
ポリバリズムの思想的背景一スペイン系

アメリカ諸国とアメリカ合衆国の相違－

西侯昭雄

西半球を占めるスペイン系アメリカ諸国とγメリカ合衆国の余りにも異った立場について

多くの試論がある。それらの試論に接すると，この問題を的確にとらえ，自国の歴史と国家

的．民族的利益にとらわれずに滴足すべき説明を示しているものは殆んどないことに気付く

ものである。殊に第２次世界大戦後，国際法秩序を主もる自由のチャンピオンとして，堂允

は戦勝国の不動の地位を得たアメリカ合衆国が，スペイン系アメリカ諸国に対し提供してき

た一連の歴大な援助額等によりｂ，ポリパリズムのもつ思想的背殿及びズベイン系アメリカ

諸国とアメリカ合衆国の基本的思想上の相違の問題をとりあげるに際し，その意味をあいき

い友ものにし.，逃允はアメリカ合衆国の立場とMU力関係のみを強綱するようなものが多く

てている（注１）。

一般的にviすて，メベイン系アメリカ諸国とアメリカ合衆国の相遮は，拡張主義と国家中

心主義の相迷として，経済分野にその根本的に異ったそれぞれの立場か見られる。その根底

には，アングロサクソンのアメリカとスペイン系アメリカの間に横たわるものの考え方，ま

たはその歴史的・lW統的猪姿勢の相違が含まれているのである。

両者の根本的な相迎を経済的．思想的，文化的，成は結鏡的には人間的な観点から評価す

るためには。歴史的な過程のもっとも深い層に途する堂で問題を掘り下げて兄究める必要が

あろう。この相違の本質は傅統的性質の深い所に根をおろしているのであって，この二つの

世界がそれぞれ固有の歴史的特性を形成する際して，とった異った道程に，その中心的問題

か存在すると考えるのである。

【注１）例えば，ＮｉｏｏＩａｓＯｏｒｃｌａＳｏｍｕｄｉｏ：“Ｌ・エｎｄｃｐｅｎｄｅｎｃｉａ

ｄｃ｝ｌｉｓｐａｍｏａｍ８『ｊｃａ，，（１１４５，Ｍ６Ｘｉｃｏ）

ＶｅｄＴｏｄｅＡＩｂａ：“ＤｃＢｏｌｉｖａ「ａＲｏｏｓｅｖｅｌｔ０,

（１１４１，ＭｃＸｉｃｏ）等。
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lスペイン系アメリカ諸国の特性．‘・

