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はじめに

　全世界のカトリック信者およそ10億5000万人の頂点

に立つローマ教皇の中でも、特に19世紀末以降の歴代

教皇が、社会的弱者や貧者の権利擁護や彼らの生活改

善を訴えて回勅（encyclical）という文書を頻繁に出

していたことは前稿で論じたとおりである１。回勅の

論　　文

現代ラテンアメリカにおける貧困とカトリック教会（2）
－ラテンアメリカ司教会議（CELAM）総会決議録の歴史的考察（第一部）－

武田　和久
Kazuhisa Takeda

　Poverty and the Catholic Church in Latin America （2）: 
A Historical Study of the General Assembly Report
on the Latin American Episcopal Conference （Part I）

 

　My purpose in this article is to analyze the general assembly report of the Latin American Episcopal 
Conference （CELAM） from the year 1955 onwards, in order to examine the influence of the Holy See in 
deciding its principal guidelines.
　In the first half of 19th century the Catholic Church of Latin America was keen on reclaiming its authority 
and vested interests of the Spanish colonial period, and yet in the second half a change arose in this policy, 
a change that was initiated by papal encyclicals linked to poverty that served to motivate the hearts of its 
Churchmen. From the 1920s to 30s, Churchmen in poorer sections of the city began to carry out activities such 
as Catholic Action （CA）, and from the 1950s to 60s they organized the Basic Christian Communities （BCC）. 
The BCC helped in expanding the educational system among the poor, and in enabling them to identify their 
problems.
　Initially, the CELAM, which was founded in 1955, was eager to seek practical means of checking the 
expansion of the communism in Latin America, in accordance with the policy of the Roman Catholic Church. 
The resolutions of the Second Vatican Council （1962-65） however initiated a trend among the Churchmen to 
cooperate in alleviating global poverty, and a definite policy was decided during the Medellin Council （1968）. 
A central figure in the Council was Gustavo Gutierrez, author of the classical work Teología de la Liberacíon 
（1971）.

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
１　武田和久「現代ラテンアメリカにおける貧困とカトリック教会（1）－ローマ教皇回勅の歴史的考察（1800－
2008）－」、『人間科学』、第26巻、第２号、2009年、１-14頁。
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現代ラテンアメリカにおける貧困とカトリック教会（2）－ラテンアメリカ司教会議（CELAM）総会決議録の歴史的考察（第一部）－

内容は一般に開発途上国と呼ばれるアジア、アフリカ、

ラテンアメリカなどの実際の現場で貧困の撲滅に取り

組む教会関係者たちを鼓舞し、また彼らの活動精神の

拠り所として、各種会議の決議録にも諸影響を及ぼし

た。

　歴代ローマ教皇が発した諸回勅に刺激を受けた教会

関係者たちの活動は、開発途上国の中でもラテンアメ

リカで顕著だった。このことは、世界全体のカトリッ

ク信者のおよそ４割が同地域に集中していること、ま

たこの地域を国別に見た場合、大半の国においてカト

リック信者の数が国民の８割から９割を占めることと

関連していると思われる２。アジアやアフリカと比べ

てカトリック信者の割合が突出して高いラテンアメリ

カでは、教会関係者の信者への影響力が大きく、また

これに比例して、大小様々な規模の教会関連組織が設

立されている。

　ラテンアメリカにおける教会関連組織を域内レヴ

ェルで監督するのがラテンアメリカ司教会議（Latin 

American Episcopal Conference）である３。1955年の

設立から４度にわたり（1968、1979、1992、2007）ラ

テンアメリカ各地の都市を舞台に大規模な総会が開催

されている。総会の終了後には決議録が公にされ、ラ

テンアメリカ各地で司牧活動に携わる教会関係者の重

要な活動指針となっている。

　決議録の内容にはローマ教皇回勅の影響が認めら

れ、諸回勅を模範として貧困問題に取り組もうとする

ラテンアメリカの教会関係者の理想が窺える。しかし

その一方で、同書の内容には彼らが直面する現実が反

映されていることも確かである。事実CELAMは、掲

げた目標の実現を目指しながらも、時のバチカン上層

部の動向やラテンアメリカ各国の政治、経済、社会情

勢を受けて、その目標を修正せざるをえない場合もあ

った。ラテンアメリカの教会関係者たちは、いかなる

目標を掲げ、そしていかなる現実に直面し、活動の軌

道修正を迫られたのか。

　本稿では、CELAM総会が過去数回にわたり公にし

た決議録の内容を、その時々のバチカンの動向やラテ

ンアメリカ各国の諸状況を踏まえつつ通時的にたどる

ことにより、貧困の撲滅を謳うローマ教皇回勅のいか

なる内容がラテンアメリカで実際に活用され、またい

かなる諸情勢がその反映の足かせとなったのかを明ら

かにする。なお本稿は二部構成というかたちをとり、

今回の第一部においては、発足当初は貧困問題への取

り組みが及び腰であったCELAMが、20世紀中期以降

のカトリック教会を取り巻く状況の世界的変化を受け

て、この問題への積極的な関わりを表明するに至った

革新的変化を扱う。そしてこれ以後CELAMが同じく

諸情勢の影響を受けて保守的ならびに中道的路線をと

るまでの経緯については、第二部として別稿で論じる。

１．教会の二つのレヴェル

１－１．階層社会の構築

　本論に入る前に、まずはラテンアメリカのカトリッ

ク教会の動向や同地域の貧困問題の状況を、政治、経

済、国際関係を踏まえつつ、19世紀初頭にまでさかの

ぼって概観してみたい。ヨーロッパにおけるローマ教

皇回勅の内容の歴史的変遷について触れた前稿におい

ても、19世紀後半のレオ13世（在位1878-1903）の登

場前までの歴代教皇の保守的態度を論じたが４、同時

代のラテンアメリカの状況も極めて保守的だった。両

大陸におけるこれら同時代的な状況を理解すること

で、後述するCELAMの変化を大局的な見地から把握

できる。

　19世紀ラテンアメリカのカトリック教会は、同時代

のヨーロッパのそれと同様に未曾有の危機に直面して

いた。各地でクリオージョ（criollo）と呼ばれる現地

生まれの白人たちを筆頭にスペインからの独立が実現

し共和国が誕生していく最中、スペイン統治時代300

年を通じて常に体制側であり続けたカトリック教会

は、各国新政府の批判の的とされ、その変革が熱心に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
２　Bryan T. Froehle and Mary L. Gaurier （eds.） Global Catholicism: Portrait of a World Church, Maryknoll: Orbis 
Books, 2003, ５, 70.
３　スペイン語名Consejo Episcopal Latinoamericano。以後CELAMと略記。
４　武田「現代ラテンアメリカにおける貧困とカトリック教会（1）」、２-４頁。
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議論された。教会は国家の完全なる影響下におかれ、

