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 武器、タバコ、麻薬の製造販売は、"
死を売る商い"の代表的な３大事業と言

われている。アメリカ政府と企業はどの

ような戦術を駆使して、これらの商品を

国際市場で販売しているのか。彼らは国

内用と国際用の２つの基準を使い分け

ながら、死の商品を販売しているのだ。

以下のルポ記事は、２つの顔を持ったア

メリカの欺瞞的な姿を鋭く描き出して

いる。出典は月刊『マル』６月号、筆者

は呉ヨンホ氏。一部、内容の省略あり。 
 
１．世界の武器市場を牛耳る 
２．アメリカの喫煙者には被害補償、外

国の消費者は無視 
３．人口は世界の５％、麻薬の消費は世

界の５０％ 
 
1. 世界の武器市場を牛耳るアメリ

カの新戦術 
 
Ｆ-１６戦闘機をタダでお貸しします 
 中東平和会談、ボスニア平和維持軍、

朝鮮半島の平和をめざす４者会談…。平

和という言葉のあるところには、いつも

アメリカが主要な役割を果たしている

かのように見える。 
 クリントン大統領はアメリカの対外

政策について演説をする際に、必ず２つ

の単語、「平和」と「リーダーシップ」

を強調する。年頭の議会演説でもクリン

トン氏は、「今日の世界がこの程度であ

れ平和を謳歌しているのは、現代史にお

いてアメリカのリーダーシップが発揮

されたからであり、特に朝鮮半島、中東、

ボスニアなどの地では、アメリカのリー

ダーシップのもとで平和が築かれつつ

ある」と強調した。ピース・キーパーと

いう言葉には、「平和」と「リーダーシ

ップ」という単語の意味が含蓄されてお

り、クリントン政権が特に愛用すること

ばである。世界におけるアメリカの役割

をよく表現しているとの思いからだろ

う。 
 しかし、このような修辞の裏に、アメ

リカという国はもう一つの全く異なる

顔を持っている。「死を売る国」、「武器

商人の国」という顔を。一方で、対立す

る国家間の平和会談を斡旋しながら、も

う一方では、それらの国に死をもたらす

武器を売りつけているのだ。 
 "Ｆ－１６やＦ－１８戦闘機を無料で

貸与します"。クリントン政権は最近、

ポーランド、ハンガリー、チェコ共和国

などの東欧諸国に対し、こうした客引き

の言葉を投げかけている。Ｆ－１６の価

格は１機あたり約２千万ドル。いかに中

古品とは言え、戦闘機を無償で貸与する

のは世界の武器市場でも破格的なこと

だ。「一切の条件を付けずに」５年間無

償で貸与し、借りる国は維持費を支払う

だけでよいと言うのだ。 
 なぜ、このような破格のサービスをす

るのだろうか。将来の得意客を、いち早

く確保するために他ならない。新しくＮ

ＡＴＯ（北太平洋条約機構）の加盟国に

なる東欧諸国に「エサ」を与え、彼らを

アメリカの武器市場に取り込もうとい

うねらいなのだ。 
 ＮＡＴＯに編入されたこれら東欧諸

国は、今後８年間にわたって、約２００

台の戦闘機を購入する計画である。アメ

リカはこれらの国が５年間、無料でＦ－

１６やＦ－１８を使用すれば、その後に

新しい戦闘機を購入するときにも同じ

機種を選択する可能性が高いとみてい

る。競争相手のイギリスや、フランス、

ロシアよりも、一歩先んじた販売促進活

動をしているわけだ。 
 
世界の武器市場におけるアメリカの占

有率は４６％ 
 冷戦体制が急速に崩壊していった１

９８７年を起点に、世界の武器市場はか

なりの規模で縮小している。９５年の武

器取引総額は年間で３２０億ドルであ

るが、これは８７年の半分にも満たない

ものだ。こうした武器市場の縮小化に対

処するために、アメリカは占有率をさら

に高める戦略を立ててきた。 
 ９１年から９５年までの５年間、世界

の武器市場では約１，５３０億ドルの武

器が取引された。そのうち、アメリカの

占有率は約４６％（アメリカ議会の資

料）に達しており、２位のイギリスは、

アメリカの３分の１にあたる１６％を

占めているに過ぎない。その後にロシア、

フランス、中国の順である。 
 アメリカが世界の各国に武器を販売

する方法は、大きく２つに分けられる。

政府が自ら販売に乗り出すケース（ＦＭ

Ｓ，対外武器販売）と、軍需企業が販路

を開拓するケース（ＣＳ，商業武器取引）

の２つである。世界武器市場におけるア

メリカの占有率４６％のうち、ＦＭＳが