スペイン系アメリカ潴国とは，具体的にはスペイン語を用いている国と（イスパノ．ア

メリカ#鋼ともいう。）を指し，西半球の約２５ケ国中の１９ケ国を占める国とを意味Pす

る。これらの国とは，スペイン王国の植民地として，歴史的な基礎と特色とを同王国より

受けてきている（注１）。

ヱベインは約５世荒ⅡM1（１６世紀より１１世紀の初頭さて）にわたる中南米一帯の支配

を通じて，同地域の固有の特殊的地位を確立せしめるに至った。即ち０法理鎗的にはフラ

ンンヱコ．デ．ピトリア（ＦｒａｎｃユｓｃｏｄｅＶｉｔｏｍａ）とその弟子達が１６世Neに

おいて“、ｅエｎ．ユｓ”等を通じて唱導したキリエト教的人道主義に基く「原住民の教

化のためにその樋利の保腿と差別なき扱い」及び「人権保障の立法」と「人道的政策」の

実行を提示し，為政者，知識人及び傅導士達の行動目標に正当な理論的根拠をあたえたの

である。（注２）。

同地域に対し，政治的に並要な意味をもっているのは，１５１１年にカルロニ１世

（Car1osI）か断行し，その後フェリペ２世（ＦｅｌユｐｅⅡ）及びカノャロス２世

（ＣａｒｌｏｓⅡ）がこれを追認したインディオ諸王国のスペイン王国へＯ併合（Ｌａ１ｎ－

ｃｏｒｐｏｒａｃｉ６ｎｄｅｌｏｓＲｅ１ｎｏｓｄｅ１ａｓエnd1asalaCbmna:ｄｅＣａｓ－

ｔユエエａ）である。この併合宣言を通じて，「との行為は我々の意思であり，我々はイン

ディオ諸王国がその恒久的発展と堅実な地位を保つため，永久に我々と合体するよう決定し，

笹約したか故に，それらの王国の趣luxは禁止する。いかなる時代にあっても，我がカステ

ィリア国王の下から．全的に雀たは部分的に離れること，切り離されること，戎は分割さ

れることのなきよう命ずろ。永久に，いかなる理由，根拠及び人的行為によっても，全的

さたは部分的に，その都市や村落が切り離され，蚤たは分削されることのなきことを、我

々自身の名誉，国王及び子孫の名において確約し、替う゜」ということを明示して，やが

て後に云ってイスパノ．アメリカと呼称されるに至った地域の絶体的．不滅のスペイン王

国との合体を広く世界に宜曾したのであふ即ち，ここでイメパノ・アメリカ地域のエペイ

ン王国との一体性を砿定的なものにしようとしたのである（注５）。

この観点から，「インディオ諸国は植民地ではなかった。」とする一巡の見解が出ている

（注４）。
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更に，「或はそれらの地域はスペイン本国以上のものであっﾌﾟﾋ。」として，イズパノ・

アメリカ一帯に対し恒久的拘束力のある法令の公布が行われなかった事実が指摘される。

同地域には，特別の法典（Ｌｅｙｅｓｄｅエｎ.ﾕａｓ）の制定が行われ，インディオ諸国

における法令の公布は，インディオ達自身の椛利及びその財産保越のためのものであった。

スペイン本国宮たは他の地域で制定された法令は，同じ拘束力のあるものとしてインディ

オ諸国に適用されることばなかった。この特別の専腕的法令の存在か，その地jbh及び住民

に特殊的地位をあたえる結果となるものであった。

このイスパノ．アメリカ地域にあたえられた特殊的地位が，史に国際的なカテゴリー左

で止揚されたのは‘１７５０年のスペイン．ポルトガル間の条約である。これはヨーロッ

パ列強の緊張．対立が世界化する傾向から，中南米地域を係瞳するための取極めで，イベ

ロ．アメリカ地域の永世中立宣言が行われるに至った。同五箇の第２１条では，両王国間

に戦争状態突入の事態力生じても，「南アメリカに居住するすべての両王国の臣民は，通

常と何ら変ることなく悪し，平和の維持に努むくgであり，個人的に或は集団的にいかな

る敵対行為をもとってはならない。」と規定し，奥に「いかなる侵略行為の銅動者，また

は首謀者も、そのなしたことがどんなに軽微であっても，容赦なく死刑に処せられ，いか

なる捕狐品も，破実に，完全な形で返還されねばならない。両国は自国の港をどちらか一

方の国の敵国にその利用を蝿めてはなら左Ｖ、本項は。両王国が他の地域で戦闘状態にあ

って､効力を有する。」ことを明示したのである（注５）。

この国際条約は多くの学者の指摘を左つ戎でもなく（注６）過去の歴史を通じてかって

例のないものであった。アメリカ大陸の恒久的平和の維持を意図したこの１７５０年①国

際条約を通じての宣言は，解釈のしようによっては，１８２５年のモンロー．ドクトリン

の6先例ともみなすことができる。即ち,この事例は，モンロー・ドクトリンが公布さ

れる約１世紀前に，イペロ・アメリカ地域は早くも法的にも，または政治的にも，その外

部的保趣を受けるという特殊的地位を認められていたことを意味する。

(注１）ＪａｍｅＤｅｌｇａｄｏ：“エntroduccユ６ｎａｌａＨﾕｓｔｏｒ１ａｄｅ

Ａｍ６ｒﾕＣａ,,では,「スペイン」と「アメリカ」の二つの地域が「イスパノ．

アメリカ文化」という特有の文化を築きあげるため，両者の結合時代を迎え。
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その発展の基礎を形成した。と響いている。

