロソ・』・ジ。ソソンの著醤は日本巷
●◆⑤Ⅱ

､民について片言愛曾も触れていな（'もそれは，日本移民力8氏本主義であり，都市への進出

がヨーロブパ系移民よりも連れたため，都市中間層に占めるシニアが低かったからであろ

う。

笠戸丸以来の戦前の日本移民のほとんどは，＝－ヒー・ブアゼンダに配属される＝ロノ

（家族ぐるみの契約労働者）として渡航した｡しかし，終生を＝ロノとして送ったものは

ないとlかってエ児借地氏，分益農，自身の土地を所有する自営民へと転化していった｡

コロノから上位の段階へ上昇するための資金の蓄積には，＝－ヒー・プテゼソグの時間や

株間，戎士は霜がちクろ低地に，米，大豆，とうもろこし，などをつくることを露めて貰

い，自家消費にあて，賃金を浮かせる以外なかった。この間作や外作のために日本人移民

は祭日や日躍日をあてた｡注’
’９世紀藷では，コーヒー．プァゼソダのコロノから脱して土地を取得し，自営氏と

左ろととは殆んど絶望であった。そうした実情を知ったイタリア政府は，エｇｕ２年，ブ

ラジル向け移民の渡航を禁止した｡当時は，サンパウ棹やサントメなどの代表都市にして

も工業はなく_，単なるファゼンデイロの町，コーヒー積出港に過ぎなかったので，ヨーロ

ブパ系移民といえども都会に出て活路を開く可崖往かなかったのである｡そこで，イタリ

ア移民の代替として日本移民が導入され，同時にヨーロプパ移民の誘致に備えて移民の土

地取得が露められて自営氏への途が開かれたことは面白い成ク行きであク，日本移民にと

って拳であった。注２
コロノの契約を終え，独立するのに二つのコースがあった｡－つは，個別に，あるいは

集団的に,､原始林に挑み，サンパウロ州，パラナ州の奥地を開発して自営農になる奥地開

発型であり，今一つはサンパウロ市近郊の，収奪民法の過程で棄て去られた荒地を借地，

あるいは分益し，施肥氏莱で再生し，さらに土地を買って独立自営氏（Ｓｉｔｉａｎｔｅ）に

なる都市近郊型である｡

奥地開拓型は，さらに，個人的な指導者を中心に形成されたnUa民j也（Ｎ５ｃｌｅｏ・

ｃｏｌｏｎｉａｌ）」に有志が入植する型（日本移民では平野植民地，上塚植民地など，ド
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イブ移民ではヘルマソ・プルメナウ植民地のようなタイプ），移植民会社刀鐙成」区画分

観する植民地に入植する型（戦前の日南産業株式会社の現地法人ブラ拓の移住地，戦後は

海外移住事薬団の現地法人ジャミプクの入植地左ど），ブラジル連邦注士は州政府が経営

する植民地へ入植する型（地域開発の対象と考三,，北伯，東北伯に多い），のような三つ

のタイプの集団開拓地の入植淀分類される。これら集団開拓地へ入植する移民をヌークレ

オ移民ともよんでいる。

次の図は，主として戦前の外国人移民かどのような経路を辿ってブラジルの土地制度と

対決し，ブラジル社会のなかに組み入れられていったか①図解を徴みてみたものである□

土地制度をめぐる階層分化〔ブラジルの例）

臓温-臓徽韓熱
（FisCｮＤ日雇い労働者

《C■ねrada）

(Ａｇｒｅｇａｄｏ）

公私の－管理者堂士は指導者一ロブテ入植者（入国
植民地（Pmprietariode

l

皿蛇leocolmialoficialouParticmar）ｌｏｔｅ･rma1

t島上図のｆａｚｅｎｄｅｉＴｏをｈａｃｅｎｄａｄｏ，ｆｉｓｃａ

、c②１回鞠loficialouparticmar）ｌｏｔｅ・rIm1）

上図のｆａｚｅｎｄｅｉＴｏをｈａｃｅｎｄａｄｏ，ｆｉｓｃａｌｿをｍａｙｏｒｄｏｍｏ，

ａｇｒｅｇａｄｏとｃａｍａＴａｄａをｐｅ６ｎに腫営換えれば，擬ね，スペイン層

地域の土地制度の階層にも当ては宮ろであろう。

CSiti1nf②）

qb

コーヒー・プテゼンダにコロノとして国属されると，－定本敬の＝－ヒー畑を持たきれ

その採取量の出来高払で賃金を渡されるｃ当時のコーヒー・ファゼソダの管理人,監督者

にはイタリア人が多く，イタリア移民にはなりのいい畑を渡し，日本移民にはぎFの少な

いところを持たせるという不平不満が日本移民にはあったようでろ髻注３Ｊ移住という
ロPＣ．,。

､のは先藩IiHに地盤力sできるもので，日本移民は出遅れの悪条件を負わされたわけである。
..＿Ｇ５｡？４，５．.

