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ブラジルの社会変化過程の考察
一全体的要因の分析一

エリア・リサーチ・グループ石田信義

１゜はじめに

本研究はブラジルの社会変化過程に関する総合的な理解のアプローチを試み、

他の文化圏におばjろ社会変化過程の類似性、異別性についての比較の視座を得る
ことを目的とする。本稿においては、この研究において進められてきたブラジル

の社会変化過程に関し、特に最近の経済の成長と停滞に関連する経済外的な諸要

因について考察し、ブラジルの特徴的な変化のダイナミズムを述べるものである。

経済の外的要因に関する概念については、異なる国家間の経済成長の比較を実

証的に試みてその成長過程における経済の直接的及び間接的要因を指摘した研究
（２）

ｶﾇ有用となる。これらの研究では、経済を支える国家の機能、社会構造、他の非

経済的要因等の間接的要因の存在が指摘され、特に経済の成長と活動や産業技術

の適応に対する政治的風土、社会制度、そして社会の構成員即ち人間の経済行為

において現れる動機や価値の存在及びその背景をなす文化の体系の重要性が認め

られている。また社会の近代化といわれる変化の過程は、全体的な立場に立って

政治『3経済､社会、文化を相対的に捉えることが妥当であることも既に指摘され
ている。

従って本研究においてはブラジル社会を政治、経済、社会、文化の諸側面のサ

ブシステムよりなる全体として捉え、1964年革命以降より現在に至るまでを時間

枠として概観する。そのため上記のサブシステムが国家の統合のプロセスを見せ

始めたと判断されるヴァルガス革命以降を検証の史的前提としてその特徴を捉え

て検討を加えた。

Ⅱ、開発と発展の特徴

1964年革命後の軍事政権が強力な成長路線をとったことから、1968年より６％
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以上の高成長率を数年にわたって示していわゆる奇跡の経済成長を達成したこと

は周知の通りである。ここにおいては、軍政による安定した政権下での経済プラ

グマティズム即ち金融制度の改革、農工業の振興を籍礎とした輸出振興と外資導
入の奨励が一定の成果をあげたことが指摘されている。その後このブラジル経済

は１９７３，７９年のオイルショックをうけた原油価格の高騰と財政赤字、アメリカの

財政赤字、金利自由化による国際金利上昇を受けて大幅に債務を増加した経済の

停滞の時期を迎え、引き続き８０年代に入っても、高インフレ、失業．不完全就業

増加、輸入急減、社会的には地域間格差、所得の不均衡、都市の急激な膨張によ

る社会的な格差を拡大させる現象をもたらした。ブラジルのこうした諸現象のよ

って来る所はどこにあるのか。その特徴性並びに理解のアプローチに関して以下

に述べる。

１．ヴァルガス革命以後の政治的統合化の動き

寡頭支配層に対する地方勢力の反発として起こった'930年のヴァルガス蔦愈が
ブラジルの国家統一化の方向をもたらしたことには異論のないところである。政

治的にはブラジル民族文化への国民的な関心が政権強化に結び付き、経済的には

輸入代替工業化の一層の推進の端緒が置かれた。

この時期に筆者が着目する点は次の３点である。

①多様な生態系の上に経済のサイクルによって特徴的な構造をそれぞれ持っ

た北部、北東部、中西部、南東部、南部の各地方に対し、軍部、特に欧米に

よる育成・指導を受けた陸軍の近代的組織化を通じて国全体としての開拓の

前線を拡大した点。

②サイクルの歴史の中で常に経済的中心へ移動する多数の農民層が都市へ集

中し、加えて移民の民族化政策に見られる通り、都市部へ定着しつつあった

ヨーロッパ移民がそれらの移動する農民層と共に新たな都市住民層を形成し

た点。

③地方のコロネリズモの伝統、即ち親分・子分もしくは北東部の大農場制で

見られた主人と奴隷の関係意識を抱えた農民的都市大衆層が、ヴァルガスの

調整的な政策手腕で発揮された大衆迎合的なポプリズムを根付かせた事実。

またそれは、労働立法に基づく労働者に対する保護政策によって一般国民大

衆を政治化させる、即ち自己の利害関心にかかわる意志表示の政治的な場を

大衆層に与える基礎付けであった。

以上の点についてさらに言及すれば､第二次世界大戦以前の輸&険替工業化期
においては、ポピュリスト的権威主義体制が、後の軍部官僚制機構の特徴性の基
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礎付けをなした時期であり、戦後の軽工業を中心とした工業化、及びクピチェッ

