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ラテンアメリカとイスラエル 

   ─冷戦期における南南関係の展開─ 

 

   乗   浩 子 
 

 

はじめに 

2001年 9 月11日の米国における同時多発テロ発生の背景の一つにパレ

スチナ問題がある。パレスチナをめぐるアラブ人とユダヤ人の確執は、

イスラエル国家成立後半世紀以上経た現在、イスラエルの武力的膨張政

策により深刻化している。イスラエル国家成立に国際的に大きな役割を

果たしたのはラテンアメリカ諸国であるが、建国後のイスラエルにとっ

てホロコーストの犯罪者の逃亡先となった南米で犯罪人を追跡し自国で

裁くことが、イスラエル国家の正統性誇示のために不可欠な行動であっ

た。 

ラテンアメリカにおける現実の冷戦はキューバ革命（1959年）に始

まり、反革命としての南米の軍政と中米革命の代理戦争化へ展開する。

アラブとの戦争で肥大化したイスラエルの兵器産業は、この時期の中南

米に新たな市場を見出した。本論文は両地域の関係を冷戦期における南

南関係と捉えてその展開を跡づけるものであり、「ラテンアメリカのユ

ダヤ人」研究の一部を構成する。 

 

１ イスラエルの建国とその後 

（1）建国支援 

 1947年11月29日、国連総会はブラジルの元外相のアラーニャ (Oswaldo 

Aranha）議長のもとで、パレスチナ分割決議を賛成33、反対13、棄権

10で採択した。同決議は、イギリス委任統治下のパレスチナをユダヤ

国家、アラブ国家およびエルサレム（国際管理）に三分割することを内
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容とするもので、48年 5 月14日のイギリス委任統治終了日に、イスラエ

ルは独立を宣言した。決議に賛成した33カ国中13カ国はラテンアメリ

カの国々である。当時20を数えたラテンアメリカの国々の中で棄権票

を投じたのはアルゼンチン、チリ、コロンビア、エルサルバドル、ホン

ジュラス、メキシコの 6 カ国であり、反対はキューバ1) 1 国だった。賛成

票の  余りを支えたラテンアメリカの存在は、決議案の採決に必要な 

の多数を得るのに重要であり、建国への寄与は大きかった。決議に先

立って設立された国連パレスチナ特別委員会（UNSCOP）を構成した 11

カ国の中のラテンアメリカ 3カ国 (グアテマラ、ウルグアイ、ペルー）代

表は、アラーニャ議長とともに分割案の草案作りと案の通過に尽力した2)。 

 パレスチナ分割決議は米国の強力な意向のもとに進められ、シオニズ

ムを人種的帝国主義とみなしてきたソ連も、中東におけるイギリス勢力

駆逐の目的で新国家を承認した。しかし決議を拒否した周辺のアラブ諸

国は、直ちにイスラエル攻撃を開始する（第一次中東戦争）。この戦争

中米国は国連の武器禁輸政策に参加したので、兵器は主にチェコスロバ

キア（当時ソ連領）を通じて供給されたが、ラテンアメリカ諸国を経由

するものもあった。なかでもニカラグアの独裁者ソモサ将軍

（Anastacio Somoza García）は、新国家建設の10年位前からシオニスト

にヨーロッパで購入した武器や自国のパスポートを提供して便宜を図っ

たといわれる3)。 

 建国後、ラテンアメリカ12カ国はエルサレムに大使館を開設した。ユ

ダヤ教・イスラム教・キリスト教の聖地であるエルサレムについては、

国連とバチカン（ローマ教皇庁）がかねてからその国際管理を強く主張

し、米国をはじめ多くの国々は大公使館をテルアビブに置き、直ちにエ

ルサレムに移すことを控えていたのである。さらにその後数年にわたっ

てラテンアメリカ諸国は国連においてイスラエルを支持する投票行動を

続け、イスラエルを外交的に支持する良きパートナーとしての役割を果

たすことになる4)。 

 反セム主義の伝統が根強いラテンアメリカの国々が、親イスラエル的

3
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外交路線をとった理由としては、ラテンアメリカの人々が欧米人と共に

ユダヤ・キリスト教的伝統への一体感を共有し、非ヨーロッパ志向のパ

レスチナ人よりもユダヤ人に共感を覚えたことがあり、ホロコーストの

記憶がこれに拍車をかけた。また離散の民が荒野を耕して独立を宣言し

たイスラエルの姿は、民族解放運動あるいは国際政治における民主主義

の勝利と映じた5)。その建国の背後に米国とバチカンの意向があったこ

とも影響している。世界最大のユダヤ人口を擁する米国は、イスラエル

建国を積極的に国連に働きかけた。戦後対米協調路線のもとに反ファシ

ズムから反共へと外交政策を軌道修正したラテンアメリカ諸国は、国連

において「米国の投票機械」化しつつあった。またユダヤ人に対してキ

リスト教への改宗を迫ってきたバチカンがエルサレムの国際化を条件に

ユダヤ国家建設に暗黙の了解を示したことは6)、カトリック教徒の多い

ラテンアメリカにとって無視できない要因であった。最後に、ラテンア

メリカにおけるユダヤ人の活躍があり、多くの著名人がシオニズムに積

極的に関わったことも付け加えておきたい（ラテンアメリカにおけるシ

オニズム運動、およびホロコースト期の難民受け入れについては別稿で

言及する）。 

 

