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第十回大会発表「近代ブラジルの政党と軍部」

第十一回大会発表「ブラジルの政治と政党史」

今西正雄

（同志社大学）

はしかき

この報告は上記表題で行った発表の要旨であり，またその後の研究を加味し

たものである。

ところで，この二つの発表において共通する要素は『ブラジルの政党史』を

中心とするものであって，これを「政党，軍部，および政治欝造」の三点から

追究せんとしたものである。同時に，何故かような問題をとくに取り上げたか

については，広義の「ブラジル史」かしばしば「経済史的変化に比して政治史

か優先する」といわれながら，これの研究か日本学界一とくにラテン・アメ

リカ政経学会一においてあまり重視されず，その発表もきわめて僅少であっ

たからである。

しかしながら，第二次世界大戦から現在の１９７６年にかけて，ラテン・ア

メリカの政治態勢はその８０儲余が直接また関接的にいわゆる「軍政権」下に

あり，それか諸国の政治，経済を指導している事実は無視できず，またその分

析なくしては現在のラテン・アメリカを理解できないといっても過言ではない・

とはいえ，この「軍部」なるものは総ゆる社会鱒造のなかで最も厚いベールに

つつまれ容易に外部から窺い得ない性格をもつことから，本稿ではその外的現

象一資料的に解明できる－もの力酋ら着手し，その研究への第一歩としたい

のであるｏ

なお，ここで俎上に上せるのは比較的リベラルな「ブラジル軍部」の分析で，

それに使用した諸文献はすべて公表されたものである。

いま，その主要文献を一括して掲げるならば，次のとおりである。
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なお，「報告」の紙数か極度に制限されているため，この規制にしたがい本

稿もできるだけ要約し，最後に図表によって補うことにした。

1．政党と軍部

ブラジル史を要約すれば，第一期は’５００－１８２２年間の植民地時代，

第二期は１８２３年から１８８９年のブラジル帝制期，そして第三期か１８８９

年から現在に至る三期に区分することができよう。

このうち第一期はいわゆる本国ポルトガルの「範-`Cang3」のもとにブラジ

ルの自主性か終始圧縮され－もっともブラジルにおいては，これ［たいする数
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数の反発（Ｒｅｖｏｌｔｓ－ことにＴｉｒａｄｅｎｔｅｓの独立革命１７９２年など）か勃発

