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     一 社会発展の法則 

 第一に、ラテンアメリカ＝カリブ地域も、けっして世界史の発展法則の例外ではない。

しかし、この地域が「世界史」に登場するのは断片的であり、欧米世界の付属物のように

あつかわれ、この地域自体の法則的発展は把握しにくい。この地域の歴史過程を一貫して

たどることが必要である。 

 この地域の歴史は、マヤ、インカ、アステカから始められる。「古代文明」として、メ

ソポタミア、エジプト、インド、中国の諸文明と並べられている。この地域でトウモロコ

シが栽培されるようになったのは紀元前三千年紀ごろとされるが、三つの「文明」の生起

（商人層の形成）は、紀元前七世紀のマヤをのぞけば、紀元後一三～一四世紀であり、他

の地域の諸文明よりかなり新しい。 

 また、インカとアステカを「帝国」と「王国」とに区別して呼ぶことは不合理である。

一民族（種族）が他の諸民族（種族）を従属・臣属させる場合に帝国と言うとすれば、両

方とも帝国である。インカ族（インカとは「王」の意で、国名はタワンティンスーヨ）は、

現在のコロンビア南部からボリビアにおよぶ南北二〇〇〇・余にもわたる広大な領土を擁

し、多くの他の諸種族を支配していた。アステカ族には、周辺の諸種族が貢納の義務を負

い、さまざまな圧力をこうむっていた。隣接していたトラシュカラ族が、コルテスの軍を

テノチティトランに案内して征服の手助けをしたのは、そのためであった。それぞれの「国」

の内部でも支配＝被支配の関係がすでに形成されつつあった。「空中都市」マチュ＝ピチ

ュやテオティワカンの太陽と月のピラミッド、メヒコ市の中央広場の脇で発掘された「大

寺院」（テンプロ・マヨール）などは、政教未分離とは言え「権力者」の存在を証してい

る。恒常的な余剰生産物を売買する商人層の存在も「奴隷」の存在も知られている。共有

地の共同耕作を土台にしていて、ペルーの科学的社会主義者Ｊ・Ｃ・マリアテギが『ペル

ーの現実にかんする七論文』で明示したように「共産主義」を社会の基本原則としていた

とは言え、階級社会への移行期にあったと考えられよう。 

 エスパーニャ征服者が先住民社会征服に成功したのは、鉄と馬を先住民が知らなかった

という生産力の低さにもよったが、基本的には先住民社会における階級闘争の萌芽によっ

たことは否定できない。征服したインディオの社会に、征服者たちはヨーロッパの封建制

を持ち込もうとした。エスパーニャ人「征服者」は、北アメリカの「植民者」とは異なり、

インディオの労働を必要とし、先住民社会の共同体的性格を維持して利用した。エスパー

ニャ国王は、インディオのキリスト教化を条件にインディオを共同体ごと労働力として利

用することを「征服者」に許した（「エンコミエンダ」）。とくに鉱山労働のためには、

強制労働（奴隷労働）を課する権利を許与した（「レパルティミエント」、「ミタ」）。

インディオの虐殺・酷使によって労働力が足りなくなると、アフリカ黒人を奴隷として連

れて来た。とくに、クーバをはじめとするカリブの島々、ブラジルのサトウキビ農園など

で、黒人奴隷が酷使された。ペルーの太平洋岸のサトウキビ・綿作農園にも黒人奴隷が導



入された。 

 ここでは、原始共産制、奴隷制、封建制という社会経済構造の「ヨーロッパ的」継起は

見られない。征服直後の封建制から奴隷制への「逆行」を指摘するクーバの歴史家もいる。

パラグァイでは「イエズス会士たちが先住民の共産主義への生来の性向を巧みに利用・活

用した」（Ｊ・Ｃ・マリアテギ）のである。 

 一八世紀にはいって、エスパーニャ国王は、「エンコミエンダ」のインディオたちが居

住・利用していた土地を、「エンコミエンダ」を許与された「エンコメンデーロ」に売却

し（「コンポシシオン」）、私有原則にもとづく大土地所有制が確立された（「アシエン

ダ」制）。資本主義の萌芽とも言える。 

 一九世紀初頭の独立は、資本主義への移行過程を促進するのに大いに寄与した。独立前

夜の北アメリカ一三植民地のように、ブルジョア的発展を積極的に推進しようとする商人

層はなく、独立後も前資本制的な大土地所有者が政権の中枢に座ったが、本国の重商主義

から解放されて商工業発達のための道は掃き清められた。「アジア的な」（マルクス）エ

スパーニャに代わって、資本主義的＝「近代的」なイギリス、フランス、さらに、アメリ

カ合州国の影響力を受けて資本主義化の道を歩むこととなった。具体的には、植民地期に

おける金銀に代わって、農牧産品を中心とする一次産品を輸出用に生産することとなった。

その方が、輸出総額としてははるかに多額であったことは言うまでもない。 

 ここへ来て、生殺与奪の権を主人が握る奴隷では、生産力の増強が期待できず、それに、

欧米における人道主義的運動も加わって、奴隷制は廃止された。クーバでは一八八〇年に、

そして、ブラジルでも一八八八年には奴隷制が国法で廃止された。しかし、メヒコの「ア

シエンダ」では「ペオン」（債務奴隷）とよばれる実質的な奴隷形態の小作人＝労働者が

酷使された。また、「エンガンチェ」といって、「契約」で一定期間身柄を拘束して働か

せる実質奴隷に近い形の労働力を確保する方法もとられた。ブラジル、クーバ、ペルーな

どへは、中国人＝苦力、イタリア人貧農、インド人、日本移民が黒人奴隷に代わる労働力

として引き入れられた。ペルーの「ヤナコナスゴ」、ボリビアの「ワシポンゴ」とよばれ

る奴隷制に近い封建的小作人制も広く見られることとなった。 

 資本主義のもとで、奴隷制・封建制的諸要素は維持・強化されたのである。ラテンアメ

リカは、一般には、一九世紀なかばから資本主義段階に入ったと言われるが、そこには、

原始共産制（共同体）とならんで、奴隷制、封建制の遺制が強固に残されたのである。メ

ヒコの経済史家Ｅ・セーモの言葉をかりれば、ラテンアメリカ＝カリブ地域の社会経済構

造は「重層的」と形容することができよう。このような社会経済構造は、Ｊ・Ｃ・マリア

テギがのべているように「植民地経済体制」であり、植民地期以降に見られる奴隷制は「古

典的奴隷制」ではなく、「植民地的奴隷制」で資本主義とも共存しうるものなのである。 

 これは、「日本資本主義発達史論争」で「講座派」が「封建遺制」を析出したことを想

起させる。「後進資本主義」の特徴である。それだけでなく、「先進資本主義」の歴史的

解明にも重要な視角を提供するものである。たとえば、アメリカ合州国南部の黒人奴隷制

と、その後の刈分け小作人（シェアクロッパー）制、さらに、黒人やヒスパニックにたい

する差別を理解するのにも重要な視点である。 

 さて、資本主義にまでたどりついたのであるが、「民主化」「自由化」「市場経済」で、

ラテンアメリカ＝カリブ社会は歴史の終着駅に到達したと言えるか。そうではない。総人



口四億五〇〇〇万人のうち四〇％にあたる一億八〇〇〇万人が「貧困」、八〇〇〇万人が

「極貧」状態にあるとされている。ブラジルでは、ストリート・チルドレンが、街の美化

を口実に、大商人に雇われた「死の部隊」によって殺されている。多くの国では、ＩＭＦ、

世界銀行の要求にしたがって諸国政府が採用している新自由主義経済政策によって貧富の

差はますます拡大している。この地域の民衆が「社会主義国」クーバに注目しているのは、

当然と言えよう。全国民がアメリカ合州国の経済封鎖によって苦しい生活を強いられてい

るものの、街頭には浮浪者が一人も見られず、教育と医療がすべての国民に無料で提供さ

れているのである。 

 ラテンアメリカ＝カリブ地域の歴史のなかに、無階級社会から階級社会へ、それから、

ふたたび無階級社会へという社会の歴史的発展法則を明確に把握して、世界史の未来にた

いする展望をしっかりと把握すべきであろう。 

 