（2）ＰＬＯの登場 

 ラテンアメリカ諸国の親イスラエル姿勢に変化が起きはじめたのは、

第三次中東戦争（ 6 日戦争、1967年）が契機である。この戦争でイスラ

エルはヨルダンからヨルダン川西岸と東エルサレムを、エジプトからシ

ナイ半島全域、シリアからゴラン高原を奪ってパレスチナ三分割体制を

崩壊させ、「国際的弱者」ユダヤ人の国家というイメージを喪失した。

ついで73年に起きた第四次中東戦争（ヨム・キプール〈贖罪の日〉戦

争）では、アラブ産油国が発動した石油戦略が世界を震撼させた。ラテ

ンアメリカ諸国の多くが親イスラエルのスタンスからPLO（パレスチナ

解放機構、1964年設立）に接近し始める。アラブ世界とラテンアメリ

カの貿易・外交関係はこの石油危機後に本格化するが、両者の人間的共
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存の歴史は古い。19世紀末以来、オスマン・トルコの抑圧から逃れ、

土地と経済的機会を求めて中東（主にシリア、レバノン、パレスチナ）

からアルゼンチン、ブラジル、メキシコなどに入植したアラブ系移民と

その子孫は1980年代には約250万人に達する7)。アラブ系の人々はビジ

ネス・農業・政治などの世界に進出し、コロンビアのトルバイ（César 

Turbay Ayala）、ボリビアのペレダ（Juan Pereda Asbún）、アルゼンチン

のメネム（Carlos Saúl Menem）などの大統領を輩出している。 

 ところで、いち早くPLO支持を打ち出したのは、革命後社会主義体制

を宣言したキューバである。キューバはミサイル危機（62年）後の60

年代半ばから急進路線に転じ、ゲリラ戦略による発展途上地域の武力解

放を目指した。第三世界のリーダーを自認するキューバは、66年に首

都ハバナで開催した三大陸人民連帯会議にPLO代表を招いて友好関係を

樹立した。キューバがイスラエルと国交を絶ったのは73年であり、ガ

イアナもこれに続いた。カストロ（Fidel Castro Ruz）首相はハバナに

PLO外交代表の事務所開設を認可し、北アフリカなどのキャンプでPLO

の軍人や諜報関係の幹部の訓練を開始する。これに応ずるかたちでPLO

はニカラグアなどのゲリラの訓練を実施した。80年 6 月までにPLOはメ

キシコ、ペルーで公認の事務所を開設し、ついでエクアドル、さらに

87年半ばまでにボリビア、ニカラグア、キューバにPLOの大使館を設置

する。 

第四次中東戦争後の資源ナショナリズムと第三世界派の高揚を背景に､

1975年、国連総会において「シオニズムは人種主義に等しい」という

決議3379が採決される。ブラジル、キューバ、メキシコが賛成、カリ

ブと中米の8カ国が反対、アルゼンチンなどは棄権した。こうして70年

代末までにシオニズムは怪しい活動だとの見方が次第にラテンアメリカ

諸国に定着する。80年代初頭の国連におけるパレスチナ問題に関する

重要な決議の採択の際、米国やイスラエルの反対にもかかわらず、ラテ

ンアメリカの殆どの国がPLOを支持した。たとえば82年の37／86Ｅ決議

（PLOをパレスチナ人の声として承認し、そのナショナルな権利を支持
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する）を24カ国が支持、棄権は 2 カ国、翌83年の38／58D決議（パレス

チナの人々への経済的社会的支援）を25カ国が支持し、反対・棄権は 0 

であった8)。 

もっとも実際にはゲリラに対する軍―当時南米の殆どの国は軍政のも

とにあった―の不信感が強かったので、PLOの得たものは限られた。例

えばブラジル軍事政権は79年６月にPLOを「パレスチナ人民の唯一正統

な代表」と承認しながらも、首都ブラジリアにPLO事務所の開設を認め

ず、承認はのちにイラク副大統領のブラジル訪問の際に実現した。イラ

クは当時ブラジルに 1 日40万バレルの石油を供給しており、ブラジルは

イラクへの武器輸出でそのコストを相殺していたからである。自国のゲ

リラを駆逐したブラジル軍事政権がゲリラとみなすPLOを輸入すること

は望まなかったわけで、こうした態度はチリ、アルゼンチンなど軍が政

権を掌握していた国々で共通していた9)。 

 1980年 7 月30日、イスラエル国会は「統合されたエルサレムは永遠の

首都である」との首都宣言法を制定する。イスラエルはすでに第三次中

東戦争直後に統合エルサレムを首都とする立法措置をとっていたので、

80年の法は既成事実の確認に過ぎなかった。これに対して国連安全保

障理事会は 8 月20日に、イスラエルの首都宣言は国際法に違反するとい

う決議を採択し（この決議にはグアテマラとドミニカ共和国を除くラテ

ンアメリカ諸国が賛成票を投じた）、エルサレムに大使館を設置してい

る国に対し、速やかに他の都市に移転するよう要請した。当時エルサレ

ムに大使館を置いていた13カ国中、12カ国はラテンアメリカの国々で

あった。イスラエルによるエルサレムの一方的併合を疑問視したラテン

アメリカ諸国は、国連の要請を受け入れて大使館をテルアビブに移した｡

（但しコスタリカの大使館は82年、エルサルバドルは84年にエルサレム

に戻った10)）。 

これに先立つ79年にチュニス(チュニジア)に集まったアラブ諸国の代

表は、ラテンアメリカにおける運動目標をかつて中央アフリカと西アフ

リカで行ったように、中南米からイスラエル市民（Israelis）を追放す
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ることに決定した。それまで親イスラエル的論調で知られたメキシコや

ブラジルの新聞が、パレスチナにおけるイスラエルの行動のみならず、

その存在すら問題にし始め、「ナチ・シオニズム」、「パレスチナのホロ

コースト」などの表現が紙面に登場する11)。南米の各地で起きた反ユダ

ヤ・反イスラエルのデモや暴力事件は、虐げられた民衆の抑圧者として

イスラエルを標的にするものであり、ラテンアメリカのユダヤ人とイス

ラエルを同一視するものだった。 

 

