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「満洲国」 問題と1930年代エル ・サルバ ドル外交の意図 一

(その一)

-

あ る 「親 日 国 」 の 誕 一生
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中米の小国エル ・サルバ ドルが日本に次いで, 即ち日本を除けば世界で初めて 「満洲国」

を承認した (1934年3月) 事実は, 関係者の間ではつとに知られてきた。 当時の新聞が 「聯

盟の満洲國不承認主義崩壊- サルバ ドル率先 満洲國を承認す 中南米諸國も追隨か」

「承認これ正義 ! 喜びを面上にシ總領事語る」 「歓喜に湧く満洲國一 公正な態度に敬服

謝外交部大臣談」 などの見出し(1)で大々的に報じた通り, 孤立を深めていた日本には, 突

然降って湧いた福音の如く歓迎され, 以後エル ・サルバ ドル共和国は 「親日国」 であるとの

神話が醸成されてゆく○ / ・ 。 , 7

しかしながら, 突出したその 「事実」 の一方で, のち10年以上にも亙る内戦 (1978- 92)

の遠因を築いたマクシミ リアノ ・エルナンデス= マルティ ネス政権 (1931- 44) がなぜその

よう な挙に及んだのか, 承認の背景 ・動機についてはほとんど顧みられることがなかった。

「「満洲国」 は, その極端な傀儡性ゆえに, この 「国」 をと りま く国際環境を詳細に分析しよ

う とする研究は, 極めて少なかったよう に思われる。」(2) エルナンデス= マルティ ネス政権

の軍事独裁性を重視する者にとって, 「承認」 が意味するものはエル , サルバ ドルの独裁者

と日本ファシズムの連携という ことになる(3)が, いずれそのような結論に達するにしても,

その実像を跡づける作業が無用だとは言えない。 また, 自身クーデタ (1931年12月) を経て

成立 したがゆえに米国の不承認措置(馴こ苦しんだ同政権が, 日本外務省の見解によれば 「儀

礼上の返書」 にすぎない(5)天皇名の親書を恩義と感じ, 「満洲国」 承認に踏み切ったのだと

する説明(6) も, 米国が態度を一変し同政権を承認 (1934年 1月) したのち, なお同政権が
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「満洲国」 承認という 「冒険」 に訴える必要性を覚えたのかどうか, いまひとつ説得力に乏

しい。

「満洲国」 のにと りわけ 「外交」 関係の研究は, 史料上の制約もあって, 真実への接近ど

ころか, 自らの作業を通じて真実からいよいよ遠ざかりつつあるのではないかという不安を,

研究者の胸中にかき立てる。 「現在, 残されている史料の数百倍, 数千倍にもおよぶであろ

う焼却, 紛失された原文書の中にこそ」(7) 真実は身をひそめてお り, そう した厖大な文書が

失われ, 当時を知る人々の大半が冥界にある今日, 今さ らこう した主題に取り組むこと自体,

徒労であることは目に見えているのかもしれない。=事実, 筆者は, 1991年以降外務省外交史

料館 (東京 ・六本木) 所蔵ファイルの閲覧を始め, 1993年夏には米国議会図書館および国立

公文書館 (ワシントンDC) , エル ・サメレバ ドル外務省文書課 (サン ・サルバ ドル) で史料

の発掘に努めたが, これまでのところエル ・サルバドルによる 「満洲国」 承認の経緯を詳ら

かにする確たる一次史料は得られていない。 それでも敢えて無謀な探索を試みるのは, 葬り

去られた史料はどうあれ, せめて何か残されているのかを確認し, 想定可能な真実の選択肢

を拾い上げてお く こ と (8)が, 偶然エル ・サルバ ドルと日本の両国に関わって しまった者の務

めであろう と考えるからである。。 し

本稿では探索行の第一歩と してご米国議会図書館イスパノ アメ リ カ部 (Hispanic

Division) 所蔵の小冊子 「エル ・サルバ ドル共和国はなゼ満洲国を承認したか」 ( “Por qu6

reconoc16 1a Rep4blica deEI Salvador a1Estado de M anchoukuo” ) (9) を 訳 出紹介 し , 若

干の考察を加える。 日本史 ・東洋史研究の諸学の資となれば幸いである。 二 犬

この冊子はA5判50頁ほどの小さなもので。 著者ラモ ン ・ ロペス = ヒ メ ネス Ram6n

L6pezJim6nezの肩書 には 「前 ( な い し 元 ) 外務 次 官 」 ( ex-sub-secretario de Relaciones
・ = ゛ ゝ

Exteriores) および 「博士」 (e1Doctor) とある。 中米諸国で出版される刊行物の常と して

書誌事項の明示はなく , TalleresGr&ficosCisnerosなるおそら く民間の印刷所で印刷され

たこ と, また標題とともに 「1935」 の文字が記されていることから刊行年はこの年であろう

ことのみがわかっている。 ただし筆者が目を通し得た限りのエル ・サルバ ドル外務省文書課

蔵 「外交書簡録」 (Memorias) , 米国国立公文書館蔵外交書簡 (Box 4126/716.93

Manchuria, Box5500/816.00 EI Salvador他) においてロペスヲ ヒ メ ネスの名は確認で き

ていない。一方, 当時のエル ・サルバドル外務大臣は, 31年12月のクーデタ以前 ( ピオ ・口

メ ロ= ボスケ政権時) からその職にあったミゲル ・アンヘル ・アラウホ Migue1Ange1

Araujoである。

冊子の全体は八つの節から構成され, 冒頭の10頁が国家の生成をめぐる総論的な国際法の

解釈論に充てられている。 紙幅の関係上, および冒頭部分はエル ・サルバ ドル側の論理を窺

い知るに不可欠とはみなされないため, ここでは第二節目以降を訳出する。 なお, 以下史料

文中の注はすべて訳注である。 /
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エル ・サルバ ドル前 (元) 外務次官

ラモン ・ロペス= ヒメ ネス博士 1935

「ヱル ・サルバ ドル共和国はなぜ満洲国を承認したか」



62 - 飯 島 み =ど ・り

エル ・サルバ ドル共和国および中央アメ リカ全図 (割愛)

〈国家の生成に関する法的原理〉 (割愛)

〈40万中国人に虐げられた満洲国人民は独立と主権を欲した〉

満洲国誕生の歴史的政治的過程を間近に追い続けた者は, ジ ョージ ・ブロンソ ン ・ レア(10)
-

が述べる如 く , 長年40万にも上る中国軍が満洲の領域を荒ら して きたこ とを想起するであろ

う。 全く正当にも政治的自治と独立とを翼う満洲国人民の叛乱運動を, 中国軍はむごたらし

く専制極まりない形で黙らせてきた。 今日満洲国の名であまねく知られるこの豊かな地域は,

中国政府の暴虐斎乱な政治支配の下にあり続けることを望まず, 自治を享受し主権を行使し

得る自由な国家を目指したのである。 しかし40万の中国人はあらゆる解放運動を潰していた。

満洲国人民は多勢に無勢, 隠しようのない絶望に陥った。 一

自由を乞う人民の, かく も絶望的な状況を見守っていた日本は, 必要とあらば国際連盟規

約, 九ヵ国条約および平和条約(11) を破るこ と も厭わず, 武力に訴えた。 そ して力を以て平

和を課し, 自由に価する人民へ自由を賦与すべ く , 武器を携え満洲国に乗 り込んだ。

あらゆる人民は叛乱に決起する権利を有する。 そ してあらゆる人民はおのれの自由を求め,

武器を取ってきた。 世界の政治史はそのこ とを刻= 刻, 証明している。 犬

スペイ ンに起源を持う 我々アメ リカの人民は, 自分たちにも資格ありと感じたとき, やは

り同じこ とをしたのである一 我々に十分の一税や初穂税, 奴隷同然の貢納を課していたス

ペイ ン国王を向こう に回し, 立ち上がった。 。 ` 万 二大

中米の独立はひっ ぐるめて言えば, それほどの血を要さず, つまりは努力を伴わずに我々

の許へ訪れた。 それゆえにおそら く√我々は本来より高く評価すべき独立のありがたみを軽

んじて きた。 ニ ノ ‥‥‥ ‥‥

満洲国の場合, その人民は満洲国人口の十倍をも数える中国軍に圧倒されていた。 このよ

うな条件下での独立は不可能であった。 そこで, 自由を死にもの狂いで切望する満洲国は友

邦の助けを求め, これに日本が応 じた。 それはあらゆる条約に反する行動だが, より高潔な

名の下に, 即ち被抑圧人民の正義およびいや貴い人類愛の名の下に取られたのである。 こ

しかるにこれが日本の国際的政治犯罪だというのだ ! それゆえブロンソン ・ レアは日本

を擁護すべ く問いかけるー 「米国はフランスの助けなく して独立を達成できただろ うか ?

