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ドミニカ共和国憲法史研究序説

一第三次共和国期の４憲法の比較一

原田金一郎

Ｉ問題提起一「周辺国家論」視角について

ラテンアメリカ地域のみならず，一般に低開発経済研究が「政治」と交錯せ

ざるをえないことは，かつて経済学が「政治経済学」であったことからしても

うかがえるように，きわめて当然なことであるといえよう。とりわけラテンア

メリカのばあい，１９世紀初頭にアジア・アフリカ地域に先がけて独立を果た

したことが，その政治に独自的な特徴を帯びさせているように思われる。たと

えばそれは，フランス大革命と米国独立革命に学んだといわれているきわめて

成文上はすぐれた憲法とその一世紀以上の長い歴史と，独立後１５０年間に１８０

回以上のクーデター（国家権力の交代）が発生したといわれているボリビアの

ような国の国家権力の不安定性とのあいだの來離にみられる。このようなラテ

ンアメリカにおける政治の独自性，とりわけ独立後現在におけるまで政治と経

済のいわば結節点としての機能を果たしている「国家」の特徴をどのように考

えればいいのであろうか。

い左もしかクに，世界資本主義システムの周辺部における経済が，アミンの

いうように，それ固有の特徴をもつ「周辺資本主義」（アミン１９７９）であ

るとするならば，そこにおける「国家」も，中心部の開発諸国における形成過

程とはまったく異なる過程（たとえば，中心国家による支配下に置かれていた

こと）をへて生をれてきた．固有の性格と特徴をもつものと考えてよいであろ

う。いさとれをかりに，「周辺国家」と呼ぶことにしよう。

このような考え方は，たんに筆者ひとりのものではなく，すでにミニルダー

ルによる低開発経済研究においてもみられる。ただしミニルダールのばあいは，

たかだか南アジア諸国（つ戎D周辺諸国間）における政策遂行能力の「程度」

を硬性．軟性と区分しているにすぎない｡①そうではなくて，中心国家との支
配＝従属関係を踏まえつつ，周辺国家の異質性もしくは特質を把握すべきであ

‘

１



ろう。このような試みは，エヴァズによって不十分ではあるがすでに着手され

ている｡③しかしここでは，周辺国家論そのものに深入りすることはせず，た
んなる筆者の問題意識（憲法史研究の分析視角）の紹介にとどめることにして

おく。

本稿では，このような問題意識にもとづいて，周辺部において国家を規定す

る基本法である憲法の比較研究の第一歩として，ドミニカ共和国の憲法史研究

を試みる｡③ただし，今回は時間的制約から対象時期を１９２４年以降の第三次
共和国期に限定する。

Ｈ大統領権限について

ラテンアメリカにおける政治の特徴として，しばしば大統領権限の強大さが

指摘されている。「ラテンアメリカの大統領は，その政治的な力に加えて行政

権，立法権，場合によっては司法権さえも行使する。彼は法的にも実際面でも，

国家および行政府の首長である。一般的にいって，立法府は大統領の意向に屈

しやすいため，実質的な独立を示すことは稀である。大統領は非常事態下にお

いては課税権を行使できるうえに，通常時にあってもその権限にきわめて大で

あって，規則と行政通達ばかりか，本質的には立法行為の性格をもつ政令（デ

クレート）をも発することができる。司法府は，一般に国会よりも独立性が強

いとはいうものの，行政府の動きに左右されがちであり，内閣は大統領の意の

ままにたる単に道具にすぎたい。大統領がもつ公務員の任免権は，実際には無

制限である。彼はさらに軍の総指令官であって，非常大権をもち，軍隊をしば

しば合法樫に政治的武器として利用することがある」（ヒル１９７１：１１２－１１３）。

国家の首長たる大統領の権限か強大であることにおいては，ドミニカ共和国

憲法もけっして例外ではない。いおおう整理のめやすとして，ラテンアメリカ

の大統領権限を以下の６つに分類することにしよう（清水１９６１：１６および

ヒル1971:112による）｡

且緊急権一外敵の侵入．または国内の叛乱によって生じた重大な危機に対

処するためのもので，憲法が定めた諸権利の保障の停止，行政府への特別権力

の授与，戒厳状態の宣言などからなる。

Ｂ官吏任命権一国家の行政官吏のほぼすべてを任命しうる権限であり。地
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方自治体にたいしても同様である。

