
アメリカ「勢力圏」主義の形成と展開 

（『科学と思想』No.66、1987年10月）掲載、岡部廣治 

 

      Ⅰ 「勢力圏」思想の形成 

 

 アメリカ合州国という国は、領土の拡張を前提とする国として発足した。1787年7月13

日に議会を通過した『北西部条例』は、オハイオ河以西への国の拡大のさいに守られるべ

き諸原則を規定したものだったし、おなじ年の9月17日に採択されたアメリカ合州国憲法の

第4条第3項には、議会の承認によって新しい州が「連合」（ユニオン）に組み入れられう

ることが明記された。1 事実、独立当時88万平方㌔しかなかった「十三州」は、現在50州、

10倍以上もの937万平方㌔余となっている。 

「アメリカ民主主義の父」トマス･ジェファスンも、1786 年 1 月パリから、ケンタッキー

州が連合州から脱退する可能性ありとの報せに懸念を表明しつつ、つぎのように知人あて

に書き送ったのである。 

 

「わが連邦の現在の領域が、すぐれた政府にとって大きすぎるということはない。わが

連合州こそは、南北を問わず、アメリカ全土に住む人びとを送り出す巣と考えられるべ

きである」。2 

 

1823 年 12 月 2 日に第 5 代大統領ジェイムズ･モンローの議会への『年次教書』3 の形で

発表された「モンロー主義」は、この考えを集大成したものであった。そこでは、「ヨー

ロッパ諸国間のそれら諸国自身にかんする事柄をめぐっての戦争に、われわれは一度も参

加したことはないし、そうすることは、われわれの政策に合致するものでもない」とする

一方、ヨーロッパ諸国が「それら諸国の体制を、この半球のどの部分にであれ、おしひろ

めようとするなら、そのような試み」を排除する決意であることを明言した。相互不干渉

という形をとっているが、西半球内においては、アメリカ合州国が保護者的立場に立つべ

きであること、したがって、半球内の他国に干渉する権利を有することを内外に宣言した

のであった。いいかえれば、西半球はアメリカ合州国の「勢力圏」であるとしたのであっ

た。 

もちろん、これは単なる「宣言」にほかならず、内実がともなわなければ、すぐにでも

反故（ほご）になるはずのものであったが、アメリカ合州国という国の現実の歴史的発展

と、それをとりまく国際環境の中でいっそうの現実化をみることとなった。1895 年 7 月 20

日、当時の国務長官リチャード･オルニーがベネスエラと英領ガイアナとの国境紛争にあた

り英国が干渉しようとしたのにたいし、英国政府にあてた『覚書』4 には、「今日、アメ

                                                        
1 『北西部条例』『憲法』とも、Speeches & Documents in American History (Selected and edited by Robert Birley), “The 

World Classics”, Oxford University Press, Vol. Ⅰによる。  
2 The Life and Selected Writings of Thomas Jefferson (Edited and with an Introduction by Adrianne Koch and William Peden), 

“Modern Library”, New York, 1944, p. 391. 
3 Speeches & Documents…, Vol. Ⅱ. 
4 Ibid., Vol. 3. 



リカ合州国は、この大陸において、実際に主権者である」とまで言いきるにいたった。こ

うして、現在もいたるところに「勢力圏」思想の表明をみることができるのである。 

こうして展開されるにいたった「勢力圏」思想は、どういう必然性をもって形成された

のか。 

第一に、単に観念的なものであったにせよ、「自由と民主主義」をおしひろめようとす

る意思を挙げなければならない。アメリカ合州国人民は、英国王政の専制政治にたいして

反旗をひるがえして、1776 年 7 月 4 日、「奪うことのできない権利」として「生命、自由、

幸福の追求」を列挙し、「どんな形態の政府であれ、それがこれらの目的を破壊するよう

になるときには、それを取り換えるか廃棄するかすることは国民の権利である」と、革命

権まで主張して、「アメリカ十三連合州」の独立を宣言した。前に言及した『北西部条例』

には、併合されるべき領土に「市民的宗教的自由の諸原則をひろめる」という大目的が記

され、そこには「奴隷制も強制労役制もあってはならない」と規定された（第 6 条）。「モ

ンロー宣言」では、ヨーロッパの反動的な神聖同盟から、アメリカ大陸が「採択し保持し

ている自由かつ独立という状態」、「自由と幸福」を擁護することが、その目的とされた。

そして、実態がまったくともなわなくなった今でも、いや、そういう今だからこそ、ます

ます、この空虚な目的が「大義名分」として特筆大書されなければならなくなっている。

アメリカ合州国の一握りの支配階級は、市民大衆を惑わせるために、ブルジョア的マスコ

ミを通して、このことを喧伝しているのである。 

第二に、アメリカ合州国の支配階級の経済的利害が背後にあったことは、いうまでもな

い。モンローの華麗な原則について聞き知ったジェファスンは、先輩大統領として、ヨー

ロッパとアメリカ州とのあいだの相互不干渉という考えに全面的な賛同を表明するととも

に、「正直に告白すれば、わが連合州体制に付け加えられるべきものとして、クーバを念

頭においたことがあった」と、モンロー大統領に書き送っている。5 なぜ、クーバが対象

とされたのか。奴隷制には反対だったがプランターであったジェファスンは、プランテー

ションの拡大を不可欠とみていた南部プランターの利害関心をここに反映させたといえよ

う。 

土地獲得の欲求に駆られていた西部開拓農民の利益を代弁するよう委ねられていた国務

長官ヘンリ･クレイは、北アメリカの西部だけでなく「ハドスン湾からホーン岬までのすべ

ての国」でもって「アメリカにおける人間的な自由な連盟」を結成する計画をえがいてい

た。6 

東部の資本主義は、その発達とともに、ラテンアメリカを自分たちの「勢力圏」にする

必要性をますます強く感ずるようになった。とくに南北戦争後に市場獲得浴が急速に強ま

ったことは当然だった。 

ユーリシズ･グラント大統領は、彼の秘書のドミニカ共和国併合計画が失敗したことに関

連して、1870 年 12 月 5 日の『教書』で、つぎのようにのべて、その計画を弁護した。 

 

「［サントドミンゴは、］西インド諸島のなかで、もっとも豊かな土地、もっとも広く

良の港，もっとも健康的な気候、森林･鉱山･土壌のもっとも価値ある産物にめぐまれ

                                                        
5 The Life and Selected Writings of Thomas Jefferson, p.391. 
6 Foster, William Z., Outline Political History of the Americas, New York, 1951 （邦訳は『アメリカ政治史概説』大月書