（注２）Ｊｏｓ６Ｍ１ｒａｎｄａ：Ｖﾕｔｏｒ１ａｙ１ｏｓｌｎｔｅｒｅｓｅｓｄｅ１ａ

ＣｏｎｑｕｉｓｔａｄｅＡｍｅｒユＣａ”（１９４７，Ｍ６ｘ１ｃｏ）

(注５）Ｍ・Hernandezsanchez-Barba：“Tens1｡neshist6-

rユＣａｓｈユｓｐａｎｏａｍｅｒユｃａｎａｓｅｎｅｌｓユｇｌｏ２０’'１７５頁

（注４）例えば，ｍｃａｒｄｏＬｅｖｅｎｅ：“Ｌａｓｌｎｄユａｓｎｏｆｕｅｒｏｎ

Ｃｏｌｏｎユａｓ，,’及び，ＪｍｅｎｅｚｙＳｕａｒｅｚ：“Ｈユｓｔｏｒユａｄｅ

ＡｍｅｒユＣａ”蕊

（注５）ＭＨｅｒｎａｎｄｅｚＳａｎｃｈｅｚ－Ｂａｒｂａ「前掲」１７４頁

(注６）例えば，Camﾕﾕ。GarciaTre11es：“Lapo11tﾕｃａ

ｅｘｔｅｒｊＬｏｒｎｏｒｔ←ａｍｅｒユｃａｎａｄｅｌａｐｏｓｔｇｕｅｒｒａ，，

（１９２４，Ｖａｌｌ２Ｌｄｏ１１ｄ）

２アメリカ合衆国の特性

一方，そのようを早い時期に特Z柏，地位の確立を得たイペロ．アメリカ地域と全く異

った好対照を示したのはアングロサクソン系のアメリカにおける英国の諸植民地であっ

た。英倒は，明確な方式による植民地政策に欠けていただけてをく（注１），駆実上，

他国の既成柧民地への侵入と支配にも積極的に乗り出したのである。その例として，ス

ペインによって8U殻されたジャマイカ（Ｊａｍａ１ｃａ），オランダ人のニューヨーク

（ＮｅｗＹｏｒｋ），フランヱ人のニュー・ズコブトラント．（ＮｅｗＳｃｏｔｌａｎｄ）等を

あげることができる。更に他の植民地は，宗教的迫響をたは１８世紀における莚命的変

動に何らかの関係を有する人達の意思と手によって形成されたもの，または会社iUIj度

（注２）によって形成されたものであった。英国が極民地に抱いていた関心は，物質的

な面に敢営をおき，貿易上の内容か植民地の中心的．本質的課題を形成するものであっ

た。

１７５６年より６５年崖でに起った北アメリカの「７年戦争」は，北アメリカ支配の

ための英仏及びズペインによる植民地戦争であった。このような一連の経験の結来によ

って，１５柧民地の住民はそれぞれ自身の手で，自分を保麺する特殊的地位を形づくる

必要を知ったのである。
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７年､阯争の結果，英国砿その植民地に対71-る介入を強化し，一連の経済上の諸措麗をと

