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翻訳「進歩のための同盟」重要資料I‒IV.

江　原　裕　美

はじめに
ケネディ大統領の外交の重要政策として1961年に成立した「進歩のた

めの同盟（Alliance for Progress）」は、戦後アメリカの対外援助政策にお
ける一つの到達点である。その文章は、特にラテンアメリカを対象とする
政策の表明ではあるが、同時にアメリカの対外援助に対する核心的な考え
方や姿勢を読み取ることが出来る。そうした意義に鑑み、ここにI.ボゴタ
法（Act of Bogotá）、II.「アメリカ諸国民への宣言（Declaration to the 

peoples of America）」、III.「プンタ・デル・エステ憲章（Charter of Punta 

del Este）」、IV.前出III.の付帯決議である、「決議A.1  進歩のための同盟の教
育10カ年計画（Resolución A.1 Plan decenal de la Alianza para el Progreso）」
を訳出する。

I．ボゴタ法（Act of Bogotá）
暫定的条文

1960年9月13日21人委員会で19対1（キューバ）で採択された。ドミニカ
共和国は委員会に欠席していた1。

オペレーション・パン・アメリカの枠組みにおける社会改革と経済発展の
ための方策

経済協力のための新しい方策構築研究特別委員会は、

1  Act of Bogotá, in Department of State Bulletin, Vol. XLIII, No. 1110, October 3, 1960, 
537-540.
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米州諸国における自由で民主的な制度の維持強化のためには、アメリカ諸
国人民のより良い生活を求める正当な願いを満たし、その状況を改善する
ための最大の機会をもたらす適切な社会経済的進歩を加速させる必要があ
ることを認識し、

アメリカ諸国の利益は非常に緊密に結びついているために、各国の健全な
社会経済進歩は全体にとって重要であり、いずれの一ヶ国におけるその不
足も他国に対して深刻な影響をおよぼすおそれがあると認識し、

多くのアメリカ諸国で直面する深刻な経済社会的問題に対処すべく取られ
ている手段を認識しつつも、これらの問題の大きさは各政府によるこれま
でに倍する努力と米州間協力の新たな力強いプログラムを必要としている
ことを理解し、

経済開発プログラムは緊急に強化拡大されるべきものではあるが、社会的
福祉に対しては対応が遅れ、従ってこれまでの方策は社会的必要性に対処
することが求められていることを認識し、

経済社会進歩のための協力プログラムの成功はアメリカ諸国の側での最大
の自助努力、多くの場合、既存の制度や活動、とりわけ課税、土地の所有
と使用、教育と訓練、健康と住居の分野における自助努力を必要としてい
ることを認識し、

ラテンアメリカ諸国の人民の社会進歩の機会を直ちに拡大することによ
り、オペレーション・パン・アメリカの精神をより実践的に表現し、それ
により人民の将来への希望を強めることが時宜にかなっていると信じ、

社会開発のプログラムを開始することが望ましく、そこにおいては、社会
的ニーズを満たすと同時に生産性を向上させ経済発展を強化する方策に強
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調点をおくべきだと考えられることから、

米州機構理事会に以下を提言する：

I．社会改革の方策

各国で適切と思われる所に従い、次のようなラテンアメリカにおける社
会改革方策の実行に向けた社会開発米州プログラムが確立されるべきであ
る。

A．農村生活および土地使用状況の改善策
 1. 以下に関わる既存の法的組織的制度の検討。

a. 雇用、生産性、経済成長の目的に沿った方法によって、より広範で
公平な土地所有の配分を確実にするための土地所有法制及び制度。

b. 農民個人やグループに適切な融資を行うための農業信用機関。
c. 特に未使用の私有地に関して、課税の公正を確保し、土地の有効利
用を奨励するための課税制度と手続き、財政政策。

 2. より良い土地所有条件を定め、より適切な信用供与を拡大し、土地
への課税制度でインセンティブをあたえるため、既存の法的組織的
な枠組みを近代化且つ改善する適切なプログラムを開始し強化す
る。

 3. 以下の目的のプロジェクトやプログラムの準備を加速する。
a. 特に未利用のまたは不活発な利用しかされていない土地について、
土地所有を拡大し、土地の有効利用を進めるための土地開拓と入植。

b. 既に使用されている土地の生産性の向上と、
c. 農場への道路およびそれと市場をつなぐ道路の建設。

 4. 新しい改善された市場開拓組織、拡大サービス、研究と基礎調査、
デモンストレーション・教育・訓練の施設等、特に小規模農民を助
けるための、政府サービスプログラムを採用し強化する。
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B．住宅とコミュニティ施設の改善策
 1. 都市および地域計画を含めて住宅およびコミュニティ施設分野の既

存の政策を検証し、政策の改善と公共施設の改善、これらの分野に
おけるプログラムに民間のイニシアチブと参加を促す。融資機関が
長期にわたる低価格住宅建設や建築産業に投資するよう、特別な配
慮が払われるべきである。

 2. 人々により良い住宅と関連施設を供給し、必要に際してはこの目的
のための新しい機関を作るための資金をもたらすため、既存の法的
制度的枠組みを強化する。以下を確立し成長させるための立法と方
策に特別な配慮が払われるべきである。

a. 建築組合や貸付組合のような民間の融資機関。
b. 減耗に対する健全な住宅ローンを確保する機関。
c. 住宅担保のための第二次市場に役立つ機関。
d. 水道、衛生施設その他の公共工事のような施設の開発のための地域
コミュニティ向け資金援助を行う機関。住宅やコミュニティ施設開
発を進める上で、外部資金の応用が実用的で適切なところではどこ
でも既存の国の機関が利用されるべきである。

 3. 職人やその他の人員の訓練、研究、新技術の導入、低中価格住宅の
建築基準の開発を通じて住宅建築産業を拡大させる。

 4. 援助された自助住宅建設、低価格住宅拡大のための土地獲得と分配、
工業住宅建築プロジェクトのプログラムに実験的な奨励融資と支援
を与える。

C．教育制度と訓練施設の改善方策
 1. 特に以下に注意を払った教育制度の再検証。

a. 非識字根絶に向けた大衆教育の新しい方法の開発。
b. 実験や労働経験を重視する科学と工業技術、ならびに、社会経済問
題解決のための知識の実践的応用に関する適切な訓練。

c. 農村学校で基礎的科目だけでなく、農業、保健、衛生、栄養、家庭
とコミュニティ改善に関する知識を教える必要性。
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d. 中等学校において、工業、商業、公共行政、コミュニティサービス
に関する実務及び経営に必要な訓練を与えるカリキュラムを拡大す
る。

D．公衆保健の改善策
 1. 以下に特別の注意を払いつつ、公衆保健のプログラムと政策の再検

証を行う。
a. 特に幼児死亡率の削減に向けた、国家的地方的保健サービスの再検
証。

b. 都市と農村における、妊産婦用、事故と障害用のものを含む、健康
保険制度の漸進的開発。

c. 人口集中地を離れた場所における病院と保健サービスの提供。
d. 例外的なニーズがある地域への公的な医療サービスの拡大。
e. マラリアの根絶への特別の注目を含め伝染病のコントロールと根絶
のためのキャンペーンの強化。

f. 健康と経済の発展のための水供給設備の提供。
g. 公衆保健に携わる公務員と技術者の訓練。
h. 低所得グループへの栄養プログラムの強化。

E．国内資源の動員策。
 1. このプログラムは、国内貯蓄の最大限の拡大と財政金融政策の改善

という枠組みの中で実行される。
 2. このプログラムの目的のために付加的な歳入を供給する観点から、

既存の課税予定、評価作業、徴税手続きの平等性と効率性が点検さ
れる。

 3. 前述の段落で言及されていた社会開発分野にそうした歳入を適切に
確保することに配慮し、税収の配分は再検討される。

II．社会開発特別基金の創設

 1. ラテンアメリカ諸共和国の代表団は、社会開発のための特別基金を
創設し、米州開発銀行が基金運営の主たる機関となるというアメリ
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カ合衆国政府の決定を歓迎する。
 2. 特別基金の目的は、柔軟な期限と条件による資金源および技術援助

