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ブラジル，サンパウロ州グァタパラ日系移住地での研究実例〔1〕

一ブラジル連邦共和国への移住に関する歴史的背景一

冨田健太郎＊

〔キーワード〕：ブラジル，JATAK棄民，目系移

住者，農業（ブラジル）

はじめに

　本稿から，全国拓植農業協同組合連合会（JATAK．）

での嘱託研究員時代の研究成果を報じていく．前報

までは，長年にわたって「熱帯アメリカの酸性土壌

の矯正とリン酸肥沃度の向上」について報じてきた

わけであるが，このシリーズは，主に南米諸国の小

農向け技術協力における方向性または適正技術に

ついて扱ってきた内容であった．ところが，本稿か

ら対象とするのはブラジル連邦共和国（以下，ブラ

ジルと記す）の目系移住者である．どこが違うの

か？ということであるが，これは本稿も含めて以降

出版される内容を読んでいただくしかないが，基本

は目系移住者の中にも多様性はあるが，地方の貧困

小農と違って，ある意味では裕福な環境にあり，ブ

ラジル人を労働者として雇っている方もおられる

くらいである．そういう意味では地方小農と違って，

「なんで技術協力が必要なのか？」という意見も生

じてくることであろう．

　それに関しては，赴任当初（2003年），JATAK

常務理事の話であるが，日系移住者の中でも格差社

会が生じており，いわゆる「負け組」と称される移

住者に対しては，何らかの協力・援助が必要である

とおっしゃったことがあった．この背景には，当初，

国策により移住者をr棄民」扱いして，目本本土か

ら追い出してしまったという苦い歴史がある．最近，

ある国の移住者たちが団結して目本国政府に対し

訴え，裁判を起こしたという事例があったことはご

承知のことと思う．とにかく，その一方で，日本政

府としては移住者に対する償いをしなければなら

ないという部分もあった．

　さて，目系移住者に対する歴史的背景の詳細につ

いては，JICA横浜に多くの資料が保存されている

＊株式会社宏大・元JATAKブラジル農業技術普及交流センター
（Kentaro　Tomita）

ので，そこを訪れることをおすすめする．筆者は主

に，サンパウロ州グァタパラ日系移住者の農用地の

理化学的特性，作物の生産性などに関する調査・研

究を行い，これからの方向性を提示したにすぎない

が，その前に，ブラジルの農業の概要ならびに簡単

に移住者の歴史的背景から報じていこうと思う・な

お，歴史的背景をまとめるにあたっては，グァタパ

ラ移住地の近藤フェルナンド和彦氏の卒業論文

（2001年度東京農業大学国際食料情報学部生物企

業情報学科）の第1章のブラジル目系移住者の歴史

を主に参考にした形で，まとめたことを付記してお
く．

1．ブラジル農業の概要
ブラジノレは8，512，000㎞2の面積（世界第5位）

を有し，熱帯，亜熱帯および温帯地域により気候条

件が大きく異なる．ブラジルの行政区分はブラジリ

ア連邦直轄図と26の州で構成され，北部（熱帯雨

林帯），中西部（セラード），北東部（カチンガ），

南東部（温帯）および南部（温帯）の5つの地域に

類別されている（図1）．

　ブラジル農業の経済規模をみると，国内総生産に

おいてわずか8．3％（1999年）を占めるにすぎない

が，農業人口は約22％（1996年），農産物（アグ

リビジネス全体）輸出では外貨獲得の4％（1999年）

を占め，ブラジル経済にとっては非常に重要な役割

を担っている．

　農業生産者の農地所有形態を経営体別にみると，

全国農地の所有形態は自作農家（含：植栽企業）が

74％を占める．197G年と比べて，借農地，分益農お

よび不法先住農家数が相対的に減少し，自営農家数

が増加している．

　農場規模については，ラテンアメリカ諸国は一般

に貧富の格差が激しいとして知られているが，その

原因の一つは土地所有面積の格差であるといわれ
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州名（略号）一州都