りはじめるに至った（例えば，毎年度割当てられる対英国の義務の完全hil行，殊に１７６４

年の税法，１７６５年の印紙条例に見られるように，ＨＵ金で枢利金や査定額の支払いを要

求した。）。更に，１７６５年の条約に基いて独得された土地に対する管理権は，植民地

の行政官の手から英帝国任命の取締官の指揮下に移され，それ戎で可能であった開細也の

無償猿得が禁止された。主允１７７４年には，植民者による西部地域の支配を，竣終的な

形で排除する英国の領土政策が決定され，植民地出身者による投資の可能性を完全に封じ

たのである。その同じ年にアメリカ植民地の第１回会鍬が開仙され，全居留地からの代表

者達はこぞってこれに参加した。この頃には既に英王室に対する反抗の計画が提起されて

いたのである。

英国は，このようなレゾスタンズに対し正面から対抗する憩庇をとつﾌﾟﾋ。やがて，この

紛争か独立宣言へのきっかけとなるに至ったが，この革命突現Htiniの其最中に，これと平

行して，アメリカの特殊的地位の基礎となる孤立政簸がつくｂあげられていったのである。

アメリカ合衆国の孤立主蕊はOこのようにして，独立運成前の革命時代に形成され，や

がて共和国へと繁って行き，更に中i、~ること左〈支持されてOモンロー．ドクトリンの

頂点に達するに至るのである（注５）。ただし，この孤立主義は日本の鎖国とは全く異る

性質のもので，ヨーロッパ列強諸国との政治的．虹事的同盟の問題のみに関することであ

って，貿易上の条約締結は強力に維持され，推進され総けたのである。

(注１）英国王家によって設立された植民地はソ画一ジブ（Ｇｅｏｒｇﾕａ）のそれのみ

であった。それも家ペイン領のフロリダ（Ｆ１０ｒユｄａ）の前面に立てて，これ

を封じ込む役削を果すものとして許可されたものであった。

（注２）例えば,ヴァージニア，プリマ〆及びマサチューセブツ地方は，英国の会社に

よって植民地化され，デラウェアはスイスの一会社によって設立され，マリーラ

ンド，カロライナ，ニュー．ジヤーシー及びペンシルバニアは財産制度の対象と

して所有地となった。

（注５）ジョン．アダムニ（ＪｏｈｎＡｄａｍｓ）は，ブランヱとの条約締結の問題を片

づけるために開かれた１７７６年の会譲で，既にこの孤立政策上の原則を表明し

ている。即ち０全ヨーロプパの列強諸国との平和の維持,将来起り得る戦争の鋤
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合におけるそれらの国々との完全中立。したがって，いかなる国とも自国を危険