キューバ人は米国からあれほど時宜にかなった支援を受けずして, スペインからの独立を克

ち取れたであろうか ? そ してその他のラテンアメ リカの諸共和国にせよ, モンロー ・ ドク

トリ ンの後ろ楯なく その独立を守り通せただろうか? 世界大戦後に出現した諸国家はどめ

よう にその自由を獲得したであろ うか ? 敵方領土から莫大な切片をもぎり取ることででき

上がった, 新しい欧州の地図を思い出すがよい。 その作業は世界を改革し, 国際秩序の創出

に資するとの確信の裡に遂行されたのではなかったか。」

一かつてロシアは新モ ンゴル共和国を建て, これをソヴイエ トに組み込んだ。 当時, 諸列強

は中国の領土のプ体性が侵されたことに抗議の声を上げなかった。 そしてモンゴルは国際的

な法人格を有する。 ところが, 日本が満洲で同じことを成すと, つまりある人民を自由の身

にし, 3000万人から成るひとつの国家を創出すると, 諸列強は米国を先頭に, またその後は
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国際連盟の名において, 数多くの先例と同様に創り出されたこの 「法的地位」 を認めないと

いうのである。 し 二

しかるにエ ル ・サルバ ドル政府がこう した不承認の風潮に合流するいわれはあったのか ?

仮りそめにも満洲国人民が主権と自由を欲し, 現在それを手にしているのならば, なぜエル ・

サルバ ドル政府の如く 自由な政府が, 諸国民より成る国際社会に誕生した新国家を承認せず

にいただろ う か?

すべての人民はその欲する政府を与えられる権利を持つ。 加えて, フラ ンスの大劇作家が

述べたよう にー 「各々の民は自らにふさわしい政府を持つ」 のである。 」

満洲国という特定事例に関して何が起きたかといえばー あらゆる国々の政府が互いにち

らちらと横目づかいをするのである一 各国の姿勢は協議と監視の上のものである。 と りわ

け, 小国は大国の振舞いを観察し, これを真似るこ とになる。

柔ル ・サルバ ドル共和国はこれに対し, 独立自治の気骨溢れる政治史を誇る。

欧州戦争がより激烈であった頃, 世界のあらゆる国々は大がかりな利害関係に押され, ド

イツ帝国に対 し宣戦を布告した○・し総じてラテンアメ リカ諸国, 特に中米諸国はこのような行

動を取った。 米国の政治的 ・経済的圧力はエル ・サルバ ドルにおいてひしと感じられたもの

の, この途方 もない圧力に逆らい, エル ・サルバ ドル共和国は中立の地歩に踏みどどまった。

その折には好意的態度と呼ばれた。 十 十

自治と独立の伝統に大いなる敬意と愛情を払い続けるこの小国の政治的姿勢は, もしそう

称することができるならば, 高潔にして一身を賭す ものである。 犬

満洲国の場合, エル ・サルバ ドル共和国は, 果たして米国ないし国際連盟がエンリケ ・溥

儀の政府を承認するか否か協議するに及ばなかった。 政治的主権と独立から導かれる権能を

行使し, エル ・サルバ ドル共和国は満洲国政府にその承認を与えた。 問題は自由を求める一

人民をめぐる処遇であ り, 自治と主権を有する世界大の国家群に仲間入 りすべく承認を得る

ことのみが彼 らの要求であるこ とを知れば, それで充分なのだった。

〈承認の法的根拠〉

エル ・サルバ ドル外務省が堅持する対外政治上の行動は, 法的根拠 ・支持と してさ らに

1927年のリオ ・デ ・ジャネイロ米州法律協議委員会決議をよりどころ とする。 同決議によれ

ばー

「ある政府は以下の条件を揃えるとき, 承認されるべきである。

ぐt. 安定 と強化の見通しを備えた実効力ある権威の存在。 その発する命令, 主に租税と

兵役に関する命令が, 住民によって遵守されるこ と。

2. 既存の国際的義務を遂行し, 新たな義務を負い, 国際法に定められた責務を尊重す

る能力の保持。」 犬 犬 ▽

満洲国は, 自由でありたいと願い自前の政府を切望する3000万め民の意思から誕生した。

しかし, 解放運動をごとごと く武力で鎮圧する中国軍の圧力により, これを達成できずにい

た。 ・. j

事実, 日本の軍事的支援を得て独立政府が成立すると, これは揺るぎない強固な政府を形

成し, その国民総体から尊重され, 国際的義務や約束事を遵守するに余りある能力を有して
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( エル ・サルバ ドル共和国の姿勢は米国外務省にモンロー ・ ドク トリンの真正なる理念を表

明するよう求める》

史実をはっきりさせる上で, まず国際連盟への誘いを受け, かかる大同盟の加盟国ないし

参加国となるにあたってのエル ・サルバドルの姿勢を想起したい。

エル ・サルバ ドル外務省は米国政府国務省宛1919年12月14日付書簡の中で, 以下のように

述べているー

「エル ・サルバ ドル政府は, フランス国外務大臣閣下を通じて我が方に通知せられた, か

かる世界的大同盟 (国際連盟) への参加招請を, この上なき栄誉と して拝領致しました。つ

いては, 国家間の論争を解決する唯一の手段と して仲裁を掲げ, 大国小国を問わず主権, 独

立, 領土の一体性を絶対なるものとして尊重し, さ らに現代公法の上にしっかりと立脚した,

かかる規約の許へ参集したいと, まずもって申し上げる所存であります。

/̄ しかしながら同規約本文には, まさ し く その条件や不明確さのゆえに, 米国を含む米州

い る 。 ダ

満洲国と正式な関係をと り結ぶにあたり, エル ・サルバ ドル政府は, 新生国家が政治力あ

る国家と して憲法上これらの概念の意味する限りの権能を享受するものと評定した。

エル ・サルバ ドル外務省は満洲国の国内秩序を調査するこ とまではしなかったが, それは

国際法に示された尊重の規則に背くからである。 つ 犬

ボロニャ大学のジェ ンマ教授が言う ように,

「認知について云々することはできない。 認知は国内秩序次第だからである。 いかなる国

家もよその国家で生じた変化を認知するかどうか, 判断を下す権限を持たない。」 :

∧

員と して最終的に成立した時点でこれを承認しなければならない。

ラプラデルの言は次の通りー 「既に放棄されている神権論を棚上げし, 公権力の正統性

をめぐる諸理論に依拠するならば, ある国家体から分離した一地方が永続性のある独立国家

と して組織されたとき, 分裂を被った国家は新国家を承認する義務がある。」

満洲国は甚大なる人口と自前の領土, 土確実に国際的義務を果たし得る力を有し, 国際社会

の仲間に入る。 このような場合において, 新生国と国交を樹立する権能は, 一国の主権に排

他的に属する。 二

エル ・サルバ ドル政府はその憲法上の権限を行使し, 政府の形を整え自前の統治者を持ち

たいと欲する満洲地方を, 独立国と して認めたのである。

一方, 承認を控えよと予め強いられた諸外国政府の見解は, 主権に基づく諸権利を断念し,

自由, 自治, 全き主権の擁護にかく も努めてきた工片 ・サルバ ドルのような国を辱める√不

穏当な政治的後見を容認するに等しい。

エル ・サルバ ドル共和国はいかに国土狭小とはいえ, 独立の政治体に許される法的条件か

ら派生する憲法上の権利を行使し, 享受する術を心得てきた。 ト

ラテンアメ リカ諸国が ドイ ツ帝国に宣戦を布告した際にせよ, 我が国史上いついかなる時

点にせよ, エル ・サルバドル共和国はその外交姿勢を多数派の利益に……それが多数派であ

るとの理由によって迎合させたいとは考えなかった。 ¥
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全体において激しい論争を巻き起こ した条文が含まれております。問題の条文とは第2j条を

