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ブラジル，サンパウロ州グァタパラ目系移住地での研究実例〔2〕

一グァタパラ移住地の移住プロセスの歴史的背景および農業事情一

冨田健太郎＊

〔キーワード〕：ブラジル，出稼ぎ，グァタパラ，

JATAK，サンパゥロ州

はじめに

本稿は前報の引き続きであるが，主にグァタパラ

移住地の入植プロセスについて簡単に報じていく．

このグァタパラ移住地内に全国拓殖農業協同組合

（JATAK）のブラジル農業技術普及交流センター

（Instituto　de　Pesquisas　T6cnicas　e　Difhs6es

Agropecuarias　da　JATAKl：IPTDA）があるが，筆者

はここに滞在し，グァタパラ移住者に対する活動を

展開したというわけである．写真1にIPTDAの全

景を紹介するが，正しく御殿といった感じであり，

こんな建造物が必要なのか？と思ったこともあり，

複雑な気持ちになったこ．とを覚えている（余談にな

るのでここでやめておく）．

なお，グァタパラ移住地の歴史的背景をまとめる

にあたっては，移住地出身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

移住者の歴史や，グァタパラ三十五年史編纂委員に

よる「翔洋一第二のふるさと三十五年史一1962～

1997：1999年出版」を主に参考にした形でまとめさ

せてもらったことを付記しておく．

　1．　ブラジルにおける
　サンパウロ州および
グァタパラ移住地の所在地
ブラジルは本当に広大な国である．本シリーズで

は，最終的にサンパウロ州，グァタ苓ラ移住地での

研究成果を報告するのだから，図1にブラジルの中

のサンパウロ州，図2にサンパウロ州の中のグァタ

パラ移住地の所在地を示しておく．とにかく，筆者

が滞在かつ研究を行った場所の他，研究の実施なら

びにサンパウロ州における土壌分析公定法（ここで

は前報でも記したようにResina法と記しておく）の

習得においても，大変お世話になったProf　Dr，

Takashi　Muraoka（村岡隆博士）が勤務するピラシ

カバ市にあるサンパウロ大学（Universidade　de　Sao

Paulo二USP）核エネルギー農業センター（Centrode

EnergiaNuclearnaAgricultura＝CENA）も示してお

くので，筆者の行動範囲など，おおよその事項がご

理解できることであろう．

2．グァタパラ移住地の
　　入植プロセス

（1）グァタパラ移住地の入植プロセ
　、スの経緯

1957年，コチアの創立30周年を記念に，コチア

はJATAK．と懇談し，両国の農協提携による移住の

推進を基本とした土地の設定を依頼した．その後，

数回にわたった書簡による連絡を通じて資金協力

を得て，コチアとの協約のうえ，グァタパラ農場の

一部，7294haを購入し，旧移民振興会社（現在の国

際協力事業団の一部で，以下，JAMICと記す）に代

理取得を依頼した．その後，造成工事と分譲は

写真1JATAKのIPTDAの全景

　　　　　　撮影：冨田2004

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

0369－5247／07／￥500／1論文／JCLS
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南米大陸におけるブラジルの位置 サンパウロの位置
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図1南米の中のブラジルおよびブラジルの中のサンパウロ州