にさらすような同盟条約を締結しないことを明示したのである6との主媛に対し

てワシントンは，その送別の宴のあいさつ（１７，６年）の中て，道徳的見地か

らの支持をあたえた。ジェフアーソンは，その銭何者たらんと決意して，憲法に

定められた確固たるその特殊的地位を，やがて完全な形で，モンロー．ドクトリ

ン（１８２３年）の頂点に達せしめる役靱Iを果したのである。

5．モンロー・卜・クトリンとイスパ／・アメリカ諸国の地位

以上のように，アメリカ合衆国の孤立主義的政策は，スペインがその約１世起以前にア

メリカiJihRにあたえようと努めた体制に類似したものであった。このズペイン的特殊性は，

やがて１７５０年の条約宣言で実現されるに至ったが，北アメリカの掛合，その特殊的地

位確立のための励さは独立迎』EDCめざ生しい１７７４年から１７７６年の間に始められ，

１８２５年のモンロー．ドクトリンに至って実現されたのである。しかし，この両者の理

論的な流れには並要な相違がある。北アメリカの811造的諸活動は，あくまでも社会そのも

のの中から湧き出た個人的な意志に立脚するものであったし，更にこれに対し英国は殆ど

何らの横僅的姿勢をも示さなかったばかりでなく，かえって，そのような活動に対し否定

的立場をとってきたのである。故に北アメリカの孤立主義は，地域的な自らの行動力に特
徴づけられるものである。

これに反して，イメパノ・アメリカの孤立王畿は，外部からの決定によって打立てられ・

消極的な社会にこれを一方的にあたえたものである。だから，イスパノ・アメリカ地域の

．住民は，何ら特別の努力を払う必要もなした，早い時期に保麺也域としての地位を完成さ
れた形で有していたことになる。

籾橿的な社会と消極的な社会で示されるこの二つの異った条件は,やがてイヱパノ．ア

メリカ諸国がその融泣を達成するに至って，両者1111の異った思想と傾向を明確に示すよう

になり,それかｌ１ｌ大陸内での相互的関係に入ると常に別☆に，しかも対立的な形でそれぞ

れの計画を立てねばならない運命を辿るものとなった。この両地域の基本的姿勢の相違は，

その後のアメリカ合衆国がイスパノ・アメリカ地域における対スペイン独立戦争に際して，

－質して中立主義を堅持し，更にそれらの地域の独立達成後は，逆に積極的に何地域に対
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する資｡国三鞍的膨眼主鍵（注１）と梶棒政減（注２）を推しすすめる結采をもたらすに至

り，モンロー主義を通じて同地域を完全なアメリカ合衆国の繩笠bとして，その独占的活

動の場とならしめるに至った。このIIJ実によりイ〆パノ・アメリカ諸国内ではこれに挑発

されて根強いナシロナリズムの動きが台頭するに至ったのである（注３）。

(注１）米国政府の援助提供については，イスパノ．アメリカ諸国は長い歴史をもって

いる。その援助方式の一大特徴は．「借款」という形をとり，決して被援助国の

開発を促進するものではなかった。それは，むしろ萎縮を図るものであり，警隣

ではなく、絶体的隷属の喪求であり，借隷の見返りに米国商品を亮ｂつ

けるので，イスパノ‘アメリカ瀦国の工業化の芽生えを摘んでしさう結

果となり，観光客向きの民芸品産業に甘んずろ地位へ追い込んでし蚤っ

ていたことが指摘される。

（注２）第１次大域前古で，アメリカ合衆国がカリプ海諸国及び中米諸国に加えた一巡

の武力干渉をいう。金融帝国主鈍によるドル外交の典fWIと非離されてきた政策で

あるｏ

(注３）アメリカ合衆国の示したイスパノ・アメリカ諸国圧迫政縮は，独立後1111屯ない

イスパノ・アメリカ諾国の世論に深い米国への不信と疑惑の念が根を下ろす結果

とたった◎他方，アメリカ合衆国人にイスパノ・アメリカに対する蝿視的傾向の

気風を楓えつけるに至ったことが折摘できる。この駆爽は，今日室での両地域の

相互理解を蛎実上妨げている柿るべ匙障害であるといえる。

4．ポリパリズムの台頭

ポリパリズム（ＢｏＵｖａｒｉｓｍｏ）は，イヱパノ・アメリカ地域の統一を目指す稲神

を意味するもので，イスパノ．アメリカ主義ともいわれているものである。その主唱者は

南米の独立の父シモン．ポリパル（ｓﾕIn6nBolivar）であった。だが,それは所KII，

汎アメリカ主義とは何ら関係のないものであった（注１ル

イヱパノ．アメリカ地｣Q2統合の思想についてもっとも強い表現を示したシモン．ポリパ
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ポリパリズムの思想的背景