指します……。 二

「同規定の国際法上の射程は相異なる思惑を導出しかねません。 もちろん国際連盟の担う

広汎な地平からみて, モンロー ・ ドク ト リ ンの如き地域的黙契 ・約定は認知承認されている

ものの, そのすぐれて平和主義的な目標に関し, さまざまな意向の間では絶対かつ実効的な

基準はおろか, 協調の気運すらみられないのであります。

「サヤム尹」 7J゙ ‥゙ ン 一大統領閣下が米州の諸問題に対する欧州諸国9あらゆる干渉
を拒絶した1823年以来, かかる ドク トリ ンは米国政府を支配するさまざまな政治傾向に左右

され, その適用は残念ながら一定してお りません。

「国務長官殿, 事実, モンロー ・ ドク ト リ ンの純正忠実なる解釈をめぐり, 米国め傑出し

た思想家, 公人諸氏の意見が多岐に渡っていることを, 逐一思い出すまでもありません。 た

とえば元国務長官E. ルー ト氏は同ドク ト リ ンを, 米国が米国民の権利に基づ き, 一国と し

て自衛するための宣言であり, さ らに米州全国家もし く はそのうち一定数の国々を対象とす

る共同共通宣言化も可能であるものとみなすに至ってお ります。

二「我が政府は, モンロー ・ ドク トリンが大陸部ラテンアメ リカ諸国の独立強化に資し, こ

れらの国々を欧州による干渉の危険から救ったことを認めるものであります。 また同ドク ト

リ ンがこの大陸の民主体制を支える決定的大義であり, 欧州の植民化攻勢に対する歯止めと

なったことを弁えております。 しかし国際連盟規約がこれらの成果を示唆も明言もせず, 米

州におけるあり得べき国際的規範を特定もしていない以よ, また片や, 同ドク トリ ンは諸国

家の全面的承認を得て公法の普遍的原則へと脱皮すべきことに鑑み, 現下のような歴史的時

点での, また今後の見通しと照合した理解に則り, 栄えあるホワイ トハウス政府がモンロー ・

ドク トリ ンの正式見解を広 く表明下さるよう, 閣下に懇請致します。我が政府がこの件を律

する見解の混乱を防ぐ宣言の表明を切に願っていることは, 貴国政府も重々御承知のはずで

あり, しかも周知の通り, 事態は真の汎米主義思想を振興するに最適とは申せません。 元国

務長官ルート氏の権威ある, かつ傾聴すべき見解に反し, モンロー ・ ドク ト リ ンは国際連盟

規約の裡に盛り込まれることで一 疑いな く 一 米州国際法の起源となるでありましょ う。

「米上院の側からなされる同規約本文への, また規約諸規定を総体と して承認するこ と自

体へのあらゆる修正と同様, この国際的取り決めが一般的 ・明示的な受容を享受するおかげ

で他国に関して有するさまざまな観点は, 国際連盟をめぐる原理を常に不動のものとするで

ありましょう。従ってモンロー , ドク ト リンについてもこれらの論点は, 平和条約に加盟も

し く は加盟の意思を表明したすべての国にとって, 米州公法の重要法令としてぽぼ受け容れ

られましょう。 モンロー ・ ドク ト リンの由来と成果とにひとつの解釈を与えることが是非と

も必要と されるのは, 単に汎米主義の高邁なる目標を発展させるばかりでなく , かのドク ト

リ ンが本来の純正さやその威信の輝きを保つためであ ります。」

前掲通報が欧米各紙誌に公表されるや, エル ・サルバ ドル外務省は世界の津々浦々から温

かい祝辞を多数受け取った。/たとえば一枚の微笑ましい戯画を思い出す。 それは北米合州国

を模した大柄の美しい猫が鼠たちに囲まれている図である。 そ七て中の一匹であるエル ・サ

ルバ ドルはー もっ ともなことながら一 猫の首に注意深く鈴をつける鼠と して描かれてい

る……。 十 <
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さて, 満洲国政府の承認に際し, バハ ・カ リフ ォルニアはテ ィ フ ァナで発行されている

「ラ ・ フロンテラ」 紙は1934年5月4日, まさに次のような題の社説を載せた。

「猫に鈴」 十 犬

「エル ・サルバ ドル共和国は新生満洲国を承認することによ り, 大国の物見高さ と小国国

民たちの驚愕を喚起しつつある。 後者の驚きは, 強大な国となるのは無理でもせめて尊厳あ

る国に, 力ある国でないにせよ他から敬意を表される国になれるはずの属性, つまり尊厳,

自由, 自治という名の属性を, もはやその国民性の地平に望むべく もないところに由来する

のである。

「通信社の手で世界に伝えられた短信を通じてのみ, エル ・サルバ ドル政府の行為を知り

得た者たちにとって, これは中米の弱小国が大胆不敵にも利用した国際宣伝の一撃, もヽ し く

は東洋の地から西洋という敵の前に, その猿知恵を賭けて立ちはだかる力の, 恐るべき謀略

でしかないだろう。 その力をかく も都合よ く見せつけることにかけては洞察力鋭い外交官よ

ろし く , また唾液と紙からこ しらえた品を怒濤の如く我々の大陸に流し込むさまは商売人さ

ながらである。 しかしながら, エル ・サルバ ドルによってエンリケ ・溥儀の帝国へ与えられ

た承認は, 今日文明を代表する諸国民の許へ, 中米にも世界を向こうに回して独自め教義を

掲げる気概, 尊厳, 勇気ある国民が存在することを知らせるにとどまらない。 それは√大小

の国々からひたすら驚きしか返って来ないような行為を意識的に成し遂げる国民ではなく ,

太平洋の向こう側で吊り上がった目を半開きにしつつ太平洋のこちら側に控える巨敵たちの

上に立つ夢を温める輩(13)の, その気まぐれや野心を満たすに際し, 蹟罪の犠牲となる危険

に身を晒す, か弱く圧力に屈しやすい国民の像を, 我々の目前に現出させよう という悪意あ

る影響力への明らかな否定を意味して余りある。 満洲国承認においてエル ・サルバ ドル政府

は, 諸国民を支援する法のいや高き表現におのれを統合せんと欲したのである。 これら諸国

民は秩序と安寧の下, 国内問題の解決に粉骨砕身し, 誠実と無私という土台の上に国際友誼

の関係を築こう と しているが, そう した関係が生み出すはずの恩恵は, 強大国の利害が弱小

国のそれを犠牲にして押しつける偽善的かつ高圧的な慣例踏襲主義, 時に 「国際連盟」 もし

くは r中米条約j(14) な名看板を掲げる因襲によって, 「文明国の協調」 の場で否定された。

▽ 「エル ・サルバ ドルは√マクシミ リアノ ・エルナンデスgマルティ ネス率いる政府が米国

および中米諸国から, 1923年に結ばれた 「友好」 条約の規定に沿わぬものとみなされ承認を

得られずとも, 2年以上を誇り高く無事に過ごし, 3万4000平方キロの国土内にある200万国

民は, 平和に生き発展と繁栄を担った。今日, 満洲国に承認を与えるがゆえに国際連盟から

追放されよう と している。 ちなみに同連盟は, 新帝国を創出した当の日本に対して同じ仕打

ちをする勇気は持ち合わせなかった。 しかしながら前述の通り f承認」 なしで生きざるを得

なかった間, エル ・サルバ ドルの諸制度が屈することはなかった以上, 今日, 加盟していて

もこれといって恩恵のない国際連盟など離れた方が有益であろ う。 大国がその艦隊, 兵力,

財力に飽かせて弱小国の側に不法不正な暴虐を突きつけても, 国際連盟は全ぐ無為無能ぶり

をさ らけ出してきた。 かかる連盟維持のための年額20万ペソ近い分担金を, 倹約できるこ と

も一利である。」 , ノ ¥ ・ 。♂

丹念に観察するならば, エル ・サルバ ドルの歴史はどこか同様の事実に彩られていること

がわかる。 一小国の英雄的姿勢の数々は, そのどれもがこの国の国際政治史の一挿話を形作っ
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〈ブライアン= チャモロ条約に対するエル ・サルバ ドルの抗議〉

