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序
戦後の我が国の経済成長に果たした機械工業の役割は大きく、また機械工業の発展を支
えたのは技術開発であったと云っても過言ではありません。また、その後の公害問題、石
油危機などの深刻な課題の克服に対しても、機械工業における技術開発の果たした役割は
多大なものでありました。しかし、近年の東アジアの諸国を始めとする新興工業国の発展
はめざましく、一方、我が国の機械産業は、国内需要の停滞や生産の海外移転の進展に伴
い、勢いを失ってきつつあり、将来に対する懸念が台頭しております。
これらの国内外の動向に起因する諸課題に加え、環境問題、少子高齢化社会対策等、今
後解決を迫られる課題が山積しているのが現状であります。これらの課題の解決に向けて
従来にもましてますます技術開発に対する期待は高まっており、機械業界をあげて取り組
む必要に迫られております。我が国機械工業における技術開発は、戦後、既存技術の改良
改善に注力することから始まり、やがて独自の技術・製品開発へと進化し、近年では、科
学分野にも多大な実績をあげるまでになってきております。
これからのグローバルな技術開発競争の中で、我が国が勝ち残ってゆくにはこの力をさ
らに発展させて、新しいコンセプトの提唱やブレークスルーにつながる独創的な成果を挙
げ、世界をリードする技術大国を目指してゆく必要が高まっております。幸い機械工業の
各企業における研究開発、技術開発にかける意気込みにかげりはなく、方向を見極め、ね
らいを定めた開発により、今後大きな成果につながるものと確信いたしております。
こうした背景に鑑み、当会では機械工業に係わる技術開発動向等の補助事業のテーマの
一つとして KPMG ビジネスアシュアランス株式会社に「21 世紀の機械産業の高度化・知
識集約化の進め方に関する研究 〜21 世紀における外交・経済基本戦略〜」を調査委託い
たしました。本報告書は、この研究成果であり、関係各位のご参考に寄与すれば幸甚で
あります。
平成 17 年 3 月
社団法人 日本機械工業連合会
会 長
金 井
務
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はしがき
本調査報告書は、社団法人日本機械工業連合会「平成 16 年度機械工業に係る技術開発
動向等の調査補助事業」の一環として行われた「21 世紀の機械産業の高度化・知識集約
化の進め方に関する研究〜21 世紀における外交・経済基本戦略の研究」の調査、分析結
果をとりまとめたものである。
グローバリゼーションの進展や新たな社会経済システムの枠組みへの対応が求められる
中、対話の促進と協力関係の構築に向けた朝鮮半島情勢の劇的な変化、高度成長軌道に乗
る中国の WTO への加盟の取組と市場経済への移行、経済危機から復興を遂げる東南アジア
諸国、世界市場経済への統合などを目指したロシアの積極的な全方位外交の展開等、我が
国の近隣諸国は大きく変貌を遂げつつある。
我が国も、従来依拠してきた日米の友好関係を基礎としながらも、世界経済の持続的な
成長に向けた新たな社会経済システムの構築、および東アジア地域における安定的な経済
社会環境の整備、開発途上国と先進国との地域間格差などの諸問題の解決など、さまざま
な領域において積極的にリーダーシップを発揮することが期待されている。また、アジア
の近隣諸国をはじめとする様々な国々と 21 世紀を展望した新たなパートナーシップの構
築に向けて、重層的な交流の促進により、多様な面から関係強化を進めることが不可欠と
なっている。
BSE 問題の、国内的には食品の安全確保、対外的には通商問題という両面性に典型的に
表れているように、現在の政治社会において、外交は内政と分かち難く結びついている。
とすれば、上でのべたような日本による国際社会におけるリーダーシップの発揮と各国と
の重層的なパートナーシップの構築といった外交政策上の要請は、国内的な各種の政策と
調和し、我が国の政策目標の実現に貢献することを通じ、結果として我が国の「啓発され
た自己利益」を増進するものでなければならない。そのためにはまず、我が国の外交のあ
り方、直接的には外交政策によって実現したいと考える「日本の将来像」について議論を
深めた後、「日本の針路」として国際社会に力強く打ち出していくことが望まれる。
本調査は、このような問題意識から、今後予想される国際的・国内的な経済社会の動向
を踏まえ、あるべき外交ビジョンおよび産業政策を含む関連する政策課題・措置について
試論としてとりまとめ、政策論議の素材として広く提供しようとするものである。本調査
が、関係各位に対し、我が国の将来構想について何らかの知見を提供し、政策論議の有用
なたたき台となることを念じてやまない。
末文ながら、本調査の実施に際し助成を頂いた社団法人日本機械工業連合会には、この
場をお借りして厚く御礼申しあげたい。また本調査に対して、実務的な観点からコメント
や問題提起を頂いた経済産業省各位、ならびにヒアリング調査にご協力頂いた有識者の
方々、特に報告書全般にわたるご指導および監修を頂いた寺島実郎氏に、深く感謝申しあ
げる。
平成 17 年 3 月
KPMG ビジネスアシュアランス株式会社
パブリックセクター事業部
代表取締役 森 俊哉
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はじめに
●本調査の目的
２１世紀を迎え、我が国を取り巻く経済社会環境の変化は著しい。国内的には、少
子・高齢化の急速な進行に伴い、教育・社会保障・福祉・医療・雇用など社会経済の根
本的な変容を余儀なくされている。また、国際的にもグローバリゼーションの緊密化に
より、国家安全保障、資源エネルギー安全保障、産業空洞化、知的財産権保護などの分
野において、新たな政策課題が相次いで提出されている。
さらに、今世紀における我が国経済・産業を取り巻く社会環境は、従来の認識の延長
として捉えることはできない。実効性のある政策を構想し、実行する際には、我が国の
経済社会環境の実態と今後のトレンドを、地球社会的な視点から把握した上で、検討を
行うことが必要となっている。具体的には、海洋国家という特色をはじめとした地理的
特性、出生率低下および労働力の供給制約による長期的な経済成長へのインパクト、台
頭著しい中国など周辺諸国との政治経済的関係の維持のあり方、エネルギーや資源など
の国としての存立基盤の確保といった諸条件を総合的に勘案した上で、産業政策をはじ
めとする各種政策の方向性を構想することが求められている。
外交は、本来的には対外的政策手段の行使による「国益の追求」である。今後とも、
少なくとも観念的なレベルではそのとおりであり続けることであろう。しかしながら、
具体的な政策課題を文脈として与えると、概念としての「国益」では抽象度が高すぎ、
建設的な政策論議を行いづらい。政策の価値を論ずる段階で、議論が抽象化しやすくな
るからである。
本研究では、その代替的なアプローチとして、より具体的な「ビジョン、政策目標」
として「国益」を翻案し、その上でどのような政策措置を構想すべきか、またどのよう
な対外政策を構築すべきか検討するという方法を採用したい。
換言すれば、本研究の特色は、従来政策の前提としてとらえられることの多かった国
際環境について、その力学と今後の推移について分析、認識を深めることを通じて、今
後のトレンドとあるべき「国益」をより具体的に構想しながら、今後の我が国の外交ビ
ジョンおよび産業政策をはじめとする各種政策の指針を検討する点にある。我が国の経
済成長を構造的に規定する要因が、もっぱら国内的な努力だけでは制御しえない状況に
突入している現在、今後の日本社会の発展、経済の安定的かつ持続的な成長軌道に誘導
していくための一連の政策は、21 世紀の我が国経済社会構造の変容に対応した外交・経
済政策上の国家ビジョンと整合的に機能することが、極めて重要になる。つまりあらゆ
る内政課題は「内政の視点」だけで分析、検討することは、もはや不可能になっている
との認識に立つ。
かかる観点から、本調査は、まず 21 世紀の我が国経済社会構造の変容に対応した外
交・経済政策上の国家ビジョンについて構想を提示し、その構想を踏まえた上で、外交
上の政策課題について、今後の政策論議のための指針を提示することを目的とする。

1

より具体的な検討方針としては、①まず、ビジョン検討の導入として、地球社会化状
況においてこれから日本が経験するであろう現象をできるだけ体系的に分析、把握する。
次に②議論の明確化のために、ビジョン・政策検討上のキーワードについて、概念整理
を行なうとともに、それら概念が現状においてどのように具現化されているかについて、
検証する。その上で、③外交・経済政策において真に「国益」と整合する政策目標およ
び政策指針について検討を行うとともに、その実現方策としての政策について、試論と
して提示することとした。

●分析枠組と報告書の構成
本調査は、上記の目的ならびに問題意識に基づいて分析枠組を設計した上で文献レビ
ューを行うことで検討を進めた。また将来のビジョン設計および外交・各種政策上のイ
ンプリケーションの導出に関しては、検討会における有識者の方々によるご示唆、検討
会にオブザーバー参加して頂いた経済産業省のスタッフの方々との意見交換を通じて、
議論を整理した。
本報告書は、以下の構成によって、議論が進められる。
まず、「【総括】日本外交の新基軸」において、ポジションペーパーとしての本報告
書がよって立つ認識、哲学、今後の方向性の全容を記述することで、本報告書の「主張
の全容」を鳥瞰的に提示する。いわば、本報告書の主張の要約である
第 1 章は、「前提条件の見直し： 環境変化と世界潮流の検証」の分析である。ここ
での作業は、あるべき外交政策の前提を見直す作業として、今後のグローバル社会にお
いて日本が直面する状況を体系的に分析、把握しようとするものである。
第 1 章における分析は、以下の２点に分けて構成される。
まず 1.1「国際環境」では、マクロの国際関係の視点から、将来の日本をとりまく状
況を認識する。1.2「国内環境」では、国内の社会潮流や外交政策に関連する国内問題
に焦点を当てて、その現状と課題を整理する。そのまとめとして、我が国外交にとって
のインプリケーションを議論する。
第 2 章は、「基本的概念の整理」である。ここでは、「国益」や「国家目標」といっ
た外交政策の検討における基本的な概念について、その定義や語法を整理・確認する。
その上で、現状の政策運営において、それらの概念がどのように位置づけられているか
について、確認の意味で分析を行なう。
第 3 章は、「論点整理：我が国外交・経済の今後のあり方」である。ここでは、前章
までの議論の要点を踏まえて、今後日本として追求すべきビジョンや目標、求められる
外交指針と関連政策を整理し、今後の政策論議に向けた論点として提示することによっ
て、本報告書のむすびとする。
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【総括】 日本外交の新基軸を求めて
本章では、本報告書が拠って立つ認識や考え方、今後の方向性について、その概要を
描写することで、報告書における「主張の全容」を鳥瞰的に提示する。

