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ブラジルに於ける人種関係は先住民のインディオ，植民者のポルトガル人，

奴隷制度下のアフリカ人，その後のヨーロッパ移民，続く，日本人，中国人等

の移民から成っており，さらに，これらの混血による人種関係かあり，きわめ

てブラジルの人種関係は複雑なものとなっている。このブラジルの複雑な人種

関係を研究する第一歩として，まず白人と黒人の関係のみを考察しようと思う。

1．「人種」と「偏見」

「人種」という用語を用いる場合，次の３つの弔い方がある。第１の用法

は，生物学的な特徴によって人類を分類する時に使われる用語であり，この

用法によれば，すべての人類をネグロイド，モンゴロイド，コーカソイドに

分類できる①。第２の用法は，宗教，言語等，特定の文化をもつ人々の集

団をさして用いる方法であり，ナチにおけるユダヤに対するとらえ方がこの

場合の顕著な例である。ちな象に，第１の用法に従えば，ユダヤ人は，ドイ

ツ人と同じコーカソイドである。この第２の用法は，「民族」という用語と

ほぼ同義に使用されることが多い。第３の用法は，事夷よワも，社会的規宅

によって他と違うと規定された人間集団をさして用いる方法である。アメリ

カでは，生物学的には「白人」と変わらないのに「黒人」と規定される人々

がいる。これなどは，この第３の用法に従った例である。

社会科学の立場からは，第１の用法は無視してよいわけで，ここでは，第

２，第３の意義で「人種」という用語を用いることにする。

さて，人種関係の研究には大きく分けて，２つのアプローチがある。それ

は心理学的立場からと，社会学的立場からである。

人種関係を論じるのに「偏見」の定義が必要である。ここでは，ニューカ

ムの定義に従い，『偏見とは，自分の属する集団や親友のためを考えるとい

うことである。偏見は非好意的態度一他の人々や他の集団にとって｢有利な」

というよりも「不利な」ように知覚し，行為し，思惟し，感得する傾向であ

る。偏見は右るか蕪いかの性質上の問題ではなく，むしろ程度の問題である」
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とする②。図の右半分に示される全範囲の態度である。
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態度連続体上の非好意的半面としての偏見の図解的説明③

つまり，偏見とは相手との関係において相手の個人的特散を見るのでなく，

相手をその属する非好意的と見なされる集団一員として知覚し，行為し，感

得し，思惟する傾向である。この集団の知覚の規準を人種におく場合に「人

種偏見」あるいは「人極的偏見」というのである。

心理学の代表的な考え方では，偏見は,個人のある種の'←ソナリティーと相

関があると考える④。ある種のパーソナリティーとは「権威主義的パーソ

＋リティー」である。

ところが，心理的な現象は社会的経済的要因と関連しているのであるから，

社会学的アプローチも問題となってくる。

社会学的アプローチによれば人種関係は社会変動の中て，変わるという考

え方である⑤。そのパターンは，温備主義的人種関係と競争的人種関係と

があり，前者は，奴隷制度下の植民地における主人（エリート）と召使（被

抑圧大衆）の関係であり，鶴者は，社会的分化の進行とともに，産業的都市

社会の出現とともに人間の評価基蝉が，人狐といった生得的なものばかりで

なく，学歴,職業というより普遍的な華単も加わってくる人種関係が出現し

てくると考える。

以上･のような人樋関係に関する厩念からブラジルの人種関係の素描を試み

た結果の報告が，以下に述べようとすることである。
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２社会学及び心理学的アプローチ