（3）イスラエルとラテンアメリカのユダヤ人 

 イスラエルは独立後間もない1950年に「帰還法」を制定し、ユダヤ

人であればイスラエルに定住し、イスラエルの市民となることができる

と規定した。70年に帰還法を改正した際、ユダヤ人の定義をユダヤ人

の母親から生れたか、ユダヤ教に改宗したかのいずれかで、他の宗教に

属さない人々であると定めた。この定義は「改宗」の問題をめぐって問

題になるのだが、それはともかく、帰還法によってシオニズムの夢が具

体化したのである。独立後1986年までの約40年間に 7 万人余のラテンア

メリカ人がイスラエルに移住した（うちアルゼンチン人はその６割を占

める12)）。ヨーロッパなどで生まれて、ラテンアメリカに数年住んだ後

にイスラエルに移住した例も少なくない。ラテンアメリカからの移住者

の年齢は比較的低く、教育水準は高いが、若くて独身で教育レベルが高

いほど、移住後イスラエルを離れる（出国）率が高い。イスラエルへの

移民の中核はヨーロッパとアジア、アフリカ出身者だが、ラテンアメリ

カからの移民は76年に全イスラエル移民の10％、82年に15％と増加し13)､

経済・文化分野で活躍している。冷戦後の90年代には旧ソ連（ヨー

ロッパとアジアを含む）からの移民が急増したため、その比率は低下し

ている。 

 80年代初頭にイスラエルにおけるラテンアメリカ・コミュニティに

ついて実地調査を行った研究を手がかりに、移民の流れを見る14）。まず

第 1 期（1948―56年）はシオニズムの理想主義が移住の主な動機であっ
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た時代で、殆どのラテンアメリカ人が地方のキブツ（集団農場）に入植

した。第 2 段階（～65年）はキブツから都市への移動が起り、新移民に

ビジネスマンや専門職が増え、移民総数も 4 桁に増加し始める。75年ま

での10年（第 3 段階）にラテンアメリカで経済困難に遭遇した人や専門

職が増加した。75年以降の第 4 段階では南米の軍政化を反映して、政治

亡命者が増えている。  

移住の理由としては、「シオニズムへの共感」は近年低下して、「子供

の教育・結婚」を挙げるケースが増えている。政治的理由も大きく、

60年代にはキューバ、70年代にはチリから社会主義体制を逃れて移住

する人々が増えた。とくにアルゼンチンでは70年代、80年代のゲリラ

運動とこれを軍および準軍組織が過剰に取り締まった「汚い戦争」から

逃れて、イスラエルのみならず欧米に移住する人が増加して、ユダヤ人

口が激減した。収監されたユダヤ人政治犯にとって、パスポートが無く

とも受け入れてくれる唯一の国がイスラエルであった15）。 

 かつて祖国を持たなかったラテンアメリカのユダヤ人は、シオニズム

を通して精神的な母国を得た。母国イスラエルに対するラテンアメリカ

のユダヤ・コミュニティの依存度は大きい。たとえば、最近までコミュ

ニティ執行部の選挙はイスラエルの政党ラインに沿って行われた。ブエ

ノスアイレスの有権者はテルアビブの選挙民と同じ投票行動を示してい

たのである。コミュニティは毎年のキャンペーンを通じてかなりの額の

基金をイスラエルに送っているので、学校など自身の組織の運営すら外

部（ Jewish Agency）からの支援に頼っている状況である。コミュニ

ティ内ではイデオロギー面でシオニズムがコミュニズムを追放し、ヘブ

ライ語の教育がイディッシュ語を圧倒しており、コミュニティの生活は

シオニスト活動家を中心に展開してきた。イスラエルから派遣される教

師に頼り、若者をイスラエルのアカデミーに送るようになった。イスラ

エルの大使は高い地位を享受しており、現代の「副王」にも例えられる

という16）。 
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２ ナチスの逃避地としての南米 

（1）アイヒマン裁判 

1960年 5 月11日、元ナチス親衛隊（SS）将校で「ユダヤ人問題」解

決の実行責任者アイヒマン（Karl Adolf Eichmann）が逃亡先のブエノス

アイレスでイスラエルの情報機関（(Mossad)によって拉致され、イスラ

エルに送られた。戦後収容所を脱走したアイヒマンは元親衛隊員の秘密

組織オデッサ（ODESSA）と連絡をとり、ローマでフランシスコ会の聖

職者からパスポートを受け取って、偽名でブエノスアイレスに到着。市

郊外のベンツの工場に勤め、オーストリアから妻子を呼び寄せた。周囲

にはナチ亡命者が多く、彼自身欧米のジャーナリストのインタビューに

応じ、その存在を知られるようになっていた17)。 

 裁判は61年4月に始まり、12月に死刑が宣告され、翌62年の再審を経

て5月に絞首刑に処せられた。裁判はラジオで中継され、イスラエル中

の人々が耳を傾けた。ドイツ生まれのユダヤ人で米国に亡命した政治学

者のアーレント（Hannach Arendt）は、『ニューヨーカー』誌の特派員

として裁判を取材し、『イスラエルのアイヒマン─悪の陳腐さについて

の報告』（1963年）を著した。彼女が衝撃を受けたのは、「ユダヤ人殺

害には私は全然関係しなかった」というアイヒマンの証言である。命令

に従ったに過ぎないという彼の無自覚性・無思想性が、あの時代最大の

犯罪者の一人になる素因であり、これを「陳腐」とアーレントは表現し

た18)。この裁判はホロコーストの罪を告発することによって、シオニズ

ムおよびイスラエル国家の正統性を世界に宣言するために、当時のベン

グリオン (David Ben-Gurion) 首相らが演出した政治的ショーでもあった｡ 

ところでアイヒマン拉致事件はアルゼンチンに大きな衝撃を与えた。

当時のフロンディシ（Arturo Frondizi）大統領はイスラエルの行為をア

ルゼンチン国の基本的権利を犯したもので、国際法侵犯であると抗議し､

両国の関係は緊張した。アルゼンチンにおいてはイスラエルを自己の目

的のために弱体国の主権を侵害する帝国主義国家とみなす風潮が強まり､

反セム主義の波を誘発した。しかし一方ではユダヤ人に対してナチ戦犯
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の逮捕と裁判を祝福する人々もいたのである19)。 

