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紹介と批詐
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ガロ・プラサ著

﹃ラプン・アメリカにおける
デモクラシーの諸間題﹄

︒↓

一〇㎝㎝

ノース・カロライナ大學では例年︑外國の著名人を招聰して昌①
≦Φ一一bΦoεお切g毎e臼ざ胃9試器ロoaビもを開講︑廣く政治・

輕濟・吐會問題に關する内外知識の吸牧とその普及に努めているが︑

本書はこの講座における前エクアドル共和國大統領ガロ・プラサの

八二

︵五七〇︶

て直面した種々の間題を取り上げたものであるが︑特に共窪主義と

諸關蓮の問題につき多大の關心を寄せている︒著者の言葉を借りる

までもなく︑ラテン・アメリカ諸國民は本來︑季和愛好的性格の持

をくずし︑自暴自棄的行動に走らせ易い︒しかし︑政策的見地から

主なのだが︑政治的・輕濟的貧困はとかくしてかれらの判臨の均衡

すれば︑この事實はラテン・アメリカに封する合衆國の脛濟的援助

ならびにアメリカ諸國の國際的輕濟協力が諸國における民主主義の

なんらかより基本的なより眞實にしてより敷果的なものが触けてい

襲展に大きな業績を残してきたことは否定しえないまでも︑そこに

ることを意昧するものではないか︒著者はこの黙に關して︑ラテソ・

アメリカと合衆國における贋値膿系や見解の比較封照に出幾し︑自

ら大統領として實際政治に關與したエクアドル共和國における輕瞼

カ諸國國際會議における諸國代表の稜言を引用しつつ問題を追究し

を通じて︑最後にラテソ・アメリカの全豊的親野から第十同アメリ

著者ガロ・プラサの略歴を記すならば︑かれはエクアドル共和國

ょうとするものである︒

の政界に傳統ある家系の構承者としてニュー・ヨークに生れた︒そ

の祀先は濁立職雫に参加し︑祀父は自由主義者の故をもつて政治的

迫害を受け︑またかれの父もかつて共和國大統領に選ばれたことの

ある由緒ある家系である︒固Oo一Φ鴨oZ砦一8包目￡猷留￡β詳o

表題に示されたよ到に︑本書は過去一世紀にわたつて濁裁と革命

国9Φ蒔βω霞く一8などに學び︑一九三〇年即辞き瀬oh菩ΦピΦ−

o協O毘篤oH艮欝蜜鷲覧㊤昌似㊤μ山昏ΦOΦo目的Φε毛ロω昌oo一〇騰

を一九二五年に卒業したかれは︑ひきつづき目ざq巳さお一註雷

の渦潮に流されるままであつたラテン・アメリカ諸國が漸くにして

鵬響δμ亀国2銭g置≦器注暮8を振り出しに公的生活に入

講演を集約したものである︒

民主主義的政治態勢を整えるにいたつた今日︑その憂革過程におい

四八年︑エクアドル共和國大統領に就任した︒今世紀に入つてから

り︑キトー市長︑國防長官︑合衆國駐在大使などの脛歴を脛て一九

にはじめて四年間の任期が成功裡に全うされ︑また︑かれの選撃か

て︑著者は合衆國がその歴史を通じて具現化してきた生活の哲學︑

第一章北アメリカと南アメリカi比較封照1の冒頭におい

ら國民の自由選暴によつて久しぶりに軍事濁裁者からシヴィリアン

藏財産とするデモクラシーをこの攣動する世界において守るために

のだとの信念を捨てて︑精紳状態の攣更から始めねばならない﹂と

は﹁われわれの知る限りの世界が保障され︑破滅など考えられぬも

して︑デモクラシーの挑職に封する危機意識に問題の大前提を置い

