
遠のいた中米の平和条約

～コンタドーラ・グループの努力～

黒崎利夫

(海外貿易開発協会）

１コンタドーラ・グループの中米平和のための提案

コンタドーラ・グループは１９８３年１月８～９日，パナマの太平洋側の小島

コンタドーラ（Contadora）におけるコロンビア，メキシコ，ペネズエラおよ

びパナマの４カ国外相会議からスタートした。４カ国外相は共同声明の中で，中

米の政治的，経済的，社会的混乱とこれに対する外国からの直接・間接の介入に

憂慮し，中米諸国の闘争を東西対立の枠組みの中での取組みに反対し，米国の干

渉を排して関係諸国の話し合いにより緊張緩和の道を探るよう勧告し，かつ問題

解決の手段として武力の行使に訴えないよう要請した。

コンタドーラ・グループの４カ国，あるいはこれに中米５カ国（コスタリカ，

エルサルバドル，グアテマラ，ホンジュラスおよびニカラグア）を加えた外相会

議は度々開催され，スタートしてから９カ月後の１９８３年９月７～９日にパナ

マ会議が開催された。

この会議はコンタドーラ４カ国に中米５カ国を加えた９カ国の外相会議であっ

た。

この会議では，中米地域の経済・社会発展と政治的緊張緩和ならびに平和の回

復のための手段として２０項目からなる「パナマ趣意書」を発表した。このうち

の重要な項目を要約すると次のとおりである。
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(1)複数主義にもとづく民主主義を確立する。

(2)国内の社会的対立を解決し，融和をはかる。

(3)軍備競争をやめ，軍縮をはかる。

(4)外国の軍事基地を禁止する。

(5)外国の軍事顧問その他の保安に関与する外国人駐留の削減をはかる。

(6)自国の領土から他の国への武器の移動をコントロールする。

(7)政府の転覆をはかるグループに対して域内・域外を問わず，武器の供給を

やめる。

(8)政府転覆をはかるグループに対する軍事的支援の目的で自国の領土を使わ

せない。

(9)域内のテロ活EII，反政府活動への支持をやめる。

００福祉の増大と富の公平な分配のため，経済的・社会的開発計画を策定する。（１）

パナマ趣意書は，この会議に先立って行われた主として次の三つの声明にもと

づいている。

(1)コンタドーラ・グループ４カ国大統領の共同声明にもとづく１０項目の提

案。１９８３年７月１７日，メキシコのカンクーンで発表された。

(2)ニカラグア政府評議会調整役のダニエル・オルテガ（現大統領）の６項目

の提案。この提案はサンディニスタ革命４周年式典で発表されたもので，さ

きのカンクーンにおける４カ国首脳の声明に対する回答として発表されたも

の。

(3)中米４カ国（ニカラグアを除くグアテマラ，コスタリカ，ホンジュラスお

よびエルサルバドル）外相の共同声明。これは１９８３年７月１９～２０日

（グアテマラ）の会議の結果発表された８項目の提案で，前２者対する回答

である。

以上の三つの声明は，中米問題の焦点にある左派政府のニカラグア，民主主義

を標傍し米国の強い支持をうける中米４カ国，これら二つの勢力の仲介者として

中米の緊張緩和を目指すコンタドーラ・グループのそれぞれの主張を綜合したも

のである。従って，パナマ趣意書は，その後のコンタドーラ・グループ，中米，
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その他関係諸国による平和のための活動のベースとなった。