店） , p. 258 から再引用。  



ている。それをわれわれが保有すれば、2、3 年で大変規模の沿海商業が可能になり、失

われた商船隊がわれわれのところに戻ってくるだろう。それは、われわれがこんなにも

広く消費する物資をもたらし、これにより、わが国の輸出と輸入は均衡することとなろ

う。……サントドミンゴは、北部の農場と工場の生産物の大きな消費者となろう」。7 

 

1880 年以降になると、資本主義的「勢力圏」獲得要求はもっとあからさまになってくる。

1882 年、アラバマ州選出のモーガン上院議員は、つぎのようにいっている。 

 

「わが国の国内市場は、われわれの生産者･製造業者階級の需要に見合うものでない。

雇用を求める資本にも見合うものでない。……われわれは、交通の範囲を拡大しなけれ

ばならない。そうでなければ、製造業を現在のところにとどめてしまうこととなろう」。
8 

労働組合にとっても、それは必要だという議論も展開されはじめた。グレシャム国務長

官は、1890 年代の不況期に書いた。 

 

「われわれは、わが国の労働者に恒常的に雇用機会を与えることができない。……作業

場も工場も、12 ヵ月のうち 7 あるいは 8 ヵ月の稼動で需要を満たすことができる。[そ

のためには、]わが国民が海外市場で英国と競争できるようにしなければならない」。9 

 

こうして、オルニー国務長官の言を借りれば（1895 年、ベネスエラ＝英領ガイアナ間の

国境紛争についての対英『覚書』）、「南北両アメリカ大陸の諸国家は、地理的近接性に

よって、生まれながらの共感によって、政治体制の近似性によって、商業的にも政治的に

も、合州国の友であり同盟者である」とされるにいたったのである。 

後に、第三には、とくにカリブ･中米地域にかんして、アメリカ合州国にとっての戦略

的重要性が挙げられなければならない。合州国の大西洋岸（東部）と太平洋岸とを結ぶ必

要性が生まれた契機は、1848 年 1 月のカリフォルニアにおける金鉱の発見であった。陸路

4000 ㌔よりは海路の方が便利であり、両大洋間をつなぐ地峡が注目された。いうまでもな

く、パナマとニカラグァとであった。 

はじめ、パナマ経由で旅客･貨物の輸送がおこなわれたが、アメリカ合州国の輸送業界の

王ヴァンダービルトがニカラグァに目をつけたところから、こちらの方が有望視されるよ

うになった。ニカラグァがラテンアメリカで 初に合州国の干渉を受けるようなったのに

は、このような事情が背後にあったのである。1850 年 4 月、合州国と英国とは、クレイト

ン＝バルワー条約で、両国ともに、中米の運河建設に独占的権利をもたぬこと、いかなる

支配権も行使せず植民地も建設しないことが取り決められていたが、合州国はこれを無視

することになった。1854 年にニカラグァの保守党政府にたいして反乱に立ち上がった自民

党は、Ｗ･ウォーカーという合州国南部の冒険主義者からの援助の申し出を受け入れた。翌

55 年 6 月ウォーカーはニカラグァに上陸。非常な戦闘を続行して後、56 年 7 月には「ニカ

ラグァ共和国大統領」を僣称。奴隷制の復活、土地の横領、英語の強要、等々、専横のか

                                                        
7 Beard, Charles A., The Idea of National Interest, New York, 1934, pp. 17-18 から再引用。  
8 Gardner, Lloyd C., Imperial America, New York, 1976, pp. 17-18 から再引用。  
9 Ibid., p. 18 から再引用。  



ぎりをつくすが、57 年 5 月に放逐された。このようにひどい政府を合州国の政府が承認し

ていたという一事からも、「勢力圏」思想の醜悪な本質を看取することができる。ニカラ

グァにしろパナマにしろ、合州国の東部から中米の地域に行くためには、カリブ海を通過

しなければならない。ここに、カリブ海の戦略的重要性がある。 

1869 年に問題となったドミニカ共和国併合について、さきに引用した『教書』で、グラ

ント大統領は、つぎのようにのべている。 

 

「サントドミンゴの領有は、その地理的位置からして望ましい。それは、カリブ海と地峡

商業路への入り口を制している。……外国との戦争の場合、それは前述の［西インド］諸

島に睨みをきかせ、わが国本土の沿海をほしいままに遊弋することなど、二度と敵にでき

ないようにすることとなろう」。10 

 

このような意味で、合州国は、カリブ･中米地域を、とりわけ強く支配すべき「勢力圏」

と考えるのである。クーバ、パナマ、それから、ニカラグァと、第二次世界大戦後では、

上記諸国のほか、グァテマラ、ドミニカ共和国、グレナダと、軍事干渉に乗り出している

のは、このような文脈においてである。 

 

Ⅱ 帝国主義的展開 
 

アメリカ合州国の帝国主義的膨張は、1898 年の「米西戦争」を契機として開始された。

そのさい、合州国は、「海外領土」＝植民地に代えて、「勢力圏」11  の名目で帝国主義的

膨張を実現しようとした。なぜか。 
第一に、「アメリカ民主主義」の伝統からいって、領土の獲得＝他民族支配は望ましく

なった。自らの手で植民地状態からの解放をかちとった人民大衆をも納得させることので

きるようオブラートで包み込んだことばが必要だった。 
第二に、この表面上は柔らかいことばでもって、帝国主義的搾取の下に置こうとする民

衆の警戒心を眠らせる必要があった。 
そして、第三に、英国、フランスよりも後れて資本主義を発達させたという弱点を補う

のに格好なことばが必要だった。他者の弱みを強調することによって、具体的には、すで

に植民地支配下におかれていた人びとの反感を誘うことによって、それを取引材料とする

ことが目論まれたのである。 
もちろん、合州国では、資本主義発展がみられたのは早くも 18 世紀末からであり、その

ために市場拡張の要求があったこと、独占資本も南北戦争後早々に登場して、原料の獲得･

製品の販売市場だけでなく資本投下市場をも要求するにいたったことは前述のとおりであ

る。ただ、地続きに、すなわち、「西部」に、「植民地化」するのに格好な広大な土地を

擁していたために、ヨーロッパ諸国のように「海外領土」獲得の必要がなかっただけであ

る。そこには先住民インディアンが生活していたのであり、彼等から土地を奪っていった

のであった。その意味では、まさに植民地獲得にほかならなかった。 
                                                        
10 注（7）におなじ。  
11 「“権益圏”や“勢力圏”のような語をふくむ用語群は、“鉄道と銀行による征服”、すなわち、新しい征服を

記述するためにつくられた」（Scott Nearing and Joseph Freeman, Dollar Diplomacy, New York, 1925, p. 35）。  



