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はじめに

1989年５月７日のパナマの大統領選挙は大きな混乱を引き起した。ラテン・ア

メリカ諸国では民主化が進む一方、対外債務の重圧下で経済的混乱がいっそう深

刻化し、各国で民政に対する批判が高まっている中で世界の注目を集めたこの選

挙は、流血事件を伴った結果、内外で大きな反響を呼んだ。

なかでも、パナマ運河が存在し、軍事基地（南米司令部）を維持する米国の反

応は大きく、プッシュ政府は５月１１日同基地へ1800余名の兵を増強すると発表し

た。

パナマ運河は、1977年のカーター・トリホス条約により1999年末に完全にパナ

マに引き波されるが、米国議会の一部ではこの条約の破棄を要求する声も上って

いる。

今回のパナマの政治的混乱は直接的には1987年夏にノリエガ将軍（パナマ国防

軍総司令官）への批判の高まりにはじまるものである。すなわち、ノリエガは19

84年５月の選挙（与党のバルレッタを選出）に不正を働いたことなどが暴露され

た。1988年２月には米国司法省がノリエガ将軍の麻薬取引きを告発したのをはじ

め、米国政府はパナマに対して経済制裁を課すなど、米国とパナマの関係は悪化

している。

本稿では、米国・パナマ両国の関係において、その根底にある1977年運河条約

にもとづく運河の防衛問題を米国の側から概観してみたい。

1.1977年運河条約の基本問題

この条約の主要なテーマは、迎河地帯（現在、正式には「旧運河地帯」）に対

する主権および政治的管轄権の問題であった。米国においてこの条約に反対する

人びとは、運河地帯に関する米国の主権は、例えばアラスカに対するそれと同じ

であり、迎河地帯に対する完全な主権を維持しなければ、述河を防衛することは

できないと主張した。《'）

まづ最初に、このようなて米国の反対を押し切って成立した条約から検討を進

めたい。
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1977年に米国とパナマ間で締結された運河条約は、基本的に次の２つの条約か

らなっている。

（１）パナマ運河条約：1999年末までの現在の運河の管理、運営、維持愚防衛等

について規定、1999年１２月末日をもって失効する。

（２）パナマ運河の永久中立と運営に関する条約：運河を国際水路としてその永

久中立を定めたもので、2000年以降の運河の管理、運営、維持、防衛等を規

定する。

（以下、(1)については単に「運河条約」(2)については「中立条約」と称し、両

者を合わせた場合は「条約」と呼ぶ。）

これらの２つの条約からとくに運河の防衛にかかわる条項は次のとおりである。

〔運河条約〕

第Ⅳ条１項

パナマおよび米国は、パナマ運河の保護および防衛に賞任を負う。両国はそ

れぞれの遭法上の手続きに従い、パナマ運河もしくはそれを通航する船舶の安

全を脅かす武力攻撃、その他の活動により惹起される危険に対抗する措置を講

じる。

同条第２項

本条約の有効期間中は、米国が運河の保護・防衛に第一義的な義務を負う。

第Ⅷ条第1項

本条約の失効と同時に、パナマはパナマ運河の管理・運営および維持の責任

を負う。

〔中立条約〕

第１条

パナマは本条約に規定される制度にもとづき、パナマ運河を国際水路として

その永久中立を宣言する。中立制度は、パナマの領土もしくはその一部に建設

される他のあらゆる国際水路にも適用される。

第Ⅳ条

パナマおよび米国は、本条約で規定された中立制度を維持することに同意す

る。この制度は両当事者間で締結された他のすべての条約が失効した場合でも、
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運河の永久中立制度の保障のため維持されるものとする。

第Ｖ条

迎河条約失効後は、パナマのみが運河を迦営し、その領土内の軍事力、防衛

基地および軍事施設を維持するものとする。

第Ⅵ条

迎何の建設、運営、維持、保護および防衛にかかわるパナマおよび米国の貢

献を認め、両国の軍艦、補助艦は、本条約の他の条項に該当する場合でも、そ

の内部機能、推進方法、発進地、目的地、積載兵器もしくは貨物のいかんにか

かわらず、迎河を通航する権利を有する。上記の軍艦、補助艦は迅速に迎河を

通航する権利を有する.