世俗の政治的事柄に関与すべきではないというのが、

時のヨーロッパで流行する自由主義や実証主義に鼓舞

されたラテンアメリカ各国の新政府要職者たちの多く

が共有する考えだった５。

　このような圧力に対して教会関係者の多くは真っ向

から対峙する姿勢を鮮明にした。特に経済成長と富の

追及の強力な推進により独立戦争で疲弊した国の建て

直しを図ろうという政府の考えは、伝統的に物質的価

値よりも精神的価値を重んじる教会関係者には受け入

れがたく、彼らの間ではむしろスペイン統治時代の価

値体系や一般的通念を温存すべきとの考えが主流を占

めていた６。

　しかしながら19世紀初頭にみられた政治家と教会関

係者とのこのような対立は、ほどなくして両者の協調

に帰結した。ラテンアメリカ各国ともスペインからの

独立を勝ち取り数十年を経ても、政治的権益をめぐる

政争や内紛が絶えることはなく、国家発展のために掲

げた経済政策も遅々として進まなかった。また教会関

係者にとっても、それまで後ろ盾としていた宗主国ス

ペインの権威が消失した19世紀において、新国家との

対立を長期にわたり続けるのは得策ではなかった。つ

まり各国の政治家が、教会がスペイン統治時代300年

にわたり培ってきた伝統と権威を新国家建設のために

あますところなく活用し、また教会は、政治家が掲げ

る自由主義的な政策を自分たちに悪影響が及ばない範

囲において受け入れることで、両者の利害が一致した

のである。

　このことは、新政府要職者と教会関係者が、19世紀

中期以降、秩序ある社会建設の基本としてスペイン

統治時代のカトリシズムを標榜したことにも表れてい

る。その中でも重視されたのが、独立以後の新生国家

における階層社会の構築である。この世に生きるすべ

ての人間は生まれながらにしてある特定の階層に属し

ており、下層に属する者は、上層に属する者に盲目的

に従うことで社会全体に秩序が生まれるというこの考

えは、政争や内紛で混乱を極める独立以後のラテンア

メリカの諸国家が希求した考えそのものだった７。諸

問題の頻発は「神の摂理によって確定された８」自ら

の階層から強引に抜け出そうとして発生する混乱に他

ならず、階層を固定することで社会秩序が保たれると

いう考えが生起するのに長い時間はかからなかった。

また下層に属する人々の不満や反発を回避するため

に、教会関係者と政治家は、「種々の温情的な手段９」

を政策として立案することで、言葉の上では手厚い保

護を約束した。

　「神の摂理」により人間の階級が生来的に定まって

いるとすれば、人の心にある種の諦念が芽生えること

はごく自然であり、実際に教会関係者もこの点を貧者

に対して長年にわたり強調してきた節があった。1960

年代中期から70年代にかけて中米パナマでの司牧活動

に従事したフィリップ・ベリマン（Phillip Berryman 

1938－）は、自身の体験をもとに、ラテンアメリカの

農村社会が悲観的かつ運命論的な世界観を内在する理

由として、両親や祖父母、あるいは村全体が、長期に

わたり「心の貧しき人は幸いかな」という司祭の朗誦

の強い影響下にあったことを指摘している10。

　しかしながら19世紀中期から後半にかけて継続してき

た教会と国家の協調は、世紀末から20世紀初頭にかけて

徐々に変わった。前述の通り、そもそも両者は、社会秩

序の維持という観点から階層社会の強化を共通の利害と

して結びつきを強めてきた。しかしこの時期ラテンアメ

リカ各国の識者は、階層社会の温存を教会と国家が是認

することにより、一般大衆が政治、経済、社会的に疎外

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
５　エリアス［他］『現代世界とキリスト教の発展』（『キリスト教史』第10巻）、上智大学中世思想研究所［編訳監
修］、平凡社、1997年、266頁。
６　Ibid., 267.
７　Ibid., 267-268.
８　Ibid., 276.
９　Ibid., 276.
10　ベリマン『解放の神学とラテンアメリカ』、後藤政子［訳］、同文館、1989年、25頁。
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されていると警告し始めた。特に労働者の境遇は憂慮を

