
<研究ノート＞

リオデジャネイロ大都市圏中間外縁地域

の社会階層的移動と定着に関する－考察

筑波大学大学院修了北森絵里

◆はじめに

リオデジャネイロ（以下リオ）は、サンパウロに次ぐブラジル第二の都市であ

り、リオ市と周辺の12の市（ムニシピオ）から成るリオ大都市圏は、1991年セン

サスによると人口約960万人を擁する（１）。大都市圏（図１参照）は、人口増加に

伴いその地理的範囲を絶えず拡大している。拡大の実質的な前線に当たる都市中

間外縁地域（主としてパイシャーダ・フルミネンセとゾナ・オエスチに相当する

地域）は、近年（特にここ２０年間）、最も人口増加の著しい地域の一つであり（２）、

住民の年齢層も若く、住民のほとんどが低所得層に属する。このことは、当該地

域が現在のみならず近い将来においても政治的経済的文化的に非常な重要性をも

つ地域であることを示している。この地域の住民は、リオの労働市場の点からも

またリオ経済のインフォーマルセクターとしても消費者としても質量ともに重要

である。政治にも影響力が大きく、政治家が得票のために最も念入りに選挙キャ

ンペーンを繰り広げる地域である。このように、都市外縁地域は、リオ大都市圏

において非常に重要であるにもかかわらず、その住民の構成、生活の実態、社会

階層的地位は、ほとんど研究の対象とされてこなかった。彼らの生活や世論が政

治的に利用されたりジャーナリズムを賑わすことは多いが、都市外縁地域とその

住民を社会階層的な移動と定着の面からみた考察や表面に現れにくい彼ら固有の

サブカルチュア（リオの中間層と上層のもつ、いわゆるリオ的なカルチュアをメ

インとすると）の形成と内容についての分析はまだ数少ないと思われる。

本稿は、以下のような展開に従って、リオ大都市圏における都市外縁地域の社

会階層的な位置づけを考察しようとするものである。ｌ）農村から都市（都心フ
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アヴェーラ）への貧困層の移動と都市貧困層の発生、２）リオの都市化に伴う、

貧困層の都心プァヴェーラから郊外、さらには外縁地域への拡大を都市化政策と

の関連で概観。３）今日のリオ大都市圏の社会階層の空間分布。貧困層の居住す

る外縁地域の大都市圏における社会階層的位置。４）中間外縁地域の住民が、現

在の社会階層的地位と生活のパターン、今に至るまでの居住地移動の経緯、社会

階層的世代内移動と世代間移動の点からかなりの共通性を持ち、地域共同体的集

団をなしサプカルチュアを形成していることを事例を通して示す。５）今後の都

市外縁地域の社会階層的位置の変化を推測する。

１．都市貧困層の歴史的位置づけ

１９世紀半ばまでのリオは、まだ小規模な都市的性格をもった商業中心地であっ

たが、１９世紀後半から、政治・行政・外交の首都として、またサンパウロと並ぶ

コーヒー産業の中心地として、かつ重要な輸出入港として著しく発展した。当時

の人口の構成は、大半が奴隷で、その他にごく一部の自由労働者とさらにごく一

部の支配エリート層、富裕層がなし、ピラミッド型の社会階層をなしていた。数

多くの丘陵や山によって分断された地形であるため、当時は全ゆる社会階層が比

較的隣接しながら居住していたとされる（３）。１９世紀末には、ブラジルの工業化

が進んだが、リオも工業、衣料、飲料、食品、軽金属などの部門が発展し、巨大

な労働市場を形成し始めた。コーヒー産業の衰退、外国移民の流人といった背景

とあいまって農村から雇用を求めて人が流入し、人口は急増した。リオの人口増

加のもう一つの重要な要因は奴隷制廃止だった。「ブラジルの奴隷制は、それと

不可分の関係にあった大土地所有制の解体＝土地所有関係の変革なしに廃止され

た。北東部では解放民が主要な労働力であり続けたが、彼らの労働条件は350年以

上にもわたる奴隷制の残律を引きずった劣悪なものであった。……それとともに

解放民は都市や農村の下層社会に滞留することを余儀なくされ（ファヴェーラの

発生）、その後の社会経済構造の変化のなかでブラジルの人種問題も階級問題と

複雑に絡み合い、重層的様相を呈していくことになったのである」(4)。

この都市貧困層は、社会階層的にみれば、農村の大土地所有制における奴隷と

本質的には同様であるといえよう。極端な言い方をすれば、奴隷と呼ばれようが

自由労働者と呼ばれようが、社会階層的に下層に位置し労働力を提供するという

意味では大きな違いはないといえよう。農村においても都市においても、労働力
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を提供し不安定な生活を余儀なくされ、より良い生活条件と理想を求めて空間を