数々の例の最後にいまひとつ, 国家の尊厳と国際的威信を示した議論の余地なき史実と し

て, エル ・サルバ ドル共和国が外務省書簡の明晰なる文面を通じ, フ ォンセカ湾水域内のそ

の主権を傷つけるブライアン= チャモロ条約に反対した, 愛国的にして光輝なる態度, それ

でいて決して充分な賞賛に浴し得ていない行為を取り上げたい。

ここでいう ところのエル ・サルバ ドルの抗議とは, 以下の通りであるー

「1913年10月21日

ワシン トン連邦特別区

拝啓 国務長官殿

「このたびニカラグア政府と米国との間で, サン ・ フ ァ ン河およびニカラグア湖経由の両

大洋間運河開墾を目的とする条約が結ばれ, 同条約が米国に認めた利権のひとつとして, フォ

ンセカ湾内ニカラグア沿岸の一地点に海軍基地を設置すべく , 双方の意思により更新可能な

99ヵ年の租借権を含んでいる旨, 我が国政府の関知するところとなりました。

「フォンセカ湾ないし入江の地理的 ・法的状況は, たとえそのいかなる部分であれ, これ

が租借に付されるならば, その他の部分にも影響及ぶことこれ必至という類のものでありま

す。

「中央アメ リカを占領征服したスペイ ン人発見者たちが16世紀初頭に漫遁したこの湾は,

我が方領土のアマパラ岬からニカラグア領のコシグイナ岬へ至る陸地に食い込んだ, 相当の

広がりを有する海面であります。 以来この入り江ないし湾は, スペイン本国より統治するイ

ンディ アス枢機会議の長を称えてフォンセカの名を受け, エル ・サルバ ドル, ホンジュラス,

ニカラグアという沿岸三国の手を一日たりとも離れたことはございません。 即ちかかるフォ

ンセカ湾はこれらの国々の主権と管轄権に属して参りました。

「スペインが大陸のこの地域を支配した3世紀間, 前出三国はいずこからも異論反対を受

けることなくかかる入り江を領有し, 当時略奪のために中米海岸を訪れティ グレ島に定住せ

んと湾中央部まで入り込んだ海賊どもからその支配を守るべく , エル ・サルバドル, ホンジュ

ラス , ニカラグア三国民は一度ならず防衛の挙に出たものであります。

丁これらの史実, および想起するまで もないとみられる他の史実は, フォンセカ湾が間違

いな く国際法で呼ぶところの 「歴史的」 湾にあたることを示して余りあります。従ってそう

した資格のみにより, 「歴史的」 湾は明らかに沿岸諸国の排他的支配 ・主権下に置かれるも

のとみなされ, 陸地への湾入深度や湾口の幅に左右されるところではありません。 たとえそ

の幅が, 国際法の領湾規定の認める6海里-を越えていよう ど変わりーません。 フォンセカ湾の

例同様, 沿岸諸国が地理的形状, はるか久遠の世からの利用, そしてと りわけ自衛の要に基

づ く事情に応じ, その主権を既に確言し, また今後も確言するものである限り。

「しかるにフォンセカ江ないし湾は固有の歴史的性格を有し, 他の歴史的湾, たとえば米

エル ・サルバ ドル駐ワシン トン公使館
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国でいうならばチェサピークやデラウェア, 英領アメ リカのコンセプシオンやミ ラ ミチなど

の湾に認められたと同じ資格を有しております。 前二者に対する米国の, また後二者に対す

る英国の支配権は, 条約や仲裁規定の形で認可承認され, その領土主権資格には反駁の余地

があ りません。 / 丿 丿

「領海か否かを問わず, フ ォンセカ湾を構成する狭随陸地間(15) の水域についてスペイ ン

政府が昔日より有してきた権利は, 独立という事実をもって中米連邦共和国に引き継がれま

七た。 同共和国は, 従来その領土内ではカスティ リ ャ王室に割り当てられてきた全支配権 ・

主権の後継者と して, フ ォンセカ湾を自国海域内に組み入れたのであります。

「また中米連邦政府が機能した期間, フ ォンセカ湾への圧力と支配は, 港湾, 警察権その

他諸般に渉って法令を発布するなど, 多数の立法行為, 領土画定行為を通じて明言されて参

りま した。

「1839年, 連邦を構成していた5ヵ国が連邦のつながりを断ったとき(16), エル ・サルバ ド

ル, ホンジュラス, ニカラグアの三国は今日と同様, 共同でフォンセカ湾を所有する, 正統

な主権者とな りました。 これら沿岸三国がそれぞれ独立随意の国となる以前から存在してき

た, 分割不能の共同共有状態は, 今日に至るまでこれに終止符を打つ条約, 合意の類など一

切取り決められていないからであります。 ただし一度ならず条約締結の試みはなされており,

1884年4月10日にエル ・サルバ ドルとホンジュラスの間で合意をみつつ完成に至らなかった

国境協定上, 分割不能状態を終結させるべく第2条は次のように規定しました。 「エル ・サ

ルバ ドルとホンジュラスの間め海上境界線は, 太平洋に発し, メ アングラ, コンチャグイタ,

マルティ ン ・ペレスの島々とホンジュラス側プンタ ・ グランデ, イ ングレサ, エクスポシシ

オン諸島から等距離のところを通ってフォンセカ湾を折半し, ゴアスコラ ン河口に至る。」

同条約はホンジュラス議会の不承認に遭っで発効せず, 原初の分割不能 ・共同共有状態をそ

のまま残すこ とになってお ります。

「これら前史の教える動機により, たとえ注目の対象がニカラグア岸のみであれ, 米国政

府は, フ ォンセカ湾の一部租借計画を他の共同所有国に予め相談なくけその同意もな く して

進める場合, これにより影響を被る我が政府の立場を支える権利が存在すると思い至ること

になりましょ う。

「以上の考慮に加え, 百年を期する租借条項に盛り込まれたフォンセカ湾の一部譲渡契約

が, エル ・サルバドルとホンジュラスを傷つけるとみなし得る, なお一層明確な前提は他に

も現出して参ります。

「普遍的公平という ものに基礎を置く国際法の原則に従えば, 一国は他国の存在 ・安全を

危う くするような性質の行動を慎むべきであります。 この原則のおかげをもって, 諸国家に

は領土所有権, 島や砂洲, 岩礁などで自然に固められた湾 ・入り江への入港禁止権, あるい

は入り江の両端に設置された大砲から砲火を交差させて入港を禁ずる権利さえもが与えられ

ます。

「まさにこの規定によ り, 湾口幅6海里以下の入り江は警察権と安全上の目的で, 幅10海

里以下の入り江は漁業目的のために。領土と一体化した領江とみなすことが妥当であり, 入

り江の端と端を結ぶ直線を想定したとき, これを海岸線と してここから外海へ3海里は入り

江に含めて考えられます。
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「これらの原則は幾つかの国家に共有される湾 ・入 り江へも合理的に適用されるべきであ