持って改善されるべき状況とされ、彼らの生活向上の機

会が極端に乏しいという批判が出た11。また19世紀ラテ

ンアメリカの教会と国家が目指した階層社会の構築

は、同世紀後半から末にかけてのヨーロッパ移民の大

量流入という事態を前に困難に直面した。階層社会の

維持にはこの種の社会が理想という教えを説く存在

と、これを受容する存在があって成り立つ。しかしヨ

ーロッパから多種多様な文化・宗教的背景を持つ多く

の移民がラテンアメリカに短期間に流入したことによ

り、彼らにいわゆる「ラテンアメリカの伝統」として

の階層社会の存在を諭す時間的ゆとりはなかった。さ

らに19世紀初頭の独立当初からラテンアメリカ全域で

現地生まれの聖職者の数が不足しており、ヨーロッパ

出身者を活用することで不足分を埋め合わせる状況だ

った。そしてこの状況は、同世紀末から20世紀初頭に

至っても変わらなかった。結果として、移民と同じく

多様な背景を持つヨーロッパ出身の聖職者が、ラテン

アメリカ生まれの人々が目指す階層社会の建設を的確

に実践できるはずもなかった12。

　1891年5月16日付けの回勅『レールム・ノヴァルム』

（Rerum Novarum）でも有名な教皇レオ13世がラテンア

メリカの司教をローマに集めて教会会議を開催したの

は、同地域の教会・国家関係が過渡期にある1899年５

月から７月にかけてだった13。コロンブスのアメリカ

「発見」400周年を祝う意味で開催された同会議の主目

的は多様・複雑化した教会規律の統一と言われている
14。しかし会議主催者レオ13世の意図は、教会規範の

統一を図ることで、言語、文化、宗教の面で互いに共

通点を持つラテンアメリカ各国が団結して、独立戦争

以後直面する政治、経済、社会的な困難を克服するこ

とだったと指摘する研究がある15。

　1899年教会会議のラテンアメリカの教会関係者のそ

の後の活動への影響を知るにはさらなる研究が必要だ

が、同会議以後のラテンアメリカには確かな変化が生

まれた。レオ13世の後継者ピウス10世（1903－14）も

前任者の方針に倣って教会関係者の社会活動の奨励や

貧者の保護を重視したことで知られるが16、同教皇が

強く支持したカトリック・アクション（Catholic 

Action）と呼ばれる運動が、教会会議以後のラテンア

メリカでも注目されるようになった17。カトリック・

アクションとは、ベルギー出身の司教で後に枢機卿18

（cardinal）にまで上り詰めたヨーゼフ・カルダン

（Joseph Cardijn 1882－1967）が若い労働者を相手に

20世紀初頭に始めた運動である。労働者に対する教会

関係者の注意が疎かになることで彼らの間でキリスト

教に対する不信の念が生まれると考えたカルダンは、

彼らと共に「現場監督の不当な扱い、組合闘争、同僚

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
11　エリアス［他］『現代世界とキリスト教の発展』、319-320頁。
12　Josep Ignasi Saranyana y Carmen-Jose Alejos Grau （eds.）, Teología en América Latina, Vol.３ （El siglo de las 
teologias latinoamericanistas （1899－2001））, Madrid: Iberoamericana, 2002, 61.
13　詳細は次を参照。Anton M. Pazos y Diego R. Piccardo. El concilio plenario de America Latina: Roma 1899, Madrid 
y Frankfurt: Iberoamericana y Verbuert, 2002.
14　乗浩子『宗教と政治変動－ラテンアメリカのカトリック教会を中心に－』、有信堂高文社、1998年、97頁; 
Francois Houtart, "CELAM: The Forgetting of Origins," Dermot Keogh （ed.） Church and Politics in Latin America, 
Basingstoke: Macmillan, 1990, 66.
15　Saranyana y Alejos Grau （eds.） Teología en América Latina, Vol.３, 41－42.
16　ハヤール［他］『現代に生きる教会』（『キリスト教史』第11巻）、上智大学中世思想研究所［編訳監修］、平凡
社、1997年、32-33頁。
17　Marcos McGrath, "Catholic Social Thought in Latin America: A Brief Overview from Pope Leo XIII to the 
Present," Oliver F. Williams and John W. Houck （eds.） Catholic Social Thought and the New World Order: Building on 
One Hundred Years, Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1993, 246.
18　「教会の聖職位階において教皇に次ぐ高い地位にある役職。教会運営において教皇を補佐し、教皇死亡時には教
皇選挙に参加する」。バンソン『ローマ教皇事典』、長崎恵子・長崎麻子［訳］、三交社、2000年、290頁。
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の困窮などの現実の問題について協議19」することで、

産業革命や科学技術の急速な発展を経て衰えがちなキ

リスト教の権威と伝統の復興に努めた。そして労働者

との協議に際して重視されたのが観察（see）、判断

（judge）、行動（act）という三つの方法だった20。こ

れはある特定の問題に潜む根本的原因を考察し、その

問題解決のための方法を編み出し、これを実際の問題

に応用していくという一連のプロセスである。この時

の判断の指針となるのがキリスト教であり、問題解決

のための糸口として重視されたのが聖書の内容だっ

た。

　ラテンアメリカにおけるカトリック・アクションの浸

透は、それまでの教会・国家関係に変化をもたらした。

従来通り教会が国家と協調して階層社会を理想化して

是認し続ければ、下層に位置づけられた人々の生活状

況の改善は見込めないばかりか、教会に対する彼らの

不信が高まることは必至だった。こうして1920年代に

入るとそれまで「公的関係21」（offi  cial linkage）に等し

い状態だった教会・国家関係は徐々に崩れていった。

　1930年代に入ると、ラテンアメリカ各地でカトリッ

ク・アクションを標榜して自分たちの境遇の改善や社

会問題の解決を目指す諸団体設立の動きが一般信徒の

間で活発になり、各団体は労働者、学生、農民などを

母体に徐々に組織化されていった22。元は一人のカトリ

ック司祭を発端にヨーロッパで始まったカトリック・

アクションが信仰心篤い一般信徒を中心にラテンアメ

リカで次第に拡大していったことは注目に値する。こ

のような運動の展開には労働者の境遇の改善を訴えた

教皇レオ13世の回勅『レールム・ノヴァルム』のイン

スピレーションが作用していると説く研究もある23。カ

トリック・アクションと同回勅との影響関係に全面的

に同調するにはさらなる調査が必要だが、少なくとも

ラテンアメリカにおいて長きにわたり政治、経済、社

会的に冷遇されていた労働者たちが行動を起す際に拠

り所としたのが、それまで国家と共に階層社会の維持

を謳ってきたカトリック教会が重視する聖書であり、

キリスト教的観点からみて是認される問題の解決方法

だったことは興味深い。ラテンアメリカにおける教会

と一般信徒との多様な関係を示す一例と言える。

１－２． 開発主義の光と陰

　前述のカトリック・アクションの生起と発展にも

明らかなとおり、階層社会の維持が必ずしも利益をも

たらすとは限らないと気づき始めたラテンアメリカの

カトリック教会は、1920年代以降徐々に国家と袂を別

つようになった。これに対して国家も、教会の離反を

受けて19世紀と同様に階層社会の是認と維持をあから

さまに標榜することはなくなった。しかし経済成長の

促進が国の発展に寄与するという考えは各国政府要人

の間で依然として広く認知されていた。幸運にも第一

次・第二次世界大戦（1914－18・1939－45）において

戦場となったヨーロッパへ食糧や原材料を供給するこ

とで未曾有の好景気を経験したラテンアメリカだった

が24、世界大戦終結後のヨーロッパ経済の復興により、

各国ともそれまでの経済政策の見直しを迫られた。

　こうした状況下での1950年代に注目されたのが輸

入代替工業化（import substituting industrialization）

政策である。これは、従来の一次産品の輸出と工業製

品の輸入という図式を改め、欧米諸国を筆頭とする先

進工業国をモデルとして、国内市場の拡大や全面的な

工業化を推進することで一国の内発的発展を目指すと

いう経済政策である25。輸入代替工業化政策は、国際

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
19　ベリマン『解放の神学とラテンアメリカ』、81頁。
20　Ibid.
21　McGrath, "Catholic Social Thought in Latin America," 246.
22　Ibid.
23　Edward L. Cleary, Crisis and Change: The Church in Latin America Today, Maryknoll: Orbis Books, 1985, ３.
24　McGrath, "Catholic Social Thought in Latin America," 246－247.
25　恒川恵市「南米における解放の神学」、グティエレス［他編］『解放の神学－国際シンポジウム－』、明石書店、
1986年、101-102頁。



