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昨年の研究大会で、筆者は「ブラジルの農業開発プロジェクトとカトリック教

会」と題して、日・伯政府間の技術・資金協力プロジェクトとして進行中のセ

ラード農業開発計画と、これを批判するカトリック教会の動きについて報告した。

本稿に於ては、前回の報告を補足すると共に、セラードョ十画を批判するに至った

ブラジル・カトリック教会側の近年の動向を、いわゆる「解放の神学」も含めて、

ブラジル・カトリック教会の歴史の文脈の中で考察し、今後の展望を試みること

としたい。

I、セラード農業開発プロジェクトとブラジルのカトリック教会。

１．教会がセラード・プロジェクトを批判するに至った経緯。

１．１．農業技術協力（日本側の意図）

1974年９月、田中首相訪伯の際、伯政府からの協力要鋼に対し日本側は共同声

明で協力の意図表明をしたが、当時の日本側の考え方は、（イ）第一次石油危機

直後の資源ナショナリズム高揚期でもあり、飢えている国民がいる国から食料を

持ち出すのは危険、（ロ）ブラジルの内陸部から日本まで輸送するのはコストが

かかり過ぎる（輸送費の軽減をはかるアジア・ポート櫛想は、これより更に５年

後に伯側より提案された）、（ハ）主として生産性の低い牧畜に利用されている

広大なセラードが、日本の技術協力により農地に変り、世界全体の需給バランス

が少しでも日本等の消費国側に有利になれば（例えば、ブラジルが小麦の自給を

達成し、アルゼンティンから輸入しなくなれば）必ずしもセラードの産物を日本

に輸入しなくても良い、というもので、従って日本側としては、政府間の純粋な
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技術協力にとどめて魁こうという考えであった（１）。

1.2試験的事業

翌1975年、ブラジル巡邦政府は、同政府のプロジェクトとして、インフラ雛Ｍｉ、

農事試験場建設、特別融資を組み合せたセラード拠点開発計画（POLOCENTRO、

12拠点計300万ヘクタール）を開始したが、翌1976年９月のガイゼル大統領の

訪日を契機に、この事業の一部を日本と共同で行いたい旨要請、翌1977年１０月「試

験的事業計画」に調印。この試験的事業は、５千万ヘクタールに上るミナス川内

のセラードのわずか１／1,000のスケール（５万８千ｈａ.）で、モデル農場をつ

くるというものであった（伯側51％出資。日本側49％、うちＪＩＣＡ半額、その

他48社参加。入植腿家94戸、農企業２）。

１．３．三州開発調査報告

1978／79年、政府間の技術協力として、ミナス州のみでなく、ゴイアス州、エ

スピリト・サント川も含めたセラード地帯を対象とする「三川開発調査」が国際

協力事業団（ＪＩＣＡ）の手により行われた。これは単なる開発可能性予徽調査

で、その調査報告欝がブラジル政府に提出されたが、三川内のセラード8100万ｈ．

ａのうち4600万が農業適地で、そのうち3400万は国内向生産、残りの1200万ｈａ

で輸出用のトウモロコシ、大豆、コウリャンを年間3000万トン生産できる可能性

を示唆したものであり、これには農地改良のほか、鉄道、倉庫、サイロ建設等に

多額の新規投資が必要とされた。

１４．伯下院における批判発言

1980年４月、パラナ州選出連邦下院議員HelioDuqueが、「伯政府企画省Ｉ

ＰＥＡ研究所の反対にもかかわらず、ＪＩＣＡプロジェクトが実施に移されつつ

ある。日本は6000万ヘクタールのセラードを支配し、シカゴに対抗して東京に国

際穀物取引所をつくろうとしている」旨批判（その後９月には、ゴイアス州選出

AdemarSantilloが、下院内にＪＩＣＡプロジェクト調査特別委員会を設圃する

よう提案）。

１．５．カトリック教会の反対

カトリック教会は、前期下院における批判発言に直ちに応呼し、ブラジル全国

司教会（ＣＮＢＢ）の名で反対声明発表。同年８月には、農地問題司牧委員会（Ｃ

ＰＴ）が、ミナス州、ゴイアス州の35の農業労働者組合の代表を集め、迎名でＪ

ＩＣＡプロジェクト反対声明発表。
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２．セラード開発Hf画批判の背景