Ⅰ. 前提条件の見直し： 環境変化と世界潮流の検証
冷戦後、米国一極支配が本格化・長期化する様相を呈するかに見えた国際情勢も、
9.11 テロ以降、イラク紛争の長期化等様々な問題を露呈するようになり、世界は再び新
たな国際秩序を模索する段階に入る可能性が大きくなっている。また、日本とアジア諸
国との関係は、「戦争の記憶」という厚い壁の存在故に、常にアメリカの参加を前提と
した間接的な関係に終始してきたが、ここに来て中国、韓国、北朝鮮等アジア諸国と直
接向き合うことが避けられない状況になりつつある。
他方、国内に目を移すと、我が国経済は中国の成長に牽引される形で長期不況から抜
け出しつつある反面、急速な少子高齢化の進展、拡大するニート、フリーター問題、食
の安全、財政・社会福祉制度の破綻等々、我が国がかつて経験したことのない種類の課
題が山積している。我が国が直面するこれらの諸課題は、「競争促進による生産性向
上」、「投資誘導による経済規模の拡大」、「直接的な利害調整回避のための国際協
調」といった従来の対処方法では解決困難であり、我が国が依って立つべき基本的なス
タンス・国の姿を確立した上で、あるべき外交・内政上の施策を考えることが不可欠で
ある。
よって、これまで我々が暗黙の前提としてきた、基本的考え方を再検証し、新たに依
拠すべき座標軸を検討する必要がある。

Ⅰ―①

アメリカのフィルターを通した世界観の見直し（世界の多元化・多極化と、

国際協調・国際法理の重要性の増大）

アジアの台頭やユーラシア・ダイナミズムの発展など、21 世紀の世界では、多元化、
多極化のトレンドがさらに進行する。また、解決が要請される地球規模的な課題に対処
するには、いわゆる国民国家の能力の限界がさらに明確に認識されるようになる。すな
わち、グローバル・ガバナンスが問われるような諸課題では、国際協調をキーコンセプ
トにした秩序形成、国際法理の再構築が極めて重要になる。
将来の世界秩序をどのように形成するかという問いに立ち返ったとき、「国家は大き
な問題を扱うには小さすぎ、小さな問題を扱うには大きすぎる」（ダニエル・ベル）。
グローバル・ガバナンスは特定の一国のみの努力によって制御できる水準を越えている。
9.11 テロからイラク戦争に到るまでの展開に分析を限定すれば、アメリカの「力による
平和」によって今後の国際社会での秩序形成が進展していくとの予想もありうるが、ア
メリカといえども自国の経済・財政的な制約からは逃れらない。。またユニラテラル
（単独行動主義）な動きは、特定国の利益確保を第一とする手法であり、それに安易に
追随することは、結果的に莫大なコスト負担を被るといったことも懸念される。
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アメリカのフィルターを通した世界観に立つのではなく、世界の多元化・多極化を前
提として考えるならば、グローバル・ガバナンスは、各国間の対等なネットワークを通
じた、公正で納得のいく国際法理の再構築と実効性の高い問題解決メカニズムの創出に
よってこそ担保される。この意味で、ユニラテラリズムを支持するよりも、そのような
単独主義的な行動に対してねばり強く働きかけを行い、国際協調の重層的なネットワー
クの中に引き込んでいくという努力の継続が重要になる。
具体的には、国際刑事訴訟手続の運用、京都議定書の遵守とポスト京都に向けたルー
ルづくり、核の不拡散から小火器にいたるまでの兵器の拡散制限といった諸問題につい
て、国連の場のみならず、二国間、多国間の重層的なレジームの構築による問題解決、
すなわち国際協調と国際法理による安定的な秩序形成の推進が重要になる。また、名実
ともに「使えない兵器」へと核兵器を追い込んでいく等、ポスト冷戦期における脅威に
ついて、日本なりの問題提起・発案を国際社会に対して発信し続けるといった取組が求
められるようになる。

Ⅰ―②

アジア観の見直し：アジアダイナミズムという新しい現実

過去 10 年、通貨危機などのショックを乗り越えて、東アジアを中心として、経済的
な統合が発展してきた。ここで、成長著しい中国の存在を考慮すると、現在世界の GDP
において 22％を占めるアジアの位置付けは、21 世紀中葉には世界の GDP の 50％を占め
る位置にまで高まっていくのは時間の問題である。また、単にアジアの経済が堅調な成
長軌道にあるというだけでなく、投資と貿易や企業間提携を通じた日本とアジアとの関
係が米国との関係に匹敵するまでに深化しているという新しい現実がある。
一方、経済の相互依存の進化とは対照的に、依然として中国などにおける国内的な政
治の行く手の不確実さ、朝鮮半島など地域的な紛争の火種の存在と緊張緩和の困難さ、
インドネシア等で続く社会不安といった状況すべてが、アジアの発展の阻害要因、さら
には世界の安定への重大な脅威として存在しているのも事実である。
これら二つの面を考えあわせると、経済的相互依存関係の一層の深化と、オーストラ
リアなど太平洋諸国を含む多国間の制度の構築を通じて、安定経路をアジアに歩ませる
ことは、アジアの一員としての日本にとって、極めて重要な課題となる。特に「戦争の
記憶」による疎外感と相俟って、無意識にアジア諸国と距離を取ろうとする発想や、産
業の空洞化や国内産業との競合にばかり目を奪われ、安価な労働力に裏打ちされた不当
な競争力を有する国々といったアジア観は見直しが必要である。かくして、日本のコミ
ットメントをもってアジア地域における不安定要因をどのように制御するか、アジアを
いかに安定的かつ持続的に成長させるか、共通の価値観や相互信頼をいかに醸成するか
が政策を考える上で常に念頭に置くべき課題となってくる。

Ⅰ−③ 市場・競争至上主義的グローバリズムの見直し
IT の発達と国際的な財・サービスの流通の発達を受けて加速化するグローバル経済の
動きは、今後とも一層加速しつづけるであろう。しかし、もっぱら「市場」の原理が貫
徹されることにより、市場が統合し、各国間の制度は徐々に平準化し、結果として安定
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的な秩序がもたらされると考える「グローバリズム」楽観論は成立しない。あわせて、
市場主義・競争主義の徹底が、いわゆる資本の論理、持てる者の論理に偏重し、「競
争」が暴走しはじめたならば、そのような社会では、分配の公正が失われ、不条理に由
来する機会不均等や格差にも目が向けられず、社会的な規範やコミュニティの価値が荒
廃するおそれがあることにも留意すべきである。
日本社会のあるべき方向性としては、出資者たる株主のみに好ましい経営をめざす
「株主重視資本主義」への傾斜ではなく、株主、経営者、従業員を中核とし、取引先、
地域社会、国家、地球環境など多様な利害関係者にバランスよく付加価値を配分する経
営をめざす「欧州流の資本主義」である。あるいは、社会的存在としての企業という認
識を重視して、企業の社会的責任を考える「節度と品格のある資本主義」の方向である。
すなわち、資本主義の原初的なモチーフである勤勉、誠実、信頼といった概念の意味を
再認識した上で、他者との共存、自尊と互恵の精神、社会的公正といった倫理的価値と
経済的付加価値拡大との調和が図られるべきである。こうして、企業の社会的責任が重
視され、社会の持続可能な発展に対して企業という組織体がどのように機能・貢献する
かが問われるようになる。
また、倫理的価値と経済的価値との調和、社会の持続可能性の維持という観点からは、
非市場・非国家的な活動主体である NGO や地域社会が、社会の安定化に向けて果たす役
割に、肯定的な位置付けが与えられるようになる。さらに、市場競争での敗者を単に救
済する「セーフティネット」制度よりもさらに踏み込んで、多様な「幸せの形」を提供
しうる社会の構築が必要である。
さらに、生活水準の維持向上と両立する形で、成長における持続可能性を追求し、現
実化するためには、3 つの E、経済（Economy）、環境（Environment）、エネルギー
（Energy）の 3 つのファクターを、バランスよく制御していくことがカギとなる。すな
わち、将来世代の取り分を剥奪するような環境収奪型あるいは資源収奪型の経済活動と
は一線を画し、3 者のバランスに配慮しつつ、持続的な成長のための資源確保において
ポートフォリオ・マネジメントを実践することが重要になってくる。
以上を要約すれば、「競争の促進、市場原理による効率化の追求こそ、社会の効用を
最大化する」とする基本テーゼは、一定の修正を要する。格差社会のコストなど、競争
至上主義によって我が国から失われたものを認識し、競争を至上とするモデルへの対抗
として、社会的な持続可能性を強く意識した調和モデルの模索が必要になっている。こ
うした見直しを行った上で、単なる価格競争に終始しない、本来の「競争力」とは何か
について真摯な検討が必要である。