ブラジル社会を示す言葉に「人種のルツボ」とか，「人種的民主主義」と

いうものがある。確かに，今日のブラジルには，南アフリカ共和国のアパル

トヘイトのような極端な人種差別は存在しないか，歴史と現実を検討すると

人種的緊張か存在していないとはいえない。

ブラジルの植民地時代の人種関係は，インディオの征服，奴隷化，１８８８

年まで存続したアフリカ人奴隷制度による温情主義的人種関係か存在してい

た。これか，今日のブラジル社会の原型となっている⑥。

奴隷制廃止以前の北東部は，砂糖農園内の白人の主人と黒人奴隷から成る

２分社会であり，その後，主人か黒人女性に生ませた混血児か農園の監督な

どの中間層を形成し，次第に八種と階層の關係は，複雑化してきたが，今日

でも，基本的には植民地時代の温情主義的人種関係の影響下にある。特に上

層社会にこの伝統か強く残っている。

１９世紀後半の近代化政策の－嚢であるヨーロッパ移民の導入の思想的背

景には欧米をモデル視する実証主義とともに国民の白色人種ないしアリアン

人種化（ａｒｉａｎｉｚａ命｡）という思想があった。これは，「人種主義」のイデ

オロギーに支えられたものである。１９世紀に，ヨーロッパ社会の文明とア

ジア・アフリカ社会の文明との間の較差を説明するためのひとつの要因とし

て「人種」をあげる方法か用いられだした。これはひとつの決定論である。

これか，ブラジルで「漂白作用」⑦という人種イデオロギーを生んだので

ある。その結果，アメリカの場合と異って白くなることは好ましいこととし

て混血か促進されることになったのである。植民地時代の主人は白人であっ

たことから，皮膚の色の白さは富の象徴となり，ｏＭＯｎｅｙｍａｋｅｓｗｂｉｔｅ・獄

という考え方を人種関係に対して生んだのである。極端な場合には，たとえ

黒人であっても何らかの方法によって社会的上昇をしたものは。ｐｒｅｔｏ〃と

は呼ばれずに懲ｍｕｌａｔｏ”あるいは。ｂｒａｎｃｏ〃とまで呼ばれるのである⑧。

社会階層と皮膚の色との相関関係を生み出しているといえる。このために混

血が促進され，アメリカの廟ｂｉｒａｃｉａｌＳｖｓｔｅｍ廟に対し璽ｍｕｌｔｉ－｢ａｃｉａｌ

Ｓｙｓｔｅｍ錘という複雑な人種関係を生み出す作用をしてきたのである⑨。

以上が，社会学的に象たブラジルの人種関係である。次に心理学的に説明

される偏見と権威主義的パーソナリティーをとりあげることにする。

偏見とはある集団の共有する態度であるから，その集団の成員は，まず，

その社会規範の習得とパーソナリティー欲求に一致して偏見が習得される。
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ニューカムの実験報告によれば，偏見を習得しようというパーソナリティー

の欲求は特に権威主義的傾向の強いパーソ＋リティーと一致するのである。

この権威主義的パーソナリティーとは，次の様な特敵を有する。

１）権威服従的である。

２.）自分自身を内省することを好まず他の人が自分たちの動機や個人的

葛震を「詮策している」と考える場合にはこれに怨恨をいだいた。／
３．）心配事がある場合には「それについてくよくよする」よりもむしろ

「愉快なことで忙殺される」ことを週んだ。

４）「外界に作用している不思議な有害な危険な破壊的な力」にいっそ

う疑いの目を向けていた⑩。

－１－カムの実験では，偏見の強い人ほど権威主義的傾向が強いという結

果を得た。このパーソナリティーの特徴はリジンのあげるラテン・アメリカ

の伝統的価値観に多くの点で一致する⑪。リジンは，ラテン・アメリカの

伝統的価値観として７つあげて論じる中に「人格主義」をあげている。個人

の内的な価値に対する侮辱と解釈される言葉が述べられたり，行為がなされ

ると極度に爆発的な結果をもたらすのか「人格主義」の説明である。この人

格主義が強調されると，もうひとつの価値観の宿命感となり，すべてのこと

は，不可解な「運命」，あるいは，「神の意志」によるものであると考える

のである。しかも，人間は生まれながらにして「平等」であるとは考えない

「階層制度」の伝統的価値観がある。つまり，人間社会は神によって階層的

に秩序づけられていると考えるのである。この価値観は，権威主義的パーソ

＋リティーをつくり出す要因になり得るものである。

従って，ブラジルも，ラテン・アメリカの伝統の中にあるとすれば，心理

学的にも偏見を持ち得る可能性があるのである。しかも，この様な伝統的価

値観は，まったくといってよい程，混血の行われないままできた白人の上層

階級により強く支持されている考え方である。

相手との関係において個人的特徴を見るのでなく，相手をその属する非好

意とみなされる集団の一員として知覚，行為する傾向が，偏見であれば，こ

れは，人間の「態度」にかかわる問題でもあり，単に偏見はある社会制度か

ら生まれてくるとは言いきれないものである。

そこで，偏見を個人かもつようになる鰯合，まず，内集団と外集団の認識
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が成員相互の中になくてはならをい･との傾向が，ブラジルにあるのかない