のための役割を果たすことであり、それは現地国通貨による返済と
返済された資金の再貸付を含む。こうした取り扱いは、さらなる社
会開発とバランスのとれた経済成長を達成するために、有効な制度
的改革を開始または拡大し、自分自身の資金を効果的に用いる手段
をとる用意があるラテンアメリカ諸国を支援するため、使用可能な
資金の観点から適切で選択的な基準に沿って行われる。

III．経済開発の手段

特別委員会は、
オペレーション・パン・アメリカの目的追求のため、低開発に対する戦い
における西半球協力の加盟諸国の最大限の貢献の必要性を表明する外務大
臣諮問委員会第7回における決議VIIに照らし、

以下の信念を表明する。

 1. オペレーション・パン・アメリカにおいて、ラテンアメリカの経済
発展は、国際協力と国内努力の分野での例外的な範囲の早急なアク
ションを必要とする。それらは以下のようなものである。

a. アメリカ、西欧の資本輸出国と、国際金融機関による、それぞれの
憲章の枠内での付加的な公および民間の財政支援。それは特に以下
のことに配慮する。
i. 柔軟な機関と条件の貸付の必要性。これは個々の国の収支バラ
ンスに照らして望ましい時にはいつでも、現地国通貨での返済
の可能性を含む。

ii. 適切な準備と開発プロジェクトや計画の実行の望ましさ。これ
はその効果のために必要であれば、金融、財政、通貨政策の枠
内で、米州間と国際機関の技術援助を適切に用いることを考慮
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する。
iii. 特別な場合には、現地歳出への充当のために外国援助を延長す
ることの適切性。

b. 公及び民間の付加的国内資金の動員。
c. ラテンアメリカ各国国内及び地域全体の開発計画の準備実行におけ
る適切な国際機関による技術援助。

d. 中小の民間企業、農業及び産業組織に対する信用供与の開発と強化
の必要性。

そのうえで以下の提言を行う。
 1. 長期貸付の拡大に対する特別な注目。特に、第一次産品の輸出を行

う国々の外貨収入が不安定なことにより、過度な短期中期負債の蓄
積が継続的かつ秩序に基づいた発展に対して好ましくない影響を与
えていることに注意を払う。

 2. 第一次産品の輸出に強く依存する国々における、外貨収入の不安定
という問題に対処するため、それぞれの産品に対して効果的で実用
的な方法を緊急に調査すること。

IV．社会経済進歩に対する多国間協力

特別委員会は、
定期的に進歩の状況を検証し、さらなる資金動員の手段を提案するため、
米州間の経済社会協力プログラムを実行する手段と仕組みを用意する必要
性を考慮し、
以下のことを提言する。

 1. 米州経済社会理事会は、加盟国の社会経済進歩を検証するため、毎
年の諮問会議を組織して、各国で達成された進歩と直面する問題を
分析討議し、オペレーション・パン・アメリカの枠内で社会経済進
歩を加速するために取りうる手段について意見を交換し、将来の見
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通しについての報告書を準備する。そうした年次会議は専門家によ
る検討に始まり、大臣級の会議で終了する。

 2. 米州機構理事会は本法公布の日から60日以内に、各政府に有効な
援助を提供する米州経済社会理事会の能力を強化改善するため、上
級政府代表による特別会議を開催する。その際、アルゼンチン代表
団が文書CECE／III-13で示した提案を考慮に入れ、上記に箇条書
きで挙げられた目的を達成することを目指す。

a. ラテンアメリカ諸国の経済社会発展を促進する。
b. 西半球諸国間のみならず大陸外の国々とのあいだの貿易を促進す
る。

c. 西半球および大陸外の資金源からラテンアメリカ諸国への、資本の
流れと信用の拡大を促進する。

 3. 特別会議では、
a. 米州経済社会理事会、経済社会関係の米州機構事務局の部課の既存
の構造を検証し、米州経済社会理事会の強化と改善を目指す。

b. 事務局の運営面での改革により、米州間の経済社会的協力を強化す
る手段を決定し、それには業務遂行のため十分な技術的、管理的、
財政的な柔軟性が与えられるべきである。

c. 米州経済社会理事会、ラテンアメリカ経済委員会、米州開発銀行、
国連とその特別機関および西半球で技術的助言やサービスを提供し
ている諸機関との間で効果的な調整を確実にするための提言を作成
する。

d. 国際貿易と財政的技術的援助の分野で、研究、討議、相談を行える
よう、米州経済社会理事会、ラテンアメリカ地域組織と他の国際機
関とのあいだで効果的な連携関係を打ち立てるための手続きを提案
する。

e. そして米州機構理事会に適切な提言を作成する。

ボゴタ法を承認するにあたり、特別会議の諸代表団は、米州諸国の人民が
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民主主義制度の中でのみよりよい生活を達成することができることを確信
し、西洋文明の基底に横たわる本質的価値への信頼を新たにし、自由と個
人の崇高な尊厳の尊重のもとで、米州諸国人民の福利を目指す最善の手段
を確保することを再度決意した。
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II. アメリカ諸国民への宣言（Declaration to the Peoples 
of America）2

米州機構憲章、オペレーション・パン・アメリカ、ボゴタ憲章に感銘を
受け、プンタ・デル・エステに集まったアメリカ各国の代表は、ここに大
陸のすべての人民によりよい生活をもたらすための広範な努力である「進
歩のための同盟」を打ち立てることに同意する。
「同盟」は代表的民主主義の制度を通じて働く自由な人間こそが、仕事、
家と土地、健康と学校などを求める人間の希望を最も良く実現することが
出来るとの基本的原則の上に確立される。どのような制度も、我々の文明
の基礎である個人の尊厳を肯定するのでなければ、真の進歩を保障するこ
とは出来ない。
ゆえに主権の行使としてこの宣言に署名する各国は、きたるべき数年間、
以下の目標に向かって努力することに同意したのである。
人々の自己決定の原則を適用することにより民主主義制度を改善し強化