以上のとおり、批判側はミナス州内のセラード総面積のわずか１／1,000のス

ケールの「試験的１１K業」と、政府間の技術協力による三州のセラードを対象とし

た単なる「開発可能性予備調査」を直接結び付け、「試験的事業」が「開発可能

性予備調査」に従い、あたかもセラード全域で開始されたかのような騒ぎ方をし

ている。

更に同年11月、大統領府報道官アレシャンドレ・ガルシーアが「アジアから１

千万人の移住者が、セラードに入植する可能性がある」と発言し、火に油をそそ

ぐ結果となった（日本大使館同発言否定、ＪＩＣＡプロジェクトなるものは存在

しない旨説明。１２月に述邦下院で、スタビーレ腱相、レゼンデ運輸相、ＪＩＣＡ

プロジェクトの存在否定説明）。

２．１伯企画省ＩＰＥＡ研究所の反対

前期、１．４．のＩＰＥＡ研究所のＪＩＣＡ「三川開発調査報告ｌ批判の主要点は、

単一作物栽培は国際市場の寡占に従属するということと、輸送手段の改善、貯蔵

施設の建設に多額の借款を必要とするというものであるが(2)、同研究所自身が

提示しているセラード利用の代替案（アルコール抽出のための砂糖キビ栽培用に

800万ｈａ.、メタノール抽出ユーカリ植林550万ｈａ.、ババスやし、マンジオカ、

マモナ油用550万ｈａ、計2000万lLa以下）は、目新しいものではなく魅力に乏し

い上、ＪＩＣＡの計画でも国内向生産に3,400万ｈａを留保(輸出用はその約１／

３の1200万）しているので、その中で充分対応できる。輸送手段の改良と貯蔵施

設の建設には、確かに多額の投資を必要とするが、これは大農のためだけではな

く、むしろ中・小農の自立に不可欠であり、また既に多額の対外民間悩務を抱え

ているブラジルに対し、外国政府・国際機関からの低利の借款の可能性があるの

は、この種のプロジェクトしかあり得まい。

２．１．セラード開発計画批判の背蟄

ミナス川内の伝統的地主オリガルキーの州内新興勢力と州外の勢力の精ぴ付き

に対する反撲がある(`)。わが国への協力要譜の発端は、ミナス州政府のセラー

ド開発計画（ＰＡＤＡＰ）を、日系産業組合コチアと提拠して実施していたアリー

ソン・パウリネリ同州農務長官が、1974年３月連邦政府農務大臣に就任した時か

ら始まった。

他方、批判発言の先端を切った前述の下院繼圖の選出母体パラナ川は、当時輪

－３０－



出用の大豆を投機的に栽培して失敗し、農地を手放した農家が相当数あったのと、

農家の二・三男の分家独立に、農地価格の安かったセラード入植を目指していた

ことが、この批判発言の背後にあると思われる。

更に、「アジアから’千万人の移住者がセラードに入植する可能性がある」と

いう大統領府報道官の発言のニュース・ソースは、同人によれば、日本のあるカ

トリック関係者から出された由。この場合アジアからというのは、日本からとい

う意味ではなく、台湾、韓国、フィリッピン等を指す模様であるが、１千万とい

う数字の根拠は不明である。’千万という数字で思い出すのは、従来ブラジルで

は、アマゾンへ外国難民が’千万人移住して来るというデマが周期的に流れるが、

これはブラジル人の大国意識と裏腹のブラジルの天然資源が外国に取られるとい

う被害妄想が生むものであり、応々にしてこの種のデマは、ブラジル人のナショ

ナリズムを刺激することをねらって流すものが多いようである。

セラード批判の書“UmaOcupacaoJaponesanoCampo，,（1984年、リオ、ＩＢＡ

ＳＡ発行）は度々ＪＩＣＡの「三川開発報告」の前文「セラードは聖瞥のいう密

の流れる約束の地…」を引用しているが(6)、このような表現は、ブラジル人の

大国意識を刺激し、被害妄想を生むだけではないか。

３．試験的事業の拡大と、セラード批判の再燃

３．１．試験的事業の拡大

セラード開発計画批判が下火になった1981年（５）、伯政府より、「試験的事業」

拡大の要請があった。これは、セラード地域が広大で、前記三川のほか、南マッ

ト・グロッソ州、ゴイアス州、バイーア州等異った特性を持つ地域にも及ぶので、

各州にモデル農場をつくる必要があるというものである。翌1982年６月訪伯した

鈴木首相が協力拡大意図表明、同時に田沢農相が「セラード開発計画に対する大

農企業の過度の参加を懸念する」旨発言したところ、カトリック教会側から「個

人入植者より、大農企業の方が日本資本がコントロールしにくいから、これを排

除しようとしている」との批判が出た(｡)。日本側は、おそらく、輸出向大農企

業のみに日本が協力するというイメージを与えるのは好ましくないことと、セ

ラード地帯での中規模目営農創設への期待を込めた発言だったと思われるが、広

報不足から無用の誤解を生んでいるといえよう。

３．２．カトリック教会からの批判再燃
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日本側の前記協力拡大意図表明に対し、同年８月、カトリック教会側は「1980