のかを考察するととはきわめて難しい。

’９２０年代から５０年代におこった黒人運動は，ブラジルでは，短命であり，

アメリ力のようにそれ自体が社会的運動として強力な勢力となりえ茨かつた。

又，ブラジルの人種の型は統計上の産物であって，それは社会集団でないと

さえ一部のブラジルの学者は主張している⑫。ブラジルには，偏見の態度

の出発点になる人種集団の認識が，ないか，あるいはあったとしても，それ

はきわめて稀薄左のであるといえる。

ブラジルの伝統的価値観により，偏見を持ち得るパーソナリティーが存在

しているが，偏見の出発点となる内・外集団の認識かきわめて稀薄である。

次に，橘威主義的パーソナリティーをもつ人之か習得しやすい人種偏見の

社会規範が存在するかどうかが問題にたる。。

ブラジルは,歴史的にみても白人優先の社会である。’８世紀には，公務

員は白人の子弟であらねばならないという法が定められている⑬。，９５，

年におこったアメリカの黒人歌手宿泊拒否事件がきっかけとなり，人種によ

って公共の場で差別することを禁止し，差別した場合には罰せられることに

なった⑭。つまり，ブラジルの歴史の中で，人種主義イデオロギーは制度

化され，社会的規範として社会成員によって習得されてきたのである。２０

世紀になって始めて，その社会的規範を法律的に否定するようにたったのでは

あるが，一度習得された社会的規範はそう簡単になくなるものではない｡と

れは人間の態度にかかわる問題だからである。

ところが，ブラジルで人電偏見が顕在化してこないのには，２つの理由が

あげられると思われる。それは，ブラジルの混血的要素と，国是としての人

種民主主義である｡

アゼペードはブラジルの社会成層と人種構成との相関関係を描き出した⑮。

社会の下層階級を形づくっているのは皮膚の色が黒く，上昇するに従って，

皮膚の色が薄くたってくる。しかも，最上層階級は，在った<混血が行われ

ず，白人の世界である（頁図表参照）。社会的地位と皮膚の色とは一致し

ているとアゼペードはいうのである｡ところが，上層の皮膚の白い人Arと下

層の黒人とか対立しないのはその間に風mulatooが存在しているためなので

ある。下層から上昇し風mulato慰が上部へ向けて分布しているために人種グル

ープの障壁をもたらさない役割をしているのである。そこに，社会的上昇可
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図：ブラジルの社会的成層とその人禰榔成
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能陸があると下層グループが考えている。．mulato〃の一部には，現実に教育

と資産を得て社会的上昇を果すものがあらわれて，それは白人社会に吸収さ

れ，それにならって，低い階層の衝muIato〃も黒人も基本的には多数社会に吸

収されていく過程に自らが乗っているものと考えられているからである。さ

らに，国是としての人種民主主義⑯。が掲げられていることにより，下層を

占める黒人グループ間には，たとえ，上層の白人が人種偏見を示したとして

も，それを受ける側では人種偏見として受けとめない規範が出来上がってい
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表：ブラジル全土の人種別雇用形態

鞭

１９５０年のセンサスによる（妬）

(出所）ラテン・アメリカ協会〔綴〕，『ブラジル移住６０年ブラジル日系社

会の研究』昭和４４年，５１８頁。

ブラジルでは人種によるセンサスは１９５０年のものが最後でありそれ以

後は公けには調査されていたい。１９４０年及び５０年のデータが人噸櫛

成をみる時に使用されることが多い。１９４０年の調査では観察によっ

て人種が決定された力；１９５０年は自分の属すると思われる人種グループ

を答えさせる方法をとっている。１９ｓｏ年のデータでは黒人というのは

最少値といえる。

※

ろのであるｃ

以上のような人霞と社会階層との関係は，はじめに指摘した正うに，奴隷

解放以後からはじ雀っている基本的な人種関係のパターンは現在も変化してい

いない。今日のブラジルでは，公的には人種差別は存在しないとされ，公然

たる人種差別的行為は非ブラジル的と攻撃される。しかし，実際にはエリー

ト階級の白人のみの排他的人種榔成はほとんど影響を受けないのである⑱。

例えば，ブラジルの町を歩いているカジプルには異る皮膚の色の２人はほと

んどといっていい位見当らない。混血にしたところで，同程度の皮膚の色と

カジプルとなっている。これは，強固な家族制度と意図的に行われる婚姻相
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白人 黒人 ムラート 黄色人

