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はじめに

メキシコのポルフィリオ期には，いわゆるシエンティフィコスが中心となっ

てディアス体制の政策に決定的な影響を及ぼしたといわれる。彼らが奉じる思

想はヨーロプパから受容した実証主義であった。一方，メキシコ近代政治・思

想史を概観するならば，そこには自由主義の大きな流れを汲み取ることが出来

るであろう。この自由主義もヨーロッパから受容したものであった。

それでは，これら自由主義と実証主義というメキシコで重みを持つに至った

政治・社会思想はポルフィリオ期においては，互いにどのような関係にあった

のであろうか。またそれらは，より広くメキシコ近代史全体の中でどのように

位置づけられるのだろうか。小稿ではこの２つの設問に対する試論的接近を試

みたい。より具体的に述べるならば，小稿の目的は，それらの解明への試みの

過程で，暫定的であるにもせよ，自由主義と実証主嚢とがどの部分において共

通し，どの部分において相異しているのかを捉え，またそれらがメキシコ近代

史においてどのような社会・政治的インパクトや影響力を与えたかについての

大筋での見取図を描くことにあるのである。

方法論的手続として，Ｉにおいては，ヨーロッパにおける自由主義の発展と，

それがメキシコ独立期以後に及ぼした影響を検討し，Ⅱにおいては，そのよう

にしてメキシコで育まれた自由主義が実証王鍵とどのような共通性を有してい

たかを考察し，Ⅱにおいては，メキシコで受容された実証主義がポルフィリオ

期において自由王義と，どのような対抗関係を結んだのかを論じる。

もとより思想をとりあげる以上，その内容を検討することは必要なことでは

あるが，その総合的な分析は小稿の範囲をはるかに越える作業となるであろう

ために，ここでは，ある限られた資料からの大きな流れをつかむことに重点を

置いていることを，あらかじめお断りしておきたいと思う。
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Ｉヨーロッパ自由主義とそのメキシコへの影響

自由王義という広範囲に及ぶ概念を定義するとと自体,困難なことであり。

『ヨーロッパ自由主義の勃興』を著わしたハロルド・ラスキも，その轡の中で，

その困難さを嘆いている。なぜなら，ラスキによれば，それは,－つの体系を

なしたドクトリン（教義）というよりも一つの心の状況なのであるから。D

ともかく，ここではラスキに沿って，ヨーロプパ自由主義をまとめてみよう。

それは一面的であることを免れないかもしれないが，少くとも，それに関する

一つの見通しをわれわれに与えてくれるだろう。２）

ラスキによれば，ヨーロプパの自由主義は，宗教改革とフランス革命（’７

８９年）との間に起った新しい思想であるが，それはすでに中世後期に台頭し

始めた新しい経済社会に適合したイデオロギーにその萌芽がみられる。３）そし

て，５世紀末までには，人々の活動の王要な動因が函の追求それ自体に求めら

れるようになった。つまり，資本主義の稲神が根づいたのである゜4）その後’６

世紀には，１８世紀に展開されるところのヴォルテールやアダム･スミス,ま

たヒューム，ディドロ，カノトなどの思想一すなわち世俗王義一の基盤が

すでに形成されていた。’７世紀は，天才の時代であり，生活方法としての自

由主義は英国の経験によって枠組が形成された。そして，それまでの思想的特

徴は神学的権威への従属からの解放と，世俗性，合理性とに見い出されるｏ

１８世紀は，啓蒙主義，理性の時代であり，フラノスが代表する。そして’９

世紀に自由主義の勝利の時代を迎えるのである。，

ところで，ラスキによるヨーロッパ自由主義の解釈の特徴は,上述の常識的

な概観にあるのではなく，以下の３点にあると考えられる。第１に，ラスキは,

自主主義を中世後期以降に誕王し始めた新興ブルジョワジーの利益擁護のため

のイデオロギー的表現とみなしている点。つまりラスキは歴史的には所有権の

概念と結びついたものであったと解釈する。6）第２に，自由主義が，個人の創

意のもとでなされる変革に対し熱意を示し，またそれ自体を社会的善と考える

が故に（つまり自由を重視する余り），社会的は平等を自由の対極（つまり国

家などの権威主義的介入による自由の束縛）と考えがちである点｡7）第３に，

自由主義は，理論としては階級や信条，また人種などを越えた普遍主義を標傍

しながらも，その制度に表われた結果（つまり政治的民主王義）はきわめて限
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定的なものにとどまった点。8）要するに，ラスキの主要論点は，ヨーロッパ自