     二 変革の担い手と歴史の進歩 

 ラテンアメリカ＝カリブ地域の歴史には、他の地域と同じく、いくつかの「転換点」が

ある。数多くの「革命」が記録されている。この地域の「歴史概説」は、多く、伝統的な

支配階級の立場を踏襲して変革の主体を見誤っている。少なくとも、曖昧にしている。ま

た、政権の交代を「革命」とするラテンアメリカ的な語法に惑わされていることもある。 

 この地域の歴史の最初の大きな「転換点」は「征服」（コンキスタ）であった。昨一九

九二年がコロンブスの西半球の地への到着後五〇〇年であったこともあって、「新大陸発

見」といった先住民インディオを無視ないしは侮辱した表現を排して、「二つの文化の出

会い」というような人間不在とも言うべき語を用いたこともあった。しかし、「征服」を

おこなったのは、萌芽的な資本主義を背景にした封建制の最後の段階＝絶対主義に支えら

れたイベリア半島の「没落騎士」であった。その「征服者」たちは容易に征服事業を成就

したのではなかった。インディオの強固な抵抗にあったのである。クーバでは、シボネイ

（この名の村から、一九五三年七月二六日、フィデル・カストロら青年百数十名はサンテ

ィアゴデクーバのモンカダ兵営などを攻撃して革命の口火をきった）、グァナアカビベ、

タイノというような諸種族に属する多くのインディオは、山地に逃げ隠れた。サントドミ

ンゴ島（ヒスパニオーラ）で蜂起に失敗してクーバに渡ってきたインディオの首領アトゥ

エイの呼びかけにこたえて蜂起した者もいた。アトゥエイは、一五一二年二月二日に火あ

ぶりにされたが、生き残ったインディオたち（シマローン）は、その後、グァマーの指導

下で蜂起した。エスパーニャ軍の仮借なき弾圧で鎮圧されたが。このエスパーニャのアメ

リカ植民地支配の拠点クーバでのインディオの勇敢な反抗、そして、アステカのクワウテ

モク（メヒコの壁画画家Ａ・シケイロスは彼の不屈の魂を描いている）、インカのトゥパ

ク・アマルー（一八世紀後半のエスパーニャ植民地支配反対闘争を指導したＪ・Ｇ・コン

ドルカンキは彼の名を踏襲して二世を称した）の死を賭しての抵抗を前に、エスパーニャ

人はインディオを完全に屈服させるわけにはいかなかったのである。 

  第二の大きな「転換点」となった「独立」は、ペニンスラール（イベリア半島生まれの

白人）にたいするクリオージョ（西半球生まれの白人）の戦い、そして勝利と言われてい

る。しかし、植民地支配にたいするインディオたち、また、カリブ地域では黒人奴隷たち

の反抗が、植民地期をつうじて続いてきていた。ペルーで反乱を指導し一七八一年に処刑



されたＪ・Ｇ・コンドルカンキはインディオの反乱を象徴する人物であった。彼らの攻撃

は、さしあたっては、直接の「敵」であるクリオージョ地主に向けられた。メヒコにおい

てミゲル・イダルゴが、ベネスエラにおいてシモン・ボリーバルが独立のためのたたかい

を呼びかけたとき、インディオは一部をのぞいて無関心か、敵意さえ示した。北アメリカ

一三植民地の独立戦争のさいと同様、独立軍は奴隷解放を宣言して、はじめて、インディ

オを自陣営に獲得し戦況を有利に展開することができた。植民地支配の打破と人権の尊重

とは、おなじ志向の二つの面でもあり、独立勢力が人間の隷属に反対することは理の必然

でもあった。クーバの第一次独立戦争であった「十年戦争」（一八六八～七八年）の場合

も、Ｃ・Ｍ・デ・セスペデスが、トマス・ジェファスンと同様に、自らの奴隷を解放して

戦いを呼びかけ、黒人奴隷の積極的参加を得て、戦いを有利にすすめた。ちなみに、この

戦いには、ドミニカ共和国のムラート（白人と黒人の混血）Ｍ・ゴメスと、自由黒人Ａ・

マセオが軍事指導にあたった。クーバで奴隷制が廃止されたのは、この戦争への黒人奴隷

の積極的参加の結果でもあったのである。たしかに、独立によって、社会経済構造の根本

的改革はもたらされず、インディオや黒人奴隷の生活条件を改善することはなかった。政

権はペニンスラールからクリオージョに移っただけのように見えたが、共和制の樹立、人

格的隷属の法的廃止、国民市場形成のための条件整備など、資本主義発展への道が切り開

かれたこと、民衆による「自由と独立」を自らの力でかち取ったという意識、民主主義思

想の獲得が、その後の歴史に及ぼした影響を無視するわけにはいかない。Ｆ・カストロは、

一九六八年一〇月一〇日の「十年戦争」一〇〇周年記念式典での演説で、独立戦争への黒

人の積極的参加によって、はじめて「クーバ民族」が形成されたと喝破した。独立は、イ

ンディオ・黒人を含む民衆の力によってかち取られ、この地域のその後の歴史を民主主義

の方向へ大きく転回させることになった。この地域は、このように早期に独立を達成した

からこそ、その後「第三世界」のなかで先進的な位置を占めることができたのである。 

 第三の大きな「転換点」は、一九世紀末におとずれた。「米西戦争」によって、ラテン