移動する層は、常にブラジル全体レベルの社会階層構造の下層にあり、この層は、

植民地時代以来、経済の盛衰に伴って社会階層を上昇下降するのではなく、同じ

層の中で横に移動してきたのではないかと思われる。１９世紀後半、ブラジル経済

が、自由労働者をその労働力の基盤とする資本主義的成長を遂げ始める中で、社

会階層の下層内での横移動が農村から都市への人口流人という形をとって現れた

といえよう。

ブラジルの社会学者、Ｏ・イアニは、１９世紀後半以降のブラジルの工業化と経

済成長を背景とする社会経済システムの変化を次のように分析している。「奴隷

から自由労働者への移行は、労働者を価値を生む労働力と見倣す資本主義的経済

システムの形成を意味する。労働者が自由であって初めて労働市場は効果的条件

を得られる｡……経済構造の変化が奴隷解放を必要としたのである。奴隷から市

民への移行は、労働力の市場化がなければそれほど際立たなかったであろう」(5)。

19世紀末の都市貧困層の発生は、経済システムの変化を背景とした社会階層的下

層の農村から都市への移動として位置づけられよう。

Ⅱ、リオの都市化にみられる都市圏拡大のパターン

２０世紀初頭、好調なブラジル経済を背景に、リオは首都としての本格的な都市

化を開始し、政府主導型の都市化政策が数多くとられるようになった。多くの都

市化政策に共通する目的は、リオを都市機能を備えた西欧型の都市にすること、

都心と隣接地域に移し<存在する貧困層の居住地ファヴェーラを廃し貧困層に住

宅を提供することであった。しかし、実際は政府の建て前とは裏腹に、貧困層を

遠隔地に追いやり富裕層を優先する政策がとられた。幹線道路やトンネルの開通、

都市の美化が実施される度に、富裕層の居住する南の地域（ゾナ．スール）は都

心とのアクセスが向上し都市インフラが整備される一方、道路やトンネルの通過

予定地に居住する貧困層は強制的立ち退きを迫られた。例えば、パヅソス市長期

の1903年に実施された、「新しいブラジル」の首都としてのリオを目指した「都

市改革四年計画」では、中心部の大通りアヴェニーダ．セントラルが開通された

が、そのために2.000から3.000のバラックが取り壊された（６）。立ち退かされた

住民は、都心の他の既存のファヴェーラ、政府が提供する郊外や近接．中間外縁

地域の集合住宅、あるいは新しいファヴニーラヘと移るのが＿股的だった。
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このパッゾス市長期の政策はその後の都市化政策の「はしり」といえ、基本的

な路線は都心のファヴェーラ撤去政策が集中的にとられる60年代まで一貫してい

る。リオの都市化プロセスのごく初期からすでに次のような社会階層の空間分布

の基本型が出来上がっていたといえよう。

南の地域（ゾナ・スール）＝都市インフラの充実／都心とのアクセス良／

快適なライフスタイル／富裕層の居住地域

↑労働力 ↓屈用

北、西の地域（ゾナ・ノルチ、ゾナ・オエスチ、パイシャーダ・フルミネンセ）

＝都市インフラの未整備／都心、職場から遠い／

粗末な住居、貧しい生活／貧困層の居住地域

この基本型は、その後、各時期の都市圏の空間的な拡大に応じて貧困層の居住

地域や中間層の居住地域の地理的拡がりの点で変化は見られるが、富裕層偏重と

貧困層の居住地域の都市化の遅れという点では今日に至るまで変わっていない。

２０世紀前半、リオ大都市圏は着実にその地理的範囲を拡げた。ゾナ・ノルチと

都心に近接した郊外は、既に19世紀中に労働者層の居住地域や工場地域として発

展しており、半世紀以上の歴史を持つファヴェーラも多数存在し、都市圏に完全

に取り込まれていた。ゾナ・オエスチやパイシャーダ・フルミネンセは、帝政時

代に既に鉄道によって都心と結ばれていたが、本格的に都市圏に取り込まれたの

は今世紀に入ってからだった。1930年代、４０年代は、リオ大都市圏の人口が急増

した時期である。この時期に人口は約２倍も増加している。その背景には、世界

恐慌の影響を受けたブラジル経済の危機により農村が困窮、リオの工業化が進み

労働力を吸収したこと、リオ大都市圏とブラジル北東部パイア州を結ぶ高速道路

の開通があり、そのため、農村（特にブラジル北東部）からの移住民が流入した

ことが考えられる。農村からやって来る人びとの多くは、既存のファヴニーラに

定着したり新たなファヴェーラを形成したりした。1920年から1950年にかけての

労働人口に関する統計によると、リオ大都市圏の労働人口は、約278％増加して

いる(7)。特に、外縁地域における労働人口の増加が著しく、大都市圏の拡大と

労働力を支える層の拡散を示している。表１は1940年代のリオ市とパイシャーダ

・フルミネンセに相当する隣接諸市の人口増加の様子を示しているが、ノヴァ・

イグアス、ドゥキ・ヂ・カシアス、ニロポリス、サン・ジョアン・ヂ・メリチ、

サン・ゴンサロの人口増加がいかに著しく都市圏が外縁に拡大しているかが理解

できる。
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1950年代から６０年代初頭、ブラジル経済は輸入代替期を迎え外国資本の投資が