クの外資導入による重化学工業部門での輸入代替工業化政策をとった開発戦略に

おいても、①に見られる国内開拓を外資への依存によって行うという対外依存性

を踏襲したものと考えられる。社会的には３節にて後述する通り、伝統的な二階

級構造の中へ都市を中心として急速に中間層が台頭したことにより、人種的且つ

出自別の多様性、多様な動機や教育水蒋ナ社会関係をもつ人々の社会的移動とい
う混在の性格が工業化の過程にみられた。そうした急速な都市化に基づく③のポ

（８）

ピュリズムの性格に関しては、トップリーダーによる「顧客本位型」の政治ｷﾞﾘ害

の操作がその発生の根底に存在した政治風土があった。従って、ヴァルガス革命

以降64年革命に至るまでのブラジルは、対内的調整、対外的調整手段を講じなが

ら広大な国土の開拓的前線拡大と国民意識の高揚を図ったものであり、政治的側

面が他の側面よりも突出して国内の統合化に働きかけを見せた時期と言い得るで

あろう．

２．軍政以降の経済的統合化の動き

1950年代半ばのクピチェヅク政権期においては、重化学工業化、ブラジリア移

転にみられる大々的な経済開発政策への着手がみられた。これが一方では製造業

の成長や輸入代替工業化を進め、他方では50年を５年でというスローガンにみら

れる施策の性急さがインフレや所得格差の国内問題を呈したことは周知の通りで

ある。こうした問題を背景として、彼の次に主にサンパウロの労働者層を支持基

盤としたヴァルガス派のクアドロス、並びに彼に続くゴラールが政権につき、ポ

ピュリズムを進展させた。しかしながらインフレや労働者の大幅な賃上げ要求も

加わって経済は破綻をきたしており、政権の社会主義的な方向へのかじとりに反

発を抱いていた大地主層や保守勢力はクーデターによって軍部革命政権を立てた。

この政権期は、クピチェック期の開発政策を受け継ぎ、高度経済成長政策に基

づいて総合的な国内開発への取り組みを行った、いわば「経済」による国内統合

化を図った局面とみることができる。この政治体制を支える具体的な担い手は、

ヴァルガス期より主に欧州、第二次世界大戦期より米国の支援のもとに育成され

組織化されてきた軍部であり、彼らはクアドロス・ゴラール期には政治の背後に

構えていた。つまり、国内政治勢力のバランスが崩れ、地方的な利害の対立が顕

在化した場面で国内等質集団である軍部が権威主義体制の中で具体的な政治担当

者として前面に現れたものであり、これにテクノクラート起用が加わって軍部官

僚体制が成立した。

しかしながらこの成長路線は、国内市場の開拓に結び付くものではなかった。

－４９－



即ち、奇跡といわれた経済成長は外国企業の進出や外国からの借款に基づき、そ

こでの利潤は大半が本国へ還流し、工業化の進行はかえって入超をもたらすとい

う循環をみせた。さらにこの工業化に関して述べれば、そこには底辺としての伝

統的なモノカルチャー形態のもろさがあった。つまり国際商品市況の影響を受け

やすい一次産品輸出の基盤に基づいて工業化が進められていたのであり、さらに

そこでの輸入代替工業化の段階から輸出代替への切り替えに踏み込むような転換

がなされない政策的課題があった。この点についてはラテンアメリカと韓国との
（９）

経済発展の比較研究においてその傾向が｝旨摘されたところである。

経済開発を国家的目標とした発展の方向は、社会の構造的な改革が歩調を合わ

せて進められなかったことにより、国内において多くの矛盾を見せたことは明ら

かである。即ち、前述の通り、軍政を支える一部の国内の社会的勢力、あるいは

高度成長産業にかかわった層の利益を拡大させた一方で、他の大多数の社会層と

の貧富の差は拡大した。急速な工業化の推進は、未熟練労働力の都市集中を激化

させ、一方の大がかりな国家レベルでの地方開発に関しては、多様な自然環境の

上に伝統的な社会の構造を有している未組織的な遠隔地方においてそのインフラ

整備が不十分なため開発が具体化しない。このようにして都市と農村の格差、地

域間の格差は一層広がることになったと考えられる。

こうした点に関しては以下の３点をその背景的要因として捉える。