すること。
経済社会開発を加速すること。すなわち、ラテンアメリカ諸国と先進工

業諸国の生活水準の格差を縮小するため、平均所得の実質的かつ着実な増
加を素早く実現すること。
すべての人民に人並みの住居を提供するため都市と農村における住居計

画を実行すること。
各国の特徴に合わせ、総合的な農地改革計画を促進すること。これによ

2  「アメリカ諸国民への宣言」と「プンタ・デル・エステ憲章」は以下から。Alliance 
for Progress: Special Documents Emanating from the Special Meeting of the Inter-
American Economic and Social Council at the Ministerial Level, Held at Punta del Este, 
Uruguay, from August 5 to 17, 1961, OEA/Ser. H/XII.1, rev. 2, Washington, D.C.: Pan 
American Union, 1961, pp.3-16.
他に、以下の書籍にも掲載されている。Jerome Levinson and Juan de Onís, The 
Alliance for Progress that Lost Its Way: A Critical Report on the Alliance for Progress, 
Chicago: Quadrangle Books, 1970, pp.349-371.
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り、必要なところでは、土地の所有と使用に関わる不公正な構造と制度の
効果的な変革につながるだろう。ラティフンディオ（大農園）や歪んだ所
有制度を公正な所有制度に置き換え、適正な時期と額の贈与、技術援助、
マーケティングの改善で補完することにより、土地は耕す人の経済安定の
基盤、福祉の基礎、自由と尊厳の保障となりうるだろう。
適正な賃金と満足すべき労働条件をすべての労働者に保障すること。す

なわち、社会経済発展のために、労働管理関係の効果的な制度と、政府、
雇用者連合、労働組合間の協議と協力の手続きを確立すること。
非識字をなくすこと。出来るだけ早急に、初等教育の恩恵をすべてのラ

テンアメリカの住民に拡大すること。そして大規模に、中等教育及び職業
訓練と高等教育の施設を供給すること。
人類の潜在力を高めるため、疫病を予防し、伝染病を根絶し、保健と衛

生のプログラムを前進させること。
最も必要とするものに恩恵を及ぼすために、税法を改革し、最も多く所

有するものにより多くを要求し、脱税を厳しく罰し、国民所得を再分配す
ること。同時に、貯蓄と投資、資本の再投資を促進すること。
インフレやデフレの破壊的な作用を予防しつつ、大多数の購買力を守り、
最大限の物価の安定を保障し、経済発展に向けた適正な基盤をつくる金融
財政政策を維持すること。
増加する人口に仕事を与え、失業をなくし、世界の先進工業国の位置に

つかせることを助けることが出来るような速さによるラテンアメリカ諸国
の発展を促進するため、民間企業を育成すること。
ラテンアメリカ諸国が大きく依存している基本的な輸出財の過剰な価格

変動により生み出される深刻な問題に対し、早急に永続的な解決策を発見
すること。
ラテンアメリカの統合を加速化し、大陸全体の経済社会発展を奨励する。
このプロセスはすでに中米経済統合一般条約（the General Treaty of 

Economic Integration of Central America）や、他の国ではラテンアメリカ
自由貿易連合（Latin American Free Trade Association）によって始められ
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ている。
この宣言は、ラテンアメリカ諸国の、こうした深い経済、社会、文化的

変革は各国それぞれの自助努力によってのみ達成されるとの信念を示した
ものである。とはいうものの、設定された目標を必要な速度で達成するた
めには、国内努力は外部援助の必要不可欠な貢献により強化されねばなら
ない。
アメリカ合衆国側では、進歩のための同盟の目標を達成するため、資金

的技術的協力を提供する努力を行うことを誓う。この目的のため、アメリ
カ合衆国は、最低200億ドルの大部分を主に公的資金により、提供するだ
ろう。この額はラテンアメリカ諸国が自身の努力を補完するために、今後
10年間にあらゆる外部資金から必要とする金額である。
合衆国は、公的資金から、ラテンアメリカへの経済社会進歩への直接的

貢献として、進歩のための同盟が発表された1961年3月13日から12ヶ月の
間に、10億ドル以上を提供する。
合衆国は、必要なところでは、50年を限度にゼロないし非常に低い利率
で、長期にわたる開発貸付を供給する用意がある。
ラテンアメリカ諸国の側では、経済社会発展のために自らの資金を着実

な割合で増加させること、そしてそれらすべてが進歩のための同盟の成果
に貢献するよう必要な改革を行うことに同意している。
さらに、進歩のための同盟への貢献として、ラテンアメリカ諸国それぞ

れが自らの経済の開発のための総合的で熟慮された国家計画を策定する。
ラテンアメリカ諸国が国家開発計画を作成し、検討するのを助けるため、

独立的で高度な資格を持つ専門家が利用可能となるだろう。
この宣言の最優先の重要性に鑑みて、署名各国は米州関係が新たな段階

を開いたことを宣言する。それは、自由と民主主義のもとに、現世代から
将来世代にわたりよりよい生活を保障するため、制度的、法的、文化的、
社会的な成果を、直接的で具体的な行動によって補うこととなろう。



翻訳「進歩のための同盟」重要資料I‒IV.

－13－

III. 「プンタ・デル・エステ憲章　オペレーション・パン・
アメリカの枠内で進歩のための同盟を設立するために 
（The Charter of Punta del Este: Establishing an 
Alliance for Progress within the framework of Operation 
Pan America）」

我々米州諸国は、ここに、個人の尊厳と政治的自由の枠内で、より速い
経済進歩とより広範な社会的公正を我らが人民にもたらすための共通の努
力において結集する決意を宣言する。

ほぼ200年前、我々はこの半球において、今や世界のあらゆる場所におい
て人々を鼓舞している自由のための長い闘いを開始した。今日、古い土地
では人々は自由を求める若い世代の革命によって希望を持ち始めている。
今や我々はその革命的遺産に新たな意味を付与しなくてはならない。なぜ
ならアメリカは歴史の転換点にたっている。我が半球の男女は今日の技術
が我々の手の届くところにおいたより良い生活に向けて手を伸ばしつつあ
る。彼らは自分自身と子どもたちのために、人並みでより豊かな生活をす
ること、全ての住民が知識と均等な機会を得ること、多数の人々のニーズ
と尊厳を犠牲にすることで少数が利を得るような社会条件を終わらせるこ
とを決意している。彼らの公正な希望を叶えることは我々の免れ得ない仕
事である。我らが国々、そしてすべての土地における貧困者と見捨てられ
た人々に、自由な人間の創造的な力が彼らの進歩と将来世代の進歩への鍵
であることを示すのである。そして、我々の最終的な成功への確信は、我々
自身と我々の国々への信頼のみならず、アメリカの文明の遺産であった自
由な人間の不屈の精神によっている。
これらの原則とオペレーション・パン・アメリカおよびボゴタ憲章の原

則とに鼓舞され、米州諸国はここに、進歩のための同盟を組織し実行に移
すための以下の行動計画を採択することを決議する。
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タイトルI　進歩のための同盟の目的
進歩のための同盟の目的は米州諸国の人民と政府の全エネルギーを、参加
するラテンアメリカ諸国の経済社会発展を加速化するための偉大なる協働
のために結集することである。それにより、それぞれのニーズと希望に基
づき、民主主義社会において、全員のための最大限の福祉と均等な機会を
達成することが出来るだろう。
米州諸国はここに、この10年間において、以下の基本的目標の達成に
向けて働くことに同意する。

 1. 参加するラテンアメリカ諸国において、実質的かつ持続的な一人当
たり所得の成長を、可能な限り早期に達成すること。それは、自立
的な成長を確保可能な所得水準、ラテンアメリカの所得水準をより
工業化が進んだ諸国の水準と比べて大きなものとするのに十分な所
得水準を目指すものとする。このようにして、ラテンアメリカ諸国
とより開発が進んだ国々の生活水準のギャップが縮小できる。同様
に、相対的に開発が遅れた国の開発を加速し、リソースと国際協力
を彼らに最大限優先順位をおいて配分することにより、現在存在し
ているラテンアメリカ諸国内のギャップも縮小されるだろう。相対
的な開発の程度を評価するためには、一人当たりの実質所得の平均
水準だけでなく、幼児死亡率、非識字、一人当たりカロリー消費量
も説明されるべきだろう。
合理的な期限内にこれらの目標に到達するためには、ラテンアメ