激化した。クピシェッキ大統領期にはブラジル経済は「奇跡の発展」を遂げた。

この背景の中で、産業、経済の中心はリオからサンパウロに移行したにもかかわ

らず、多大な労働力を吸収するリオの人口増加は続いた。５０年代、リオの都市化

はさらに進められた｡カルドーゾ市長期（1953～54年）とアリン・ペドロ市長期

（1955～56年）には、中心部を都市化し、富裕層の居住地域と都心のアクセスを

改善した。当然これらの工事には貧困層の立ち退きが伴っている。クピシェヅキ

大統領時代のネグラン・ヂ・リマ市長期（1957～58年）には、１０年計画で都市中

心部と南の地域を重視した都市インフラの整備と都市化が、都市化公衆衛生管理

局（SURSAN）によって進められた。アルヴィン市長期（1958～60年）には、前市

長期に始まった工事の多くが完了し、今日でも主要な通りやトンネルなどが開通

した。続く６０年代前半のカルロス・ラセルダ州知事期にもこの都市化は進められ、

大通りやトンネルが多く開通した。このような50年代から60年代前半にかけての

都市化政策は、貧困層に多大な影響を及ぼした。それは、２０年代のアガシェ計画

以来続いてきた、貧困層の立ち退きと遠隔地への移動だった。

貧困層への圧迫は、都市化政策によるだけではなかった。コーヒー価格の暴落

によって外貨が流出しインフレに陥ったブラジル経済の影響をリオは直接的に受

けた。労働者の賃金が下がり、不景気を反映して土地を転がす業者が増え土地価

格が高騰した。賃金低下と土地価格の高騰と家賃凍結のトリプルパンチにより低

所得層は住宅危機に陥り、都心部のファヴェーラだけでなく郊外や外縁地域のフ

ァヴェーラも急増した。５０年代の人口増加の著しい地域は、都心に近接する郊外

７４％、さらにゾナ・オエスチ８２％となっている(8)。パイシャーダ・フルミネン

セに相当する近隣市の人口もこの時期、１４５％、１４９％といった急増ぶりである

（表１参照）･図２は50年から６０年の人口増加率を地図上で見たものだが、人口

増加率の小さい地域から大きい地域へと都市中心部を中心としたドーナツ状に拡

がりをみせ、リオ大都市圏の拡張を表している。特に、ノヴァ・イグアス市、サ

ン・ジョアン・ヂ・メリチ市、ドゥケ・ヂ・カシアス市の人口増加が120％以上

と著しい。もう一つ注目すべきは、富裕層の居住する南の地域のラゴア、コパカ

パーナ、レプロンなどの地区の人口増加が80～100％と著しい点であり、これに

は、低所得層のファヴェーラヘの流人が大きく関わっていると思われる。同時期

のファヴェーラ数と人口の変化について見ると、新たにファヴェーラが７５も形成

され、人口が８万６４５人も増えたということは、５０年代がリオ市のファヴニーラ
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増加にとって画期的な時期であったといえよう。ファヴェーラに関する初の人口

調査は1948年になされ、当時のファヴェーラ人口はリオ市の全人口の７％を占め

ていた。５０年から６０年の間、ファヴェーラ人口は年率７％の勢いで増加したと見

積もられる。非ファヴニーラ人口の増加率が3.3％であるのと比べるとファヴェ

ーラ人口の急増ぶりが窺える(9)゜1960年の時点で、リオ市のファヴェーラ数は

147を数え、３３万5.063人の人口を擁した('0)。「都市の近代化は確実に進み、中

・上流階級は表面的には欧米並みの都市生活を楽しめるようになった。とはいえ、

文盲である最低賃金労働者も多く存在し、５７年にリオでは住民の４分の１がスラ

ム街に居住する状況であった（'1)」。

表２は、1950年代のリオ大都市圏への流人人口がどの地域に定着したかを示し

ている。リオ居住年数１年未満の人口の60％が、バイシャーダ・フルミネンセと

リオ市の西の地域（ゾナ・オエスチ）に分布し、また居住年数ｌ～５年人口、６

～10年人口もパイシャーダ・フルミネンセとゾナ・オエスチ、都心に近接する郊

外、都市中心部の順に多く分布している。つまり、居住年数10年までの人口の

77.6％が、中心部とゾナ・スール以外の地域に分布することになる。居住年数１１

年以上の人口になって初めて都市中心部の比率が高くなる。このことは、農村か

らの移住民がピークに達し、リオの人口、特に貧困層人口が急増した50年代に、

貧困層が都市中心部以外の地域、特にゾナ・オエスチとパイシャーダ・フルミネ

ンセに定着したこと、大都市圏の外縁への拡大が極めて促進されたことを物語っ

ている。

1950年代のファヴェーラの急増は政府をファヴェーラ対策へと駆り立てた。そ

の典型的な政策がファヴェーラ撤去・住民立ち退きである。政府はファヴェーラ

を所得の不平等分配、所得格差といった観点から捉えるのではなく、単なる住宅

問題として扱った。つまり政府は、貧困層に衛生的な最低限の都市インフラを備

えた住宅を安価で供給するという建て前の下、都心や富裕層の居住地域に広がる

ファヴェーラは「美しいリオ」のイメージにとってマイナスであるため、「汚い

ものは見えない所へ」的な政策を、当事者である貧困層の声を聞くことなく推し

進めた。この政策実施のために、政府は、ＣＯＨＡＢ－ＧＢ（川住宅会社一グ

アナパラ州）やＢＮＨ（国立住宅銀行）を設立し、都市圏の外縁地域に築合居住

地（conjuntohabitacional）を建設した。1962年から７５年の間に、一戸建てや

アパートなど様々な形態で、計４万9`000戸を供給し、約14万人の住民がファヴ

ェーラを立ち退いた（'2)。
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６０年代に入ってから実に多くのファヴェーラ撤去政策が実施されてきたが、フ