アメリカ＝カリブ地域にたいするアメリカ合州国の帝国主義支配が開始された。帝国主義

と民族解放＝民主化運動を主要矛盾とするという現代の特質を考慮にいれれば、まず、こ

の「転換点」でもって明確に時期区分しなければならない。つぎに、合州国がエスパーニ

ャに勝利して、プエルトリコ、フィリピンとともに、クーバを解放し独立に導いたかのよ

うな記述もあるが、アメリカ合州国がエスパーニャに宣戦する三年以上も前に、すなわち、

一八九五年二月にクーバ人はエスパーニャにたいする解放戦争を開始していた。クーバ革

命家たちは、合州国に居を構えていたホセ・マルティの指導下、「十年戦争」の継続とし

て、周到な準備を重ね（一八九二年には「クーバ革命党」創建）、ゴメスとマセオも戦列

に復帰した。Ｊ・マルティの戦死（九五年五月一九日）後は、両将軍がエスパーニャ植民

地軍を悩ました（マセオは、クーバ島の東端から西端まで軍を進めたが、九六年一二月七

日ラアバナ郊外で戦死した）。合州国は、ラアバナ港での戦艦メイン号の爆破事件（合州

国が自ら仕掛けた）を口実に戦争に割って入っただけであった。クーバの歴史家たちが「米

西戦争」でなくて「エスパーニャ＝クーバ＝北アメリカ戦争」と呼ぶべきだとし、クーバ

国会もこの命名を決議したのも当然であった。 

 ラテンアメリカ＝カリブ地域の「革命」と言えば、メヒコ、ボリビア、クーバの革命が

あげられる。メヒコ革命の指導者としては、Ｆ・マデーロ、Ｖ・カランサら開明的ブルジ



ョア地主の名があげられ、その結果、土地・地下資源の本源的所有権は国民にあること、

八時間労働日、スト権など社会権を明記する一九一七年憲法という、当時の世界ではもっ

とも先進的な憲法が制定されたが、それらは紙の上にとどまったとされることが多い。し

かし、革命前夜には、モレーロス州の大土地所有者にたいする小農・貧農の土地奪還闘争、

カナネア銅山労働者やリオブランコの繊維労働者のストがあった。革命戦争中も、Ｅ・サ

パタとＦ・ビジャの率いる農民軍は積極的にたたかい、一時は首都を制圧するにまでいた

ったし、労働者は反農民勢力の「赤色大隊」としてブルジョア勢力の利用するところとは

なったが、革命戦争に参加したことは否定できない。だからこそ、一九一七年憲法に、農

民・労働者の要求が書き込まれたのである。ボリビア革命の場合も、小ブル反共民族主義

的な民族革命運動（ＭＮＲ）が指導したが、そこには鉱山労働者をはじめとする民衆が戦

力を提供し、数年後にアメリカ帝国主義に屈服はしたが、錫鉱山の国有化、農地改革など

を実施した。クーバ革命も、Ｆ・カストロら急進的な小ブル民主主義グループによって開

始されたが、革命戦争には農民・労働者が積極的に参加し、農地改革・主要産業の国有化

を推進する過程で大土地所有者＝アメリカ帝国主義の反対で階級対立が激化し、Ｆ・カス

トロら革命の指導部自身が農民・労働者の利益を守る方向を選択し、社会主義革命に転化

したのである。革命の担い手としての民衆をクローズアップすることが必要である。 

 なお、一九三〇年のブラジルのヴァルガスによるクーデタなどは「ブラジル革命」と誤

称されている。しかし、ヴァルガス政権は、とくに一九三七年の「新国家」体制樹立に見

られるように、アルヘンティーナのペロン政権とおなじく、ファシスト的性格の濃厚なも

のであった。民族主義を掲げ、客観的には反欧米帝国主義の一面をもうかがわせたが。事

実、ヴァルガスの第二次政権（一九五一～五四年）は民族主義的色彩を強め、ヴァルガス

自身「国際的経済金融グループ」を非難して自殺した。このような従属国における「ファ

シズム」の特徴をも正確にとらえるべきであろう。 

 これにたいして、一九六八年一〇月に、ペルーとパナマで踵を接して起こった軍事クー

デタ後、両国にはベラスコとトリーホスという軍の最高司令官の指導下に軍政がしかれた。

軍政は反動的という「前提」に立って、反動的と烙印を押されることもあるが、誤りであ

る。両政権とも、農地改革、民族的財産（ペルーの石油とパナマの運河・運河地帯）の国

有化を実施し、「革命」の名に値するような変革を実施した。また、一九七〇年一一月に

人民連合が民主的選挙で政府を構成したチレの場合は、正真正銘の革命である。しかし、

ここに樹立された政権を「社会主義的」と規定することは誤りである。ラテンアメリカ＝

カリブ地域には、クーバの革命の一九六〇年以後をのぞいて「社会主義」革命はない。ラ

テンアメリカ＝カリブ地域の革命は、前資本制的遺制（半封建的要素）と寡頭支配層（オ

リガルキーア）の払拭、帝国主義からの民族自決権の擁護、帝国主義の手先の独裁の人権

侵害の排除を当面の目的とする以上、「民族民主革命」である。そして、その歴史的課題

を達成する主体は、労働者・農民を中心とする民衆にほかならない。このことを、ラテン

アメリカ＝カリブの歴史は教えているのである。 

 

