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パラグアイにおける入植と農民運動

田島 久歳(Hisatoshi Tajima)�

はじめに

「パラグアイの campesinos sin tierra（以

後 sin tierraと表記)とは土地無し農民か」と

問われたら、「それは、はなはだ刺激的な問い

だが、結論からいうと必ずしもそうではない」

と答えざるをえないだろう。

たしかに sin tierraを文字どおり日本語に

訳すと「土地無し農民」といえる。しかし、推

定 100万人にのぼる自称・他称の sin tierraの

ほとんどは土地を持っている。そうであるな

れば、彼らは如何なる者か。順を追ってこの

問いに答える試みが本報告の目的である。

パラグアイの社会・政治的な文脈に置き換

えて、sin tierraとはいかなる社会・経済・政

治的文脈で創出され、維持・継続されてきた

か、そして現在展開している sin tierraの大

規模な社会・政治運動は何を目的に行われて

いるのかを考察してみる (NOTICIAS 2000・

3・28/29)。1)

１．パラグアイの土地所有状況の歴史的背景

パラグアイは 1954年から約 40年間の長い

軍政を経て、1993年に民政移管した後、それ

まで潜在化していた土地問題が表面化してき

た。今日のパラグアイでいう土地問題とはほ

とんどの場合、農地に関わる問題のことであ

る。2)
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1)Sin tierra および土地無し農民の分類方法には、

Ram�on Fogel, Los campesinos sin tierraen la fron-

tera. (Comit�e de Iglesias, Asunci�on, 1990) p.84 が
ある。詳細については同書を参照されたい。
2)土地問題の歴史的背景に関しては、Carlos Pastore,

La lucha por la tierra en el Paraguay. (ed. Ante-
quera, Montevideo, 1992) を参照されたい。本書はパ

パラグアイの政治基盤を成してきたのは、植

民地時代から存在し、独立期を経て今日まで

にいたる中・小農牧場所有者層である。チャ

カレロと呼ばれる彼らは、植民地時代を通し

てパラグアイ地域においては大土地所有制が

未発達だったため、主要な政治の担い手になっ

た。19世紀になるとフランシア政権期、アン

トニオ・ロペス政権期、ソラノ・ロペス政権期

それぞれの政治基盤となった。1870年に三国

同盟戦争の敗北とともに、ほとんどの国有地

はイギリス、アルゼンチンを中心とする国際

資本に売却されたが、本格的な農業開発が行

われることはなく、ケブラチョ木からタンニ

ン油を搾油したり、その木材を利用するにと

どまった。このような要因により中・小農民

の農地および農地所有状況はおおむね以前の

状態が続いた。そして、20世紀になっても土

地所有状況に大きな変化はみられなかった。

パラグアイ河西部の乾燥したチャコ地方を

めぐっては、19世紀からボリビアとの間で国

境線策定に関する対立がつづいていた。パラ

グアイは 1922年に国境防衛の観点から同地域

にメノニタの入植を行った。これは領土所有

の既得権 (uti possidetis)をつくることをねら

うという政策的意味も込められていた。その

後 1932年～35年にボリビアとの間で戦われ

たチャコ戦争での勝利の結果、チャコの南部

地域の領有が確定した。

チャコは自然条件が厳しく、人口密度も希

薄なため、従来より開発から取り残されてき

た。サバンナ気候のチャコ地方の開発は困難

を極め、パラグアイ領土の半分以上の面積を

占める反面、人口は全体の数パーセントに過

ぎず、しかも東部地方のような土地問題は存

在しないので本報告では考察の対象外とする。

ラグアイの土地問題研究の古典であり、著者の唱える説
や情報は多少古くなったものの、同分野においてはまだ
重要な位置を占めている。
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東部地方は近年まで大土地所有制が発達せ