Ｃ行政権一一般的には行政府の首長であるのみならず，立法権にたいして

も影響力をもつ（のちにのべるように，立法権の事実上の行使さえみられる)。

Ｄ予算支配権―その作成のみならず，執行権をも含む。

Ｅ司法権への支配カーとくに上級審について支配力をもつ。

Ｆ軍の指揮権一国軍および警察を含む。

以上からみて明らかなように，ラテンアメリカでは大統領による「独裁」政

治が合法的に可能，あるいは常態であるといってよいほどに大統領権限が強大

なのである。このような状態を生みだした原因は，ヒルによれば４つある（ヒ

ル１９７１：１１３）。

（１）植民地時代の専制政治の残律

（２）家父長制的雰囲気

（３）政党政治の欠如

（４）経済開発の必要性

このような条件は，十分にドミニカのケースにもあてはまる。１８世紀にハ

イチを獲得したフランスは，しばしばスペイン領サントドミンゴ（ドミニカの

l日名）に侵入を試みたし，独立後のハイチによる占領を排することによってや

っとドミニカは１８４４年独立しえた。このような歴史は，軍人を領袖とあおぐ

ことを当然とする雰囲気や，その強権と家文長的性格への期待を生みだした。

蚕た，１８６１－６５年のスペインへの再併合，今世紀初頭の米国への金融的従属

（その結果担保として関税徴収権を委譲した！），米国海兵隊による占領

（1916-24年）といった，うちつづく不安定と混乱と対米従属は，とうてい健

全で近代的な政党政治の形成過程を先みだすにはほど遠かった。最後の開発の

必要性が国家の強いイニシアティブを期待せざるをえ左い，という背景につい

ては，いわゆる「トルヒーヨ時代」（1930-61年）が同時にドミニカの近代化

を促進した時代でもあり，そのことを評価する立場もあることを想起すれば十

分であろう。

ここで，具体的にドミニカ憲法の条文の比較検討に入る蚕えに，いわばその

背景をなす政治史についてみておきたい。本稿が研究対象とする第三次共和国

期は，同年の第２０回改正から１９６６年の第３５回改正まで，１６の憲法が存

在した（とのうち，テキストを入手しえなかった１９６５年憲法は分析対象から
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除外した）。これを憲法史上から以下の４期に区分する。