     三 「中心＝周辺理論」 

 ラテンアメリカ＝カリブ地域は、エスパーニャによる「征服」以来、欧米資本主義の典

型的な植民地＝従属地域となってきた。「資本主義的生産時代の曙光を特徴づけた」本源



的蓄積の過程においては、金銀の豊かな埋蔵と、インディオ労働力の存在が、この地域を

魅力的なものとした。金銀が枯渇しインディオ労働力が酷使・疫病などによって激減する

と、黒人奴隷労働によるサトウキビ生産が登場した。その後、一九世紀には、イギリス・

フランスの資本主義にとって、工業原料・消費材の供給地としてだけでなく、工業製品の

販売市場として、また、とくに債券投資先となった。アジア、アフリカ、中東という他の

諸地域に比して「先進的」であって、欧米資本主義にとって望ましい場であった。一九世

紀末からは、地理的近接性もあって、世界最強の帝国主義国のもっともあからさまな支配

下におかれた。この地域は「アメリカ合州国にもっとも近く、神にもっとも遠く」、アメ

リカ合州国内で余剰となった資本の絶好の投下市場となり、カリブ＝中米地域は軍事的政

治的干渉も受けてきた。 

 Ａ・Ｇ・フランクが、Ｐ・バランの経済発展理論を展開するのに、この地域を取りあげ

て「従属理論」を構成したのは、以上のようなこの地域の特殊性のゆえである。この理論

の延長上にあるＩ・ウォーラーステインの「近代世界システム」論などは、とくに、日本

で、学会でもてはやされるにこととなった。 

 たしかに、ラテンアメリカ＝カリブの歴史から、「第三世界」が、「経済余剰」でもっ

て日本を含む「先進」資本主義諸国の発展に寄与してきていることは実証される。しかし、

おなじ歴史から、われわれは、この一連の理論に大きな欠陥＝非科学性のあることにも気

づかなければならない。 

 その一つは、一六世紀の「征服」以降、現在にいたるまでの時期を、「世界資本主義」

期として一つの時期と見ていることである。現実には、一六～一八世紀は封建制最後の段

階＝絶対主義のもとで交換＝商業の面でだけ資本主義が萌芽的に見られた時期であり、そ

の後のイギリスを中心とする産業資本主義の時期とも、一九世紀後半にはじまった独占資

本主義（近代帝国主義の経済的基礎）の時期とも、大きく異なった国家間の支配＝被支配

関係があった。しかし、「従属理論」は、一六世紀以降現在にいたるまでの時期全体につ

いて、「中心＝周辺」、「宗主国＝衛星国」関係を交換の面でしかとらえていない。 

 もう一つの欠陥は、地理的に平板な社会学的図式主義である。ラテンアメリカ＝カリブ

地域と、日欧米「先進」地域との関係でしかとらえられない。さらに、「第三世界」の「国」

の中にも、連鎖的な「中心＝周辺」関係を見いだす（「内国植民地主義」）。「経済余剰」

をもっともひどく奪い取られているのは、「第三世界」の農村ということになり、「第三

世界」の貧農こそが真の「革命勢力」となりうるという結論がみちびき出される。「第三

世界」のブルジョアジーは言うまでもなく（「民族ブルジョアジー」なる存在は完全に否

定される）、都市労働者さえも、とくに組織されている労働者は「特権層」とされる。ま

してや、先進地域の労働者にいたっては「反革命的」役割を果たすかのようにさえ言われ

る。また、先進地域内部での国家的矛盾も問題となり得ない。しかし、現実の歴史は、も

っと複雑な形で、地域間・国家間関係が発展してきていることを示している。ラテンアメ

リカ＝カリブ地域の農村では、大土地所有制のもと、奴隷主、封建的地主、農業資本家が

権力をほしいままにし、都市の大資本家と癒着して、都市の労働者ともども、民衆全体を

抑圧してきた。さらに、「中心国」の巨大資本とも、密接な商業・資本関係を持っている

ことが多い。「中心国」の労働者は、この意味では「周辺国」の「周辺」地域（村）の支

配者の犠牲者でもある。言いかえれば、地理的水平的な見方よりも、社会的垂直的に分析



すべきであるということである。ラテンアメリカ＝カリブの歴史を見る場合、階級分析の

視点を忘れてはならない。世界史全体も「世界システム」の見地からだけでなく、階級的