ルは，幾つかの機会にこれを開陳した。例えば，１８１５年９月の「ジャマイカ愁簡」

（ＣａｒｔａｄｅＪａｍａユＣａ）として知られているその'「この島の１紳士に対するある

南アメリカ人よりの返信」（Ｃｏｎｔｅｓｔａｃユｏｎｄｅｕｎａｍｅｒユｃａｎｏｍｅｒｉｄユー

ｏｎａｌａｕｎｃａｂａｌユｅｒｏｄｅｅｓｔａユｓ１ａ）の中では次のように述べている。

「我だの世界を一つの国家として，相互的に一つのつながりに属するものと考えて，これ

をつくりあげようとすることは，まことに偉大な理想である。これらの国とは，既に同じ

起源を有し，共`erに同一言語，同一慣習及び同一宗教を有しているとすれば，結論的には

当然，それぞれの異った国とを連合せしめる単一の政府をもつべきである。それ以上のこ

とを更に求めるのは、恐らく不可能であろう。というのは，その中には，-相異る気候風土

を有し、異る立場や対立的利害関係，をたは不統一な性格がアメリカを分断してし歯って

いるからである。もし，パナマ地峡か我とにとって，あたかもギリシヤ人にとってのコリ

ントのようであれば，どん左に紫附しいであろう。いつの日か，好運にもそこで共和国や

王国，さたは帝国の代表者達の荘厳な議会が設置され，世界の他の国々と戦争と平和の諸

問題について条約を締結し，または議論するときかくるように祈る。」と。また同じ時代

のホセ．センリオ．デル．パリ雲（Jos6Cecil1。delValle）は１８２２年

に，「我含は同一大陸で生を享け，同一の母をもつ子供であり，兄弟妹姉であり，同じ言

葉を話し，同一の主義を擁護し，同じ目的の下に寄り集っている者達である。」として，

連邦結成を主張した。

ポリパルの連邦結成の考え方は，将来に備えて堅固左提携をつくりあげる必要性の痛感

を前提とするものであったが，１８１８年にプエノス．アイレヱでプレイﾄﾞン（Ｐｕｒｒｅｙ－
ｄ６ｎ）に宛てた書簡の中で次の上うにくり返している。「ウヱネゼラ解放の戦いが，

勝利の中にその独立を完成するに至った後，或はもっと有利な情況や緊密な関係が成立し

た後になれば，我とはもっとも強い希望をもって，我々の手でアメリカ諸国協約の形成に

全力を注ぐであろう。それは，このことによって我々のそれぞれの共矛圏か単一の代表団

により，世界に向かって，かって古い国台の間に例のなかった威厳と広大さをもつアメリ

カを代表し得るよ，にするためである。」そうして，１８２５年にペルー大統領に宛てた

一審楠の中でも，「南アメリカは，きっとその建国の初期に，親しみに溢れた連邦を構成

するに至るであろう。.…･･私は心から，我を⑩それぞれの共矛圏が国家としての立場で左
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〈，過去の時代において我台を緊密な姉妹として結合せしめたあのつながりによって，結