①「広大な大陸イコール豊富な資源」という楽観的な見方によるブラジルの

対内的対外的デモンストレーションが、国内の各地方の社会経済的組織化と

インフラ整備に比してはるかに先走りを見せる傾向にあったこと。これに関

しては外国系企業がブラジルの「政治の安定」と「潜在資源」を外国投資に

踏み切る基本的条件と認識して競ってプロジェクトへ参加したこともその傾

向に拍車をかけた。
（１０）

②アマゾン開発等にみられる企業及びブラジル人労働者の動員におし､て税制

上の恩典を付与する等の施策をいち早く講じたものの、人的資源としての能

力開発、即ち教育投資的な方向を定めないまま、多様な層の多様な動機を持

つ労働者の性急な国内移動をもたらす政策的風潮。

③成長路線の具体的な継続と拡大は従来通り対外依存によって実際化し、地

方における社会整備や市場の開拓は国家レベルでの開発戦略に付随した形で

なされる体質にあったことである。

３．政治開放期前後における社会的統合化の動き

ブラジル全体の社会経済が大きな困難に直面し、これまでの橘造的な問題が表
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面化したのが1973年のオイルショックである。経済的には前述の対外依存の脆弱

性が顕在化して、激しいインフレの昂進と累積債務の増加、並びにＩＭＦの緊縮

政策によるインフレ抑制のための金融引締めや物価・賃金凍結等により国内の社

会経済の不安定要素は一層増え続けた。一方そのショックはこれまでの対米依存
から現実的な多角的外交を押し進める契機ともなった。

1974年に大統領に就任した穏健派のガイゼルは、経済危機回避を試みたが、政

治的には国会議員選挙でのＭＤＢの勝利に端を発した国内野党勢力の拡大に直面
し、就任後３年目には軍政令第５号の特権行使によって強権化を図った゜しかし

ながら軍部自体が政局の一応の安定をみたなら撤退することを1964年の革命当初

より宣言しており、またその後のカトリック教会や労働組合、ジャーナリスト等

軍政に対する批判勢力と国際的世論の高まりを受けて、政府は民政移管の開放政

策を打ち出すに至った。ガイゼルの方針を受け継いだフィゲイレード政梅以降、
国内政治の舞台では多党制が復活し、1985年のサルネイの大統領就任によって正

式な文民政権がスタートし、民主化への枠作りが形をなしたことはよく知られて

いる。大統領権限の段階的な縮小並びに民主的な政党政治の方向がとられたこと

は、言論統制の段階的な解除によって各社会集団が自己の思想信条を公の場で伝
える機会が増えたことを意味する。

ところで国民の政治参加の機会が増えたことは、それ以前から構造的に抱えて

きた経済危機を、直ちにプラスに転じていくものであるとは断言できない。激し

いインフレからくる生活不安、失業、犯罪の多発、こうした状況に対する大衆の

不満は、ある意味では歴史的に培われたブラジル人の個人主義的な生活感のなか

に従来は発散・解決していく傾向にあったと思われる。しかしながら、いわゆる

「パイ」を大きくするという形で成長した経済の中で、そのモノの豊かさと分配

の不平等の両面を目にした大衆層の不満はこれまでにない大きさを見せて広がっ

たものと思われる。主に都市を中心とした労働運動団体と野党勢力、並びにその

突き上げを受けた政府とこの時期急速に普及・拡大したマスメディアが、国全体

の経済問題の根本的な改革の実施以前に「経済」よりも「社会」の改革を急速に

求めだしたものと思われる。

ラテン・円ハリカ各国が総じて独裁的体制から民主政体への移行をほぼ同時に
見せたとはいえ、民主化の定着に関してはさまざまな角度から論議されていると

ころである。民主化へ移行した諸国に共通していることは、いずれもが経済的、

社会的困難の局面に民主化の動きが並存している点であり、軍政に代わった新た

な政治当局が､経済問題の解決を内薊提として民主化の社会的コンセンサスを強
化することがその定着への鍵とされる。
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こうした点を考慮した場合、ブラジルが制度としての民政移管をなしたとはい