由主義を階級利益に結びつけた点にあるといえよう。

個人の自由の尊重がレセ・フェールという形で擁護されるに至ると，その自

由が財産所有者の自由という限定されたものにすぎず，政府によって社会的平

等が達成されてこそ初めて自由といえるのだ，というサン･シモンからの批判

を受けるに至った。印また実証主義の創始者とされるオーギュスト・コントは，

自由主義を古い社会の破壊の理論として批判し，’０個人の人類愛に立つ社社
会の秩序と進歩のために社会への従属を提唱したのである。’1）

ところで，フランソワ・シュヴァリエの指摘によれば，ヨーロプパのラテン

アメリカへの思想的影響に関するこれまでの研究では，１９世紀前半における

その地域にスペインが及ぼした思想的影響力が看過されてきているという゜メ

キシコにおいても１９世紀後半に及んで実証主義が流入するに至るまでは，ス

ペインと思想的な平行関係を保っていた，とシュヴァリエは主張する。'，そ

れは何を意味するのだろうか。

その具体的表現は，一つにはスペインの自由王義的なカジス憲法（１８１２年）

を踏襲して，独立後のメキシコが初めて制定したメキシコ憲法（１９２４年）

にみられる゜ところが１８２４年憲法の時点では，カトリプクが国教とされ，

信教の自由は認められていない。しかしながら出版の自由が認められた点で自

由主義の思想が盛り込まれていたのであった。'，

メキシコの自由主義者は，いくつかの立場に分かれていたが，１８２４年憲

法に規定されていた信教の自由が認められないことと，自由主義者の目指す社

会目標とが矛盾することは明らかであった。14）こうしてメキシコ自由主義者

は信教の自由の実現に向けて長い運動を展開するのである。しかしながら，そ

れは初期においては困難をきわめた｡それは大部分カトリプクからなる国民か

らの反対を受けていたからである。事実，１８３３年に議会を通過した反聖職

権法も，依然として教会による公式の「保護」（すなわち規制）を認めていた

し，１５）１８４２年には議会も信教の自由を求める運動に対して非難決議をし

ている。16）しかし，この運動は徐々にではあるが実を結び，まずは外国人移
民を奨励する目的で，１８４８年には外国人に対する信教の自由化が規定され,

カトリプク以外の宗教の禁止という条項はついに１８５７年憲法で削除される

に至った。17）
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１８２４年憲法以降には，ルフォルマ」時代までには，さまざまな法律や