年の批判が収まったとみなして、試験的事業が50万ヘクタールに拡大されようと

している」との警告を発した。次いで1984年１月、ゴイアニア土地問題司牧委員

会（カトリックの組織）からの資料提供による（同書の．はしがざにその旨明

示）セラード開発計画批判の前述２．１．の瞥．UmaOcupacaojaponesanocampo（農

村部における、ある日本の支配）”163頁が、リオで出版された。

更に1984年５月のフィゲレード大統領の訪日直前の４月に、ブラジル全国司教

会（ＣＮＢＢ）のイポ・ロルシャイステル会長が来日して、ＪＩＣＡ等を訪問し、

「セラード計画は、貧農の土地を奪うものだから、日本側は協力をやめるよう」

要請した由。当時は、まだ事実上の軍事政権だったので、カトリック教会側は自

国政府に働きかけるより、日本政府側に要請した方が効果的と考えたのであろう。

この要請に対する日本側の対応振り、その後のフォローについては明らかにさ

れていない。

結局1984年５月のフィゲレード大統領の訪日を契機として、日本側の協力拡大

が閣議了解された（但し伯側要請の50万ヘクタールが対象ではなく15万ヘクター

ル）。

1985年３月の民政復帰後、カトリック教会は、農地改革の即時実施キャンペー

ンに精力を集中しているが、1986年１月同教会系雑誌“ＶＯＺＥＳ”に・ブラジ

ル農業開発への代案扇と題する特集を組み、大慶方式によるセラード開発計画批

判を引き続き展開している。

４．カトリック教会側のセラード開発計画批判の問題点

そもそも、1975年頃から、ブラジリア周辺の地方都市の教会における説教で、

神父連は「セラード計画は貧農の土地を奪うものである」として、反対を表明し

てきた。しかし、前記1.2の日・伯合弁の試験的事業が行なわれた地域内で、貧

農ないしインディオが追い出されたという話は聞いたことがない。ただ日・伯合

弁の試験的事業が順調に進むのを見て、その周辺の地主が土地の値上りを予測し

て貧農を追い出したという新聞の記事は、何回か読んだことがあるが、それがど

れ程広域にわたっているかは不明である。1984年に出版された前記セラード開発

計画批判の香にも、追い出された貧農の具体的な数字とかその範囲とかIま出てこ

ないし、従来試験的事業の対象とされた地域とインディオ保護区は、大きく距っ

－３２－



ている。

やはりこの批判の背景としては、1972年のブラジリアにおけるインディオ布教

者集会（ＣＩＨＩ）、1975年のゴイアニアにおける第１回インディオ布教者総会

を経て、教会が先頭に立って、貧農の土地を守ろうという神父達の意識が、尖鋭

化してきたことが原因となってきているのであろう。

更に根本的な問題は、カトリック教会側はこの広大な殆んど利用されていない

ヤセ地セラードをどう利用して行こうとしているのか代案がはっきりしない（今

のところ前記２ＬのＩＰＥＡ案とか、３２．の雑誌ＶＯＺＥＳの特集＝主として機

械化農業による地力の消耗を懸念し、有機農業を示唆している）点である。単に

留保地として残して置くとういのでは、世界的な人口増・長期的な食料不足傾向

の中で無策といえようし、ブラジル自体の国内人口増（教会は産児制限に反対し

ている）・都市集中にもやがて対処できなくなるのではないか。

５．カトリック教会関係者との対話不足

前記のとおり、カトリック教会側の反応は、いささか過敏と思われるが、前記

セラード計画批判書には、繰り返し、ＪＩＣＡが中心となっている「試験的事業」

なるものの性格が良く判らないという表現が出てくる。「ＪＩＣＡは米国政府の

ＵＳＡＩＤと同じく日本政府の援助機関だといいながら、この試験的事業には、

三井、三菱等の日本の大企業が48社も出資している。わずか６万ｈａの試験事業

に日本の一流企業が顔をそろえる筈がない。やはりこれはブラジルのセラード全

域6200万ｈａ､の日本資本による支配をねらっているとしか思えない。ブラジル側

の出資24社が計51％の株を保有しているとはいえ、この中には日系資本の南米銀

行の2.5％＝同書には誤って東京銀行の支店と同じと書いてある＝が含まれてい

るし、この試験的事業に対する融資を日本側が一手に握っているので、結局日本

側の意のままにコントロールされるであろう(7)」と結論付けている。

日本では、海のものとも山のものともつかない試験的事業には、経団連が中心

となってお祭りの時の寄付のように、顔役が皆出資させられるという習慣や、国

際協力事業団法第21条の３号業務の説明を、日本側から充分に行うべきであろう。

前記セラード開発計画批判書によれば、「1982年４月モンテ・カルメロ土地問

題・地方司牧委員会が入植者と一度面談したところ、二度と会わないよう日・伯

合弁事業実施会社ＣＡＭＰＯから警告された(8)」というし、ブラジリアのＣＡ
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ＭＰＯの職員に、直接何を尋ねても「外部の者に何か話すと、日本llllがこのプロ