北部

Pana（PA）一Belem

Acre（AC）一Rio　Branco

Roraima（RR）一Boa　Vista

Tocnatin（TO）一Palmas

Rond6nia（RO〉一Porto　Velho

Alnazorlas（AM）一Manaus

中西部

Goias（GO）一Go正ania

Distrio　Federal（DF）一Bras正lia

Mato　Grosso（MT）一Cuiaba

Mato　Grosso　do　Su1（MS）一Campo　Grande

南部

Parana（PR）一Curitiba

Santa　Catarina（SC）一Fiorian6poiis

Roi　Grande　do　Sul（RS〉一Porto　Alegre

州名（略号）一州都

北東部
PiauI（PI）一Teresina

Bahia（BA）一Salvador

Ceara（CE）一Fortaleza

Alagoas（AL）一Macei6

Sergipe（SE） Aracaju

Pernambuco（PE）一Recife

ParaIba（PB）一Joao　Pessoa

Maranhao（MA〉一Sao　LuIs

Rio　Grande　do　Norto（RN）一Natal

南東部
Sao　Paulo（SP）一S…〔o　Paulo

Espirito　Santo（ES） Vit6ria

R正o　de　Janeiro（RJ）一Rio　de　Janelro

Minas　Gerais（MG）一Belo　Hrizonte

図1ブラジルの各州の分布および5つの分類域

ている．とくにブラジルは，この土地所有面積に関

しては世界でも非常に激しいといわれている．生産

者（農家・植栽企業）の約半分が10ha以下の零細

規模で構成されているが，その所有面積は全農用地

の2．5％未満である，一方，1，000ha以上の農地を

有する生産者は1％前後であるが，その所有面積は

約45％にも及んでいる（表1）．

　表2に主要農産物の作付面積および収量の推移

（1999年）を示す．同表より，生産量が増加してい

る主要農産物はダイズとサトウキビであり，とくに

ダイズ，オレンジなどの新たな輸出作物の農地拡大

ならびに単位面積当たりの増収にカを入れている．

反対に減少している作物として，コメとワタがあげ

られる．最も面積の多い作物としては，ダイズ，ト

ウモロコシ，サトウキビの順である．1985年度と比

較して，ダイズ，トウモロコシ，オレンジ，サトウ

キビの面積は増加しているが，それ以外の作物は減

少している。
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表1　ブラジルにおける所有面積規模別にみた農家分布