ている︒デモクラシi防衛のために︑われわれは精神的贋値の基礎

を危うくせんとする諸勢力に封して大十字軍のような強力なる軍事

ら︑全西孚球にデモクラシーの内部的稜墨を構築しえず︑また貧困・

的蓮合をしなくてはならないのではないか︒こういつた問題提起か

びこらせ︑強力な蓮合に代つて弱農な内容を露呈したままでおくこ

無知・疾病ならびに宣傳のままにラテン・アメリカに共産主義をは

メリカ諸國民に課せられた役割に不忠實なことを意昧するものだ︒

とは︑世界の指導者としての合衆國國民︑自由の擁護者としてのア

アメリカ相互の理解と寛容とに基づいた協力的精神をもつて︑この

そこで︑眞實にして職闘的なデモクラシ！を確保するために南北爾

偉業を成し途げようではないか︒爾者を匠別する歴史的・脛濟的・

上︑ラテン・アメリカ諸國の動向が世界の注覗を浴びているが︑合

る︒僅か一〇〇頁に充たぬ小柵子ではあるが︑本書の内容には意外

も五世紀にわたる西欧文明︑歴史構造︑それにわれわれすべてがア

人種的・心理的そして文化的相違にもかかわらず︑そこには少くと

八三

︵五七一︶

義性がある︒したがつて︑善隣關係に根本的に必要な理解と寛容の

メリカーノス︵新大陸生れの者︶という馳で︑それに上廻る深い同

の迫力が含められており︑合衆國の封外政策に良き反省の素材を提

紹介と批評

つぎに三章からなる本書の間題馳を逐章的に略述紹介しよう︒

供する も の と 云 え よ う ︒

衆國封これら諸國の關係は他の自由諸國にとつても多大の影響があ

察には前者の不蒲を補うに鹸りあるものがある︒昨今︑國際政治

かし︑實際政治の面から要馳を確實に把握した大局的覗野からの麟

か︑理論構成における疎略に封して幾分かの不満を冤れえない︒し

民主主義理論としてはかれ自身の業績に關する戯述的筆致のため

理論家というよりは實際政治家である︒したがつて本書の内容には

著者の略歴からしてすでに明らかなように︑かれは學者もしくは

重鎭的存在である︒

アメリカの眞實の善隣關係を希う者としてアメリカ諸國間における

のゆえに︑また純梓のラテン・アメリカ人として合衆國とラテン・

在︑再度同共和國大統領の要職にあり︑過去の脛瞼と卓越した識見

として政界から隠退していたが︑一九五六年の選塁に再出馬し︑現

大統領に代つている︒一九五二年その地位を譲つてからは一市政人

すなわち國家建設の諸原理と諸理念に基づいたわれわれの最大の秘

政情不安を績けたエクアドルは︑プラサ大統領によつて二八年ぶり

二

紹介と批評
精紳以外に︑今さら新たなかけ橋を必要とするほどの深淵はどこに

このような問題提起にはじまつて︑著者は南北爾アメリカの比較

も見當らない︒

八四

︵五七二︶

には七六〇〇萬到六三〇〇萬と形勢逆韓している︵一九五〇年の調

口三八五〇萬に封してラテソ・アメリカは三八OO萬︑十九世紀末

人口櫓加率は合衆國一・四％︑

ラテン・アメリカ一・九％︶︒

この

査では合衆國およびラテン・アメリカの人口はともに一億五千萬︑

ることはいうまでもないのだが︑亜熱幣的環境にある合衆國が横の

情勢の攣韓に政治的安定性と地理的聚境の影響が大きく支配してい

的アプローチを試みる︒かつては全く一方的に原料資源の供給者で
カが︑その工業化蓮動によつてここ籔十年間に著しく様相を攣えて

あり︑工業製品の需要者であり絶好の市場であつたラテン・アメリ