アメリカ帝国主義の 初の目標は、ジェファスン以来のクーバであった。合州国支配階

級が「勢力圏」と考えてきたラテンアメリカ、なかでも、カリブ･中米地域にあって、プエ

ルトリコとともに、いぜんとして老大国エスパーニャの植民地だったのである。そして、

そこでは、独立のためのたたかいが展開されていたのである。1895 年 2 月ホセ･マルティ

の指導下に開始された解放闘争は、その年の 5 月のマルティ戦死後は、その前の独立戦争、

すなわち「十年戦争」のときとおなじく、マクシモ･ゴメスとアントニオ･マセオの 2 将軍

の指導下で続行され、翌 96 年の終わりごろには、都市をのぞいてほとんど全土を独立軍が

掌握するにいたった。ただ、独立軍には武器が不足していただけだった。合州国政府は、

クーバの交戦状態を認めた議会の決議を無視して、クーバ独立軍への武器供給を禁止しつ

づけた。その間にマセオも戦死し、独立勢力の側に疲労がみえはじめた。 
98 年、エスパーニャの「レコンセントラシオン」（戦略村）政策の非人道性を喧伝した

「イェロー･ジャーナリズム」、ラアバナ港における合州国戦艦「メイン」号爆沈のデッチ

あげで、国民の好戦意識をかりたてて、4 月エスパーニャにたいして宣戦を布告した。エ

スパーニャ軍は合衆国軍の前に敵ではなった。でも、合州国は、クーバ独立軍にエスパー

ニャ軍を壊滅させることは許さなかった。たとえば、サンティアゴデクーバ市をエスパー

ニャ軍が明け渡すこととなったとき、クーバ独立軍は市外に撤退するよう命じられたので

ある。戦闘は 3 ヵ月と 20 日で終結した。その年の 12 月 10 日に米西両国間にパリ講和条約

が結ばれたが、この講和交渉に、4 年ちかくもたたかったクーバ人民の代表は出席を許さ

れなかったのである。 
翌 99 年 1 月 1 日から、エスパーニャから解放されたクーバは合州国の軍政下におかれ、

その間に合州国上院で軍事予算案に付された「プラット修正」をクーバ憲法制定議会が認

めて、はじめて、1902 年 5 月 20 日クーバは共和国として発足することとなった。「プラ

ット修正」は、つぎのことを決めていた。 12 
 
(1) クーバはその独立を損なうようなことになる条約を締結しない。 
(2)  クーバはその財政能力をこえるような債務を負わない。 
(3) クーバの独立･政治的安定が脅かされるおそれの生ずる場合、合州国は干渉する。 
(4) 占領中に合州国市民･合州国籍の団体が取得した権益は、ひきつづき有効なものと

する。 
(5) クーバと合州国の両国が合意した衛生施設･施策はひきつがれ、合州国の商業は保

障される。 
(6) ピノス島はクーバの領土にふくまれないものとする。 
(7) 合州国に海軍基地を提供する ［これにより、現在でも、グァンタナモに巨大な基

地が設けられている］。 
(8) 以上の点を確認する条約を締結する［1903 年 5 月 22 日、合州国＝クーバ条約が結

ばれた］。 
 
このような条件付の｢独立｣だったから、クーバ人は自国のことを｢レプーブリカ･メディ

アティサーダ｣(名目だけの共和国)とよんできた。そして、1959 年 1 月の革命勝利にいたる

                                                        
12 Speeches & Documents…, Vol. Ⅲ.  



まで、名目上の独立国、アメリカ帝国主義の実質上の植民地となった。｢新植民地主義｣の

はしりにほかならない。 
これと同時に、エスパーニャから切り離すことに成功したプエルトリコにかんしては、

自治能力なしとの口実で、1900 年｢フォレイカー法｣により、合州国大統領の任命する総督

が絶対的権力を有する植民地とされた。1917 年の｢ジョーンズ法｣では、プエルトリコ人男

性すべてに合州国市民権が付与され、自治の範囲もいくらか拡大されたが、総督は 終的

な拒否権を有することとされた、基本的には変わりはなった。 
1940 年以降、プエルトリコ人ムニョス総督のもとで、電力業と広大な土地が政府所有と

され｢工業化｣もすすめられ、合州国の政財界では｢社会主義的実験｣とまでいわれて警戒さ

れ、52 年には｢プエルトリコ自由連合州｣憲法が｢プエルトリコ人の手で｣制定されたが、こ

れも、およそ独立の道とは異なるものであった。プエルトリコには石油化学工業をはじめ

公害産業が本土から移され、ビエーケス島と、ローズヴェルト･ローズをはじめ可耕地の

10％もが合衆国軍基地によって占められることとなって、現在にいたっている。 13 
大西洋･太平洋の両洋を結ぶ地点として合州国が重要視してきていたパナマについては、

ボゴタ（コロンビアの首都）の政府に反感を抱いていたパナマの住民をそそのかして、コ

ロンビアから｢独立｣を達成させた。1903 年 11 月 2 日、合州国政府がパナマの沖合に派遣

した艦隊にみまもられるなか、独立が宣言されたのである。早くも 4 日後の 6 日には、合

州国政府は新しいパナマを承認した。18 日には、パナマ政府の代表の到着前に、フランス

系パナマ運河会社の一技師にすぎなかったビュノー=ヴァリーリャとジョン･ヘイ国務長

官とのあいだで、その年の 1 月にアメリカ合州国上院で批准されながらコロンビア政府に

よって拒否されたのとおなじ内容の条約が調印された。そこには、つぎのことが取り決め

られていた。 
 
(1) 運河の建設･維持･操業･衛生･保護に必要な幅 10 の地帯の利用権を合州国に「永

久に」認めること。 
(2) その地帯において、合州国は主権者としての権利･権力･権限を行使すること。 
(3) 運河防衛のためには、合州国は、必要に応じて、武力を行使する権利を有すること。

要塞構築の権利を有すること。 14 
 
こうして、合州国の「勢力圏」内には、いわゆる「二十共和国」の 後の 2 ヵ国と、1

個の植民地とがつくられた。他の帝国主義に負けず劣らずの武力に物を言わせてであった。

1901 年 9 月に大統領に就任したセオドア･ルーズヴェルトは、「モンロー主義」をラテン

アメリカにたいする干渉を正当化するものとの解釈をあからさまにした。たとえば、1904
年 12 月 6 日の『教書』で、そのことをつぎのように表現した。 

 
「アメリカ大陸では、他のところでとおなじように、年中、非行がみられるが、そのた

めに、 終的には文明国による干渉が必要となる。そして、西半球では、合州国がモンロ

                                                        
13 プエルトリコについては、Maldonado Denis, Manuel, Puerto Rico, México, 1969 と、Kal Wagenheim and Jiménez de 