ホロコースト期にかなりのユダヤ難民を受け入れた南米諸国は、戦後

ナチ犯罪者の避難所としての役割も果たした。独系、伊系など枢軸国系

移民が多い南米諸国の中でも、ナチス・ドイツに好意的であったアルゼ

ンチンの軍事政権は第二次世界大戦中中立政策をとり、連合国側の圧力

で対独・対日断交に踏み切ったのは大戦末期の1944年 1 月、宣戦布告は

翌45年 3 月になって行われた。戦後の政権を担ったペロン大統領  (Juan 

Domingo Perón) はムッソリーニを崇拝する国家社会主義的傾向をもつ

政治家であり、55年の失脚後はペロン派と軍との角逐による政治的社

会的混乱が続いた。戦後全体主義への批判が高まったヨーロッパとは遠

く離れた南米、特にアルゼンチンはナチスの残党にとって天国であった｡

なかでも風光明媚な避暑地バリローチェはその拠点となった20)。 

 西ドイツ政府はかねてからアルゼンチン政府に対してナチ犯罪者の引

渡しを要求していたが、アルゼンチンはこれに応じなかった。特にアル

ゼンチンの法律では第二次世界大戦に関係あるすべての犯罪は戦後15

年で時効となるので、1960年5月7日以降、法律的に引渡しの対象とな

りえなかった。アイヒマンの場合、法的には拉致に代わる方法は無かっ

たといってよい。また数多くのナチ戦犯を亡命させているにもかかわら

ず、アルゼンチンは人類に対する罪を犯した者は「政治犯とはみなされ

ない」という国際協定には調印していたので、アイヒマンが亡命権を主

張して逮捕を免れようとしても不可能だった。しかも彼は法的にはドイ

ツ国籍を失ってはいないが、事実上無国籍だった。それ故にイスラエル

はアイヒマンに対する裁判を行うことができたのである21)。 

 

（2）アイヒマン以後 

 ナチ戦争犯罪人の究明については、イスラエルなどの関係国のみなら

ず国内および国際的ユダヤ人組織、さらにはホロコーストの生存者も加

わって行われてきた。代表的なナチ・ハンターであるヴィーゼンタール

（Simon Wiesenthal）は、強制収容所から奇跡的に生還し、使命感と執
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念で数多くのナチ犯罪人の摘発に成功した。彼が代表作で追跡したナチ

犯罪人の殆どが南米に逃れている22)。大物の例を挙げると、大量のユダ

ヤ人を効率良く殺すガス・トラックを開発した親衛隊中佐ラウフ(Walter 

Rauch)、アウシュヴィッツ収容所で「死の天使」と恐れられた医師メ

ンゲレ(Josef Mengele)、死体の焼却にあたったワグナー(Gustav Wagner)

など、殆どがオデッサの支援で南米に逃れ、優雅な亡命生活を送った。

アイヒマン裁判後、西独などの欧州諸国はナチ犯罪者の追跡に積極的に

なり、南米の政府に犯人引渡しをしばしば要求したが、政府は時効など

を理由にこれを拒否する。 

アイヒマン裁判以後も、南米の多くの政府がナチ犯罪人に対して寛容

で、犯罪人引渡しや逮捕を容易に行わなかった理由の第 1 は、1960年代､

70年代にナチズムに親近感を抱く軍事政権が新たに登場し、ユダヤ人

の人権への配慮や関心を持たなかったからである。工業化が最も進展し

ていた南米南部(ブラジル、アルゼンチン、チリなど)で成立したこれら

の軍事政権は、全体主義でも民主主義でもない（軍部官僚型）権威主義

体制と称される。一党独裁でなく軍部独裁であり、体系的イデオロギー

を持たず、民衆動員やナショナリズムを喚起しないことなどに、全体主

義との相違が認められるからである23)。この長期権威主義体制を支えた

軍人たちは、建前としての民主主義を否定しないが（たとえばチリのピ

ノチェット大統領は「権威主義的民主主義」を標榜した）、実際には

「国家安全保障」の名のもとに行った左翼弾圧のすさまじさはヒトラー

を凌ぐものであり、その性格は民主主義よりファシズムに近かった。 

この権威主義体制論が主に米国で盛んになったのに対して、チリ・

クーデター(73年)後、ラテンアメリカで台頭したのがファシズム説24)で

ある。これら軍政諸国が多国籍企業と提携し従属しつつ経済開発を行っ

ていることから、「従属ファシズム」「ネオ・ファシズム」と呼んで、戦

間期ヨーロッパのファシズムと区別しているが、この従属ファシズムの

性格には実際に先に述べたようにナチズムと異なるものがあったので、

ファシズムと呼ぶことに疑問が残る。そのうえ、アーレントが全体主義
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の最大の特徴とした反ユダヤ主義25)政策がこれら軍政諸国では行われな