出所：h¢p＝／／membemi助．nejp／GEM　AIZA／alia匝sa／1ib／index、html，2004，

JAMICに任せ，JATAKは移住者を目本からの送出，

コチアは主に生産物の販売を行うという分担形式一

をとった．

　ちなみに，コチアは中南米最大の農協といわれた

企業規模であり，ブラジルでは40位程度の大きな

経済団体で，疏菜，果実，穀物，鶏卵，鶏肉などの

市場を左右する生産量を誇っていた．

（2）グァタパラ移住地の第一陣入植
　グァタパラ移住地は1962年1月12目に第一陣入

植より始まった．、当初計画では，目本より300戸，

現地人入植75戸と打ち出したが，諸般の事情から

1964年度をもって募集は打ち切られ，目本よりは第

33陣134戸の入植に終わった．現地入植は移住者子

弟と造成工事に参加した建設青年隊員を含め25戸

であった，

　1971年のJAMIC直営の移住地の一覧を見ると，

11移住地の中で，グァタパラ移住地は7，294haでそ

れほど大きな面積ではなかった（表1），とにかく，

JAMICが管理していた移住地の面積はさまざまで

あり，表1を見てもわかるように，最小613ha，最

大87，763haであり，その差が大きいということであ

る．

　1962年にグァタパラ移住地の入植が始まったの

であるが，戦後の集団移住地にしては低湿地開発工

事を施した画一的移住であった．揚水ポンプの動力

は目本より送られてきたディーゼルエンジンであ

り，電気とは無縁の移住地であった（ある移住者に

よると，不慣れな環境に絶望して自殺した方もおら

れたとレ、う）．

　筆者は，移住者らから，移民の入植当初，誰もが

新しい環境で生活に馴れることが精一杯で，ランプ

の生活に不自然さを感じないまま何年かを過ごし

たということを聞いた．したがって，夜は一つのラ

ンプを囲んで食事をし，冷蔵庫，テレビおよびラジ

オもなかったということである（農村等で活動する

青年海外協力隊員の生活を想像してしまう）．

（3）グァタパラ移住地の開拓の歴史
　的背景
「入植後数年にしてブラジルの事情もわかるよう

になり，文明の利器である電気の導入を求めるよう

になり，移住者の切なる要望によってJAMICを動

かし，そして母県に働きかけコチアを動かし，実現

への歩みを進めた．1967年に電化促進委員会も結成

され，大雑把な計画もできあがり，実現への一歩を

踏み出したのである．

　そして，母県，JAMIC，JATAK，コチアの資金面，

技術面における絶大な援助と，電化促進委員会の努

力によって電化が実現した．まず冷蔵庫，テレビお
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ピラシカバにあるUSP　　フィベロン・プレット グァタパラ移住地

南マットグロッソ州

ミナス・ジェライス

　　　　　騰チエテ移住琳
　　　　　　　　　　　　　　　　羅　　　　醗懸アリアン！サ移住地

　　　　・霧ぐ藁　　’

トレスバーラス移住地

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　！

パラナ州 〆　　レジストロ植民地
．／ 騰

　イ

図2サンパウロ州の中のグァタパラ移住地およびピラシカバにあるUSP

　出所：hゆ1／／membeLni旬．nejp／GENDAIZA／aliansa／lib／index加m1，2004）

写真2　グァタパラ移住地内にあったかつての
　　　コーヒー農園（現在はサトウキビ大農園
　　　となっている）　　　　撮影：冨田2004

よび扇風機が入り，生活だけでなく営農も確実に変

わり，近代化も促進された．

3．グァタパラ移住地における
　　　　農耕の歴史的背景

　1908年6，月18目9時30分に，笠戸丸移民がサン

トス港に到着した．サンパウロ州コーヒー農場グァ

タパラヘの雇用契約移民の始まりであった．ある移

住者らとともにグァタパラ移住地内にあるかつて

のコーヒー園を視察したが，NHKのハルとナツで

はないが，入植当初は過酷な奴隷生活であったとい

う．その話を聞いてなんだか虚しくなったことを覚

えている．

　さて，第一陣では，茨城（6家族32名），山形（5

家族31名），長野（1家族9名）の合計72名がグァ

タパラ駅に到着し，グァタパラでの新しい歴史のス

タートを切った。

　グァタパラ耕地には総面積15，000ha，南米の模範

とされていた農場があった．そこではコーヒー211

万本から3，000万俵の生産することができた．鉄道

の引込み線をつけ，コーヒー園から流水で乾燥場に
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表1移住振興会社直営移住地一覧