な視点から分析すべきなのである。 

 さて、ラテンアメリカ＝カリブ地域が「周辺」となったのは、なぜか。日本は、いまで

こそ「中心国」のカテゴリーに入れられるが、一九世紀半ば以前において、ラテンアメリ

カ＝カリブ地域よりも先進的であったか。マヤ、インカ、アステカの諸「文明」よりも、

縄文・弥生「文化」の方が進んでいたとは言えないだろう。一六世紀初頭の「征服」によ

って、この地域が「周辺」となったことは事実であるが、決定的に後進地域となったとは

言えない。この地域へ渡来した「征服者」が富と労働力の略奪に汲々としたという意味で、

北アメリカとの違いは明瞭であるが、当時の日本社会の身分制は、同一「民族」内におい

てではあったが、ラテンアメリカ＝カリブ地域より緩やかであったと言えるだろうか。一

八〇四年のアイティ（ハイチ）にはじまった独立運動は、北アメリカ一三植民地の独立、

フランス大革命が掲げた「自由、平等、幸福の追求」あるいは「自由、平等、友愛」のス

ローガンを掲げて進められた。「国民国家」形成の過程で、イギリス、フランスの影響下

で、従属的な性格ではあれ、資本主義へ向かった。ペルーのカスティージャ政権（一八四

五～六二年）下では「グアノと硝石」の輸出でもって資本主義体制への移行が果たされ、

メヒコでは一八五七年に「自由主義憲法」が公布されて土地私有制が確立されて、資本主

義への道が掃き清められた。チレ、アルヘンティーナ、ウルグァイでも、同じころに国家

統一の事業がなされた。この流れは、イタリアとドイツにも見られた。ヴィットリオ・エ

マヌエレ二世が国王に即位したのは一八六一年で、七一年に国家統一が完成された。カイ

ゼルを戴くドイツ連邦が結成されたのは七一年。日本では、一八六八年の明治維新で、曲

がりなりにも統一国家が建設されることとなった。イタリアとドイツの場合は、歴史的に

それぞれの「民族」内で一定の生産力の発展が見られ、隣国フランスの資本主義への従属

を拒絶することができた。日本の封建制下でも、マニュファクチュアの形で達成された生

産力を保有していたうえに、海に囲まれているという地理的条件、西欧が中国とインドで

「民族の力」を見せつけられたという有利な外的条件に支えられて、西欧への従属を免れ

たのであった。 

 なお、明治維新とおなじ年に、クーバで遅ればせの独立を求めて「十年戦争」が開始さ

れた。戦闘には民衆全体が積極的に参加したが、黒人軍事指導者の権威が自分たちを上ま

わるのではという白人政治指導者たちの恐怖、西半球の植民地維持のための根拠地として

クーバを保持しておかなければというエスパーニャ植民地主義者の執念とによって、自治

権の許与という形の妥協で終結してしまった。しかし、クーバ人の民主主義思想は、ラテ

ンアメリカ諸国での独立闘争のなかで鍛えられずみのもので、明治維新からはとうてい想

像できないほど高度で根をおろしたものであった。「アメリカのわれらの国ぐに」の擁護

者ホセ・マルティの民主主義・民族自決主義にたいする固い信念は、この戦いののなかで

鍛造されたのである。このような状況が、現在の日本とクーバの違いを生み出す源となっ

ているのだろう。日本は現在、経済的には第一級の「先進国」であるが、自由民権運動の

のち米騒動ぐらいしか、民衆が積極的に参加した革命闘争を経験せず、象徴天皇制のもと、

アメリカ帝国主義に従属して、形式的な民主主義の下で独占資本の横暴を許している。こ

れにたいし、クーバの民衆は、一八九五～九八年の解放戦争、一九三三年の革命、そして、



一九五三年にはじまった革命を経て、現在はアメリカ帝国主義の経済封鎖下で極度に困難

な経済情勢に見舞われてはいるが、基本的には民主主義・民族自決主義の旗を掲げて奮闘

している。他のラテンアメリカ＝カリブ諸国民衆も、クーバほどではないが、同様である。 

 歴史における「先進」と「後進」との交代と同様、「中心」と「周辺」も固定的なもの

でないことを、ラテンアメリカ＝カリブ地域の歴史から汲み取ることができる。 

 