するか－ともかくポルトガルの支配態勢か継続されたのである。ところが，１９

世紀の初頭から始まる＋ポレオン時代の余波でポルトガルのジョアン六世はブ

ラジルへの逃亡を余儀なくされ，彼による「開放勅令」の告布を契機にブラジ

ルはようやくポルトガルの一州に昇格し，次いで皇太子ビードルの「独立宣言

」－（１８２２）－によって，一つの王国としてのブラジルか誕生し，１８２３年

のフランス風憲法の制定によって，始めてブラジル人一主としてＣｒｉｏｌｏ－

による二大政党（ＣｏｎｓｅｒｖａｄｏｅＬｉｂｅｒａＩ）か出現してくる。

そのうち，Ｐｅｄｒｏｌの退位とポルトガルへの帰国に当って，当時５才の皇

太子Ｐｅｄｒｏのため摂政制（ｌ８３ｕ－１８４０）がしかれ，これに対応する力､の

如くより積極的な進歩党が自由党の内部から拾頭することになり，これか「国

軍（ＧｕａｒｄａＩＮａｃｉｏｎａｌ）－とくに軍人クラブ（ＣＩｕｂｅＭｉＩｉｔａ．r)」と結託し

て，ついに１８８９年のクーデターを通じて王制を打倒し，いよいよブラジル

共和制体を樹立するとともに近代史を開幕することになる。

その後，第一次軍政期を経て，市民による。民主主義。態勢を樹立すること

になるか，その基盤となったのは各州ごとの「共和政党」で，その実体は各州

の大地主（Ｌａｔｉｆｕｎｄｉｏｓ）たちを中心とするエリート的体制であった。

ところで，ブラジル史を世界史的立場から区分するならば，１８２２－１８

８９年までを「近世史」，次いで１８８９年－１９３０年までを「近代史」，

そして１９３Ｕ年一現在（未来を含む）を「現代史」と考えるものであるか，

そこに一貫して流れる方向は「伝統的大地主階級のエリート主義」を次第に軍

部を中心とする「技術的中産階級主義」に改変せしめていったとみてよく，そ

れが旧政党また旧国軍の性格にも反映し，今日の二大政党＝ＡＲＥＮＡ（Ａｌｉ－

ａｎｃａＲｅｎｏｖａｄｏｒａＮａｃｉｏｎａｌ）とＭＤＢ（ＭｏｖｉｍｅｎｔｏＤｅｍｏｃ「ａｔｉｃａＢｒａ－

ｓｉｌｅｉｒａ）を生み出したとみられるのである。

しかしながら，ブラジル共和制の初期に誕生した「各州共和党」時代から，

現在の二大政党に到達するまでの約５０年間のブラジル史はきわめて複雑な過

程，たとえば「極左，左翼，中強，右翼そして極右の各政党」を出現せしめ，

ことに１９６１年のゴラール（ＧｏｕＩａｒｔ大統領＝ＰＳＤとＰＴＢ両党が支持）

時においては極廠の百家争鳴とラジカリズト的運動の激発となり，これを「新

国軍」によって辛うじて鎮静せねばならない極限にまで達したといえる。
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いうまでもなく，今日の二大政党たるＡＲＥＮＡとＭＤＢ－前者は軍政権下

の与党であり，後者はかってのウルガス的流れを汲む野党として存立しているか，

この二大政党を造形したのはＣａｓｔｅ｢ｏＢｒａｎｃｏを首長とする新国軍派の動き

であったことは明らかである。

そこで，以上を前提として，次に「ブラジル政治・政党および軍部の騨造的

歴史的系譜」をみることにしよう。

２政治機孵と政党の史的変化

ブラジルの軍部も政党も，それか完全なブラジル的なものとなったのは当然

１８８９年革命による「共和制体」になってからのことであるが，ここでは，

その過去の植民地時代に翻って－本国ポルトガルの政治機鱒いわばブラジルへ

の支配体制一にもいちぺつを払っておこう。

いまこれを系譜.図的に示すならば，以下のように示すことができるであろう。

（後載）

この系譜図表のうち，第一次憲法（共和制）による「三櫓分割主義」とそれ

の修主である第五次憲法による複雑な「分権主義」，そして軍部の拾頭過程に

おいて，ヴルガルの「新国家体制一ＥＳＴＡＤＯＮＯＶＯ」－１９３７年度

の第四次憲法に基く政治機解か，現在しばしば内外の瞼議の中心となっている

か，これはいずれ穂を改めて護ずることにした。

これに次いで，ブラジル政党の推移を上記の形式で示しておこう。（後載）

この政党系譜図をいちぺつしてみると，一般に「民主主義」を代表するとい

われる政党が極めて複雑な離合，集散を示すとともに，ついに国民からは不信

を問われ，ブラジル政界か徐々に集権的な軍部政権に移行したことか窺われる。

そして，この過程において，現在しばしばいわれる「ブラジルの奇跡的成長」

か実現されたことも記憶しておかねばならないところである。
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（8主）この当時いかに多くの政党があらわれ，１いに陞合したかは，次のとおｂである．
㈹グールプー疋規に正凪した政党（】960)．
PTB・ＰＴＮ（Panido”rhulhisqaNacionaI)，ＰＳＴ（PnrtidoSocialTmbglhi麺)．ＰＲＴ
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OBIグループ＝非遜簸ないし非合法政党．
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（Movinuen8odeATrGgimelltaG5oCivica)．

ログループーその他に存在した秘密論社．
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