移住地名 所在地
移住地面積入植開始　　　価格
　（ha）　　　年度　　　　（円）

第2トメアス

フンシャーノレ

バルゼアレグレ
グァタパラ

ジヤカレー
ピニヤーノレ

ガルアペ
アンデス

フラム

アルトパラナ
イグアス

パラ州
リオデジャネイロ州

マットグロッソ州

サンパウロ州

サンパウロ州

サンパウロ州
ミショネス州

メンドサ州

イタプア県

イタプア県

アルトパラナ県

25，800

1，015

36，363

7，294

　613
　756
3，110

1，312

16，057

83，580

87，763

1，962　　　　　　　　　230，000

1，959　　　　　　　　　　805，000

1，959　　　　　　　　　　650，000

1，961　　　　　　　　1，500，000

1，961　　　　　　　　　　864，000

1，962　　　　　　　　　　650，000

1，959　　　　　　　　　　521，300

1，962　　　1，200，000

1，956　　　88，250～272，000

1，960　　　　　　　　　　350，000

1，961　　　　　　　　　　400，000

出所：外務省領事移住部rわが国民海外発展」資料編（1971年）172～179ぺ一
ジ，海外移住事業団r参議院議長宛提出資料」（1973年）
ロッテは確定した面積はなく，Plotのことである。

移住地名　　入植戸数　入植現在戸数　ロッテコスト（円）

第2トメアス

フンシャーノレ

バルゼアレグレ

グァタパラ

ジヤカレー

ヒ。ニヤーノレ

ガルアペ
アンデス

フラム

ァルトパラナ

’イグアス

109

43

60

160

36

42

84

26

352

414

207

100

43

36

132

33

39

27

22

219
323

！49

229，935

801，506

690，261

680，000

863，126

695，437

521，577

1，194，388

132，801

349，947

398，308

写真3　グァタパラ鉄道駅
　写真の女性は筆者の家内

　　　　　　　　　撮影：冨田2004

流し込む設備を設け，独自の通貨を発酵，映画館や

警察ももって封建領主のような独立国家を作り，米

国のアイゼンハワー大統領の植樹も残る大農場で

あった．

　写真3にグァタパラ駅を示すが，貨物を中心にと

きたま運行されている程度であった（2004年8月当

時）．ちょうどこの頃，筆者の家内が筆者の現場を

訪ねていたのである．

　当時，ブラジルでは移民をrコロノ」と呼び，大

農場と契約していた．入植は，コロノ契約で最盛期

には500家族位の目系移民が働いていた．当時は奴

隷解放後22～23年であり，まだ封建制が強く，コ

ロノの人権は認められず給与も悪かったことを聞

いている。そのため，第一回笠戸丸移民では6っの

耕地に入植したが，皆が残ることができず，激しい

所では200人入って一人も残らず出ていったという

ことである．それに対してグァタパラでは，幸運な

ことに一番問題の少なかった耕地であったという

ことである．

　この当時に入植した移民は，大農場から出て現在

のグァタパラ市（当時は村であった）に移ってきた．

戦後の目系移住者がグァタパラ移住地に入植した

とき，随分以前から住んでいた目系人の世話になっ
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たそうであるが，その子供たちは目本語が話せず，