     四 民族＝人種の問題 

  「人種のるつぼ」と言えば、アメリカ合州国があげられる。しかし、それと同等に、否、

それ以上にラテンアメリカ＝カリブ地域は「人種のるつぼ」である。しかも、少なくとも、

現在ユーゴや旧ソ連の辺境でみられるような「民族紛争」も、ロス暴動に示されるような

人種差別の噴出もない。どうして「人種のるつぼ」になってきたのかを、この地域の歴史

は明らかにしなければならない。 

 疑いもなく、「征服」前、西半球には多くの先住民が生活していた。それらの先住民は、

それぞれ種族を異にしていたが、「征服者」は、西半球を「インド」と間違えたこともあ

って、それら先住民を一括して「インディオ」（インド人） 

と呼んでしまった。ラテンアメリカ＝カリブ地域と言うと、マヤ－－アステカ－ 

－メヒコと、インカ－－ペルー、ボリビアという二つの先住「民族」系列を考えがちであ

るが、もちろん、そうではない。「征服」直前メヒコのおもな先住種族だけでも、オトミ

ー、アステカ、トトナコ、ミシュテカ、サポテカ、マヤの諸族があげられる。中米ではキ

チェ、カクチケル、ピピル。南米ではチブチャ＝ムイスカ、モチカ、ケチュア、アイマラ、

アラウカナ、グァラニー等々。南米大陸の北部からカリブ諸島にかけては、カリブ族が、

クーバとサントドミンゴ島にはタイノ族が住んでいた。それらは言語も異にする種族であ

った。「征服」直前の先住民人口については、七五〇万とも、一億強とも推計されている。

いずれにしろ、ヨーロッパから持ち込まれ先住民に免疫のなかった疫病、鉱山・農場での

過酷な強制労働によって激減した（「新世界」における先住民の虐待を告発したバルトロ

メ・デラス・カサス神父は、一五六〇年ごろまでに、虐待によって四〇〇〇万人が死亡し

たとしている）。産児制限、流産、嬰児殺しなど、異文化との接触による出生率減もあっ

たが、一五四二年の「インディアス新法」による先住民の酷使の禁止、種々の疫病にたい

する免疫の増加、食物の改善などによって、人口増加率は回復し、一八〇〇年ごろには七

五〇万。ほかに、メスティーソが五三〇万となった。現在のインディオ人口は、メヒコと

グァテマラ、ペルーとボリビアを中心に、二三〇〇万人と推定されている。ほかに、ブラ

ジルに一五万人、ギアナに一万六〇〇〇人を数え、西インド諸島全体で、インディオは現

在、わずかに八〇〇人である。そして、彼らの言語が一六五〇以上も数えられていること

は、「インディオ」と総称されているが、多くの「民族」からなっていることを証明して

いる。一億二〇〇〇万ものメスティーソの存在も無視できない。 

 インディオ労働力が激減したため、とくに、インディオ労働力の確保が困難であった熱

帯農業のため、アフリカから黒人奴隷が導入された。まず、一六世紀終わりごろ世界最大

の砂糖生産地であったブラジルに大量に輸入され、サトウキビ栽培地の変転にともなって、

一八世紀はじめにはジャマイカ、同世紀後半にはクーバをはじめとするカリブ諸島で広く

使役されるにいたった。 



 黒人奴隷は、一八〇七年イギリスによる奴隷貿易禁止から八八年ブラジルの奴隷制廃止

に終わる過程で、決定的に世界から消滅することになったが、それまでにアフリカからラ

テンアメリカ＝カリブ地域に引き裂かれ連れてこられた数は九五〇万から一〇〇〇万と推

定される。ブラジルでは、一八一八年に、総人口四〇〇万のうち二五〇万人は黒人奴隷で

あったと言われている。 

 これら黒人奴隷も、アフリカの西海岸、中西部から、さらに東海岸からも連れてこられ

たから、いくつかの種族＝「民族」からなっていたが、インディオと異なって、生地から

切り放され固有の言語も失ってしまったのである。もちろん、英領カリブ地域におけるオ

ベアーやマイヤリズム、アイティにおけるヴォドゥン、ブラジルにおけるカンドンブレ、

シャンゴー、マクンバなど、アフリカ的宗教的伝統を受け継ぐものもあるが、それぞれの

「民族」というより「アフリカ」的なのである。マルーン、パレンケ、キロンボとよばれ

る逃亡奴隷の隔離された「村」は、奴隷主人にたいする「黒人」の抵抗の巣窟であった。 

 「白人」＝ヨーロッパ人は、植民地期初期には「征服者」として渡来し、多くは致富の