Ⅱ. 日本の外交指針： 20 世紀モデルからの脱却
Ⅱ−①

外交指針

上記の認識を踏まえた場合、20 世紀モデルから脱却し、21 世紀においてめざすべき
日本の外交指針は：

外交指針：「アングロサクソン同盟」から「親米入亜」へ
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として、表現できる。
20 世紀の日本は、「脱亜入欧」路線を歩んできた。20 世紀初頭からの 20 年におよぶ
日英同盟、1945 年の敗戦からの日米同盟という 2 つのアングロサクソン同盟がその裏づ
けとなった。日本は、20 世紀の 100 年のうち 4 分の 3 をアングロサクソン同盟に依拠し
て過ごしてきたことになる。２つの同盟にはさまれた 25 年間はアジアに目が転じられ
たものの、「大東亜共栄圏」は白人帝国主義のアジア支配のデッドコピーになってしま
い、1945 年の敗戦を迎えるまで日本人に戦争の苦渋を強いた。こうして日本人の心に成
功体験としての「アングロサクソン同盟」という構図が定着した。
その慣性が引き継がれたまま、日本は 21 世紀の初頭を迎えた。現在の日本の国際関
係における決定的な弱点は、近隣諸国、特にアジア各国との間で強固な相互の信頼関係
が構築されていないことであり、また国際問題はアメリカへの過剰依存と過剰期待で処
理するというパターンに嵌りきり、外交上の行動規範として「対米配慮」以外のオプシ
ョンを持ち得ないでいる点にある。
もとより対米配慮は国際協調と同義ではない。対米配慮の行き過ぎが、「力による平
和」の無批判な許容と専守防衛の原則の逸脱につながるような事態も好ましくない。ま
た、アメリカのアジア戦略の基軸がアメリカと日本および中国という相対的な関係へと
変化しており、これからの日本は多国間外交が主軸とならざるを得ない。日米という二
国間関係に専ら着眼する 20 世紀モデルは、21 世紀に迎えた今、その脱却が求められて
いる。

Ⅱ−②

真の「親米」に向って

実は、 日本という国のポテンシャルは、一般に日本人が考えるよりはるかに大きい。
過去 14 年間、世界最大の債権国であるという事実に象徴されるように、国際社会にお
ける日本のポジションは、決して過小評価できない。
それにも関わらず、自らその力量を最大限に発揮し、世界的な影響力と指導力を発揮
しているとは言い難い。仮に世界における日米関係をアメリカの視点から見るとするな
らば、世界を共に動かすパートナーとしては頼りないが、米国の政策には決して異を唱
えず、資金協力を惜しまない便利な存在だと映っていると言っても過言ではない。
日本は湾岸戦争時に、合計 130 億ドルの戦費拠出を行なったものの、アメリカ、多国
籍軍、クウェートからも感謝は得られなかった。さらに事後的に掃海艇の派遣など人的
貢献に踏み切ったものの、そこで「Too little, too late」の批判に直面せざるをえな
かった。この経験を序曲として「Show the flag シンドローム」とでも呼べるパター
ンが定着しつつある。つまり、アメリカの「親日派」からの「要請」に対して、日本に
おける「親米派」が呼応し、「日米関係第一」という論理から、結果的に安易な米国追
随的と映る行動に日本が踏み出すというシナリオである。
ここにこそ、「真の親米」のあり方を問い直し、アメリカに対する日本の位置取りを
冷静に見直す必要がある。本当の親米派の取るべき態度は、日本の経済基盤が米国から
アジアへと長期的に、かつ着実にシフトしつつあるという現実をふまえ、アメリカのア
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ジア政策への関与を担保しつつ、アメリカとアジアをつなぐ重要なプレーヤーとして自
らの役割を再確認することである。またアメリカがユニラテラル、孤立主義的な動きを
見せた場合には、堂々と見直しを求める役割を担うことである。
なお、協調と間合いのバランスを追求する対米関係の再構築は、いわゆる日本の
「自主外交」を指すものではない。日本の核武装をその頂点とする自主防衛力の強化や
「ナショナル・プライド」の鼓吹を行動規範とするような自主外交とは、明確に一線を
画すものである。「アメリカの庇護からの独立」を声高に叫ぶことのリスクは十分に認
識しなければならない。シーレーン防衛、科学技術面での協力など、アメリカ抜きでは
考えられない重要なイッシューを考慮し、アメリカに対して「日本は何をしてよいのか、
何をしてはいけないのか」は冷静な検討が必要になる。
あくまで「親米入亜」における新しい「親米」関係とは、米国への過剰依存を振り返
り、諸外国から対米追随と見られるような振舞いを見直すことを通じて、日米同盟を機
軸としながらも、建設的な批判の応酬があったとしてもゆるがない、健全で強固な信頼
関係への確立を目指していくものである。

Ⅱ―③

「入亜」に向って

さらにアジアダイナミズムという新しい現実を直視すれば、中国を含む東アジア地域
の安定的発展の実現が、日本にとっても重要な外交課題となる。
この点に関し、日本に対する「アジアの目」は、あらためて認識する必要がある。ア
ジアの近隣諸国との間で強固な相互の信頼関係が構築されていない現状を放置すること
は、日本の将来にとって決してプラスにならない。アジア地域の安定的かつ持続的な成
長に対して日本がコミットメントを深めようとするならば、アジア諸国が「日本に何を
期待し、何を懸念しているか」を冷静に分析した上で、「戦争の記憶」を発展的に解消
していく努力に注力していかねばならない。
特に、領土問題や教科書問題等、アジア諸国との間に存在するイッシューにおいては、
留意が必要である。ここで「ナショナル・プライド」への誘惑にかられて、相互に「偏
狭なナショナリズム」の応酬に転落していく行動は、少なくとも日本側から仕掛けるべ
きではない。このような個別の紛争要因には、あえて「ホールド」をかけ、短期的な問
題が長期的関係の発展の阻害要因とならないように、「将来世代の知恵に解決を委ね
る」ことを国民に呼びかける強いリーダーシップ、および総合的な軽重判断が求められ
る。
特に、21 世紀の日本外交にとって重要なプレイヤー、パートナーであり続ける中国
に対しては、強固な相互信頼関係の構築努力の第一歩として、以下のような方針を原則
として掲げる。
原則１．中国を国際社会のルール、システムに積極的に参画する方向を支持、協力す
る。
原則２．未来志向で過去の歴史を清算するために、日本の現世代が将来に渡って責任
をもって軍事的脅威とならないことを確認する。
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原則３. 台湾問題への不介入を貫き、この問題の解決は大陸、台湾の両中国人の努
力と英知に委ねる。
原則４. 核不拡散政策の観点から、中国を含めたいかなる国の核実験や核拡散にも
反対する。

以上を総括すれば、今後の日本のあるべき外交指針は、対米配慮ですべてを判断する
「アングロサクソン同盟」型から、協調と間合いのバランスで対米関係を再構築すると
ともに、アジアで堅固な相互信頼の仕組みを構築する「親米入亜」型へと転換されるべ
きであるとの結論に到る。
「親米入亜」の実現に向けた実践上のアプローチは、以下でさらに詳述する。

Ⅲ. 試論・あるべき外交戦略： ①新たな目標としての価値体系
上記の外交指針に沿って再定義される日本の外交戦略の基本線を端的に言えば、「世
界が是認する価値を主導していく」ことにある。
これからの日本は、軍事力によらずして、経済力・技術力およびソフト・パワーによ
って世界をリードし、国際社会がより安定的かつ持続可能な社会へと漸進的に発展する
よう注力することになる。日本として掲げる価値体系として、世界が是認するもので、
アメリカといえども否定できないものを掲げ、これを指導する国家、「尊敬を集める世
界のモデルとしての国家」としての地位の確立を目指すものである。
日本として志向すべき価値は、以下のような点になる。
●

平和・安全・人権： これらの価値は「人間の安全保障」を普遍的なものとして
理解する時、最大限に希求すべきものとして位置づけられる。日本は、非核平和
主義を再確認、堅持し、小火器を含め、あらゆる「兵器」を管理化していく方向
性を追求する。それとともに、非軍事領域における国際貢献を強化し、内戦を含
む武力紛争の予防的措置を強力に展開していく。あらゆる安全に対応し、人間生
活に安心を取り戻すという方向性を維持、強化する。人権についても、その価値
を広く認め、国際社会におけるテロ、拉致、戦争犯罪、非人道的行為に強く反対
する立場を取る。日本国内においてもあらゆる人種や国籍に左右されることなく、
人権が十分に確保されるような社会の運営をめざす。

●

環境： 限られた空間・資源を収奪するような行為を否定し、将来、長期にわた
って繁栄が持続することが可能になるよう自然環境の保持を掲げる。COP3 におい
て議長国を務めた日本という立場を最大限に活用し、京都議定書の発展的展開を
主張していくなど、地球社会の持続可能な発展に向けて、言説・行動ともに世界
をリードしていく。

●

安定的成長： 世界貿易に占める自国のシェアの増大に注力する、いわゆる「通
商国家」の次のステージとして、高品質・安全・省エネ・環境配慮など、日本を
アピールする産業を着実に育て、安定的成長を確保する。それとともに、高付加
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価値製品の生産、設計、マーケティングなどの諸活動を通じて、国際市場に提案
し、世界のライフスタイルとして定着させるような、R・ローズクランスが主張す
る「バーチャル国家」としての力量を発揮する。結果として、例えば Japan
Cool に代表される新たな魅力を提示したり、資源収奪競争を解消するようなソフ
トエネルギー技術等、持続可能な成長を支える基盤技術を世界に提供していくこ
とを通じ、軍事力ではなく、技術によって世界をリードする国家をめざす。
これらを要約すれば、日本が世界各国から敬意を払われる国になるために、国際社会
における「公益」の探求へと、日本として追求する価値体系の重心を移すということが
できる。