(1)パスケス時代（1924-30年）－米国海兵隊監視下の選挙によって生まれ

たパスケス（HoracioVisquez）政権は，その誕生の経緯からして対米従属

的であり，国内的にも抗争が絶えなかった。

(2)トルヒーヨ時代（1930-61年）－１９３０年パスケスの辞任に際し，軍を

掌握していたトルヒーヨ将軍（RafaelLTrujilloMolina）が権力を握り大

統領の座に着いた。この時から１９６１年の暗殺まで，国内全資産の６０パーセ

ントを独占したといわれる「トルヒーヨ時代」がつづく。

(3)ポッシュとドミニカ革命（１９６１－６５年）－トルヒーヨ死後の民主化要

求の波の高Tfbは，１９６３年大統領選挙におけるドミニカ革命党領袖で元作家

のポッシュ（JuanBosch）の勝利をもたらした。しかし，国内民主化着手後

わずか７カ月で軍事クーデターにより崩壊した。１９６５年４月との憲法侵犯に

たいし，あくまでポッシニの復位をめざす護憲派（Constitutionalist）が反

乱を起し，カアマニョ（FranciscoA1bertoCaamaiibDefr6）が護憲政府大統

領の座についた。しかしこのドミニカ革命の勝利は，米国海兵隊の再占領によ

って踏みにじられた。

(4)現在－１９６６年６月，トルヒーヨの後継者と目されていたパラゲール

（JoaquinBalaguer）が大統領に当選し，「トルヒーヨたきトルヒーヨ体制」

もしくは「ネオ・トルヒーヨ体制neo-Trujilloism」の時代がはじまる。そ

の後，１９７８年野党であるドミニカ革命党候補のグスマン（AntonioGuzmhn

Ferllhndez）か大統領選挙で勝利したが，政治的ゆきづ左Dからか１９８２年自

殺をとげ，その後継者ブランコ（SalvadorJorgeB1anco）は目下経済不況と

社会不穏に悩雀されている。しかし，この間に憲法改正は行なわれていないの

で，憲法上はネオ・トルヒーヨ体制が継続していることにたる。

この現行のドミーカ共和国憲法（大阪経済法科大学比較憲法研究会１９８３

－８４，ただし以下においては出典を省略するＪにおける大統領権限（第５５条

２７号）について，先にのべた分類を試みてみよう。

第５５条１官吏の任命一Ｂ

同２法の公布一Ｃ

同３歳入出の監視一Ｄ

同４外交官任命一Ｂ
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同５外国元首の接受一Ｃ

同６条約の締結一Ｃ

同７戒厳令の宣言一Ａ

同８保安措置一Ａ

同９裁判官の補充一Ｂ（およびＥ）

同１０契約の締結一Ｃ

同１１自治体議員および首長の補充一Ｂ

同１２船籍証明書の発給一Ｃ

同１３税関業務の管轄一Ｃ

同１４国軍指揮一Ｆ

同１５防衛権の行使一Ａ

同１６外国人の追放一Ｃ

同１７軍人・警察官の任命一Ｂ

同１８領海空の管轄一Ｃ

同１９港湾・沿岸の管轄一Ｃ

同２０外国人の入国禁止一Ｃ

同２１公邸の移動一Ｃ

同２２教書の提示一Ｃ

同２３歳入出案の提出一Ｄ

同２４外国公職の許可一Ｃ

同２５地方税の廃棄一Ｃ

同２６自治体不動産の処分許可一Ｃ

同２７恩赦一Ｅ

以上のような大統領権限について，現行の以上のような大統領権限について，現行のバラグール憲法の特徴を把握する

ために，パスケス憲法，トルヒーヨ憲法およびポソシニ憲法との条文の比較検

討を試みてみよう。

（１）１９２４年バスケス憲法における大統領権限の規定は，第４９条１９号であ

り，１９２９年１月憲法主で変化はない。現行憲法の５５条８．１３．１７．１８．

１９．２０．２２．２４．２５．２６．２７の計１１号が欠けており，４９条１４開戦

・和平の宣言，同１６戦費信用の提案，同１９議会への発案権の計３号が加え

られている。
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（２）１９３４年憲法では第４９条２２号に増加した。追加した号の内容は，同２０