Olga, The Puerto Ricans, New York,1973 を参照。 
14 パナマについては、山田誠治「パナマにおけるアメリカ帝国主義の支配」（『経済』1964 年 6 月、夏季号）を参

照。  



ー主義を奉じている以上、そのような非行あるいは無能力がみられるような場合、合州国

は、どんなに気がすすまなくても、国際的警察権を発動しなければならなくなる」。 15 
 
このような「ルーズヴェルト系論」にしたがって、上記のように、傍若無人の振舞いが

みられたが、その他、一連の軍事干渉を国別にあげると、つぎのようになる。 
 
(1) パナマ 
 1908 年、12 年、18 年［選挙にさいして］。 
 1918～20 年［チリキ州を占領］。 
(2) オンドゥラス 
 1905 年、07 年、11 年、12 年、17 年。 
(3) クーバ 
 1906～09 年、12 年、17～22 年。 
(4) ニカラグァ 
 1909 年、12～25 年［14 年に合州国に運河建設権を与えたブライアン＝チャモロ条

約締結］。 
 1926～33 年［サンディーノの民族主権擁護闘争］。 
(5) アイティ 
 1914 年、15～34 年。 
(6) ドミニカ共和国 
 1905 年［合州国、脅迫で関税徴収権を獲得］。 
 1916～24 年。 
 
このように、アメリカ帝国主義による「勢力圏」確保は、あからさまな武力をともなっ

ておこなわれたが、初期には、カリブ･中米地域に限定されたものであった。 
  

Ⅲ 「民主主義」の仮面 
 

20 世紀に入ってからの帝国主義政策の実施にあたっても、アメリカ合州国は、武力行使

の他方で、「民主主義」の理想を掲げた。民主党の 3 大統領、ウッドロウ･ウィルスン、フ

ランクリン･Ｄ･ローズヴェルト、ジョン･Ｆ･ケネディの各政権期が、そうであった。 
ウィルスンは、それまでのセオドア･ルーズヴェルトの「棍棒外交」（ビッグ･スティッ

ク･ディプロマシー）、タフトの「ドル外交」に代えて、「新外交」を提唱した。対外関係

においても「民主主義」を追求しようというのだった。しかし、前述の武力干渉の略年代

記をみれば、1913 年 3 月から 21 年 3 月までのかれの任期中にも、このような国際関係に

おける反民主主義的行動が大きく制約を受けたとはいえそうにない。 
とくに、彼は、1910 年から 17 年にかけて革命下にあったメヒコに積極的に干渉した。

まず、1914 年 4 月、タンピコ港で米水兵がメヒコ兵に恥辱を受けたことの報復を名目に、

海兵隊をベラクルスに上陸させた。そのとき政権を掌握していたのは、35 年にわたりメヒ

                                                        
15 Bailey, Thomas A., A Diplomatic History of the American People, New York, 1942, p. 558 から再引用。  



コ国民を苦しめてきていた独裁制を打倒して政権を握ったマデロ大統領を、前年の反革命

クーデターの直後に暗殺したビクトリアノ･ウエルタ将軍だったので、ヨーロッパからの軍

需物資の補給路を絶って「革命勢力」を有利にするという意味もあったが、その「革命勢

力」とは、エミリアノ･サパタやフランシスコ･ビジャに率いられた農民勢力とたたかって

いたブルジョア地主勢力だったのである。その 7 月ウエルタを無事ヨーロッパへ船出させ

た後、11 月には、農民勢力とのたたかいに敗れ失地回復の力を養うため首都から逃れてき

たベヌスティアノ･カランサを迎え入れてのち、まもなく撤退した。 
2 度目は、16 年 3 月から 11 月までの「懲罰遠征」だった。それは、カランサの勢力を悩

ませてきていたビジャの兵隊が国境を越えてカランバスの町を襲撃したことにたいする報

復だった。しかし、前年の 10 月、合州国政府が、すでに農民軍とたたかっていたカランサ

の「政府」を「事実上」（デ･ファクト）承認していたことを考慮に入れると、「懲罰」と

いうようなことばがいかに一方的なものであるか明らかであろう。ウィルスン政権は、メ

ヒコにおけるディアス独裁制の崩壊を望みはしたが、それが急進的な農民勢力にとって代

わられることをおそれ、合州国の独占資本の利益を保障するような穏健なブルジョア地主

勢力に政権をとらせようと武力干渉をおこなったのであり、「勢力圏」思想の具体化の路

線上に位置づけられることは明らかであろう。 
Ｆ･Ｄ･ローズヴェルトは、1933 年 3 月に大統領に就任すると、国内での「ニュー･ディ

ール」に対応して、ラテンアメリカにたいしては「グッド･ネイバー」（良い隣人）政策を

採用した。「断固として自分自身を尊重し、そうするがゆえに、他者の権利を尊重するよ

うな隣人」として、内政不干渉、互恵貿易、諸民族の平等、技術援助をうたったのである。 
事実、1934 年 5 月 29 日には悪名高かった「プラット修正」を廃棄した。しかし、マチ

ャード独裁制倒壊の後 33 年 9 月に樹立された進歩的なサン･マルティン政権の承認を拒否

しただけでなく、クーバ水域に 30 隻から成る艦隊を派遣して、その圧力で 34 年 1 月にサ

ン･マルティン政権を崩壊に導いたこと、「プラット修正」の代わりに結ばれた新しい互恵

条約では、グァンタナモ基地の拡張や特権の追加などが規定されたことも忘れられてはな

らない。 
8 月には、ラテンアメリカに駐留していた 後の海兵隊がアイティから撤退した。しか

し、合州国の権益をまもる「アイティ警備軍」が創設されてから、そして、選挙で親米勢

力が勝利してから海兵隊が撤退したことも忘れられてはならない。 
また、Ｆ･Ｄ･ローズヴェルト政権の発足前にすでに、カリブ･中米地域の多くの国では、

世界恐慌の影響下での人民大衆の革命気運の高揚をおさえるような独裁制が樹立されてい

たことも忘れられてはならない。1930 年にはドミニカ共和国のトルヒージョが、31 年には

グァテマラのウビコとエルのエルナンデスというような札付きの親米的反動的将軍が独裁

権を掌握したのである。34 年 2 月 21 日にニカラグァの国民的英雄サンディーノを暗殺し

た張本人、国家警備軍の司令官アナスタシオ･ソモサ･ガルシアが 37 年 1 月にニカラグァ大

統領に就任したとき、これをいとも簡単に承認した。Ｆ･Ｄ･ローズヴェルトにとって、ソ

モサは「ばいたの息子」だったが「ばいたのわれわれの息子」だったのである。 16 
1961 年に華々しく登場したジョン･Ｆ･ケネディ政権は「進歩のための同盟」を旗印に掲