かった｡伝統的反セム主義は程度の差はあってもラテンアメリカ諸国で根

強いが､ユダヤ人迫害が政策として実施されたわけではない。この点ア

ルゼンチンについては後述する。 

軍事政権がナチ犯罪人に寛容であった第2の理由は、19世紀末からチ

リやアルゼンチンなどの国々がドイツから軍事使節団を招いて軍の近代

化を進めたこと26)、またナチスの地政学の影響が軍の国家安全保障思想

に見られることなどから想像できるように、ドイツ軍への親近感がある｡

第 3 の理由は、亡命権を尊重する伝統である。政治的に不安定なラテン

アメリカでは、一国の大統領あるいは政治家といえども、いつクーデタ

や革命で政権の座を追われて他国に亡命することになるか分からない。

従って亡命権を尊重し、犯人引渡しに応じないという態度は、相手がナ

チ犯罪人であっても守るべき伝統と考えられたからである。 

 

（3）民政化後の対応 

1980年代、90年代に南米諸国の民政移管・民主化の進行にともなっ

て、ようやくナチスの犯罪に正面から取り組む体制となり、犯人の逮捕､

本国送還が始まった。しかし裁判のテンポは遅く、犯罪者たちの高齢化

が進み寿命も尽きていく。ボリビアからフランスに引き渡されて獄死し

たバルビー(Klaus Barbie),アルゼンチンで獄死したクッチュマン(Walter 

Kuschuman)、アルゼンチンから西独に送還されたシュワムベルガー

(Josef Schwammberger)などがその例である27)。 

 ナチスと主にアルゼンチンとの関係は、その資産をめぐっても問題視

された。第三帝国によって侵略された国々の大蔵省やユダヤ人から強奪

した金などの管理やその輸送への関与が疑われたのだが、米国議会のア

イゼンシュタット報告は97年5月に、米国の資料によるとブエノスアイ

レスに件の金があるとの確証はない、と結論した28)。しかしアルゼンチ

ンでは、メネム大統領が野党の協力のもとに独自の調査委員会の設置を

準備し、中央銀行の記録を公にすることに同意した29)。これはアルゼン
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チン自らナチ時代に関わったイメージを払拭する努力であり、自国の現

代史の再検討に必要なステップであろう。 

 一方こうした動きに反発するネオナチの活動が盛んであり、これを封

じる司法の力が弱い。反セム的ホロコースト修正主義活動の拡大に対し

て、アルゼンチンではアルフォンシン期の88年に反中傷法、ブラジル

では90年に反差別法が成立した。しかし実際には人種主義的出版物に

対する訴訟を裁判所が却下する例が多い30)。反ユダヤ的現象は、人種主

義や外国嫌いと伝統的な反セム主義が結びついたもので、90年代後半

以降、失業・所得不平等など新自由主義的経済政策によって加速する不

満から拡大傾向にある。アルゼンチンで96年にバーラ（Rodolfo Barra）

司法相が右翼反セム組織との関係が発覚して罷免された。バーラの失脚

の背景には、イスラエル大使館爆破（92年）、AMIA（アルゼンチン・

ユダヤ互助会）ビル爆破事件（94年）の調査が進展せず、イスラム過

激派と噂されながら、犯人が特定されないことに対するユダヤ人の不満

へのメネム政権の配慮があるようだ。またユダヤ人墓地荒らしが90年

代に入って各地で頻繁に行われるようになった。96年のラタブラーダ

墓地が破壊された際、メネム大統領は蛮行を断固拒否するという声明を

発表し、ユダヤ人閣僚のコラーチ（Carlos Vladimiro Corach）内相らは

現地を訪れた。蛮行には極右カトリック組織と警察が関わっていると見

られている31)。 

 

３ イスラエルの武器輸出をめぐって 

（1）開発協力から武器輸出へ 

 独立後他の発展途上国からは得られない支持をラテンアメリカ諸国か

ら享受したイスラエルは、この地域の支持を得るための外交努力から解

放され、事実上中南米を無視した。独立後のイスラエルは欧米諸国から

の軍事・経済援助に依存した国づくりに追われ、バンドン会議（アジ

ア・アフリカ会議、1955年) で「西側植民地主義の橋頭堡」と非難され

た後も、イスラエルが政治的支持を求めたのはサハラ以南のアフリカ
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(この時点で独立していたのは僅かだが）とアジアの国々であった。イ

スラエルがラテンアメリカに関心を向け始めたのは60年代以降で、

キューバ革命によるラテンアメリカの急進化への危惧、さらにアイヒマ

ンの本国送還によりアルゼンチンとの関係が悪化したことなどが直接の

契機である。国家形成の基礎固めをほぼ終えたイスラエルが、「植民地

主義者」「帝国主義者」とアラブ諸国から浴びせられる非難に対抗して

対外関係の拡大をはかるために､途上国援助の国際協力に乗り出した時

期でもある。 

 61年にウルグアイの首都モンテビデオでイスラエル政府主催の関係

改善のための会議が開かれ、技術協力協定が70年代初頭までにキュー

バを除くラテンアメリカ諸国との間で締結された。数万人のイスラエル

技術者が中南米諸国を訪れ、井戸掘りや識字キャンペーン、道路建設な

どのコミュニティ開発プロジェクトに従事した。他方、イスラエル国防

省（DIP）の統計によると、58―82年に7,726人のラテンアメリカの青年

が技術訓練のためイスラエルに送られた32)。 

 イスラエルの開発協力の特徴は、米国と提携して軍事支援に力を入れ

たことである。ラテンアメリカのキューバ化を恐れた米国のケネディ政

権は、改革的な「進歩のための同盟」政策と新たな軍事援助政策を併用

した。この「進歩のための同盟」はイスラエルが米州機構（OAS）に関

与する枠組みを提供し、OASは72年にイスラエルに恒久的オブザーバー

の地位を与えている。米国は軍事援助政策の一部である「市民活動」

（Civic Action）計画にイスラエルの協力を求めた。市民活動は反ゲリラ

対策の一環として、市民の支持を得るために軍が社会経済開発（灌漑施

設、道路、学校の建設など）に従事することを意味する。イスラエルに

要請されたナハル型33)の軍―農プロジェクトと準軍青年組織の実施であ

る。 

 本来安全保障を担当する軍が開発に参加するというこの計画は、米国

の国際開発局（AID）の資金によりDIPの指導のもとに推進された。ラ

テンアメリカ18か国から高級将校がイスラエルの軍事基地や国防施設
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を訪れ、1964～71年にその訪問回数は160回に達した34)。訪問した軍人