２．条約の主な争点と上院における修正

条約の締結に当って、パナマにとっては迦河地帯の主権問題が極めて重要で

あったと同様に、米国にとっては安全保障の観点から迎河の防衛および緊急時の

米国艦隊の迅速な通航に関する米国の権利が非常に重視された。

運河の防衛に関し、1999年末までは迎河条約第Ⅳ条第１項において米・パ両国

の共同責任と規定しながらも、同条第２項で米国に第一義的な貿務（primary

responsibility)があることが明記されている。これに対して、2000年以降に関す

る運河の防衛については、中立条約第Ｖ条の規定でパナマに第一義的な責務があ

るといえるが、米国の権利については具体的に規定されていない。実は、米国の

運河防衛の権利は、中立条約第Ⅳ条の「永久の中立制度の維持」を保障する義務

として規定されている(2)。このように、米国の防衛の権利、しかも永久の権利

が「あいまい」な形で規定されたのは、条約交渉の成否の鍵であった(`)。カー

ター大統領、トリホス将軍の何れも、それぞれ国内の支持を得るため、自国に有

利な条約を締結したと説明しなければならない。あいまいさは、そのための手段

であった(4)。

バンス国務長官によると、中立条約に「相当のあいまいさ（decentambiguity）

を残すことにより、米国は運河がパナマに引き波された後、米国が迎河の防衛に

必要ないかなる手段も識じられるよう、永久の中立を保障することがわれわれの

権利であると解釈するということをパナマ側に交渉記録の一部として説明した。

パナマ側はわれわれの解釈を受諾した。」（５）
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条約の交渉が最終段階に到った1977年５月の時点で、条約に反対の上院議員は

25人、支持議員37人（批准には上院の３分の２の67人の賛成が必要）、残りの上

院議員は未決定であった。

カーター政府は９月７日のワシントンの米川機榊（ＯＡＳ）での調印式の後、

国民の支持を集めるキャンペーンとともに、支持・不支持を決定していない上院

議員の支持を得るため種々の配慮をした。その一つがカーター大統領とトリホス

将軍の中立条約についての両国政府の解釈の矛盾を質すための了解声明である

（1977年10月１４日）。

その背景は、パナマ政府当局者が中立条約では米国に「干渉の権利(arightof

intervention)」はないと主張していたことなどにある。一方、カーター大統領自

身は、両国に条文の解釈に食い違いがあることを認めている。すなわち、

一部のパナマの指導者は･･…･公に条約条文を私の議会に対する説明と異る解

釈をしている。……食い違い－軍事的干渉、中立の定義、および緊張時にお

ける米国艦船の優先的な迦河利用一にかかわる混乱を除かなければならな

かった。（６）

カーター大統領とトリホス将軍の了解は、当初署名のない共同声明で、条約と

しての拘束力をもたないため、米上院の圧力により、最終的には中立条約第Ⅳ条

および第Ⅵ条の「修正」として大略次のような文言（抄訳）で追加されることに

なった。（７）

〔中立条約に対する修正〕

（１）第Ⅳ条

中立条約にもとづき、パナマおよび米国は、パナマ運河がすべての国の船舶

に開放され、その安全を保障する貿務を負う。この原則の正しい解釈は、両国

のいずれもがそれぞれの意法上の手続きにもとづいて中立制度に対するあらゆ

る威嚇から運河を防衛し、従って運河あるいは運河を平和裏に通航する船舶に

対するあらゆる攻撃あるいは威嚇に対して行動をとる権利を有するということ

である。

このことは、パナマの内政への米国の干渉の権利を意味するものではなく、
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またそのように解釈すべきではない。いかなる米国の行動も迦河が開放され、