Ⅳ. 試論・あるべき外交戦略： ②具体的行動計画
日本のあるべき外交戦略では、具体的には、以下のような取組が課題となる。

①「平和・安全・人権」におけるイニシアチブ
非核・非軍事をテーマとした国際貢献の実践
日本の個性としての「非核・非軍事」をメインテーマとして、国際社会における理念
的な指導性を発揮する。その他、国際的な武器輸出の制御、小型武器の制限、地雷廃絶、
核軍縮・核管理の主導など、非核平和主義のテーマに沿ったグローバル・ガバナンスの
取組を積極的に主導していく。
同時に、農業技術や水資源確保技術の移転による食糧供給への対応など、「人間の安
全保障」を確保するための人道的支援や途上国のガバナンス向上といった、非軍事的な
領域における国際貢献活動は、グローバル・ガバナンスおよび地域の安定化の意味で重
要であり、その取り組みは質、量ともに拡充する方向とする。
国際貢献活動における自衛隊の活動については、一定の認知を与えつつ活動の枠組を
検討するとともに、人道的支援に活動を厳しく限定するなど、周辺諸国からの納得を得
られるよう努めていく。
アジアをはじめとした途上国向けの経済協力では、人間の安全保障に資する人的貢献
の分野や、地域の成長における不安定領域となる恐れがある環境問題、食糧供給、エネ
ルギー供給の安定化などの領域で重点化を図りながら、その成果の評価を通じて費用対
効果の改善を図る。それを通じて、単なる資金のバラまきにおわらない技術・ノウハ
ウ・システムの移転を図る。また、核不拡散を主導する立場から、核実験や核保有の疑
いがみられた場合に援助を打ち切ることを予め明示するなどして、日本なりのメッセー
ジの伴った経済協力とする。
経済・軍事両面からの日米同盟関係の再構築
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「親米入亜」の実現にアプローチするためには、まずアメリカとの関係において、専
ら軍事面で実体が担保されていた「日米同盟」に、二国間の経済関係における同盟の要
素を付加することが必要になる。具体的には、日米間で包括的な経済協定の締結をめざ
し、日米間の通商における摩擦案件が極端な政治問題に発展しないよう、紛争処理の仕
組みを制度化する。また、投資促進やビザ取得規制など、ヒト、モノ、カネのスムーズ
な移動を担保する包括的なスキームを構想し、その制度化を図る。農業に代表される国
内市場開放の問題についても、包括的経済協定の交渉と並行して、単なる食糧自給率の
議論にとらわれない市場開放後のあるべき産業としての農業の姿を検討する。
同時に、アメリカとの軍事的な関係では、専守防衛の原則を堅持し、その原則に適う
ミサイル防衛システムや軍事情報通信システムの開発・高度化などのフィールドで、日
米間の軍事的協力関係を質的に深化させる。その一方で、冷戦型の有事とは異なる新た
な脅威を具体的に再認識した上で、日米間で在日米軍基地の在り方を再編する。また、
アジア諸国に対しては、これらの取組が日本の軍事大国化をめざすものではないことを、
正確かつ説得的にアジア諸国に伝達し、認識を共有することを目指す。
アジアにおける強固な信頼関係・相互依存関係の構築
「入亜」を具現化するアプローチとして、20 世紀前半の行動によって失われたアジ
ア各国の深層部分での信頼を、今後 50 年かけてとりもどすことをめざす。特に韓国、
中国に対して、内向きのネオ・ナショナリズムと受け取られる言明を自重しながら、時
間をかけて認識の共有と信頼獲得を進めていく。主に領土問題のような直近の紛争要因
については冷却化提案を行ない、長期的な交流拡大とリンクさせることによって不必要
な関係の悪化を阻止する。
具体的に中国に対しては、①中国の国際協調体制への関与の支持、協力、②アジア地
域における脅威とならない決意の明確化による歴史問題の精算、③その具体的行動原則
としての台湾問題への不介入、④非核平和主義の堅持を４つの「対中原則」として提唱
し、日本のゆるぎないスタンスを中国に対して明瞭に発信する。
また国際社会からの孤立感が引き金となって暴発する国が発生しないよう、北東アジ
ア地域における安全保障のための多国間枠組の創設を目指し、相互信頼の醸成から、地
域内での予防外交の実践、実質的な紛争解決へと、会議体の機能を段階的に進化させて
いく。
さらに政治面、安全保障面で関係構築を強化する取り組みとして、すでに相互依存・
統合が進化している実体経済と相互補完的に機能するスキームを多面的に提唱、整備し
ていく。具体的には、アジア債権基金の設立を一つの契機として、アジア域内における
多種多様の金融取引による資金循環を活性化するスキームの構築・高度化を促進する。
その他、具体的なイニシアチブとして、沖縄への国際機関の誘致によるアジア域内の交
流拠点の形成や、日中韓による国際的な先端技術開発のコンソーシアムの提唱等を試み
る。
「進化した安全性」の確保に向けた取組の多面的展開
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「バーチャル国家」モデルとしての日本の生命線は、高付加価値を実現する人材や組
織であり、その営為のインフラとしての情報・物流・金融の各種ネットワークである。
すなわち、今後の安全保障の問題意識としては、領土・領海の保全にとまらず、テロの
脅威や「新しい戦争」といった新種の脅威に加えて、「バーチャル国家」としての存立
基盤に直結するような危機、例えば情報ネットワークの停止、エネルギー危機から、自
然災害に至るまで、安全に対する多様な脅威に対応できる多面的な「進化した安全性」
の確保をめざすことが必要になる。
軍事面では専守防衛の理念堅持のもとに、「サイバー戦争」への対抗策やミサイル防
衛システムの整備を進めるほか、「ならずもの国家」からの恫喝には周辺諸国との協調
による国際社会を通じた開放政策の推進や予防外交の取組を重視していく。
エネルギー・環境問題では一次エネルギー源のポートフォリオに配慮するほか、各エ
ネルギー源についても供給源の多角化や開発投資の分散の方向性を意識する。また再生
可能なエネルギー源については、重点的な投資を進めていく。
さらにリスクマネジメントの観点から、東京に代表される主要な都市機能を、テロの
みならず自然災害から守り、安全性を高めるためのインフラ投資やリスク分散（首都機
能のバックアップと分散、ダメージから復旧するためのパッケージ）の構築を政策のア
ジェンダとして検討する。
「国際刑事裁判所」へのコミットメント
グローバル・ガバナンスへの対応という観点から、日本は、米国はアメリカの「力に
よる平和」に代表されるような秩序形成に対し、「人間の安全保障」と「国際法理と国
際協調による制御」を主導することで、国際社会に対してソフトなリーダーシップを発
揮していく。それにより、多元的国際協調・国際法理主義を実践する姿を世界に対して
示す。アメリカの単独主義的な行動には是正を働きかけるとともに、米国の取組に関与
しながらも、国際協調路線への誘導を試みる。
その一環として、人権問題についての日本のスタンスを国際社会に鮮明に示すために、
2002 年 7 月に発効した「国際刑事裁判所（ＩＣＣ）設立条約」を早急に批准する。その
上で、裁判官の派遣などにより、国境を越えた組織犯罪や人道に対する犯罪、戦争犯罪
等についての国際刑事訴訟手続の運用へのコミットメントを深める。

②「環境」におけるイニシアチブ
「京都議定書」を軸にした国際協調体制の主導
ＣＯＰ３において議長国を務めた日本という立場を最大限に活用し、京都合意によっ
て形成された枠組みの維持するため、京都議定書によって日本に課された二酸化炭素の
削減目標は確実に遵守する。その上で、途上国を説得し、巻き込むための第 2 フェーズ
における削減目標および削減方策の枠組みを提唱し、実効性の高い二酸化炭素抑制のた
めの国際協調体制の構築、発展に注力していく。
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環境にフォーカスした中国への働きかけ
中国の国際協調体制への関与を促進し、中国の安定的・持続的な発展を図る努力の一
環として、地球温暖化防止・二酸化炭素排出抑制にむけた京都議定書体制およびポスト
京都体制において中国に期待される役割を明確化しながら、そのコミットメントを引出
す。
中国による環境保全努力を側面的にバックアップするために、環境問題対応に集中さ
せて対中ＯＤＡ（資金協力および技術協力）を継続させていく。

③「安定的成長」におけるイニシアチブ
日本をアピールする高付加価値産業の育成と研究開発体制の支援
「すりあわせ技術」といった日本の強みを生かし、世界市場に通用する次世代のプロ
ダクトモデルの開発（小型ジェット機、無人飛行機など）を支援するほか、「介護ロボ
ット」や省エネ技術・空中二酸化炭素固定技術に代表されるような「問題解決型」の技
術や製品を世界市場に展開する努力を支援していく。また、コンテンツ産業の育成など、
日本の魅力を世界に提案する産業の奨励を図る。
「入亜」を現実化する実践課題として、中国、韓国とのパートナーシップによる国際
的研究開発コンソーシアムの提案や、食糧、資源・エネルギーなど、アジア地域におけ
る安定的成長のボトルネック解決型の技術援助を戦略的に展開していく。
原子力安全技術を中心とした核の平和利用技術の高度化の方針は堅持するものの、費
用対効果および技術的な有効性評価の観点から、核燃料サイクルを含む既存の取組の見
直しを図るとともに、再生可能エネルギー源の開発には戦略的・重点的な投資を行なう。
それら取り組みの総合的な結果として、石油資源の中東依存度の軽減を目指す。
高品質を評価する国内マーケットの構築
日本の国内市場が、安全、環境、健康といった価値を認め、評価していく市場として
世界に認知され、さらには先進的モデルとして模倣されるようになることをめざす。そ
の観点から、関連する市場ルールの整備や対外的な交渉に臨む。
そのインフラとして、消費者意識の向上や企業モラルの回復、企業の社会的責任など
について促進する方向で施策を展開していく。
＊＊＊＊＊
日本の外交政策を、従来の発想の延長でとらえてしまうと、「日米関係第一」のレベ
ルで検討の水準を留めててしまったり、あるいは中国や韓国との間の個別問題に刺激さ
れた「偏狭なナショナリズム、閉ざされたナショナリズム」に議論がとらわれてしまい
がちである。
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日本が真に「国際社会において名誉ある地位を占める」ことを目指そうとするならば、
あるいは日本が「尊敬を集める世界のモデルとしての国家」として脱皮していくことを
目指そうとするならば、その第一歩は、
「さまざまな差異を乗り越えて、国際的社会における公益をどのように実現していく
か」
を熟考し、世界に対して日本なりの理念・哲学・行動指針、すなわち「日本の経綸」を
明らかにすることから始まる。本報告書においてあらためて問い掛けたい点は、この一
点に尽きる。
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第 1 章 我が国をとりまく社会潮流
第 1 章では、21 世紀の日本が直面するであろう社会状況について、国際問題の視点お
よび国内問題の視点の両面から検討を行い、我が国が追求すべき国家ビジョン・外交政
策ビジョンの与件となる環境の構造、対応を求められる問題点や課題の明確化を行なう。