ジェクトから手を引く怖れがあるので話せない」と答えると述べている。またＣ

ＡＭＰＯ社の組織図自体、網の目のように複雑な図式で示されており、故意に外

部の者に判りにくいようにしていると記している。更に「このように日系のコチ

ア産組を尖兵とし、一般の注目を引かないよう用心深く既成事実を積み上げて行

くやり方は、日本の対外進出一般に見られるソフィスティケートされた型の支配

に外ならない⑬)」と決めつけている。

このように、日本の企業進出一般に対する批判にまで広がっているにもかかわ

らず、日本側は、広報は一義的にＣＡＭＰＯ社、もしくは、ブラジル政府が行う

べきであるという形式主義に逃げ込み、ＣＡＭＰＯ社も、ブラジルの商業マスコ

ミに通り一遍の記事資料を流しているだけのようである。

ブラジルのカトリック教会は、１１０ヶ所の短波ラジオ放送局を全国各都市に持

ち、内部分裂を抱えるものの60種の新聞、雑誌等固有の－大報道手段を所有し、

商業マスコミと対時している。また長期的に見れば、経済成長の中で益々所得格

差が拡大するラテン・アメリカ社会の中では「教会が貧しい者の側に立つ」とい

う姿勢は、基本的には健全な社会建設への復元力となり得よう。

従って、教会関係者、特にブラジル全国司教会（ＣＮＢＢ）と直接対話する姿

勢が、強く要請されている。

Ⅱブラジルのカトリック教会の最近の動向

１．「解放の神学」を中心とするカトリック左派

それにしても、近年のいわゆる「解放の神学」グループを中心とするカトリッ

ク急進派の主張は、相当過激化しているといえよう。例えば、ブラジルで発行さ

れているカトリック系の諸雑誌、VidaPastoral，RevistaEclesiasticaBrasileira，

GrandeSinal等々を見ると、特に農地改革の実施の遅れに対するいらだちから、

感情的ともいえるサルネイ政権批判を展開している。ブラジルの解放の神学のス

ター、レオナルド・ボブによれば、「貧しい者を客体化し、貧しい者が主体にな

れない慈善活動も、また、経済発展はもたらしても少数者の利益にしかならない

現行の生産関係を変えようとしない改良主義も、ともに乗り超え、現在の社会を

変革せねばならないいい」ということになるし、「解放の神学はマルクス主義か

ら、経済的基礎檎造の重視、階級闘争の観点、宗教を含めたイデオロギーのまや

－３４－



かし、という概念を摂取し，道具として使いこなさなければならない('１）」と続

く。同人の著書にある解放の神学の実践の場、信仰基礎共同体（ＣＥＢ）では信

者が、黒板に資本主義を腐った実をつけ、毒のある根を持つ樹木として描き、ま

た、ヨハネの啓示（黙示録）を学ぶコースでは、黒板に描かれた七つの頭の竜（註、

12章９節悪魔サタンのこと）のひとつひとつの頭に名前を付けさせると、「多国

籍企業」、「治安維持法」、「対外債務」、「軍事政権」等々と書くという。（１２）

ここまで来ると、聖書解釈から離れた、ブラジル伝来の「民衆カトリシズム」

と通底しているという感じがする。

ブラジルのカトリック聖職者のうち、この左派に分類されるのは、主としてド

ミニコ修道会のほぼ全員、イエズス会、フランシスコ会、カルメル会員の過半数

及び女子修道会の相当部分を占めるようである('0)。他方、これと対抗する右派

Cruzistaも、東北伯を中心に、全国で313の司教区のうち、最盛時は140の司教区

で優勢を示していたが、最近低落傾向にあるというⅢ''・

左・右イデオロギーの異なる分子を抱えたブラジルカトリック教会をまとめる

政治力を発揮してきたブラジル全国司教会（ＣＮＢＢ）は、ローマ教皇庁ラッチ

ンガー枢機卿の指示に対し、1985年４月の総会に於て、「解放の神学と呼ばれる

ものには、不明瞭さや混乱が散見されるが、人間の解放を求める連動と神の王国

の実現の間のつながりを明らかにしていることにより福音を益するものである

（決議Ｎｑ５、筆者訳）」との決議を行っている。

ブラジルの貧富の差の大きさや富める者の不法の横行に日常直面している第一

線の神父達が、無力感、あるいは社会改革の熱望につき動かされるのは、極めて

自然な感情といえようが、このような不公平な社会は、なにも今始まったばかり

のものではない。従って何故近年に至ってこのような連動が顕在化したかが問わ

れねばなるまい。

２．ブラジルのカトリック教会が抱える問題

２１．農村人口の都市流出と教会離れ

オックスフォード版世界キリスト教百科事典（1986年教文館翻訳出版740頁～）

によれば、ブラジルの総人口の94％は、キリスト教徒（うち、カトリック８７．８.

プロテスタント４強）であるが、カトリック教徒の15.7ポイントはスピリティス

ト・カトリックであり、また、アフリカ起源のウンバンダ、マクンバ、への参加
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者を加えると約30％が、カトリックとその他の宗教を混交している（シンクレ