－ 64 －

現代ラテンアメリカにおける貧困とカトリック教会（2）－ラテンアメリカ司教会議（CELAM）総会決議録の歴史的考察（第一部）－

連合をはじめ多くの国際機関も推奨したことにより、

ラテンアメリカ各国に急速に導入されていった。

　こうして50年代から60年代にかけて積極的に奨励さ

れた輸入代替工業化政策により、ラテンアメリカ各国

の工業化は確かに促進された。しかしそれはあくまで

一国の経済成長率を数字の上でみた時の話だった。実

際には多くの国で貧富の格差が広がり、物価の上昇も

深刻だった。結果として低所得者の生活は輸入代替

工業化政策の導入前よりほとんど改善されないどころ

か、さらに悪化した。特に都市と比べて工業化の恩恵

をほとんど受けなかった農村における人々の困窮は甚

だしく、多くの人が村を捨てて都市へ流入したことも

農村の衰退に拍車をかけた26。

　一方で都市は輸入代替工業化政策により工業化し

たとはいえ、年率５パーセント以上の勢いで流入し続

ける農村住民を吸収できるほど十分な雇用機会を提供

できるほど成熟してはおらず、街には大量の失業者が

溢れた。ラテンアメリカの主要都市でファヴェーラ

（favela）やバリアーダ（barriada）と呼ばれるスラム

が急速に拡大していくのも、各国で輸入代替工業化政

策がもてはやされ始める1950年代以降のことであり、

上下水道や電気などの基礎的な生活インフラにもアク

セスできない多くの人々が、劣悪な環境の中で飢えや

病気に苦しみ命を落としていった27。

１－３．キリスト教基礎共同体（BCC）の活動と意識

化教育

　ラテンアメリカ各国で輸入代替工業化政策が推進

され貧富の差が拡大する最中、この状況を憂いてい

たのが教会関係者だった。前述の通りカトリック・ア

クションの発動を機に社会問題や貧者の境遇の改善

に強い関心を持ち始めた彼らは、輸入代替工業化政策

の進展に伴う農村の荒廃や都市でのスラムの増加を

食い止める術を模索していた。こうした状況下の1960

年代に誕生したカトリック・アクションの応用とでも

言えるのがキリスト教基礎共同体28 （Basic Christian 

Community）である。

　前述のBCC研究の第一人者ベリマンによれば、BCC

とは、在俗者を筆頭とする貧者主体の集団であり、一

般に聖職者は彼らの補助者となる。BCCは聖書の朗

読や礼拝を通して相互扶助の精神や自分たちの権利擁

護のための社会活動の術を学ぶ場である29。またBCC

が貧者主体ということは、Basicという語が社会の底

辺を意味することにも表れている30。各BCCの規模は

様々で、小規模で12人、大規模だと100人以上からなり、

概ね家族単位で形成される。BCCは1960年代の発足以

来ラテンアメリカ各地に広まり、70年代ブラジルでそ

の数は8万に達した31。

　在俗者主体の組織、聖書の内容を踏まえての諸問題

の解決方法の模索など、BCCと前述のカトリック・ア

クションが多くの点で共通することは一目瞭然であ

る。しかしBCCは、ラテンアメリカが直面する現実を

背景に生起したものである。従ってカトリック・アク

ションとは異なる独自の要素があるが、その一つが意

識化（スペイン語でconcientización、ポルトガル語で

conscientizacão）と呼ばれる教育方法の導入と実践で

ある。

　意識化とはブラジルの教育学者パウロ・フレイレ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
26　Ibid.
27　Ibid., 103; エリアス［他］『現代世界とキリスト教の発展』、352頁。
28　以後BCCと略記。なお後述のとおりBCCの活動がラテンアメリカの中でもブラジルで顕著だったことから、同
組織のポルトガル語表記Comunidades Eclesiais de Base（CEB）もよくみる。
29　Phillip Berryman, "Basic Christian Communities and the Future of Latin America," Monthly Review: An 
Independent Socialist Magazine, Vol. 36, No.３, 1984, 27.
30　ベリマン『解放の神学とラテンアメリカ』、85頁。
31　後藤政子「第三世界の『解放の神学』」、柴田敏夫［編］『政治と宗教のあいだ－比較政治論の視点から－』、
有斐閣、1986年、101-102頁。三田千代子「岐路に立つブラジルのカトリック教会」、『ラテンアメリカ・レポート』、
Vol. ８、No. ３、1991年、17頁。
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（Paulo Freire 1921－97）が1950年代末から60年代初

頭にかけて実践したもので、文字の学習を通じて諸問

題の存在を意識すること、すなわち識字教育のことで

ある。日本におけるフレイレ研究の第一人者である里

美実によれば、50年代末のブラジルでは成人のおよそ

半分が文字を知らなかったという32。またフレイレ自

身は自著の中で1964年のブラジルでは400万人の子供

が学校へ通えないばかりか、およそ1600万人が文字の

読み書きもできなかったと述べている33。人間が主体

として世界に向き合うには文字の獲得が必須であり、

これなしに自身が直面する諸問題の認識と解決は不可

能という考えのもと、フレイレは、ブラジル北東部の

ペルナンブコ州での識字教育の成功を契機に、他のラ

テンアメリカ諸国やアフリカなどでも同種の教育に携

わった34。

　識字教育と言うとごくありふれたもののような観が

あるが、フレイレのそれにはただの文字の読み書き能

力の教授にとどまらない点に特徴がある。まずフレイ

レは、一般に無知蒙昧と思われていた貧しい農民も合

理的かつ政治的な主体という前提に立った35。これに

より彼らに対する教育は、知識を有する教師が上の立

場から知識の乏しい下の立場の生徒へと教え諭すとい

うスタイルが否定された。代わりに、農民それぞれが

「みずからの主体と責任と役割をかえりみる36」ために、

馴染みある収穫物や農具などの話題に加えて、土地所

有やその権利・紛争に関わる諸問題が識字教育の題材

として取り入れられた。つまり識字教育に際して農民

たちに身近なテーマを選択させることにより、問題の

解決策を「民衆とともに見つけ出す37」という姿勢が

生まれたのである38。

　貧者の主体性を認識し、彼ら自身が批判精神を獲得

していく過程を支えるというフレイレの識字教育は、

時を待たずしてラテンアメリカの教会関係者の注目の

的となり、彼らがBCCを監督・運営するにあたり積極

的に導入した方法の一つとなった。やがて意識化教育

の恩恵を受けたBCCメンバーの関心は、上下水道、電

気、道路などのインフラ整備という身近な問題から、

労働組合の設立や政党との連携強化など、政治的な動

きへと発展していった。BCCのこのような発展がやが

ては1970年代以降のラテンアメリカ各国での軍事政権

の崩壊や中米での革命の勃発へとつながると指摘する

研究もある39。

　詳しくは次稿の第二部で論じるが、BCCの活動やメ

ンバーの発言が次第に政治的になり、またラテンアメ

リカの教会関係者の中からこの動きを擁護する立場を

表明する者が1960年代末から70年代初頭にかけて出る

と、BCCが親元であるカトリック教会から分離して独

自の政治運動に乗り出したのではという発言が聴かれ

たこともあった。しかしBCCのメンバー自身が教会制

度からの離脱を公にしたことはなく、また彼らはあく

までもローマ教皇を頂点とした教会位階制度の枠組み

の中で自分たちの活動を展開・発展させようと考えて

いたことは指摘しておくべきである40。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
32　フレイレ『伝達か対話か－関係変革の教育学－』、里見実・楠原彰・桧垣良子［訳］、亜紀書房、1982年、４頁。
33　Ibid., 91.
34　Ibid., ４. フレイレの生い立ちと業績については次を参照。三田千代子「二人のフレイレ－貧困地帯が生んだ20
世紀の知識人－」、今井圭子［編］、『ラテンアメリカ開発の思想』、日本経済評論社、2004年、107-125頁。
35　ベリマン『解放の神学とラテンアメリカ』、42頁。
36　フレイレ『伝達か対話か』、41頁。
37　Ibid., 40.
38　ベリマン『解放の神学とラテンアメリカ』、39-42頁。
39　乗『宗教と政治変動』、132頁。
40　ベリマン『解放の神学とラテンアメリカ』、98頁。
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２．CELAMの設立と革新化