憲法が施行されたが，上述の信教の自由や，政教分離の要求を含めて，自由一

般の保証や制限が－つの焦点となっていると考えられよう。そしてそれはメキ

シコ自由主義にお゛ける世俗化の運動及び反聖戦権運動の表現であると考えられ

るのである。つまり自由主義派にとっては教会が，彼らの目指す政治的・社会

的．経済的発展のための大きな阻外要因であったのであり，’8）その阻害要因

は，政治的には自由主義を代表する自由党とは反対の立楊をとっていた保守党

として，自由主義者の前に立ちはだかっていたものでもあった。この点におい

てファレスが，１８６７年にマクシミリアーを敗り．再び大統領の座につき，

「復興共和国」の時代を迎えたことは，それ自体，自由主義の政治的勝利を意

味していたものであった｡'9）こうしてスペイン憲法の影癬を受けて始められ
た，メキシコ独立後の自由主義運動は，１９世紀世紀の半ば過ぎ，ファレス時

代に至って，確固たる地位を築くに至ったといえるのである。

Ⅱ実証主義の受容基盤としてのメキシコ自由主義

これまでは，１９世紀中葉以降に確固たる地位を築くに至った自由主義運動

を，主として法律及び政治勢力の観点から眺めたものであったが，ここでは，

ふたたび独立期までさかのぼって，政治制度との関連を考慮しながら，自由王

義の思想内容を分析し，それをメキシコ実証主義と比較することを試みよう。

１９世紀を代表する全てのメキシコ自由主義者たちの思想的系譜を辿ること

は困難なことではあるが，それを代表する，鍵となる人物はいるであろう。チ

ャールズ．Ａ・ヘイルは，その著書『モーラの時代のメキシコ自由主義１８２１

－１８５３』という題が示すごとく，ルフォルマ」時代以前のそれを，ホセ

・マリア・ルイス・モーラ（１７８４－１８５０年）に求めている。20）

モーラは，リベラルな政治ジャーナリストであり，１８２４年憲法制定のた

めの草案委員会の重容趣メンバーであった人物で，反聖職樋主義及び社会発展

に対する功利主義的見方のチャンピオンであったといわれる。小稿においても

モーラの思想を通してメキシコ自由主義の内容を垣間見てみよう･

ヘイルによれば，メキシコ独立後の１８２１年から１８３４年にかけての政

治的自由主義の焦点は，個人の自由の保証と，特殊団体特梅（教会・軍隊）と
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闘うための国家権力の強化との間にみられた緊張関係にあった。それはフラン

ス革命を経験したフランスにおいては，旧体制に対する自由主義的かつ平等主

義的イデオロギーに典型的に見られるものである゜権威に対して憲法上の制限

を設けるというフランスの例は，メキシコにおいては妥当性をもつものであっ

たが，そこでは歴史的に政治制度が充分な発達をとげていなかったこと，権威

（教会の）がフランスよりも強固に根を張っていたために，状況はより厳しい

ものであった。21）

具体的には，フランスの立憲主義はベンジャマン．コンスタンを通してメキ

シコ独立期（１８２１年）以降のモーラに影響を与えた。１８２４年憲法の枠

組形成に及ぼしたコンスタンの間接的影響力は想像に難くないであろう。しか

しながら，メキシコの現実は，立憲主義だけでは国家が強力な団体特権に対抗．

できないことをモーラに教えた。そこでモーラは１８３０年以降は，カルロス

Ⅱ世のスペインに注目したのである。

モーラに及ぼしたヨーロッパの思想上の影響はその第２期においては，スペ

インのホベリヤノスが中心となっている。ホベリヤノスの思想は，ヘルベチウ

スやベンサムと並んで功利主義を説くものであった。モーラはメキシコの１９

３０年代の自由主義を功利主義に代表させたのである。モーラの「肯定的（も

しくは実証的）人間」（衝hombrepositivo”）の概念はそこに根があるとみて

よいだろう。22）

こうしてみると，さきの１９世紀におけるスペインのメキシコへの思想上の

影響を強調したシュヴァリエの指摘は，一つには，Ｉにみたようにメキシコの

憲法上に表われていたものの，そこにはフランスのコンスタンの影響も見逃が

しえないことが理解されたであろう。またスペインの影響は，少くともモーラ

については１９３０年以降に妥当するということになろう。

ところで，モーラがメキシコ自由主義の代表者であり，その思想的核心が立

憲主義と功利主義にあるとするならば，その具体的内容はどのようなものであ

ったのだろうか。また，１９世紀後期にメキシコで受容された実証主義とは思

想上どのような連関性をもつのだろうか。オーギュスト．コントのメキシコへ

の最初の紹介は，ガピノ・バレーダがおこなった『市民の諭演」２３）によると

されている。そうであるならば，モーラの思想とバレーダの思想とを項目別に

対比することによってこそ，メキシコにおける自由主義と実証主義の連関住が
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モーラとバレーダの思想上の対照表

－６－

モーラ（自由主義）１８３７年 パレーダ（実証主義）１８６７年

Ｉ・現状把握

1.反動

(特橘階級）

政府の状況

＜
聖職者

軍事階級
(「特殊団体特権」）

アナーキー政府

＝反動勢力の利益に奉仕

＜
聖職者

軍事階級

アナーキー状況に終止符を打

とうとしているところ

2.進歩

これからの社

会の担い手

＝メキシコ自由主義

＝一般市民℃ivicos

社会に奉仕する。

”