ティズム）由。更に同事典によればキリスト教以外の宗教を信仰している者の割

合は、アフロ・スピリティスト２％（253万人）、新興宗教0.4％（50万人）、仏

教0.3％（39万人）、ユダヤ教0.2％（25万人）となっているが、これらの数字は、

あくまで国勢調査の時本人が申告した公式数字で、実情は例えば成長の家だけで

も200万人（うち９割以上はブラジル人）、ＰＬ２９万人、救世教11万人等と一般

にいわれている。

一方、ブラジルにおける日曜ミサの出席率は、地方都市の60～70％から、大都

市になると10～15％と激減し、人口の大都市集中による教会離れが顕著である。

ブラジルの農村人口の都市流出は特にこの20～30年間はすさまじく、1960年代約

1800万人、1970年代約2400万人、とされており、このうち約４／５が都会に出て

くることにより、教会離れしていると見られ、更にその相当部分が、いわゆる新

興宗教に吸収されている模様である。

２２カトリック教会関係者の危機感

この信者数の減少にカトリック教会関係者が、危機感を抱いているのは確かで

ある。例えば1987～99年間のブラジルカトリック教会宣教方針(DiretrizesGerais

deAcaoPastoraldalgTejadoBrasill987-99)の第1011項には、教会の直面する問

題として、（イ）東洋起源の新宗教の成長、（ロ）キリスト教各派のセクタリズ

ム、（ハ）司牧活動に対する挑戦と疑いの目、（二）文化一般の非宗教化、をあ

げている。

ブラジルカトリックの聖職者１万3149人（1981年、このうちブラジル人7,655人、

更にこの外約５万人の修道会士がいる）のうち、年間200名前後が聖職を離れ、

ここ10年間で約２千人が還俗したという(１s)。これは、やはり神父の現代社会に

おける宗教者としての無力感の反映といっても良いであろう。また、この同じ根

から、社会変革を志ざす神父の数が年々伸びて行く傾向が出てくる（日本側のセ

ラード開発計画関係者は、このようなカトリック教会側の危機感、農村人口の流

出に対する懸念を、はたしてどの程度意識しているであろうか？）。

２３．危機感に対する対応

1952年に設立されたブラジル全国司教会（ＣＮＢＢ初代会長エルデル・カマ

ラ）は、設立当初から、全国各地のお山の大将的な司教を、ローマ教皇庁と一線

を画するナショナルな路線でまとめ上げてきた。また執行部では、社会改革の主
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張を好意的に見る進歩的な司教達が優勢を占めてきた。

1962年から始まる第Ⅱヴァチカン公会議の「民の教会」路線が、ラテン・アメ

リカに入って「貧者への優先的支援」というスローガンに変わり、ブラジルでも

1963年ＣＮＢＢが社会改革、グラール政権支持声明を出している。1964年の軍事

クーデター後は、1971～73年にかけての反軍事政権ACaoCat61ica運動もあって、

約500人のカトリック司祭が、政府から弾圧され、軍事政権とＣＮＢＢの間にも

緊張関係が続いた。

他方、1969年、イエズス会がＣＮＢＢ支援のもとに開発研究所(InstitutoBrasil

eirodeDesenvolvimento)を設立し、教会側の現代の経済・社会問題に関する調査

・研究・広報活動を開始した。ちょうどこの時期は、ブラジルで従属論がもては

やされた時期であり、従属論の影響を多分に受けている。前述のカトリック教会

関係者との対話を保つ際も、この点を考慮に入れねばなるまい。

Ⅲブラジルカトリック教会の歴史から見た現代の教会の位置付け

1．ブラジル教会の伝統

ブラジル文化史の大著FernandodeAzevedo“AculturaBrasileira,,によれば、

ブラジルの植民地時代の３世紀間の文化史は、イコール教会の活動史であったと

いう(１６)。それ程すべての文化的・精神的産物が教会の活動によって生み出され、

あらゆる文化領域で神父が指導力を発揮していた。従ってイデオロギー、政治、

社会改革の分野のすべての運動、叛乱、革命にも必ず神父の参加者がいたと述べ

ている（ブラジルの最初の独立運動1789年のミナスの陰謀から、1817年のペルナ

ンプーコ革命への32名の僧職者の参加等々）。

GilbertoFreyre箸“CasaGrande＆Senzala'，では、砂糖大農園主の大邸宅の傍

にくっつけて建てられた教会（礼拝堂）が、ブラジル教会の大地主に対する従属

関係を象徴としているかのように描かれているが、これはsecular（俗人相手の）

聖職者であり、修道会の聖職者（religioso、主としてインディオ布教及び一般人

の教育に従事）は、ポルトガル人入植者がインディオを奴隷化しようとするのに

抵抗し、迫害されたり（1661年パラー、1684年マラニョン）、なかには南部のイ

ンディオ教化部落を襲撃する入植者を銃を取って撃退する者さえいた。

前述のFernandodeAzevedoによれば、カトリック教会こそ、教育の独占を通

じ広大なブラジルの言語の統一、地域差、文化差を縮少し、他方、侵略者のオラ
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ンダ人、フランス人を追い出した精神的指導者で、ブラジルの統一を保った殿大