３４．８％、ＣＳは１１．４％だ。 
 クリントン大統領はその間、軍需業界

の労働者たちに職場を保障するという

名目で、国防部と軍需業界が海外で行な

う武器販売を積極的に支援してきた。内

的にはリストラと合併で、外的には冷戦

体制の瓦解や武器輸入国が購入先を多

元化し始めたことによって、アメリカの

軍需産業は深刻な雇用削減に見舞われ

ている。こうした危機を打開するために、

政府と軍需業界が積極的な協力体制を

組んでいるわけだ。 
 クリントン政権の積極的な武器商売

は、アムラアムス（空対空中距離ミサイ

ル）など、高性能武器に対する輸出制限

措置を解除することによって、さらに拍

車がかけられている。 
 アムラアムスは、３０マイルも離れた

敵戦闘機を命中させる性能を備えてお

り、湾岸戦争で猛威をふるった米空軍の

主力武器だ。アメリカはこれまで、この

高性能ミサイルをＮＡＴＯ加盟国にし

か販売しない政策を堅持してきた。この

ミサイルが第３世界の特定国に渡れば、

その地域で不必要な緊張を高め、武力の

増強競争を誘発する恐れがあるからだ。 
 しかしクリントン政権は、９５年から

こうした歯止めをこっそりと外し始め

た。８０台の戦闘機購入計画を発表した



アラブ首長国連邦が、アメリカ製のＦ－

１６とフランス製の戦闘機を天秤にか

けていたからだ。アメリカは、約７０億

ドルにもおよぶＦ－１６の取引をフラ

ンスに奪われないためにも、顧客に何ら

かの"特典"を与える必要があった。そこ

で、アムラアムスに対する販売制限措置

を解除し、アラブ首長国連邦に特別販売

する条件で、この取引を成立させたのだ。 
 同じようなやり方で、アムラアムスは

タイにも販売され、最近ではサウジアラ

ビアとエジプトがこのミサイルを購入

する予定だと言う。ラテン・アメリカで

も同様の現象が起きている。チリが２０

台の高性能戦闘機をアメリカから購入

する計画を発表しており、そのために、

ようやく安定し始めたラテン・アメリカ

の経済状況は、各国の軍備競争という悪

材によって、またもや破綻局面を迎える

のでは、と憂慮されているのだ。 
 しかし、より多くの武器を販売するこ

とに熱心なクリントン政権には、こうし

た憂慮や批判の声は耳に入らない。今年

の３月、アラブ首長国連邦のアブダビで

は、世界の５０ヶ国、７５０余りの武器

会社が参加して「死の商人」たちの博覧

会が開かれた。この時に最も人気を博し

たのは、１７０の武器会社を出展させた

アメリカだった。 
 
「火付け」と「火消し」の二役 
 この博覧会に臨むアメリカの販売ス

ローガンは、「われわれの武器は即ち勝

利の武器」というものだった。アメリカ

の武器会社は、湾岸戦争に参戦した退役

軍人たちをセールスマンとして大量に

雇用した。彼らは自らの戦争体験をもと

に、アメリカの武器がどれほどの精度と

破壊力を持っているかを力説した。アメ

リカのある新聞は、これら退役軍人たち

を指してこう表現している。「老兵は死

なず。ただ武器を売るのみ」。 
 アメリカの攻勢的な武器販売は、韓国

を始めとするアジア地域においても同

様である。９０年代に入って韓国は、ア

メリカの武器輸入国のうち常に上位を

占めている。韓国が来る９８年から６年

にわたって新たに武器購入に使う予算

は、なんと３３０億６千万ドルに達する

のだ。 
 （訳注：韓国政府は、７２年から開始

した「戦力増強計画」で、外国製武器の

購入に１２兆ウォンを投入した。その９

０％近くをアメリカ製の武器購入に充

当しており、世界でも類例のない対米依

存国となっている。昨年度のアメリカ製

在来武器の購入額は１７億３千万ドル

で、台湾、中国に次いで世界第３位であ

る。） 
 『クリスチャンサイエンスモニター』

は４月３０日付の社説で、朝鮮半島を始

めとするアジア地域で武力増強競争が

激化していると指摘しながら、こうした

事態がアメリカの武器販売によるもの

であることを強調している。この社説は、

北朝鮮のノドン・ミサイルが日本を襲撃

する可能性についてアメリカが誇張す

るのは、日本の戦略武器が現代化される

過程で、アメリカ製の武器を売りつけよ

うという意図が込められている、と分析

している。 
 社説はまた、アメリカがタイにアムラ

アムス・ミサイルを売却する決定を下す

や、隣接国のマレイシアなどが"ミサイ

ル・ショッピング"に乗り出すなど、ア