のち帰国した。植民地期末には、ヨーロッパ人一世の数は一五万、植民地生まれの「クリ

オージョ」は三〇〇万余で、両方合わせても、総人口一六九〇万の五分の一にすぎなかっ

た。その後、別の意味で多数の「白人」＝ヨーロッパ人が渡来してきた。いくつかのラテ

ンアメリカ＝カリブ諸国の支配者は、「白人化」による国の発展を期待して招き入れた。

一八〇〇～一九三〇年の大量移民の時期に、ラテンアメリカに渡来したヨーロッパ移民は

七〇〇万～九〇〇万であった（アメリカ合州国へは三三〇〇万人）。とくに、アルヘンテ

ィーナとウルグァイ（独自の社会を構成）、ブラジル、チレ、コスタリカ、クーバおよび

ベネスエラ（かなり混交）に多数渡来した。しかし、支配者の意に反して、移民は民主主

義、社会主義あるいは無政府主義を持ち込んだ。ドイツ人はアルヘンティーナ最初の社会

党を創建した。エスパーニャ人はブエノサイレスに無政府主義思想を導入し、サンパウロ

の最初の労働組合を指導したのはイタリア人であった。 

 黒人奴隷の解放によって新しく別の労働力が必要とされたという事情も加わって、ヨー

ロッパからの移民は、社会的政治的生活への積極的な貢献者としてよりも、従順で安価な

労働の源と考えられるようになった。とくに、貧しかった南部イタリアからの移民は、そ

のような意味で導入された。もちろん、ヨーロッパ移民にあっては、二世、三世が政治的

野心を実現することもできた。企業家としても大いに活躍することとなった。南アメリカ

の「南の円錐」諸国（チレ、アルヘンティーナ、ブラジル、ウルグァイ）では、国会議員

はもちろん、大統領になった者もいる。イギリス人企業家が生まれ、ドイツ移民開拓地は

成功を収めた。 

 これにたいして、中国移民は、一般に、奴隷労働に代わる労働力としてであった。クー

バには、一八四〇年代と一八七〇年代のあいだに、一〇万をこえる中国人クーリー（苦力）

が半自由契約労働者として移り住んだ。ペルーにも、グアノ全盛の一八六〇年代にクーリ

ーが導入された。パナマ運河開鑿のためにも多くのクーリーが働かされた。また、イギリ

ス領西インド諸島にはインド人も労働力として移住してきた。トリニダード＝トバゴの首

相を長年つとめた卓越した歴史家エリック・ウィリアムズもインド人の子孫である。一九

世紀末からのブラジルへの日本移民は、イタリア政府が自国移民のブラジルでの非人間的

な扱いに抗議して引き揚げさせた移民の後を埋めるものであった。家族同伴で交通費支給



を条件に一定期間の農園労働を義務づけた「コロノ」制のもとで、日本移民はよく働き、

自分の農園を所有し成功を収めたものも出たが、多くはきわめて苦しい生活を強いられた。

他の国と異なり、日本の場合は、政府が積極的に奨励し組織したが、その主要な理由は、

「後進資本主義」のもとで苦しみ反抗的になりかねない貧農をやっかい払いする「棄民」

であったからである。第二次世界大戦後、「祖国」日本が「経済大国」となって、はじめ

て、日本人は、東洋人でありながら、ラテンアメリカ＝カリブ地域の社会のなかで一定の

地位を保つことができるようになったのである（ペルーのフジモリ大統領の例）。第一次

世界大戦後は、戦火に見舞われた中央ヨーロッパ、東ヨーロッパからの移民も渡来した。

ポーランド人、ロシア人、ユダヤ人、トルコ人、シリア人など。彼らは単なる「貧農」と

してではなく、社会的階段をかなり上まで登った者もあった。 

 一九三〇年代に、世界大恐慌の影響を受けて、「クーバ人化法」や「ブラジル化運動」

にみられるような民族主義的流れのなかで、移民の流入はいくぶんか抑制されたが、他方

で、ファシズムの嵐の吹き荒れるなか、政治的亡命者が移住してきた。とくに、エスパー

ニャ内戦で敗れた共和主義者が多数メヒコに移住した。彼らは、言論出版界や学問研究の

分野で大いに活躍した。 

 第二次世界大戦後も、移民は流入したが、その数は激減した。ヨーロッパからは、アル

ヘンティーナ、ベネスエラ、ブラジルへの移民の流れが見られたが、その大半は、のちに

帰国した。日本人も、約束と異なった不毛の地へ移住させられたとして問題になったドミ

ニカ共和国などへ移住したが、その数はきわめてわずかとなった。 