歳人出案の提出（現行憲法５５条２３，以下では５５－２３と示す），同２１

地方税の廃棄（５５－２５），同２２恩赦（５５－２７）の計３号であり，権限分

類はそれぞれ，．Ｃ・Ｅで，Ｂ予算支配権の強化とＥ司法権への支配力強化が

うかがえる。さらに１９４２年憲法では，第４９条第２７号に増加した。その追

加内容は，４９条１７軍人・警察官の任命（５５－１７），同１８領海空の管轄

（５５－１８），同１９港湾・沿岸の管轄（５５－１９），同２０外国人の入国禁

止（５５－２０），同２７特別区首長の任命（現行憲法では削壌）の計５点で，

権限分類はそれぞれＢ・Ｃ.Ｃ・Ｃ．Ｂである。これは．Ｂ任命権およびＣ行

政権の拡大を意味する。しかも，その内容にきわめて軍事・警察的色彩が濃い

ことは，この時代の「トルヒーヨ体制Trujilloism」の性格を如実に反映して

いるといってよい。さらに１９４２年憲法第５条は，首都名をサントドミンゴ市

から大統領の名にちなんでトルヒーヨ市へと改称していることからみても，こ

れをもっていわば「トルヒーヨ憲法」と呼んでさしつかえないであろう。（ト

ルヒーヨ時代の憲法改正は，１９３４～６０年のあいだに７回におよぶ）。

（３）１９６３年のポッンュ憲法は，第１２８条２５号と減少し，自治体議員および

首長の補充（５５－１１），ならびに恩赦（５５－２７）を削除し，かわりに１２８

条２５開戦・和平の宣言（１９２４年および１９４２年憲法４９条１４）を復活・追

加している。これは，地方自治および司法権への介入の廃止を意味し，ポッシ

ュ憲法の革新性の一端を反映するものといってよいだろう。

（４）１９６６年のパラゲール憲法は，前記の両号（５５－１１，２７）を復活し，旧

２５号を削除したうえで，あらたに保安措置（５５－８）を追加している。「…

公の秩序，国家の安全，公的サービスもしくは公益事業の正常な機能が乱され

るかもし〈はその恐れがある場合，または経済活動の展開が阻害される場合，

共和国大統領は，緊急､事態を回避するために必要な警察権にもとづく暫定措置

および保安措置をとるとともに，議会にたいしてこの緊急事態とその対応策に

ついて報告し左ければならない」という．この号が暗示するものは，Ａ緊急権

の専横的拡大，すなわちトルヒーヨ時代以上の警察国家である。したがってこ

のパラゲール憲法は，たんにトルヒーヨ憲法の復活を意味するのではなく，ト

ルヒーヨ憲法が１９６５年ドミニカ革命をへてさらに反動化したものということ

ができよう。
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ロ立法上の大統領権限

つぎに，Ｃ行政権の拡大，または立法権の侵害について，さらにくわしくみ

てみよう。ラテンアメリカにおいて一般的である行政府による立法権行使は，

ドミニカにおいてもみられる。ここでは，立法上の大統領権限を，Ａ発案権，

Ｂ拒否権，Ｃ命令制定権の３つに分類する。

Ａ発案権とは．議会にたいして法律案を発案する権限であるが，これによっ

て「その法律案がほとんど変更されることなく議会を通過する傾向がみられる」

（清水１９６１：２９）がゆえに，現実にはきわめて重要な立法上の大統領権限と

なっている。前章にならって，この発案権の規定を，（１）１９２４年パスケス憲法，

(2)１９４２年トルヒーヨ憲法，（３）１９６３年ポッシュ憲法，（４）１９６６年パラグール

憲法について新鮫してみたが，ほとんど変化はない。

(1)３４条に，法律の発案権を有する者として，ｂ）行政府（Ｅ１ＰｏｄｅｒＥｊｅ－

ｃｔｉｖｏ）が，ａ）上院議員および下院議員，ｃ）司法関係については最高裁判所，

の３者があげられている動そして，大統領権限としても，４９条１９に明記さ

れている。

(2)同様に，３４条にｂ）共和国大統領（ElPresidentedelaRepliblica）

があげられているが，４９条には記述はない。

(3)１１５条に，(2)とをったく同様の記述がある。

(4)３８条に，。）選挙に関しては中央選挙委員会を追加して，同様の記述があ

る。

Ｂ拒否権とは，行政府＝大統領が「議会によって可決された法律案を受理し

た後。一定期日内にこれを承認し，もしくは拒否する権限を与えられている」

（清水１９６１：３０）ことである。しかし，議会はこれを覆す権限をもっている

ので，本来は停止的かつ条件的拒否にすぎたい。その結果，「ラテン・アメリ

カ諸国における大統領の立法拒否権は，立法技術的にはかなりすすんだ規定を

もちながら，実捺にこの条項が行使されるという事例はきわめて少ない」（同

上：４１）。Ａと同様に４つの憲法を比較してみると，表現形式は変化しても，

内容には雀ったく変化がなく，事実上死文化していることがみてとれる。

(1)３７条，補遺】～３をともなう。

(2)３７条。変化なし。
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(3)118条。ただし，補遺ｌ～３が本文中に組みこまれている。