きた脛濟關係︒カソリック教會の名の下に絶封專制政治によつて麦

という馳には︑それが稜展上の障害としていかに大きく作用した

な領域をもつラテン・アメリカでは縦の移民の必要に迫られていた

移民を爲しえたに封して︑廣大な熱帯地にアマゾン峡谷地帯に大き

たラテン・アメリカは︑濁立とともに濁裁制と混飢した吐會秩序の

つた地質的見解︑交通︑教育︑疾病など種々の問題について論じ︑

か︑理論的に重観されても良かろう︒その他︑地下資源の問題を扱

配された植民膿制からなんらの自治の脛験なくして濁立をかちとつ

過去の遣産をも引縫いでしまつたが︑他方ヨーロッパにおける宗教

これらの問題も最近籔十年間における工業化の推進によつて多くの

的迫害から遁れ︑自由と寛容の基盤の上に新しい吐會を組織し︑長

生活諸條件と李行して向上的展開を績けていることを示している︒

歴史的︑自然的環境の比較に加えて︑一方︑國際環境における心

い過程の理論的究極黙としてフィラデルフィアにおいて起草された

史的に顯著な爾者間の相違は︑しかしながら︑ラテン・アメリカの

民主的憲法下に專ら稜展の一途を辿つた合衆國との暦史的比較︒歴

デモクラシーへの意識的かつ實際的接近によつて近年とみに均等化

ていることとして魚重せねぽならない︒むしろ︑本書ではこの馳を

強調し︑﹁すべて眞の理解は政府の諸政策に護するものではなく︑國

理的要素も人間關係におけるその重要性と同檬︑大きな比重を占め

る比較で興昧ある馳は︑爾大陸における人口比である︒當初︑白人

されつつあることを示し忘れてはいない︒さらに爾者の護展に關す

の相互的問題や複難性を眞に理解することを彊調している︒そのた

民相互の間に護しなくてはならない﹂として︑文化的・心理的構造

めに北米人のラテン・アメリカ観とラテン・アメリカ人の見た合衆

タンがプリムスに到着したのであり︑當時のブラジルのポートシー

の人口が一〇萬であるに比し︑ニュー・ヨークのそれは僅か二〇〇

をとりまとめるならば結局︑北米の極端論者はラテン・アメリカを

國相互の︑むしろ極端から極端の諸見解を披歴するのだが︑それら

がサント・ドミンゴに設螢地を見出してから一二八年後にピューリ

人にすぎなかつた︒合衆國濁立當時にも︑ラテン・アメリカの非土

つている︑從順な︑しかし派手好みで怠け者の劣性的混血人種の佳

して﹁抽象的︑人間的︑そして観念的精紳の世界を夢みてうずくま

着入ロニOOO萬人に比して合衆國は三九〇萬人であつて︑十八世

る︒それが十九世紀に入つてからは︑一八七〇年における合衆國人

紀中には匪倒的にラテン・アメリカが人口の馳で優つていたのであ

てはいるけれども︑より永績的な理知的贋値を樂しむことの不可能

見︑極度の民族主義︑物質的プラグマティズム哲學の産物であり︑

む土地﹂であるとし︑他方ラテン・アメリカの北米観は﹁人種的偏

のだと誇張でなしにいうことができる︵一九頁︶︒

の誕生︑それにわれわれが豫期している曙光の出現を凝醜している

る︒今や︑われわれは新しい人類︑新大陸の人間︑新時代の主人公

源を用いてこの大陸内の結束の特灌を獲得すべく全力を捧げてい

第二章

超自然的で快樂的生活のためにメカニカルな手段をふんだんにもつ

な國民⁝⁝善意にして高度に專門化されてはいるが︑精紳的には未
熟な野蟹人﹂だときめつけている︒この二つの意見はどちらも相互
の一面的観察に過ぎないものではあるけれども︑お互いの國民感情