ァヴェーラ住民の減少にはつながらなかった。６５年のファヴェーラ人口と７０年代

のそれを比べるとファヴェーラ人口は64％も増加している《'3）。７０年のリオのフ

ァヴェーラ数は162、人口は約56万5.000人で、リオの全人口の13％に相当、７９年

のリオのファヴェーラ数は375、人口は約150万人で、リオの住民の４人に1人が

ファヴェーラ住民という計算になる。結局、ファヴェーラ撤去政策はファヴェー

ラ根絶、ファヴェーラ人口減少に直接的につながらなかった。「ファヴェーラは、

不平等が浸透し資本蓄積の偏在がますます大きくなる社会における労働力の搾取

の結果である」《…。低所得で生計を立てていこうとする貧困層にとっては、僅

かな額でも家賃や交通費は負担となり、職場に近く住民税を払わなくてすむ都心

のファヴェーラに住むことが、彼らにとり生き残りの戦略なのである。

７０年代後半から今日に至るまで、貧困層の住宅対策として政府による住宅建設

は続けられている。７５年から８６年の間に、約６万1.000戸が一戸建てやアパート

の形式で、主に西の地域のカンポ・グランヂやサンタ・クルスといった地区に建

てられた。これらの住宅は理屈の上では最低所得層にも職人が可能だったが、実

際には最低賃金の５倍以上の収入のある中間層が安い家賃を求めて購入するケー

スが多い《'5'・

一方、８０年代に入ってから、ファヴェーラ対策は、住宅の供給だけでなくファ

ヴニーラの都市インフラ整備へと移行してきた。６０年代のようなファヴェーラ撤

去・住民の立ち退きは、住民自身の必要性から出たのではなかったことへの具体

的反省がなされなかったことから、集合居住地に移った住民からの不満、家のロ

ーンの未払い、ローン返済不可能により都心のファヴェーラに戻ってしまうケー

スが多いことなど、予測できなかった結果が起こり、今日ではファヴェーラ対策

は、撤去ではなく、都市インフラを整備し土地所有権を認める方向へと動いてい

る《'6’。ところが、ファヴェーラ内の土地所有権が認められるということは、住

民税の支払い義務を意味するため、それを免れるため別のファヴェーラに移った

り、インフォーマルな不動産市場を通してファヴェーラ内の不動産が売買、賃貸

されたりする様々な例が見られる。つまり、ファヴェーラを根絶するということ

は、貧困層が存在する限り不可能であり、貧困層は新たな政策が打ち出されても

その網の目をくぐって生き残りの道を見出すのである。

都市圏の拡大という点からみれば、６０年代以降のファヴェーラ撤去政策は立ち

退き先の集合居住地を都市の外縁地域に建設することで、都市人口を外へ分散さ
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せることに貢献したといえよう。集合居住地へのファヴェーラ住民の移動に伴っ

て、小規模、中規模の商業中心地が形成され、都心との交通の便も十分とはいえ

ないが多少なりとも向上した。今日、中間外縁地域は、集合居住地を出発点とし

て人口が増加中であり、ますますベッドタウン、衛星都市としての役割を果たす

ようになっている。しかし、次の節でみるように、住民の経済レベルと都市イン

フラに関しては後進の状態にあり、今後それが改善されるという可能性は全く保

証されていない。

このように都市化のプロセスを人口増加と政策を中心に概観してきたが、そこ

にはある一定の都市圏拡大のパターンが窺える。農村から人口が流入し都市貧困

層を形成し始めた時から、拡大の前線は常に貧困層の居住地域であった。その後

も都心からの距離は異なるが、その時代時代の外縁部分に貧困層を配し、都市圏

は拡大する。そして、社会階層を上昇するということは、外側（北や西の地域）

から都心と富裕層の住む南の地域に近づくことであり、社会階層を下降するとい

うことは、逆の方向に移動し都心から遠ざかることである。このパターンが歴史

的に繰り返されてきたといえよう。

、、今日のリオ大都市圏における社会階層の分布

前節でみた都市化プロセスの産物として、今日のリオ大都市圏における明確な

社会階層の空間的コントラストがあるといえる。それは、住所によってその人の

生活スタイル、職業、所得、教育レベルなどが想像できる、といわれるほどであ

る。

図３は、低所得層の分布を、図４は高所得層の分布を示している。ブラジルの

統計院の分類では、世帯所得が最低賃金の２倍までを低所得層、最低賃金の２～

５倍を中所得層、最低賃金の５～10倍を中の上、１０倍以上を高所得としている。

しかし、この分類は各世帯の家族の人数を考慮していないため実態を正確に反映

していないとの指摘から、政府は数年前から、所得を世帯の構成人数で割って出

す、世帯一人当たり所得を分類の基準に置くようになった。すると、これまで低

所得層に分類されてきた世帯はもちろんのこと、中所得層と見徹されていた世帯

の大半が低所得層に入ることになる。図３で低所得層と中所得層が全世帯の大半

を占めている地域は、その住民の大半が貧困ライン以下の世帯（－人当たり所得

が最低賃金の半分以下の世帯）に属する地域であることを示す。
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この所得の分布と前節でみた都市化プロセスとを関連させると、図５のように