メリカの武器販売によってこの地域の

軍事力競争が煽られている、と懸念を表

明した。社説の末尾には、極東問題専門

家であるチャモス・ジョンソン教授の次

のような警告が引用されている。 
 「アメリカはアジアで、火付けもすれ

ば火消しもするという二重性格者の役

を演じてはならない。」 
 
輸出の奨励と内需の統制 
 "死の商人"という批判を受ける点で

は、国際市場を対象に戦争用の武器を製

作・販売する軍需産業や、拳銃など内需

用の銃器を販売する企業も、同じ穴のム

ジナであろう。これら２つの部類の特殊

商人たちは、伝統的にアメリカ共和党の

主要な支持基盤だった。 
 ところで、民主党の大統領であるクリ

ントンのこれら特殊商人たちに対する

政策を見ると、二重の基準が適用されて

いることがわかるだろう。輸出用の戦争

武器に対する規制緩和と、内需用の銃器

販売に対する規制強化がそれである。単

純化して例えれば、「自国民の生命に関

しては、商売よりも人命を優先させ、他

国民の生命に関しては、人命より商売を

優先させる」のだ。 
 アメリカ人にとって銃器は、ゴルファ

ーのクラブのように身近なものだ。去る

５月５日、法務省が発表した資料による

と、９４年の時点で約４，４００万名の

アメリカ国民が、１億９，２００万丁の

銃器を所持しているという。 
 このように多数の国民が銃器を所持

しているのには、大きく分けて歴史的、

経済的、心理的な理由がある。歴史的に

は、建国初期からインディアンや野獣、

そして英国軍との闘いに明け暮れたア

メリカ国民にとって、銃器の所持は必須

的なものであったと言える。 
 経済的な側面で言えば、銃の売買で生

計を営む人々の政治的な力が、相当なも

のであるということだ。銃器の生産者と

流通に関わる者、そして所持者たちで構

成される「全国銃器協会」は２５０万名

の会員を有しており、銃器の所持を制限

するさまざまな動きに抵抗している。 
 また、防御心理もアメリカ国民の銃器

所持を拡散させる要因となっている。銃

器で威嚇されることが頻繁にある社会

では、自身を保護するためには武装する

しかないのだ。９３年度の統計によると、

「銃器による威嚇を受けたことがある」

と答えた人が１３０万名に達している。

また、同じ年に起きた犯罪の２５％が銃

器の使用によるものだった。 
 もちろん、アメリカ合衆国にも国家的

次元で銃器の所持を制限している法律

がある。クリントン政権の下で 92 年に

制定されたブレディ法は、銃器を購入し

ようとする者に対し、警察が５日間の期

限で身元調査を行なえる権限を与えて

いる。調査の結果、累犯の前科者や起訴

中の者、あるいは精神病患者であると判

明すれば銃器の購入は許可されない。ブ

レディ法によって銃器の購入を拒否さ

れたものが、過去の４年間で約１０万名

になる。 
 クリントン大統領はこのように、国内



の保守主義者たちや銃器業者の激しい

圧力に対しては、アメリカ市民の安全を

名分にして対抗しているが、世界を舞台

にした軍需産業の取引に対しては、国益

を理由に積極的な協力をするという二

重性を見せているのだ。 
 
2. アメリカの喫煙者には被害補償、外

国の消費者は無視 
 
 アメリカのタバコ製造会社は今、"和
平交渉"を行っている。交渉相手は、タ

バコ会社に対し被害補償の訴訟を起こ

している喫煙家たちと、いくつかの州政

府だ。この交渉にはホワイト・ハウスの

タバコ政策補助官が、非公式的な仲介者

として関わっている。 
 
喫煙の被害補償金、３千億ドルの背景 
 交渉の核心は、タバコ業者が被害補償

金として３，０００億ドルの寄金を支払

う条件で、今後は個人や州政府がタバコ

会社を相手にこれ以上の提訴を行わな

い、というものだ。タバコの広告を減ら

し、タバコの中毒性に関する警告をタバ

コ会社が自発的に強化する、という内容

も含まれている。 
 交渉の対象に、被害者個人だけではな

く州政府まで含まれているのは、州政府

が喫煙患者を医療保険で治療している

からだ。その間、少なからぬ州政府が、

「喫煙患者の治療費用は原因提供者で

あるタバコ企業が支払うべきだ」と提訴

している。 
 交渉は今も進行中であり、フィリッ

プ・モリスやレイノルドなど、アメリカ

の主要なタバコ会社が訴訟人たちと一

括交渉を行う初めてのケースであるだ