え、急速な民主化を求める動きは、地方間、農工間、都市農村間の格差構造の存

在、並びにこれまでの成長路線の担い手の基本的な対応如何により、政治、経済

が組織的に対応しない場合、逆に大衆層の意見がその受け皿を失って社会的混乱

を引き起こす可能性も否定できないといった、社会的統合化へ向けての過渡的段

階にあると考えられる。

以上のように、①、②、③の統合化への局面を概観すれば、ブラジルにおいて

は常に対外的影響を受けて各々の局面が急激なアクセントを持って現れることが

指摘される。即ち、時に政治の側面が、ついで、経済、社会へと、国家レベルで

の諸側面の内国化の現象が複合的に現れてきたものと思われる。こうした中で、

社会の内部的な要因において実際的な変化はどのようにみられるか。この点を歴

史的過程との関連に基づいて捉えることにより、その発展の全体的特徴性が明ら

かになると思われる。

、、社会的変化の局面

経済の成長過程が一方で国民の所得の格差を拡大させ、ラテン・アメリカ特有

の貧困の問題を惹起させている点は明らかである。特に貧困の悪循環を経済の政

翔び土地所有制度との関連で考察して貧困の根源を辿るアプローチは一般的で
ある。また、こうした点に関しては、辮約要因に加えて政治､社会､歴史等の
複合的な因果関係の循環が指摘されている。しかしながら変化のダイナミズムに

関しては、社会構造の内部的ダイナミズムとの連関を捉えることにより、より総

合的な理解が可能になると思われる。

１．人口移動の傾向

一般に人口爆発による都市の肥大化傾向は今後も続いていくとされている。ブ

ラジルにおける人口動態に関して最も特徴的とされるものは、その移動傾向であ

る。ひとつは、工業化の中心となった南東部への各地方からの人口移動の傾向が

あって、これがブラジル全体としての地方的格差構造の要因のひとつをなしてい

る点である。特に周期的な干ばつ等の自然環境上の影響を受ける北東部からの人

口の移動の場合は、その傾向を増幅させる傾向が強い。そこでは、農耕と定着に

基づく一軍2収益性を考える土地改革等に対するひとつの環境上の阻害の条件と
もなっている。

またひとつは、社会、経済的発展過程においてもたらされた労働力移動の傾向
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である。これは農村から都市への人口移動の特徴である。この点に関しては、農