ず、中・小農牧場者がパラグアイ農村部を形

成してきた歴史的経緯については既述のとお

りである。

1950年代末以降には、パラグアイおよびブ

ラジルの地域安全保障の観点からパラグアイ

へのブラジル人入植が促進された。その一貫

でパラナ・イグアス川の合流地点に両国を結

ぶ「友情の橋」が建設されたのである。その

結果、より安価な土地をもとめて、ブラジル

南部のパラナ、サンタ・カタリナ、リオ・グラ

ンデ・ド・スルの各州からヨーロッパ系ブラ

ジル人を中心とする入植者が、主にパラグア

イ東部地方に押し寄せてきた。1960年代末以

降、ブラジル系人の入植は加速の一途をたど

り、1970年代後半に頂点に達した (SPM-CEP

1994:13-22)。その後、ブラジルの他地域から

の入植者が加わり、現在では 40万人（パラグ

アイ総人口の 8%）に達するにいたった。今日

の傾向をみてみると、ブラジル人入植者はア

マンバイ、アルト・パラナ、イタプアの各県

を中心に集住し、パラグアイのあらゆる階層

に進出するにいたった。彼らがパラグアイ大

豆のほとんどを生産していることからもわか

るように、パラグアイ人農業者に比べ大規模

な農業経営を行っている。

1980年代末ごろ以降、こうしたブラジル人

やブラジル系人は、ブラジルグアヨ（ブラジ

ルグアヨ brasilguayo［西語］あるいはブラジ

グアヨ brasiguaio［ポ語］）という新しい造語

で総称されるようになった。

２．Sin tierraおよび土地無し農民の政治・

社会問題化

(a) 農民の政治・社会問題化

当初はブラジルグアヨ入植者に対しても、パ

ラグアイ人に対するのと同様に、IBR（土地改

革院）は農地を分譲していたが、1989年のス

トロエスネル独裁体制崩壊以降は東部地域（具

体的にはアルト・パラナ県のミンガ・ポラン一

体）では分配しなくなった。この点は他の地域

に関しても同様である。それは、政策転換の側

面もあるが、分配するための公用地が減少した

ことも大きく影響している（M.L.ミンガ・ポ

ラン IBR事務所長の証言。2000年 3月 24日

の筆者による面接調査。DGEEC 1997:20）。

IBRは現在にいたるまで、慢性的な予算不

足や一環した計画の欠如から有効な土地対策

を打ち出せなかった。1990年代に入って、特

に 1993年の民政移管以降は、土地状況が逼迫

してきている。そのため、ロドリゲス政権の

ときには農民運動による首都への抗議行動が

一回のみにとどまっていたものが、近年は土地

無し農民と称する sin tierraの人々が年に数回

は抗議行動を行うようになっている (DGEEC

1997:20)。しかも、sin tierraの組織化が進み、

各地で同時並行的に運動が展開されるにいたっ

ている。

こうした組織のほとんどは政権の退陣や土

地を要求しているのではなく、むしろ政府の

有効な農業政策を要求している。近年は、社

会・経済インフラ状況が劣悪で辺鄙な地域に

公用農地の分譲を受けた sin tierraと元土地

無し農民（現小農・零細農民）が多く、彼らを

とりまく状況の改善と経済的支援を求めてい

るのが実状なのだ。その背景には、公用地の

減少に伴い IBRが、残された劣悪条件の土地

分配を行ったという事情がある。さらに最近

では、劣悪な土地さえなくなりつつあり、後

述するような「事件」が続出する可能性が高

くなってきているといえる。

以下が「事件」の概要である。1990年代以

降、既に土地所有権が確定している農牧地へ

の農民による占拠が行われるようになり、ここ

2～3年は増加傾向にある（アスンシオン IBR
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の A.D.の証言）。こうした例にもれず、1999

年の末ごろに零細農民がより良い条件の土地

を求め、東部地域で 2万 haを有効利用してい

たブラジルグアヨの生産地を占拠し、その一部

をあけ渡すよう要求した（アスンシオン IBR

のD.C.の証言、ブラジルのVEJA誌 1999年

8月 18日号報道）。その後 IBR、農民および

ブラジルグアヨ所有者の三者間で話しあいを

行い、そこでの合意により、5000haを零細農

民に割譲して決着をみた。しかし、この「事

件」をきっかけに略奪にあう可能性と身の危

険を感じた一部のブラジルグアヨは国外流出

した。3)