社会階層の分布を基準にして空間を色分けすることができる。

中心部は、主に上層（富裕層、高所得層）及び中間層の居住地域である。リオ

が世界に向けて発するイメージ、「美しいリオ」はこの地域のことである。都市

インフラやサービスが最も充実しているが、歴史の古い地域であるため街路や住

宅の老朽化が問題である。住民の多くは、高層のアパートに住み、西欧型のライ

フスタイルをとり、教育レベルも高い。貧困層を労働力として雇うのはこの地域

の住民である。一方、同地域にはファヴェーラも多く分布する。日雇いで工事建

設現場で働くにせよメイドとして上層、中間層のアパートに通うにせよ、また街

路で行商として物を売ったり、サービス業に就くとしても、労働の場はこの中心

部に集中しているためである。

近接外縁地域は、主として中間層の下層、下層の上層の居住地域である。１９世

紀から今世紀初頭にかけて工場があった地域でもあり、植民地時代には上流階級

の居住地域であったがそれが南の地域に移動したため、今世紀にはすでに労働者

層や貧困層の居住地域となっていた。また今日、中心部のセントロに次いで大規

模な－大商業中心地もある（マドゥレイラ、ヴィラ・イザベル、チジニカ、メイ

エルなど）。この地域の中でも、ゾナ・ノルチと呼ばれる部分（図ｌも参照）は、

早くから貧困層が定着したため半世紀前後の歴史を持つファヴニーラが多い。フ

ァヴェーラを除くと、都市インフラは上述の中心部と同様に整備されているが、

住民の経済レベルや住居は全体的にワンランク下がる。

中間外縁地域は、大都市圏の中でも最も貧しい地域である。住民のほとんどは

貧困ライン以下の所得で、生活レベルは都心のファヴェーラと類似している。人

口増加率は最も高く、年齢層も他の地域に比べて低い。教育レベルは、小学校修

了か未就学の割合が高い。都市インフラを備えた集合居住地が多く分布する一方

で、その集合居住地に隣接して形成された新興ファヴェーラの数は統計で把握す

ることが不可能なほど急増している。図６は、８５年リオ市における不法土地占拠

の分布が、まだ空いている土地が多く残る西方（パングー、カンポ・グランヂ以

西）に向かって進行していることを示している。

ジョルナル・ド・ブラジル紙がlPLANRIO（リオ市都市計画局）の統計に基づい

て掲載した、ファヴェーラの数と人口に関する記事によると《'6’、］PLANRlOが８９

～90年の２年間にファヴェーラ人口調査を実施したが、ファヴェーラ数はリオ市

全体で約1.6倍も増加した（人口約100万人を擁する）。そのうち、９０年だけでも
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205のファヴェーラが新たに出現している。ファヴェーラ数増加の著しい地域は、

ジャカレパグアの約1.5倍とゾナ・オエスチの約1.3倍である。一方、ゾナ・スー

ルでは、ファヴェーラ人口は増加しているがファヴェーラの数自体に変化はなか

った。これらのデータも、リオ大都市圏の拡大と都市貧困層の分布が中間外縁地

域以遠に向かっていることを示している。この中間外縁地域は、都市圏拡大の実

質的前線に当たり、本稿のはしがきで述べたように、現在も将来もリオ大都市圏

にとって政治・経済・社会・文化的に非常に重要な地域なのである。

遠方外縁地域は、大都市圏の残りの地域を指し、現在における重要性はまだそ

れほど高くはない。しかし、上述の中間外縁地域の次に都市圏拡大の波が及ぶ地

域であり、すでに今後ファヴェーラとなるであろう不法土地占拠の拠点がまばら

ながら出現している。

以上のように、現在のリオ大都市圏の空間構造は概観できる。しかも、この構

造は、都市圏の外線に向かって常にダイナミックに変化していくと考えられる。

Ⅳ、中間外縁地域の実態一事例を中心として

本節では、前節までに述べたリオ大都市圏の中間外線地域の住民の経済レベル、

世代内、世代間の社会階層的地位の変化、現在に至るまでの居住地の移動といっ

た点に着目し、当地域の住民が社会階層的にどう移動し定着したかを実証的に述

べたい。そこから、当地域が今後、社会階層的にどのように変化していくかを考

察する手がかりをつかもうとするものである。

本節では、筆者が91年から92年に実施した中間外縁地域の住民に対するインタ

ビューに基づいて、具体的な事例を述べてみよう。これは、大規模な計蟹的調査

方法によるものではない。統計や指標によってある一定の傾向を見出す手法によ

るのではなく、数的には限界がありながらも対象となる人の個別の経験に重点を

置こうとしたものである。このやり方は、最近の社会階層研究にみられる考え方

にも通じると思われる。「それは、これまでのような客観的にカテゴリー化され、

あるいは数量化された階層的地位指標についてのデータを統計学的に電算機処理

するという作業とは対照的に、職歴を「生活世界」についての「主観的構成」と

いう観点から現象学的に解釈する、というものである。この手法一実際にはそ

れは「手法」などという言葉が適するようなものではない－は、職歴という調

査データを集める点では、従来の実証主義的階層研究と共通の出発点に立つとは
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いえ、それらを職業や所得や学歴のような変数ごとにカテゴリー化したり数量化