安全かつ通航が可能なように保障するためのものであって、パナマの領土の保

全あるいはパナマの主樋に対して向けられるべきではない。

(2)第Ⅵ条

中立条約は、米国およびパナマの軍艦および補助艦がパナマ運河を迅速に通

航する樋利があると定めている。このことは、このような船舶の迦河通航が何

ものにも妨げられることなく、優先的に(withexpeditedtreatment)可能なかぎ

り速やかに通航することを保障し、また緊急の場合には運河を速やかに通航す

るため、待船の先頭に立つことができることを保障するものであり、かつその

ように解釈すべきである。（`）

条約反対派は、条約によって運河の防衛が弱体化することをあげ、とくに退役

した有力軍人は、共産主義国（ソ連、キューバ）が軍事的、政治的に進出する不

安を強調した。（｡）

これに対して、現役の軍の指導者、ことに迦河の防衛に直接関係している正人

は、条約により迦河の防衛力は高まったことを強調した。ブラウン国防長官は上

院の公聴会で、「優先的通航、効率的な操作、および運河の物理的安全性はいず

れも新しい条約により増大した。……とくに迦河の物理的な安全性については、

わが軍事力が支配し、圧倒的勢力をもって引き続き支配するだろう。」き述べて

いる。ブラウン長官の証言によれば、外国からの威嚇から運河を防衛する能力は

弱体化していない。（'｡）

同様に、条約交渉人であるゾル・ノリピッツ特使も上院において「米国の樋利

に制限はない。」（Ⅱ）と証言している。

パナマでは、1977年10月23日、国民投票により条約は承認され、批准されたが、

米国の防衛梅が条約において確立していることは、トリホス自身が認めていた。

９月７日の米川機機における条約の調印式で、トリホスは条約の本質を次のよ

うに指摘している。

･･･…中立条約によってもわれわれはペンタゴンの傘の下におかれるが、将来

の世代が賢明に管理しなければ、（新条約は）永久の介入の用具(uninstrumem‐

todepermanenteintervenci6n)になるだろう。しかしながら、条約は、両国民

の平和共存を信頼し、武力ではなく正義により国民に対応する勇気と指導性を
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もとうとする２人の指導者の了解の産物である。……両国の将来の関係は優れ