アスンシオンの IBR関係者によると「現在

は有効な土地対策を打ち出すことはできず、（上

記のように）各地で起こる『火事』を消すの

で精いっぱいだ」という。つまり、根本的な

問題の原因解決にはつながらない対処療法的

対応しかできない状況にあるといえよう。

(b) 社会的緩和剤としての人口移動

他方、パラグアイ人の国外への流出も大規

模に起こっている。

現在、アルゼンチンに 100万人、ブラジル

中西部のマト・グロッソ・ド・スル州を中心

に 4～6万人のパラグアイ人およびパラグアイ

系人が、永住あるいは長期にわたる一時的滞

在をしている（ブラジル中西部に関してはマ

ト・グロッソ・ド・スル州パラグアイ系人協

会 A.R.会長の推計。1999年 8月中旬の筆者

による面接調査）。アルゼンチンに出稼ぎにで

た男性は労働者やトラック運転手の職につき、

女性は家庭のメイドとして働いている場合が

多い。また、こうした流れにも乗ることので

きない 100万人のパラグアイ人貧民が、パラ

3)実は、類似の事件が 1980 年代末にイグアスの日系
人移住地においても起こったことは、日系人らの記憶に
新しい。

グアイ河沿岸に集住し、市場経済から取り残

されたままになっている。

このような人口移動はストロエスネル独裁

体制下で進行したものと思われるが、農村部

から都市部へ、あるいは近隣諸国へと出稼ぎ

に出掛けるという国内外の人口移動によって、

農村部の貧しい人々の社会問題化がおもてざ

たにならなかったといえよう。ところが、今

やグローバリゼーション（＝アメリカの圧力に

よるアメリカのための市場開放）の進行とパラ

グアイのMERCOSUR（南米共同市場）加盟

によって、貧しい農民は行き場を失った。し

たがって人口移動という増加する貧農問題を

目立たなくする社会的緩和剤は有効性を失っ

たという事情がある。これが現在の農民運動

の活発化と密接な関係にあるといえよう。

３．Sin tierra および土地無し農民の入植

(a)アグエリト入植地と農協

さて、それでは地方の農村地域の具体的な

事例を一つみてみよう。

パラグアイ東部地方の北部から北東部は貧し

い地域といわれてきた。それは、子どもや成人

の文盲率の高さ、社会・経済インフラ整備の指

標を見れば一目瞭然である (AEP 1998:48-49.

PEET 1998)。この北部一帯には複数の入植地

があり、それぞれの入植地には複数の農協が存

在する。北部一帯で大きな組織を形成している

のは、北部サンペドロ県農業生産者調整組合

（CPA-SPN, Coordinadora de Productores

Agr��colas de San Pedro Norte）、という 13

組合の連合体である。その中心的役割を果たし

ているのは「アグエリト農協」である（［入植地

および農協］を参照）。アグエリト (Ag�uerito)

入植地は、国道から東に 78キロメートル地点

の辺鄙なところにある。アグエリトは 1992年

に IBRが sin tierraに対して分譲した入植地
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である（［サン・ペドロ県北部］の地図を参照）。