調査年度 1980 1985 1990

　　　　　　　経営　　　所有
所有面積（ha）　　形態数　　面積
　　　　　　　（％）　　（％）

経営　　所有　　　経営
形態数　　面積　　　形態数
（％）　　（％）　　　（％）

所有
面積
（％）

10以下

10～50

50～100

100～500

500～1，000

1，000以上

50

31

8
8
1
1

2
10

8
24

11

45

53

30

8
8
1
1

3
11

8
24

11

44

49

31

8
8
1
1

2
10

8
24

11

45

出所：ブラジル農務省

表2　主要農産物の作付面積および収量の推移（1999年）

農産物
栽培面積（1，000ha） 生産量（1，000t）

1995年　　1998年　　’2001年 1998年 1995年　　2001年

ダイズ

トウモロコシ

コメ

コムギ

フェイジョンマメ

コーヒー

オレンジ

サトウキビ

ワタ

キャッサバ

10，153

11，802

5，446

2，670

5，317

2，534

　662
3，900

3，582

1，867

11，631

12，733

3，906

　994
3，006

1，320

　705
4，203

1，024

1，270

13，837

12，928

3，211

1，545

3，786

2，262

　855
4，877

　870
1，753

18，278

22，020

　9，023

　4，323

　2，547

　3，821

70，996

246，542

　1，673

23，11！

25，683

36，267

10，541

　1，534

　2，946

　1，860

99，186

303，699

　1，452

24，323

36，837

35，243

10，230

　3，009

　2，672

　3，633

107，559

338，619

　2，525

24，553

出所＝ブラジル農務省

　表3に主要農産物の生産量および生産額（1999

年）を示す。農畜生産物額は1999年度で61，360（100

万レアル）（11，780十7，439十…541）であるが，そ

の生産額は，サンパウロ州，ミナス・ジェライス州，

パラナ州およびリオ・グランデ・ド・スール州の4

州が位置する南東部および南部に集中している（ブ

ラジル全体の51％を占める）．

　また，生産額は作物間でも大きな差があり，上位

2つの牛肉とダイズの生産額のみで主要農産物生産

額の30％を占めている（18＋12二30％）．このこと

は，ブラジルの第一次産業は牧畜が主流であるとい

うことができよう．同国，とくにセラード地帯（図

1の中西部や南東部）や熱帯アメリカ諸国の牧畜に

ついては，本誌の姉妹誌「畜産の研究」において，

シリーズ版「アグロパストラル」として報じている

ので，是非，そちらも参照されたい．

　ブラジルの主要な輸出農産物は，ダイズ，肉，コー

ヒー，サトウキビ，タバコ，オレンジジュース，カ

カオおよび紙である．また，農産物貿易中に占める

メルコスール（南米南部共同市場）諸国の比率は，

1999年度で輸出額はわずか6．8％にすぎないが，輸

入は45、5％と非常に高率となっている．

2．．戦前の農業移住の歴史的背景

（1）アジア人労働者の導入企画の背景

　1821年にブラジルは移住者の受け入れを開始し

た．当時，アメリカ合衆国（以下，米国と記す）に

続いて世界で最も早い国であった．ただし，本格的

な移民の受け入れを開始したのは！888年の奴隷制

度が廃止された後のことである．

　1924年までの国別移民の受入数は，米国（3，500

万人），カナダ（658万人），アルゼンチン共和国

（548万人）およびブラジル（392万人）であった．

　1999年初頭，ブラジルではヨーロッパ諸国からの
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表3　主要農産物の生産量および生産額（1999年）