けに、アメリカ国民の多大な注目を集め

ている。タバコ会社がようやく、喫煙の

被害者に対する自らの責任を間接的で

あれ認定し、低姿勢を見せ始めているか

らだ。こうした低姿勢は、クリントン政

権と禁煙団体による強力な喫煙反対運

動の影響を受けたものと言えよう。 
 クリントン政権のタバコ政策は強硬

なものである。９５年には、青少年に対

するタバコ販売を禁止した既存の政策

を大幅に強化しているが、最近にはタバ

コを麻薬と同じく中毒性薬品の一種と

して規定するまでに至った。これは、連

邦政府の「食品・麻薬取り締まり局」が、

タバコの製造・販売過程に介入し規制で

きるようになったという点で、前例のな

い強硬な措置であると言える。 
 クリントンの強硬政策は、タバコ会社

が提供する政治資金の８５％が、民主党

ではなく共和党に入るという現実だけ

では説明しきれない。喫煙がアメリカ国

民の健康を害する主犯であるとの統計

が、こうした強硬策をもたらす主要因と

なっているのだ。 
 アメリカの喫煙人口は現在、約６千万

名と推定されている。成人の喫煙率はわ

ずかながら減少する傾向にあるが、青少

年の喫煙は目に見えて増大している。

中・高校生の喫煙率は３０％以上にも達

しているのだ。毎年、喫煙と関連した病

気で死亡する人は約４０万名であり、こ

の数字はエイズ・麻薬中毒・交通事故・

殺人などの死亡者を合計したものより

多い。まさに、タバコ業者は"死の商人"
と言える。これを規制もせずに手をこま

ねいておられるか、というのがクリント

ン政権をとりまく雰囲気なのだ。 
 こうした雰囲気にのまれたタバコ会

社が低姿勢に転じ始めたのは、昨年の３

月１２日からだった。アメリカの歴史上

で初めて、５大タバコ会社の一つである

リギット社が、その間のタバコ販売が喫

煙者たちの健康を損なったことを認め、

被害補償金を支払うと発表したのだ。リ

ギット社はタバコ販売利益の５％にあ

たる金額を、今後２５年間にわたって禁

煙運動のプログラムのために提供する

と約束した。 
 それから１年ばかりが過ぎた今、タバ

コ会社は集団的に、極めて逆説的な生存

戦略を立てていると言えるだろう。即ち、

「タバコの追放運動に協力しながら、タ

バコを売る」という戦略だ。 
 
喫煙による死亡者は世界で毎年３００

万名 
 国内では低姿勢を見せるアメリカの

タバコ会社であるが、世界市場ではこれ

といった挑戦を受けることもなく、販売

率の伸張を続けている。アメリカのタバ

コ会社が海外市場で挙げる営業実績は、

７０年代の末に比べると約３倍に上昇

している。国内市場で販売成長率が鈍化

しているのとは対照的である。マルボー

ロを生産しているフィリップ・モリス社

は昨年、海外における販売成長率が１

６％も上昇し、海外だけで２４０億ドル

の売り上げを達成した。これはボーイン

グ社（飛行機を製造する多国籍企業）の

海外販売額を上回るものだ。 
 アメリカ製タバコの海外販売が最も

顕著に増大しているのは、韓国などのア

ジア諸国とロシア地域である。アメリカ

国内で、政府と市民団体による禁煙運動

が高まれば高まるほど、タバコ会社は海

外市場での販売伸張に励むことになる。

そして、国内の喫煙被害者たちと交渉を

展開しているアメリカのタバコ会社は、

海外の喫煙被害者に対してはこれとい

った関心を示そうともしない。 
 世界的には毎年、約３００万名が喫煙

による病気で死亡している。そのうちの

３分の１は開発途上国の喫煙家たちだ。

世界保健機構（ＷＨＯ）に依れば、４０

年後には喫煙による死亡者数は１千万

名に達するものと予測され、その７０％

を途上国の国民が占めるであろうとい

うのだ。フィリップ・モリスというアメ

リカの１タバコ会社が、世界タバコ市場

の２５％を掌握している現実を直視す

るなら、アメリカのタバコ会社は海外の

喫煙被害者たち対し一定の責任を感じ

なければならないだろう。しかし、国内

の被害者たちに見せる誠意とは裏腹に、

海外の被害者が増大していることには

何等の対策も立てていない。 
 クリントン政権も同様だ。アメリカ国

民の健康には多大な関心を示し、タバコ

会社の国内販売を様々な方法で規制し

ながら、海外での販売活動には問題を提

起しないばかりか、支援すら行っている

のが現状である。クリントンの通商補佐

官であるミッキー・カントは、「タバコ