移住と組織的なつながりができなかったというこ

とである．また，戦争中は日本語を話すことが禁止

され，教育が受けられなかった日系の子供たちもい

たということも事実であり，悲惨な現実であったと

言わざるをえない．

4。グァタパラ移住地の自然環境

移住地の60％は大波状形の丘地であり，40％はモ

ジグァス河流域の低地から成っている．標高は丘地

の高い所で560m，低地は500mである．

　地質は丘地が輝緑岩および砂岩の風化土壌より

なるテーラ・ロッシャ・ミストラーダである．低地

は国泥土および泥炭土で強酸性（pH4）であるが，

部分的には白色砂土もある．気候は年平均気温

22．6℃（最高気温37℃，最低は1．5℃），年平均降

水量は1691mmで，雨季は10～3月，乾季は4～9
月までξなっている（図3）．

5．グァタパラ移住地の社会環境

（1）グァタパラ移住地の位置
　当地区は，1993年よりグァタパラ群としてフィベ

ロン・プレット群より分離独立している．グァタパ

ラ群の人口は6，000人，その65％がグァタパラ市に

居住している．ちなみに，フィベロン・プレット市

から45㎞，アララクァラ市まで39㎞，サン・カノレ

ロス市までは49㎞のところに位置している（図2

参照）．この3都市には1目28往復のバスの便が
あり，サンパウロ市まで28含㎞，サン㌧カノレロス経

由で所要時間は4時間となっている（2000年当時）．

（2）法人グァタパラ農事文化体育協会

　グァタパラ移住地では，地域住民，移住地の管理

を目的として法人グァタパラ農事文化体育協会が

結成され，多くの事業がなされている．他方，出荷

組合に関しては，時代の変化とともに，養鶏導入な

どコチアで取り扱わない産業が盛んになるにつれ

て出荷物のない者は組合を脱退する傾向が強くな

り，組合だけでは移住地全体の統制がとれなくなっ

た．このため，移住地の管理体制を一体化し，明確

なものとする組織の必要が痛感され，村役場的存在

としての文化会が生まれたのである．

　1968年，さまざまな討議が重ねられ，創立総会で

文化会が誕生した．これより2年前の1966年，大

蔵，外務，農林水産三省の事務次官の了解が成立し，

グァタパラ事業は，JATAK，コチアも手を引き，

JAMICの直轄移住地となった．文化会は移住地全体

の親睦と発展を目的とする団体であり，1981年度に

はブラジルの法人としての資格も取り，名称もグァ

タパラ農事文化体育協会と改め，さまざまな事業を

推進してきた．冠婚葬祭をはじめ，年中行事となっ

た新年祝賀会ならびに成人式，収穫祭，運動会，年

2回のお盆，村役場としての自治警察権の取得およ

び治安維持，保健衛生，市役所との折衡，近郊目本

人会との交流，農事部，婦人会，青年会，目本語学

校，長寿会，各種愛好会などの組織の育成援護によ

る文化活動の活性化に尽くしてきた．

　その他・実生活の面では，移住地内の道路保全，

電気・電話の導入，土地の交換分配の推進，墓地の

造成，市街地の造成，数基の深井戸に依存する上水

道施設の維持管理と全村水道化の促進など，産業基

盤の整備にもカを注いできた。また，農牧組合解散

後の堤防保全工事は，文化会が主力となって八基の

ガビオン（蛇篭による突堤）をJAMICの助成と地

元負担によって完成させたのである．

（3）グァタパラ移住地の設計および
　フィベロン・プレット市の重要性
　グァタパラ移住地の設計では，もともと中心部に

学校，教会，公園，墓地，運動場などの公共用地を

有する42haの市街地図があり，JAMIC時代にロッ

テ分譲と市街地造成を企画したが，法の規制が厳し

く不可能と判断し，放置したまま撤退した．現在は，

幼稚園，保健所，小学校（四年まで），日曜雑貨品

（2軒），バー（3軒）およびガソリンスタンドな

どがある（2000年当時）．

　グァタパラ移住地が利用する金融業務（銀行），

教育（高校，大学）などはほとんどがフィベロン・

プレット市にある．そのため，ほとんどの子供は小

学校を卒業すると同市まで毎日通学する．距離も

50㎞近くあるので，朝7時30分に始まる学校に間

に合うため6時にはバスに乗る必要があり，5時く

らいに起きて学校へ通うのである．

　とにかく，筆者も経験しているが，グァタパラで

は手に入らない大きな買い物などはフィベロン・プ

レット市に行く必要があり，最低，毎週1回は

JATAK現地職員とともに訪れていた．
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　　出所：グァタパラ農事文化体育協会1999