CPA-SPNに加盟している 13の組合は、そ

れぞれの入植地にある。入植地の形成年は古

いところで 1970年、新しいところでは 1996

年となっている。

アグエリトの CPA-SPN組合員は、もとは

といえばいわゆる sin tierraであり、コンセプ

シオンから新たな肥沃地を求めて土地請求運

動を展開してきた転住者である。運動の結果、

1992年に現在のアグエリトの土地の提供を受

け、入植したが、その区画は他の IBR割り当

て地同様、それぞれの sin tierraに対して購入

能力＝返済能力に応じて 5haから 20haが与

えられるというものだった。農牧省の基準で

は、同面積は零細・小農に該当する。

パラグアイ北部農民運動のリーダーの一

人であるアグエリト農協長によると、アグ

エリトの集住地や農協は、後述するように北

部地域におけるモデル的存在となっており、

隣接するクルパウトウ (Curupayty)、カラパ

イー (Karapa��)、タヴァ・グアラニー (Tava-

Guaran��)といった入植地も、アグエリトに学

んで、組合組織の導入、集住地の設置、新た

な土地利用方法の導入をはかろうとしている。

アグエリト農協と集住地の特徴は次のとお

りである。

(1)集住地： IBRは、ほとんどの割り当て

地同様に、区画を長方形に区切り、それぞれの

農家が割り当てられた土地内に住居を構える

よう提案した。しかし、コンセプシオンから

の転住者が多かった組合員は権利意識が高く、

この提案に強行に反対した。表の概念図にあ

るように、集住地＝住宅地区を形成し、農地

には住居をかまえないことを要求した。同方

式には公共サービス（教育、医療、上下水道、

電気といったサービス）を安価かつ円滑に受

けるメリットがある他、コミュニテイとして

の機能の充実化を促すことができるという理

由があった。

(2)集会所：日本でいう自治会、区会といっ

た住民組織の集会に使用できるだけでなく、農

協の集会所にも使用されている。入植地の生

活に欠かせない場所である。これはアグエリ

ト農協が建設した建物である。

(3)農協： 1992年に結成されたものであり、

総人口 600人（戸数に換算して 120 戸）のう

ち、420人（84戸）が当該アグエリト農協に

加入している（残りの 26戸は他の組合に加入

し、CPA-SPNに参加していない）。13組合

からなる北部地域の組合連合会には戸数 1544

（人口に換算すると 7720人）が参加している。

13入植地の総戸数が 4174戸（人口 2万 595

人 ）であることを考えると、全体の 35%が加

入していることになる。なお、同連合体に参

加していない入植者は、他の組合に加入して

いるか、如何なる組合にも参加していないか

である（J.R.アグエリト農協長の談話）。他の

入植地と比較してみて、アグエリト入植地が

当該農協を中心にして組織化されていること

がわかる。

(4)協同組合の雑貨店： 入植地唯一の雑貨

店であり、生活用品から医薬品、農薬までを販

売し、その収入は組合運営、種の購入といっ

た営農に当てられる。

(5)家庭耕作地： 集住地に隣接する農地を

家庭消費用作物栽培地と定め、各農家がそれ

ぞれ生産している。マンデイオカ、とうもろ

こし、サトウキビ、オロ・バナナ、ポロト豆が

主な作物である。自給用家畜に豚、鶏、牛の

飼育、家庭用に鶏卵の生産、運搬手段として

馬の飼育が行われている。

(6)市場作物耕作地： 家庭消費用耕作地の

外円の一角を市場用作物耕作地と定めている。

バナナ、綿花、柑橘類、ステビア等の生産計

画がある。しかし、現在のところ耕作機械が

ないため、広大な土地の耕作はサン・ペドロ
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県行政府が無償貸与するブルドーザーおよび

トラクターによる耕作に依存している。この

ため、計画的な耕作が出来ず、したがって生

産計画立案が困難を極める。

(7)森林開発・植林地： 自然環境を破壊せ

ず限られた資源の効率的有効利用の観点から、

家庭用作物耕作地の外円に森林開発地区・植

林地区を設けて開発を進める計画がある。現

在は、同森林で伐採された木材を利用して製

材所で集住地の建物や家具を作る程度の森林

開発にとどまっており、資金と技術不足から

植林は進んでいない。

(8)環境保全用原生林： 家庭消費用耕作地

の外円に環境保全のための原生林を維持して

いる。

さて、アグエリトは如何なる点で他の入植

地や農協と異なり、そして如何なる点でモデ

ルとなりうるのだろうか。それに答えるため

には、アグエリトの特徴を上記 8つの点で整

理しながら他の入植地との違いを考えてみる

必要がある。

まず、上記 (5)の家庭耕作地における家庭消

費用作物生産、家畜飼育は各家庭の判断と財

力で計画立案し、生産活動を行うという点で

は、全ての入植地や農協が類似している。し

かし、アグエリト入植地の農協と拡張リモウ 9

番入植地（イタイプ水没地域支援策により支

援金を受ける入植地や農協）を除けば、如何

なる入植地や農協においても次諸点において

アグエリトとは異なる。

IBRの指導もあり、入植時に各分譲地に各

自の家を建てるというケースが一般的であり、

(1)のように集住して市街地を建設することは

ない。同様に (2)の集会所を持つ入植地は少

ない。さらに、(4)の協同組合の雑貨店を設置、

運営する入植地や農協はほとんどないし、(6)