1.1 国際環境： 日本をとりまく環境変化
1.1.1

911 で露呈した市場主導のグローバリズムの限界

いかなる社会システムも、国家、社会的規範、組織、市場の４つの要素が、ガバナ
ンス（統治）とアーキテクチュア（構造）という点で多様な形態をとりながら、相互
に補完的な様式で組み合わさったものとして理解される。1
市場メカニズムが貫徹しやすい金融市場をテコに世界経済が統合されるといったよ
うな認識に典型的に表れているように、米国型モデルが「グローバル・スタンダー
ド」となり、市場の統合や多国籍企業のような経済主体の国境を越えた「グローバル
な」活動によって世界システムは同質化し、ついには単一のシステムに収斂するとい
う楽観論が、数年前まではかなりの説得力をもって議論されてきた。
●ローカルなかく乱要因がもたらす世界規模のインパクト
しかし、話はそのように単純には行かないということが、2001 年 9 月の同時多発テ
ロ事件で象徴的に明らかになった。
「今になって思うと、これらの一見ローカルな事実を見逃すべきではなかった。マ
クロな推移にだけ目を奪われているうちに、インドネシアの唐突な経済崩壊にともな
う財政危機は、『アジア風邪』として世界中に感染したし、アルゼンチンによるソブ
リン債の債務不履行は歴史はじまって以来の巨額にのぼった。サウジアラビア国民の
失望と憤怒は、イスラム過激派のテロリズムに形を変えて、アフガニスタン、カシミ
ール、アメリカへと広がっていった」のである。2
グローバリゼーションやグローバル・スタンダードの普及による世界規模の安定化
の楽観的見通しとは逆に、国家、NGO などの組織や、企業活動によって代表される市
場の動きが国際的になり、IT 技術の進展とあいまって接触と交流の度合いが高まるほ
ど、これらのローカルなできごとが世界規模に波及し、インパクトをもって人々の生
活に影響を与えるようになった。
この点に関し、ゾニス他は、「グローバリゼーション時代にあっては、ローカルな
政治力学が国際市場や各国の経済を動かし、世界の安定と安全を決定づける」要因と

1
2

青木昌彦「新世界秩序を求めて。日本人よ、前に進もう」NikkeiBusiness 2002 年 2 月 18 日
M・ゾニス他「グローバリズムの『失敗』に学ぶ 15 の法則」アスペクト 2005 年
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して重要であると主張している。ゾニスによれば、そのような要因は、以下のように
整理することができる。
【世界の安定と安全に対する ローカルな かく乱要因】3
Ⅰ 蓄積する不満が生む危機
１） 腐敗への荷担
２） 民族・部族紛争の軽視
３） 社会変化への無理解
４） 急成長の挫折が生む失望
Ⅱ 政権能力の危機
５） 反対派の抑圧
６） 不満吸収チャンネルの不在
７） 政権担当能力の低下
Ⅲ リーダーシップの危機
８） リーダーシップの欠如
９） 権力継承の失敗
１０） 支配の取引の破産
Ⅳ システムの危機
１１）ビジョンなき体制の陥穽
１２）利益団体が作り出す停滞
１３）政府の介入がもたらす混乱
１４）外部からのショックによる危機
１５）発展を阻む制度の欠陥

IT 技術の発達と国際的な財・サービスの流通の発達を受けて加速化するグローバル
経済の動きは、そのものは今後とも一層加速しつづけるであろう。しかし、上記で述べ
たような「ローカルな現象」によるインパクト、その影響の世界的な伝播の速度を考え
るとき、ナイーブな「グローバリズム」楽観論が描く将来像の説得力は、より限定的に
なると考えられる。
●「社会」の役割の再認識
グローバル経済には、その安定化メカニズムのほかに、ある種の反作用があることも
看過できない。金融市場、特に株式市場の役割が増大し、「経営者資本主義」から「株
主資本主義」へ移行するなかで、経営の主要関心が、企業組織や雇用の長期的維持では
なく、短期的な株価の上昇に向けられるようになった4。ここで、「市場の論理」が、
いわゆる資本の論理、持てる者の論理に堕し、いきすぎた資本主義として暴走しはじめ
たならば、そこに現出するのは、社会の荒廃である。分配の公正が失われ、不条理に由
来する機会不均等や格差にも目が向けられず、社会的な規範やコミュニティの価値が著
しく毀損される恐れが高い。
1990 年代の「構造改革」は、戦後日本の「安定」と「平等」という価値に対して、
正面から挑戦した。構造改革とは、過度に平等化し、過度に硬直化した日本社会の変化
3
4

M・ゾニス他 前掲書 2005 年
佐伯啓思 「倫理としてのナショナリズム」

NTT 出版
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2005 年

を促すものであり、地方への公共事業で膨れ上がった財政を見直すことであるとの主張
がなされた。それ自身は重要な問題提起であるものの、「構造改革」の進展とともに、
それなりに市場経済を支えてきた制度や社会構造が大きく変わってしまい、それでいて
「構造改革」はそれに代替するような制度的構造を提示できないまま、今日に到ってし
まった。セーフティネットの構築の重要性が指摘されていながら、実際には、セーフテ
ィネットなしの構造改革が先行してしまった。「構造改革」の結果、社会の不安定化が
出現したのである。効率性との引き換えにリストラによる雇用不安が生み出され、自由
な取り引き形態の発展の裏返しとして、人間相互の信頼や企業集団への信頼が弱体化す
ることとなった。要するに「構造改革は、従来の社会行動や経済構造を破壊するばかり
で、それに代わる新たな社会の土台の構築へは向わなかった」のである5。
マネーゲーム礼賛的な「行き過ぎた資本主義」に対しては、「節度と品格のある資本
主義」「育てる資本主義」を基本とすべきであろう。そこでは、公共精神を主軸として、
社会共同体の信頼の維持を基盤とする。グローバル経済や市場が生み出す不確実性やリ
スクを、国家によるもののほか、地域社会や他の様々な社会的組織が提供するセーフテ
ィネットによって、ヘッジしようとする。市場の勝者とならんで、不条理な理由によっ
て競争のスタートラインにも立てないような主体の利害を常に考慮する。また、勤勉、
他者との共存、自尊と互恵の精神、社会的公正といった倫理的価値を見直し、その基盤
となる共同体、すなわち「社会」の役割を再認識する。
この意味で、非市場・非国家的な活動主体である NGO や地域社会等の社会集団が社会
の安定化や秩序形成に向けて果たす役割、またそれらの「非市場的な活動」への参画に
よって見出される生きがいや新しいライフスタイルは、これまで以上に積極的に認識し
ていくことができる。すでに欧米では、環境 NGO が企業や政府とならんで地球環境保護
において主体的な活動を繰り広げている。政府の政策や企業の活動を分析、評価し、消
費者の行動に大きな影響を与えている。たとえば、欧州では企業の経営判断や政策決定
に対して、環境保護団体であるグリーピースは、その見解を無視できないと認識される
ほどの影響力を有している。また、「ある調査会社が 2002 年にブランドの信頼度を調
べたが、欧州では有名企業を抑えて人権擁護団体アムネスティ・インターナショナル、
世界自然保護基金（WWF）、グリーンピースが上位を占めた。有力 NGO が不買運動を呼
びかける製品は買わないとする人も５割近い6」。グローバル・ガバナンスの典型的イ
ッシューである地球環境問題、地球温暖化防止の問題で印象的に示されているように、
これらの集団やそれを支える草の根レベルの運動のパワーがさらに増大するのみならず、
重要なプレイヤーとしての登場機会もこれまで以上に増加するであろう。
【分析のインプリケーション】 グローバリズム楽観論の終焉と「社会の復権」
主に市場における「グローバリーゼーション」への圧力は今後とも機能しつづけるも
のの、それが自動的に世界を安定へと導き、世界を同一の構造へと変革させると考える
ことは難しい。制度を平準化しようとする要請が、市場から各国政府になされるとして
も、ローカルな政治力学の影響は依然として強く、それが世界の秩序形成に大きなイン
パクトを与え得ると認識すべきであろう。

5
6
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2005.3.21「温暖化時代を語る」

また、市場至上主義的な「行き過ぎた資本主義」がもたらしかねない社会の荒廃の恐
れに対しては、社会の役割の再認識や倫理的価値の再確認が重要になってくる。同時に、
グローバルな規模での NGO、その活動を草の根から支える地域的なコミュニティなど、
非市場・非国家的な組織や集団による活動が、グローバルガバナンスの構築に際して、
これまで以上に大きな比重をもつようになると予期される。

1.1.2

「新しい戦争」の時代

●「新しい中世」と３つの圏域
冷戦の終焉によって、世界には「新しい戦争の時代」が到来した。
冷戦期においては、その最大の脅威は反対陣営によってもたらされる軍事的脅威であ
った。その究極的なシナリオとして全面核戦争が想定されていた。米ソ両国とも自国が
核戦争に巻き込まれるのを防止することが、国家安全保障上の最大の目標であった。同
時に、途上国などにおいて発生する各種の通常戦争や代理戦争が全面核戦争にエスカレ
ートするのを防止するために、自国の介入と支援とにはおのずと制約が働いていた。い
わば冷戦期の紛争は米ソ両国によって「共同管理」されていたのであり、他の国にとっ
て安全保障戦略は敵対国の軍事的脅威に対する抑止力と対応力の構築に集約されていた。
7