束することを楽しみにしている。」と。

ポリパルが，ここで示している連邦の榊想は。相互防衛と相互扶助を基本としたもので

あった。しかもそれは，その加盟国のそれぞれの主楠の完全な剥奪を意味したものではな

かった（注２）。

ボリパルのパナマ会議開催の積佳的な態度は，極々異った利害関係を有するイスパノ．

アメリカ諸国の間に，広範囲にわたる一連の相互的統合を目指す条約の鯛印を目的とする

ものであった。故に，アヤクチロの大会戦（１８２４年）で勝利をおさめると，すべての

イヱパノ・アメリカ諸国に回覧文を送って，国際会議に招待するに至った。ここで注目せ

ねばならないのは，ボリパルの大榊想の中にはアメリカ合衆国が含注れていなかったとい

うことである。ポリパルの理想としていた連邦の想定は，対スペイン戦争に参加したスペ

イン系アメリカ諸国のみを対象とするものであった。このことは，アルゼンチン，チリー，

ボリビアの連邦結成の提案が行われたとき，アルペアル（ａｌｖｅａｒ）に宛てた返信の中

でも明らかに示されている。即ち，「この願いは，私かスペイン系全アメリカの国々にも

拡大したいと願っているものである。」と（注５）。

しかし，ボリパルとその支持者連の有するイメパノ．アメリカの未来に対する遠大な計

画は，独立後間もない当時のイスパノ．アメリカ諸国に充分理解されなかったのである。

当時の考え方からすれば，モンロー．ドクトリンの後，イニパノ．アメリカ諸国相互提挽

の思想は，ただ単にスペインの再侵略に備える軍事同盟の結成を目的とするものである。

とみなされていたのである。そのため，ポリパルの遠大な意図は。サンクンデル副大統領

（Ｓａｎｔａｎｄｅｒ）がメキシコのクァダルペ・ピトリア大統領（ＧｕａｄａｌｕｐｅＶユー

ｔｏｒユａ）と脇鋼して，強力にアメリカ合衆国をパナマ会譲に招待すべきであると！;R察

しはじめた（注４）ときから，その効果を失うに至ったのである。メキシコはヴニネゼラ

と共に，会議での肘瞼の並要な部分ではアメリカ合衆国と側一歩鋼をとり，イスパノ．ア

メリカ諸国がモンロー主義に対し，全体的承浬をあたえる代り，ヱベインまたはその他の

外国勢力が侵入してきた場合，イメパノ．アメリカの全地域の防衛問題について，モンロ

ー・ドクトリンに基いて相互的防衛措慨をとるとの合同宜目を得よう，というイスパノ．
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ポリパリズムの思想６９判「舟

アメリカ誌国の願望を中心に進展されていった。

だが,イスパノ・アメリカ諸国のこの意図は徒労に終った。というのはｉアメリカ合衆

国は終始,それに応ずる何らの意思表示をも見せなかったからである｡その理由は明白で

ある。即ちｏヱペイン系アメリカ諸国のもつ柄便的な植民地時代よりの性癖として有する

大国よりの保願依存主錠の世界観と，常に自からの手と意思のみで積極的な行励を起し左

がら打立てられた個人主義・孤立主蕊のアメリカ合衆国との相異る対立的な立場に基くも
のであった。

（注１） このことについて，ＦｅユユｘＦｅｒｎａｎｄｅｚＳｈａｗはその番，“La

organユzacﾕ６，．ｅユ｡sEstadosAmemcanos”（１，５１，
Madrユ。）の中て鋭く瞼証している。

ＭＨｅｒｎａｎｄｅｚＳａｎｃｈｅかＢａｒｂａ．「前掲」180百

Ｊ．Ｂ･Ｍｏｏｒｅ：“Ｄ１ｇｅｓｔｏｒＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌＬａｗ”

ＮﾕcolasGarciaSamudﾕ｡,「前掲」１１０頁

（注,）

（注５）

（注４）

5．ポリパル以後のポリバリズム

パナマ会議に参加したイヱパノ・アメリカ諸国は（注’），それぞれ離散の形で分れて

いった。これに反し，アメリカ合衆国は，完全左活動の自由をもって，政治的に何らの拘

束をも受け虫うとしなかった国とに対し，それ以来，南米中心主義の傾向をⅢえす同盟結
成の動きをはたらきかけはじめたのである。

ポリパルの支持者達はパナマ会議で挫折したボリノ:リズムの理想を，トクパヤ（Ｔｏ－

ｃｕｂａｙａ）での会騒で復活せしめようと図ったが，アメリカ合衆国の妨害で逆に徒労

に終った。パナマ会譲での二重の失敗，即ち，同会誕でモンロー主義に対する全体的同意

の五目かなし得られなかったこと，及び，いかなる形忙もせよ，イズパノ．アメリカ緒国

間の同盟の結成が実現されなかったことによって惹瞥起される結果は，間もなく,現われて

きたのである。即ち，先ず第１にアメリカ合衆国によるメキシコの国土分離かカリフ･海地

域への武力介入，パナマ地域のコロンビア国よりの分離等がそれである（注２）。それに

対処するため，メキシコによって召集された国際会騒も失敗を続けたが，その反面,アメ

リカ合衆国を中心とするリマ会議（’８４７年）が開他され，ボリビア，ペルー，コロン
゛七一
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ビア，エクアドル及びチリーとの間に条約加盟国外の国とまたは土矯民の部族を対象とす

る相互援助．防衛条約を締結したのである。更に，１８５６年のニカラグァ政梅の承認を

契機に〆チリ－．エクアドル．ペルーの諸国との１１Mに大陸l同IML条約（ＴｒａｔａｄｏＣｏｎｔユー
`ﾉｰﾉ!'