エクアドルーデモクラシーにおける輕験ーこの章

は︑比較的に生活環境に恵まれているとはいえ︑歴史的・政治的・

飢を績けてきたエクアドル共和國を︑僅か欺年にしていともデモク

肚會的にラテン・アメリヵの典型としても差支えないほどの紛糾混

ラティックな國家に改攣せしめた著者の大統領としての諸脛験を扱

かくして︑相互の基本的要素をなんら失うことなくして爾者を接

に類似酷に關する分析を通じて︑著者は次に記すような結論を導く︒

が︑以上の南北爾アメリカにおける償値膿系や諸見解の相違ならび

はない︒これは南極海から南米西海岸を北上するフンボルト海流の

エクアドルは赤道直下に位置するも︑その氣候條件はさほど悪く

はない︒

他の國家群もラテン・アメリヵ諸國ほど類似黙と蓮帯性をもつもの

て遙かに量的に優つている︒しかも︑新しい希望に盗れた生活概念

肥沃な土地である︒このように悪まれた立地條件が︑今日︑バナナ

ての地域をもち︑またその國土は火山友に蔽われた世界でも有籔の

アンデス山系を握えているために︑その氣候は熱帯から塞糟にかけ

において︑爾者は極めて密接である︒したがつて︑共に新世界に住

であることはい5までもないことではあるが︑歴史的︑政治的には

ァルの建設した大コロンビア共和國から︑さらに分離してエクアド

まことに素餅をきわめるものがあつた︒濁立の祀シモン・ボリーヴ

王國とまでいわれている李和なエクアドルを作りあげる大きな要因

さいごに︑爾者は相互依存と統合の蓮命にある︒北米人は

む隣人として︑眼をヨーロッパのみに固定することなく︑さらにお
︵3︶

ル共和國が誕生したのは一八三〇年であつたが︑その後︑軍事掲裁

︵五七三︶

者による革命と無秩序の時代︑李和的装いをこらしてはいたものの

八五

ラテソ・アメリカ人は908ゼ影騎日魯貫日08呂Φo一2甘8に
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なつてきている︒われわれは︑われわれ自身の人間的︑自然的諸資