は合法的な生産物であり、海外で他の商

品と全く同じ扱いを受ける権利がある」

と主張している。 



 
３．人口は世界の５％、麻薬の消費

は世界の５０％ 
 
 もう一つの"死を売る商い"は、麻薬の

販売である。、アメリカは世界最大の麻

薬消費国であり、アメリカ国民が麻薬の

購入に費やす金額は年間で４９０億ド

ルにもなる。これは韓国の年間予算と比

較すれば、その４分の３にあたる規模だ。

連邦政府の資料は、アメリカ全国の麻薬

中毒患者を約２７０万名と推算してい

る。 
 最近、アメリカの「公共健康サービス

センター」が発表した資料によると、１

２才から１７才の青少年のうち、麻薬を

服用したことがあると答えた比率が全

体の１０．９％に達している。クリント

ンの執権初期にあたる９３年の調査で

は５．３％であったから、２倍以上に増

大しているわけだ。 
 
筋違いのメキシコ非難 
 クリントン政権は麻薬危機に対する

批判が高まるや、２つの方法でこれに対

処してきた。一つは、退役軍人のベリ

ー・メカフリーを麻薬取り締まり政策の

責任者に任命し、主に 10 代の青少年た

ちへの麻薬の拡散を防止することだ。そ

の一方で、麻薬生産国のコロンビアや、

アメリカへの流通路であるメキシコに

対し、麻薬の取り締まりを徹底的に行う

よう"内政干渉"を強化している。 
 アメリカのマスコミも主に、コロンビ

アやメキシコに対するクリントンの対

外政策にスポットを当ててきた。政界と

マスコミは一体となって、アメリカが麻

薬中毒国に落ちぶれた原因を外部に求

めようとしているのだ。特に最近では、

アメリカの麻薬通路であるメキシコに

対して、クリントン政権とアメリカ議会

の攻勢が集中している。 
 メキシコは麻薬の搬出と不法売買に

関しては、世界でも最たる国である。麻

薬の不法売買は、メキシコにとっても最

大の外貨収入源なのだ。 
 その間、アメリカの政界はメキシコの

売買人たちこそ、アメリカ国民を麻薬中

毒にさせた主犯であると批判してきた。

クリントン政権と共和党が主導する議

会は、「メキシコ政府は国際的な麻薬売

買人たちの取り締まりに消極的である」

と不満を漏らし、より強力な対処を要求

してきた。その余波を受けメキシコ政府

は昨年、麻薬売買人たちとの関連容疑で

１，２００名の警察官を解雇している。 
 しかし、メキシコ政府を信頼しないク

リントン政権は、アメリカの麻薬取締官

を直接メキシコ領内に派遣し始めた。メ

キシコ側は、取締官たちが領内で活動す

るのを認めるが、武器を所持するのは許

可できないとの立場を表明している。主

権国家の自尊心を踏みにじる行為であ

るというのだ。しかしアメリカ側は、"
防御用"との名分を押し立て、取締官た

ちの武装許可を執拗に要求している。 
 こうした両国間の麻薬をめぐる葛藤

は、昨年にアメリカ議会が強化された移

民規制法を通過させたこともあって、メ

キシコ国民の反米感情を増大させる要

因となっている。最近の世論調査では、

アメリカに対して友好的な感情を持っ

ているメキシコ国民は４２％に過ぎな

い。 
 クリントン大統領は昨年の５月６、７

日にメキシコを訪問した。目的の一つは、

麻薬問題に絡むメキシコ国民の反米感

情を和らげることであり、もう一つは、

メキシコ領内でアメリカの麻薬取締官

たちが武器を所持できるよう、サディヨ

大統領を説得することだった。 
 クリントンは第一の目的を達成する

ために、その間アメリカが取ってきた態

度とはいささか違う姿勢を見せた。両国

を舞台にはびこる麻薬の売買に関して

は、アメリカ側の責任が大きいと認めた

のである。 
 「率直に言ってわれわれの問題も大き

い。アメリカは世界人口の５％にもなら

ないのに、世界中で取引される麻薬の約

半分を消費しているからだ。アメリカ国

民は毎年、数百億ドルをメキシコの麻薬

売買人たちに貢いでいる」。クリントン

大統領は、アメリカ国内の麻薬需要があ

るからこそ、メキシコの麻薬売買人たち

による供給がある点を認め、この問題に

関する反米感情の増大に対処しようと

したのだ。 
 しかし、もう一つの目的に関してはこ

れといった成果がなかった。クリントン

とサディヨは両国間の「麻薬取り締まり

に関する協定」を締結したが、サディヨ

大統領は、アメリカの取締官たちが武器

を所持することには反対する立場を堅