(4)４１条。ただし，旧補遺１が本文末尾に追加され，１日補遺２および３が補

遺１および２に改められている。

Ｃ命令制定権（Potestadreglamentaria）とは，本来は大統領の行政権

にもとづき，議会によって制定された法律の施行上の細則などを制定する権限

である。「しかるに，ラテン・アメリカのほとんどの国家において，いわゆる

命令法は，立法部によって制定された法律にあたらしい実質的な内容をもつも

のを加え，法律の形成のみならず，その精神を変更するようなことが行左われ

ている。このようにして，ラテン・アメリカ諸国においては，本来，行政権に

もとづくところの命令制定権が，実質的には立法権に変質するに至っている」

（同上：４３）。

同様に４憲法を比較したが，「国民議会の」という語が(4)において追加され

ただけで，実質的な変化はない。

(1)４９条３，「法律および決議を公布し公刊させ，誠実に執行されることを

監督する。必要な場合には，規則（reglamentos），命令（decretos）および

指示（instrucciones）を発する」。

(2)まったく同じ。

(3)128条２，変化なし。

(1)５５条２，決議に「国民議会の」が付加された。

Ｃ緊急命令制度とは，緊急時にかぎって行政府が立法府権限を行使しうると

いうものであるが，この規定の有無が４憲法の性格の差異を明確に示している。

Ｃ１－１）をず，国家緊急事態の宣言を，議会が閉会中の場合には大統領に

ゆだれるという，(2)トルヒーヨ憲法においてはじめて登場する規定についてみ

てみよう。

(1)議会の権限を規定した３３条に，「国家緊急事態の宣言」の規定そのもの

かみあたらまい。

(2)３３条８，「国家主権が重大かつ緊急の危機に瀕している場合，議会は国

家緊急状態にあることを宣言し，との憲法の第６条第２号から第１２号までが

定める個人の権利を停止することができる。議会が閉会中の場合には，共和国

大統領は，同一の措置を発令することができるか，同時に，緊急事態とその対

応措置を報告するために１０日以内に開会するよう議会を招集しなければなら
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ない。反対に，議会が開会されない場合には，その措置は自動的に解除される

ものとする」。

(3)１１４条８，「国家主権か重大かつ緊急の危機に瀕している場合，議会は国

家緊急事態にあることを宣言し，生命の不可侵をのぞいて，この憲法の第５５

条が定める人権の行使を停止することができる。議会か閉会中の場合には，共

和国大統領は，緊急事態とその対応措置を報告するため議会を招集し，かつ同

一の措置を発令することができる」。ここで注目すべきことは，その革新性に

もかかわらずポッシニ憲法は，緊急時における大統領権限の拡大を認め，「１０

日以内の議会の開会」という歯どめをも削除していることであろう。

(4)３７条８，瞳とんど(3)に同じ。たんに，生･命の不可侵のまえに「との憲法

の第８条第１号が定める」がつけ加えられ，この憲法の第５５条が定める人権

の行使が「個人の権利行使」と短縮されているような，表現の差異しかない。

Ｃ１－２）つぎに，議会が閉会中で「行政上の緊急の必要がある場合」，歳

出法の項目変更ならびに流用を行政府に認めるという，やはり(2)トルヒーヨ憲

法に初出する例外規定についてみてみよう。

(1)１０２条の歳出法の項目変更ならびに流用の禁止の規定には，このような例

外規定も含めてをったく補遺がたい。

(2)１０４条補遺５，「行政府は，議会が休会中，行政上の緊急の必要がある場

合，歳出法に影響を及ぼす公職または公共事業の設置または廃止のために必要

とする場合，歳出法中の項目の変更，使途の変更を命令一法（decreto-にy）

によって行なうことができる。ただし，その場合，その措置を次の会期に議会

に報告し，承認を求めなければならない」。ここからは，緊急時を名目的理由

とするＤ予算支配.権の強化と立法府軽視とかうかがえるであろう。

(3)172条。トルヒーヨ憲法の１０４条補遺１および２が本文中に組み入れられ

ているが，補遺３以下例外規定の５までは削除されている.