げた。農地改革や税制改革など一連の「改革」の計画作成を条件に 10 年間に 200 億㌦の資

                                                        
16 Tricontinental (Especial) sobre Nicaragua, 1979, págs. 56-57. 



金を供与するというものだった。しかし、これは、2 年前の年頭に勝利したクーバ革命と、

それに刺激されたラテンアメリカ各地の革命運動の高揚に対抗することを主要な目的とし

たものであって、ラテンアメリカ諸国人民の生活の向上を念頭におくものではなかった。 
現に、美しいことがはかれて、その舌の根の乾かぬうちに、ラテンアメリカでもっとも

真剣に改革に取り組んでいたクーバをむきだしの武力で圧殺しようとするという行動に出

たのである。すなわち、61 年 4 月 17 日、クーバ島の南岸プラヤヒロンに、近代兵器で完

全武装した合州国の傭兵軍が上陸した。フィデルカストロ首相の直截陣頭指揮のもと、

クーバ人民の英雄的なたたかいによって 72 時間以内に撃退されたが、クーバ国民の革命の

火は嵐の前にさされていたのである。このような国際法を無視した暴挙について、「民主

主義者」ケネディは心を痛めることがなかった。ラテンアメリカ、とりわけ、カリブ海に

位置する島国は、合州国の「裏庭」、「勢力圏」内と考えられていたのである。 
そして、翌 62 年 10 月の「ミサイル危機」においては、ケネディは、クーバ人民の求め

に応じてクーバ国内に配備されたミサイルを、クーバをくわえないで、フルシチョフ首相

と直接に交渉することによって、いな、核兵器使用の可能性でもって彼を脅すことによっ

て、撤去させた。クーバの民族自決権をこんなにも完全に蹂躙した行動の背後に、「勢力

圏」思想の存在を考えないわけにはいかない。 
ペルーの「インドアメリカ主義」的「革命家」アヤ･デラトーレがメヒコで 1924 年に結

成したＡＰＲＡ（アメリカ人民同盟）と、その影響を受けた改良主義的諸組織･諸活動家は、

Ｆ･Ｄ･ローズヴェルト政権の帝国主義的本質を見抜くことができず、「反帝国主義国家」

成立の可能性を夢みた。 
他方、アメリカ合州国共産党のアール･ブラウダー書記長の回答主義の影響を受けた「共

産主義者」立ちも「民主主義」の仮面に迷わされた。 
それゆえ、ラテンアメリカにたいする合州国の投資は、増加することはあってもけっし

て減少することはなかったのである。投資は、20 世紀、帝国主義時代にあっては、独占資

本による海外市場獲得のさいの 大の目的であり、それによって投資先の現地労働者の超

搾取から 大限の利潤を確保するものなのである。その意味で、「民主主義」のジェスチ

ュアは独占資本の欲望を満たすための一つの方策、暴力と補い合う重要な方策だったとい

えよう。以下に、合州国の対ラテンアメリカ投資の動向をしめす基本的な表を掲げておこ

う。 
 
当時、社会主義者の一部もふくめてケネディ礼賛の声が高かったなかにあって、日本共

産党が、ケネディの「二面政策」を析出してその帝国主義的本質を暴きだした論文「ケネ

ディとアメリカ帝国主義」を 1964 年 3 月に発表したことを忘れるわけにはいかない。そこ

には、つぎのような明確な分析を読むことができる。 
 
「ケネディによる人種差別の撤廃、旧植民地の解放の支持、中立主義の容認、米ソ間の

緊張緩和、核戦争防止と世界平和の維持等々は、修正主義者が信じこませようとしてい

るように、アメリカ帝国主義の譲歩でもなければ、その悪い面と矛盾しつつ並存するよ

い面なのではけっしてなく、反対にごまかしの譲歩であり、悪い面をおおいかくし、い

                                                                                                                                                                         
 



っそう効果的に帝国主義政策をおしすすめるための武器にすぎない。……」 
「……ケネディの二面政策とは、第二次大戦後の国際的な階級闘争におけるアメリカ帝

国主義のたび重なる敗北の教訓をくみとって、世界の人民にたいする大規模な思想的欺

まんと分裂政策で武装した、もっとも巧妙でもっとも危険な侵略的、反革命的な帝国主

義政策なのである」。 17 
  

ラテンアメリカにおける国別外国投資（民間･政府） 
            

（億㌦） 
  

  
 1900 1914 1940 1960 1975 

合州国 
英国 
フランス 
西ドイツ 
日本 

 7      16   37      140    610 

 21           37       38           25            28   

 6 16 4 4 5 

 5 9 6 4 13 

 ― ― 1 1 20 
 

 

アメリカ合州国民間直接投資（産業部門別･国別） 
 

 
 

総 額（億㌦） 産業部門別（％） 

         

 
 
1940  1960  1975

 

1940 1975 

工  鉱  石油 
 
工  鉱  石油 

 
ラテンアメリカ 
ブラジル 
メヒコ 
アルヘンティナ 
ベネスエラ 
チレ 
ペルー 

27 74 222

 2 10  46

  4  8  32

 4  5  11

 3 26  21

4     7   3

1   4  12

   
   8 16     19 

30 ―     15 

   4 42     10 

20 ―     ― 

… ―     96 

 2 70     ― 

  6 25     ― 

 

38  7      16 

68  5 6 

80     4      ― 

67   3      12 

34    …      43 

14  42      … 

12  58 20  
出所は、ともにИнтитут Латинской Америки, АН ССС

Р，Латин－ 
ская Америки： Энциклопедический Справочн

ик， т．１，  
стр． １２０． 
 
 