２－１．バチカン上層部の関心とリオデジャネイロ会議

（1955）

　これまで階層社会の維持を共通の目標として結ばれ

た教会と国家の関係とその終焉、カトリック・アクシ

ョンの導入やBCCの設立など、19世紀後半から20世

紀初頭にかけての貧困問題に対する教会関係者の一連

の動きを概観してきた。しかしこの時期の彼らの同問

題への取り組みの大半は、往々にして草の根レヴェル

にとどまっていたことは見逃してはならない。詳しく

は後述するが、ラテンアメリカの教会上層部は、20世

紀前半から中期にかけてのローマ教皇ピウス11世（在

位1922－39）ならびにピウス12世（在位1939-58）の

意向を受けて、貧困問題とは別種の事柄をより深刻な

脅威と捉え、これへの対策を優先させていた。従って

CELAMの設立も当初は貧困とは別の動機と関連して

いたのだが、まずは同組織の設立の経緯をみていこう。

　第二次世界大戦の終結から程なくして資本主義陣営

と共産主義陣営との対立が深まりをみせ、この対立が

20世紀中期から末にかけての世界史の流れを決定づけ

たのは周知の通りだが、教会関係者もこの影響から免

れることはできなかった。1949年10月１日の中国での

共産主義政権の樹立は、共産主義勢力を長年にわたり

敵視してきたカトリック教会にとって危険な出来事と

映った41。また中国の共産主義化に伴う多くのプロテ

スタント牧師のラテンアメリカへの流入は、同地域の

プロテスタント化につながる重大な危機と考えられ、

バチカン上層部ではこの問題を扱う特別委員会が設置

された42。

　こうした状況下での1955年７月17日から24日にかけ

て、第36回国際聖体会議（International Eucharistic 

Congress）がブラジルのリオデジャネイロで開催され

た。会議の主要議題はラテンアメリカにおける司牧活

動の活性化だったが、会議の開催に先立って教皇ピウ

ス12世が同年６月29日付で発した書簡には、その活性

化にあたり、新たな状況に応じた新たな方法を考案す

ることの重要性が説かれた43。この「新たな状況」が

ラテンアメリカの共産主義化ないしプロテスタント化

の危険性を示唆していると考えるのは、時代背景を考

慮してあながち間違いではないと思われる。事実、国

際聖体会議は、ラテンアメリカにおけるカトリック聖

職者の不足と一般信徒へのカトリック教育の徹底を重

要課題とみなし、同地でのカトリック勢力の建て直し

を目指していたからである。そして会議終了直後、こ

れら重要課題に取り組むための具体的な実践として発

足したのがCELAMだった。投票の結果CELAMの本

部はコロンビアのボゴタにおかれ、ローマにも関連機

関の設置が決まった。このことは、CELAMがカトリ

ックの中枢バチカンの影響下でその活動が推進される

べきと、関係者の間で当初から考えられていたことを

示している44。

　CELAMはラテンアメリカ各国で構成される司教団

の中から2年ごとに選出された代表1名から成る組織で

ある。組織の中枢は一人の議長と二人の副議長から成

り、その下に5名の事務次官から構成される事務総局

がおかれている。主な業務はラテンアメリカのカトリ

ック教会が直面する諸問題の分析とその解決のための

司牧計画の立案にある。60年代以降にはラテンアメリ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
41　例えば19世紀以降の教皇の中でも保守派で知られるピウス９世（在位1846－78）が1864年12月８日付けで出し
た『シラブス』と呼ばれる誤謬表では、共産主義が反教会的思想として非難された。またピウス11世の1937年３月
19日付けの回勅『ディヴィニ・レデンプトーリス』（Divini Redemptoris）も、共産主義に対するカトリック教会の
伝統的な対決姿勢を公にしたものとして有名。武田「現代ラテンアメリカにおける貧困とカトリック教会（1）」、3、
5、13（注27）頁。
42　Saranyana y Alejos Grau （eds.） Teología en América Latina, Vol. 3, 101, nota 162; エリアス［他］『現代世界とキ
リスト教の発展』、363頁。
43　Houtart, "CELAM," 66-67.
44　Ibid., 67; Saranyana y Alejos Grau （eds.） Teología en América Latina, Vol. 3, 95.
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カ各地で創設された各種の社会・宗教研究機関と連携