しかし、冷戦が終焉し、その状況が一変した。すなわち米ソによる「共同管理」が機
能しなくなったことを受けて、きわめて多様な主体から構成される、関係が複雑にいり
組んだシステムへと、21 世紀の世界システムは変貌をとげた。それに加え、現在の世界
システムにおいては、冷戦期後半から自由・民主主義的なイデオロギーが支配的イデオ
ロギーとなりつつある。かつての中世がカトリックという宗教的なイデオロギーにねざ
していたことに対して、現在の支配的イデオロギーが自由・民主主義という世俗的なも
のであるということから、現在の世界システムは「新しい中世」に向いつつあるともい
える。8
この考え方に従うと、現代の世界システムは「新しい中世に向う傾向」がもっとも顕
著な部分（第 1 圏域、新中世圏）、近代的な部分を色濃く残す部分（第 2 圏域、近代
圏）、近代的秩序が崩壊して無秩序状態を呈している部分（第 3 圏域、混沌圏）として
理解される。9
●テロリズムの脅威
また、9.11 テロ事件が発生して以来、国際社会の最大の脅威はテロと大量破壊兵器の
結びつきへと変化した。テロが大量破壊兵器、特に核兵器を使用してテロ行為に訴える
というシナリオである。この脅威は、いずれ現実のものになると懸念されている。また、
この脅威の主体は「国家」とは限らず、手段がすべて非合法であるがゆえに、その不透

7
8
9

森本敏「森本敏の眼。日米の防衛と安全保障政策」 グラフ社 2005 年
田中昭彦「松下政経塾 国際政治講座」 PHP 研究所 2004 年
田中昭彦 前掲書
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明さが冷戦後の世界を不安定にしている。相手も手段も不明瞭なテロを防止する効果的
な抑止の方法も、確立されているとは言い難い。
この意味で、先制攻撃を重視するブッシュドクトリンも一定の抑止効果があるとはい
えるが、先制攻撃を世界各国のプレイヤーが採用し始めると逆に世界中に戦争が広まる
ジレンマを提示する。とはいえ、核兵器拡散の危険性に対して、現状の核拡散防止条約
（NPT）や IAEA（国際原子力機関）による対応の有効性も、現時点では限定的である。
当面は、核兵器などの大量破壊兵器に対応できるような有効な防御システムを装備して
攻撃のインパクトを排除できるような体制の整備が望まれることになる。また、核保有
国がテロリストに対して核兵器を売却・授受するような事態には、断固として阻止する
と同時に、核の使用はもとより、核の保有に対しても、これまで以上に厳格な国際的な
共同管理体制の構築を求めていくことになるであろう。
【分析のインプリケーション】 多層的な紛争の常態化。防御システムと紛争マネジメ
ントの必要性
冷戦期の米ソ超大国による、世界の紛争の「共同管理」が消滅した現在、今後は、第 1 圏
域である新中世圏からの平和の構築の強制の動き、第 2 圏域からの国家間戦争、第 3 圏域か
らのテロ・疫病の波及が、輻湊して展開する状況、すなわち紛争が多層的に常態化すること
が予見される。また、制御がきわめて難しい国際的なテロリズムの危険性は、引き続き世界
に不透明性を提示しつづける。
それらに対応することは必ずしも容易ではないものの、攻撃に対する防御システムの構築
とともに、紛争や混乱をエスカレートさせることなく収束させるような予防外交的な紛争マ
ネジメントを同時に展開していくことが、世界の安定にとって重要になってくるであろう。

1.1.3

「力による平和」と国際法理・国際協調

●アメリカの「力による平和」
1980 年代末の冷戦終結によって、アメリカとソ連による二極対立の時代が終り、1990
年代は唯一の超大国アメリカに、国際政治上のパワーが一極集中した時代であった。湾
岸戦争で証明された圧倒的な軍事力に、1990 年代後半の IT と金融理論に支えられた経
済の好調が加わって、政治経済両面でアメリカは突出した存在となった。
その状況に変化が兆したのは、2000 年の末ごろにアメリカの経済成長が鈍化しはじめ
た頃からである。さらに、IT と金融理論を組み合わせて急成長を遂げた総合エネルギー
企業エンロンの不正問題で、アメリカ流の経済システム全体への疑念が生じた。また、
ブッシュ政権の極端に内向きな姿勢、つまり国際法理の構築作業から距離をおいた姿勢
は、「ローカルな事象」によって培養されたテロ勢力に準備の機会を与え、9.11 の悲劇
の一因となった。
9.11 テロ事件がおきたのは、ブッシュ政権発足後の半年後のことであったが、その１
年後である 2002 年の 9 月には「国家安全保障戦略」報告、いわゆるブッシュドクトリ
ンが打ち出された。そこでは、大統領みずから、アメリカは脅威に対して先制攻撃をす
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る用意があると述べ、国連の安全保障理事会の決議に容認されなくとも軍事侵攻するこ
とを示唆した。9.11 の直後にはテロ勢力への対抗という命題で、国際社会でのアメリカ
の求心力は一時的に高まったものの、アフガニスタンとイラクでの戦争に端的に表れて
いるように、多数の国の支持を得るという意味での正統性を得ることなく、アメリカは
「力による平和」の行使に踏み切り、その後の米軍再編を進めてきた。
ブッシュ政権中枢を支配し、米国単独でのイラク攻撃も辞さないとする強硬な主張を
先導したのは、いわゆる「新保守主義（ネオコンサーバティブ＝ネオコン）」のスクー
ルである。外交・安保問題の研究所「新アメリカの世紀プロジェクト」（PNAC）が、そ
の代表格である。この団体には、比較的新しいシンクタンクだが、ブッシュ政権の大物
が深くかかわり、政策決定に及ぼす影響力は無視できないものとなっており、イラクや
中国に対する強硬策を求めるなど、ブッシュ政権の外交政策を思想的に下支えしている。
その主張の骨子は「軍事力を積極的に行使し、自由や人権、民主主義、資本主義とい
った米国的価値観を世界に普及させる」（PNAC のドネリー副事務局長）10ことに重きを
置く新保守主義である。同じ保守主義でも、敵の敵は味方という故ニクソン大統領流の
現実主義とは異なり、米国的価値観を「十字軍」のように広めることを目指すことを特
徴としており、「パックス・アメリカーナ（米国支配による平和）」を公然と唱える。
このような動きを指して「アメリカ帝国」という呼称も、昨今では使われている。
現在、ブッシュ政権中枢に直結する形で、政策判断に多大な影響を与えているこの思
想ではあるが、米国内には、このような考え方に対しては「軍事力に偏重しすぎてい
る」という批判がある。また同じ保守派の中でも、反グローバル化の新孤立主義を掲げ
る論者は、伝統的な現実主義外交を説き、「米国が最強といっても米帝論者らがいうほ
ど強くない。コストを考えると、現状の疑似帝国で十分」（ボストン大のバセゴビッチ
教授）というスタンスを取る。11
2 期目にはいったブッシュ政権の外交政策が、どのような方針にそって行なわれるか
については、予測は困難ではあるものの、特にアジア政策については、去る 3 月 19 日
に上智大学で行なわれたライス米国務長官の演説が参考になる。
ライス国務長官の上智大学演説では、ブッシュ大統領の第 2 期就任演説を受けて、
「自由と民主主義を拡大する」ことを表明している。演説では、「民主主義は仏教のタ
イ、イスラム教のインドネシア、そしてカソリックのフィリピンでも根付いている。日
本のような立憲君主制国家でも、旧共産主義国家のモンゴルでも。さらに韓国のような
単一民族社会でも、マレーシアのような多民族国家でも存在する。民主主義がこの地域
に――特にビルマに――拡大し続けられない理由はどこにもない」とあるように、アジ
アの多様性を認識しながらも、自由と民主主義の拡大の方向性を強く打ち出している。
そして、その具体的な方策として、ライス長官は「戦略開発同盟」を提唱した。これ
は、日米が率先してＯＤＡなどを使い、地域の民主化を進めていこうというものである
が、この面についての日本への期待と信頼は高く、「日本はすでにその努力と特色によ

10
11

朝日新聞 2002 年 2 月 1 日
朝日新聞 2002 年 2 月 1 日

19

って、世界の国々の中で名誉ある地位を占めている。ゆえに、米国は明らかに日本の安
全保障理事国入りを支持しているのである」との言明が聞かれている。
また、上智大学演説の中で、ライス長官は、「ブッシュ大統領は米国外交の使命は、
自由に味方する勢力均衡をもたらすように、他国と協働することと定義した」との考え
を明らかにしている。すなわち、やみくもに「世界に民主主義を拡大する」のではなく、
段階的かつ現実的に世界の民主化を支援していくという方向性を述べたと理解すること
ができるのではないか。
●21 世紀の未来地図と「力の論理」の限界
現時点では、アメリカは、「今や他国を完全に圧倒するパワー」を有している。この
認識が、国益最優先、グローバルな多国間の枠組みからの離脱の方向を歩ませ、「先制
攻撃主義」「単独行動主義」的な行動となって表出している。その具体例として、京都
議定書や AMB 制限条約からの離脱、包括的核実験禁止条約（CTBT）批准放棄、国際刑事
裁判所（ICC）の留保条件提示といった行動となって表れている。
しかし、アメリカが現在、享受している支配的なポジションも、未来永劫不変という
わけではない。アメリカの政府機関である情報評議会（NIC）の文書「2020 年プロジェ
クトー未来の地球地図」が展望する将来像は、「パックスアメリカーナ」が永遠に続く
という認識を示していない。むしろ、1945 年から現在までのいかなる時よりも多くの流
転と変動が、今後 15 年間に生じるとみている。今後予測されるシナリオとしては、以
下のような点が挙げられているが、いずれも、世界全体としては不安定が減少するとい
うより、むしろその度合いが増えることが示唆されている。12
・
・
・
・
・
・

サハラ砂漠以南のアフリカ地域が着実に崩壊する
世界のエネルギー供給が危機に瀕する
ロシアの未来は険しく、中央アジアでは不安定が続く
中東における対立と火種が、アメリカの足かせとなる
中南米の多くの国々では、先行きが判然としない
地球規模の経済力を持つ欧州が着々と台頭し、米国より影響力を持つ可能性があ
る。
・ インドと中国が、生産と貿易を手始めに、新技術へ、さらに軍事的な腕力の拡大
へと、着実に容赦なく台頭する。
このように同報告書は、最近行なわれた各国成長率の長期比較に言及しながら、アジ
アの台頭と欧州の地盤拡大が不可避であることを認めている。また、アメリカが両者に
対して影響力を及ぼす余地が縮小し、逆に両者がアメリカの政策に影響を及ぼしたり、
アメリカの政策を阻害したりする可能性が高まるとの認識を示している。
もっとも、この報告書は、アメリカは多くの挑戦にさらされはするものの、今後とも
「経済、技術、政治、軍事上の広範な分野の諸課題」について中心的な役割を果たし、
「いかなる国も 2020 年まで追いつくことができない」と結論付けている。確かに、向
12