村においては、大土地所有制に見られる土地所有構造のために貧富の差が大きく、

人口増加によって零細農民の困窮化が進むこと、さらには資本主義的な変容によ

って農民は賃労働が一般となり、地主・小作という関係が変化することによって

土地との結び付きを無く《ｋ本移動農業労働者を生み出す傾向のあることが主に経
済的面から指摘されている。

ここでさらに言及すべき点は、①そこで言われるところの資本主義的変容、あ

るいは技術の適用過程において、自然増分の人口を抱えるだけの社会的制度化が

農村において十分になされないこと。②農業の開発、また、最近のアグロピジネ

ス等のように急速な農業近代化が試みられているが、伝統的な地域に住む農民層

の労働のテンポと労働への価値の置き方といった労働の質の問題が、そこで前提

としては考慮されていない。また、経済的保証と社会的安全をかつて地方エリー

トの温情主義に求めた、つまり、“patr：b-clientrelationship，,（パトロンと
（１７）

子方の関係）に求めたかっての社会関係等の広い意味での価値の体系ｶﾇ、開発の

速度との間にギャップを見せた点。加えて、③マスコミュニケーションの発達は

都市型の消費形態への憧れを助長し、また、運輸網や交通手段の発達も都市への

移動に拍車をかけている点。このような要因も考慮してしかるべきであろう。貧

困から逃れ､都市型の社会生活を求めて搦勲,し、職業的な移動を繰り返しながら
都市における社会的上昇を志向するパターンは、地方・都市間の距離の大きさ、

コミュニケーションギャップ等により、いまだ根強く存続しているものと思われ

る。

一方人口を引き付ける都市の側では、都市を中心として行われる工業化政策が

労働力移動を促したことは明らかであろう。今日では、そうした移動人口に加え

て都市における自辮が見られ、肥大化する人口は、都市において抱えている賃
金格差等の職業間格差により低所得層を増加させていることは明らかである。

２．階層の分化

コーヒー産業を基盤とした南東部サンパウロを－極的な中心とした急速な工業

化の過程は農業部門からの大幅な人口の移動をもたらした。これは前述の通りブ

ラジルの統合化の過程における一貫した特徴であるが、８０年代の債務危機による

経済の深刻化は肥大した都市人口に大きな社会的緊張を生み出した。経済問題は

社会問題と同義になり、いわゆるインフォーマルセクターに属する貧困層が膨張

し、インフレ、失業、スラム化が進む。即ち、ブラジルの経済がこれまで富裕層

の著侈的消費慣行にそった発展モデルであったため、既に産業部門間に格差が生
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じており、都市的消費生活や職業移動によって階層上昇をもくろんで移動した人

口はサービス部門での不安定な雇用が多かったのである。

こうした状況を歴史的経過に基づいて位置付けた場合、そこには階層構造の分

化の特徴がみられる。即ち、ブラジルにおけるこれまでの上層階級、中間層、下

層階級の図式の中に、これまでとは異なる上下の階層移動の特徴的な変化の過程

のひとつを理解するものである。
（２０）

伝統的に、プラジノレは上層階級と下層階級の二階級構造とされていた。前者は、

伝統的な貴族と結ばれた家系、大土地所有者、政府役人等いわゆるパトロン層で、

帝政を終えた共和制以降の政治・経済・社会を支配し、特にフランスを中心とし

たヨーロッパ志向の生活を送っていた層であり、後者は、主にさとうきび農園、

コーヒーファゼンダの労働者や牧草地帯の牧童等の肉体労働者の層であった。そ

の後コーヒー生産と移民導入、さらには自作農の出現、商工業の発達の経過を経

て中間層が台頭した。また伝統的な上層は、国家的エリートを構成する大都市の

階級と、地方農村の経済生活を支配する小都市・地方都市を中心とする地方的エ

リート階級と２両者に分化し、一方、下層階級は小農民、農村プロレタリアート
へ分化していった。

一方ここでいう中間層は、一般に医者、弁護士、大学教授等の自由業、エンジ

ニア等の専門職業家、小企業家、学校の教員等の公務員及び、法人組織における

被雇用者で構成される層をさすが、さらにこれは、比較的上層のエリートの家系

に接近して上昇を志向する層と、エリートからは離れて都市的な生活を志向する

新興の層に分けられる。いずれにせよ、この中間層は、教育を社会的上昇の手段

とし、より高い生活水準を求め、また伝統的態度と価値を保持し、肉体労働を蔑

視する傾向が従来あったとされる。また都市における下層階級は、地方からの移

動によって農村的な生活様式をそのまま持ち込んだ農民層から主に構成され、こ
（２２）

の層が社会経済的影響を受けつつ多様Iこ分化してきた点は前述の通りである。

ここで、この階層を先にみた国内統合化の動きに位置付けて考えるならば、前

述のヴァルガス革命以降の政治的統合化の過程において、上層階級の中で分化し

た地方的エリートが、かつての寡頭支配層に代わる指導者的階級を構成したと考

えられる。この層が、政党、軍部、テクノクラートを従えた権力機構を形成し、

先にみた通り労働者の保護に見られる国民大衆の政治化を促し、他方で輸入代替

工業化の端緒をおいて中間層台頭を迎えたといえる。そして、中間層において上

層階級への上昇傾向を見せる軍人や外国からの移民、都市へ移住して経済力を有

した層は、大都市を中心としてその体制を支えた。

クピチェヅク期、そして革命政権下で経済に携わった人々は、そのようにして
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勢力をますます拡大しつつ対外的依存関係を強める中間層の上層であったと思わ