6．日本へのUターン現象

（1）興味深い現象が1987年を境にし
　て始まった
　ここで興味深い現象を記しておく必要があろう．

それは，グァタパラ移住地から目本への出稼ぎが

1987年を境にして始まったことである．最初の年は

14人であったが，2年後の1989年には69人となり，

早いぺ一スで増加していった．そして1993年まで

増え続け，100人を越えるという結果となったので

ある（図4）．

、（2）日系人の特権

　目本では，戸籍の血縁主義により外国人労働者は

目系人のみに認められている．実際，ブラジルにお

いては，子供の教育や同国に起業チャンスが持てな

いなどの問題が生じている、日本では高度成長が始

まり世界第二位の経済大国となった。目本出稼ぎの

給与水準はブラジルの8～10倍になり，ブラジルで

は何年働いても買えなかった新車やアパートの購

入も夢ではなく2㌘3年で実現できるということで，

戦後，移住者のUターン現象が始まったのである．

　当初は肩身の狭い思いであったらしいが，実際，

40～50万円の月収が得られることがわかると，青

年～お年寄りまで，男も女も家族連れまでがブラジ

ル経済の混乱に見切りをつけて目本へ出稼ぎに行

くようになった。円高とドル高を2段のバネにして，

数年目本に行って働けば，家，アパートや新車が手

に入り，ブラジルに残った者を羨ましがらせたので

ある．

（3）1990年の入国管理法の改正により…

　1990年に入国管理法が改正され就労ビザが取り

やすくなってからは，移住地の86人の目系人約

13％が出稼ぎに行った．2002年当時においても，約

110人が目本で働いている．始めは借金の返済のた

めにやむを得なく出稼ぎに行く人もいたが，生活費，

教育費を送った残りの資金を使い，この10年間に

家や新築のアパートの購入が20軒ほど，農業やそ

れ以外の事業に投資している例が15軒ほどある．

長期にわたって家族が離れて暮らすのは大変だが，

子供たちの成長に望みを託して頑張っているのが，

実状である．

　また，大学を卒業するための学資に充てる青年や，

日本国籍を有する60歳前後の人は国民年金や厚生

年金の受給を持っているなど，総合的に見れば，

グァタパラ移住地にとってはマイナスになるどこ

ろか，大いにプラスになっているのである．

　グァタパラ移住地から目本に働きに行く人の調

整役をする人も多く重宝されている．現在は25万

人の目系人が常時目本に定住しているといわれて

いる．

7．グァタパラ移住地における
　　　農業の歴史的背景

（1）グァタパラ移住地における農用
　地の概要
第一陣が入植した1962年は建築などで追われて

いたが，本格的な営農の準備も始まり，6つの野菜

栽培，10月には稲作が始まった．1963年3月には，

コメ6．056俵（一俵一60kg）の収穫となり，耕作者
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は41戸であるから平均150俵となり，入植者を喜