ポール・ケネディ 地球を読む「大国・浮沈の歴史」読売新聞 2005 年 4 月 4 日
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こう 10 年のスパンでは、それは妥当な結論であるように思われる。しかし、今後ます
ます、アメリカは以前よりも行動の自由は狭まる。
また、短期的に見ても、そのコスト負担はアメリカにのしかかってくる。1979 年のア
フガン侵攻とその泥沼化がソ連経済の疲弊を加速化させたように、イラクにおける戦費
負担は、財政赤字と経常収支の双子の赤字としてすでに米国の経済基盤にダメージを与
えつつある。よって、短期的に見ても、経済・財政上の制約から、今後アメリカが野放
図に「先制攻撃」や「単独主義的な武力行使」を無制限に世界各地でしかけていくこと
には困難が伴うといえるだろう。つまり、例えばイランなどへの介入といった、アメリ
カのネオコン主導者が唱えるようなことを行なう能力は確実に減少していくであろうと
推察される。
●多国間主義の伸長を象徴する国際刑事裁判所（ICC）問題
アメリカの「力による平和」が圧倒的に君臨しているかのように見える現状において
も、その背後で、国際協調と国際法理による世界秩序の形成と制御をめざす動きは着実
に進展している。その典型的な事例が国際刑事裁判所をめぐる諸問題であり、ここでは
逆にアメリカは防戦に立たされているという現実がある。
オランダのハーグに国際刑事裁判所が設置されたのは 2003 年 3 月のことである。既
存の国際司法裁判所とは別に、人道に対する犯罪、戦争犯罪、国境を越えたテロなどの
組織的犯罪など、犯行者個人の責任を国際刑事訴訟の手続きによって処罰するためのス
キームである。この機関は、2002 年 6 月に 60 カ国以上が批准したことにより設立が確
定し、2005 年 3 月、ケニア共和国が ICC 規程（国際刑事裁判所規程）批准したことに
よって、98 カ国が批准国（署名国は 139）となった。
日本は、当時の川口外相が、「発効したことを心から歓迎する」、「わが国は、ICC
の設立を一貫して支持し、その実現に向けて努力してきており、……設立に向けた作業
に積極的に関与してきている」と断言していたものの、実は日本は ICC 規程をまだ批准
していない。13これについて外相は「国内法令との整合性について必要な検討を行って
いる」といい訳をしており、これを受けて報道も、「批准に必要な国内法の整備が遅れ
ているためだ。小泉純一郎首相は、関係官庁に対して速やかな法整備を指示すべきであ
る」14と報じている。
ICC の構想が動き始めたのは、冷戦後、特に 1992 年からである。1993 年 12 月の国連
総会決議で各国に見解の提出が奨励され、これをもとに 1994 年には国際法委員会が
ICC 規約案を採択し、総会は 1994 年 12 月に全ての加盟国などが参加できるアドホック
委員会の設置を決めた。この委員会は 1995 年 4 月に活動を始めるが、日本はここに 7
名からなる代表団を派遣した。日本はさらにこの委員会の報告者と副議長を務めるなど、
ICC のあり方に深く関わった。

13
14

以下、「国際刑事裁判所と日本」『軍縮問題資料』2002 年 9 月号による
朝日新聞 2002 年 7 月 3 日 社説
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しかし日本は、ICC を積極的に推進するための議論を展開しなかった。日本は 1994
年 5 月 13 日付けで意見書を提出したが、ここで「国際刑事法廷を設立する際に確保さ
れなければならない三つの点」として、「遵法原則、裁判の公正さ、人権の保護を含む
刑法の原則の尊重」、「法廷活動の実効性の確保」、「法廷は、現存の機構を補完する
現実的で柔軟な機関でなければならない」とし、その内容は、この意見書の 20 日後に
アメリカによって提出された意見書と論調を共有するものであった。 日本の姿勢はそ
の後も維持され、1998 年に裁判所規約が最終的に審議された際にも、小和田恒・国連
大使が同様の発言を繰り返し、「裁判所は普遍的な参加を目的に設立されるべきである。
もし限られた数の国のみが裁判所規約の締約国となるのならば、その意義は大きく減じ
るだろう。」「国際慣習法の一部として具体化されているとは考えられない犯罪は、裁
判所の管轄外におかれるべきである」と、ICC の活動に枠をはめようとする米国の主張
と同様の論を展開することになった。このような動きについては、日本政府にとって
「現実的」とは、米国の主張を実現することだったのではないかとの批判がなされてい
る。
アメリカのブッシュ政権が ICC を批判するのは、「米国人が第三国で刑事犯として逮
捕され、不公正な裁判の犠牲にされることを拒否する」というものであるが15、より直
接的には、米兵や司令官すなわち大統領が ICC に訴追される可能性があるためであると
言われている16。また、世界中に展開している米軍基地の周りでは、米兵による様々な
犯罪が発生しており、それらの犯人が ICC で軒なみ裁かれるとなると、アメリカの面目
がなくなるからだともいえる17。そこで ICC 規程の発効を受けて、米国は PKO 要員を
ICC の管轄から外すことを目論み、2002 年 7 月 12 日には安保理で、PKO 要員への訴追
の一年間猶予決議の成立に成功していた。憲章第七章は安保理が武力行使を含む強制措
置をとれるとしているが、これを利用して裁判所の機能の限定を図ったものである。一
方でアメリカは、米兵らを ICC に引き渡さないことを定めた二国間協定の締結を推進し
た。この決議はさらに一年延期されたが、2004 年には米軍によるイラクのアブグレイ
ブ刑務所における虐待が伝えられ、さすがに米国への反発が強まり、同年 6 月、米国は
延期を断念したのである。
さらに、2005 年 3 月 31 日、アフリカ・スーダン西部のダルフール紛争で、国連安保
理は、戦争犯罪の容疑者を、国際刑事裁判所（ICC）に訴追することを決議した。ダル
フール紛争の戦犯容疑者は合計で 51 人に上るとされ、スーダン政府高官、軍幹部、ア
ラブ系民兵指導者などが含まれていると見られている。安保理が ICC への訴追を決議し
たのは、これが初めてである。ICC に反対し、拒否権の発動も辞さない態度を見せてい
たアメリカが態度を軟化させたことによって、実現したものである。
採決では、アメリカが、スーダンに駐在する米国人が ICC や米国以外の裁判所で罪に
問われることはないとの特権を認めさせたことを受け、採決の際には、アルジェリア、
ブラジル、中国の３カ国とともに棄権に回った。安保理の他の 11 カ国は、訴追を求め
る決議案に賛成した。 パターソン米国連大使代理は、米国は ICC には「根本的に反
対」だとしたが、スーダンについて何らかの対応が必要なことから、採決で棄権したと
述べている。
15
16
17

寺島実郎 「脅威のアメリカ 希望のアメリカ」 岩波書店
「ICC を批判する日本」『軍縮問題資料』2005 年１月号
寺島実郎 前掲書 2003 年
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2003 年

この国際刑事裁判所をめぐる問題では、「ユニラテラリズム」を実行し、国際協調に
逆行しようとするアメリカ、それに追随する日本、そして国際協調・国際法理によるレ
ジームの構築に注力し、着実にその伸長を進めるその他の国という構図が、最も鮮明に
読み取れる問題となっている。
【分析のインプリケーション】 多国間主義の着実な進展
「国家は大きな問題を扱うには小さすぎ、小さな問題を扱うには大きすぎる」（ダニ
エル・ベル）。21 世紀に向けた世界秩序の構築は、一国のみの努力によって制御できる
水準を越えた問題である。現時点で「今や他国を完全に圧倒するパワーをもったアメリ
カ」といえども、2020 年以後、アジア、欧州の伸長のトレンドをみるとき、その地位は
おのずと相対化されざるを得ない。また、経済財政状況の制約から、短期的にもアメリ
カの単独行動主義的な動きの自由度は限定的になる。現に、国際刑事裁判所をめぐる動
きでは、国際法理の整備と執行を通じた秩序形成をもとめる多国間主義が、アメリカの
態度にかかわらず、進展を進めつつある。
よって、長期的な視点では、各国間の対等なネットワークを通じた、公正で納得のい
く国際法理の導出と実効性の高い問題解決メカニズムの創出をめざし、単独行動主義
（ユニラテラリズム）には与せず、むしろそのような単独主義的な行動に対してねばり
強く働きかけを行い、国際協調の重層的なネットワークの中に引き込んでいくという努
力の継続が、日本にとっても重要になってくるであろう。国際刑事裁判所の問題は、そ
の意味での短期的な課題だともいえる。

1.1.4

人間の安全保障

●新しい理念としての「人間の安全保障」
「人間の安全保障」という概念は、1994 年に国連開発計画（UNDP）が提唱した新しい
概念であり、国際社会で広く流通しつつある。これは、ケンブリッジ大学教授でノーベ
ル経済学賞を受賞したインド生まれの経済学者アマルティア・セン博士が以前より主張
していた開発理論に基づき、 UNDP が新しい人間開発のあり方を提唱する中に「人間の
安全保障」が位置づけられたものである。18
これに関連して、日本政府は、国連に「人間の安全保障」基金を設置したほか、2000
年まで国連難民高等弁務官を務めた緒方貞子博士と上記のセン博士を共同議長とする国
連「人間の安全保障」委員会の運営を 2001 年の設置当初から支援し、2003 年に最終報
告書が提出された。
この概念は、持続可能な人間開発にとって、人口爆発、経済的不平等、人口移動（難
民流出）、環境悪化、薬物、国際テロなどが主要な脅威とされ、経済、食糧、健康、環
境、個人、地域社会、政治の 7 つの分野別の安全保障が提起されている。