 このように、ラテンアメリカ＝カリブ地域には、多くの種族（「民族」）が共存してき

た。一国のなかで、たとえばメヒコの場合のように、五六もの言語の異なる種族が数えら

れる国もある。そこには、中国人も、アラブ人も、日本人も、ヨーロッパ系の人もいる。

それらが共存して今日にいたっているのである。イベリア半島で、エスパーニャ人もポル

トガル人も、ともに、かなり長いあいだムスリムの占領下におかれ、その後も彼ら（外国

人）と共存してきたこと、ラテンアメリカ＝カリブ地域では、もっと多種多様な諸人種＝

種族が共存してきたこと、そして、人種＝種族間の共存・混交を通じて、メヒコの碩学ホ

セ・バスコンセーロスの言葉をかりれば「宇宙的人種」（コスミック・レース）が生み出

されたこと、そこから、「民族」共存の知恵が生まれたと言えよう。 

 もちろん、ラテンアメリカ＝カリブ地域にも戦いはあった。しかし、その多くは、人種

＝種族間の反目を主たる原因としたものではなかった。一九一〇～一七年のメヒコ革命で

打倒の最初の目標となったのは、三五年間もメヒコに君臨した「インディオ」のポルフィ

リオ・ディアス大統領であった。もちろん、その打倒のために戦った革命軍には、多くの

「インディオ」が含まれていた。問題は、人種あるいは種族間にあるのではなく、人種あ

るいは種族を横切る階級間の矛盾・対立にあると言わなければならない。マリアテギは、

前出の名著の第二論文で、「インディオ問題」を取りあげ、つぎのようにのべている。 

 「……社会主義的立場からの批判によって、はじめて［インディオ問題の本質が］発見

され解明される。なぜなら、それは、その原因をこの国の経済に求め、行政機構、法制、

教会組織にも、二人種構成にも多人種構成にも、また、文化的精神的諸条件にも求めない

からである。先住民問題はわが国の経済に発生源を有する。その根源は土地所有制度にあ

るのである」。 



 最後に、ラテンアメリカ＝カリブ地域の歴史は、民族問題にかんして、斬新な視角を提

供していることに注目したい。「民族」分化の方向ではなく「統合」の方向に向かうべき

であるということである。「インディオ」としての「統合」、一国内での「民族的統合」

の可能性が示唆されていることは前述のとおりであるが、ラテンアメリカ＝カリブ地域と

しての「統合」も模索されてきた。「公用語」の共通という利点（大多数はエスパーニャ

語、ほかにポルトガル語、フランス語、英語、オランダ語もある）はあるが、ＥＣの先駆

をなしてきたと言えよう。事実、この地域の内部では、出稼ぎ労働のためにも、政治的安

定を求めても、人びとは国境を越えて、比較的自由に往来してきている。最後に、ラテン

アメリカ＝カリブ地域の卓越した三人の革命家の言葉を引用して、本稿を終えることにし

よう。 

「新世界全体を一つの国家につくりあげ、たった一本のきずなでもって、諸部分を相互に、

また、全体と結びつけようとするのは、壮大な考えである。いくつかの国がやがて形成さ

れることとなろうが、起源、言語、習慣および宗教がおなじであるからには、当然のこと

ながら、唯一の政府のもとで、それら諸国を連合させるべきであろう」（シモン・ボリー

バル－－『ジャマイカ書簡』一八一五年）。 

「合州国は、アンティール諸島に手をのばし、さらに力をつけて、アメリカのわれわれの

国ぐにに襲いかかろうとしています。それをクーバの独立でもって阻止するのが、私の義

務です。そして、その義務のために、私は、生命を捧げる危険に、たえず曝されているの

です」（ホセ・マルティ－－マヌエル・メルカードあて書簡、戦死の前日、一八九五年五

月一八日）。 

「諸国のあいだには、〈国際アメリカ〉型を析出することができるほど、はっきりした同

一性（アイデンティティ）がみられる。それは、他の諸大陸にくらべて、はるかに完全で

ある。言語、習慣、宗教、共通の主人［アメリカ帝国主義］によって、これら諸国は一体

となっている。搾取の度合い・様式は、われわれのアメリカ［ラテンアメリカ］のかなり

の部分で、搾取者にとっても被搾取者にとっても、同じような作用をおよぼしている」（エ

ルネスト・チェ・ゲバラ－－『トリコンティネンタル』誌への寄稿論文、一九六七年）。 

 

 