の功労者ということになる('7)。

従って社会の変IlMIlnに、政治的神父が現れるのも、ブラジル教会の伝統のひと

つといえよう（1831～40年、執政時代のPadreFeij6等）。

２教会史の時代区分と近年のブラジル教会のナショナルな動き

教会関係者目からが、ラテン・アメリカに於けるカトリック教会の歴史を見直

そうという遮動CentrodeEstudosdeHist6riadalgrejanaAmericaLatima-CEHIL

Aが出版した``AvidareligiosanoBrasil(18），゜は、ブラジルのカトリック教会の歴史

を次のように時代区分している。

（１）植民地時代（宣教発展期1549～1759年）

…ポルトガル王室が宣教をコントロールした時代（Padroado制＝ローマ教

皇庁の影轡力小）。

（イ）イエズス会（ポ王室派遣）の宣教独占期（1549～1580年）。

（ロ）スペイン王室とポ王室の同君巡合時代、フランシスコ会、カルメル会、メ

ルセース会が宣教に加わる（1580～1649年）。

（ハ）各修道会の安定期、ポ王室の再興もイエズス会の宣教独占復帰とならず、

各修道会の安定期。初めてローマ教皇庁宣教計画による、仏、伊人神父グループ

来伯（1640～1759年）。

（２）宣教の危機の時代（1759～1840年）

…1759年のイエズス会の追放、啓蒙思想の流入による危機。

（イ）教会上層部が王室に忠実なのに対し、コインプラ大学の改革（1772年）、

ｕｓ.Ａの独立、フランス革命の影霧を受けた反樋威主義的、リペラルな神父の出

現。

（ロ）1808年のポ王室のブラジル移転に伴い、ローマ教皇庁使節がブラジル駐在、

影響力を行使し始める。ポ王室のリペラルな神父牽制のための修道会コントロー

ル（メルセス会、オラトリオ会の活勁停止）。プロテスタントの布教許可。民衆

カトリシズムの隆盛。

（３）ローマ教皇庁のコントロール強化期（1840～1962年）

（イ）教会改革期（1840-1889年）ドン・ペドロⅡ世の即位、国内政治悩勢の安

定と共に、教会のアンチ・リベラル色明瞭に。教会内の序列の回復、帝政とロー

マ教皇庁の協力強化。
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（ロ）神学校の教授Ihliに、ヨーロッパから来たグループ多数就任。古い修道会人