コンタドーラ４カ国は，パナマ趣意瞥をペースに関係諸国と中米の平和実現に

向けての条約案の策定のため精力的に討議を重ねた。４カ国はパナマ会議からさ

らに９カ月の後の１９８４年６月７日付で「中米の平和と協力のためのコンタドー

ラ草案（ActadeContado｢aparaIaPazyCooperaci6nenCentro-

americana)」を作成し，これを中米５カ国政府に送付して，草案に対する各国

のコメントを求めた。これらのコメントを圏酌してコンタドーラ４カ国は，原案

に修正を加えてまとめたものが３カ月後の１９８４年９月７日に完成した。これ

が「コンタドーラ修正草案（略称，コンタドーラ草案）」である。

コンタドーラ草案はコミュニケ，前文および条約草案から成り，また条約草案

は３部構成で，極めて長文のものである。その概要は次のとおりである。

〔中米の平和と協力のためのコンタドーラ草案（１９８４年９月７日付修正草

案)〕

第１部一般原則に関する約束

第1章一般規定

闘争の平和的手段による解決，内政干渉の排除，主橘尊重，民族自決権の

尊重，人権尊重，国際協力・協調。

これらを実現するための国連憲章、米川機織憲章その他国際法規の尊重，

国境の尊重，実力行使の自粛，他国の自衛権の尊重など。

第２章政治問題

１地域の緊張緩和と信頼関係の回復。

２国内融和の達成。

人びとの決定参加を保証するよう複数主義にもとづく民ギギ義制度を確

立するための手段を講じる。

国内対立の激しい国では人びとの正義，自由，民主主義にもとづく政治

への参加により国内融和を促進する。

人びとの生命，自由，安全などの保障をはかる。

３人権尊重
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４選挙制度と議会制度の確立。

選挙には諸政党の平等な参加を保障するための措置を講じる。

第３章安全保障問題

１軍事演習。

国境から３０km以内での外国との共同演習は，少なくとも実施の３０日

以前に査察委員会に通告する。

自国領土内での外国との共同演習を禁止する。現在実施中の共同演習は

本平和条約調印後３０日以内に停止する。

２軍事問題

軍事競争をやめ，軍縮について協議する。

当該諸国の現在の軍備，施設，兵力の数量を本条約調印後３０日以内に

査察委員会の査察のため報告する。同委員会は３０日以内に関係各国の安

全保障上の利害を勘案して軍備の水準を定め，これにもとづいて当該諸国

は段階的に軍縮の手続きを決定する。

３外国の軍事基地

各国の領土内に外国の軍事基地・訓練施設の設置を差し控える。

既存の施設は本条約調印後６カ月以内に撤去する。

４外国の軍事顧問

当該諸国の領土内の外国の軍事顧問および軍事その他の保安活動に従事

する外国人に関する報告書を、本条約調印後３０日以内に査察委員会に提

出する。

作戦および訓練に関与する軍事顧問は段階的に撤退のスケジュールを定

める。

軍事施設および機器のメンテンナンスに関する技術的業務に従事する顧

問については人数を確認したうえ，査察委員会がそれらの人数の上限を定

める措置を識じる。

５武器の移動に対する制限。

６反政府勢力に対する援助禁止。

７テロ，反政府活動あるいは破壊活動の禁止。

８政府間の直接通信網の整備。

第４章経済・社会開発問題

第３章
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１経済・社会開発。

２難民救済。

第Ⅱ部約束の履行とそのフォローアップ

１政治問題および難民救済に関する約束の評価とフオローアヅプのための

特別委員会。

２安全保障問題の査察委員会。

ａ・構成ｂ・設立の時期ｃ、職務。、基準ｅ・手続き。

３経済・社会開発問題に関する約束の評価とフオローアップのための特別

委員会。

第Ⅲ部最終規定

条約発行の手続き，その他

附則：用語の定義。(2’

このようなコンタドーラ草案に対して，ニカラグア政府評議会ダニエル・オル

テガ調整役は９月２１日付のコンタドーラ４カ国大統領あての手紙で無条件，無

修正でこれを受諾する旨回答した。（３）

これに対して，米国政府は草案を検討し，１０月１日に反対であることを明ら

かにし，かつエルサルバドル，ホンジュラスおよびコスタリカを促して草案に修

正を加えさせた。

これら３カ国は１０月１９日に修正案を発表した。この修正案はホンジュラス

の首都テグシガルパで起草されたことから「テグシガルパ草案」とも呼ばれてい

る。

２テグシガルパ修正案とそのねらい。

テグシガルパ草案の内容は明らかでないが，その問題点をトム・ファーラーは

次のように要約している。

(1)コンタドーラ草案によると，無期限の軍備凍結が要求されているのに対し

て，テグシガルパ案では凍結期間は６カ月間で，その後は軍備競争が再びで
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きるようになっている。