ﾌｧｾﾞﾝﾀﾞによっては,従僕(Agregado)や日雇い労務者〔Camari勘?のい
BPP⑤□

ろととらもある◎従僕（Ａｇｒｅｇａｄｏ）は，奴隷制時代から祖先代今，､プテゼングに住み

ついている黒人系當尤は混血系の小作長で，無償で小面積の土地の耕作を窪められ,ファ

ゼンデーロから命ぜられたあらゆる雑役（ときには誕兵になる）に凪しており，どちらか

－I３－



といえば，東北伯に多兇従って，外国移民はこれに咳当し産児日雇い労働者（cmarさia）

は，今日では，ブラジル農業における代表的な労力に承っている。移民が独立したときは

日本と較べて営農面積が広いので，自家労力だけでは耕作できず，日雇い労務者を雇用す

る立場になる。

＝ロノ契約を満了したときには，同じファゼソダ、一角で，あるいは外に出て，借地展

分益氏になり，さらに都市近郊のｓ１ｔｉｏと称せられる小面積の土地を買ってｓｉｔｉａｎｔｅ

と称せられる近郊目営農になったり，逹大は早くから奥地閲拓型の植民地に入植したり，

さ宮さ室左ルートか考えられるが，それは，人それぞれの能力や運によって左右されると

ころが大きし､

リオ・グラソデ・ＩＦ・スル州やサソク・カタリーナ州に入ったドイツ人，イタリア人の

移民ば,雇用という段階を経ず,直接に公謹の植民地に自営農として入植した｡日本の移

民も明治，大正初助の群小移民会社，のちの海外興業株式会社のルートを通じ送出された

ものはコロノ移民であり，それが圧倒的に多かったが，海外協会連合会（のちの日南産業

株式会社）とその現地法人ブラジル拓植姐合蝿称「プラ拓」）のルー卜忙のD渡航した

ものはヌークレオ移民であった。プラ拓移生地への入植条件は，当時としては相当の携行

安全と土地分観代金の頭金納入を必要としたから，中産階級移住といわれ，その数は限ら

れた｡しかし，長い眼でみると，＝ロノ移民の方が，雇用期間中に，ある程度，現地語，

慣習，現地農法等に対する適応性を身につけるので，独立後はヌークレオ移民よクも大成

すると言われる｡宮尤，ヌークレオ移民は．，ドイツ人,日本人だけの閉鎖社会を形成し勝

ちでろ，,ﾌﾞﾗｼﾞﾙ側から密戒を招いた｡因みに,ﾕ945年９月]8日付移植民法(

Ｄｅｃｒｅｔｏ－Ｌｅｊ応７．９６７－．ｅエＢｄｅｓｅｔｅｍｂｒｏｄｅユ９４５）第５０条は，

－植民地の３０％のロブテ（区画）はブラジル人入植者に分譲すること、ブラジル人入植

者を全部得られないときは羊ルトガル人入植者に優先分蹟すること，百余Ｏ７Ｕ％のロブ

テの分譲は同一国籍人２５鴇を限度とすること（即ち同一国籍人は７０紹の２５％である

ユ7.5％入植を限度とする），を定めているか，その立法趣旨は日本移民，ドイツ移民に

対する文化的ナシロナリズムの震われてあるともいえる。この法律は厳格には守られなか

ったが，それでも現地人がかなクプラ拓移住地に入植してきたことによって，日本人移民

力J現地社会に賎合するよい樫会ともなった｡

I９２０年代’３Ｕ年代から日本移民のなかで，離農してサンパウ■市に転住するもの

がでてきているｃ］９３２年ころ，サンパウロ市内に生活していた日本移民の数は約２千
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人であった。その職種は，大工，家具商，タクシー運転手，家事手伝，旅館，日本品雑貨