の市場用作物耕作地を設け、そこで市場用に

作物生産を行う入植地はまずない。また、(7)

森林開発・植林地を設定し、協同で効率的な

開発を進める入植地は皆無に等しい。(8)の環

境保全用原生林を維持する入植地も他に例を

みない。

そもそも、ほとんどの入植地には農協と呼

ぶにふさわしい組織が形成されてないか、農

協が結成されている場合でも政府に対する陳

情と要求に徹するという極めて政治色の強い

組織が多く、上記 (3)のように協同で農牧業

の運営を行う近代的な農協はほとんどない。

こうした意味でアグエリト入植地および農

協は sin tierraという零細・小農開発のモデル

となりうるということがわかるだろう。

(b)ミンガ・ポラン (Gleba 8/9)のブラジ

ルグアヨ入植地4)

1975年ごろに土地無し農民として入植した

ブラジルグアヨは安価な土地を購入し、1980

年代半ばに農地の拡大をはかり、現在では一

世帯あたりそれぞれ 40ha～100haの土地を所

有している。農牧省の基準では 50ha以上の農

地は大規模農として分類されることから、ブ

ラジルグアヨのほとんどが大規模農業経営者

であることがわかる。

現在、既に二世の子どもも成人となり、労

働人口に加わっている。入植当初、彼らは分

譲地内に住居を構えていたが、近年強盗に襲

われる頻度が高くなってきたこともあり、ミ

ンガ・ポランのスーパー・ハイウェイと呼ばれ

る国道沿いの市街地に居を構えるようになっ

た（［ミンガ・ポラン入植地とリモウ入植地］

4)ミンガ・ポランに関する詳細については次の研究を参
照されたい。Mariecke van der Glas, \Ganando te-
rreno: uso de la tierra y conservaci�on del suelo en
areas de colonizaci�on agr��cola en el sur de Brasil y
este del Paraguay" (Revista Paraguaya de Socio-

log��a. Centro Paraguayo de Estudios Sociol�ogicos,
no.104, Asunci�on, enero-abril 1999) pp.163-183. 同
書は入植地にともなう環境破壊や土壌侵食といった問題
に関する研究である。
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地図を参照）。