(4)１１５条。トルヒーヨ憲法１０４条がその戎支復活されており，補遺５末尾に

「との規定に該当する場合，行政府は，次の会期に議会に報告することを条件

に，行政上の費用に必要な公金を支出することができる」が追加され，むしろ

予算支配権が強化されていることがみてとれる。
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Ⅳ人権規定

最後に，人潅規定について４つの憲法条文の比較検討を試みることにしよう。

顕著な変化としては．やは，トルヒーヨ憲法における貧弱さ（パスケス憲法の

１７条項から７条項への鑓的退化！）と，ポッシニ憲法およびパラグール憲法

における充実（３０条項および３７条項）とが目につく。

(1)パスケス憲法第６条の規定は以下のとおりである（カッコ内は相応する現

行懸法の条号を示す）。

同条Ｉ生命の不可侵（８－１）

同条２労働の自由（８－１１）

同条３信仰の自由（８－８）

同条４教育の自由（８－１６）

同条５表現の自由（８－６）

同条６結社・集会の自由（８－７）

同条７所有権の尊重（８－１３）

同条８通信の秘密（８－９）

同条９住居の不可侵（８－３）

同条１０移動の自由（８－４）

同条lliil遺物の所有権（８－１４）

同条１２人身の安全（８－２）

何条同号ａ）債務拘束の禁止（８－２－ａ）

同号ｂ）令状なし逮捕の禁止（８－２－ｂ）

同号ｃ）二重裁判の禁止（８－２－ｈ）

同号。）逮捕は４８時間以内（８－２－．）

同号ｅ）無理由逮捕者の釈放（８－２－ｃ）

(2)トルヒーヨ悲法は，以上のうち９号以下を削除している。直前の１９３４年

憲法まではパスケス憲法を踏襲していたのだから，これは突然の改悪といえる。

とりわけ，同条９住居の不可侵と同条１２人身の安全の削除が，当時の独裁政

治を反映しているように思われる（ただし，１９４７年憲法で復活している）。

(3)ポッシュ懸法においては，３０条へと飛瓢的な充実がみられる。

５５条生命の不可侵（８－１）
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５６条人身の安全（８－２）

５７条信仰の自由（８－８）

５８条私的裁判の禁止

５９条債務拘束の禁止（８－２－ａ）

６０条令状なし逮捕の禁止（８－２－ｂ

６１条無理由逮捕者の釈放（８－２－ｃ

６２条逮捕は４８時間以内（８－２－．

６３条拘束は４８時間以内（８－２－ｅ

６４条裁判の公開（８－２－ｊ）

６５条二重裁判の禁止（８－２－ｈ）

６６条国外追放の禁止

６７条結社の自由（８－７）

６８条組合結成の自由（８－１１－ａ）

６９条住居の不可侵（８－３）

７０条表現の自由（８－６）

７１条報道の自由（８－１０）

７２条通信の秘密（８－９）

７３条移動の自由（８－４）

７４条集会の自由（８－７）

７５条被勾留者名簿の公開

７６条被勾留者の保護

７７条政治犯の保護

７８条被拘留者の通信の保証

７９条拷問の禁止

８０条監獄の近代化

８１条人権侵犯にたいする抵抗の正当性

８２条人権侵犯は司法が担当する

８３条人権侵犯にたいする請願

８４条人権侵犯にたいする追求

これらのうちで，５８．６６条および７

１
Ｊ
１
Ｊ

これらのうちで，５８．６６条および７５条以下は，このような条文の存

在そのものかトルヒーヨ時代の人権抑圧状態を間接的にものがたっており，
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興味ぶかい。そして，これらの計１２条がパラグール憲法においては削除され