(2)軍事訓練および作戦に従事する外国人顧問の撤退および外国の軍事基地の撤去

は，９月草案ではスケジュールが明確に定められているが，テグシガルパ修正案

ではその規定がない。また，テグシガルパ修正案では軍事演習が実施できる。

(3)査察に関しては中米諸国の役割が増大している。

コンタドーラ草案によれば,中米５カ国が解決できない紛争は,コンタドー

ラ４カ国に付託されるが，テグシガルパ案ではこれがこれら４カ国外相に中

米５カ国の外相を加えた拡大グループに付託される。

(4)コンタドーラ草案により査察委員会に課された役割の一部は，テグシガル

パ案によると中米５カ国の代表とコンタドーラ４カ国以外の不特定の４カ国

の代表により構成される「特別委員会」に委任される。(‘）

上記の(2)で指摘された軍事演習の問題は重要である。

１９８３年８月からホンジュラスで行われた米国とホンジュラスによる軍事演

習（ＡｈｕａＴａｒａⅡ＝BigPineⅡ）には，ホンジュラス兵６，０００人，米国兵

５，０００人が参加した大規模なものであった。その目的はホンジュラス軍の防

衛力の強化にあるとされた。

しかしながら，リチャード・アラン・ホワイトによると，このような目的はも

のの一面であって，もうひとつの目的は中米における米国の存在を拡大するため

の基盤固めにある(5)。さらに,第三の目的としてニカラグアの反政府ゲリラ（コ

ントラ）への援助で，米国軍は演習のあとに莫大な量の機材を残している。(6)

トム・ファーラーは，テグシガルパ修正案には二つの解釈の仕方があると指摘

する。

そのひとつは，ニカラグアは条約を履行しない恐れがあるので，条約の有効性

を確かなものにする必要がある。第二はサンディニスタの存続は近隣諸国の利益

と両立し得ないので，修正により条約そのものが成立しないか，どのような条約

が成立しても米国の介入が阻止されることがないように保障されていなければな

らない。

中米においては米国のイデイオロギー，政治・経済上の影響は絶大であるから，

第二の解決の方が有力であることは明らかである。(7)
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３問題の焦点

コンタドーラ・グループの努力にもかかわらず，中米の緊張は一向に収まらな

い。米国政府はニカラグアに対してますます対決的姿勢を強めてきた。このよう

な状況に呼応してコンタドーラに域外から支援が加わった。

１９８５年８月２３～２５日，コロンビアのカルタヘナにおいてコンタドーラ

４カ国に加えてアルゼンチン，ブラジル，ペルーおよびウルグアイの４カ国外相

が参集し，８カ国は中米問題について協議した。この会議の結果発表された共同

声明では，コンタドーラ・グループの平和条約草案の早期調印，東西対立の回避，

武力行使の回避が強調された。

アルゼンチン等４カ国は「支援グループ」と呼ばれるようになった。

さて，ニカラグアのオルテガ大統領（１９８４年１１月４日の選挙の結果，

１９８５年１月１０日大統領に就任）は，１９８５年１０月１１日，テグシガル

パ修正案の調印を拒否すると発表した。その理由として同大統領は次のように指

摘している。

「中米における米国の軍事演習を禁止していないので，軍備および兵力に歯止

めがない。これは米国によるニカラグアに対する威嚇である｡」⑩）

このようなニカラグア政府の反対声明にもかかわらず，コンタドーラ４カ国は

平和条約の実現を求めて，１９８６年１月11～１２日ベネズエラのカラバジエ

ダ（Caraballeda）において，さきの支援グループ４カ国の外相を加えて討議

を行い，カラバジエダ宣言を発表した。その要点は次のとおりである。

中米地域で活動している不正規軍に対する外部からの援助禁止。

軍備の凍結。

外国軍との軍事演習の禁止。

外国の軍事顧問の漸進的撤退。

中米５カ国が一方的な攻撃を行わないという約束をすること。（,｡，
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以上の５項目のうち，(1)については１９８５年６月に開かれたコンタドーラ４
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力国と中米５カ国の会議において，ニカラグア外相が「反サンディニスタに対す