Ⅳ 民族自決権擁護と「勢力圏」主義 
 

第二次世界大戦は、ラテンアメリカに二つの重要な結果をもたらした。 
一つは、戦争の反ファッショ的性格のゆえに、全般的に民主主義運動の高揚をもたらし

                                                        
17 『日本共産党のアメリカ帝国主議論』（新日本文庫）、54 ㌻。  



た。 
ラテンアメリカは、戦争中、反ファッショ陣営に戦略物資を供給して、外貨を蓄積し、

それによって、先進諸国からの消費物資の供給が途絶えたことにも刺激されて、「工業化」

「民族化」をすすめてきていた。 
しかし、戦争の終結後、状況は一変した。経済的困難のなかで生活の苦しくなった民衆

は、ますます革命的変革に向かって突き進むこととなった。いままでずっと合州国の「勢

力圏」主義によっておさえられてきていたラテンアメリカでは、社会変革とともに民族自

決権をもとめる気運が高まってきたのである。 
もう一つは、ラテンアメリカにおける合州国の影響力が飛躍的に強まったことである。 
前傾の表によれば、1940 年前後に、投資額において、合州国は英国を抜いて一位を占め

るにいたったが、戦争で英国をはじめヨーロッパ諸国が後退したのにたいして、合州国だ

けは大きく伸びた。戦争の終結を間近にひかえた 45 年 3 月には、メヒコのチャプルテペク

で開かれたパンアメリカ会議で、合州国政府提案の「クレイトン案」を基礎にして「米州

経済憲章」が採択された。そこでは、自由な通商･自由な投資･自由な企業の 3 原則が確認

されたが、それが、もっぱら、経済力において圧倒的な力を有する合州国を利するもので

あったことはいうまでもなかろう。 
戦争中ファシズムにたいして民主主義をまもるという意味で共同防衛体制が形成された

が、戦後には、「共産主義」にたいして「民主主義」を護持するための体制がつくられた。

47 年 9 月にリオデジャネイロに招集された米州会議で採択された「米州相互援助条約」で

は、加盟国にたいする侵略の場合には加盟国すべてによる統一行動がとられるべきである

ことが規定された。「共産主義」にたいする共同防衛という口実で、合州国の西半球にお

ける覇権の確立に寄与するものであったこともいうまでもなかろう。 
これら二つの結果はたがいに対立するものであり、ここに、はげしい確執が生ずること

となったのである。この構想を合州国の「勢力圏」主義の側からの弾圧、抑圧、脅迫の面

でみれば、大きく分けて 4 つの部類の方策にまとめることができる。すなわち、もっとも

伝統的で主要な方策として用いられたあからさまな武力干渉、ＣＩＡ（中央情報局）とい

うような秘密工作のための政府機関を通しての「予防クーデター」、経済的な圧迫など間

接的な方法によっての「非米」･「反米」政府の退陣強要、親米的反動的独裁政権の維持で

ある。 
第一の武力干渉の戦後の例としては、まず、1954 年 6 月のグァテマラでの事件をあげる

ことができる。グァテマラでは、1930 年代初頭に樹立されたカリブ･中米地域の反動的独

裁制が 初に打倒された。44 年の「十月革命」でウビコ独裁政権に代わって、亡命先から

帰ってきた大学教授アレバロの政府が樹立され、政治的民主主義が回復された。その後を

継いで「十月革命」の指導者であったアルベンス大佐が 51 年に大統領に就任したが、その

政権下で、合州国の独占資本ユナイテッド･フルーツ社の広大なバナナ農園をも対象とした

農地改革が実施された。当時合州国の国務長官はユナイテッド･フルーツ社の法律顧問であ

ったジョン･Ｆ･ダレスだったこともあって、54 年 3 月カラカスで開かれたＯＡＳ（米州機

構）外相会議でアルベンス政権には「共産主義的」とのレッテルが貼られた。そして、6
月、隣国オンドゥラスからアメリカ帝国主義によって訓練されていた傭兵軍が侵入してグ

ァテマラの政府を倒したのである。 
61 年 4 月のクーバへの侵攻作戦については前にのべた。 



65 年 4 月にはドミニカ共和国に合州国海兵隊が派遣された。民主体制の回復を目的とし

たカーマニョ大佐の率いる革命軍が首都の半ばを制圧すると、合州国は「ＯＡＳ軍」18  を
組織して干渉に乗り出してドミニカ共和国の民主化過程をおしとどめたのである。 

83 年 10 月には、ついに、合州国の軍隊が単独で、カリブ海に浮かぶ人口わずか 10 万余

の島国グレナダに侵攻した。グレナダでは、79 年 3 月 13 日にモーリス･ビショップの指導

下ゲアリ独裁制を打倒して革命政権を樹立し民主的変革を推進してきていたが、アメリカ

帝国主義は、革命政権内部に亀裂が生じたことを利用して、「自国市民の生命および財産

をまもるため」との口実で軍を派遣したのである。合州国政府の真の意図が革命を流産さ

せることにあったことは疑いない。 
79 年には、7 月 19 日に、カリブ･中米地域でもっとも長いあいだ政権の座にあったニカ

ラグァのソモサ独裁制にとどめが刺されたし、ジャマイカには進歩的なマンリー政権があ

り、社会主義国クーバをあわせると、合州国が歴史的に「勢力圏」のなかの「勢力圏」と

考えてきた地域を確保することがむずかしいような状況があったのである。81 年 12 月以

来の傭兵軍によるオンドゥラスからのニカラグァにたいする武力行使については、いうを

またない。 
「予防クーデター」は、地域的には南米、政治情勢でみれば変革への道を歩みだそうとし

ているときに、おこなわれてきた。 
戦後におけるその 初は 1964 年 4 月 1 日のブラジルのクーデターだった。61 年 8 月以

来ブラジル労働党のグラールが政権を担当してきていたが、その政権は外国資本による利

潤の送金の制限、石油･石油製品の輸入の国営化など一連の改革を推進するかたわら、クー

バとも親密な関係を維持していて、アメリカ合州国にとっては、きわめて厄介な存在だっ

たのである。合州国の関与については必ずしも明白ではないが、早くも 4 月 3 日に合州国

政府がマジリ臨時大統領にたいしてクーデターの成功を祝うむねを伝えて、ＣＩＡが関与

したといううわさを裏書するようになってしまった。 19  こうして、85 年 3 月までもつづ

いた長期軍事独裁政権がはじめられたのである。 

                                                       

ついで、71 年 8 月、ボリビアで、前年の 10 月に革新的クーデターで政権についたトレ

ス将軍が追われた。もちろん、まだ社会主義にはほど遠かったが、人民議会をも招集しよ

うとしていた革新軍部政権を倒すことは、合州国支配階級の利益に合致することだった。 
73 年には、二つの国で「予防クーデター」が起こされた。6 月、「拡大戦線」をバック