目霞Φ名O艮阜目宣留

9自Φ冨筥即巳・試oになりつつあり︑他方

互同志を見つめねばならない︒

︵2︶南北爾アメリカを比較封照するに︑類似瀦は相違鮎に比し

恩恵であつて︑豫想に反して海岸地方も炎熱ほどではない︒しかも︑

︵1︶種々の相違黙が存在するにもかかわらず︑世界中いかなる

つている︒

近せしめうる精神的交流と償値ある貢献を將來に求めているのだ

にこういつた溝が流れていることは認識しなくてはならない︒

三

紹介と批詐
國家紳権説をかざした保守主義者による封建的時代を脛て一八九五

八六

︵五七四︶

おいて︑エクアドルを民主主義の軌道に乗せることを可能ならしめ

著者は具膿的な事例を撃げて︑政治的︑肚會的︑脛濟的な各分野に

績を成しえたのであるが︑その秘訣は何であつたか︒

た諸政策を披渥しているが︑要するにかれが大統領として貫いた信

年︑初めて眞の國民革命が起つて徹底的政治改革が行われ︑國家と

一次世界大職後におけるファッシズムの流行は︑この國をも汚染

教會の分離とともに一時的に自由の復活が齎らされた︒しかし︑第

國民の踏塞たれ︶ということであつたことを彊調している︒﹁私は耳

を大地につけて︑國民が長らく主張してきたこと︑室しい希望を抱

念は．偽OオΦ駐ΦOo＜霞bヨΦbψげ8屏ε普Φb8甘曳︑︵政府は

いてきたことなどを聞き︑かれらの希望に從つて行動することを決

し︑再び軍事濁裁と革命とが循環する無秩序の時代に陥つてしまつ

が革命によつて更迭され︑一ヵ月に四人の大統領と︑六つの憲法を

ている︒すなわち︑一九四七年までの二三年間に︑二七人の大統領
敬えるなど︑十九世紀中に一一の憲法を有したこの國の記録を遙か

して攣る奇蹟は約束しなかつた︒⁝⁝むしろ將來の繁榮の基礎を築

する旨のメッセージであつた︒私は︵國民の生活諸條件が︶一夜に

くことの困難なることを主張し⁝⁝國民が國家建設のこの仕事に齪

心した︒私の最初の言葉は︑國民の意思を魚重し︑固く自由を蓮守

無秩序のどん底ー事實︑ガ・・プラサが一九四八年九月一日︑

に破るほどの紛糾ぶりを示しているのである︒およそ︑このような

大統領に就任するまでの籔年間のエクアドルは革命が相績いてい

に私は︑私を選んでくれた人々の大統領としてのみならず︑エクア

客としてではなく役者として参加することを要講した︒⁝⁝さい．こ

背景のもとに︑ガ・・プラサ大統領が出現した︒

る︒すなわち︑一九四四年五月︑総選墨を前にして起つた軍事クー

ーによつて韓覆され︑イバールラは國外に騙逐された︒しかし︑僅

民に蜀する誓約を終止守り績けると同時に︑一國の指導者として確

緊急避難の義務を負つた大統領の稜言であり︑しかも誠心誠意︑國

し︑これが︑政治的︑祉會的混飢のどん底にあつた國家において︑

ドル國民全膿の大統領であることを國民に誓つた﹂︵三一頁︶︒およ

デターはヴァラスコ・イバールラ︵＜巴器8冒胃声︶を大統領に

か九日の天下でマンチェLロも臨時大統領ヴェインティミーリヤ

固たる政治信念のもとにそれが實行されたとなると︑從前のラテン・

就任せしめ︑軍部ならびに中塵階級を背景としたこの政権は三年間

︵冒震壁ロ○の鼠おN＜Φ注試目一一寅︶に逐われ︑ついでこの臨時政権

アメリカ的解繹からすればまことに貴重な議言であつたといわねば

セージをわざわざ掲げねばならぬほど陳腐なことはあるまい︒しか

も翌年六月に擦えた大統領選學を合法的に行うことを使命としたア

なるまい︒通例として︑かかる場合には軍隊を背景とした強力な濁

そ︑民主主義を標榜している諸國の元首としては︑このようなメッ

冒セメーナ大統領︵O㊤昌8旨＝o跨目8Φ琶Φ轟︶に引纏がれたー