ｎｅｎｔａ１ｄｅＡ１ｉａｎｚａｙＡｓｉｓｔｅｎｃ１ａＲｅＣ１ｐｒｏｃａ）カミ締結され，また

同年にワシントンで，メキシコ，ペルー，コエタ・リカ，グワテマラ，コロンビア，ヴェ

ネゼラ及びエル.サルパドノ'の諸国との間に，同じ性格の条約が締結された。

だが－万，ポリパリズムは大きく後退しながらも，なおもポリパルの思想と繁りを有す

る条約の締結がその後多数現われたのである。

例えば,パナマ会議か噸篠由来する国家間の麟合及び連合liil盟の考え方を表明した条
約としては，１８４８年のリマ条約．１８５６年のワシントン条約及び１８５６年のリマ

条約がある。史た，全榔を委任された1t表者連による会畿の段|趾を通じて，迎合諸国の恒

久的な薬bがつくｂあげられるという考え方を表明した条約としては，１８４６年のリマ

条約，１８５６年のサンチャゴ条約，１８５６年のワシントン条約及び１８６５年のリマ

条約等かある。奥に，迎合諸国相互間さたは外国との紛争及び平和を，全権を委任されて

いる議会の仲裁主允は裁定を通じて平和的に解決しようとする考え方を表明したものとし

ては，１８４８年のリマ条約，１８５６年のサンチャゴ条約等がある。陸海軍の合同使用

の考え方を表明したものとしては・’８４８年のリマ条約と１８６５年のリマ条約等があ
夕

る゜連合加盟国が他からの攻繋を受けた｣湯合，全加盟国がその救援にあたることを表明し

たものとしては，１８４８年のリマ条約，１８５６年のワシントン条約及び１８６５年の

リマ条約等かある（注５）。

以上のことからして，明確に言えることは，ポリパルによって提唱されたイヱパノ・ア

メリカ連邦結成に関する従来の傾向は，姿を消したが，その反面、ポリパリズムの思想は

イエパノ．アメリカ諸国の連帯感を強める要紫として根強く存在し銃けているということ

である。１９世起前半のボリパリズムに代って，汎アメリカ主鍵の傾向が１１世起の後半

以来，新たに現われるに至ったが，この新しい傾向は，横僅的にアメリカ合衆国により計

画され，支持され。奨励されてきているところのものである。
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ポリパリズムの思想的ﾘｹﾞ撤

(注１）Ｎｴco1asGarciaSamud1oの“Ｌａェndependenc1ade

Hﾕspanoamerｴ｡ａ，,（１１４５，Ｍ６ｘｉｃｏ）にｋろと，パナマ会識

に招待された国灯は，メキシコ，ペルー，チリー，グワテマラ，ヴェネゼラ，コロ

ンビア及びブエノーアイレ兵（アルゼンチン）の諸国であった。その中，チリ

ー及びブニノヱ．アイレズはこれに参加しなかった。

(注２）ＧｅｎａｒｏＣａｒｎｅｒｏＣｈｅｃａ：ＵｑＥ１ＡｇｕユエａＲａｍｐａｎｔｅ”－

ｅユユ、ｐｅｒユａｌｉｓｍｏｙａｎｑｕユｓｏｂｒｅａｍｅｒ１ｃａｌａｔｍａ－

（１１５６，M6xico）

(注３）FelﾕxFernande乙一Sljaw：``Laorganizacﾕ6ｎｄｅ１｡ｓ

ＥｓｔａｄｏｓＡｍｅｒユｃａｎｏｓ,，（１９６５，Ｍａｄｒユ。）
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