に 2 年半前のチレと同様、選挙を通して革新への道を切り開く展望のあったウルグァイで、

ボルダベリ大統領は、自ら議会を解散して全権を掌握するという「自己クーデター」にう

ったえた。そして、3 年後の 76 年 6 月に自分自身も軍部の反動クーデターで追われること

となった。ここに、85 年 3 月までつづく軍部独裁が開始されたのである。 
チレでは、すでに「人民連合」の政府が選挙を通して樹立されていたので、ウルグァイ

とは段階が異なっていたが、それ以上に社会主義への道を歩むことを妨げるためのクーデ

ターが起こされた。立憲主義者のプラッツ将軍に代わって陸軍総司令官に任命されたばか

 
18 「米州平和軍」の創設は、1965 年 5 月 6 日、米州機構外相会議で、かろうじて過半数、14 票の賛成で可決された。

メヒコ、ウルグァイ、エクアドル、ペルー、チレの 5 ヵ国は反対票を投じた。創設された軍に兵員を送ったのは 5
ヵ国のみ。合州国 2 万 5000、ブラジル 1250、オンドゥラス 250、ニカラグァ 750、コスタリカ 20 だけだった。

（Pierre-Charles, Gérard, El Caribe contemporáneo, México, 1981, págs. 200-201. 
19 Niedergang, Marcel, The Twenty Latin Americas 1, “The Pelican Latin American Library,” Middlesex, 1971, p. 

116 （フランス語の初版は 1962 年、改訂版は 1969 年に発行）。  



りのピノチェト将軍は、合州国の協力を得てサルバドル･アジェンデの民主政府を血の海に

沈めたのである。 
76 年、ウルグァイよりも 3 ヵ月前に、アルヘンティナで軍部独裁がうちたてられた。上

の一連の動きとおなじくクーデターによってであり、83 年 12 月にアルフォンシン文民政

権に引き継がれるまで、アルヘンティナ市民の人権を蹂躙しつづけたのである。 
上記 2 種類の方策がとられたとき、同時に、それぞれの国のモノカルチュア的経済構造

に由来する単一輸出産品の国際価格の引き下げ、それら産品の西側諸国による輸入の規制、

借款の制限あるいは停止、等々、のような経済的圧迫･脅迫の措置がとられるのが通例だっ

た。でも、相対的に遠い南米の場合、そして、相対的に戦後の早い時期に、このような間

接的な方策だけが適用されたこともあった。 
ブラジルのヴァルガス第二次政権は、1951 年にブラジル労働党政権として発足し、 低

賃金制の実施をはじめとする「社会的自由の体制」を確立するとともに、「ペトロブラス」

（ブラジル石油公社）の設立をはじめとする「解放の事業」をすすめたため、53 年 8 月に、

ヴァルガス自身のことばを借りれば「国際的経済金融グループ」と「雇用機会確保体制に

反対の動きをしている国内のグループ」との「地下キャンペーン」20  を前にして、ヴァル

ガスが自らの生命を絶ったことによって、終わりを告げた。 
「経済的独立宣言」を発するとともに「デスカミサードス」（ワイシャツなしの賎民）の

生活向上をはかったアルヘンティナのペロン政権は、50 年代の入ってから合州国により金

融的に締めつけられて、55 年 8 月、反動クーデターの前にあえなく瓦解することとなった。 
52 年 4 月に勝利したボリビア革命も、 初のうちは、スズ鉱山の国有化、農地改革、イ

ンディオにたいする識字運動など、社会変革の事業をすすめたが、しだいに資金に窮し、

その源泉を合州国に仰いだことによって、革命的性格はしだいにうすれ、64 年 11 月、反

動軍部のクーデターによって終止符を打たれた。 
これらにくらべて合州国の介入の度合いはずっと濃いが、80 年 10 月のジャマイカにお

ける選挙戦でのマンリーの率いていた人民党の敗北も、この部類の画策にふくませること

ができよう。かなり以前からのＣＩＡによる経済かく乱工作が功を奏したのだった。 
後に、アメリカ帝国主義にとっては消極的な方策であるが、親米独裁政権の延命が可

能なかぎりはかられてきた。1930 年にドミニカ共和国の独裁者になったトルヒージョは、

あまりにも民衆の憎悪をかったため 61年 5月ＣＩＡによって暗殺されざるをえなくなるま

で、34 年以来ニカラグァに実質的に君臨してきたソモサ父子の独裁制は 79 年 7 月にサン

ディニスタ民族解放戦線によって追放されるまで、57 年 10 月からヴードゥー教と「トン

トン･マクート」（子ざらいの妖鬼）とか「レオパール」（豹）とよばれた私兵とを道具に

してアイティ国民に苦汁をなめさせつづけてきていたデュヴァリエ父子は民衆の怨嗟のな

か、86 年 2 月に米軍機で脱出するまで、そして、33 年の革命で頭角をあらわしたバティス

タ将軍はフィデル･カストロの率いた「反乱軍」の攻勢を前に、クーバから 59 年 1 月に逃

亡せざるをえなくなるまで、アメリカ帝国主義を庇護者としていたのである。54 年以来の

パラグァイの独裁者ストロエスネルも、89 年 2 月のクーデターで追われることとなったが、

35 年にわたってアメリカ帝国主義を庇護者としていたのである。こうして、現在ラテンア

                                                        
20 ヴァルガスの遺書の英訳（The Quest for Change in Latin America, edited by W. Raymond Duncan and James elson 