員不足。ドミニコ会、サレジオ会のインディオ布教活動活発化。

（ハ）民衆カトリシズムに対するローマ教皇庁神学の圧迫。

（二）教会の再組織（旧共和政1890～1821年）、1889年帝政から共和政移行に

伴い政・教分離｡皇帝の干渉無くなり、ブラジル教会益々ローマ寄りに。ヨーロッ

パの工業化、都市化、非宗教化に伴い、ヨーロッパの神父が新天地を求めて多数

南米へ。古い修道会ヨーロッパから指導屑導入。

（ホ）カトリックの再興（1922～1961年）、１日共和政体の危機の始まりから、教

会の社会jqnRll活発化。アクシオン・カトリカ（ムヅソリーニに協力）公認。アン

チ・リベラルカトリック教育の強化・反公立教育。公立教育における遡択制宗教

教育の復活。1939年ローマ教皇庁指導によるブラジル公会溌開(Mi＝ローマ化の頂

点。

（４）宣教刷新期（1962年以降現在まで）

1962年第Ⅱヴァチカン公会議での「民の教会」路線、ラ米に入って「貧者への

選択的支援」へ。教会内部が革新派と保守派に割れている危機。

以上の時代区分は、1945年の反ローマのナショナルな組織IgrejaCat61icaApos

t61icaBrasileiraの設立及び1952年のＣＮＢＢの設立を過少評価していると思う。

やはり第二次大戦の終った1945年を３．（ホ）の時代の終りとすべきではないか。

そうしないとファシズム時代のアンチリペラルな教会の活動が、1961年まで続い

たことになろう。いづれにせよ、上記時代区分でも、現代は、ラ米の教会が、ロー

マ教皇庁の規制時代から抜け出てラ米社会の現実を直視する時代に入っていると

見ており、今はローマ離れのナショナルな時代ということができよう。

３．今後の見通し

一般に、キリスト教は、二重の意味で歴史的な宗教といわれる。ひとつは時代

と共に変って行き、教会史は改革の歴史であると同時に歪IUlの歴史であるとまで

主張する人もいる。

ただもうひとつの意味で歴史的宗教といわれるのは、啓示宗教として、固有の

歴史観を持つためである。即ち歴史は神意に基づいて進行し、人間の内在的な努

力とは関係なく、神の王国（神の支配）がキリストの再蟷パルーシアと共に到来

するというキリスト教の根本的な教理に関係してくる。疵者の浅い理解に基づい

て平たくいえば、「人間は結局のところ人間を治めることができない＝エレミア
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１０：２３、詩蔚146：３」にもかかわらず、人間がおろかにも人間を治められると

感通いして、色々試みるのを神は好きなようにさせて週き、啓示のとおり時が至

れば、最後の審判を下し、神の支配を確立する。従って人間の極々の試みを、そ

のまま放って置くのが神の意志なので、この世の現体制へは従順に従うのが、ク