持したからだ。 
 
黒人社会におけるＣＩＡの麻薬密買疑

惑 
 クリントンが今回のメキシコ訪問で

率直に認めたように、問題は麻薬の供給

よりもその需要、即ち麻薬を求める（あ

るいは勧める）アメリカ社会にあると言

える。 
 ミシガン大学の『社会研究所』は最近、

家庭の健全性と麻薬の相関関係につい

て、研究結果を発表した。それによると、

「離婚などによる家庭の破綻が、麻薬中

毒を生む主要因になっている」というの

だ。 
 伝統的な倫理と価値が挑戦を受けて

いるポスト・モダンなアメリカ社会で、

こうした家庭の崩壊を防ぐのはクリン

トン政権の能力を超えた問題と言える

だろう。しかし、「麻薬を求めるアメリ

カ社会」に関して、クリントン政権が決

心さえすれば解決できる疑惑事件が一

つある。それは、アメリカの黒人社会に

おける深刻な麻薬中毒の実態が、果たし

てＣＩＡの秘密工作活動と関連がある

のか、明らかにすることだ。 
 黒人社会に対するＣＩＡの麻薬密売

疑惑は、８０年代の末からしばしば提起

されてきたものだ。カリフォルニアで発

行されている日刊紙『サンホセ・マーキ

ュリー』が昨年の８月、「ＣＩＡがニカ

ラグァ叛軍の要員たちと手を組み、サン

フランシスコ地域の黒人社会に麻薬を

提供していた」と報道したことから、Ｃ

ＩＡへの疑惑は再び注目を集めること

になった。この新聞の主要な取材源は、

麻薬の密売に関わっていたニカラグァ

叛軍の要員だったのだ。この記事を読む

とイランのコントラ事件を連想させる。 
 「８０年代の初めから中盤にかけ、Ｃ



ＩＡはニカラグァの社会主義政権を転

覆させる工作の一環として、叛軍を支援

していた。当時、ＣＩＡの要員たちはニ

カラグァ叛軍の一部がコカインをアメ

リカに持ち込むのを黙認し、そのコカイ

ンをサンフランシスコとロサンゼルス

の黒人居住地域で、大量に販売する手助

けをした。」 
 この報道に最も憤怒したのは、当然な

がら黒人たちだった。特にサンフランシ

スコとロサンゼルスで、８０年代の初め

から中半期に麻薬中毒で死亡したか、あ

るいは今なお収監されている者たちの

家族は、ＣＩＡを「麻薬殺人鬼」と糾弾

し真相の究明を要求している。 
 昨年の１０月末に開かれた上院の聴

聞会で、ＣＩＡの監査委員長であるフレ

デリック・ヒッツは、「内部調査の結果、

ＣＩＡの要員が麻薬の密売に関連して

いた証拠はない」と表明した。にも拘わ

らず、事件そのものに対する疑惑は依然

として解明されていない。ＣＩＡには、

実際に麻薬を使って工作を展開した前

歴がある、と『ワシントン・ポスト』は

報道している。ベトナム戦を初め４つの

戦線で、ＣＩＡは麻薬を秘密裏に流布さ

せ、敵を撹乱させる戦術として駆使して

きたのだ。 
 アメリカ政府は、『サンホセ・マーキ

ュリー』が提起した疑惑事件を含め、

「麻薬を求めるアメリカ社会」に対する

厳密な診断と根本的な処方箋を提示し

て初めて、国際社会で麻薬の根絶につい

て発言する資格を得ることになるのだ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料３ 
 
バルカン戦争で潤う武器商人 
 
ラッセル・モクヒバー、ロバート・ワイ

ズマン『ボルチモア・サン』1999 年 5
月16日 
 
http://www.billtotten.com/japanese/ow
1/00301.html                                                                  
                                 
 今回は、ユーゴスラビアへの空爆の裏

には、米国兵器産業の存在が潜んでいた

ことを示す記事をお送りします。ポーラ

ンド、ハンガリー、チェコ共和国の

NATO への加盟にも、兵器産業の後押

しがあったと指摘されています。（ビ

ル・トッテン、1999年8月10日）                                   

 バルカン戦争は、石油利権を守るため

に起こった湾岸戦争と同じように、企業

の利権主導の戦争として語られること

はないが、国家安全保障の意思決定に与

える企業の影響力としてはれまでで最

高である。  
 
 
                                  