れる｡また、富、政治勢力､教育や専門職の能力の獺によって上層階級に移り、
伝統的エリート志向の生活を送る層もその一部を成した。

経済の発展は消費物資の増大とマスメディアの発達をもたらした。特に都市に

おける世論形成は世界的な情報にますます強く影響を受け、かつては比較的上層

階級及び中間層の上層が政治、経済の担い手として依存関係を持った国際的な影

糊、メディアを通して幅広い中間層に直接的に作用する傾向を持つようにな
った。

石油ショック、及び債務の累積は、このように国民意識の自国化、コンセンサ

ス作りの担い手の層が変化を見せ始めた局面で起きたとみることができる。

政治開放の成されたブラジルにおいては、かつての等質集団であり、官僚制を

支えた軍部自体が、その軍人の出身層の多様化にみられるように質的な変化を見

せてきているとされる。また中間層内に、下層階級の格差の拡大による社会問題

の解決を求める動きが特にマスメディアや市民的な運動を通じて起きた。いわば

ポプリズムは変化を見せたのであり、中間層が政治の力を持ち始めたといえる。

即ち政治、経済、社会の各々に携わる人々の層が変わったと判断することができ

る。
（２５）

階層的にみればかつてIま上下の社会的移動が固定的か、もしくは小さかった。

上層内での移動（職種間の移動）は少なく、中層は同等の職種間で主に高収入を

求めての企業間移動が多く、下層はいくつに艫雑に分化していくという傾向が
あって、各層内での横への移動が一般的であった。ところが、これまでみてきた

通り、７０年代、８０年代の社会経済の深刻化は、階層の決定要因を分岐化させ、仮

に従来の上・中・下の階層分布を前提とすれば、いずれの層もが下への移動傾向
をみせていると思われる。

Ⅳ、文化的セグメント

以上にみた動きをより全体と蹄の社会変化過程として捉える立場に立てば、
ブラジルにおける文化のセグメントを考慮しなければならない。そこにおいては、

社会的諸制度、社会の櫛成員の属する文化の体系の特徴性に関する理解が求めら
れる。

歴史的にみて、ブラジルの政治、経済、社会、文化の枠組みは、ブラジル発見

当時のヨーロッパ社会によってその基礎が形作られたことは明白である。そこで

は、多様な生態系を持つ広大な土地において、開拓的、ある意味では略奪的な経
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済の開拓がなされ、常に消費物資の販路をヨーロッパに求める性格があった。ま