リカのいずれの国においても一人当たりの年間経済成長率が2.5％
を下回らないようにし、参加各国が、その社会的経済的進化の段階、
有する資源、開発のための国家的動員力に照らして成長目標を決定
すべきである。

 2. 経済成長の恩恵をすべての経済的社会的集団の市民に利用可能なも
のとすること。それは、国民所得のより公平な分配、必要性の高い
人々の所得と生活水準をより早急に引き上げること、同時に国民生
産のより多くの部分が投資に向けられることを通じて達成される。
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 3. 国の経済構造をバランスのとれた形で多様化するために、輸出品の
価格と輸出から生じる所得の安定を達成しつつ、地域的そして機能
的にも、限られた一次産品輸出や資本財の輸入への依存から次第に
脱する。

 4. 経済全体の生産性を高めるため、合理的な工業化を加速すること。
その際、民間及び公的部門の才能とエネルギーを最大限利用し、国
の天然資源を活用し、失業中またはパートタイムで働く労働者に生
産的で報酬がある雇用を提供するようにする。この工業化の過程に
おいて、資本財を生産する産業の確立と発展に特別な注意を払う。

 5. 農業生産性と収穫のレベルを高め、関連する備蓄、運輸、市場サー
ビスを改善すること。

 6. 各国の性格に応じて、必要なところでは、土地の所有と利用の不公
正な構造や制度の効果的な変革につながる総合的な農地改革計画を
奨励する。これによりラティフンディオや歪んだ土地所有制度を、
より公正な土地所有制度に置き換えることを視野に入れ、タイム
リーで適切な融資、技術援助、生産物のマーケティングや配分の設
備によって、土地がそれを耕す人の経済的安定、福祉の向上の基盤、
自由と尊厳の保障となるようにする。

 7. 成人の非識字をなくし、ラテンアメリカのすべての学齢児童に最低
限6年間の初等教育を保障すること。職業、技術、中等、高等の教
育と職業訓練施設を近代化して拡大すること。基本的及び応用的研
究能力の強化。急速に成長する社会に必要な有能な人材を供給する
こと。

 8. 個人と公衆の健康を改善することにより、出生時平均余命を少なく
とも5年間のばすこと、そして学習し生産する能力を向上させるこ
と。この目標を達成するためには、特に、適切な飲料水提供及び下
水処理を都市人口の70％以上、農村人口の50％以上に確保するこ
とが必要であろう。5歳未満児の現在の死亡率を少なくとも半分に
引き下げること。衰弱、生涯、死亡の原因となる重篤度に応じて、
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より深刻な伝染病を抑制すること。有効な技術が知られている病気、
特にマラリアを根絶すること。影響を改善すること。最低限の必要
に応じるための医療及び保健の人員を訓練すること。国家レベル地
方レベルで基本的な保健サービスを改善すること。科学的研究を強
化し、その成果をより十分かつ効果的に疾病の予防と治療に適用す
ること。

 9. 不適切で欠陥のある住宅をなくし、住宅の不足を解消するため、低
所得家庭向けの低価格住宅の建設を増やすこと。都市農村両方の人
口密集地に必要な公衆サービスを提供すること。

 10. 常に適切な経済成長率を維持する必要性を意識しつつ、インフレや
デフレ、その結果生じる社会的困難、資源の不平等な分配を避けつ
つ、安定的な価格水準を維持すること。

 11. ラテンアメリカ各国間の貿易を拡大多様化し、地域の経済成長に貢
献するラテンアメリカ共同市場創設の要望に応えるため、現行の経
済統合を強化すること。

 12. 経済社会開発に決定的に重要な一次産品の輸出から得られる外国為
替益の過剰な変動による有害な影響を避けるために協同プログラム
を開発する。そしてラテンアメリカの輸出が国際市場に進出するの
に必要な措置をとること。

タイトルII　経済社会開発

第一章　経済社会開発のための基本的要件

米州諸国は前述の目標を達成するためには以下のことが必要であると認
識する。

 1. 自立した経済成長を達成することを目指し、総合的で熟慮された経
済社会開発国家プログラムが民主的原則のもとで実行されること。

 2.  経済社会開発国家プログラムは、ボゴタ憲章にて確立されたよう
に、国内資源を最大限活用し、各国の特殊条件を考慮しつつ、自助
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（self-help）の原則に基づいたものであること。
 3. 経済社会開発計画の準備と実行にあたっては、女性は男性と同等の

地位におかれるべきこと。
 4. ラテンアメリカ各国は十分な外部資金援助を獲得すること。国内資

本形成を補完し輸入能力を強化するために、そのかなりの部分は、
期間と返済条件、活用形態に関して柔軟な条件により拡大されるべ
きこと。また、必要な構造改革と国内資本動員策を含む熟慮された
プログラムを支えるため、今後10年間にあらゆる外部資金源から
もたらされる資本供給として少なくとも200億ドルを、ラテンアメ
リカ諸国は利用できるものとする。相対的に開発の遅れた諸国が優
先される。資金の大部分は公的資金からもたらされるべきである。

 5. 国内資金の増大と効果的使用のために、労働組合、協同組合、商業
的工業的金融的機関を含めた公共及び民間部門の機関は強化され改
善されるべきこと。経済社会開発の成果を公平に分配できるよう社
会改革が実行されること。

第二章　国家開発プログラム

 1. 参加しているラテンアメリカ諸国は、本文書に含まれる原則、目的、
要件に沿った経済社会開発の国家プログラムについて、その準備、
実行、定期的な見直しのシステムを導入・強化することに同意する。
参加しているラテンアメリカ諸国は、可能ならば18ヶ月以内に、長
期開発プログラムを作成する。そうしたプログラムは、各国の性格
に従い、付録に概要が示された要素を含むべきである。

 2. 国家開発プログラムは以下の項目を目指した自助努力を含むべきで
ある。

a. 教育と健康の一般水準を高めることによる人的資源の改善と機会の
拡大。科学技術に重点を置くことによる技術教育と専門的訓練の改
善と拡大。マネージャー、企業家、賃金労働者の才能を育成し、な
された仕事に対する適切な報酬を提供すること。半失業中のマンパ