たステーツマンの掌中にあると信じる。（'２，

トリホス将軍の言葉から条約の問題と米・パ両国の困難な関係を十分汲みとる

ことができる。

３．プラット修正法の復活

米国上院は、さきにみたようなカーター・トリホスの了解（中立条約の修正）

でも、批准に必要な３分の２の支持を確信できなかった。上院本会議における採

力(予定（1978年３月１６日）の直前の２月２７日、デコンチニ上院議員（民主党）が

米国の干渉の権利を強化するための新たな中立条約の修正（留保）を要求した。

この要求は、運河が封鎖された場合、米国はパナマにおいて軍事力を行使できる

という内容のものであった。

この強硬な内容に政府指導者は苦慮したが、上院の支持確保のため、要求を容

れ中立条約の条件として概略次のように規定した。（'3）

〔中立条約に対する条件〕

第Ｖ条の規定あるいは本条約の他のいかなる規定にもかかわらず、もし運河

が封鎖され、あるいはその迎営が妨害された場合、米国およびパナマはそれぞ

れ独自にその憲法上の手続きにもとづき、パナマ共和国における軍事力の行使

を含め、運河の再開あるいは運河運営の回復に必要と判断される措置を構ずる

権利を有する。（Ⅱ）

このような修正により、中立条約は３月１６日、米国上院で承認されたが、デコ

ンチニ議員の修正にはパナマで直ちに強い非難の声が上り、米国内においてもハ

ト派の議員からこの修正はプラット修正法の復活ではないか、との批判が上がっ

た。

米政府は上院の条約支持のリーダーと超党派でこの問題に対処し、究極的には

審議中の運河条約に対する修正（留保）を加えることにより、相殺することとし

た。（'5）すなわち
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〔運河条約に対する留保〕

非干渉の原則に従い、パナマ迎河が開放され．.…･ることを保障する権利の行

使にもとづく米国のあらゆる行為は、運河が開放され……ることを保障する目

的のためだけのもので、パナマ共和国の内政干渉あるいは同国の政治的独立な

いし主権に対する干渉の権利を目的とするものではなく、あるいはそのように

解釈すべきではない。（１ｍ

このような留保の文言にトリホス将軍も同意し、迎河条約は1978年４月１８日、

上院で68対32で承認された。（'ｱ）

中立条約、迎河条約とも前記の修正のほかに種々の修正、条件等が加えられた。

提出された修正等は192件にのぼり、このうち145件が審議され、８８件が採択の対

象となった。採択されたものは修正案件２件と条件、留保、了解等21件であった｡('８〕

４．米国下院の介入

条約それ自体は上院の批准承認をもって成立の連びとなるが、条約を施行する

には国内の立法措置が不可欠である。1977年迎河条約の施行に関する法律（公法

ＰＬ９６－７０号）は、条約発行の直前の1979年９月末に下院で可決された。これは

主として米国の政府機関として設立されたパナマ運河委員会の運営の仕方を規定

したものであるが、２Coo年以前および以降の運河の防衛についても規定しててい

る。すなわち、2000年までの期間において迎河が武力攻撃を受けた場合、あるい

は大統領が運河の安全が脅かされていると判断した場合、迎河委員会事務局長

（1990年までは米国人、その後1999年末まではパナマ人）は、運河防衛を担当す

る米国軍人の指示に従わなければならない。これは米国軍が緊急時に委員会と運

河をコントロールすることを意味する。

また、２Coo年以降について、同法は大統領に旧運河地帯に米軍を駐留させるた

めパナマと交渉するよう要調している。（、）

５．米国人にとってパナマ運河の意味

米国においてパナマ迦河は歴史的に種々の政治的シンボルであった。迎河は

カーター大統領が登場するはるか前から長いあいだ米国人の意見を分けていた。
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一部の人びとにとって運河は米国のグローバリズムの証明であり、セオドア・

ルーズベルトに代表される積極的な国際主義によって実現される政治的、経済的、

精神的利益を代表した。

一方、他の人びとにとってパナマ迎河は米国外交史の帝国主義、植民地主義の

恥ずべき歴史であった｡このグループの人びとは、迦河を砲艦外交(gun-boatdi、

PlOmaCy)の象徴であるとみた。《20）

さて、条約の賛否をめぐる米国内の論争について、リチャード．フォークは、

米国はいまだ帝国主義の域を脱却していないと、次のように指摘している。すな

わち、

条約をめぐる論争の範囲は狭く、批准支持の合理的帝国主義者(rationalimp-

erialists）とこれに反対する感情的帝国主義者(sentimentalimperialists)のあい

だの論争である。前者はパナマにおいて反米感情の高まりを回避するには、あ

る種の表面的な修正が必要であると主張するのに対して、後者は運河において

米国存在のシンボルは実質と切り離すことができないと論じる。（２１’

フォークは、さらに、条約支持者・反対者のいずれもが迎河に関する米国の利

益を保持するため、米国は軍事力を行使する永久の権利をもっていると信じてお

り、いわゆる運河の中立を保障するのに必要とあれば、米国は米国の判断でパナ

マの内政に干渉できるという点で一致しているという。《空）

ジョージ・モフェットも、条約に関する論争を２つの帝国主義者に要約してみ

ている。すなわち、「経済的」帝国主義者と「領土的」帝国主義者でるあ。前者

はラテン・アメリカにおいて自由貿易と開放された市場という古い秩序を維持す

るため、新しいパナマ政策に象徴される戦術的な変更が必要であると考える立場

で、企業や銀行を代表する人びとのグループである。もう一つのグループはセオ

ドア・ルーズベルトの考えや運河地帯における米国の権利の維持に固執する人び

とで、新しい条約には反対する。（郡〕その代表的な人物かロナルド・レーガンで、

1976年の大統領選挙の共和党候補者の指名争いの際に、「（パナマ運河は）米国

が金を出し建設した。だから米国のもの。」⑫１）と主張した。

また、ファーロング／スクラントンによると、米国上院で条約に反対した議員

は２つのグループに分けられる。いわゆるオールド・ライト（Ｏｌｄright〕と呼ばれ
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■『