ばせるという数字であった．

　グァタパラ移住地の面積は7，400ha，1，500ロッ

テに細分化され，500mおきに農道があり，土地割

りは一戸当たりが12．5haで，これが4ロッテに分

割され，宅地が1．5ha，柑橘が2ha，雑作地が6ha

および低地が3haとなった．距離も各ロッテが2～

3㎞離れていたので，今では各戸にトラクターを所

有するようになり，離れた土地の耕作にも不便を感

じなくなったということである．

（2）グァタパラ移住地での農家戸数
　の推移
　移住地の農家数は1968年に128戸でピークを迎

え，1979年には119戸でそれ以降は農家数が減る一

方である．とくに，1985～1995年までの10年間で

は3割以上の43戸が減っているが，この背景には

全体的に作物別農家数と生産量が非常に不安定で

あるということがあげられている．また，興味深い

ことは，作物の生産量よりも農家数の変動が激しい

ということである．・

（3）グァタパラ移住地での農家聡収入

　農家総収入については，1962年～1997年，入植

20年後の移住地全体の収入額は断続的に増加し比

較的安定していたが，1980年以降は農家数が減ると

ともに不安定になってきたということである．なお，

！987年はかなりの激減があったものの，1988年に

は反対に前年の46％増加したというケースも見受

けられたということである．

8．農作物別における生産動向
（1）稲作

　主な農作物別の農家数の動きを見ると，入植後5

年間は108人が稲作を行っていたが，その4年後に

は40戸まで減少し，1997年には5戸までとなった．

とくに，80年代はじめには41戸の農家が稲作を

行っていたが，10年後には35戸も辞めている．生

産量については1979年が最も多く，それまでの平

均43万俵を超し，95．6万俵であった（1俵＝60kg）．

（2）養鶏

　養鶏については，1962年3戸の生産者から始まり，

5年後の1967年には48戸まで増加した。1973年に

は30戸まで減ることがあったが，1990年代まで30

戸以下になることもなく，移住地の中では比較的生

写真4　グァタパラ移住地の代表的な養鶏場

　　　　　　　　　　撮影＝冨田2004

産者の割合が大きいといえる．生産量については，

とくに1977年から断続的に増加したがう生産者数

が減少するようになってきた．しかし，各生産者の

平均生産量に関しては増加しているというのが実

状である．1970年～1980年までの平均生産量は5

倍，1990年まではその2倍の1．9万ダース（1ダー

ス＝60個），そして，1997年には3万ダースにま

で増大している．全体的に生産者は減少したが，

残った生産者は辞めていく生産者から設備などを

購入したため，インフラの規模と生産量は増加して

いるということである．写真4は2004年当時であ

るが，ある移住者の養鶏場である．

（3）養蚕

　養蚕は1965年10戸の生産者から始まり，1974

年～1984年の10年間では，移住地の中では生産者

が最も多い作物であり，移住地全体の40％以上の農

家が生産していた。生産量については1979年が最

大で，1，859豚，一戸当たり平均37tであった．そ

の期問では，養鶏をはるかに上回り移住地ではブー

ムであった．しかし，1982年にはピークを迎え，そ

の後減少傾向にあり，5年後には半分以下の19戸ま

で減少し，1995年には移住地での生産はなくなった

ということである．

（4）養豚

　豚肉の生産者も1990年まで20戸近く存在してい

たが；1980年～1990年までの平均生産量は一戸当

たり7♀Otであり，1997年まで断続的に増加し，

1，231tに達した。

　2004年当時，養豚を行っている移住者は一人だけ
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であり，その現場を視察したことがあった（写真5）．