－18－

外国語外国文化　第6号

ワーに対し、生産的な雇用を提供すること。公的機関、雇用者協会、
労働者団体の間で、労働関係の効果的なシステムと協議協力の手続
きを確立すること。基本的応用的研究のための地方機関を設立し拡
大するよう奨励すること。公共行政の水準を向上させること。

b. 天然資源のより広い開発とより効率的な利用。原材料加工の方策を
含め、現在未利用または利用不十分なものに注目する。

c. それを耕作する人々への土地の便益を次第に拡大し、先住民人口を
有する国ではこれらの人口を近代的生活の経済的、社会的、文化的
なプロセスに確実に統合することで農業の基盤を強化する。これら
の目標を実行するため、個々のケースによりつつ、以下のサービス
を確立及び改善するための方策がとられるべきである。そのサービ
スとは、知識の拡大、低利の融資、技術援助、農業の研究と機械化、
保健活動と教育、備蓄と配分、協同組合と農民連合、コミュニティ
開発である。

d. 高所得と不動産への公正で適切な課税を含めた税体系の改革、及び
財政改善策の厳格な適用による、より効果的で合理的、かつ公平な
方法による資金の動員と活用。開発計画は、開発ニーズに応じた予
算支出、物価安定維持策、適度な利率の低利融資制度の創設、民間
貯蓄の奨励を含むべきである。

e. 二重課税を減らしなくすための協定に署名することを含め、適切な
方策によって、外資の流入を進め、資本不足の参加国の資本を増や
すことに役立つ条件をつくるよう奨励すること。

f. 市場をより競争的にし、独占的な営業を防ぐために、分配と販売の
システムを改善すること。

第三章　直接的短期的行動策

 1. 多くのラテンアメリカ諸国がそれぞれの最善の努力にも関わらず、
緊急資金援助を必要とするかもしれないことを認識し、アメリカ合
衆国はそうした目的のために設立されるかもしれない基金から援助
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を提供する。合衆国はそうした援助の適用のために早急な行動をと
る用意がある。現今の状況に対する適用は今後60日の間に提出さ
れるべきである。

 2. 参加するラテンアメリカ諸国は長期開発計画を作成強化する機構を
創設するのに加えて、以下の目的を特別重視することにより、直ち
に開発を推進する努力を増大させるべきである。

a. 資金調達と実行を早めるため、既に実行中のプロジェクトの完成と
基礎的調査が終わっているプロジェクトの開始。

b. 以下を実現すべく計画された新しいプロジェクトを実行すること。
（1） 最も緊急な経済社会的ニーズに応え、最大数の人々に恩恵をも

たらすこと。
（2） 各国内では、とりわけ深刻な社会問題がある、低開発なまたは

より貧困な地域において努力を集中させること。
（3） 未利用の能力や資源を活用すること。既に失業状態にあるマン

パワーを活用すること。そして、
（4） 天然資源を探査評定すること。

c. 以下を目的とした長期計画の準備と実行を促進すること。
（1） 教師、技術者、専門家を養成すること。
（2） 労働者農民により速修的な訓練を提供すること。
（3） 基礎的な統計を改善すること。
（4） 必要な低利融資と市場設備を確立すること。
（5） サービスと管理運営を改善すること。

 3. 出来るだけ早く進歩のための同盟の具体的成果を得るため、合衆国
はこれらの短期的方策を実行するための援助を行う。前述の諸方策
と関連し、またケネディ大統領の言明に従い、短期的施策の資金調
達への援助を含め、1962年5月に終了する年度中に合計10億ドル以
上の、進歩のための同盟に基づく援助を与える。
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第四章　国家開発プログラムへの外部援助

 1. ラテンアメリカの経済社会開発は、開発援助委員会の会員と国際金
融機関を含めた資本輸出国から、多額の追加的な公的及び民間の資
金援助を必要とする。ボゴタ法で決められた方策と本憲章で決めら
れた新たな方策は、そうした追加的な援助が提供され効果的に利用
されるための枠組みを作るように企画されている。

 2. 合衆国は、開発計画によって本憲章の目標と原則に忠実な自助努力、
経済政策とプログラムを打ち立てる参加国に対して援助を行う。そ
うした国々の国内努力を補完するため、合衆国は他の外部資金源か
ら予定されている分とともに、この憲章に構想されている目標を実
現するにふさわしい範囲と規模の資金を拠出する用意がある。それ
らの援助は社会的及び経済的開発双方に割り当てられるが、適切と
思われるところでは、贈与ないし柔軟な条件の貸付という形態をと
る。参加国は他の資本輸出国や適切な機関にも要請して、これらの
目的達成のための援助を得ることができる。

 3. 合衆国は以下の目的のために、参加国または米州機構の事務局によ
り提案された、技術援助プロジェクトの資金を援助する。

a. 政府と契約した専門家を供給すること。彼らが政府の支持のもとで
働き、特定の投資プロジェクトの準備や、プロジェクトを準備する
ための国内メカニズムの強化を行うのを助ける。適切な場合には専
門の技術会社を用いる。

b. 米州機構事務局、国連ラテンアメリカ経済委員会（ECLA）、米州
銀行間の既存の合意に従い、現地調査研究を実施する。それらは、
開発問題、農地改革、農村開発、保健、協同組合、住宅、教育、専
門的訓練、及び課税と税務行政を含む。

c. 開発と関連する問題について、専門家と官僚の会議を開催する。

政府または上記の機関は、適切と思われる際には、これらの活動実施
のために国連とその専門機関との協力を模索する。
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 4. 参加するラテンアメリカ諸国は、程度は様々であるが、技術面また
は資金面での援助を提供することで、メンバーの国々を助ける能力
があることを認める。経済が成長するにつれ、この能力が増大する
ことも認める。それゆえ、個々の状況が許す場合には、仲間の国々
を助ける意図を肯定する。

第五章　組織と手続き

 1. 参加国から要求があった場合には、開発計画を作成するための技術
援助を提供する目的で、米州機構、国連ラテンアメリカ経済委員会、
米州開発銀行は、この分野での調整を行う協定を強化する。それに
より、本憲章の実行を促すために用いられる作業を行うことが出来
る、計画作成専門家のグループを準備出来るようにするためである。
参加国は、その同じ目的のために、国連の特別機関の技術援助の強
化を求めることが出来る。

 2. 米州経済社会理事会は、米州機構の事務局長、進歩のための同盟米
州委員会の議長、米州開発銀行総裁、国連ラテンアメリカ経済委員
会委員長との合同指名により、9人のハイレベルな専門家のパネル
（委員会）を任命する。その任命は、経験、実務能力、経済社会開
発の様々な側面における能力にのみ基づいて行われる。専門家は、
いずれの国籍でも差し支えないが、もしラテンアメリカ出身者であ
る場合には、適切な地理的配分となるよう考慮される。彼らは米州
経済社会理事会のもとに招集されるが、任務の遂行にあたっては完
全な自立性を与えられる。管理的目的とよりよい業務編成のため、
パネルはメンバーの中からコーディネーターを互選する。米州機構
の事務局長とコーディネーターは業務に必要な実務的管理的な面で
の合意を行う。

9人のうち4人は、推薦者が、独立した専門家としての責任に差
し障りがないと判断した場合には他の報酬ある役職につくことが出
来る。コーディネーターはいかなる報酬ある仕事にも就くことは出



－22－

外国語外国文化　第6号

来ない。臨時委員会のメンバーとして勤める以外の期間は、各専門
家はコーディネーターの要請に従って計画作成、計画の評価、そう
した計画の実行に関するハイレベルな仕事を行うことがある。専門
家委員会はまた、その助言能力に関わってその他のハイレベルな、
特定の仕事を、進歩のための同盟米州委員会に対して行うことを要
請されることがある。その要請はそうした仕事が第4段落で指定さ
れた役割と両立可能である場合に、専門家委員会のコーディネー
ターを通じ、進歩のための同盟米州委員会の議長より行われる。そ
うした仕事の実行に際しては、各専門家は判断、評価、提言につい
て完全な自立性を有する。
一年の限られた期間のみ役割を果たす専門家は最低限年間110日
間業務を行い、他の専門家の年間報酬、手当、便益の標準的総額に
応じて算出された額を受け取る。
その割合は米州機構の予算に基づき許可を得た範囲内で、事務局