るグループとニュー・ライト（newright）で、後者はポール・ラザルト、ジェヅセ

・ヘルムスなどの上院議員に代表される。オールド・ライトの議員は運河に対す

る永久の一方的な支配権が米国の安全保障にとって不可欠であると考えた。他方、

ニューｂライトに属する人びとは同じような議論を展開しながら、遮河問題は自

派の政治的基盤拡大、穏健な共和党員の基盤を崩す機会とみた。これらの人びと

にとって、迎河の安全保障上の価値は、運河の政治的に価値に比較してＨｉｌｌ次的と

考えた。（z`）

もう一つの右派の考え方は、条約は外部の圧力、すなわち共産主義の影響によ

るものということで、1903年条約改訂により米国の手から迦河を奪うことである

と主張した。もし迎河パナマ化されれば、メキシコは米国南西部の領土返還を要

求し、ソ辿はアラスカを、またフランスはルイジアナ州の返過を要求するとの論

争まで属IMIした｡．⑫､，

このような条約反対の議論は冷静な理論ではなく、人びとの感惜に訴えるもの

で、ペトナムでの敗北、石油ショック、ソ連の軍事力の伸長などによる米国の相

対的力の低下に直面し、パナマと世界に対して米国の後退を逆転する機会としよ

うという考えであった。（迩了）

このような米国人の考え方の背景としてローゼンフェルドは次の理由をあげて

いる。

多くの米国人、とくに年箪の世代は、土木事業としての迎河は米国人のみが

建設でき、操作できる、と教えられて成長した。（2ｍ

従って、米国の政治当局者は、米国の政治的伝統と大衆の歴史においてパナマ

迎河の特別の地位を考慮し、迎河を単なる国際水路以上のものと考えなければな

らなかった。政府当局者にとって運河は外交上のコスト／収益の比較で判断すべ

き有体財産として取扱うことは許されないのである。（、，

６．低下した軍事的価値

条約はさきにみたように、上院で承認され政府と条約支持者は勝ったが、実際

には反対派が勝っていた｡1978年と1980年の上院の改選において条約を支持した
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68人の譲員のうち20人が落選した。この問題は1980年にレーガンの登場を支持す

る結果ともなった。⑬｡）

感悩的帝国主義者、領土的帝国主義者あるいはニュー・ライトといわれる人び

とが主張するパナマ迦河は、米国の安全保障に不可欠なのか？次にこの問題に

触れてみたい。

米国政府において、いわゆるタカ派の代表者とみられるジョージ・ケナンは19

77年に、パナマ迦河は米国にとって経済的にも軍駆的にも並要性を失っており、

防衛の負担を負う価値はないとみている。ケナンによれば、地理的ＭＩＩ点から、迎

河防衛の役割を維持することは米国を危険で不人気な立墹におく、（:Ⅱ’という。

実際lH1題として、米政府当局者は、1949年にはパナマ皿河を小さな財産(minor

asset)とみるに到った。ラース・シュルツによれば、米国の国防当局者は、パナ

マ迎河を便利な道具であると考えている。彼らは迦河がミサイルなどの攻鍍に非

常に脆いことを譲れよりもよく知っている。このような現実に直面して、国防当

局者の任務は、迎河が米国の安全保障にとってもはや不可欠(vital)ではないこと

を前提に国防に対処することである。これは迎河は防衛する必要がないというこ

とではなく、ソ巡の核攻撃を受け易い設備を、米国の安全保障上の不可欠の要素

としておくことはできないということを示唆するものである。（…

トーマス・アンダーソンも、「今日最も重要な貨物や強力な正艦は迎河を利用

していない。1950年頃から運河の戦略上の価値は著しく低下している。」（３３）と

指摘している。

ペトナム戦争の当時、米国の軍艦はパナマ迩河を年間1,000回以上利用したが、

1988年の場合25災が通航したにすぎない。運河は米軍の戦略上の中心にはない。（3⑪

７．カリプにおける米国躯事基地【…

このように、軍事的価値が低下したパナマ迦河をとりまくカリプ梅周辺に存在

する米麺埜地の主なものの概要を示す。

(1)バハマ諸島のAndros基地：対潜艦戦略のための大西洋水中試験・評価セ

ンター（ＡＵＴＥＣ）と対潜水艦音波探査基地（ＳＯＮＵＳ）。米国海軍に

とって股も亜要な施設。
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(2)タークス・カイコ諸島のGrandTurk