り, 沿岸国各々の陸地への湾入深度や領海縁辺のく びれとの関係でその国がどのような地理

的形状を取るかは考慮の対象となりません。 I

「先行の教義は1910年9月7日, 漁業問題をめぐりパークにて陳述された仲裁協議上, 英

米両国により宣誓承認されてお ります。

「同仲裁に曰く , 「米国は6海里もし く はそれ以下の湾口幅しか有さない入 り江が領域下

に(17)ある場合に限り, 権利放棄をあてはめる方針を支持してきた。 なぜなら, 3海里規定は,

本条約の帰結と して海岸線に対し適用可能な国際法の一原則であ り, 入 り江に対しても厳密

かつ体系的に適用されるべきであるからだという。本法廷はこの主張を認めることができな

い。広く認められている通り,イ入り江の地理的性格は開放海岸よ りさらに密接な形で領土主

権関連の条件に左右されるからである。 かく して防衛, 交易, 産業上の領土的 ・国家的一体

性は, 一国の海岸線内に食い込む入り江の統治支配と死活的に関わるのである。」

「仲裁条約そのものが1846年, 英米間で結ばれた協定を想起させますが, これは各々の海

岸から17海里もの距離を取って相互排他的に所有権を帰属させ, フカ海峡(18)水域の共同共

有状態に終止符を打ったものであります。

「フォンセカ湾上にあってエル ・サルバ ドル, ホンジュラス両国の領土に属する島々の存

在もまた, 米国が海軍施設を置く 目的で獲得せんと している割譲案件により, エル ・サルバ

ドルの権利が脅かされると我が政府が判断する法的根拠を与えております。 即ちこのような

海軍施設はエル ・サルバ ドルの諸権利を必然的に制約するのみな らず, エル ・サルバ ドルお

よびホンジュラスにとって貴重きわまりない利益を危険に晒すものであります。

「またここに特記すべきは, ニカラグアが米国に譲る権利はホンジュラス, エル ・サルバ

ドル両国のそれより, はるかに低い価値 しか有さない点であります。

「実際, 三国の共有水域たるフォンセカ湾において, ニカラグアは一級の港をひとつとし

て擁さず, コ リ ン トおよびサン ・ フ ァン ・デル ・スール両港は, フォンセカ湾内に設けられ

よう としている海軍基地の影響力が及ぶ地帯外に位置すること となります。 同海軍基地の影

響とこれに伴う優越権は, ホンジュラス, エル ・サルバ ドルめ徴税 ・警察権, つまり両国に

と り きわめて重要な権利の行使を力ずく で妨げ, 米国が自国の海軍基地を保持保障すべく講

ずる警備 ・安全保障措置の下に服従させられてしまう こ とでし ょ う。

「そして米国と他の海洋強国とが戦争に突入した場合, フオンセカ湾の主たる三国は, そ

の中立を守り保持する上で深刻なる危険と甚大なる困難に巻き込まれざるを得ません。 その

上, フォンセカ湾内の領海が戦場と化し, 戦闘につきもののあらゆる災厄に取り囲まれるこ

と となるのであります。 卜

「しかるに, エル ・サルバ ドルとホンジュラスがフォンセカ湾内にそれぞれラ ・ ウニオン

およびアマパラ(19) という優れた重要港を擁する点に鑑み, 同入 り江内にそう した港を持た

ないニカラグアと比べ, 前述の危険や困難は突出したものとな ります。 両国はいずれも国内

の富の大部分をこれらの港に注ぎ込み, またこれらの港を通じて大々的に交易商品を輸入し

てお ります。従ってニカラグアが米国に海軍施設敷設権を譲渡し, これと条約を結ぶ行為は,

ニカ ラグア自身の財産よりもまず, エル ・サルバ ドル, ホンジュラス両国の死活的利益を損

なう といって過言ではな く , これら両国はその権利が無許可で譲渡されることに同意できる
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以上引用した文書は, エル ・サルバドル共和国が国際政治史上に示してきた明確なる愛国

主義, そ して議論の余地なき高潔さ とを浮き彫りにする。 エル ・サルバ ドルは他から蔑まれ

る国家ではな く , それどころか主権国民の権利を誇り高く顕示する能ある, 自尊に満ちた国

なのである。

さて満洲国成立にあた り, 新旧両世界の国家はこ とごと く , 全き20世紀にありながら, ル

イス ・デ ・スルエタ (゙ ))がマ ドリードは 「エル ・ ソル」 紙上に記すが如く , 「欧州絶対王政間

の神話的同盟を基盤と し, 他国における体制変化を全く許さず, 受け容れもしない」 かのメ ッ

テルニヒの虫食い ドク ト リ ンを踏襲している。

かく して今日, 近代的諸国家は一 満洲国に承認を与えずにその国際法上の法人格を否定

すべく , 内々かつ暗黙の了解の裡に事を進めよう と している。

エル ・サルバ ドル外務省はメ ッテルニヒ ・ ドク ト リ ンあるいは欧州産の教義に従うのでな

く , 主権国家たる条件から一切り離し得ない権能を行使することで, 米州の教義, 行動の自由

という理念を世に問うた。 変化を前におののく ばかりで聞く耳持たぬ, 利権絡みの同盟をう

ち破り, まさに字句通り, 最良の友好関係を培う所存であると, 満洲帝国に通報したのであ

はずもな く , またすべきでもないのであります。

「一方, 中米諸共和国の憲法, と りわけホンジュラス, エル ・サルバ ドルおよびニカラグ

アの憲法は, これら諸共和国が旧中米連邦から分かれ出た部分であるとの原則を奉じて今日

に至り, ひいては中米をひとつの国家とみなす国家概念の再構築に資する積極的義務を認め

ております。 し

「これら諸国が承認し崇敬すべきこめ基本義務は, 他の構成国が一堂に会せずして中米全

体の領土的一体性を汚してはならないと, ある種の資格剥奪を定めております。 これはと り

わけ二国以上が共有の権利ないし連帯利益を有する地点, 場所にあてはまります。

「こ う した譲渡行為を実現するには, 集団的同意のほか, 当該譲渡計画により領土 ・法的

管轄面での権利を損なわれる国民が, 国民投票によってこれを承認する必要があります。

「以上の根拠と動機から, 我が政府は貴政府宛の公式かつ丁重な抗議を行なう よう小官に

特別訓示を下しました。 即ち, も しフオンセカ湾内のいかなる地点であれ, 海軍施設設置の

割譲協定がこのまま進行するならば, たとえ言及しつ く された同湾内にニカラグアが擁する

ところのごく狭い海岸線に位置する部分のみといえど, 我が国の権利 ・利益は損なわれ既め

られるでありましょ う○ ㎜

「沿岸三国がフオンセカ湾に対し行使する管轄権や主権を規定するものは, 分割不能の法

的地位から導かれる連合共同の原則であり, これに照らして, 以上の説明ではエル ・サルバ

ドルおよびホンジュラス両国の諸利益 ・権利とニカラグアのそれとを対置して述べることが

不可欠でありました。 しかしながら, もちろん本抗議は, 前記フオンセカ江にあって, エル ・

サルバ ドルに対応する利益 ・権利のみに限ったものと して理解されねばなりません。

「閣下に謹んで曇 りなき我が最高の敬意を捧げます。 犬

し フ ラ ン シ ス コ ・ ド ゥ エ ニ ヤ ス 」

「アメ リカ合州国国務長官 ダ

ウィ リアム ・J ・ ブライアン閣下」
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る 。 十

1934年3月 1日付にて, エル ・サルバ ドル外務省は次のような電報を受領したー

「新京 1934年3月1日

「サン ・サルバ ドル

外務大臣閣下

「謹啓

小官はここに謹んで, 康徳元年即ち1934年の3月1日本日をもって, 満洲国執政官溥儀

閣下が満洲国皇帝に即位され, 王政が樹立されたことをお知らせ申し上げます。 またこの機

会を借り, 今後友誼和合の感情が最善の形で育成されるよう , 貴国と我が国との国交樹立を

切に願う ものであることを表明致します。

敬具

満洲帝国外交部長

卜 謝介 石 」

次いで同月3日, エル ・サルバ ドル外務省は以下の返電を送付したー

「サン ・サルバ ドル 1934年3月3日

「満洲国 新京

外交部長閣下

「このたび貴下より, 溥儀陛下の満洲国皇帝即位および王政樹立につき, 昨日付を以て御

通知拝受し, 光栄に存じます。 ■■ ■

「かかる慶事の招来を心からお祝い申し上げるに際し, 陛下の高貴なる御所望を受け, 我

が政府が貴国とこの上なき友好関係を培うべく最善を尽くす所存でおりますこと, これを併

せて貴下に確約できますのは, 小官の喜びとするところであります。

敬具

エル ・サルバ ドル外務大臣

ミゲル ・アンヘル ・アラウホ」

間もなく , エル ・サルバドル外務省は次の書簡を受領した。

「新京 1934年3月23日(21)

「サン ・サルバ ドル 十

エル ・サルバ ドル外務大臣 十

ミゲル ・アンヘル ・ アラウホ閣下 ヶ

「謹んで貴下に通報申し上げます。皇国元年5月19日, 我が方駐日公使は貴国在京総領事

より, 貴政府が3月3日を以て満洲帝国正式承認を決議された旨, 通達受領の栄に浴しまし

た。 これを受け我が政府は, 貴国総領事を介し, 貴国の踏み出された一歩への, 我が方の敬

意ならびに謝意を貴政府にお伝えするよう , 在京公使に依頼方指示致しました。

丁貴政府の取られた行動は, 極東の平定また世界の平定のため大いに寄与するものであろ

う と小官は確信致します。 のみならず, 貴国が米州大陸において我が帝国正式承認の先鞭を

つけられた事実は, 必ずや我が国と貴国との, 永きに渡る誠実な関係を保証するに相違ござ

いません。 几 ▽ 犬 二

「この機会に, 我が国政府と国民がと もどもエル ・サルバ ドル政府および国民に抱いてお
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ります真摯なる友愛の情を表明致した く存 じます。 併せて貴国の弥栄なる国運と, 衷心あふ