長により決定される。
コーディネーターが専門家委員会のメンバーに業務を要請した場

合には、合理的な期間内にそれらを始めなくてはならない。
専門家委員会のメンバーの任命は、最低1年以上3年以内とし、再
任可能である。

 3. 各国政府はもし希望する場合には経済社会開発計画を臨時委員会に
提出することが出来る。臨時委員会は前段落で言及された専門家委
員会から3人までと、もしも関係する政府が希望する場合は、その
数が専門家委員会からの専門家の数を上回らないのであれば同委員
会以外の1人か2人から構成される。臨時委員会を構成する専門家
は、関係する政府からの要請と米州機構の同意の下に米州機構事務
局長によって任命される。臨時委員会の議長は専門家委員会からの
メンバーの一人とする。

 4. 委員会は開発計画を検討し、関係する政府と可能な修正について意
見を交換し、政府の同意の上でその結論を進歩のための同盟米州委
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員会、米州開発銀行、計画の実行にあたり資金的技術的援助を行う
用意のあるその他の政府や機関に報告する。関係する政府の要請に
より、専門家委員会が開発計画を再検討することも出来る。

 5. 臨時委員会は提出された開発計画を考慮するにあたり、付録に示さ
れた要点を考慮しつつ、その計画がボゴタ法と本憲章の原則に適合
しているかどうかを精査する。

 6. 米州機構の事務局は、第2項目で定められた合意に沿って業務を実
行するため、この章の第2及び第3段落で言及された専門家による
技術的管理的サービスを提供する。これらの業務に携わる職員は、
この目的に限って雇用されるか、または3つの機関の連携協定に従
い米州機構、国連ラテンアメリカ経済委員会、米州開発銀行の正規
職員から採用される。米州機構事務局は、国連事務局、国連専門機
関、米州間の専門機関との間で、必要な職員の一時的な配置につい
て調整を行う。

 7. その開発計画が、臨時委員会によって外部資金援助の要件について
推薦を受けた政府は、米州開発銀行に計画を提出し、銀行はそうし
た資金獲得のための交渉を開始する。その対象には、開発計画に対
し、適切な条件で、継続的で制度的な資金供与の用意がある信用供
与機関や政府のコンソーシアムも含まれる。しかしながら政府は、
必要とする資金の全額または部分的金額を得る目的で、その他の
チャンネルを用いてあらゆる資金源に依頼する完全な自由がある。
臨時委員会は、各政府がその国家開発計画において自らの目標、

優先順位、改革を策定する権利に介入してはならない。
臨時委員会の推薦は、そうした計画の外部資金確保に役立つ進歩

のための同盟下の公的資金の分配を決定する上で、大きな重要性を
有する。これらの推薦はこの憲章のタイトルI.1に特別な注意を払
う。

 8. 米州経済社会理事会は開発計画の作成、国内での実行、国際的資金
確保における進歩について毎年レビューを行う。また米州機構理事
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会に適切と思われる提言を行う。

付録

国家開発計画の要点
 1. 工業、農業、鉱業、運輸、エネルギー、そしてコミュニケーション

における生産力を高め、より良い住宅、教育、健康を含め都市と農
村の生活条件を改善するため、計画期間を通じて目指される相互に
首尾一貫した目標の設定。

 2. 目標を達成するための優先順位を定め、個別の方法や大規模な計画
を含め、その方法を明記すること。特定の開発プロジェクトは、社
会的生産性への貢献を含め、その相対的な費用と利益を考慮して正
当化されるべきである。

 3. 公的部門の運営を指導し、開発プログラムの支持のための民間活動
を奨励するために採用される方策。

 4. 全体としての、および計画期間にわたる一年ごとの、大プロジェク
ト及び開発プログラムの、ドル及び外国の通貨による推計金額。

 5. 計画の実行に利用できる公的及び民間の国内資金。
 6. 計画の実行に必要と推測される、公的および民間の外部資金、貿易

収支に関わるプログラムの直接的間接的効果。
 7. 物価安定の枠内で計画を実施できるようにするために従うべき基本

的な財政金融政策。
 8. 変化する環境に適応し、達成された進捗を評価するため、公共行政

の機構が計画の実行に用いられること。その場合の公共行政には地
方政府、地方分権的機関、労働組合や協同組合、商業工業連盟のよ
うな非政府組織との関係が含まれる。

タイトルIII　ラテンアメリカの経済的統合
米州諸国は大陸の経済開発プロセスを速める必須の条件として、ラテン

アメリカ各国の現在の国内市場を拡大することが必要であると考える。そ
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れはまた、工業生産の補完と専門化を通じて生産性を拡大し、それぞれの
地域の住民によりよい社会的福利を達成するためにも適切な方法である。
市場の拡大は進歩のための同盟の下で得られる資金のより良い利用をも可
能にするだろう。従って、米州諸国は以下のことを認める。

 1. モンテビデオ条約（その柔軟性とそれがすべてのラテンアメリカ諸
国の支持に対して開かれているということをもって）と中米経済統
合条約は、ラテンアメリカ経済委員会の第9回委員会の決議No.11

（III）で認められたように、これらの目的の達成に対する適切な手
段であること。

 2. 統合プロセスは貿易の自由化を通じた市場の拡大による専門化だけ
でなく、モンテビデオ条約規定の経済セクターにおける補完的生産
物に対する同意のような手段を通じても、強化促進されうること。

 3. 関係するすべての国々の、バランスがとれて相互補完的な経済拡大
を確実にするため、統合プロセスにおいては、柔軟な考え方で、相
対的に低い経済発展段階の国々が、特別の公正かつ公平な取り扱い
を受けられるよう、各国の条件を考慮に入れること。

 4. ラテンアメリカの経済統合を進めるため、ラテンアメリカ自由貿易
連合（Latin American Free Trade Association）と中米経済統合条約
（Central American Economic Integration Treaty）加盟各国の間で、
およびこれらのいずれかのグループとその他のラテンアメリカ諸国
との間で、効果的な関係を確立することが望ましい。これらのアレ
ンジは、これらのグループにより決定される制約の枠内で確立され
るべきである。

 5. ラテンアメリカ諸国は、特に大陸外の諸国や経済グループの制限的、
差別的政策から生じる、世界市場における外国貿易の不利な条件に
対処するため、協調行動をとるべきであること。

 6. 「進歩のための同盟」資金の適用に関して、統合プロセスを強化す
る多国間プロジェクトへの投資のみならず、工業生産に必要な融資
やラテンアメリカ域内の工業製品の貿易拡大にも特別の注意が払わ
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れるべきであること。
 7. 相対的に低い発展段階の国々がラテンアメリカ経済協力の多国間プ

ログラムに参加できるよう、かつバランスがとれた調和的なラテン
アメリカ統合プロセスを促進するよう、特に経済基盤プログラムと
新たな生産ラインの拡大に関して、「進歩のための同盟」の資金の
運営においてこれらの国々のニーズに特別な注意が払われるべきで
あること。

 8. 経済統合プロセスは様々な経済活動における付加的な投資の必要を
意味しており、「進歩のための同盟」の資金は国家開発計画の財政
確保と同様、上述のニーズをカバーすべきであること。

 9. ラテンアメリカ諸国のグループが経済統合の財源機関を有している
場合には、前段落における財源確保は主としてそれらの機関からな
されるべきである。既存の地域統合手段の目的を追求するための地
域的財政については、米州開発銀行の協力は、これらの目的に同意
した地域外からの協力を模索するべきである。