保持されたものの︑一九四七年八月二十四日︑國防長官カル・ス・

において大統領となつたガ・・プラサは一⁝年ぶりにその任期を全

裁政灌の樹立が考えられるところであるが︑﹁デモクラシーの諸制

マソチェーロ︵9昌8旨彗9臼o︶大佐の指導した軍事ク：デタ

うし︑エクアドルをデモクラシーの方向に韓換せしめるに多大の業

限や世論の批判に關與せずに行うことはどれほど容易であり都合が

る︒緊急事態は必然的に民主政治の限界下における迅遠にして徹底

裁政治ほどには敷果的に封庭しえぬ事實がしばしば指摘されてい

果を牧めえたのであるが︑通常の立憲政府は緊急事態に庭するに猫

的な活動を不可能ならしめる︒プラサ政灌時代にあつても︑地方的

良かつたか知れない︒しかし︑その代償は⁝⁝おそらく︑大量な︑

叛飢や軍事クーデターの峰火が幾度か撃がつた事實がある︒幸いに

しかも速やかな物質的業績と引換えに︑それ以上に大なる︑より深
い精神的犠牲であろう﹂︵三二頁︶として︑あえてその道程は遠く瞼

とに貢献する新たな信頼性ある︑かつ愛國的な態度をとり入れた﹂

しくとも國家に恒久的利盆をもたらすであろう方式を選んだ馳に︑

ためであり︑﹁私の政灌捲當中︑軍隊はもはや國家ならびに憲法を守

つた軍除が︑政治組織を堅固ならしめること以外の︑それ以上のこ

しばしば︑民主主義者を装つた爲善的濁裁は急拷えの枇會計聲I

も︑事態は事なく絡つたが︑それは﹁しばしば國民抑匪の武器であ

i結局︑それは濁裁者の個人的威信を彊化する究極的目的に依存す

︵三七頁︶として政府と軍隊との協力關係を明らかにしている傍ら︑

る眞直ぐな狭い道から︑邪道に外れぬことを誓う機會をもつた﹂

かれの躍如たる政治的信念が窺い知られ︑また同時に民主的實際政

るのだがーにのり出すところなのだが︑かれの場合にはその必要

治家としての成功の秘訣が存している︒

がなかつた︒とはいえ︑國家の恒久的封策として必要なものには積

ている︒他方︑かれの在任中︑世界市場における米贋の低落による

民主騰制下にあつてもその封庭法になんらの攣更なきことを主張し

脛濟的緊急事態に直面した時にも︑法の嚴格な限界を越えることな

極的に實行に着手し︑脛濟組織の近代化計霊をはじめ貿易の多檬化︑

マラリアに封する挑職︑さらには政府機構や諸方式など多方面にわ

アドルを世界一のバナナ王國に育成し︑國民の生活諸條件の改善に

く封庭しえたことを學げ︑かえつてその當時の到感策が今日のエク

農業按術の改善︑この國の歴史はじまつて以來の國勢調査︑結核・

たつて改善ならびに合理化の蓮動を展開したのである︒この刷新的

ラテン・アメリカにおけるデモクラシーー過去と將來

八七

︵五七五︶

リカ全畦としての大局的な覗野からその將來にパースペクティヴを

f過去における實際政治上の諸脛験を通じ︑さらにラテン・アメ

第三章

第二章を結んでいる︒

モクラティヅクなエクアドルを築き上げることに成功したとして︑

資するなど︑脛濟的デモクラシーのみならず︑政治的︑肚會的にデ

な統治方法には︑ある場合には段階的に漸進的過程を踏むよう進言
した人々も多くあつたほどであり︑またある時には出版の自由に關

する特灌を利した政治的誹講者の攻撃の矢面に立たせられたことも
あつた︒しかし︑かれの誠意と信念は助言者をして積極的協力者に

改攣せしめたし︑また︑誹謹者に封しての寛容な態度は︑かえつて
根櫨なき誹諺に蜀する一般輿論や多籔新聞の憤激を誘うことになつ
て︑自由なる出版における一定の道徳的限界ならびにデモクラシー
におけるその極めて重要な役割を認識させることになつた︒