るる両国関係のさ らなる強化を祈念申し上げます。 犬

満洲国外交部長

謝介石 (署名)」

《満洲国はバチカン(22)およびエル ・サルバ ドル共和国のみに承認さる》に。 - ヨーク ・ コンソリディ ティ ド通信社は本件を次のように報じているー

「各方面から確認を得た情報によれば, 満洲地方は日本の進軍が実行に移される以前の段

階で, 保 ちこたえ難い状況を呈していた。 完膚なきまでに略奪が横行し, かかる状態につけ

込む共産主義はアジア大陸全土へと目覚まし く拡張の勢いを見せ, 果ては今日, 中国政府が

事実上モスクワ ・ ドク トリン信者の手に握られるまでとなった。 既に中国の数県でソヴィ耳

卜共和国の宣言が上がっている。 そして黄色大陸の広大な領域に今日, 赤旗が翻る。 すべて

はロシアの拡張計画に忠実に, 日本を引き入れての避け難い対立が訪れるその日に備えるべ

く , 布石が打たれてゆくのである○

「世界の報道界はこれまで体系的に黄禍の存在を知らしめてきた。 しかしかかる危険に言

及するにi ロシアの同盟者たる中国人を指すべきところ, 日本が槍玉に上げられている。 他

の強国が守ってきたと同じ政策を満洲において実行したという , ただそれだけの事実に基づ

いて, 日本を非難し追放するという。 過去, この罪ゆえにあれらの国々が関係を断たれ追放

されるこ となど決してなかったにもかかわらず。

「新生満洲国は他の数多の国々が成立したと全く同じ形で誕生した。 にもかかわらず, 日

本がその建設を助け, 今日その編成に協力しているというだけで, ごく稀なる例外を除けば,

全世界は新生国を承認し友人となるこ とを拒否する。 十

「米国はフラ ンスの助けを借 りて独立を達成した一 米国は直ちに承認され, フ ラ ンスが

拒絶されるこ となどなかった○ ・ ■

「ロシアは経済面においてそれなりの影響力を持つまで, 現行政治憲法体制を否認されて

いた。 しかし背に腹は替えられぬとみるが早いか, 米国は率先してロシアを承認し, 通商協

定その他を締結するこ とになった。

「今日は自由な主権国アイルランドも, アイルラン ド系北米人や地球のこちら側の共感者

たちが差し延べた援助に多く を負ってお り, それでも承認されている。 いったい, 資金援助

と人的援助という違いはあれ, その目的に何らかの違いがあるだろうか? しかも何たる運

命の皮肉よ ! 国際連盟理事会議長国と して満洲国を禁じたのはアイルランド代表であった。

「この問題につき欧州は, いかなる考えを持ってこれほど不可解かつ頑なな態度を取るの

だろうか ? 既に多くのことが語られている。 欧州は二重の利害を抱えている一 一方には

ロシアがあ り, 来たる紛争に際し我々を同盟者と して確保すべく , この大陸, 特に米国が日

本と敵対するよう仕向ける。 一方でその他の欧州各国は, 次なる紛争が勃発した暁には米国

に対する債務国から債権国へと立場を変え得る恰好の手段を見出すこ と となろ う。

「ではこの問題をよく よ く突っ込んで検討してみる とするならば一 満洲国の現状と1902

年のキューバに認められた状況とはどこが違うのだろうか? ごく最近廃止されたばかりの,

かの哀れにも有名なプラ ッ ト修正(23)が生きていてさえ, キューバは直ち に自由と主権を有
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する国と して認められた。 キューバで独立戦争が起きたと き, 幸か不幸かそこにはマ ドリー

ド中央政府を代表する植民地政府が存在 していた。 満洲国に日本が進軍した際, そこに何ら

政府は存在しなかったが, 一群の愛国者があって独立を主張し, そのために外国の支援を懇

請していた。

「満洲国は日本以外にバチカ ンとエル ・サルバ ドル共和国のみに承認されている。 そ して

後者は国際連盟の一員と して今日, 僚友諸国よりむごたらしい非難を浴びている。 北米の報

道界はエル ・サルバ ドルが r一杯のコーヒー』 (24) と引き換えに名誉 と節操を売ったと断罪

した。 しかし,¥ エル ・サルバ ドルはひとえに米国の賢明なる政策を繰 り返したにすぎないの

だという ことを, 米国報道界は忘れている。 米国はソヴイェ ト ・ロシアへの承認を断る口実

と して 「高潔なる道義的原則」 を持ち出した。 そのくせその時になってみると, かの 「高潔

なる道義的原則」 は屑かごに投げ捨てられ, ロシアは承認されたのである…・,・。」

《すべての民はその欲する政府をうち立てることができ, すべての国家は新生国に承認を与

えるこ とができる》

以上検討した満洲国の例は, コロンビアの一部を成していたパナマ共和国が独立し, 独自

の国家を構成した場合と似ている。 しかもパナマは間もなく 当のコロンビア共和国から承認

さ れて い る。 十

ベルギーは1830年にオランダから分離 し, 同年, 欧州列強はロン ドン会議においてその独

立自治を承認した。 し

同様にルーマニアやセルビアは, オスマン帝国より分裂し, モンテネグロ国社もども独立

を宣言したが, 独立はその同じ1874年, ベルリン条約により承認された。 し

そ して仕上げに, 欧州大戦ののちヴェ ルサイユ条約を生むに至る講和会議の席上, 各民族

はおのおのその欲する政府を持つ権利があると布告したのは, 米国大統領ウッ ドロウ ・ ウィ

ルソ ンその人ではなかっ たか ? その結果, チ ェ コスロヴァキア, エス トニア, リ トアニ ア

などが独立し, 新国家を構成したのである……。

ウィ ルソン大統領の布告に何ら新味はない。 既に北米合州国第三代大統領トマス ・ジェ ファ

ソン, 同国共和党の父でもある彼は, 1793年, 駐パリ米国公使モリス氏に有名な訓示を与え

ているー 「我々は, 我が政府の依って立つ根拠となる権利を否定できない一 即ち, 各自

は各自の意のままに単独でおのれを統治 し, 意のままにその形態を変え, 外国と, も し く は

便宜上創出されたその代理と取引を行な う こ とができる。 選択された代理の形態は国王, 代

表者会議, 議会, 委員会, 大統領その他 を問わない……。 国民の意志こそ考慮を払うべき唯

- の要である。」 上

こ こに熟考を重ねてきた例に特定していえば, 満洲国はその国民の意思により政治形態を

帝国へと改めた。 その欲する政府の形態を自由に選択し得たのである。 そ してこの自由を行

使するに, 先に転記した電報を送付し, 国民と国民, 国家と国家の友好関係を求めた。

エル ・サルバ ドル外務省は新帝国に挨拶を送り, 満洲国政府との友好関係を樹立すること

でこれに応えた。 それがすべてである。

《法的見地- エル ・サルバ ドル共和国は国際連盟規約の条項を犯さず》
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最後に, エル ・サルバドル共和国が国際連盟加盟国であること, またそれゆえ加盟国と し

ての義務責務を有することに鑑み, この件の純然たる法的側面を取り上げたい。 エル ・サル

バドルは1933年2月24日, 満洲国不承認の 「姿勢」 が採択された国際連盟総会に欠席した。

エル ・サルバ ドル共和国は投票しなかったのである。

万一, 国際連盟事務局が1933年6月7日付を以て, 連盟加盟国および非加盟国に回状を送

付し, 不承認を勧告したとするならば, エル ・サルバ ドルは満洲国承認の時点においてこの

回状には返答していなかったのであり, 自国の自由 ・自主精神に沿って振舞う自由がある。

かの有名な総会に欠席したエル ・サルバ ドルは, ここで言及した国際連盟の勧告によって,

拒絶し難い義務を押しつけられるいわれはない。

従ってエル ・サルバ ドルは, 自らに備わる主権の命ずるところに従い, 国際連盟の生命を

統べる規約の項目を傷つけ犯すことな く行動したのである。

(訳了)