 10. ラテンアメリカ地域統合の財源確保政策を有効なものとする手段の
一つは、国際通貨基金と他の財政機関にアプローチし、経済統合プ
ロセスに参加する国に生じるかもしれない一時的な収支問題の解決
手段を目指すことである。

 11. 輸送と通信システムの促進と調整は、統合プロセスを速める効果的
な手段である。外国の運送料や関税など搾取的措置に対抗するため
に、ラテンアメリカ諸国に多国間の運送通信会社を建てるか、他の
適切な解決方法を探すことが望ましい。

 12. 経済統合と相互補完的な経済に向かうために、国家計画の適切な調
整を行い、既存の地域統合組織を通じて様々な諸国の協同計画を作
る努力がなされるべきである。また、特に相対的に低開発な国々の
場合、様々な地域における不均等な成長率を段階的に排除するため
の投資政策を奨励する努力がなされるべきである。

 13. 外国企業と同等な立場で競争するため、国営のラテンアメリカ企業
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を発展させることが必要である。
 14. 民間セクターの活発な参加が経済統合と開発に不可欠である。自由

企業がない国々をのぞき、国家の適切な公的機関による発展計画は、
民間セクターの参加を妨げるどころか、それらを育成かつ指導して
コミュニティの利益のために新たな視界を開く。

 15. 未だに植民地支配の下にある西半球の国々が独立を達成するにつ
れ、それらの国々はラテンアメリカ経済統合プログラムへの参加を
求められるべきである。

タイトルIV　基本的輸出産品
米州諸国はラテンアメリカの経済開発のためには、貿易の拡大、これに伴
う輸出を通じた外貨収入の増大を必要とすることを認識している。また、
未だに一次産品の輸出にかなり依存している国々の収入が周期的かつ季節
的に変動することを抑制し、前世紀以来の交易条件悪化を是正することを
必要としていることをも理解している。
以上に鑑み、本タイトルにおいて言及されている方策をとらなくてはな

らないことで一致した。

第一章　国家的方策

一次産品の貿易に関する国家的方策は以下の目的のために指導され適用
される。

 1. これらの産品の貿易拡大に対する過度の障害を避けること。
 2. 市場の不安定性を避けること。
 3. 価格安定のための国際的な計画やメカニズムの効果を高めること。
 4. 急速な発展に適応するような速度で、現在の市場を拡大し貿易分野

を拡大すること。
ゆえに、
 A. 輸入を行う加盟国は実行可能な段階となった場合直ちに、第一次産

品の輸入と消費に影響するすべての制限と差別的な慣行を削減、も
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しくは可能であれば撤廃する。低開発国の経済発展を速め、基本的
国内貯蓄を確保するため、経済多様化のために一時的に制限が課さ
れている場合を除き、原産国で出来る限り加工を行う。輸入国はま
た、適切な規則により、生産国と合意した一次産品の（価格）安定
化プログラムを支援する体制を作るべきである。

 B. 工業国は、経済発展を速める必要のある低開発国に特別の注意を払
うべきである。ゆえに、工業国は、彼らの市場が急速に拡大するよ
う、低開発国への優遇を拡大することで、国際的義務とも両立する
条件作りのための最大の努力をすべきである。急速な経済発展への
大きなニーズから見て、工業国はまた、本目標を達成するのを妨げ
る国際慣行を、出来る限り変更するための方法を研究すべきである。

 C. 生産を行う加盟国は、世界市場への影響と、国際的安定化プログラ
ムおよびメカニズムの効果を支え改善するニーズを考慮して、生産
と輸出の計画を立てるべきである。同様に、大陸内の低開発国でよ
り良い条件で生産されうる商品を非経済的に生産することを避ける
べきである。それらの国々では、これら商品の生産は重要な雇用源
となっている。

 D. 加盟国は、経済にとって最も重要なそれら一次産品の新たな使用方
法や副産物の発見に向け、テクノロジー研究を導くための必要な措
置をとるべきである。

 E. 加盟国は、輸出補助金やその他の措置により、基礎的産物の市場的
不安定や収入所得の極端な変動につながるものを相応の時間内に削
減し、もし可能なら全廃するべきである。

第二章　国際協力の方策

 1. 加盟国は以下の目的のために協調し、もし可能な場合は共同行動を
とるべきである。

a. 基本的産品の生産に関わる過剰な保護を出来るだけ早期に撤廃す
る。
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b. 税金を廃止し、基本的輸入品の消費を抑制させるような国内価格を
低下させる。

c. ラテンアメリカの基本的産物の消費や市場へのアクセスを制限する
優先的取り決めやその他の措置の撤廃を求める。特に、経済統合の
過程にある西欧の市場と中央の経済計画をとる国々に対してそれを
求める。

d. マーケティング政策が基本的産品市場の安定性に損害をもたらさな
いよう、必要な相談のためのメカニズムを作る。

 2. 先進工業諸国は低開発国の原材料輸出が経済合理的な範囲で最大限
の加工過程を経るよう、後者に最大限の協力を行うべきである。

 3. 国際金融機関への代表派遣を通じて、加盟国はそれらの組織が輸出
生産振興の貸付を考える際に、世界市場で過剰となっている産物に
貸付をすることの影響を考慮に入れるよう、提案するべきである。

 4. 加盟国は、国際商品研究グループ、また国連の国際商品貿易委員会
の努力を支援すべきである。生産国と消費国は市場の不安定性を減
らすため、国内的国際的な段階を踏んでいく共同責任を有すること
に思いをめぐらすべきである。

 5. 米州機構の事務局長は、各国政府指名の専門家グループを1961年
11月30日までに招集し、1962年3月31日までに報告する。その目的
は、基本的産品の輸出価格の量と価格の変動を帳消しにする適切で
効果的な方法を考えることである。報告書は、

a. 現会議の間に提起される補助的資金について質問を出すこと。
b. 米州経済社会理事会の特別会議の報告書、同様にその他の提案に含
まれる輸出価格安定化国際基金創設の提案を分析する。

c. 補助的貸付メカニズムを作るための草案を準備する。この草案は加
盟国に回覧され、彼らの意見は国際商品貿易委員会の次回会合にか
なり先立って集められる。

 6. 加盟国は国際商品価格協定を改善強化する努力を支援し、特殊な商
品問題の解決に貢献すべきである。それに加えて、加盟国は生産者
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と消費者の経済的利益が同等に守られるよう、それらの商品市場に
影響する短期長期問題への適切な解決策を探すよう努力すべきであ
る。

 7. 加盟国は、他の生産者かつ消費者である国々に、安定化プログラム
に協力するよう求めるべきである。西半球の原材料は世界の他の地
域でも生産消費されていることを想起すべきである。

 8. 加盟国は、蓄積された備蓄や余剰の使用が、このタイトルの第一章
に記された目標の達成手段となりうることを認識すべきである。国
内資金の送出と並び、必要不可欠な商品の消費は直ちに増加する。
余剰と備蓄の処理は、秩序だった方法で行われるべきであり、その
目的は以下のようなことである。

a. 加盟国における既存の商業市場の攪乱を避ける。
b. 他の市場に対する産物の販売を奨励する。
c. 余剰の処理は他国によって伝統的に生産されてきた同じ産物の商業
販売に代替するものとなってはならない。