し、また誕生して間もないバチカンのラテンアメリカ

委員会45 （Pontifi cal Commission for Latin America）

と密な関係を結ぶなど、パートナーを着実に増やして

いった46。

　国際聖体会議終了直後の1955年７月25日から８月

４日に同じくリオデジャネイロで開催された第1回

CELAM総会（リオデジャネイロ会議）の関心は、共

産主義勢力とプロテスタントからラテンアメリカのカ

トリックを守る術の模索という一言に尽きる。そのた

めの具体策として、米国への活動資金供出の呼びかけ

やヨーロッパからの聖職者の招聘が決定された。実際

にラテンアメリカにおける聖職者不足は深刻な問題だ

った。19世紀の独立当初はラテンアメリカ全体で聖職

者一人が1000人の信徒の霊的指導にあたっていた。と

ころが1890年になると一人の聖職者が指導する信徒の

数は3000人に達し、1930年代には5000人にまで膨れ上

がっていた47。このような状況が共産主義勢力やプロ

テスタント牧師にラテンアメリカでの勢力拡大のため

の好機を与えてしまうのではと考えたカトリック側

が、リオデジャネイロ会議で聖職者の不足を重要懸案

として取り上げたのはごく自然だった。

　これまでの議論から判断して、20世紀中期時点での

ラテンアメリカのカトリック教会の活動方針が上と

下のレヴェルで大きく異なっていたことは明白であ

る。下では貧困改善のためのカトリック・アクション

やBCCの活動が顕著になる一方で、上では共産主義

勢力やプロテスタントとの闘いが最大の関心事だった

のである。1955年のリオデジャネイロ会議終了後も、

CELAMはラテンアメリカやヨーロッパの諸都市を舞

台に年次大会を開催したが、56年から60年にかけての

議題では貧困は主要テーマとして取り上げられず、む

しろカトリック布教活動の推進とそのための組織作り

が大きな関心となった。ある研究者も、「CELAMのそ

もそもの考え方は、古い型の宣教を守り、大衆に逆境

を耐えぬく精神的な熱意を再びかきたてることこそ共

産主義の脅威に対する最良の反対運動である、とする

ことにあったようである」と述べており48、この一文

にCELAMの設立当初の本質が表れている。しかし同

研究者は、後のCELAMが社会問題に関する高水準の

セミナーを開催するようになり、このセミナーが社会

問題の世界的権威者と司教たちに有益な議論の場を提

供したと指摘している49。つまりある時期のCELAM

において、方針転換とでも言うべき出来事が起こり、

それまでの共産主義勢力やプロテスタントとの対抗か

ら、貧困や経済格差などの社会問題への積極的な取り

組みが重視されたのである。そしてこの転換が、バチ

カン上層部の意向を受けて、後述の通り1960年代に起

きたと考えられるのである。

２－２．バチカン上層部の諸改革とメデジン会議（1968）

　CELAMの方針転換は、カトリック教会の頂点に君

臨する教皇ヨハンネス23世（在位1958－63）が在任中

に出した一連の回勅の内容と深く関連すると考えられ

る。前稿で言及したとおり、1961年５月15日の『マー

テル・エト・マジストラ』（Mater et Magistra）では一

国内ならびに多国間同士での著しい経済格差の是正が

説かれ、また63年４月11日の『パーチェム・イン・テ

リス』（Pacem in Terris）ではカトリック信者以外の「善

意あるすべての人々」を対象に共産主義者との対話の

促進が提案された50。世界各地で布教活動に携わる教

会関係者がバチカン上層部からのこのような公式文書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
45　バチカンに設けられた諸省の一つ司教省（Congregation for Bishops）の下にある委員会。スペイン語名
Pontifi cia Comisión para América Latina。1958年４月19日に教皇ピウス12世により設立。主な業務はラテンアメ
リカ各国の教会への支援と監督。
46　エリアス［他］『現代世界とキリスト教の発展』、363-364頁。
47　Clreary, Crisis and Change, ９.
48　エリアス［他］『現代世界とキリスト教の発展』、364頁。
49　Ibid.
50　武田「現代ラテンアメリカにおける貧困とカトリック教会（1）」、６頁。
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の発表を無視できるはずもなく、世界的にみてもカト

リック信者の数が際立って多いラテンアメリカでバチ

カンのこのような公式決定が多大な影響を与えたこと

は想像に難くない。

　1960年代以降にラテンアメリカの教会上層部の意識

が確かに変わったことの証左は、20世紀中期以降のカ

トリック教会の方針を確定した第二バチカン公会議

（1962-65）での諸決定に如実に表れている。およそ３

年、４度にわたり展開された議論の中枢にいたのは、

参加司教総数およそ2500人のうち４分の１を占めたラ

テンアメリカ出身の司教だった51。特に公会議が採択

した16の公式文書の中でも『現代世界憲章』（Gaudium 

et Spes）の作成には彼らの功績が大きいとされる52。

これにはラテンアメリカを含む当時の開発途上国で頻

繁にみられた全体主義や独裁主義による圧政の下で苦

しむ社会的弱者の存在を、彼らが経験的に知っていた

ことが反映されていると思われる。

　CELAMの方針転換は、公会議会期中の最中に徐々

に進行していた。1963年には公会議の出席者の一人で

チリ出身のマヌエル・ラライン（Manuel Larraín 

Errázuriz 1900-66）司教の主導の下でCELAM内部に

各種委員会が設けられ、公会議の標語であるアジョル

ナメント（Aggiornamento）、すなわちキリスト教の

教理や儀式を同時代へ適応させる試みがラテンアメリ

カでいかに実現できるのかと議論され、研究会やワー

クショップが頻繁に開催されるようになった。また公

会議終了直後の66年のCELAM年次大会では、教会が

社会の底辺の立場に立って諸問題を分析することが確

認された53。

　こうしたラテンアメリカのカトリック教会上層部

の1960年代以降の変化の集大成が、68年８月にコロン

ビアのメデジンで開催されたCELAM第２回総会（メ

デジン会議）である。同会議はかつての自身のラテ

ンアメリカ訪問の体験をもとに前年の67年３月26日に

回勅『ポプロールム・プログレシオ』（Populorum 

Progressio）を発した教皇パウルス６世（在位1963-78）

の臨席のもとで開催された54。会議の主目的は第二バ

チカン公会議の理念をラテンアメリカに適応するため

の方法の確立だった。

　メデジン会議の決議録を一見してわかるのが、前述

のヨハンネス23世の諸回勅ならびに第二バチカン公会

議の精神の継承である。ラテンアメリカに存在する著

しい貧富の差が厳しく批判され55、教会が貧者と共に

あり彼らの権利の保護に努めていくという主旨の文書

が文中の各所に明記された56。またヨハンネス23世が

回勅『マーテル・エト・マジストラ』の中で「新植民

地主義」と糾弾した旧宗主国と旧植民地との間の著し

い経済格差により制度・構造化された社会的疎外や貧

困などを貧者一人ひとりが主体的に「意識」すること

の重要性が強調された57。

　このような抑圧的な状況の「意識」にあたり重要な

のが教育とされ58、決議録のある個所では「解放の教育」

（educación liberadóra）という言葉が使われている。

ここでいう「解放の教育」とは、被教育者が自らを発

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
51　Ibid.
52　Hourtart, "CELAM," 74.
53　乗『宗教と政治変動』、124頁。
54　回勅におけるパウルス６世のラテンアメリカ滞在経験に関する言及は次の通り。「わたしは教皇位に上る前、
1960年に南米に、さらに1962年にはアフリカにおもむき、この生命力と希望に満ちたふたつの大陸を締めつけてい
るきびしい諸々の問題に直接触れる機会を得ました」。パウロ６世『ポプロールム・プログレシオ－諸民族の進歩
推進について－』、上智大学神学部［訳］、中央出版社、1967年、４頁、第４番。
55　CELAM, Medellin conclusiones: II Conferencia General del Episcopado Latinoamericano Medellin, Colombia 26 de 
Agosto al ７ de Septiembre de 1968, 17 ed., Santa Fe de Bogotá: CELAM, 1998, 83, 2. Paz （23）.
56　Ibid., 211, 14. Pobreza de la Iglesia （8）; 213, 14. Pobreza de la Iglesia （15）; 83, 2. Paz （22）.
57　Ibid., 157-158, 10. Movimiento de Laicos （2）.
58　Ibid., 232, 16. Medios de Comunicacion Social （3）.
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展させていくための力となり、自らを隷属的状態から