　　　　　　　　　生産量　　　生産額1
順位　　　　作物　　　　　　　　　　　　　　　　　％
　　　　　　　　　（1，000t）＊　（100万レアル）＊＊

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11

12

13

！4

15

16

17

18

19

20

牛肉

ダイズ

牛乳

砂糖

鶏肉

トウモロコシ

コーヒー

コメ

バナナ

豚肉

フェイジョンマメ

ミカン

キャッサバ

トマト

タバコ

鶏卵

ジヤガイモ

ワタ

ココナツ

コムギ

6，052

30，752

20，107

　334
4，678

32，234

24，780

11，488

6，987

1，748

2，914

　115
21，496

3，196

　624
1，224

2，853

1，460

1，128

2，342

11，780

7，439

5，064

4，656

4，512

4，495

3，954

3，038

2，512

2，170

2，138

1，683

1，400

1，393

1，173

1，024

　972
　868
　548
　541

18

12

8
7
7
7
6
5
4
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1

注釈：生産量の単位は！，000tであるが，砂糖は100万t，コー

ヒーは60kg入り俵数，ミカンは100万個，鶏卵は100万ダース，

ココナツは100万個である．生産額：！00万レアル（US＄1＝約
R＄L8）

出所：ブラジル農務省2000

数多い移民に依存していたわけであるが，サンパウ

ロ州におけるコーヒーの拡大は最盛期にあり，労働

力需要が高く，ヨーロッパ移民だけでは不十分な状

態に陥っていた、そのため，ブラジル政府はこれに

対応するため，アジア人労働者の導入企画を実施し

たということである．

　ただし数年後，サンパウロ州でコーヒー樹は増え

る一方であったが，輸出価格が下落し，コーヒー園

労働者の主体となっていたイタリア共和国（以下，

イタリアと記す）の移民は希望を失って帰国するも

のや，借金，労働者のなかには1，2カ月も賃金の

支給を受け入れられないもこともあり，イタリア人

労働者の過半数あまりが苦境に立たされていた．こ

うした状況の中でも，日本人移民に対するブラジル

からの求人があり，イタリア政府がブラジルのコー

ヒー園労働者の移住を禁止したことにより，目本人

のブラジル移住は着実に具体化の方向をたどった

ということである（2006年3月にN田くで放送され

た「ハルとナツ」（ビデオやDVDがあればなおよい）

をご覧いただいていれば，移住地での歴史的背景が

ご想像できるものと思う）．

（2）日本人移住の歴史的背景
　目本が海外に移民を送り出し始めたのは明治元

年（1975年）であり，ハワイ移住であった．そして

1989年には，米国とハワイを併せて3万人を越える

数の移民を送っていた．

　1908年に第一回目の日本からのブラジル移住が

始まった．初めての日本人移民ということでブラジ

ル側の関心は強く，非常に好意的であったという．

日本がブラジルに初めて移民を送った年の移住先

は，サンシモン161人，フロセスタ170人，グァタ

パラ9Q人，サンマルチニョ98人，ソブラド62，ヂュ

モン201人であったと伝えられている．

　目本側としては，ブラジルで将来にわたる移住先

として大きな期待をしていたが，さまざまな条件を

含むとブラジルはあまり魅力的な出稼ぎとは考え

られなかったということである．実際問題，耕地に

入ってから！カ月が経たないうちにさまざまな問題

が発生したが，その中で最大の問題は低い生産量で

あった（これは土壌条件に問題があり，強酸性の劣

悪な土壌が支配しているということである）．その

ため，第一回の移民がブラジルに到着した後の1年

3カ月後の1909年9月には，最初の移住地に残って

いる移民は200人に満たなく，ソブラド52人，グァ

タパラ34人，ヴェアド32人，サンマルチニョ27

人，サンシモンには23人，サンジェアキン23人だ

けとなり，ほとんどの移住者たちは，主にサンパウ

ロ州内の耕地，サンパウロ市内，サントス市内，ノ

ロエステリオ州およびミナス・ジェライス州へ移動

していったという。

　さて，サンパウロ市内の仕事に関しては，料理人，

家事，大工などの職に就き，農業労働者よりも高い

実収入を上げていた。そして，第一回移民は移民会

社に利益をもたらすどころか，さまざまな問題で損

失をもたらしたという情報が得られている．

　第二回目の移民は契約予定より2年遅れ，1910

年であった．かなりの移動もあったが，前回の経験

もあり第一回移民に比べると，はるかに定着率が良

かったということである．

　第一次世界大戦まで，ブラジルではヨーロッパ移’