この憲章は、1961年8月17日、ウルグアイのプンタ・デル・エステにお
いて署名される。
認証されたコピーが米州機構の加盟国の政府に送られるよう、特別会議

の事務局長を通じて、原文は、パン・アメリカン・ユニオンのアーカイブ
に補完される。

付帯決議

 A. 経済社会的発展
1. 進歩のための同盟における教育10カ年計画
2. 進歩のための同盟における公衆保健10カ年計画
3. 税制計画
4. 計画立案作業のための研究グループ
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 B. 経済統合
1. 経済統合のための収支バランスに関わる融資
2. ラテンアメリカにおける港の研究
3. ダリエン地域の研究に対する資金確保

 C. 輸出基本的産物
1. コーヒー研究グループに世界コーヒー協定への加入を勧めるた
めの原則宣言計画

2. コーヒー市場を正常化するための生産国における国内施策
3. コーヒー消費制限の撤廃のための委員会
4. 肉及びそれ以外の一次産品輸出のための施策
5. ヨーロッパ市場におけるラテンアメリカ産羊毛の先物受け入れ
6. 様々な国における羊毛輸入に関する制限的措置
7. 事務局の役割

 D. 経済社会的進歩の年次検証と米州経済社会理事会の大臣級年次会議
 E. 世論と進歩のための同盟
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IV．「決議　A.1　進歩のための同盟の教育10カ年計画3」
（Resolución A.I  Plan Decenal de Educación de la 
Alianza para el Progreso）

大臣級米州経済社会理事会の特別会合は、

教育の第一の目的は各人の総合的発達であり、それ自身の価値の他に、
この目的の実現が諸集団の真の社会的経済的発展の決定的要因であり、

ラテンアメリカ諸国の低い教育水準はその経済社会的状態の結果かつ原
因であって、この悪循環を断ち切るための強い活力を教育サービスに与え
ることが求められており、

ラテンアメリカ諸国は近年その教育制度を拡大改善するために多くの努
力を払ってきているが、それにも関わらず、制度の不十分さが経済的進歩
と社会的統合の深刻な障害となっていること、

適切な条件下では教育投資は文化的、社会的、経済的により高い相乗的
効果があり、

進歩のための同盟の成功と教育資源の最大限の確保のため、教育の発展
計画を国の開発計画に統合することが必要不可欠であって、

米州機構は教育サービスと科学の振興を通じてユネスコとともに、ラテ

3  「決議A-1  進歩のための同盟の教育10カ年計画」は、以下を参照した。Alianza para 
el Progreso: Documentos Oficiales Emanados de la Reunión Etraordinaria del Consejo 
Interamericano Económico y Social al Nivel Ministerial, Celebrada en Punta del Este, 
Uruguay del 5 al 17 de agosto de 1961, OEA/Ser. H/XII.1, rev. 2, Washington, D.C.: 
Unión Panamericana, 1961, pp.27-29.
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ンアメリカ諸国において、教育の総合計画のための力強い運動を促進して
きており、これは第二回米州教育大臣会議の提言に従ったものであること、

1961年12月には、ラテンアメリカユネスコと米州機構の招集により、
チリのサンチアゴでラテンアメリカにおける教育と経済社会開発に関する
会議が開催され、1962年6月にはボゴタで第三回米州教育大臣会議が開か
れることとなっており、

以上を考慮して次のことを勧告する。

 1. ラテンアメリカ人民の文化水準を高め、人々が経済社会的発展に建
設的に参加できるよう、各国においては次の10年間に明確な目標
を達成することに向けて、教育の総合的計画を採択すること。

 2. 次の10年間に達成されるべき、教育分野における進歩のための同
盟の目標として、以下を採択すること。

a. 学齢期のすべての人口に対し、無償かつ義務的な6年間の初等教育
を提供すること。これは初等学校において登録人数が、1960年の
2600万人から1970年の4500万人へと増加することを意味する。

b.  コミュニティの開発、労働力の能力養成、文化の拡大と非識字の
根絶に向けた、成人教育の体系的なキャンペーンの実施。この方式
により、5000万人以上の非識字の成人を各国の文化的、社会的、
経済的な生活に効果的に参加することが可能なレベルで社会に統合
することが可能となる。

c. ずっと高い割合で新たな世代が普通教育を継続するとともに、何ら
かの質の高い職業的または専門的教育を受けられるような中等教育
の改革。これは中等教育における現在約320万人の登録をかなり高
くすることを意味しよう。

d. 工業発展、農地改革と農業振興、あらゆる段階における社会開発と
公共行政の計画に必要な質の高い労働力の様々な必要性を特定する
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ための研究実施。上記の人材の早期養成訓練のための緊急計画の設
定。

e. 現在より非常に高い割合で若者が高等教育の機会を得られるよう、
高等教育の改革、拡大、改善を行うこと。これにより現在50万人
の大学生登録者数を実質的に拡大することが可能となろう。

f. 科学教育及び科学技術的研究の促進と、科学者及び理科教員の養成
と能力向上を強化すること。

g. 学生、教員、教授、研究者やその他の専門家の交流を強化し、相互
理解を進め、養成と研究調査のため最大限に活用する。

h. 学校図書館と公共図書館の充実。これは教育活動を補完かつ強化し、
芸術的文化的財産を増大して普及させる最も効果的な手段である。

i. すべての段階の教育における構造、内容、方法の再方向付けを行う。
これは知識の拡大、科学技術の進歩、ラテンアメリカ諸国の文化的
必要性、社会的経済的発展が要求するものに教育をより良く適合さ
せるためである。

j. 学生に対する奨学金制度や他の形態の社会的経済的援助を確立す
る。これはとりわけ農村地域における中途退学を減らし、あらゆる
段階の教育を受ける機会の効果的な平等を確保するためである。

k. 国立または地方のセンターを発展強化させ、教員や教授、教育の専
門家を養成し能力強化を図る。こうした専門家は上記の目標を達成
するために必要な計画や教育行政の様々な局面において必要とされ
る。

 3. 教育の総合計画を実行するための国内資金を補完するため、米州社
会開発特別基金、米州開発銀行、その他の融資機関は、教育発展、
とりわけ学校の建物と設備のための国家ないし米州地域の熟慮され
た教育発展計画に融資を行う。

 4. 米州機構は、国連の特別機関及び他の関係する機関と協力して、教
育発展の国家計画と個別プロジェクトの準備、資金調達、実行を要
請する諸国に対して技術援助を提供する。
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 5. 米州機構の事務局は、決議A.4に定められた教育研究グループの任
務を定義するにあたり、この決議のすべての提言を考慮し、上記グ
ループが国際組織及び国内組織と緊密に協力して活動を展開するよ
うに配慮する。

 6. 大学及び科学的研究の発展に関し、その必要性について協議した「ラ
テンアメリカの高等教育と国際協力」（報告及び提言）専門家グルー
プにより米州機構に提出された報告の結論と提言は、加盟国、米州
機構事務局、教育研究特別グループによって注意深く検討される。

 7. ラテンアメリカにおける教育と経済社会発展に関する会議と、第三
回米州教育大臣会議において、次の課題について特別の注意が払わ
れる。すなわち、a）本決議の2番に示された大目標を個別に具体的
なところまで示す、b）初期の努力における優先順位を示す、c）目
標の実現のために最も適切な実践的方法を勧告する。



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN ([')
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads true
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks true
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks true
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (Japan Color 2001 Coated)
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed true
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