解き放つと共に、生活環境をより人間らしい条件へと

引き上げるのに貢献する教育のことである。そしてこ

うした解放の教育の実践の場として相応しいのがBCC

とされ、これがカトリック布教推進のための源である

ことに加えて、人間の発展に不可欠な要素と規定され

た59。これはCELAMが草の根レヴェルでラテンアメ

リカ各地で1960年代から継続していたBCCの活動を公

に高く評価したことの証左である。事実メデジン会議

においては、BCCが特に農村地帯での教育活動にあた

り効果的とされ60、BCCに関連した神学、社会学、歴

史学的観点からの研究が推奨されると共に、CELAM

がBCCと連携して貧困の改善にあたることが確認され

た61。こうしてBCCを成り立たせる思想や方法論が、

CELAMの研究機関を通じてラテンアメリカ各地へさ

らなる広がりをみせることになり、研究会やセミナー

の開催が活発になったのである62。

　メデジン会議決議録に教育や意識などの用語が散見

される理由として、前述のブラジルの教育学者フレイ

レの影響を指摘しておかねばならない。ベリマンは決

議録の作成に彼と共に意識化教育の普及に携わった専

門家の関与を指摘している63。つまりこのことは、フ

レイレが独自に始めた意識化教育がBCCを通じて最終

的にはラテンアメリカ全域の教会関係業務を統括する

司教会議の公式文書に盛り込まれたことを意味する。

　メデジン会議の決議録の作成に関してもう一つ指摘

すべきは、貧困関連の記述に際して後に『解放の神学』

（Teología de la Liberación）の出版で世界的に有名にな

ったペルーの神学者グスタボ・グティエレス（Gustavo 

Gutiérrez 1928－）の深い関与である。グティエレス

の思想ならびに解放の神学の特徴については後述する

が、彼を含む第二バチカン公会議以後の進歩的な神学

者たちの一部が60年代後半から末にかけて公正な世界

の実現のためのキリスト教の役割を心底から模索し64、

また彼らが幼少期より学んでいた神学が実は欧米諸国

発祥のいわゆる「豊かな世界の神学」であると自覚し

た時65、ラテンアメリカの現実に即した神学の確立が

求められた。そのためには経済的に困窮する貧者の存

在は絶対に無視できなかった。つまり解放の神学の原

点はメデジン会議決議録にすでに垣間みえていたの

だ。

　CELAMがローマ教皇回勅や第二バチカン公会議の

影響を受ける以前から草の根レヴェルで展開されてい

たBCCとの連携を打ち出すことで貧困問題への関心を

深めていったことはこれまでみたとおりだが、この両

者の連携はラテンアメリカ内部の政治状況の変化に触

発されて起こったとも考えられる。60年代から70年代

中期にかけてのラテンアメリカはいわゆる軍事政権樹

立の時期に相当する。64年のブラジルでの軍事クーデ

ターを皮切りに、メキシコ、コロンビア、ベネズエラ

を除いて、各国とも軍事政権一色となり、議会の廃止

や言論の自由の制限は言うに及ばず、拷問、誘拐、暗

殺など、国民の無差別虐殺が頻繁に起きた。このため

ラテンアメリカは世界的にも人権弾圧の激しい場とな

った66。軍部は国家安全保障というイデオロギーを掲げ、

ラテンアメリカを共産主義勢力から死守するという名

目のもと、国家に進んで従属しない個人が有する人権

を否応なく侵害した67。こうした軍部の台頭の影響を直

に受けたのはラテンアメリカの貧困層であることは言

を待たず、彼らの側に立つ教会関係者の語気が勢い強

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
59　Ibid., 221, 15. Pastoral de Conjunto （10）.
60　Ibid., 227, 32. Pastoral de Conjunto （32）.
61　Ibid., 222, 15. Pastoral de Conjunto （12）.
62　ベリマン『解放の神学とラテンアメリカ』、84頁。
63　Berryman, "Basic Christian Communities," 39, note ３.
64　ベリマン『解放の神学とラテンアメリカ』、26頁。
65　Ibid., 25.
66　後藤「第三世界の『解放の神学』」、93-94頁。
67　乗『宗教と政治変動』、120-121頁。
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まり政治的発言が多くなるのもごく当然だった68。

２－３．メデジン会議のインパクト

　貧者が自らの抑圧された状況を認識し、これの改善

に主体的に関わっていくために必要なのが解放の教育

だとメデジン会議が公にしたことはすでにみたが、同

会議の基本理念とでも言うべきこの方針はカトリッ

ク教会上層部にも大きなインパクトを与えた。1971年

９月30日から11月６日にかけて200人以上が集った世

界司教会議（World Synod of Catholic Bishops, 1971）

の公式文書『司祭職と社会正義についてのシノドスの

宣言』69 （The Ministerial Priesthood: Justice in the World）

では、解放という言葉が始めて用いられた。同文書の

第6番には次のようにある。

　正義のための戦いと世界の改革への参加は、福音宣

布の本質的な構成要素としてわれわれの前に立ちはだ

かっている。換言すれば、人類の救いと、人びとをあ

らゆる抑圧された状況から解放
4 4

するための教会の使命

を果たすことが、正義を実現し、世界を改革すること

だといえる70 （傍点は筆者）。

　また『世界の正義』の他の個所では、「暴力にしい

たげられ、不公平な組織や機構に抑圧されている人び

との叫びに耳を傾け71」て、「世界の中心に存在すべき

教会の使命を認識72」することの重要性が説かれ、教

会が「不正義を非難する権利と義務73」を有すること、

さらに「愛と正義の必要性74」を「この世に実際に証

明していく、適切かつ独特な責任75」を有することが

明記された。「抑圧された状況」からの人々の「解放」

が「教会の使命を果たすこと」と明言されたのが、メ

デジン会議以後にカトリック教会上層部が集う世界司

教会議であった点は見逃せない。言うなれば、ラテン

アメリカという地域レヴェルでの決定事項が、世界レ

ヴェルでの決議に作用したことの証左ともみてとれ

る。

　一方でメデジン会議以後のラテンアメリカでは、軍

部の台頭や歴然として存在する貧困などの諸問題を前

にした神学者たちの間で解放の意味合いがより能動的

なかたちで公にされるようになった。この状況で草分

け的な著作『解放の神学』を発表したのが前述のグテ

ィエレスである。1971年にペルーのリマで出版された

同著は、聖書と現代神学を援用しながら、解放の意味

合い、歴史的意義、実践の方法などを体系的に論述し

ており、今日では世界的にも広く知られた古典的名著

となっている。

　まずグティエレスは、1960年代末から70年代にかけ

ての世界は「人間を抑圧者と被抑圧者、生産手段の所

有者と自らの労働の実りを奪われている者、互いに憎

しみ合う社会階級へと分割76」する「争いにいろどら

れている77」とみなした。そしてこのような争いの原

因として彼が依拠したのがいわゆる従属論者が論じる

一連の学説だった。

　従属論（dependency theory）とはドイツ出身の経

済史家であり社会学者のアンドレ・G・フランク（Andre 

Gunder Frank 1929－2005）に代表される説であり、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
68　1960年代以降のラテンアメリカ各国における軍部の台頭に対する教会の対応については次を参照。Joseph 
Comblin, The Church and the National Security State, Maryknoll: Orbis Books, 1979.
69　以後、邦訳題『世界の正義』と表記。
70　『世界の正義－1971年シノドス文書－』中央出版社、1974年、７頁、第６番。
71　Ibid., ６-７, 第５番。
72　Ibid.
73　Ibid., 24-25, 第36番。
74　Ibid.
75　Ibid.
76　グティエレス『解放の神学』、関望・山田経三［訳］、岩波書店、1985年、276頁。
77　Ibid.
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資本主義が本質的に有する独占性を問題視するもので