の中には後の大統領となる人々もおり、両地域で軍の間の人的交流が進

み、のちに兵器貿易を促進させる要因になった。またラテンアメリカの

軍人の根強い反共意識は、イスラエルをソ連に支持されたアラブと対決

する西欧文明の擁護者と見なす傾向を生んだ。イスラエル国家の建設と

拡張に抵抗するパレスチナ民衆に対する軍―農プロジェクトが、ラテン

アメリカにおいて左翼ゲリラに対抗する「市民活動」として生かされた

わけである。 

両地域の貿易関係は70年代にラテンアメリカがイスラエルのエネル

ギー源となることで拡大する。75年にシナイ油田をエジプトに返還し

（シナイⅡ協定）、79年のイラン革命で主要石油供給国を失ったイスラ

エルにとって、国際石油市場の一割を提供するラテンアメリカが最大の

油源となった。なかでもOPEC非加盟国のメキシコはイスラエルの石油

需要の約40％35)を供給することになり、これに応じてイスラエルからラ

テンアメリカ諸国への武器輸出が拡大する。 

 73年の第四次中東戦争に勝利したイスラエルは、兵器輸出国として

世界市場に登場した。相次ぐ戦争の過程でイスラエルの兵器産業は肥大

化し、80年代半ばまでに兵器輸出額は総輸出の 2 割強に達し、防衛産業

は６万人を超える雇用者を擁した36)。一方この時期ラテンアメリカの軍

政化はピークに達し、メキシコ、ベネズエラなどを除く主要16カ国は

軍の支配下にあり、武器への需要が高まっていた。ラテンアメリカが武

器の供給を依存してきた米国はベトナム戦後軍事的コミットメントを縮

小し､カーター政権の人権外交37)は人権侵害国への武器輸出を禁じた。

その間隙を縫って米国の政策を補完しつつ、その代理人として台頭した

のがイスラエルである。 

70年代のイスラエルの総兵器輸出中、最大の顧客南アフリカが35％､

アルゼンチンとエルサルバドルの 2 国で35％を占めた38)。70年代なかば

以降の10年間を通じてイスラエルの全兵器輸出の50―60％がラテンア

メリカ向けとなる。（80年度のイスラエルの武器販売額は約10億ドル)｡
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イスラエル製品がラテンアメリカで歓迎された理由としては、開発コス

トが安いので格安であること、技術者の訓練や維持・管理を含むトータ

ル・パッケージ方式が受けたことである。ラテンアメリカの軍隊の役割

を反映して、売却されたのは反乱鎮圧用の武器であった。イスラエル商

法の問題点は、相手の政府に介入しないという原則のもとに、他の国々

が取引をためらう人権侵害国に対しても、制約を覚えることなく兵器を

売却したことである。こうした政策はイスラエルに経済的メリットをも

たらしたが、現地で厳しい批判にさらされて政治的に失った方が大き

かったうえ、「死の商人」に対する反セム主義的反発が現地のユダヤ人

を厳しい状況に遭遇させた。 

一方、軍事政権下で兵器生産に力を注いだブラジルは、中東・アフリ

カの産油国との間で石油と兵器のバーター取引の拡大に努めた。とくに

エンジェサ（Engesa）社製の装甲車は多くのバイヤーの関心を集め、

イラク、サウジアラビアに売られたのち、リビアによってイラン、レバ

ノンへ移転された。ちなみに70年代の第三世界の兵器輸出国中、イス

ラエルが第  1 位、ブラジルが第  2 位を占める（途上国全体に占める比

率は各々26％、21％）。とはいえ、世界の主要兵器輸出に占める第三世

界のシェアはこの時点で僅か 3 ％に過ぎない39)ことを付け加えておきた

い。 

 

（2）アルゼンチンの「汚い戦争」への関与 

アルゼンチンはイスラエルの貿易相手国としてはラテンアメリカ最大

で、第1の食肉供給国である。78年にカーター政権がアルゼンチン側の

内政干渉という非難にもかかわらず軍事援助と武器販売の制限を決定し

た時までに、イスラエルがアルゼンチンに移転した兵器はガブリエル

MK‐Ⅱ対船艦ミサイル18基のみだった。しかしその後イスラエルはア

ルゼンチンにミラージュ5ダッソ―戦闘機26機、ミラージュ3Cダガー26

機等を売却し、イスラエルのダニット社（Danit）の仲介で150万ドル相

当の米国製対航空砲がパキスタンからアルゼンチンに移転される。81
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年までにイスラエルはアルゼンチンの武器輸入の17％を供給したが40)､