自由を手段，秩序を基礎，進
歩を目的。

｢レフォルマの改革」

｢１８５７年憲法」

の理想のも

とにある自

由主義者の

勢力

Ⅱ．新しい社会の

ための手段

1.教育

＝（中間階級の

意識の浸透化）

.古い教育は進歩の阻害｡

･経験に基く新しい教育の必要

性

＝ダイナミックで進歩的教育

調査や疑問を重視する。

･科学に基く教育の必要性

(秩序維持のため）

０

→後に実証主義教育として実現

される｡

2.政府のあるく

き姿

・アナーキー状況から脱出し，

(1)秩序を維持すること

(2)全ての市民に奉仕すること

・アナーキー状況から抜け出す

方法

(1朕序の重視

(2)科学に依拠した政治

3.社会悪の改善 工業の発達と個人の勤勉とによ

り，富を築くことによる。

4.革命観 ･人々の革命腱秩序）による

のではなく，時代の革命（進歩

に基）による政治的自由の実現

･人々の稲神（意見Ｊを同じも

のにする，自由主義者による革

命の続行による政治的欝赦の実
現



明確になるであろう。

レオポルド．セアはその書『メキシコの実証主義』２４）において，モーラの

思想を明快に分析しており，その分析内容は項目ごとに整理することが可能で

あり，２５）また，パレーダの『講演』内容も，その項目にあてはめて抽出する

ことができるであろう。それらをまとめると，前頁のような対照表ができあが

る。ところで，ここで注意しなければならないのは・両者の時代的な相異であ

る。モーラについては１８３７年の時点であり，それは独立後,間もない頃で

あったのに対し，パレーダの場合には，先にもふれたように，自由主義の勝利

の時代にあたるのである。

この対照表で理解できるように，モーラの自由主義思想とパレーダの実証主

義とには驚くほどの共通性が見い出される。パレーダの実証主義が，当時の自

由主義と妥協してそれをメキシコに紹介したとはいえ，２６）１９世紀前半のメ
キシコの自由主義の中に，すでに’９世紀後半の実証主義の萌芽がみられるで

あろう。換言するならば，それは大枠において，実証主義の基盤を形成してい

たといえるのであるｏ

また，モーラの自由主義の解釈の際，セアが，ラスキによるヨーロッパ自由

主義の解釈と同じ見方をしているのが注目される。つまりセアは，それを，一

定の階級（ブルジョワ）の利益擁護のためのイデオロギーとみるのである。27）
ともかくも，これまでわれわれは，ファレス期において確固たる勢力を形成

することとなる自由主義が，思想内容として実証主義と多くの共通点を有して

いたことをみてきた。それでは次に，ポルフィリオ期においては,これら２つ

の思想（運動）が対抗勢力としてどのように展開したのかを検討しよう。

、勢力としての，自由主義と実証主義の対抗関係

ここでの問題の焦点は，教育の面と，政治の面に集約的に表現されるであろ

う。より詳しく述べるならば，第１に，パレーダによって１８７６年に紹介さ

れた実証主義が，メキシコの教育改革に具体化された後，それが自由主義勢力

との関係で，結果的にどのように評価されるべきかという問題である。第２に，

それは，実証主義を奉じていたといわれるシェンティフィコスが及ぼした，デ

ィアスの政策への影響力と自由王義勢力との関係という問題である。
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第１の教育面における両者の対決は，セアによれば，パレーダのイニシアテ