922 農業および園芸　第82巻　第8号　　（2007年）

民が増加していたが，その後はヨーロッパの移民は

急激に減少し始めた．その前年の移民数は190，000

人を越えていたが，その年には82，000人になり，

そして1915年には32，000人にまで減少したという

ことである．

　当時，目本移民は制限されていたが，移民会社は

政府と10，000人移住の契約を結ぶことに成功した．

1938年まで日本からブラジルヘの移民の数は増え

続け，1928年～1937年までが最も数多い期問であ

り，合計12，411人が移住したと見積もられている．

　第二次世界大戦までで，ブラジルの中で日本人移

住者数が多かったのは，サンパウロ州，パラナ州，

ブラジル北部，マット・グロッソ州，ミナス・ジェ

ライス州，リオ・デ・ジャネイロ州，ゴイアイス州，

ブラジル西北部，ブラジル南部，バイア州およびエ

スピリトサント州であったという．

　もちろん，最も高い人口を誇ったのは，戦前合計

で，サンパウロ州が16，951人，次に多いのがパラ

ナ州の379人であった．これらの数字を見てもわか

るように，両州での差は非常に大きく，ブラジル全

体の日系移民の93％がサンパウロ州へ移住したこ

とがわかる（表4）．

（3）日本人移住者の従業形態
　表5に家長の就業形態（1908～1962年）を示すが，

1962年まで目本がブラジルに送出した移民の数は

約59，830人であり，家長の従業形態は大きく農業

従業者と非農業従業者に分かれている．同表からも

わかるように，農業従事の割合は移住者全体の

表5家長の就業形態一1908～1962年

就業形態　　人数 ％

農業従事者　　自作農

　　　　　借地農
　　　　　　分益農
　　　　　　支配人
　　　　　　コロノ

18，325

8，373

3，251

　212
1，080

30．6
14

5．4

0．4

1．8

小計　　　3！，241 52．2

非農業従事者　　経営者　　　5，876

　　　　　　自営　　　15，880
　　　　　　管理職　　　　721
　　　　　　雇用者　　　6，112

9．8

26。5
1．3

10．2

小計　　　28，589 47．8

合計 59，830　　　　100

出所：ブラジルの日本移民一1964

52．2％であり，移住者すべてが農業に従事したとい

うことではないということである。さて，農業従業

者の耕作形態として，自作が30．6％，借地農が14％，

分益農が5．4％，支配人が0。4％およびコロノ　（当

時，ブラジルでは移民を「コロノ」と呼び，大農場

と契約していた）がL8％であった．全体の47．8％

を占めている非農業従業者に関しては，経営者が

，9．8％，自営が26．5％，管理職が1．2％，被雇用者

が10．2％ということであった．とにかく，ここで興

味深いことは，自営が最も多く，非農業従業者の半

分以上の割合を占めていることである．

（4）日系農家ならびにブラジル全体
　　における作物別生産量
　表6に目系農家ならびにブラジル全体における作

表4　目本からブラジルヘ到着した年代別にみた州別入植者数

期間　　　SP　　PR　MT　GO　MG　RJ
ブラジル

北部

ブラジル　　　　　　　ブラジル
　　　　BA＆ES　　　　　　合計西北部　　　　　　　　南部

1908～1912

1913～1917

19！8～！922

1923～1927

1928～1932

1933～1937

1938～1941

233

987

1，099

2，317

5，481

6，129

705

0
6

30

95

83

143

22

3
18

27

81

73

26

26

1
30

14

42

46

59

2

5
9

22

8
10

4
10

2
　1

4
　1

197

154

　8

244

1，051

1，199

2，544

5，893

6，518

774

戦前合計 16，951　　　379　　　254　　　　7　　194　　　68　　　　　367 2 0 1　　18，223

戦後（1962）　　4，001　638　177　！9　30　160　　709 27 28 141 5，930

州名はブラジル国内で通用する略号（図1参照）で記すこととした．

SP＝サンパウロ州，PR＝パラナ州，MT＝マット・グロッ”

デ・ジェネイロ州，BA＝バイア州，ES＝エスピリトサント州

出所：ブラジルの日本移民1964

・
，

GO＝ゴイアス州，MG＝ミナス・ジェライス州，RJ＝リオ・
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表6　目系農家ならびにブラジル全体における
　　作物別総生産量（1908～1962年）