当時のアルゼンチンはすでに第三世界で第 7 位の兵器生産国であったの

で、輸入されたのは高性能の兵器であった。 

 ビーグル湾をめぐるチリとアルゼンチンの国境紛争に際して、イスラ

エルはアルゼンチンだけでなくチリにも武器の売り込みに成功する。過

度の人権侵害故に米英両国から武器禁輸措置を受けていたチリに売却さ

れた武器の中で、シャフリル・ミサイル150基（86年に移転）に米国の

技術が許可なく用いられているとして、イスラエルは米国の厳しい批判

を受けた。世界の新兵器の実験場となったマルビナス戦争(フォークラ

ンド戦争、1983年)に際して、イギリスはイスラエルにアルゼンチンと

の兵器取引を禁じたが、戦力が劣るアルゼンチンは非公式に22機のミ

ラージュ3Cダガー機の売却の同意41)をイスラエルから得た。 

 ところで、イスラエルから武器を輸入していたアルゼンチンの軍事政

権（1976－83年）は、抑圧的な国家再組織過程（Proceso）のもとで激

しい人権侵害を行ったことで知られる。左翼狩りの過剰な治安対策に

よって9,000～3万人の市民が逮捕されたり行方不明となって殺害された

が、この「汚い戦争」の犠牲者のうちユダヤ人は1,000～1,500人を数え､

人口比ではユダヤ人の比率が高い42)。 

 アルゼンチン軍政の反セム主義的傾向は、ジャーナリストのティメル

マン（Jacobo Timmerman）がその獄中体験から軍政を告発して米国で

出版した著書によって、国際的に知られることになった。軍事政権に批

判的な『オピニオン』誌（La Opinion）の編集長の彼は77年に逮捕され､

2年に及ぶ拘禁生活と拷問の末、釈放されてテルアビブに亡命し、

ニューヨークを経て民政移管後ブエノスアイレスに戻った。著書では、

軍による暴力、アルゼンチン軍の全体主義的メンタリティ、軍の強い反

セム主義、軍政に対するユダヤ共同体指導部の沈黙、などに厳しい批判

が向けられた43)。 

「行方不明者」に対する人権侵害を具体的事例から告発した『決して

再び』（Nunca más）の中にも、軍の反ユダヤ的傾向が記録されている｡
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秘密拘留センター（CCD）におけるユダヤ人政治犯への残酷な拷問、

作戦室の壁紙の上に掲げられたヒトラーやムッソリーニの肖像やかぎ十

字、シオニズムを反乱と見なし、「アンディナ計画」（イスラエルがパタ

ゴニアの一部にユダヤ国家を作るという陰謀説）についての執拗な尋問

が行われたことが生々しく描写されている 44)。多様で異質な人種・宗

教・文化の混合を背景とするブラジル軍部において反セム主義的傾向が

乏しいのに対して、ラテンアメリカ最大のユダヤ人口を擁するアルゼン

チンでは、ユダヤ社会が標的になりやすいこともあって、反セム主義が

軍政の下で復活した。ミリシア社 (Editorial Milicia)は『シオン賢者の議

定書』など反セム主義の古典シリーズやネオナチ関係の出版を続けた。

国際的圧力が強まったので同社は一時閉鎖されたが、活動はオクシデン

テ社（Editorial Occidente）に受け継がれた。しかし 軍政の反セム主義

は政策 (例えばナチスの ｢ユダヤ人狩り｣)として行われたものではない。

むしろアルゼンチン・ユダヤ人の教育程度が高く、ジャーナリズム・芸

術・精神病理学など軍政が「有罪」とみなすカテゴリーの職種の人々が

多かった45)ことによるようだ。 

軍政の反セム主義的思想と行動は各種人権団体、米国ユダヤ委員会、

米国議会、カトリック教会などの調査・報告等を通じて広く知られてい

たので、イスラエル政府がユダヤ人の状況に気付かなかったとは考えに

くい。イスラエル政府はアルゼンチンとの軍事関係が数百人のユダヤ人

を軍の獄舎から救ったとの立場をとったが、「失踪者救済全国委員会」

(CANDEP)のラビ、メイヤー (Marshall Meyer) は大勢のユダヤ人がイ

スラエルの武器で殺されたと述べている46)。実際には武器売却による経

済的な利益がユダヤ人行方不明者や政治犯の人権に優先したと見てよい｡ 

 77年 8 月、イスラエルのベギン (Menachem Begin) 首相はアルゼンチ

ンのユダヤ共同体代表をイスラエルに招いて危機的状況を討議し、大量

の緊急移住を計画するよう示唆した。しかし代表はベギン提案を受け入

れるよりも、イスラエルがユダヤ人学校への財政的・教育的支援を増や

すよう求めた47)。彼らはアルゼンチンに留まることを望み、ディアスポ
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ラ・ユダヤ人の移民を奨励して強国化と、領土的膨張をはかるイスラエ

ルの政策に同調しなかった。一方、行方不明者問題に対するイスラエル

政府の公的取り組みは、民政移管の方向が明確になり人権状況が改善さ

れた82年末に始まった。ブエノスアイレスを訪れたシャミール外相が

当局にユダヤ人行方不明者の調査を行うことを約束させた。イスラエル

大使館の外交官は、かつてアルジェリアやモロッコからユダヤ人を避難

させたモサド方式は採用せず、アルゼンチン・ユダヤ協会代表部

（DAIA）との協力のもとに、政治犯を獄中から救出してイスラエルに逃

した48)という。 

 