したりする代わりに、調査者が被調査者と自由に面接して、一人一人の個性的な

経歴に対し、いわば両者の対話を通じて解釈を与え「意味」づけを行う、という

やり方をとる」《'7）。「両者の対話を通じて解釈を与え意味づけを行う」ことは、

本稿の本筋から離れてしまうため別の機会に譲るが、被調査者本人が職業や住む

場所の移動をどのように認識してきたかを見ることは、ある社会階層（本稿の場

合、中間外縁地域に住む下層）の位置づけを、その層の外側からだけではなく内

側からも考察することになろう。

事例として、中間外縁地域の住民に対するインタビューから、居住地の移動と

鞍歴について語られた部分を抜粋して紹介してみよう《'6)。なお、人名は全て仮

名である。

（１）ジョゼの場合

ジョゼは64歳で、パングーの集合居住地（conjuntohabitacional）に住んで

30年になる。出身地は北東部セアラー州のカスカヴェルだが、４０年前に生活苦の

ためリオにやって来た。リオへはパウ・ヂ・アララ《'9’と呼ばれるトラックで来

た。リオに来た当初は、知人を頼って都心のファヴェーラ・エスケレト（マラカ

ナン・スタジアム付近に60年代初めまであった）に落ち着いた。そこには10年位

住んだが、６０年代初頭の政府によるファヴェーラ撤去・住民立ち退き政策に伴っ

て、現在住む集合居住地に移った。住居は15年間の返済を終え持ち家となり自分

でコッコッと増築してきた。

「わしは、５歳の時から畑で働き始めて今までずっと働いてきた。４０年前にセ

アラーからリオに来てからもいろんな仕事をしてきた。コパカバーナやレプロン

の金持ちの家の壁を塗ったりドアのノブを修理したり。わしは、きちんと仕事を

するから信用があって、－軒の仕事が終わるとすぐ次の注文がきた。道路やピル

の工事をしたこともある。ここ（現在の家）に来てからも毎日ゾナ・スールヘ働

きに行っていたが、交通費が高すぎるのと遠くてつらいので、ガレージをつくっ

て自動車修理をすることにした。わしらは死ぬまで働かなくてはならないんだよ。

懸命に働いて最低賃金を稼いでもそれでは何ら買えない。」

彼は、子供たちには自分よりいい暮らしをしてもらいたくて、長男と長女は中

学を卒業させ、次男は現在高校に通わせている。長男はずっと失業中で父親の自

動車修理を手伝っていたが、半年前にやっと銀行のガードマンの仕事に就けた。
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長女には１歳になる子供がいるが、その子の父親は養育費を払わず逃げ、彼女も

仕事がないため父の所にいる。

ジョゼの妻も、３０年前にセアラー州のフォルタレーザ近くの小さな町から生活

苦のためにリオにやって来た。最初に定着したファヴェーラ・エスケレトでジョ

ゼと知り合い結婚した。ジョゼは妻が外で働くことを嫌うため結婚してからは働

いたことはない。

ジョゼの家族は、長男の稼ぐ最低賃金とジョゼの稼ぎ（だいたい月額最低賃金）

で生活している。これまでは何とか暮らしてきたが、子供たちの収入が安定しな

いのでいつまで働けるかが不安である。しかし、自分の持ち家があるので少しは

安心している。

（２）ドナ・マリア（62歳）の場合

「私はね、ペルナンブーコの内陸の小さな村で生まれて、５歳になったらすぐ

畑で働き始めた。そこはひどい所でね、水道も電気もなく、父も母も兄弟もとに

かく大人も子供も皆働かなければならなかった。私が生まれて育ったペルナンプ

ーコは好きじゃないよ。だってさ、あそこじゃ考えるってことがないんだよ。学

校がなく人は何も知らない。次に、カテンヂという少し大きな町に移ったけれど、

そこでも畑で働いてばかりいて、学校には行かせてもらえなかった。父は誰にも

勉強させたくないと思っていた。何しろその頃は父が恐かったよ。彼は自分に従

わない者をすぐ殴ったから反抗できなかった。その頃住んでいた所はひどい所で、

一つの細長い建物に何家族も一緒に住んでいて、食べ物はマンジオッカの粉や野

菜ばかりでまずかった。シャワーなんてなくて、井戸の水で髪も身体も洗ってい

た。そして15の時に結婚したけれど、ペルナンプーコでの生活が苦しくて結婚し

て６カ月でサンパウロ州の農村に行って、綿のファゼンダで働いた。夫と一緒に

毎日働いてばかりだったけど、ペルナンプーコで恐い父親と水道も電気もない所

で働くことに比べればずっと楽だった。綿がダメになったので、次はパラナ州の

コーヒーファゼンダで働いた。私は、あのパラナの生活が一番好きだったよ。仕

事はきつかったけれど、毎週きちんと賃金をもらえたし、セニョールがとてもい

い人で、私たちに土地を分けてくれて何でも栽培させてくれた。コーヒーがダメ

になってからもその小さな畑で働いていたんだけれど、夫がリオに行くと言い出

してついて来たんだ。私はパラナを出たくなかったのに、夫は私の意見なんかき

かないから仕方なかった。リオに来てまず初めにイラジャーのファヴェーラに落
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ち着いた。夫は織物工場やパスの組立て工場で働いた。その頃、長男が生まれて