 
 ジョン・R・ガルヴィンは最近、米国

ABC放送の「ナイトライン」 や国営ラ

ジオ放送をはじめとする多数の番組に

出演し、ユーゴスラビアに対するNATO
の空爆がどのような利益をもたらすか

について吹聴している。 
 番組の中でガルヴィンは、米フレッチ

ャー法律外交大学院学長および元北大

西洋条約機構軍最高司令官と名乗って

いる。  
                      
 しかし、これらのニュース番組が伝え

なかったことは、このガルヴィンはまた、

米国三大兵器メーカーのひとつ、レイセ

オン社の取締役だということである。 
 同社は元ユーゴスラビアの国土に

160発以上が撃ち込まれ、死と破壊をも

たらしているトマホーク巡航ミサイル

を製造している企業である。  
                              
 ガルヴィンとレイセオン社との関係

を知ることは、国民にとって大変に重要

なことである。 
 なぜならば、この戦争がレイセオン社

の収益にプラスの効果をもたらすから

である。 
 つまり、短期的には巡航ミサイルや他

の防衛機器の売上増加がもたらされる。

同社の株価は最近急騰している。 
 さらに、長期的には議会に対して軍事

予算の増加圧力をかけることができる。 
 レイセオン社の株価はユーゴへの空

爆開始以降、20%以上上昇した（株価平

均はその間10%弱下がっている）。  

 米国の軍産複合体は健在であり、多く

の面から見て、今までになく強力になっ

た。 

                         
 NATO と米企業との緊密な関係が浮

き彫りになったのは、4月のワシントン

D.C.でのNATO発足50周年記念パーテ

ィであり、NATO の主催者委員会がパ

ーティのために企業から 800 万ドル以

上を集めた時であった。 
 主催者委員会に名を連ねていたのは

アメリテック、ダイムラークライスラー、

ボーイング、GM、ハネウェル、モトロ

ーラ、ユナイテッドテクノロジーを含む

13 社で、各社は委員会会員になるため

に25万ドルを払っている。 
 レイセオンやノースロップ・グラマン

など、その他28社はそれぞれ2万5,000
ドル支払っている。 
                                     

スポンサー企業は NATO のパーティに

資金提供する理由について、なんの臆面

もなく次のように語っている。 
 ユナイテッド・テクノロジーの政府関

係担当副社長、ルース・ハーキンは「安

定した NATO があってこそ、我が社の

ような国際企業が平和を守るための製

品を提供する好機がもたらされる」と語

る。 
 NATO のパーティは各企業のお偉方

に、44 ヵ国の国家主席や国防大臣や閣

僚を含む 1,700 人の出席者への無制限



なアクセスの場を提供した。 
                                    
  兵器メーカーは NATO 加盟国の決定

にも大きな役割を果たしている。 
 最近、ポーランド、ハンガリー、チェ

コ共和国が NATO に加盟したが、この

計画を後押ししたのが新市場の開拓を

狙った大手兵器メーカーであった。 
 これによって、兵器メーカーに大きな

見返りがもたらされる。 
 ただし、NATO と相互利用可能な兵

器にグレードアップする目的で、新加盟

国の軍隊の兵器購入に提供される補助

金の多くは、米国納税者が負担すること

になる。 
                                    
 この分野の主要なロビー団体、米国

NATO 拡大委員会を設立したのは、ロ

ッキード・マーチン社の世界展開担当デ

ィレクターのブルース・ジャクソンであ

る。 
 ジャクソンはその後、NATO 主催者

委員会の顧問となっている。 
 また『ニューヨークタイムズ』紙によ

ると、ロッキード・マーチン社、ベル・

ヘリコプター／テクストロン社、ボーイ

ング社は、ルーマニア大使館が設立した

NATO 拡大賛成派財団のような、民族

に基づくロビー団体にも資金援助して

いるという。 
                                    
  ロッキード・マーチン社や他の大手兵

器メーカーは、東および中央ヨーロッパ

における NATO 拡大を求めて懸命にロ

ビー活動を行った。 
 また、NATO への参加を呼びかける

ためにロッキード社がスポンサーとな

って、ポーランド、ハンガリー、チェコ