（3）二カラグアとイラン・コントラ事件 

中米ニカラグアにおけるユダヤ人の数は少なく、1975年に27家族を

数えたに過ぎない。中米 4 カ国で82年に150人であったが49)、内戦の10年

間に根こそぎにされた。ニカラグアのユダヤ人は主に商工業に従事し、

ソモサ王朝の自由主義経済下で繁栄した。79年7月にサンディニスタ民

族解放戦線  (FSLN) がソモサ軍に勝利し，翌80年にアラファト  (Yasin 

Arafat) が出席した革命 1 周年記念式典でPLOが公式外交代表に認められ､

マナグアに事務所を開設する。イスラエルによるレバノン侵略後の82

年 8 月、サンディニスタ政権はイスラエルと断交した。サンディニスタ

政権の正統性を認めた米国議会がコントラ (反サンディニスタ) 支援に

反対したので、すでにその頃までにイスラエルがレーガン政権の代理人

として中米に武器を供給する役割を果たし始めていたからである。 

 中米ほどイスラエルの軍事コネクションの関心を引いた地域はない。

販売額は大きくはないが、顧客の国の規模などからみてイスラエルの存

在は大きかった。軍支配の伝統、人権侵害、国境紛争、国内紛争などが

武器を必要としたからである。カーター政権によって人権侵害を指摘さ

れたグアテマラとエルサルバドルは米国の軍事援助を拒否したが、その

直後から両国ではイスラエルが代わって武器を提供し、軍人の訓練を

行った。また78年11月に米国がニカラグアへの経済・軍事援助を打ち切
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る以前から、イスラエルの武器はニカラグアのソモサ体制の存続に不可

欠だった50)。ニカラグア政変を新冷戦期の危機と捉えたレーガン政権の

もとで、周辺国にニカラグア包囲網が形成されるが、イスラエルがその

武器提供国として浮上する。81年11月、米国とイスラエルは「戦略的

協力に関する覚書」に調印し、東地中海地域を越えて共同軍事作戦に当

たること約束した。寡頭軍事勢力と左翼ゲリラの角遂が激しいエルサル

バドルでは、レーガン政権が政府への援助を再開・拡大したので、イス

ラエルの役割は減少した。しかし、イスラエルは対ゲリラ作戦用援助の

拡充を要請され、監視システムの設置や約200人の軍事顧問団の派遣、

パイロットや治安要員の訓練を担当する51)。 

ホンジュラスとコスタリカは人権外交の標的とはならなかったが、地

域の動乱に巻き込まれ、イスラエルとの軍事的結びつきを強めた。米国

の反サンディニスタ作戦の拠点となったホンジュラスでは、イスラエル

の関与も拡大する。82年に同国を訪れたシャロン（Ariel Sharon）国防

相は軍事協力協定を締結し、イスラエルがレバノンでPLOから奪ったソ

連製武器などをホンジュラスに提供した。60年代にイスラエルのガド

ナ計画52) をモデルにして成功を収めたコスタリカでは、元イスラエル

大使のモンヘ（Luis Alberto Monge）大統領のもとで、国境地帯におけ

る電子探知システムや防衛セツルメント設置計画などイスラエルとの協

力が進められた。しかし1947年憲法で軍隊を廃止し、非武装中立の伝

統を誇るコスタリカでは、イスラエルと米国の動きは強い批判にさらさ

れる53)。 

イスラエルのプレゼンスが最大となったのはグアテマラである。ニカ

ラグアと国境を接していないグアテマラは、反サンディニスタ作戦に直

接は関与しなかったが、過度の人権侵害故に77－84年まで人道援助を

除く米国の援助は受けられなかった。従って土地改革を求める先住民ゲ

リラと対決する軍事政権にとって、南アフリカやアルゼンチンなかでも

イスラエルの支援が不可欠であった。イスラエルは警察・軍隊の訓練、

諜報活動のアドバイザー役から、兵器工場（ガリル攻撃ライフルなどの
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製造）建設、陸軍通信電子学校の開設まで行った。また先住民村落をゲ

リラの拠点と見なして破壊し、協同モデル村を作り、市民防衛パトロー

ルに先住民を動員する「平定計画」を通じて54）、イスラエルはパレスチ

ナにおける経験を中米革命の鎮圧に役立てたのである。 

米国議会は84年にレーガン政権のコントラ支援の停止を要求した。

政府は極秘に援助の継続を決意し、その資金にはイランで捕らえられた

アメリカ人解放のためレーガン政権がイラン政府に武器を売却した代金

の一部があてられた。この「イラン・コントラ事件」の中で「傾いたや

かん（Tipped Kettle）」のコード名を持つのが、CIAとペンタゴン（国防

総省）が共同で作成してイスラエルが1,000万ドル出資した作戦であり､

レバノンでPLOから奪ったソ連製武器をコントラに供与するものであっ

た55)。 

イスラエルのコントラ支援が中米の進歩派に惹起した反セム感情は、

直接中米のユダヤ人に向けられただろうか。米国のユダヤ組織の調査に

よると、サンディニスタ政権が差別的政策やユダヤ人への強制を行った

証拠はなかった。しかし、ニカラグアでシナゴーグとして使われていた

建物はサンディニスタ政権に接収されて児童センターとなった。後に政

府はその建物の返還を申し出たが、現地のユダヤ人は建物を維持する経

済的余裕がなかった56)という。 

 

むすび 

 ユダヤ人口研究者の推定によると、建国期に65万人であったイスラ

エルの人口は70年に251万人、2000年に488万人と急増し、2080年には

1,056万人、建国時の16倍に達する見込みである。これに対して、減少

を続けるラテンアメリカ（2000年に42万人）のみならず、現在世界最

大のユダヤ人口を擁する米国（同年、570万人）も含めたディアスポラ

人口は、1080年までに軒並み減少すると予想されている57)。 

イスラエルが世界に離散するユダヤ人に「民族的郷土
ナショナル・ホーム

」への移住を促

してその強大化をはかってきた結果であるが、パレスチナ人居住地を武
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力で侵略し続けるイスラエルの政策の背後にはこうした人口圧力が存在

する。一方、パレスチナ人の人口は離散者を含めて約800万人 (1998年)

といわれる58)。イスラエルによる軍事的拡張政策が限界に達した現在、

改めて建国の原点に戻り、パレスチナ国家建設とエルサレムの国際化を

実現する他に、イスラエル国家存続の可能性はないと思われる。それは

また、ラテンアメリカにおけるユダヤ人口減少に歯止めをかける道でも

ある。  
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