た経済の拠点が時間の経過とともに国内において移り変わり、各拠点への大がか

りな人口移動が繰り返されたことにより、経済的には安定的な生産性の向上がみ

られない。さらに、富を得た大土地所有者は、都市に住居を構えてヨーロッパ志

向の著侈的消費生活を営む傾向にあった。

また、先住民、ポルトガル人、アフリカ系黒人による人種の混交が歴史的経過

において行われ､各地方辮の生態系並びに生業形態に基づく社会構造が形成さ
れたことは周知の通りである。特に北東部の大土地所有制、奴隷制に基づく階層

的社会、ここにみられる家父長的家族主銭、アフリカ文化との融合は、北東部に

伝榊社会の性格を残しながら、ブラジル文化全体に対する土台を成したと
される。さらに、国家的統一性を基礎付ける制度としてのカトリック教は、各地

方における黒人宗教や土俗信仰との榊をみせる中で制度としてというよりも価
値規範として生活の様式の中に浸透した。一方教育に関しては、前述の通り伝統

的な上層階級が階層社会において制度化をなしたことより、伝統的に－部層によ

るヨーロッパ志向が基本として残されたきたのである。

国内において開拓的に経済が拡大されていくことは、同時に、各地方の経済的

差異をもたらし、これに交通の困難さや、住民の性格の異質性が加わって強いリ

ージョナリズムを惹起させ、各地方間に、競争意識や政治的な対立関係を生み出

すことになった。また他方では、各地独得の社会関係や生活の様式も育まれた。

このように、キリスト教的世界観と熱帯の先住民、アフリカ黒人との文化の融

合によって伝統的社会が形成され、制度的には大土地所有に基づく階層制によっ

て、寛容さと忍従が共存する特徴的な思考の様式の土台が培われたと思われる。

その後、国家の指導者層は常に対外依存、あるいは、独立を契機に、さらに自国

化意識を醸成し、各地方の特徴性を文化的には残しながら、そこにまた社会経済

的な格差を広げてきたことが指摘される。そのように植民地期から独立期を経た

精神的な可塑性に富む気質の国民は、各特徴的な地方に定着した多様な出自を持

つ移民をも含め、さまざまな形で国家の社会経済開発に取り組んできたものであ

る。従って、このように各地方､各社会層におり調積層化されてきた特徴的な精
神的、具体的文化の体系、例えば価値観や生活様式が、政治、経済、社会の諸側

面に成員の行為をとおして比較的大きな影響を与えてきていると思われる。

こうした文化的な諸要因を、先にみた社会変化過程との関連において考えてみ

れば、ブラジルの特徴的な変化のダイナミズムは、以下のように要約される。

①対外的依存性を有しながら、政治、経済、社会、文化の諸側面の内国化も

しくは自国意識化を急速に進める。
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②広大な土地を一極的及び開拓的に開発し、常に上にみた社会・文化的特徴

を有する地方的多様性が変化過程に関迎する。

③拠点への人口の移動を繰り返す。

④社会構造の内部において、階層の分化が進み、社会的移動においては全体

として下降の傾向を示し、政治、経済、社会の各々に携わる人々の層に変化

がみられる。

Ｖ＿おわりに（比較の視座と課題）

異なる文化間における経済発展度の比較は、ある明確な範囲を設定して数量化

した指標に基づいて可能となる。しかしながら、経済と社会は、地理的条件や歴

史的経緯、宗教上の価値観及び生活習慣が複雑に絡み合った複合体である。その

ため、社会変化過程の実態に関する比較においては、その対象とする地域の諸側

面を可能な範囲で統合して考察し、歴史を含めてその全体像の特徴への記述的分

析を試みる必要があると思われる。
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所、1988年。ｐｐ､１５１－１７７．（中川文雄「ブラジルの人口動向の中での都市