以上に訳出したロペス= ヒメ ネスの議論の要点は, 小国といえども列強主導の国際政治に

無原則に迎合するを潔しと しないエル ・サルバ ドルが, 自国の論理と信念のみを頼りに 「満

洲国」 承認に踏み切ったという ことである。 そしてそのようなエル ・サルバ ドルの性向を例

証するものと して, 国際連盟規約およびブライアン= チャモロ条約に対する同国の姿勢を挙

げている。 次にこの2点について補足を加えたい。

まず国際連盟とエル ・サルバ ドルの関係であるが, 同国は訳出史料中の記述にもあった通

り 「国際聯盟原聯盟国」 の第一号 「平和条約署名国」 ではなく第二号 「聯盟規約二加盟ヲ招

請セラ レタル国」 と して国際連盟規約附属書に列記されている(25)。 第一号には米国の如く国

際連盟を主唱しヴェルサイユ条約に署名しながら, 連盟加入の手続を行なわない国がある一

方, 第二号は第一次大戦に際し中立の立場を取った13ヵ国であり, 1920年3月までにそのす

べてが加入手続を終了した(26)。 第一次大戦中, 中立を保った国々という性格上, 第二号の13

ヵ国中6 ヵ国までがラテンアメ リカ諸国である’。 第一号の27ヵ国中でもラテンアメ リカ諸国

は10ヵ国を数える。 アジア ・アフリカ地域の主要部分が欧州列強の植民地であった時代背景

を考慮すれば当然のことだが, 少な く と も頭数で見る限り国際連盟においてラテンアメ リカ

諸国の比重は小さ く なかったと言える。

1919年当時のエル ・サルバ ドルが問題視していたとみられる連盟規約第21条は次のような

文面である。 「(平和二関スル約定) 本規約八, 仲裁裁判条約ノ如キ国際約定又八 「モンロー」

主義ノ如キ一定ノ地域二関スルフ解ニシテ平和ノ確保ヲ目的 トスルモノ ノ効カニ何等ノ影響

ナキモノ トス。」 この条項はふつう 「局地的了解」 と呼ばれ, 国際連盟規約の理念に地域

的な例外 ・留保を設けるものである。 しかも原案に本条項はな く , ウィ ルソン米大統領の提

唱により修正案と して追加されたのだとすれば, 条文中の 「モンロー」 主義, 即ち西半球に

関する留保は, 単なる一例と して挙げられているのではなく , 主要目的であったと見てよい

であろ う (へ

ところがモンロー主義と。は, 1823年に米国大統領教書として読み上げられた内容を指すに

過ぎず, いわば米国側の一方的宣明であって米州ないし米国の言う ところの西半球諸国間で

共通合意を得た条約の地位にない(28)。 訳出史料中, エル ・サルバ ドル外務省の書簡が固執す
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るのはまさにこの点である。 もし第21条の如き局地的留保を認めるのであれば, 国際連盟の

少なからぬ構成国たるラテンアメ リカ諸国との間で, モンロー主義をめぐる共通理解が成立

していなければならない。 その前提と してモンロー主義をどのように解釈するかが問題となっ

て く る。 モンロー主義の政策的一貫性は早くから疑念が投げかけられていると ころでもあ

り(29), ラテンアメ リカの大半を欧州の干渉から守ったものとその価値を称揚しつつ, 米国務

省の 「正式見解」 を要求するエル ・サルバ ドルの立場は, この点に絞って考える限り, ラテ

ンアメ リカ側の懸念を正当に表明したものといえよう。事実, この前後の米国はメキシコ革

命に干渉し, ニカラグアには海兵隊を派遣中 (第一次ニカラグア干渉 1912- 25) であった。

もっ と もエル ・サルバドル外務省と同様の懸念ないし見解は米国内でも表明されていたの

であり, たとえば当時の日本の国際法学者信夫淳平は 「モンロー主義は伸縮自在の漠たる宗

旨で, 利権褐占政策の如きも例へば此め主張の下に掩はんとすれば能きぬではない。 若し我

が米國の企業家をして其の意義を決定せしむれば, モンロー主義とは米國の南米を政治的に

支配し産業的に開拓する権利なりと早晩解鐸するに至るであらう。 斯かる解憚に落下する道

は極めて平坦である。 我國にして中米南米の内地に足場を築かんとせば, 唯だ欧洲人へのコ

ンセッシ ョ ンを曲親し, 米國人への其れを正親すれば可いのである」 とするワイルらの説を

引き, 「モンロー主義の解鐸は時代に依りて異なり, 學者政治家に依りて異なる も, 要する

に米國の米大陸褐占主義たるの事賞は否み能はざる所である」 と断じている(゙ ))。

信夫は第21条のみならず規約第10条 ( 「(領土保全と政治的褐立) 聯盟國八, 聯盟各国ノ領

土保全及現在ノ政治的濁立ヲ尊重シ, 且外部ノ侵略二対シテ之ヲ擁護スルコ トヲ約ス。 右侵

略ノ場合又八其ノ脅威若八危険アル場合二於テハ, 聯盟理事会八, 本条ノ義務ヲ履行スヘキ

手段ヲ具申スヘシ。」) についても米国上院が疑義を挟んだ点を重視している。異論の要点は,

こう した条文を是認するならば米国が欧州の戦争にまで関与する義務を負う ことになり, モ

ンロー主義の放棄にもつながりかねず, 21条の内容と矛盾を来すではないかとの主張であ

る(31)。 結果的に上院外交委員会は√規約批准にあたり自国は2年の予告をもって国際連盟を

無条件に (何らの義務を負うことなく ) 脱退できること, また第10条に謳われた共同義務を

負担しないこと, の二点を留保した(32)。 つまりは米国が従来のモンロー主義を放棄ないし再

定義しない限り, と りわけ米州において国際連盟規約は整合性を持ち得ない約定と位置づけ

られるのである。 こ う してみると, 米国の国際連盟不加盟はその西半球政策の当然の帰結で

あった。 し

奇し く も信夫の如きモンロー主義観, 国際連盟観はエル ・サルバ ドルのそれに呼応すると

ころがある。 エル ・サルバ ドルはいずれ37年 7月に連盟脱退を決議する流れとなるが(33), 米

国への対抗上という大状況の中でたまたまエル ・サルバドルと日本の利害が一致し, その利

害の一致がたまたま 「満洲国」 承認の形を取って現われることとなっても不思議はない。 し

かし, 語弊を恐れずに言えば, こ う した利害の一致が両国の 「ファシズムの連携」 によって

しか表明され得なかったどころに不幸が存したのである○

ブライアン= チャモロ条約をめぐる論議は国際連盟の一件よりさ らに5年ほど遡る。 同条

約の内容は1911年の時点で既に条約の形を取っている(34)が, 米国による第一次ニカラグア

干渉の結果大統領職に据えられたディ アスは1912年末, 財政補填を目的に300万 ドルで両大

洋間運河建設権を売却したいと米国に改めて提案する。 同条約は1914年8月, つまりパナマ
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運河の完成と時を同じ く して調印され, 1970年に両当事国が廃棄に合意するまで有効であっ

た。 エル ・サルバ ドルはもちろんホンジュラス, コスタ ・ リカの各国も同条約は自国の主権

を侵害すると反発, 中米地域内の国際仲裁法廷 (中米司法裁) へ提訴すると, 同法廷は周辺

三国の訴えを支持したが, 米 ・ニカラグア双方はこれを黙殺した。 ともあれ, 同条約に関し

「抗議」 を行なったのはひと りエル ・サルバ ドルに限らぬわけであり, その態度は突出した

ものとは言えない。従って, 外相 ドゥエニャスの書簡を楯に, 一種悲壮な調子を帯びさえす

る 「自尊」 の気風を例証してみせるのは, 演出過剰の感なしと しない。

振 り返って, ロペス= ヒメ ネス文書はエル ・サルバ ドルの 「満洲国」 承認理由を果たして

どこまで説明するであろうか。 全体を通読して得られるのは, この冊子上に展開される議論

は守勢に終始しているとの印象である。 真向から具体的に 「満洲国」 独立を擁護するという

より, パナマやキューバ等の例, いわば 「リ ンケージ論」 に頼っている。 エル ・サルバ ドル

外交の衿持と して延々言及される二事例は, 故意か偶然か1910年代に焦点を合わせており,

綿密かつ積極的な主張を避けて, むしろ過去の文書や他国で流れた報道記事に語らせるとい

う手法を採っている。 ここで1910年代の事例を用いるのは, 国際連盟やブライアン= チャモ

ロ条約がそれぞれエル ・サルバ ドルにと り一大事であったからなのだが, そのよう な当然至

極の理由とは別に, 「満洲国」 承認がエルナンデス= マルティ ネス政権固有の判断による も

のだとする 「憶測」 をあく まで否定せんがためであろう○

ロベス= ヒメ ネス名で刊行されたこの冊子は, 著者自らの言葉よりむしろ他者をして語ら

しめる論法の上に, エル ・サルバ ドルの 「毅然たる態度」 を繰り返し強調する。 しかし反面,

このよう な文書の刊行自体, エル ・サルバ ドルがまさに自国の行為を正当化一 換言すれば

釈明- せざるを得ない事態に陥ったことを意味し, 米国を始めとする諸外国の 「理解」 に

訴える歩み寄りのメ ッセージを発したと受け取ることも可能である。 エル ・サルバ ドル外交

史の文脈に照らしてロペス= ヒメ ネスの議論が妥当であるかを検討するとと もに, こ う した

文書が刊行されなければならなかった経緯を探る作業が次に必要となる。

(続)