プエリトリコのSabanaSeca

リーワード諸島のAntigua

バルバドス

以上にそれぞれにＳＯＮＵＳ基地が存在する。

(3)キューバのグァンタナモ基地：

1984年６月現在の米国要員2302人。1977年米国海軍は閉鎖を検討したが、

1981年レーガン政府は活動を強化。主として艦隊員のilIl棟を行っている。現

実には重要性はなく、主として米本土(ＫｅｙWest)、パナマおよびプエルト・

リコから安全保障上の活動を実施している。

(4)パナマのQuarryHeights（太平洋側）：ここに米国南方司令部(Southern

Command)があり、迦河の防衛とラテン・アメリカ全体の軍事関係（軍事援

助および軍事訓練）を統括している。迎河地帯には１４カ所の基地があったが、

1979年10月から３カ所に縮小された。なお、米州軍事訓練学校(TheSchool

oftheAmericas)は運河条約にもとづき、1984年10月に撤去されたが、その

他の訓練施設（空軍など）は1999年末まで存続可能。

(5)ホンジュラスPuertoCastilloのＣＲＥＭ（CeJutrodeEntrenamientoMilitar

＝中米軍事訓練学校）：主としてエルサルバドルの兵士の訓練のため設置さ

れたが、ホンジュラス政府の意向により1985年６月閉鎖。

中米における米軍の駐留が強化された1979年以前のラテン・アメリカ全体の米

国ｎ人の人件費は年間4400万ドル（推定）で、この金額は米国の全世界に関する

同経費84億ドルの0.5％にすぎない。

このように、ラテン・アメリカにおける国防省の軍事施設維持のための人件費

が少ない理由は２つある。

（１）大半のラテン・アメリカが外国兵の駐翻を望まない。

（２）米国政府当局者がラテン・アメリカに軍事基地を新設する必要がないとい

う点で一致している。

ラース・シュルツは、このような観点から「中米の現在の危機を除けば、……

すべての関係者の結論は次のようになる。すてわち、大雑把なコンセンサスとし

て、ラテン・アメリカに軍事基地の必要性はほとんどない。このコンセンサスは
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左右両派を含んだ幅広いものである。」と論じている。

８．経済的価値

パナマ運河は米国にとって経済的にもその効用は著しく低下している。米国の

海上貿易の運河利用は1973年において１７％(北)であったが、今日では金額ペース

で10％(３７）となっている。その原因は代替輸送ルートの発達である。現在、極東

からの貨物は米大陸横断のコンテナーで輸送されている。このルートを使えばパ

ナマ運河経由よりも米国東海岸まで５～７日早い。極東からのコンテナー貨物の

70％はこのランド・ブリッジが利用されている。（38〕

このランド・ブリッジは数年前に開発されたもので、運賃はパナマ運河経由の

場合とほぼ同じである。（…

パイプラインもその－つである。1982年末に完成したパナマ西部のコスタリカ

との国境付近に設置されたパイプラインは、アラスカ産石油の大半を米国東海岸

に輸送している。

従って、「運河がもし閉鎖されれば世界の海迎業界にパニックが生じようが、

６カ月も経てば大半の貨物に代替ルート・代替市場を見い出すだろう。」（ｲ．，と

いうような議論は必ずしも不当とはいえない。もちろん、現実にそのような事態

が発生すれば、米国経済も大きな打撃を受けようが、ここで留意すべきことは、

経済的に運河への依存度の高い国は近隣のラテン・アメリカ諸国であるというこ

とである。ちなみに、海上貿易の国別のパナマ迎河依存状況は、別表のとおりで

ある。
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別表ラテン・アメリカ諸国のパナマ迎河依存度（海上貿易）