（5）鶏肉

　鶏肉にっいては，1966年は28戸の生産者がいた

が，その3年後にはまったくいなくなった．ところ

が，1985年に始まり，生産量は3，000tであった．

生産者数は1994年まで一人で，1993年および1994

年の両年で21，000tの生産量があったということで

あった．

（6）果樹

　移住地での果樹の栽培は入植当初からあったが，

1975年～1985年までの生産量が比較的高かった．

とくに，1978年には237，559箱（一箱＝22kg）で前

年の2倍以上に増加したということであった．

（7）サトウキビ

　1982年移住地の一部に製紙工場の公害が発生し，

公害反対意識が強く生まれ，ブラジル人に転売され

た土地にサトウキビ栽培が開始されるという話が

あり，文化会において対策が講じられた．農事部で

は，農務局による「サトウキビ栽培が周辺に及ぼす

影響について」の説明会を行い，サトウキビは農薬，

除草剤の散布によって周辺に害を及ぼすので，他作

物，養蚕および養鶏なども共存し難く，放置すれば

サトウキビ栽培が拡大し，他の農業形態が成立しな

くなり，理想である移住地になることができなくな

るというということであった。文化会は説明に基づ

いて，早速，生産団体の責任者とともに套議を開き，

村内でのサトウキビ栽培の禁止の申し合わせと土

地を買い受けたブラジル人にも申し合わせを徹底

するようにした．

　1985年10月以降，養鶏の不況は厳しく，天候不

順と価格低迷，それに融資の高金利と返済に苦しん

でいたが，ブラジルの国策であるプロアルコールの

補助を得たサトウキビ栽培はますます好調となり，

製糖工場は少しでも多くの土地でサトウキビを植

えようとしていた．

　サトウキビの借地料は400～500レアル（R＄）／ha

であり，養鶏家の中には土地を耕すより5年分の借

地料を前納してもらった方がよいと考えもあり，積

極的にサトウキビを導入しようという状況となっ

た．農家2戸が製糖工場と借地契約を結び，JATAK

農場もまた，赤字経営に悩んでいた起死回生の策と

して同じく借地分益契約を結んだ．農牧組合でも，

ジョンマルチンの丘陵地170haを活用させることを

写真5　グァタパラ移住地での養豚

　　　　　　　　　　撮影：冨田2004

写真61PTDA付近のサトウキビ

　　　　　　　　　撮影：冨田2004

縮

目的に，サトウキビ栽培に活路を見出したというこ

とである．

　移住地の借地面積は，1986年の300haから始まり，

1990年からは3年間連続400ha増加し，そして，1995

年には2，138haまで増加した．移住地からの出稼ぎ

が急激に延びた2年後からサトウキビの借地面積が

伸びていくことがわかる（図4）．ちなみに，IPTDA

に向かう途中の街道においても，サトウキビの栽培

は盛んである（写真6）．

9．現在の農作物別生産件数
　移住40年ということは，30歳代だった家長は70

歳代の高齢となり，今では後継者不足の問題が発生

し，結果的に戸数も減少しているということである、

また，・目本とブラジルの年金生活，サトウキビ栽培
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製糖会社への借地，目本への出稼ぎ，大学を出た子

供たちの離農，商業などへの転職などさまざまな要

因により，現在，グァタパラ移住地では，専業形聾

で営農しているのは45戸程度と見られている．

　2000年当時のデータであるが，グァタパラ移住地

の農畜生産物の農家数は採卵養鶏28戸，鶏肉2戸，

稲作5戸，レンコン3戸，ニンニク5戸，養豚1戸，

アガリクス8戸，疏菜2戸，養蚕1戸，苗木1戸，

羊1戸，肉牛5戸，エスカルゴ1戸（1戸で2つ以

上の営農を実施する場合がある）である．その他，

雑穀，サトウキビ，放牧に対する借地があ首という

ことである．

　現在，移住者の平均所有面積は25haまで増加し，

かつては移住者のみの生産統計であったが，移住地

全体のブラジル人を含めた土地の農業生産を見る

と，丘陵地の大半はサトウキビが栽培され，低地に

は肉牛が飼われており，土地利用度が100％に近い

状態であるといえる．つまり，空き畑がなく，過去

最大の生産量と総収入がある．この他にラッカセイ

などもあり，河川敷以外はすべての土地が利用され

ている．

　営農戸数は減少しても採卵養鶏のように大規模

化しているため，結果的には生産量は減少していな

い．かつての読菜果実は出稼ぎに代わったが，アガ

リクスなどの新事業に取り組む人も多く，営農形態

の変化が感じられる．

次報において
　次報から，いよいよ筆者による展開活動を少しず

つ報じていく．実際，活動を展開していくにあたっ

ては，前報ならびに本稿において報じてきた移住地

の歴史的概況すべてを把握した状態ではなかった

が，筆者の鉄則は，「土作り」から調べるというこ

とである．それゆえ，土壌分析から実施したことは

いうまでもない．

　しかしながら，以前，本誌においてブラジル，サ

ンパウロ州の土壌分析法の紹介，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が，その理由がお分か

りいただけるであろうか？そうなのである．ここで

は，同じブラジル国内といっても，他の州（Mehlich

No．1法を採用）と違ってResina法が採用されてい

るのである．

　筆者は，JATAKとしてここに赴任する前に，USP，

CENAの村岡隆博士との交流があり，州による違い

やResina法の存在は知っていた．それゆえ，村岡博

士と入念なコンタクトを取って，Resina法の習得と

同時にグァタパラ移住者の農用地の特性を速やか

に知ることができたことは一石二鳥であった．

　さて，次報であるが，グァタパラ移住地での基礎

研究成果の報告の前に，ブラジル・サンパウロ州の

土壌肥料という特別タイトルという形で（前回のシ

リーズ版の「熱帯アメリカの酸性土壌の矯正とリン

酸肥沃度の向上」と「ブラジルの土壌肥料」を分け

て考えたい），少しサンパウロ州の赤色ラトソル土

壌（米国の包括分類法ではオキシソル）を対象とし

た研究実例を少し紹介したいと思う．ご期待願いたい．
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