リスチャンの義務であるということになる。ローマ醤１３：１，２「すべての人は、

上に立つ橘威に従うべきである。なぜなら神によらない梅威はなく、およそ存在

している権威はすべて神によって立てられた（相対的地位に据えられた）ものだ

から」とか、ルカ２０：２２「ところでカエサルに貢を納めて良いでしょうか？」、

２０：２4イエスは彼等の悪だくみを見破っていった「デナリ貨を見せなさい。そこ

にあるのは誰れの肖像、誰れの記号ですか」、「カエサルのです」と彼等が答え

た。２０：２5するとイエスは彼等にいわれた「それならカエサルのものはカエサル

に、神のものは神に返しなさい」。

結局、宗教の政治への介入は、政治の側からの弾圧を呼び、結果としていづれ

は滅びる政治体制と共に、介入した宗教も滅びるということであろうか。もし、

そうだとすれば、現体制の変革を目指す、いわゆる「解放の神学」は、このキリ

スト教史観に反するとはいえまいか。

体制の変革を目指すならカトリック教会の組織たる信仰基礎共体ＣＥＢ（面白

いことにＣＥＢの起源のヨーロッパでは、反教会迎勤として生まれた）など利用

せず、植民地時代あるいは執政時代のブラジルの聖職者出身の指導者のように聖

戦を捨てて、教会の枠の外で活動すべきではあるまいか。

この点に関する前記Ⅱ１．のＣＮＢＢの決議やⅡの２．２の1987～99年宣教方針

（1030の105～８，．神の王国は、真に公正な社会を目標とした人間の努力を通

じ、今、ここで実現される。但し最終的な神の御業に関し、あいまいさ＝ambig

Uidadeは残る.…..．）は難解で、筆者の理解の及ぶところではない．

短期的に見れば、ブラジルの経済、社会悩勢は「解放の神学」支持派を増やす

状況にあるが、長期的に見れば，やがて長い伝統を持つカトリック教会の揺れも

どしが来るような気がする。既に「教会は貧しい者の意識改革conscientizacaoが

目的で、信者の政党活動は促進するが、変革のための直接行動には、かかわらな

い」と念を押す左派聖職者も出始めている。ＣＮＢＢの創設者のひとりで、ブラ

ジル・カトリック教会の最もカリスマ的な左派指導者といわれるエルデール・カ

マラ師は、２１年間勤めたオリンダ・レシッフェ司教を引退するに当って、1985年
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４月ＶＥＪＡ誌（４月１７日号、５～８頁）のインタヴューに答え「今日の聖職

者は、かつてのフットボールのスターのように個人プレーをすべきではない、…

聖職者は通り過ぎるが教会は残る…、我々がラジカル化しない方がすべて問題は

うまく解決する…、レオナルド・ボブだけではなく我々皆が、誤りが無いかどう

か再検討する必要がある…」極めて機嫌よく語っている。（了）
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