ある。先進工業国の巨大経済が開発途上国の富や資源

を収奪・領有する状態が長期にわたり継続することに

より、両者の間では中枢（core）と衛星（periphery）

という枠組みが生れ、衛生に位置づけられた開発途上

国は半永久的に中枢である先進工業国の周りを回転し

続ける衛星、すなわち先進工業国に従属し続けるとい

う理論である78。

　従属論は開発途上国が経済発展するための阻害要因

を巨視的視点から解明しようという野心的な学説であ

り、グティエレスがラテンアメリカの現状を分析する

際にも欠かせない視座となった。彼自身も「資本主義

経済のダイナミクスは「中心」（中枢）と「周辺」（衛星）

を生み、数少ない国では進歩と富の増大をもたらす一

方で、大半の国々には社会的不均衡や政治的緊張、貧

困をもたらす79」と指摘し、この種の不均衡は16世紀

から18世紀にかけての「スペインの植民地政策80」に

端を欲する歴史的蓄積とみた。

　このような従属状態にあるラテンアメリカにおいて

グティエレスが強調するのが解放である。彼は『解放

の神学』出版の数年前に開催されたメデジン会議に言

及し、ラテンアメリカのカトリック教会が出す各種文

書のテーマが発展から解放に移行しつつあることに触

れ、「ことばの面でも思想内容においても、従属情況

からの解放という熱望が明確に表明されている81」と

述べている。そして「人間があらゆる従属から解放さ

れ、自らの運命を担う者たりうる82」には、「新しい人

間83」を作り出すことが重要であり、そのための具体

的な方法がやはり前述のフレイレの意識化教育とされ

た。グティエレスは、同教育の実践により「被抑圧者

は自らの内に巣食う抑圧的意識を排除し、自らのおか

れている情況にめざめ、自分自身のことばを見出すの

である。自ら社会の変革と建設に関わるとき、彼は自

分自身の力で従属から放たれ、より自由になる84」と

述べ、個々人の教育を通じての国際関係レヴェルでの

中枢・衛星関係の転換を目指したのである。

　またグティエレスは、解放は教育の推進と実践のみ

ならず政治的手段に訴えることでより実現の可能性が

高まると説いた。その際に彼はラテンアメリカに根ざ

した「土着の社会主義85」に大きな期待を寄せており、

例えば20世紀前半のペルーの思想家ホセ・カルロス・

マリアテギ（Jose Carlos Mariátegui 1894－1930）の

著作の一節を自著の中で次のように引用している。

　我々は、アメリカの社会主義が、そっくりそのまま

どこかの社会主義の正確なコピーであれと望んでいる

のでは、全くない。それは、英雄的な創造でなければ

ならない。我々は、自らの現実から、自らのことばで、

インド‐アメリカ式社会主義86を生活に導き入れなけ

ればならない。これこそ、新しい世代に値する使命で

ある87。

　グティエレスの『解放の神学』は、彼と同様にラテ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
78　例えば次を参照。フランク『従属的蓄積と低開発』、吾郷健二［訳］、岩波書店、1980年。
79　グティエレス『解放の神学』、86-87頁。
80　Ibid., 87.
81　Ibid., 114.
82　Ibid., 98－99.
83　Ibid.
84　Ibid., 100.
85　Ibid., 96.
86　インド－アメリカ（indoamericano）とはスペイン語で「アメリカ先住民の」という意味の形容詞。1492年にア
メリカを発見したコロンブスは当初インドに到着したと誤解し、また彼に次ぐスペイン人征服者たちも新たに発見
した土地をインディアス（Las Indias）と総称した。本文中での「インド－アメリカ式社会主義」は「ラテンアメ
リカという土着の諸要素を考慮した社会主義」の意味。
87　グティエレス『解放の神学』、96-97頁。
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ンアメリカ全域での解放の実現に取り組む協働者たち

の知的関心を刺激した。翌1972年には後に『教会、カ

リスマと権力』（Igreja, carisma e poder）の出版をめぐ

りやはり世界的に有名になったレオナルド・ボフ

（Leonardo Boff  1938－）が『解放者イエス・キリスト』

（Jesus Christo Libertador）をブラジルで出版、解放の

神学に基づく独自のキリスト論（christology）を展開

した。また同年はアルゼンチン出身のエンリケ・デュ

ッセル（Enrique Dussel 1934-）が『ラテンアメリカ

教 会 史 』（Historia de la Iglesia en América Latina: 

coloniaje y liberación 1492－1972）を公にし、ラテンア

メリカにおける解放の意味合いと実現をスペイン植民

地時代にまで遡ってその歴史的意義を論じた88。

おわりに

　本稿ではラテンアメリカ全域のカトリック教会を統

括するCELAMがこれまで開催した総会決議録の内容

を当時の政治、経済、国際情勢を踏まえつつ、通時的

に考察した。これによりまず明らかになったのが、バ

チカンでの諸決定がラテンアメリカのカトリック教会

の動向に大きな影響を与えつつも、ラテンアメリカで

は地域特有の貧困対策が徐々に芽生えるようになった

ことである。ラテンアメリカにおいて教会関係者が

貧者の生活改善に本格的に取り組むようになったのは

ヨーロッパ在住のローマ教皇が貧困に関する諸回勅

を頻繁に出すようになった19世紀後半以降のことだっ

た。また労働者の労働環境を見直す手段としてカトリ

ック・アクションが注目されるようになった時期も、

1920年代から30年代にかけてと、ラテンアメリカとヨ

ーロッパの状況には同時代的な連動がみられた。とこ

ろがラテンアメリカにおいてはBCCやフレイレの意識

化教育など、ヨーロッパとは異なる貧困問題への独自

のアプローチがみられた。しかしこの時期の貧困対策

は教会の末端組織のレヴェルで進行していた。高位聖

職者を中心にラテンアメリカ全域の教会関係業務を統

括する意味でCELAMが設立されたのは1955年のこと

だが、この時期の域内の教会上層部の関心は、バチカ

ンの意向を受けて貧困とは別種の共産主義勢力やプロ

テスタントへの対抗にあった。

　次に明らかになったことは、ラテンアメリカの教会

上層部が貧困問題に関心を抱くようになったのは第二

バチカン公会議以降だったということである。公会議

を主催した教皇ヨハンネス23世やパウルス６世の諸回

勅に刺激された彼らは、1968年のメデジン会議におい

て、ラテンアメリカのカトリック教会が上下の立場関

係なく一つとなり域内の貧困問題に取り組むことを決

定し、その解決のために社会科学の援用や政治運動へ

の積極的な参加も推進された。1971年の『解放の神学』

の出版はメデジン会議が目指した方針の集大成にあた

るものであり、以後ラテンアメリカ出身の神学者・歴

史家たちがこれに続いて貧困からの解放の意義と具体

的実践について論じる著作の出版が相次いだ。

　しかしこのような勢いも、CELAM上層部の役員交

代やバチカンの意向の転換などが重なり、70年代中期

以降になると、徐々に陰り始めていく。この経緯なら

びに以後の出来事については続く第二部で論じたい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
88　Alfred T. Hennelly （ed.） Liberation Theology: A Documentary History, Maryknoll: Orbis Books, 1992, 122.