経営者 5．１１ 0．９５ 1．８４ １０．２９

雇用者 ４８．７５ ６０．９１ ４４．９０ ２３．５５

自営 ２８．５０ ２４．５１ ５４．２２ ５１．７９

家事従事者 １７．６５ １３．４０ １８．８８ ５４．５５

不明 0．１８ 0．６１ 0．１９ 0．２５

計 １０，．００ １００．００ １００．００ １００．００



手の選択によって,図のようなブラジルの人種関係が保証されてきたのである。さ

らに，伝統的価値観の人格主義と強く結ばれている。権威主義的パーソナリ

ティーの説明とは異る文脈で，との人格主義という価値観が作用しているの

である。つ在り，人格主義とは，コネである。誰と知り合いであるかによっ

て，職業上の地位の獲得の可能性が変わってくる。下層のものは，上層の人

脈をもたないから，社会上昇が困難となってくるのである。

以上のことは，今日雀でのブラジルの社会流動性の低さを示すものであるＣ

アメリカの場合，南北戦争以後の近代化の中で人種関係パターンが競争型と

たり，人種偏見が顕著となってきたのに対し，ブラジルでは，社会流動性の

低さ故に，人種偏見は鋭さを増さずに温情主義的パターンの室雀であった｡

それ故に，心理学的にはブラジルの人種関係の緊張６稀薄である。しかし，

社会階層と人種グループが結びついた偏見は存在している。はじめに「人種ｊ

という用語を示したことに従えば，これも又，人種偏見なのである。

３．社会の仕組と偏見

人種的偏見は，個人の態度と社会の仕組の問題である。偏見は社会の仕

組とはある程度独立してでてくるものである。しかし，それを維持するよう

に作り上げることのできる社会の仕組を絶滅するのに有利な社会の仕組とか

ある。前者の好例は資本主義社会の仕組でらｂ，後者のそれは社会主義社会

の仕組である。資本主義社会では，個人の態度を改めても人種偏見はなくな

りにくいし，社会主義社会では制度的には人種主義は影をひそめやすくたる

が，個人の態度そのものは変化しないこともあり得るのである。つ竃ｂ，資

本主義社会も社会主義社会も制度としては，偏見に対して無色なのであるが，

そこで偏見を維持するか絶滅させるのかは，それを動かしていく人間の態度

の問題なのである。

現在，ブラジルの１９６４年以降の軍事政権は権威主義体制下にあるという

見方がされている⑲。との体制のもとで，ブラジルは，大幅な中央梨権化，

実質的な単一政党制を採用し，大統領の梅限の強大化を行った。こうした情

況下の社会の仕組は，社会主義社会と同機に，人種差別を制度的にはひそめ

やすくするものである。しかし，個人の態度の問題として，人種偏見は残り

えるのである。

軍事政梅下で，ブラジル社会は急速に，社会の産業化か進められてきてい

る。このことは，これ雀での温情主義的なパターンから競争的人種関係へ変
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化することもあり得る可能性を秘めている。

冒頭でも述べたように，ブラジルには，南アフリカ共和国のような制度化

されたアパルトヘイトのような人種差別は確かに存在していたい。又，アメ

リ力のように，イデオロギーとしては間違いであるという認識はあり左から
／

も依然として，個人の態度の問題として，人種偏見が存在し，それが社会規

範として成員に習得されているということを明確に指摘しえる証拠はきわめ

て少ない。ところが，ブラジルには社会階層と人種グループとの関係で，人

噸的偏見ははっきり存在している。人格主義という価値観に支えられて，上

層の白人は，黒人と接するととがないという現実によって，対立関係にたら

をいのである｡

少数の白人が多数の黒人を支配してきたローデシアも，人秘主義に基づく

政策を放棄せねばならなくたった。南アフリカ共和国のアパルトヘイトの崩

壊も時間の問題であろう。それは，ナチスドイツと同じ運命にあるのである。

しかし，政策や制度をたくしても，人穏主義のイデオロギーは間違いだとわ

かっていても，人種主義に基づく偏見は未だに存在している。それは個人の

態度の問題だからであり，ことに人種主義というイデオロギーの恐しさがあ

るといえよう。

魔史の流れの中で，人類が人禰偏見を捨てるなどという考えは迷信でしか

ないのである。
注
①

生物学的を指標による人類の分類では，皮圃の色，鼻の形，髪の毛の

性質，頭の形，唇の形，眼と髪の色，身長等を指標にしていくつかのグ

ループに分類するが，指標の差が絶対的なものではないので，こさかい

点で人によって意見が異なり，せいぜい，この５噸位でしか意見の一致

をみたい。

ニューカム，Ｔ、Ｍ・『社会心理学』，培風館，昭和４８年，５７８頁。

ニニーカム，前掲書，５７８頁。

この他に，心理学的アプローチの代表的な考え方では，フラストレー

シ。ンにある人間はだれでも偏見をもつという考え方もあるか，これは

多くの点で疑問が多いのでここではとりあげない。

社会学的アプローチでは，要因のコントロールができないために決定

的な方法鵜は確立出来たい状態である。ここでとりあげた，社会変動の

②
③
④

⑤
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