へ

　　　　日系農家　　　ブラジル　　　目系農家
農産物　　　生産量　　　総生産量　　生産量の割合

　　　　　（t）　　　（t）　　　（％）

トマト

ラッカセイ

ジヤガイモ

鶏卵（ダース）

ワタ

コーヒー

バナナ

黄麻

果実（CR＄）＊

コメ

茶

コショウ

　185，238

　74，830
　269，902

54，684，480

　136，329

　86，196
12，425，420

　1，502
1，532，381

　93，597

　1，098

　2，484

　300，318

　191，621

　998，993

470，547，000

1，177，369

1，409，304

233，270，000

　32，929
13，443，644

4，150，951

2，317

61．68

39．05

27．02

11．62

11．58

6、12

5．33

4．56

11．40

2．25

出所＝資料一”lnstituto　Brasileiro　de　GeograHa　e

Estatisticas’ノ（ただし，茶，鶏卵はサンパウロ州農務局による

＊CR＄はクルゼイロと称し，ブラジルのR＄（レアル）の前の

通貨である．

物別総生産量（1908～1962年）を示す．作物別に見

てみると，トマトは6L68％，ラッカセイは39．05％，

バレイショは27．02％，鶏卵（ダース）は11．62％

およびワタは11．58％であり，目系農家による農業

生産量の割合は非常に高かったことがわかる．

3．戦後の農業移住の歴史的背景

（1）戦後の移民送出国を南米諸国と
　した理由

戦後，目本を含む移民送出国は南米諸国を移住先

としていた．その第一目的とは南米の経済と環境に

よるもので，まず，多くの農牧産品や鉱産物の一次

産品への依存度が高かったこととであった．

第二目的としては，国内資本の不足による外国投

資への高い依存度であったということである、これ

は，一般的に国民の消費性が高く，国内貯蓄が不十

分で，工業化を進める上では外資でカバーずる必要

があったためである．

　このほか，不可欠な技術や経営能力なども要求さ

れていたということである（詳細は省く）．

（2）ヨーロッパにおける世界移住の
　歴史的背景
　戦後，世界では移住の動きが非常に強かった．

ヨーロッパでは大戦後，海外移住を重視していた．

国際的にその必要性を力説したのはイタリアで．

あった．イタリアは戦前からの移民送出国で，とく

に19世紀に入ってからは世界一の送出国となった．

そして，1821年から始まり，1906年にはピークの

1，720，000人を超えていた．さらに，1924年までに

は8，910，000人の移民を海外に送っているという．

　ドイツ連邦共和国（以下，ドイツと記す）は，完

全に国家が崩壊する以前とはいえ経済は不況であ

り，1946年の生産指数は1939年の1／3であったと

いう．

　オランダ王国（以下，オランダと記す）はイタリ

アに続いて戦後，人口の自然増加率がヨーロッパの

中では最高となった．また，インドネシア共和国（以

下，インドネジアと記す）の独立に伴うインドネシ

ア在住のオランダ人の帰国などが重なり，海外移住

に熱意を注ぐようになっていったということであ

1る．

　ヨーロッパ移住者は，とくにブラジル南部の3州

　（パラナ，サンタ・カタリーナおよびリオ・グラン

デ・ド・スル州）に入植していた．それは南部に位

置する好適な自然環境（絶好の気候条件，肥沃な土

壌，平坦で耕作に適した地形，豊富な木材と水力）

にあったということである．ところが，最大の成功

をあげる期待がなされていたにもかかわらず，夢と

現実には大きな開きがあったということである．そ

の理由の一っが，南部の環境はヨーロッパ移民の健

康面において適当でなかったということであるら

しい．このほか，筆者の知る範囲であるが，グァタ

パラ移住者よりコーヒー栽培を実施しても霜に

よって壊滅的ダメージを被ることがあったという

事実を聞かされている．

（3）日本における戦後移住の歴史的背景

　戦後，目本からのブラジル移住は12年問の空白

を有していたが，1953年に再開されている．とにか

く，一度停止していたが，日伯移住協定が締結され

たのである．

　さて，1953年～1963年までの10年問，目本がブ

ラジルに44，364人の移民を送っている．他の中南

米諸国とブラジルとを比較すると，ブラジルは戦

後～1992年まで目本が送った移民の73％を占めて

いる（米国，カナダ，オーストラリア共和国も含む）．

その次にパラグアイ共和国（以下，パラグアイと記
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す）が10％，アルゼンチン共和国（以下，アルゼン

チンと記す）が4％となっている．また，同じ期問

で日本が海外に送った移民の数は73，004人であり，

最も多い地域は中南米で92％であ6．

　さて，ブラジル耕地に入植した日本移民は，さま

ざまな問題に悩まされることになる．その中でも，

とくに農産物の生産に関わる気象条件，土壌条件，

土壌の肥沃性，雑草と災害などがあげられている．

　1963年には目本は高度経済成長が始まり，1964

年には東京オリンピックを境に人手不足となって

移住熱は冷め，55，000人の移住者をブラジルに送出

して戦後の移住は終わった．

　現在，ブラジルの日系人は120，000，000人に達す

るといわれ，海外における最大の目系人社会が形成

されているのである．

次報において
　次報では，筆者が赴任していたサンパウロ州グァ

タパラ移住地の歴史的背景について報じていこう

と思う．これら歴史的背景を報じた後に，また，そ

れなりの背景を理解したうえで，筆者がどのような

調査・研究を行ってきたのか，そしてどのような結

論を下したのか，といったところに関心を持ってい

ただければ良いと考えている．いずれにせよ，本シ

リーズにも期待されたい．
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