かくのごとく民主主義的政府は推進され︑幸いにも着々とその成

紹介と批誇

四

紹介と批評
あてはめようとするもので︑一九五四年三月︑ヴェネズエラの首都
カラカスに開催された第十同アメリカ諸國國際會議における諸國代

八八

︵五七六︶

およそ︑かかるジレソマに陥ることを飴儀なくされている最たる

には︑それはきわめて困難なことといわねばならない︒

に右翼反動勢力に悩んでいるボリヴィアもその例に加えられよう︒

がゆえに﹁大陸蓮帯の脅威﹂とまでいわれているのだが︑また同時

ものとしてグァテマラが塁げられ︑その共産主義勢力の浸透激しき

まず︑アメリカニズムによる趣濟的統合を彊化することに重馳を

表の主張を要黙的にとりあげ︑論評を加えている︒

おいたブラジル共和國代表ヴィセンテ・ラオ博士の演読を學げてい

におけ溶爾國代表の獲言を集録している︒グァテマラ外相の演読要

著者はこれら爾國に到して︑隣人としての同情的立場から︑同會議

つたもつとも彊力な抑堅の武器を︑勢せずして再び獲得してきたに

︵五八頁︶であつて︑彊力な帝國主義諸國は﹁國際法の進歩が椀ぎと

際問の統一︑連帯および協力にもつとも無贋値な基本的基盤の一つ﹂

原則は汎アメリカ主義のもつとも無贋値な業績にして︑アメリカ國

高伺な計書﹂という公然たる武力干渉を認めようとした︒﹁非干渉の

して﹁大陸連帯の脅威﹂と指摘し︑集團的に﹁共産主義に封抗する

れえないものである︒にも拘らず︑國際的反動勢力はグァテマラを

られている諸手段︑諸計聲は決して共産主義綱領によつては納得さ

そしてデモクラシーの確立を目途しているのであつて︑そこに用い

失敗の纒瞼からして自らの努力︑資源︑資本をもつて脛濟的再建に︑

旨は︑外國資本の奴隷的状況下にあるグァテマラは︑過去における

るが︑それは﹁ラテソ・アメリカを破壊的観念もしくは破壊的諸勢
奪嚴に贋した水準にまで高めねばならぬ﹂︵四九頁︶として脛濟機構

力の傳染性病菌から防衛するためには︑諸國民の生活水準を人間の
の基盤と︑したがつて︑祉會機構の基盤を固く組織することを彊調

したものである︒かれは︑そのために﹁民間企業や民間資本の果す

役割の重要性は充分に認めねばならないが︑それ以上に高度の水準

をもつた経濟政策が﹁時間と利盆率に關して好ましい條件下に︑協
力的精紳をもつて︑しかも各國の可能性に從つて︑近覗眼的でなく

將來を洞察しうる眼をもつて︑可能な投資を通じ實行に移されねば
に基づいた脛濟政策の必要なることは︑ヴィセソテ・ラオ博士の言

ならぬ﹂︵五〇頁︶ことを主張している︒冷静にして洞察力ある到断

を侯つまでもなく︑およそいかなる政府にも當然のこととして要求

ちがいない﹂︵五九頁︶︒集團の名の下に干渉を正當化せんとする卑

されねばならない︒にも拘らず︑あえてこのことが張調されねばな
らなかつたことの背景には相鷹した理由が存在するものと考えねば

ニズムには︑ラテン・アメリカが﹁他の高度に工業化された諸國に

比較して︑無知と貧困の虜囚であり︑原料資源と安贋な食糧の供出

劣な行爲に封してこのように痛烈な批到を試みたのち︑汎アメリカ

須なることはもちろんであるが︑︑國家の互大な富が外國灌盆下にあ

依存的地位に保たれている﹂︵六〇頁︶ことを自覧した上でこの傘球

者として︑また︑かれらの工業製品の確かな市場として牛植民地的

なるまい︒すなわち︑既に安定した政灌の下にデモクラシーの究極

り︑しかも︑それが得策上つねに濁裁者との取引を好むことからし

的目的に遇進している諸國に封して︑かかる経濟政策の有用かつ必

て︑むしろ必然的に過激派との闘雫を雀起すような状況にある場合

の現實的諸問題に取組まぬかぎり︑それは何らアメリカにおいて人

主義者として事業主や政府によつて制限されるところではどこで

れ︑また勢働者の合法的な要求が祉會秩序を鑑す脅威を吹込む共産

動を通して急速に層大していることは確かである﹂︵六七頁︶︒要す

も︑國際共産主義の魅力はそれと闘つていると主張する者自禮の活

間の福阯のために敷果的ならしめることはできぬことを強調してい

これに封して︑ボリヴィア代表は外國民間資本の投下が排他的猫

る︒

か﹂︵六五頁︶を要請すると同時に︑共産主義のはびこり易いような

地盤︑すなわち肚會的不正︑貧困︑集團的抑堅などの諸條件を取除

るに︑合衆國の封ラテン︑アメリカ輕濟協力に﹁善意以上の何もの

ら轍出されてきたことは疑えない︒⁝⁝だが︑借款が償還される場

くことをもつて汎アメリカニズムの急務とした馳で︑ラテン・アメ

占的に後進諸國脛濟に注がれることの優劣を分析し︑﹁ラテン・アメ

合には︑それによつて資本財が獲得されるし⁝⁝さらに將來の民間

リカに齎らされた資本は︑それ以上の資本を利潤という形でそこか

投資を可能ならしめるより良い條件を用意するという附随的利盆を

ムの前途に横たわる封外的諸障害︑すなわち外國資本の導入︑集團