ミンガ・ポラン (Gleba 8/9)のブラジルグ

アヨはパラグアイ人労働者を雇用し、大規模

農地で大豆、トウモロコシ、小麦を生産して

いる他、牧畜を行っている者もいる。つまり、

商業的農業を行っている。

ミンガ・ポランの IBR事務所長によると、

ブラジルグアヨはパラグアイ人とは異なり、労

働意欲が旺盛であり、労働に対する意識が高

いとのことである。また、彼らは入植当時ミ

ンガ・ポラン農協に加入していたが、その後

独立してブラジルグアヨによる農協を形成し

た。現在では約 70家族がこの農協に加盟して

いる（M.L.ミンガ・ポラン IBR事務所長の

談話）。

ブラジルグアヨは農家ごとに機械や自動車

を所有し、サイロを持つ者もある。このサイ

ロに余裕がある場合、パラグアイ人農家を始

め他の農家に貸与することもあるらしい。ま

た、殺虫剤や種も個人で購入する。つまり、ブ

ラジルグアヨは、近代的な農業生産のあらゆ

る側面について個人が把握し、農協を土台に

した相互扶助的な組織を有効活用して生産拡

大をはかってきた。その結果今日では農協に

依存せず、個人で経営を行っている。

４．Sin tierra の開発を阻害する諸問題

これまでみてきたように、ミンガ・ポラン

郡に位置するスーパー・ハイウェイ沿いから 6

号線沿いにかけてのより近代的な東部地域で

は、同条件で入植・開発を行いながらブラジ

ルグアヨとパラグアイ人 sin tierra零細・小農

民の間には今日において経済格差が生じてい

る。その原因は、ブラジルグアヨは労働意欲

が旺盛で、労働に対する意識が高い他に、農

協を早い時期に形成して相互扶助と生産調整

を行うと同時に、機械化というかたちで近代

化をはかって自給用生産にとどまらず、生産

規模を拡大して市場向けに農牧畜産品を生産

したところにある。

これに対し、パラグアイ人入植者はそれが

出来なかった。初期の土地面積が異なってい

た点はあるものの、根本的原因は、労働意欲、

つまり労働をする動機の有無、特に相互調整

をはかりながら協調労働を行う農協での労働

形態に親しみがなく、こうした労働形態が必

要であるということさえ理解することが困難

であるためといえよう。こうした事例の典型

としてもっとも貧しい入植地の一つと考えら

れるサン・ペドロ県のコロロイン入植地を概

観してみよう。

コロロイン入植地 (kororo'i)はサンタ・ロ

サの北、リオ・ベルデのメノニタ入植地の間

に位置する（［サン・ペドロ県北部の地図］参

照）。分譲地は小さいところで 5ha、大きいと

ころで 20haと零細・小農地である。入植者の

ほとんどは地元サン・ペドロ県出身者である。

入植地は舗装された国道に近く、自給用作物

生産と家畜の飼育は行われているものの、極

めて貧しい。その理由は、定住形態（分譲地

にそれぞれの住居がある）の不適当さ、およ

びアグエリトのような入植地や農協形成を促

すための支援不足と低い教育水準にあると考

えられる。

最近では CPA-SPNという外部の者の助言

により農協を形成したものの、その運営方法に

ついては全く知識がなく、農協としては機能し

ていないのが現状である（2000年 3月 23日

の筆者によるコロロイン農協長の面接調査）。

こうした状況下において、農協関係者が協同

労働を行うことは考えられないのである。

コロロイン入植者は集住していないことか

ら上下水道、電気といった社会インフラは整

備されておらず、未舗装の悪路を通わざるを

えない、しかもほとんどの住居から遠く離れ

た入植地の入り口に位置する医療施設と学校
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は機能していない。

そのためか、アグエリト入植地の農協長で

あり北部農民運動の指導者の一人である元農

業学校教員の J.R.によると、同地域では現金

獲得のためにマリファナを栽培することがあ

るという。200kg分のマリファナはパラボラ・

アンテナとテレビのセットと交換、500kg分で

はマウと呼ばれるブラジル製密輸車と交換す

るという条件で生産するとのことである。実

際に筆者の見たところ、随所に貧しい農家の

敷地に設置されたパラボラ・アンテナや古い

車が見受けられた。5)

５．Sin tierra とＮＧＯ支援の課題

農村各地において、国内外の NGOや国際

機関が sin tierra零細・小農支援を行ってい

る。そのなかには OASや IDBがある。コロ

ロイン入植地にもそれらの機関の援助によっ

て建設されたヒマワリの種の搾油工場がある

が、ほとんど機能していない。ヒマワリの収

穫は小農・零細農民では労働集約的な手労働

に頼るため、機械化された大規模農業でなけ

れば採算がとれるほどの生産はできない。に

もかかわらず、充分な生産見通しのない状態

で工場が建設されたため、結局は組合のため

になっていない。現在は他地域からヒマワリ

の種を購入して搾油しているが、生産コスト

が割高になっている。

別の事例だと、ミンガ・ポラン郡にある入

植地に建設された煉瓦工場がある。一度煉瓦

を作ったものの、煉瓦が売れないとのことで

現在は生産が止まっている。国道に近いとい

う理由だけで建物＝工場のハードウェアのみ

5)アマンバイ県、カニンデユ県、サン・ペドロ県一帯で
は 1980 年代末には約 3000ha のマリファナ栽培面積が
あったといわれる。その後 1990 年代初頭にかけてパラ
グアイ政府と米国 DEAとの協力でマリファナ栽培撲滅
作戦を展開し、栽培面積は 1000ha にまで減少したとさ
れる。現在も細々と栽培されているようである。