る米国の援助問題」を討議のテーマに加えようとしたとき，他の中米諸国の外相

がこれに反対した結果，会議が中断した経緯がある。

１９８６年４月５～７日，パナマで開催されたコンタドーラ４カ国と中米５カ

国の外相会議では，ニカラグア外相が米国の反サンディニスタ，すなわちコント

ラ援助停止を平和条約調印の条件とすると主張し，コスタリカ，ホンジュラスお

よびエルサルバドルの３カ国がこれを拒否したため，会議は頓挫した。

この会議においてニカラグア政府は米国政府のコントラ援助を非難することを

要求したのに対して，中米の３カ国は米国のコントラ援助はコンタドーラの枠を

超えた米国の問題であると主張した。要するに，ニカラグアは，米国の支援をう

けたコントラのホンジュラス領からの攻撃を恐れ，他方３カ国はニカラグアの強

大な軍事力の威嚇を理由に、米軍駐留の引き揚げを事前に約束することを拒否し

たのである。（Ⅱ）

また，中米３カ国はさきのカラバジェダ宣言における「不正規軍に対する外部

の援助禁止」には賛成しているが，ニカラグアの主張するように明確に米国とコ

ントラ援助を関係づけることを拒否している。('2’

１９８６年２月１０日，コンタドーラ４カ国と支援グループ４カ国の８カ国外

相はワシントンでシュルツ国務長官に会い，コントラに対する援助停止および米

国政府とニカラグア政府との２国間交渉の再開とを要請した。

この要請に対してシュルツ長官は次の二つの理由をあげて拒否した。

(1)ニカラグアのサンディニスタ政府との交渉は，サンディニスタがコントラ

との交渉をはじめることを条件とする。

(2)この二つの交渉は同時並行的に行う。(１m）

４無力化したコンタドーラ・グループ

１９８５年１２月２～５日，コロンビアのカルタヘナで開催された米川機構総

会は，コンタドーラ・グループの中米平和条約について討議したが，米国とニカ

ラグアとの妥協工作に失敗した。

この会議でニカラグアは米国によるニカラグア経済封鎖反対の決議案を用意し
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たが，支持取付けに失敗して総会に上提できなかった。また，中米の他の４カ国，

コンタドーラ４カ国および支持グループ４カ国との交渉のあと，総会はコスタリ

カ，ホンジュラスおよびエルサルバドルが提出したテグシガルパ修正案を平和条

約案として承認した。同時に，総会は軍備制限に関する協議の実施を事務局長に

委任する決議案を可決した。

ここでとくに注目すべきことは，米国がニカラグアによる経済封鎖反対決議案

の総会提出をブロックしたことである。米国を支持したのはパナマを除くコンタ

ドーラ３カ国，支持グループ４カ国，バハマおよびスリナムであった。(Ｍ）

さらにもうひとつ注目すべきことは，これまでニカラグアのサンディニスタ政

府を強力に支持してきたメキシコがこれまでの態度を変えて，ニカラグアの決議

案の総会上提を支持しなかったことである。

メキシコについて１９８５年１２月６日付のワシントン・ポスト紙のマヅカー

トニー記者は概略次のように論じている。

メキシコはコンタドーラ・グループでのこれまでの積極的役割を縮小しよう。

メキシコ政府筋によると，今後は９６０億ドルの対外債務の処理に努力する。

同国政府はコンタドーラにおいては，ニカラグアも米国も解決に向う政治的

意志をもついていないとみている。

このような事情からメキシコがワシントンと取引きを求めていることは明ら

かである。メキシコはコンタドーラ・グループにおいてニカラグア支持から手

を引く代償に米国からは対外債務処理により多くの協力を期待している。（16）

さきに触れたように，トム・ファーラーはテグシガルパ修正案に言及してコン

タドーラ・グループの地盤低下をして指摘した。これら４カ国に支持グループの

４カ国が加わったことは，コンタドーラ・グループの相対的地位の低下に一層拍

車をかけることになった。しかし，その反面ラテン・アメリカの多くの国が中米

紛争解決に努力するという点では注目すべきである。

しかしながら,交渉による中米問題の解決の見通しは一層遠のいた｡ニューヨー

ク・タイムス紙のモイエン記者は，１９８６年４月のコンタドーラ・グループの

会議の結果にかんがみ次のように見通しを述べている。
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コンタドーラ・グループの平和条約案は中米５カ国にかかわるものであるが，