政治的・脛濟的デモクラシーの確立を目的とした汎アメリカニズ

リカにおける左右爾翼の見解の一致が見られるのである︒

のもとに︑無制限な利潤の獲得を基本的目的としないかぎり︑借款

うな形でとり上げるとともに︑ラテン・アメリカ内部において立ち

的内政干渉︑共産主義ならびに反共産主義蓮動などの問題をこのよ

も備えしめる︒したがつて︑開饗のためには︑好ましい條件と約定

としてグァテマラとは到照的見解を示している︒また︑共産主義問

を認めるより他には何の解決策もないものと考えられる﹂︵六四頁︶

題について︑﹁國際共産主義はそれが働きかけている國家的諸問題

カウディーリョ主義︵o習臼田の唇の︶と呼ばれている一種の軍國主

義が濁裁制の保持に果している役割を撃げ︑それが結果的に國家脛

はだかつている先天的な政治現象にも鰯れている︒すなわち︑通常

それがアメリカ内政に干渉していること︑ならびに︑その特徴の一

極端なナショナリズム︑もLくはファシズムの出現を誘い︑さらに

濟の崩壊から國政の崩壊をも冤かれぬものとすること︑またそれが

を主張し解決することには眞の關心をもたない︒⁝⁝ボリヴィアは
つとして︑それが牟球の進歩的な政治︑吐會的運動を歪めることを

共産主義侵略に絶好の好餌を提供するものであることなどを論詮し

目的とし努力していることを認める﹂として共産主義の職術・職略
を披露して激しくこれを非難している︒しかし︑現代︑特にアメリ

ている︒

解としてメキシコ外相ルイス・パデーヤ・ネルボ︑およびチリー外

かくして︑最後に第十圃アメリカ諸國國際會議における綜合的見

カに通例のことながら︑それを抑制せんとしている反共産主義勢力

助けてはいないだろうか︒﹁弼堅が反共産主義の名のもとにデモク

相トビーアス・バリオス・オルティスによるアメリカ諸國の蓮帯︑

は︑かえつて國際共産主義により以上の威信を加えまたその傳播を

ラシーの環境を稀薄にし︑肚會的政治的進歩の試みが共産主義によ

︵五七七︶

特に脛濟協力の面で現實に立脚した實行力の必要性を力読した主張

八九

って教唆されているという口實のもとに暴力によつて窒息させら

紹介と批詳

マラ代表の訴えるところに切實なのだが︑技術的援助とか纒濟援助

︵五七八︶

などの後進國政策が︑すべての現實を脛濟的なものと考えて︑一般

九〇

を掲げ︑その蹄結を同年十一月︑リオ・デ・ジャネイロに開催を豫

紹介と批評
定した脛濟會議に委ねることとして本書に課せられた使命を終えて

かという疑問である︒この非脛濟的要因を利用する馳では︑﹁人は

大衆の心理的・政治的な事實をあまりにも無覗してはいないだろう

主義西漱先進諸國よりも︑脛濟的決定論者とみられている共箆主義

いる︒

以上で﹁ラテソ・アメリカにおけるデモクラシーの諸問題﹂に關

した護言に﹁善意以上の何ものか﹂を要請したところに︑今日︑後

煽動者の方が役者は一枚上手のようである︒ボリヴィア代表の既述

パンのみにて生きるに非ず﹂をモットーとするキリスト教國︑自由

はなく︑實際政治の脛瞼に基づき︑綜合的観野をもつて観察した結

テン・アメリカの封合衆國感情の悪化を例としても︑われわれはこ

昨今の自由主義陣螢内部における中東諸國の紛雫や︑あるいはラ

進諸國の希求する最大のものが秘められてはいないだろうか︒

の馳について検討の必要を痛感するものである︒本書を紹介する最

助と心理的・政治的援助のバランスはきわめて不均衡状態にあり︑

後に︑こと合衆國の到ラテン・アメリカ政策に關する限り︑脛濟援

とを切實に感じさせるものがある︒

著者ガロ・プラサは︑デモクラシーの護展要件として大衆の生活

では云わぬまでも︑輩なる政策上の間題に委ねることでは解決は難

︵賀川俊彦︶

それがかれらの生活上の信條たるプラグマティズムに基因するとま
かしいものといわねばなるまい︒

の促進︑關税障壁の撤塵︑その他大衆教育計聲など多面的な要請を

しかし︑本書を通讃して考えさせられること︑特にそれはグァテ

つたのは眞に同慶の極みであると云うぺきであろう︒

り︑さらに合衆國の封ラテン・アメリカ關税が輕減されることにな

億ドルの援助資金が世界銀行から民間企業に貸與されること．にな

力機構︵置審置暮一82国βゆ暮ΦOoもoβ註ob︶が設置され︑一

よつて︑その後アイゼンハワー大統領の提案に基づいた國際財政協

十同アメリカ諸國國際會議は脛濟會議の特別開催を決議し︑それに

た蓮帯意識︑なかんずくアメリカ諸國の脛濟協力に求めている︒第

辱試み︑かつその蹄結を合衆國を中心とした汎アメリカニズムを通じ

條件の改善︑中産階級の彊力化︑天然資源の適切な使用︑産業計書

進國におけるデモクラシーの將來には深刻なものが存在しているこ

か︑観察内容の豊富さに多大の興味が唆られると同時に︑これら後

果の報告であり︑また問題の提起を促した書物である︒そのため

する素描を終えるが︑序に述べたように︑本書は民主主義理論書で

五