と農村」）

(20）Wagley．Ｃ､,ｏｐｃｉｔ・ｏｐｐ､９１－９４．

(２１）ｉｄｅｍ.,ｐｐ９１－９４・

細野昭雄『ラテンアメリカの経済』東京大学出版会、1983年。ｐｐ､４２－５２．

松下例、前掲書。ｐｐ､７４－７８．

(２２）DarcyRibeiroは、社会成層をClassesDominantes・SetoresInterInediA-

－５９－



rios，ClassesSubalternas，ClassesOprimidasの４層に捉える見解を持

つ。これは、従来の支配・被支配の２分法からラテン・アメリカの現実に

即してより構造的な成層化の類型化を試みたものと思われる。しかしなが

ら、本稿においては、ブラジルにおける階層の分化、社会的移動性を捉え

る立場に立つ。

Ribeiro，Darcy。“ＯＤｉｌｅｍａｄａＡｍ６ｒｉｃａＬａｔｉｎａ”・Ｒｉｏｄｅｊａｎｅｉｒｏ，

Ｖｏｚｅｓ，１９７８．ｐｐ６５－９７．

(23）Wagleyは、これを“arrivistas”（成り上がり者）としている。（Wagley．

Ｃ､、ｏＰｃｉｔ.，Ｐｌｌ８.）

(24）メディアの存在とその戦略が、世論形成の上で今日大きな影縛力を有して

いることが示されている。

中川文雄『テレビ時代の大統領選挙』ラテンアメリカ・レポート、1991年、

ｖ０１．８Ｎ０．２、アジア経済研究所。

(25）社会的階層を決定づける要因を主に社会的地位に密接に関連する職業、学

歴、収入財産、家柄、生活様式とする立場に立つ。

(26）阪田貞宜編、大原美範監修『ブラジルの企業環境分析一類別環境要因に

よる－』世界経済情報サービス、1980年（Ｉ社会経済の発展度、ｐｐ､２１

－２８）

(27）全体システムを支える下位システム（環節要因）を指す。

(28）Nature・Technology，SocialOrganizationSocialLogicsの有機的連関

に関する概念的枠組みは、以下に基づく。

Ｗ・ＬｌｏｙｄＷａｒｎｅｒａｎｄＰ．Ｓ､Ｌｕｎt｡“ＴｈｅＳｏｃｉａｌＬｉｆｅｏｆａＭｏｄｅｒｎＣｏｍｍｕｎｉ－

ｔｙ”･ＹａｎｋｅｅＣｉｔｙＳｅｒｉｅｓｖｏＬ１・ＬｏｎｄｏｍＹａｌｅＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙＰｒｅｓｓｏ１９４

Ｌｐｐ２１－２５，

松本幹雄報告資料、「ブラジル地域研究のフレーム」、ラテン・アメリカ

政経学会関西部会報告、1976年。

(29）Freyre，Ｇ,“NewWorldintheTropics”,NewYork，1959．（松本幹雄

訳『熱帯の新世界一ブラジル文化論の発見』新世界社、1979年）

(30）Wagley，Ｃ､，ｏｐ､Cit.，ｐｐ２１３－２２９．

(31）国家への忠誠心、個人のニーズ、家族に対する考え方、労働に対する価値

付け、蓄財に関する考え方、消費物資に対する好み、信仰心、年中行事、

余暇の過ごし方、教育の水準と教育に対する考え方、地位と名誉に対する

考え方、その他数的には表し得ない質的内容を持つ要因の作用が考えられ

る。

－６０－



【上記以外の主な参考文献】

（１）Fausto，Ｂ、（ed.），“OBrasilRepublicano：４．EconomiaeCultura

（1930-1964），，（Hist6riaGeraldaCivilizaO面oBrasileiraTomom
SﾖｏＰａｕｌｏ，DIFEL1986．

（２）Mota，Ｃ､Ｇ・（ed.）．“BrasilemPerspectiva”・EditoraBertrandBra

siL1990.

（３）Lopes．」.Ｒ､Ｂ，“DesenvolvimentoeMudanlaSocial”．Ｓ百ｏＰａｕｌｏ，

CompanhiaEditoraNacionaL1972.

（４）Di6guesJr.Ｍ，“Regi5esCulturaisdoBrasil，,、RiodeJaneiro，

CentroBrasileiTodePesquisasEducacionais-Minist6riodaEdu-
￣

ｃａ９ａｏｅＣｕｌｔｕｒａ，１９６０．

（５）Di6guesJr.，Ｍ，“EtniaseCulturasnoBrasil”ｏＲｉｏｄｅＪaneiro，

ＥｄｉｔｏｒａＣｉｖｉｌｉｚａｌ５ｏＢｒａｓｉｌｅｉｒａ，１９７６．

（６）StepanA.，‘`TheMilitaryinPolitics-ChangingＰａｔｔｅｒｎｓｉｎ

Ｂｒａｚｉｌ”，Ｐｒｉｎｃｅｔｏｎ，ＰｒｉｎｃｅｔｏｎＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙＰｒｅｓｓ，１９７１．

（７）Stewardj.Ｈ､．“TheoryofCultureChange-themethoｄｏｌｏｇｙｏｆ

ｍｕｌｔｉｌｉｎｅａｒｅｖｏｌｕｔｉｏｎ，,，Urbanａ・Ｃｈｉｃａｇｏ・London・Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙｏｆ

ｌｌｌｉｎｏｉｓＰｒｅｓｓ，１９５５．

（８）Burns．Ｅ､Ｂ､，“AHistoryofBrazil，，．（2ed.），NewYork，Ｃｏｌｕｍｂｉａ

ＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙＰｒｅｓｓ，１９８０．

Ｃｕｌｔｕｒａ

Ｔｏｍｏｍ）

Ｂｒａ－

－６１－