を提供することは結局意味がなく、工場運営

のソフトウェアまでを提供する必要があるこ

とを如実に物語っている事例といえよう。

前者の事例は、建設した側が十分調査せず、

いかにずさんな見通しで工場を建設したかを

示し、後者は、適性な援助を行い生産手段を

建設したものの、その運営方法を伝授してい

ないことを示す。運営方法には販売方法など

が含まれており、例えば国道で看板を立てる

とか、馬車で運搬して近くの町で販売するな

どのごく「普通」の営業活動さえも行われて

いなかった（M.L.ミンガ・ポラン IBR事務

所長の談話）。

６．アグエリト農協の提言・要望にみる sin

tierra問題解決の糸口

既に述べてきた sin tierra、土地無し農民の

入植、開発に関する諸問題の解決に向けて注

目すべき提言・要望がアグエリト農協から出

されている。これは、sin tierra、土地無し農

民、零細・小農の開発の解決の一助となると

考えられる。

まず、アグエリト農協の指導者は、伝統的作

物の営農技術や栽培技術の指導を要望してい

ない。日常生活で消費する伝統作物は基本的

には自給用作物であり、既に営農技術や栽培

技術が確立されている。伝統的作物とは、マ

ンデイオカ、とうもろこし、サトウキビ、ポロ

ト豆などである。作物ではないが豚、牛、鶏

という家畜も含まれる。

彼らは、機械化をはかるための農協支援、国

際および国内生産・消費動向の情報、低利子

融資、生産地から市場へ運び出すための道路

の整備・舗装および河川接岸港の設置を要望

している。接岸港の整備によって底浅バージ

を使用して市場に商品を出荷できると考えて

いる。また、商品作物の綿花や、鶏卵生産の

技術的、および経済的支援を望んでいる。さ
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らに北部サン・ペドロに限定するならば、東

西 80キロメートルに点在する 13の入植地を

結ぶ線上には有望な牧草地が広がっているた

め、その利用を可能にする資金的援助も望ん

でいる。

要するに、商業的農業を行うためのインフ

ラ整備を行われない限り、有効な土地問題解

決には結びつかないことは明らかである。

おわりに

以上のように、具体的な事例に基づき、1993

年の民政移管以後全国的な農民運動を展開し

てきているパラグアイの sin tierraおよび土

地無し農民の「問題」を、その入植過程も含

め、検討してみた。そこから導き出される結

論は主に次の点に集約される。

(1) Sin tierraと土地無し農民は異なる存在

である。

(2)パラグアイには sin tierraはいるものの、

現時点では土地無し農民はほとんどいない。

(3)長い間行政府や政治から無視され続けて

きたことに対する農民の不満が爆発している。

(4)特定のイデオロギーにとらわれない農民

層の組織化が進んでいる。

(5)組織化を背景に、より平等な経済的分配

を目指し、経済的平等をとおして社会的公平

を実現しようと試みている。

(6)社会正義実現の方法として社会・政治運

動を展開し、行政府に直接訴える方法をとっ

ている。

(7) 具体的な訴えの内容は、商品生産を可

能にする低利の融資を受け、機械、農薬、種

といった農業生産手段を入手するための低利

で長期のグラントによる好条件の融資などで

ある。

(8)最終目的は、国内や国際市場へのアクセ

ス＝自主的開発権を獲得することである。

最後になったが、筆者がサンタ・ロサおよ

びアグエリトを訪れた 2日後に、首都アスン

シオンの大統領府前での行進を含む全国規模

の農民運動が展開された。サンタ・ロサでは、

バリケードを作っていた農民数人が警察官に

拳銃で打たれ、二人が重傷、そのうちの一人

は脳死状態となった (NOTICIAS 2000・3・

28/29)。そのことは、いまだ土地問題が未解

決の状態にあることを印象づけ、この問題の

公正な解決のための運動が激しく展開されて

いることを如実に物語るものである。
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