1973年('， 現在（並趾ベース）

ニカラグア

エルサルバドル

エクアドル

ペルー

チリ、コロンビア、グアテマラ

パナマ、コスタリカ

メキシコ

米国

３
２
５
３
４

％
／
／
／
／
／
％
％

行
２
１
２
１
１
７
７
１
１

67％

40％以上

約40％チリ

10％（金額ベース）

(1)ＴｈｏｍａｓＤ・Anderson：GeopoliticsortlleCaribbeaTl，ｌ９ｌＭ，PraegerPublisI】ers，

Ｐｐｌ８．

(2)ｕｓ・Ｎｅｗｓ＆WorldReportoMay22,1989.ｐｐ３２

むすび

1978年春、米国上院で条約の批准審鍍が進められていた際にナショナリズムの

感慨が討論を支配した。公法96-70号を審議する下院も同様であった。米国凝会

の討論の模様がラジオで伝えられると、パナマでも騒ぎが発生した。しかし、ナ

ショナリズムの表明は、パナマの市街地よりも米国上院の本会縦においてより大

きかった。（Ⅲ）

そのような状況であったから、米国の保守派の一部には現在なおパナマに対し

て強い儲熱が残っている。ナショナル・ジャーナル誌によると、保守派の活動家

ハワード゛フィリップスは、1977年迎河条約破棄のため保守グループを動員しよ

うとし、これに米国上院のコニー・マック議員（フロリダ州、共和党）が同調し

ている。“2）

フィリップスは、保守的なロビー組織（TheConservativeCaucus)の設立者で、

1977年条約の批准に反対して、右派の組織固めをした人物である。

しかし、このような鋤きに対して、条約を交渉したゾル・リノピヅツは、条約

は米国がパナマに駐留するためのIIlii-の法的根拠で、政府が条約を破棄すれば、

米国は自動的に駐留の樅利を失う、と懸告している。（`3１
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さて、ブッシュ政府は、パナマに対して兵力を増強したほか、経済制裁の継続

など強い姿勢をみせているが、米国の政策に多くの制約があることも多くの方面

から指摘されている。例えば、経済制裁は、ノリエガよりもノリエガに反対する

パナマの中産階級により大きな打撃を与える。また、パナマに対して軍事行動を

起せば、米国の軍事行動に拒否反応をもつラテン・アメリカ全体の反対に会うだ

ろう。

一方、ノリエガ将軍の麻薬取引き問題などの事跡を追求し、その追放をはかろ

うとすることは、ノリエガ将軍とブッシュ大統領の長い関係（20年間）からブッ

シュ大統領にとっても危険が及びかねない。ノリエガは1966年以来米国情報局（Ｃ

ＩＡ）の代理人であったが、（Ⅷ）ブッシュがその長官であった1976年にノリエガ

と会っており、1985～86年にノリエガがワシントンにおけるロピーストとして

使っていた人物がレーガン前大統領のアドバイザーであったことが明らかにされ

ている．（ｌ５）

要するに、問題の一端は米国側にあり、その事情は次の表現に要約されている。

「ノリエガがわれわれの仲間(ourkindofguy)であるかぎり、われわれにとって

パナマの民主主義はどうでもよかった。しかし、そうすることがわれわれの目的

に都合がよくなったときもわれわれは民主主義を重視する。」《'@）

“Ｏｕｒｋｉｎｄｏｆｇｕｙ”は、もし1930年代であったら、恐らく“ｏｕｒＳＯＢ”といわれた

ろう。

一般にフランクリン・ルーズベルトがニカラグアのソモサに対して“Ｈｅ'sa

sonofabitch,ｂｕｔｈｅ,ｓｏｕｒｓｏｎｏｆａｂｉｔｃｈ.',(ｲ7）と呼んだとされている。このように

して米国はソモサー族を40余年にわたり支持してきたが、1970年代の後半になっ

て、ソモサは人権侵害や腐敗からサンディニスタをはじめとする反政府グループ

の活動を助長し、米国にとって手に負えなくなったとき、ベネズエラ、コスタリ

カ、パナマなどの反ソモサ・グループの支持に青信号を送り、ソモサを切り捨て

た。

このように、運河をめぐる米国とパナマの関係は複雑な問題をかかえている。

問題発生の糸口は多いが、解決の道は錯綜している。両国の関係の前途は当分は

平坦ではない。
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