私は家事と子育てに専念しペルナンプーコから寝たきりの母を呼んで面倒をみた。

息子が大きくなって母が亡くなると私も工場で働きたくなったけれど夫が許して

くれずあきらめた。そしてハモスのファヴェーラに移ったけれどすぐにそのファ

ヴェーラが撤去されてここ（パングー）に来たんだ。ここで２人の娘を生み育て、

自分の家を持っていて、近所にはいい人ばかりがいるしみんなと友達だし、家族

は健康だし、今、私は幸せだと思っているよ。」

彼女はこの話の中で、常に働いてきたことを強調している。休みなく働き続け

る過程で、少しずつ生活のレベルを向上させ、現在をこれまでで最も幸せな状態

であると位置づけている。現在、夫は年金を受けている。長男はチジュカのアパ

ートで門番の仕事をし最低賃金を得ている。その嫁は今仕事を探している。彼ら

は３人の子供とともにドナ・マリアと同居している。長女は離婚して今新しい恋

人とニロポリス市（バイシャーダ・フルミネンセ）に住んでいる。彼女は10歳に

なる息子を母親に預けたままで滅多に帰ってこない。

（３）ドナ・マリア・ヂ・ルールヂス（85歳）の場合

彼女は、約35年前にパライバ州の内陸の町、カンピーナ・グランヂからリオに

来た。最初に落ち着いた所は、ファヴェーラ・パスマド（60年代初頭までレプロ

ンにあった）だった。

「カンピーナ・グランヂでは、にわとり、２～３頭の牛を飼い、ファゼンデイ

ロから借りた小さな畑でとうもろこし、さつまいもを植えていた。けれど、ファ

ゼンデイロが土地を貸すのをやめたので生活できなくなった。結婚していたので、

夫とより良い生活を求めて乗り合いトラック（パウ・ヂ・アララー）でリオにや

ってきた。ファヴェーラ・パスマドはものすごかったよ。バラックはよく崩れる

し、シャワーもないし、ゴミだらけだからネズミはいるし、子供は病気になるし。

それでも10年位住んだ。その間に、夫が病気で死んだ。すでに洗濯女として稼い

でいたけれど子供２人を育てるのは大変だった。ファヴェーラの下にあるマダム

のアパートに毎週シーツを取りに行き洗服してアイロンをかけて次の週に届ける

仕事をしていた。２５年間シーツを洗い続けたんだよ。それはつらかった。洗濯物

は重く、アイロンがけは力が要る。何人かのマダムから頼まれていたから、毎日

だいたい13枚のシーツを洗っていたよ。」

彼女は、６０年代初頭のファヴェーラ撤去政策に伴って、ファヴェーラから現在
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住む集合居住地に移ってきた。２人の娘は結婚している。夫がパスの運転手であ

る長女は、ノヴァ・イグアス市（バイシャーダ・フルミネンセ）に住み、次女は

レストランのギャルソンである夫と共に集合居住地に隣接する新興ファヴェーラ

に住んでいる。ルールヂスは、今はもうシーツ洗いはやめており、娘たちからも

らう小遣いと洋裁で生活している。

以上、大都市圏の中間外縁地域の住民の居住地の移動と職歴を数例述べた。こ

れらの事例にはいくつかの共通点が見られる。現在60代以上の年齢の人では、農

村からリオにより良い生活を求めてやって来た人が多いこと。リオに来た当初は

知り合いを頼ってファヴェーラに落ち着いたこと。その後、ファヴェーラからフ

ァヴェーラヘ、あるいは都心から離れた外縁地域に移る場合が多いこと。住む場

所が移動しても職業と所得にはそれほど変化は見られないこと。個人で複数の職

歴を持つ人が多いが所得レベルでは変化はほとんどないこと。子供が社会階層的

地位を上昇するためにはまず学歴が必要であると考えていること。初等教育や中

等教育を修了した子供でも親と同様の所得レベルの職業に就く場合が多いこと。

子供の居住地は、親と同居でなければ、親の居住地と同様の生活レベルの他地域

（中間外縁地域または遠隔外縁地域）であることが多いこと。これらの共通点か

ら次のようなことが言えよう。すなわち、居住地の移動と職歴に関係なく彼らは

常に同じ社会階層内を、多少の上下はあろうともほぼ横移動している。しかもそ

れは親の世代のみならず子供の世代にも受け継がれている。彼らは社会階層的地

位の上昇を目指して居住地と職業を移動するが、それは所得のアップにつながら

ず、居住地も第Ⅲ節でみた同じ社会階層が分布する地域を移動する結果となって

いる。

このように社会階層的に共通性を持つ中間外縁地域の住民は、彼ら固有のイン

フォーマルなサプカルチャーを形成していることも重要である。所得や職業、出

自、居住場所の移動が類似しているため、日常生活のパターンに共通することが

多い。インフォーマルなサプカルチャーの形成にとって最も重要なのは人間関係、

つき合いのネットワークである。彼らは、親戚、近所、宗教、学校、自治会、娯

楽などを共通項にして様々な口コミのネットワークを駆使し、仕事や知人を紹介

したり生活に密着した情報を交換する。また、宗教面では、カトリック教会の危

機が叫ばれるほどプロテスタント系やペンテコステ系の様々な宗派が信者を増や

している。またウンバンダやカンドンプレの儀礼も日常茶飯である。娯楽の面で

も彼らは共通性を示している。週末は、上述のつき合いのネットワークの中で誕
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生パーティーをやったり、近くのバールで何時間もしゃべったり、自分たちで芝