注

1. 『東京朝日新聞』 1934 (昭和9 ) 年 5月22日付記事の各見出し。

2. 田嶋信雄 「ナチズム外交と 「満洲国」」 東京 千倉書房 1992 2- 3頁。

3. 現代エル ・サルバ ドルにとっての 「承認」 及び 「親日国」 神話の意味に関七ては, ロケ ・ タル ト

ン他 r禁じられた歴史の証言』 (東京 現代企画室 近刊) 所収の拙稿解説を参照されたい。

4. 1907年および1923年, 米国と中米 5 ヵ国との間で結ばれた条約により, クーデタ という手段に訴

えて成立した政権は互いにこれを承認しないとの申し合わせがなされていた。 犬

5. 日本外務省は, エル ・サルバ ドル側から東京へ一方的な領事派遣のなされた1927年以降, 正式な

外交関係は存在しないものの儀礼的な親書の交換があったとみなしていた。 そ してクーデタ後エル

ナンデス= マルティ ネス大統領の 「就職報道」 が届けられると 「右書翰八一九三一年ノ革命ノ事実

ヲ認メス 従テ何等革命二依ル新政府ノ成立及之二伴フ就職ヲ報道セルモノ ニ非ス」 と判断, 結局

「陛下ヨ リハ単二儀礼上ノ見地ヨ リ之二御返礼遊バサレタル由」 と記録されている。 (外務省外交史
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料館所蔵 A6- 4- O- 12- 1 「「サルヴァ ドル」 国内政関係雑纂 ・内乱関係 (新政権承認問題ヲ含ム)』

所収 「サルヴァ ドル」 国新政府大統領ヨ リ天皇陛下二捧呈ノ親書二対スル措置振 卜同新政府承認問

題 1933年 1月 ? ほか) なお この件に関 し, Gardiner は日本に よるエ ルナ ンデス = マルテ ィ ネ

ス政権の 「承認」 は1934年初と しているが, 日本外務省側史料の前後関係からは33年以前と推定さ

れる。 (C. Harvey Gardiner, “The Japaneseand Centra1 America”, in ゐ Mmd o/゙

瓦£eΓαmeric皿 & ㎡ ies皿 d WorZd人がafrs, V o1.14 N0 . 1, 1972. p. 17)

6. 富田仁編 『海外交流史事典』 東京 日外アソシエーツ 1989 150- 151頁。

7. 山室信一 『キメ ラ ー 満洲国の肖像』 東京 中公新書 1993 314頁。

8. エル ・サルバ ドルー満洲国関係について多少ともまとまった形で日本で刊行されている記事には,

柳沢健 「サルヴァ ドールの満洲國承認の背景」 ( 「改造」 1934年7月 147- 151頁) および長谷川洋行

「満州国とエル ・サルバ ドルー 初代駐日総領事レオン ・シグェ ンサ」 ( 「ラテンアメ リカ時報」 第

34巻第10号 1991年10月 35- 40頁) がある。 前者は当時の日本の反応を考察する上 で参考にすべ

きであるが, ・後者は主に初代駐日総領事シグェ ンサの 「親日」 ぶりを強調するに留まり, 「満洲国」

承認のからく りを説明する意志はないよう に見受けられる。 卜

9. 米国議会図書館請求番号 F1486. L66. △

10. 米国の外交官, 記者 (1869- 1936)。 米西戦争前後, キューバおよびフィ リピンで従軍記者を した

のち, フ ィ リ ピン政府, 孫文, 中華民国政府などの顧問を務める。 1932年以降, 「満洲国」 政府外交

顧問。 二

11. 原文はPactodePaz. 特に明言がないがヴェ ルサイユ条約を指す と思われる。

12. フランスの法律家, 国際法学者 (1910- )。イ タ リア ・エチオピア間仲裁委員会, 国際法学会フ

ラ ンス支部等で要職を歴任。

13. 明らかに日本を指す。 ユ

14. 注 4 に同じ。

15. 原文はinter faucesterrae. 正確にはinterではな く intraか。

16. 植民地時代, グアテマラを中心にグアテマラ総監領と呼ばれていた現中米5 ヵ国 ( グアテマラ,

エル ・サルバドル, ホンジュラス, ニカラグア, コスタ ・ リカ) は, メキシコの独立 (1821) に伴

いこれと同調していったんはメキシコと合邦するが, メキシコ側の混乱 (帝政宣言) を機に分離。

1823年から38年まで中米連邦を構成する。

17. 前後関係から考えるに, ここでいう 「領域下」 とは交渉相手 (英国) 方の領域と解釈される。

18. 現カナダ ・バンクーバー島と米国ワシン トン州の間に位置する。

19. エル ・サルバ ドル領アマパラ岬とは異なる (図2 参照)。

20. スペイン第二共和政期, 第一次アサニヤ内閣 (1931年12月- 33年 6月) の外務大臣。

21. 在京エル ・サルバドル総領事シグエンサが1934年 5月19日付の本国外務省公文 (エル ・サルバ ド

ルは同年3月3日を以て満洲国承認との通報) を携え, 同日ないし翌々日21日に在京満洲国公使館

を訪れたことは, 各種史料より確認で きる。 従ってこの新京発の日附が3月23日とあるのは5月23

日の誤 り と思われる。

22. ローマ教皇庁による承認の日附は1934年 2月20日のほか, 同8月 2 日の説あり。

23. プラ ッ ト修正の廃止は1934年。

24. エル ・サルバ ドルの 「満洲国」 承認の陰には, 同国特産品であるコーヒーの販路拡大という意図
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本稿は1993年度文部省科研費奨励研究 「日本 ・土ルサルバ ドル関係の史的展開」 の一環である。本テー

マへの取り組み方に関し, 助言や便宜を図9 て下さった, 岡部牧夫, 井村哲郎, 山本有造, 山室信一の

諸氏, および笠井唯計, 野中清次両氏を始めとする満洲国外交部同人会関係者の皆様に謝意を表したい。

があった, とする説の典型。 日本側でも同様の報道は若干ながら流れている ( 「東京朝日新聞」 1934

年5月23日付記事 「早く も商談成立 満洲國からコーヒー注文」 他)。 そもそも1927年, 一方的に在

京領事が派遣されたのもコーヒー輸出市場の開拓が目的との説あり。 ただし満洲はおろか日本で も

コーヒー需要はいまだしの時代であり, 「承認」 の動機の一因とはな り得ても, すべてを経済的関心

で説明することは無理であろう。

25. 田畑茂二郎 ・高林秀雄編 「国際条約 ・資料集」 改訂版 東京 有信堂 1972 63- 64頁。 以下規

約条文は同書による。

26. 信夫淳平 「國際紛争と國際聯盟」 東京 日本評論社 1926 465頁。 「東京朝日新聞」 1934年 5

月22日付記事によれば, エル ・サルバ ドルの国際連盟加盟は1924年。

27. 信夫 前掲書 642頁。

28. 同上 645頁。

29. スペイ ンの哲学者ホセ ・オルテガ= イ = ガセーなども, モンロー主義が ドク ト リ ンの名に価する

かどう かを怪しんだ という 。 (Anthony P. Maingot, 771e ひ誼㎡ & α£es 皿d Car訪ろea4,

London & Basingstoke, TheM acminan Press, 1994, p. 15)

30. 信夫 前掲書 645- 646頁。

31. 同上 554- 555頁。

32. 同上 557頁。 尚

33. 外務省外交史料館所蔵 「「エル ・サルヴァ ドル」 国政治日誌」 (A6- 4- O- 12 「「サルヴァ ドル」

内政関係雑纂」 所収 在サン ・サルバ ドル日本領事館メモ 1937年9月?) ほか。

34. 駐マナグア米国公使ワイツェ ルとニカラグア外相チャモロの間で締結されたもの。
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