ていることに注目すべきであろう。

(4)パラゲール憲法第８条においては，ポッシニ憲法の３０条項のうち１８条

項，パスケス憲法の１７条項のすべてが含まれ，計３７条項（１７号および２０

項）からたっている。初出の１６条項のみをつぎに示そう。

８条２ｆ）被勾留者の無許可移動の禁止

同条同号ｇ）被勾留者の召喚

同号ｉ）黙否権

司条５法律のみへの服従

同条１ｌｂ）国家による労働者庇護

同号ｃ）利潤への労働者参加

同号。）ストライキ権

同条１２企業の自由

同条ｌ３ａ）大土地所有の禁止

同号ｂ）国営企業の協同組合化

同条１５家族の保護

同号ａ）妊婦の保護

同号ｂ）住宅の奨励

同号ｃ）結婚は家族の基礎

同号。）既婚婦人の権利保証

同条１７社会保障（対老人・貧者）

以上のような条文の充実ぶりからは，労働組合の目的を非政治的なものに限

定している点（８－１１－ａ），使用者のロックアウト権をストライキ権と同等

に認めている点（８－１１－．）など，気にたる箇所はいくつあるとはいえ，い

らおう近代的憲法の体裁を整えていることを認めてもよいだろう。

Ｖ結

垂胆

以上の分析をまとめてみるとつぎのようにたる。すなわち，１９２４年パスケ

ス懲法を比較分析の出発点と考えると，１９４２年トルヒーヨ憲法は・おおはば

た大統領権限の拡大．とりわけ立法権への浸食がみられ，また人権規定におお
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はばな削減が行なわれているところから，これをいわば「独裁憲法」と呼んで