徐々にニカラグアの革命に制約を加えるための平和的手段を見出すことに向っ

ている。５カ国のうち，ニカラグアは１０万人の軍と予備軍を削減し，かつお

そらく政治的体制を修正するという最大の譲歩を求められている。

一方，ホンジュラスとエルサルバドルも米国の軍事援助への依存を大幅に引

き下げなければならないだろう。加えて，エルサルバドルは左派ゲリラとの交

渉を迫られ，またホンジュラスはコントラ支援をやめなければならない。

コンタドーラ・グループの条約草案は，このような基本的問題が交渉により

解決できるとの想定にもとづいている。従って，このグループは，ニカラグア

に譲歩を受けいれさせるには，軍事的圧力が必要であるとする米国政府の主張

に反対する。（'６）

サンディニスタのイディオロギーはマククス・レーニン主義であり，その政治

目標はこのイディオロギーにもとづく社会主義の建設であるとみられる。

１９７８～１９７９年の革命の過程で資本家，宗教界，言論界など幅広い支持

を集めたのは，攻撃の対象をソモサに絞り，かつイディオロギーを表面に出さず

に，政治的複数主義，経済的には混合体制等を戦術としてかかげたからである。

現在国防大臣の地位にあり，サンディニスタのイディオローグのひとりであるウ

ンペルト・オルテガ（大統領ダニエルの弟）は１９７９年１月に次のように戦術

を要約している。

ソモサを打倒しても直ちに社会主義を建設できないが，このことからわれわ

れが資本主義型の社会民主的あるいは類似の政治体制の建設を目指していると

いうことではない。われわれが意図するのは，広範な民主的かつ大衆による政

府で，これにはブルジョア階級が参加するが，これは手段であって目的ではな

い。従って，時が経てば，より真の姿の大衆による政府に発展させることがで

きる。このような政府により社会キ義への運動が保障される。('7）

１９８５年１０月のはじめにオルテガ大統領はワシントンを訪れ，レーガン大

統領に面会を求めたが，実現できずに帰国した。その直後の１０月１５日に大統

領は非常事態を拡大して事実上の戒厳令を敷いた。
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そのあと，サンディニスタ政府を厳しく批判しているカトリック教会のオバン

ド枢機卿が１０月２６日に生地のラ・リペルター（LaLibertad）でミサの集

会を予定したが，政府はこれを禁止した。さらに１０月２９日には教会の放送局

に対して２日間の閉鎖を命じた。

一方，９人の国家評議会メンバーのひとりで，サンディニスタ政治委員会の議

長であるパヤルド・アルセは，サンディニスタ国家解放戦線（ＦＳＬＮ）にとっ

て「非常事態の施行により海外における評価に傷がついても全く問題ではない。

海外の評価では生きてはいけない。重要なことは生き延びることである。」と言

明した。

さて，サンディニスタ政府が教会を攻撃する理由は，おそらく教会がニカラグ

アの戦争は米帝国主義者との戦いであるとのサンディニスタの見解を認めないこ

とにある。教会は戦いは内戦であるとしている。

このように分析するウンペルト・くりはサンディニスタ政府とコントラの交渉

の可能性はないと，次のように論じている。

サンディニスタは「コントラ」を正当な政治的関心をもつニカラグア人とは

認めていない。サンディニスタのメディアの中でコントラは畜生，犬，ソモサ

主義者，傭兵，人殺しと呼ばれている。コントラとの対話（dialogue）は不

可能である。《'9）

１９８６年３月２０日，米国下院はレーガン大統領のコントラに対する１億ド

ル（軍事援助７，０００万ドル，人道的な援助３，０００万ドル）を否決した。し

かしながら，大統領はコントラ援助の実現に種々の工作を展開したすえ，米国下

院はようやく６月２５日２２１対２０９の小差で可決した。

このようにレーガン政府はコントラ援助に努力し，一層軍事力の強化による攻

勢に傾き，かつサンディニスタ政府が全く相手にしようとしないコントラとの対

話を要求している。

これに対して，サンディニスタ政府は，コンタドーラ・グループによる平和条

約への調印は、米国政府のコントラ援助の停止が前提条件であると主張している。

また，他の中米３カ国は，米国のコントラ援助はコンタドーラ・グループ活動
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の枠外であるとして，ニカラグアの主張を拒否する。

さらに，これまでサンディニスタ政府の強力なる支持者であったメキシコが政

策転換をみせているので，ニカラグアは中米において孤立しているようにみえる。

一方，１９８５年の夏以来南米の４カ国が支持グループとして参加してきたこ

とは大きな力ではある。

しかしながら，「コンタドーラ・グループには非常な弱点がある。というのは

当事国を強制する政治的意志がなければ，問題を政治的に解決できないからであ

る｡｣コンタドーラ４カ国には，強制するため中米に派兵する意志はあるか？（20）
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