ィブによって制定された１８６９年の実証王銭教育法と，それに基く『高等師

範学校」の灘義内容を中心としたものであり，それは１８８０年代になって，

自由主義者たち，特にジャコパン急進自由主義者によって大大的な攻撃の火蓋

がきられたのであった。28）これに対して，実証主義者の側も大反撃を開始し，

両者は激しい論戦を展開する。しかし，その結果はどうなるのであろうか。

ウィリアム．Ｄ・ラートは，実証主義の教育における影響力は，ディアスが

政権につく直前の１８７６年から１８８５年に至るまでは大きなものではなか

ったという。四）この見解はシュミットも共有しており，３０）彼らはともにセ

アに依拠していると考えられる。31）しかしながら，結局のところ，メキシコ

実証主義は教育面においては大成功をおさめ，特にディアス後期の１８９６年

から１９１０年にかけては隆盛を極めた，というのがこれら三者の結鵠である

32)。それは，教育面における実証主義者の自由主義者に対する勝利であると

考えてよいだろう。

第２の，シェンティフィコスと実証王義，さらに自由王義との関係は，やや

複雑である。まず第１に，政治勢力としての自由主義を先鋭的に代表するジャ

コパン急進自由主義は，１８９２年に結成されたシェンティフィコスの団体で

ある「自由主義者同盟」（耐UnionLiberal”）によって徹底的な批判を受ける。

この時点で自由主義は，すでにその勢力をシェンティフィコスに完全に麺った

と考えてよいであろう。

ところで，ディアス体制のもとでのシェソティフィコスの位極づけに関して

は，これまではセアの論説３３）が有力であり，そのため，一般には，デイアス

の政策がシヱンティフィコスによって大きな影響を受けてきたばかりか，ディ

アスとシェンティフィコスとが一枚岩であるかのような印象を持たれる結果と

なった。34）セアの論点には，いくつかの仮説的前提が含まれており，たとえ

ば，(1)ディアスのインディオ差別政策は，シェソティフィコスの人種的偏見Iこ

よるもの３５)，とか，(2)シェンティフィコスの機関紙とされる『ラ･リベルタ

』は，実証主義の政治的表現である３６)，などである。

ところが，こうした仮説的前提は，ラートによって反駁されている。ラート

は，(1)については，リアントヮールやプルネスのような人種偏見論者もいたも

のの，当時の社会に重きをなしたフスト・シェラのように人種偏見からは免れ
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ていたものもいたことや，さらに実証主義者たちは，必ずしも当時のシェンテ

ィフィコスー股の人種偏見を正当化したとはいえないことを,正統派実証主義

者たちを例証することによって明らかにしている。37）(2)に関しては,ラート

は，『ラ．リベルタ」が必ずしもコントやスペンサーを扱っているものではな

く，むしろ，その関心は科学それ自体に向っていたものであることを,当時の,

その日刊紙を分析することによって，主張している。38）いずれにせよ，ラー
トは，セアの偉大さを認めながらも，シェンティフィコスー実証主義,また実

証主義＝人種偏見というような単純な図式を避けるべきだと，今後の歴史学者

に対して注意を喚起しているのである。39）
またブレイマンは，ディアスとシェンティフィコスとの関係がポルフィリオ

期の前期と後期とでは異なることを指摘している。その見解によれば，前期に

おいては両者は離反していたのだが，後期におよんで密接な関係をもつに至っ

たのである。40）

このようにシェンティフィコスとディアスを辿る問題はいまだ結論が出され

ていないというべきであるが，自由主義と実証主義との勢力関係という観点か

らは，小稿で理解された限りでの大筋において，ディアス初期においては自由

主義が大論争を挑むだけの力強さを誇っていたものが，後期に至って政治的に

は衰退していった，と暫定的に考えることが許されるだろう。

あとがき

自由主義と実証主義に関する以上のささやかな検討が示すものは，単純なも

のではあるが，明快ではあるだろう。すなわち，ファレス期に優勢を占めるに

至った自由主義が，ポルフィリオ期には，実証主義との強力な対抗力を持ちな

がらも，後期には衰退していったという図式（もしくは流れ）である。

しかしながら，それ以後のディアス時代の末期にあたる１９０９年には，自

由主義の流れを汲む「青年学級」（厨ElAtencodelaJuventud”）が設立さ

れ，ホセ・パスコンセロスを中心とした讃演会・勉強会が持たれ，自由主義は

盛り返し，４１）その精神がメキシコ革命に引継がれたと考えられるのである。

このように見ることが可能であるとするならば，メキシコ自由主義は，メキ

シコ独立以降の政治史の上で，一つの伝統を築くに至ったといえるであろう。
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一方，実証王義の方はメキシコ革命で否定され，今日ではその跡をとどめな

いとされているが，小稿はそれを検証するものではなく，今後の研究課題とし

たいのである。
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