もさしつかえたいといってよい。１９６３年ポッシニ憲法は，大統領権限の強大

さにはほぼ手つかずで部分的修正にとどまっており，人権擁護への配慮とくら

べると対照的ですらある。この点において，ワイマール憲法に範をとり文化・

教育面において画期的発展をとげたとされる同憲法における，強大な大統領権

限というラテンアメリカ的伝統の根づよさをみてとることができる。１９６６年

パラグール憲法は，トルヒーヨ憲法の復活というよりは再強化といってよいほ

どの大統領権限の専横的拡大がみられるが，他方では，人権規定の充実という

近代的側面をもあわせもっている。ついでにいえば，との二面性と，ポッシュ

憲法をも含む強権大統領制という４憲法の共通性こそが，１９７８年改革党パラ

ゲールにたいするドミニカ革命党クスマンの勝利という政権交代にもかかわら

ず，い童だ憲法改正か行なわれていないことの理由のひとつであるといえよう。

以上のような分析方法は，成文憲法と実際に実現されている憲法のあいだに

#仏離が存在するかぎり，一般的にその有効性には限界がある。しかし，ラテン

アメリ力のように，政権交代のたびに憲法改正が行なわれる「軟性憲法」をも

つ国では，逆に，政治上の変化が成文憲法上に反映する度合いが大きいがゆえ

に一定の有効性をもちうるものと考える。今後は，いわゆる独裁憲法の比較

分析や，実効憲法とのあいだの乖離の実証研究などをつうじて，ラテンアメリ

カにおける国家の独自性を追求していきたい。

末尾ながら，第２０回ラテンアメリカ政経学会（１９８３年１０月８日天理大

学）における筆者の報告にさいして，質問等をつうじて多くの教示を与えて下

さった方たちに謝意を表し注す。（１９８４－９－１２）

注

①「南アジア諸国においては，決定された政策か．仮に立法化されたとしても，しばしば執行

されず，政府当局か政策を策定する場合でさえ，国民に義務を課すことを嫌うという意味にお

いて，いずれも『軟性国家』（softstates）である」（ミュルダール１９７４；５１）

②エヴアズは。周辺国家の機能を。(1)世界市場への挿入の保証，(2)市場の一般法則の賦課，（３）

労働力の自由裁量の保証，(4)生雍の物質的一般条件の保証の４つであるとし，それを遂行する

媒介として，(1)貨幣，(2)法律，(3)イデオロギー，(4)暴力をあげている。い式だ図式的で十分な

概念形成かなされているとはいいがたいか，注目に他する試論であるといえよう（Eversl979

：144-167）。また，グェルゴプロによる興味ぶかい周辺国家論の紹介（若森１９８４：６５
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－６７）,周辺部における政治的審級と経済的審級の特殊な関連についての本山氏に上る考察を

も参照されたい（本山１９８２：101）｡

③この比較研究の出発点とたつとラテンアメリカ憲法史研究の重要性の指摘については，（橋

本1981）を参照。ドミニカ共和国をこの比較研究の出発点として選んだのは，アメリカ大

陸最初のスペイン植民地であったこと，トルヒーヨという独裁者が存在したこととともに，唯

一の資料提供国であったという，走った<偶然の理由に主としてよっている。

文献目録

アミン，Ｓ､薯原田金一郎訳『周辺資本主義櫛成体論』柘植書房，1979年

大阪経済法科大学比較憲法研究会「対訳卜･ミニカ共和国憲法」『法学研究所紀要』４号,1983年

３月おとび５号，１９８４年３月

清水望「ラテン・アメリカ諸国における憲法の動向について－とくに大統領の立法上の権限を

中心として－」国立国会図書館調査・立法考査局，1961年２月

衆参両院法制局他択『和訳各国憲法集』1955-1959年

橋本久「ラテンアメリカ憲法史への模索（一）－『革命のニカラグア』を読んで－」『法学

研究所紀要』創刊号,1981年６月

ヒル，nＧ.薯Ｇ・アンドラーデ．村江四郎訳『ラテン・アメリカ－その政治と社会_東

京大学出版会，1971年

ミュルダール,Ｇ,薯板垣与一監訳『アジアのドラマ』東洋経済新報社，1974年

本山美彦『貿易論序説』有斐閣，1982年

若森章孝「接合論の展望」『経済評論』1984年２月

ArturoPenaBatlle，Manuel（ed.）；ConstitucioH1poliLicayreformascoYustiLuciom1es

l8Jl4-1942,1982．

BartlowMartin，Ｊｏｈｎ；OvertakenbyEvents：ＴｈｅＤｏｍｉｎｉｃａｎＣｒｉｓｉｓｆＴｏｍｔｈｅＦａｌｌｏｆ

ＴｒｕｊｉｌｌｏｔｏｔｈｅＣｉｖｉｌｌＸ危r，1966．

"Constituciondelarepublicadominicana”，GacetaOficialD1955D1959Djun．1960,

ｄｉｃ、1960,1961,1962,1963,1966．

CalderDBruceJ．；ThelmpactoflntervenLion：TheDominicanRepublicduri噸ｔｈｅＵ.Ｓ・

Occupationofl961-1924,1984．

EdwinFagg，Ｊｏｈｎ；CubaDHaiti＆TheDominicanRepublicpl965．

１４



EversPTilman；、lestadoenlaperiferiacapitalista，1979．

Gleijeses，Picro：TheDominicanCri8is：Thel965ConsLtutionalistRevoltandAmer-

icanlnewemtion，1978．

Hoetink，Ｈ，；TheDominicanPeoplel850-1900：NDteBaHistoricalSocio1ogy，198a

Wiarda，ＨＤｗａｒｄＪ．；TheDDminicanRepublic：NaLimmTransition，1969．

Wiarda，HowardJ．＆Kryzanek，MichaelJ．；TheDominicanREPublic：ACaribbean

Crucible，1982.

１５