商，洗湿薬理髪店，不動産屋，農産物仲買商などで，'三とんどが日本人相手。営業であ

った。注4.従って，１９３０年代に毒けるブラジルの工業化に参加する宮でに成長しては

いなかった｡都市中間層というカテゴリーに該当しなかったわけである｡日本移民が，中

小企業の規模なりと，グラソ・サンパウロの工業地帯の一角に参加したのは第２次大戦後

のことである。

日本移民は，教育熱心であり，二世，三世からは大学卒業生が輩出しており，サンパウ

ロ大学の在籍学生の約２割は日系人子弟といわれているので，これからは，農薬部門のみ

ならず，各界に進出する態勢が出来上った｡現在では都市中間層の相当部分に日系人がす

でに食い込んでいる｡ジ｡ソソソか，現時点においてその著香の改町版を出すとすれば，

ブラジルの都市中間廟における日系人の進出に－首は触れて然るべきであろう。日系人の

都市中間層への進出は，農業における地塁を基礎としているの力辮徴である。

ブラジルには日系人が中間層に進出できる社会が参尋のだが，スペイン系のラテン・ア

メリカ諸国の左かには，進出のルートを閉ざされた国もあった。ペルーの場合を比較して

みよう。

」９３０年（昭和５）４月，在ペルー釆栖公使が風同国に菱ける本邦移民の状況頗忌憂

慮すべきものありロという意見香を弊原外相に送った。その一興注５

「ペルーにおける農耕地味に海岸地帯における優麟地の大部分はいわゆるアシニンダ

として大地主の兼併に帰しており，自作小農と称すべき者殆んど存在せず，民業従事

者の大部分は純然たる氏園労働者もしくは小作人として労働するに過ぎざるのみ鞍ら
､◇

ず;その小作条件はスペイ:/植民地時代よｂの因習にて地主のみに有利にして,多少
一▲ヶ

向上心を有する本邦移民が永くこれに甘んずろを得ざるは勿目ｉｉな妬然るに小作人宮

たは労働者にして土地を露入し自作農たらんと企つるも，これ等の耕地はエ町歩1000

円ないし2.000円の高価なるのみならず，アシニソダ全部として韓括室たほ大口に

売圃せられるに過ぎざるをもって，たとえ彼等が多年労苦を重ね多少の資本を貯え得

た，とするも，これをもって土地を解入するの望み絶驫を，。従って彼等が丘園とし
汀●．~－

て留宣らんとする限り永久に地主の錦１６【に秀するの外なき状憩なろをもって，遂にこ

れに希望を絶ち，都会における小商業に活路を求むるの止む左きに至る。」

上村地帯からリマに流れ込んできた日本移民かバリカン－つで始める理髪菜や洗趨屋左
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どに従醸しペルーの同業者を圧迫すると排日の気運を招いた。そこで釆栖公使の肝入りで

１９３１年（BEI和６），リマのペルー日本人会を母体としてベル調う植組合が設立され，

日本政府から若干の補助金を得て，奥地にプニサス植民地1.00Ｕヘクタールを買ったか，

入植者数も営農成敏も振わなかつ六ヶ

そういうペルーでも，選手としての若干の成功者はでている。その他，アルゼンチン，

＝ロンビア，ポリヴィア，パラグアイ等，小規模ながら日系人社会Odbあり,その左かから若

干の成功者を出しているロ

アルゼンチンにおける日系人社会ｚ６ＤＵＯＯ人のうち約２０.ＵＵＯ人がプニノス・アイレス

およびその近郊に集中して花作りか洗湿屋を営んでいる｡その花作りか洗溜屋の多くは，

所得水準としては，中産階級の水準に達しているであろうが，同水準の都市中間層と同じ

感情を分ら合う同類とは言い雄児との国の社会を三分している努力は，スペイン人とイ

タリア人とニダヤ人である。

その隣国のパラグアイは，義日の大統領がいて，戦後は日本移民の誘致に熱心である。

日本人の新規入植者は，国営の植民地や海外移民事業団の入植地において自営墨として出

発できる｡しかしながら，教育熱心な日本人か子弟に大学教育を受けさせても，この国の

遷済規模では彼らを雇用し吸収するだけの力か左''七若干の選手はでるとしても，農業の

中間層が都市中間層の母体になることが困難な事績にある◎との事情はポリヴィアでも大

同小異でろ全日本の企業がこれらの諸国にもっと進出し，現地法人を設置するならば，

移民の子弟にとって恰好の戴場となるで参ろう。しかし，進出企業も，とかく市場が広く

かつ日系人の既成池建が鑪立しているブラジルを進出先として選好し勝ちであるｏ

結局，日本人の対ブラジル移住の息が長い浬由のひとつは，そこに中間層に食い込める

いくつかのルートがあり，中産階級的な国民である日本人には入り易い環境.あったとい

うことに帰せられるであろう｡

半田知雄應民の生活の歴史一ブラジル日系人の歩んだ道一」，昭４５，家の

光協会，７３頁

佐璽営蔵「ブラジルの移民史」，昭３９，帝国書院，Ⅱ６６～167頁

半田知雄，前掲密，渥頁

半田知雄,前掲衝，５ね～579頁

外務省領事移住部礒外移住１００年の歩み」，昭４３，１２２～ﾕ25頁

注｣

注2．

３
４
ａ

注
注
注
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凸

〕戦後におけるわが国では「移民」という用語を「移住者」に呼び換えた。本

稿ではその何れをとるかに迷った。呼び換えの動機は「移民」という用語が過去の

暗いイメージを伴左うからである。もともと慣用をZrえただけで法的左根拠は左叱

本稿は，過去から現在にわたる，ラテン・アメリカにおける入国移民と現地社会

との対決をありの責Ｌに描いたものであり，論旨に左んらの政策的意図かあるわけ

〔付記〕

でまいので，「移民」という戦前からの用語に統一した次第である。
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