Goodsell, New York, 1970. pp. 151-153）から。  



メリカにみられる純然たる独裁制はチレのピノチェト体制だけとなっている。エルサルバ

ドルやオンドゥラスの準独裁制とともに、合州国から直接･間接の援助を受けているのであ

る。 
このように、アメリカ帝国主義は、ラテンアメリカの民族自決権擁護の闘争に対抗して

きているが、その対抗が強まれば強まる ほど、民族の完全独立をもとめる闘争もいっそ

うはげしくなる。また、ラテンアメリカ諸国人民の反帝国主義統一戦線の結成にむかう傾

向も、ますますはっきりと看取されるようになってきている。それで、86 年 2 月のアイテ

ィのデュヴァリエ逃亡劇にみられたように、合州国政府がみずから独裁制のすげ替えに手

を貸さなければならないようになる可能性も大になっている。もちろん、そのさいの合州

国の行動は、本質的には、「勢力圏」主義を土台にしたものであって、これに期待をかけ

ることはまちがっていよう。人民大衆の力を強大にすることこそが、合州国の「勢力圏」

主義を粉砕する基本的な条件であることは、いうまでもなかろう。 
 

むすびに代えて 
 

レーガン政権は、民族自決権擁護のために必死にたたかいをつづけているニカラグァ人

民にたいして理不尽な干渉をおこなってきた。それが合州国の歴史的な「勢力圏」主義に

もとづくものであることは、以上の行論から明らかであろう。 
このことは、レーガン大統領自身の語っているところに耳を傾ければ、ますます明瞭と

なる。レーガン大統領は、1982 年 2 月 24 日に米州機構本部で、カリブ海地域のアメリカ

帝国主義にとっての特別な重要性についてのべている。 
 
「……カリブ海地域は、合州国にとって死活的重要性をもつ戦略上、通商上の動脈であ

る。アメリカ合州国の貿易のほぼ半分、輸入石油の 3 分の 2、輸入される戦略鉱物資源

の半分以上がパナマ湾を通過する」。 21 
 
さらに、さかのぼって 1980 年大統領選挙の 中にレーガン候補のブレインたちが作成し

た『サンタフェ委員会文書』をみよう。 
 
「合州国の海上輸送路であり石油精製の中心地であるカリブ海もマルクス=レーニン主

義者の湖に変わりつつある。これまでわが国が自国の南の横腹をこれほど危険な状態に

おいたことはなかった。これまで合州国の対外政策がラテンアメリカの南の同盟国を今

日ほどはずかしめ、見捨て、裏切ったことはなかった」。 22 
 
ラテンアメリカ、とくにカリブ･中米地域が合州国にとって特別な意味をもつ地域として

語られている。そして、その「勢力圏」内のニカラグァの動きには特別に対処すべきだと

いうのである。 
このような「勢力圏」主義は、歴史的に、合州国の建国の精神でもあった「民主主義」

                                                        
21 『世界政治』617 号（1982 年 3 月下旬）、7 ㌻。  
22 『世界政治』619 号（1982 年 4 月下旬）、14 ㌻。なお、この『文書』の後半部は、同誌、621 号（1982 年 5 月下

旬）に収められている。 



と結びつけられて形成されてきたことも、行論から明瞭に看取することができよう。民主

主義が国際関係の場で考えられるときには、民族自決権の尊重を意味する以上、それら二

つの主義＝論理が両立できないものであることは明らかであるが、その両者の間の矛盾は

アメリカ帝国主義＝覇権主義が成長するにつれて、ますます先鋭なものとなってきている。 
「イラン･コントラ事件」は、このことを明らかにしめしている。コントラにたいする軍

事援助が「ポランド修正」によって 1984 年 10 月から 2 年間禁止されていたことは、非武

力干渉をすすめることを条件にしただけのものであって、けっして、真の意味での民主主

義にもとづくものではなったが、それでも、たとえ部分的ではあれ、合州国市民のなかに

ある民主主義精神を反映していた。この禁止にもかかわらず、「勢力圏」主義にたてば、

民族自決権の擁護を高くかかげて合州国独占資本の利益をそこなう「自由ニカラグァ」の

存在を許しておくわけにはいかない。そこで、コントラ援助資金は秘密の形で手に入れな

ければならない。ちょうど、イランに人質とされている合州国市民を解放することと引き

換えに、イラクとの戦争で必要な武器をイランに供給する。その武器の購入代金をコント

ラ援助に使う。こういう仕組みが「イラン･コントラ事件」なのである。このことを大統領

が承知していたか否かも、合州国の政治における手続き上の民主主義の問題としては重要

であるが、基本的問題はコントラ援助の理不尽性にある。そして、この理不尽性から、い

ろいろな不道徳行為が生ずるのは当然である。ノース中佐の秘書とコントラ指導者クルー

スの息子との愛人関係、ノース中佐自身の着服疑惑、また、87 年 2 月から 3 月にかけて、

コントラの 高幹部 3 人のうちの 2 人、すなわち、カレーロとクルースとが、ともに、援

助資金着服にからむ泥仕合で辞任、3 人目のロベーロも 後に着服を告白というようにな

る。 
合州国の「勢力圏」主義が、現代においては、帝国主義と深く結びついていて、現代反

動のあらゆる現れの温床であることも、明らかである。そのような「勢力圏」主義を掲げ

る者、それに同調する者が、核固執勢力を構成している。わが国では、日米安保条約、100
をこえる米軍基地の存在、核搭載艦船の入港、ＳＤＩへの研究参加は、われわれにとって

脅威となっている。それらの奥には「勢力圏」主義がある。地球大の規模での防衛費負担

の要求、超高度な技術によりつくりだされた軍事機器購入の強要は、わが国の経済を圧迫

しようとしているが、その奥にも「勢力圏」主義がうかがえる。「国家機密法」が国会に

上程されようとしているが、これによって、われわれの市民的自由は大きく制限されるだ

ろう。この奥にも「勢力圏」主義をみることができる。それゆえ、「勢力圏」主義にたい

してかかげられている民族主権擁護の旗をまもることはわれわれの責務である。具体的に

は、合州国の「勢力圏」主義にもとづくコントラを利用しての侵攻と断固たたかっている

ニカラグァ人民の民族自決権擁護のたたかいと固く連帯し、それを支持することは、われ

われの責務であろう。 
日本共産党第 17 回大会で採択された『決議』は、核兵器廃絶および反核国際統一戦線結

成の課題とならべて、「勢力圏」主義と対決する民族自決権擁護闘争支持の課題の重要性

を強調している。 
 
「アメリカ帝国主義は、カリブ海の小国グレナダへの軍事侵略につづいて、いまニカラ

グァに公然とした軍事的攻撃を示威するとともに、政治的、経済的な攻撃を集中してい

る。……反革命支援、軍事脅迫、経済封鎖などアメリカの不法な攻撃と干渉の根底にあ



るのは、ラテンアメリカ諸国はその地理的位置を宿命として、アメリカの独占体と帝国

主義の支配、その代官である独裁者の支配を永久に甘んじるべきだという、むきだしの

帝国主義的“勢力圏”思想である。 
「アメリカの軍事干渉に反対し国の主権をまもるニカラグァ人民の英雄的な闘争は、こ

うした“勢力圏”主義をうちやぶり、ラテンアメリカをはじめ世界諸国民の自決権を確

立し擁護するたたかいの 前線にたつものとして、今日、民族自決権をめぐるたたかい

の国際的焦点となっている」。 23 
 

 

                                                        
23 『前衛』530 号（1986 年 1 月臨時増刊）、81 ㌻。  