共和国の政府と軍の高官を対象に「防衛

計画セミナー」が開催された。 
 世界政策研究所のウィリアム・アルト

ングの報告によれば、ロッキード社は米

国納税者からの豊富な資金援助をちら

つかせ、強力な売込みを行ったという。 
                                    
  しかし、兵器メーカーの一番の成功は、

ソ連崩壊後も軍事予算を膨張させ続け

ることに成功したことであった。 

 ソ連という目に見える恐ろしい脅威

もなく、また厳しい緊縮財政という時期

にありながら、兵器メーカーとその仲間

たちは軍事費の浪費と産業の非効率に

象徴される新しい時代へと米国を先導

しつつある。 
                                    
  米国の連邦軍事予算はすでに年間

2,650億ドルに達しているにもかかわら

ず、クリントン大統領は今後6年間に防

衛予算をさらに 1,1 20 億ドル追加する

ことを提案している。 
 兵器調達予算は今後 5 年間に 50%増

加する予定である。また議会共和党議員

にいたっては、軍事支出のさらなる増額

を叫んでいる。 
                                    
                                   
権力と影響力 
                                    
 軍事産業が及ぼす政治力と影響力の

大きさは想像を絶する。 
 その影響力は製造業の有名な非効率

に、同じように伝説的な洗練された政治

組織を組合せて統合した産業構造に由

来する。 
 クリントン政権の間に、米国の軍事産

業は国防総省からの奨励と補助金を受

けて整理統合され、ロッキード・マーチ

ン社、ボーイング社、レイセオン社の三

大兵器メーカーに集約された。 
 ロッキード・マーチン社は、ロッキー

ド社、マーチン・マリエッタ社、ローラ

ル社とジェネラル・ダイナミック社の一

部が合併したものである。 
 ボーイング社はマクダネル・ダグラス

社を吸収して最大手となった。レイセオ

ン社はヒューズ社を吸収した。 
                                    
  全米に製造工場を持つこれら 3 社は

巨大な政治的影響力を持つ。 
 新しい兵器の契約は、何百人もの議員

の選挙区、つまりほとんどすべての州で

雇用を創出すると、兵器メーカーは約束

する。 
 この構造的な権力を支えるのが巨額

の政治献金で、レスポンシブ・ポリティ

クス・センター調べによると 1997～98

年の選挙期間には 850 万ドル以上が政

治献金として支払われ、さらにより巨額

の資金がロビー活動に投じられている

という（1997年は約5,000万ドル）。 
                                    
  さらに、タカ派的政治研究所や兵器メ

ーカーの社名とは違う名前をつけた関

連組織に投資を行い、新聞の社説、議会

証言、統計データ、報告書、警告などを

通じて、防衛支出の増大の必要性を絶え

ず訴えさせている。 
                                    
  国務総省からの天下りによる強力な

ロビー活動と、米軍の即応体制が欠如し

ているとの警告が功を奏した結果、兵器

メーカーは軍事予算の新たな急増から

利益を獲得する立場を得た。 
 ユーゴでの戦争は2000年の歳出予算

案の成立前に、その急増をもたらす口実

を与えたことになる。 
                                   
合法的な贈賄 
                                    
 クリントン政権がユーゴでの戦争支

援のための緊急予算として 60 億ドルの

捻出を議会に求めたが、共和党議会は関

連のない軍事目的のために、支出要求も

出ていない 50 億ドルをさらに追加する

意向である。 
 ロッキード社、ボーイング社、レイセ

オン社にとって、これはもうひとつの勝

利である。 
 民間の力が政府の領域を完全に侵食

する時、賄賂や政府の汚職を禁じる米国

の法律はほとんど無意味なものとなる。 
 米国には合法化された賄賂制度が存

在する。 
 その制度の中で大企業は、大量破壊兵

器に何十億ドルを費やすのか、その兵器

をいつ、どこで人殺しや破壊のために使

用するかを決定する、選挙で選ばれた議

員に接近するために巨額のお金を使う

のである。 
 