居や広場での音楽コンサートの行事を行って楽しむ。この他にも様々な例があろ

うが、彼らはインフォーマルなサブカルチャーを共有することで、彼らの住む地

域や地区や身近なコミュニティにアイデンティティを持っていると思われる。

Ｖ、今後の変化についての考察

1980年代以降、ブラジルの経済危機は深刻化する一方である。ハイパーインフ

レ、長期不況、失業などにより、「農村の貧困を逃れて都市に流入した国内移住

者の社会上昇が困難」であり、「戦後、育ってきた中産階級は没落」の傾向にあ

り、全体的な貧困化が指摘されている。所得格差は大きくなる一方で、「人口の

20％の低所得層の月平均所得は、９０年で最低賃金（約６５ドル）の0.65倍」であり、

同じく人口の20％の高所得層の月平均所得は、９０年で最低賃金の17.86倍」にも

達し、「８７年現在、貧困ライン以下の家庭は、ブラジルの総世帯の20％」にもの

ぼる（２０）。

このような状況は年々悪化し、将来に向けての展望が開けないほどである。全

体的貧困化は中間階層以下の経済的落ち込みを招いている。中間階層は、経済が

好調で安定すれば社会階層を上昇し、上層の下に入り込む可能性を持っている。

しかし現状ではそれは困難で、中間層は生活を切り詰める傾向に向かっている。

具体的には、メイドの人数や週当たりの日数を減らしたり、電話の権利や車や不

動産を売ったり、またアパートの部屋を他人に貸したり、もっと安い家賃を求め

て引っ越したりする。中間層のこのような生活のレベルダウンは、すぐに下層の

人々に影響する。つまり、雇用（メイドのような）が減り収入が減少する。安い

家賃を求めて移動する中間層が下層の人々の住む地域に流れ込み、下層の人々に

は払えないような家賃や価格の不動産を購入する。すると、その地域の不動産価

格や物価が次第に上昇し、もともと住んでいた下層の人々の生活を圧迫し始める。

下層の人々は、生活が苦しくなると家を売ったりバラックを貸したりして、その

収入で付近のファヴェーラや空いている土地にバラックや家を建て移り住む。

中間層の落ち込みと再貧困化の傾向は、実際に中間外縁地域に少しずつ変化を

もたらしている。この地域では、ここ１０年間に周囲の住居に比べて明らかに面積

の大きい住居が増えている。このような住居に住む人は、車や電話を所有し所得

も最低賃金の３倍以上であることが多い。また、中間外線地域と遠方外縁地域の
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空き地には、数年前にはなかったバラックやレンガの小さな家がどんどん増えて

いる。

これらのことから考えられることは、中間層の落ち込みと下層の再貧困化が大

都市圏の中心から外に向かって進んでおり、大都市圏拡大の前線が下層の再貧困

化を伴って中間外縁地域から遠方外縁地域に移行しつつあるということである。

この傾向は今後ますます強まると予想される。

◆終わりに

本稿でみたような社会階層の分布と一定地域の社会階層的移動と定着のパター

ンが、サンパウロ大都市圏のようなブラジルのその他の大都市にも基本的に共通

するのではないかと思われる。そうであれば、今世紀初頭から続く農村から都市

への人口集中を背景とするブラジルの社会階層構造の変化を、それ以前の大土地

所有制を基盤とした農村の社会階層構造と比較し考察することが可能であろう。

農村においては、少数の上層と多数の下層はごく僅かの中間層を間に挟んで明確

に分断されていた。この階層構造の型は、経済成長と都市化を経る中で、歴然と

した階級格差を固定的に保ちながら、中間層が下層よりは少ないながらも厚みを

もつようになった。中間層の動きは、社会階層の全体的構造の変化にとって鍵と

なる。近年見られる中間層の経済的落ち込みは、再び、少数の上層と多数の下層

を僅かの中間層が繋ぐ農村型の階層構造を生んでいるように思われる。

以上のようなブラジルの社会階層構造の変化の考察は、本稿の段階ではまだ仮

説に過ぎないが、今後の研究の積み上げを必要とするであろう。しかもそれを個

別の現象を重視する方法をとって考察することにより、社会階層構造の変化が実

際に階層を構成する「人」の生活と人生の実態をもって立ち現れてくることにな

るであろう。
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＜表２＞リオ大都市圏・居住年数別人口の分布（1960年）
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図１リオ大都市l圃二l:要地域のゾーネーシヨン
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図２リオ大部IIj圏の人口jmbU(1950～60年）
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図３リオ大都市圏・低所得１１t柵の分布
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図４リオ大都市圏・商所i1llit帯の分布
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図６リオの不法土地占拠の分布(1985年）
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