18

「人間の安全保障とは何か？」より

2003 年 11 月発行 外務省
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冷戦後の国際社会においては、経済の自由化や情報通信技術の飛躍的発達とも相まっ
てグローバル化が急速に進展し、世界の相互依存を深化させ、人々に多くの恩恵をもた
らす一方、各国間と一国内の人々の格差を拡大する要因ともなった。現在、世界中で実
に 13 億人が 1 日 1 ドル以下で生活している。人、モノ、金、情報の大量かつ高速な移
動は、人・武器・薬物の密輸や感染症などの拡散をも助長することとなり、経済の拡大
は地球温暖化等の地球環境問題・エネルギー問題を深刻化させることとなった。また、
冷戦構造の崩壊は宗教・人種・民族その他を要因とする紛争の引きがねとなり、難民・
国内避難民・対人地雷・小型武器等の問題を顕在化させることとなった。そしてこれら
の問題は、相互に複雑に結びついているところに問題解決の難しさがある。
このように人々を直接に脅かす問題を克服するためには、国家がその国民と国境を守
るという伝統的な「国家の安全保障」の考え方のみでは対応が難しい。従来の「国家の
安全保障」に加えて、人間の視点から多様な問題の相互関係をとらえ、これらに包括的
に対処する必要がある。「人間の安全保障」とは、人間の生存・生活・尊厳に対する広
範かつ深刻な脅威から人々を守り、人々の豊かな可能性を実現するために、人間中心の
視点を重視する取り組みを統合し強化しようとする考え方である。
人は誰もが等しく豊かな可能性を持つ存在であり、国籍や人種、性別等に関わらず、
人間として尊重されなければならない。しかし、人はその生存や生活が脅かされ尊厳が
冒されれば、個人としても集団としても可能性や能力を発揮することが著しく困難とな
る。さらにこうした脅威は社会全体の未来を損なう危険性をもつ。相互依存が深まる世
界の中で関連しあう多様な脅威に効果的に対処していくためには、国家、国際機関と市
民社会の様々な主体が力を合わせ、人々の潜在力が引き出されるような社会をつくり、
持続させていくことが重要だといえるのである。
●国際社会における取り組み
「人間の安全保障」という概念が、国際社会ではじめて公に取り上げたのは、国連開
発計画（UNDP）の 1994 年版人間開発報告である。この中では人間の安全保障を、飢
餓・疾病・抑圧等の恒常的な脅威からの安全の確保と、日常の生活から突然断絶される
ことからの保護の 2 点を含む包括的な概念であるとし、21 世紀を目前に開発を進めるに
あたり、個々人の生命と尊厳を重視する視点を提示している。
この流れを受けて、2000 年の国連ミレニアム総会でアナン国連事務総長は、「恐怖か
らの自由、欠乏からの自由」とのキーワードを使って報告を行い、人々を襲う地球規模
の様々な課題にいかに対処すべきかを論じた。この事務総長報告を受け、同総会で演説
した当時の森総理は、日本が「人間の安全保障」を外交の柱に据えることを宣言した。
2001 年 1 月にアナン国連事務総長が来日した際には、森提案を受け「人間の安全保障委
員会」の創設が発表され、共同議長に緒方貞子前国連難民高等弁務官（国際協力機構理
事長）とアマルティア・セン・ケンブリッジ大学トリニティー・カレッジ学長が就任し
た。12 名の有識者からなる同委員会は、人間の安全保障の概念構築と国際社会が取り組
むべき方策について提言することを目的に、5 回の会合と世界各地での対話集会や分野
別研究を経て、2003 年 2 月には小泉総理に最終報告書の内容を報告し、5 月にはアナン
国連事務総長に報告書を提出した。
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報告書に掲げられた提言は、次の 10 点である。
1. 暴力を伴う紛争下にある人々を保護する
2. 武器の拡散から人々を保護する
3. 移動する人々の安全確保を進める
4. 紛争後の状況下で人間の安全保障移行基金を設立する
5. 極度の貧困下の人々が恩恵を受けられる公正な貿易と市場を支援する
6. 普遍的な最低生活水準を実現するための努力を行なう
7. 基礎保健医療の完全普及実現により高い優先度を与える
8. 特許権に関する効率的かつ衡平な国際システムを構築する
9. 基礎教育の完全普及により全ての人々の能力を強化する
10. 個人が多様なアイデンティティを有し多様な集団に属する自由を尊重すると
同時に、この地球に生きる人間としてのアイデンティティの必要性を明確にする
【分析のインプリケーション】 守るべきものの再認識
「国家の安全保障」のみの理論的枠組みを再考し、安全保障の焦点を国家か「人々」
へと拡大する必要がある。また、人々の安全を確保するには包括的かつ統合された取り
組みが必要である。人間の安全保障は「人間の生にとってかけがえのない中枢部分を守
り、すべての人の自由と可能性を実現すること」と定義されるが、生存・生活・尊厳を
確保するためには人々の保護（プロテクション）と能力強化（エンパワーメント）の戦
略が必要になってくる。

1.1.5

国連再編

●安全保障理事会改革
国連職員を務めていた明石康によれば「私が広報担当の国連事務次長を務めていた頃
のことである。事務局として国連の機構図を作り、これを印刷して配布した。その図の
中心には国連総会があり、その周辺に安全保障理事会、経済社会理事会、信託統治理事
会、国際司法裁判所、そして国連事務局をめぐらせた。さっそくこれに抗議してきたの
がイギリスとフランス両国の代表だった。彼らは安保理を国連機構図の中心にすべきだ
と言ってきた。国連内部で検討した結果、総会と安保理を並列的に表記するという、は
なはだ国連的な解決をすることとなった」19とのことである。
このように国連総会と「同等の重み」を占めるともいえる安全保障理事会の拡大を主
要課題とした国連改革が、現在進行中である。実は、安全保障理事会の改革論議は、
1993 年 12 月の国連の作業部会設置以来、10 年以上に及ぶが、常任理事国入りが望めな
い国などの反対で頓挫してきたという経緯がある。

19

明石康「体験的国際平和論」日本放送教会

1998 年
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2005 年 3 月、国連のアナン事務総長は、国連改革に関する勧告を公表した20。この報
告書は、テロ対策から国連組織の抜本的な見直しまで、創設 60 周年を迎えた国連の包
括的な改革案を提言するものであった。
焦点となっていた安保理拡大では、「安保理改革なしに国連改革は完成しない」とし
た上で、国際社会の現実に即して理事国を増やす必要性をあらためて指摘している。具
体的な安保理再編の試案として、同報告書は、常任理事国を 6、非常任理事国を 3 増や
す A 案と、準常任理事国を 8 新設し、非常任理事国を 1 増やす B 案を示している。それ
らの案の概要は、以下のとおりである。
表 1：

安全保障理事会拡大（15 カ国→24 カ国）の２案21

主要支持国
常任理事国（拒否権あり）
【増加】常任理事国（拒否権なし）

A案
日本、ドイツ、インド、ブラジ
ルなど
米英仏ロ中の 5 カ国
６カ国（欧州 1、アジア太平
洋 2、南北アメリカ 1、アフリ
カ 2）

【新設】準常任理事国（拒否権なし）

非常任理事国

13 カ国（3 増。欧州 2、アジ
ア太平洋 3、南北アメリカ 4、
アフリカ 4）

B案
イタリア、パキスタン、韓国、メキ
シコなど
米英仏ロ中の 5 カ国

８カ国（任期４年。再選可能。欧
州 2、アジア太平洋 2、南北アメ
リカ 2、アフリカ 2）
11 カ国（1 増。欧州 1、アジア太
平洋 3、南北アメリカ 3、アフリカ
4）

このほかにも、アナン事務総長は、主要援助国に、2015 年までに ODA の国民総生産比
を 0.7％以上とする目標を達成するよう要求し、来年までに大幅に増加させた上で、
2009 年までには 0.5％をクリアするよう求めている。本年 1 月の事務総長諮問委員会の
報告書亜では、0.7％を達成すべき国にとして「常任理事国を目指す先進国」と表記さ
れていたが、事務総長による勧告の段階ではこの表現は削除された。
日本は、A 案の実現を目指しており、本年 6 月頃に A 案に基づく枠組み決議案を提
出・採択し、年内にも新常任理事国を投票で選び、国名を盛り込んだ国連憲章改正決議
案を採択という工程を描いている。
●国連常任理事国入りを目指す国に抵抗する諸国
国連常任理事国入りをめざして、日本、ドイツ、インド、ブラジルなどが活動を繰り
広げているなか、それら諸国に対して、ブレーキをかけようとしている国々がある。す
なわち、日本に対する韓国、ドイツに対するイタリア、インドに対するパキスタン、ブ
ラジルに対するメキシコ、アルゼンチンがそうであり、それぞれの抵抗の背景には、歴
史に根ざした事情や域内でのプレゼンスの相対的な低下への危惧が読み取れる。

20
21

読売新聞 2005 年 3 月 22 日
読売新聞 2005 年 3 月 22 日の表より作成
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特に日本との関連では、韓国の鄭東泳統一相は「日本は本当の平和国家かどうか疑問
を招いており、まず自らを省みる必要があるのではないか」22と述べ、日本の常任理事
国入りに否定的な見解を示している。同様に外交通商省の李泰植次官は「日本が（国際
社会で）指導的役割を担うためには、隣国の信頼回復のために努力することが重要だ」
と述べている。
本年３月の島根県議会による「竹島の日」条例可決や歴史教科書問題でさらに対日感
情が悪化し、韓国内で反対の動きが活発化している。連日のようにおこなわれている
「竹島の日」条例撤廃を求めるデモにおいても、常任理事国入り反対がアピールされて
いる。マスコミも、東亜日報が社説で「日本が常任理事国になれば、国際貢献よりは国
際葛藤をさらに高めるのではと憂慮される」との論調を示すなど、反対の論陣が次々と
張られている状況である。
●今後の見通し
アメリカは、国連改革のカギを握っているが、安保理改革について「日本が常任理事
国になるのを支持する」という点以外は明確な方針を打ち出していない。安保理の拡大
によって、アメリカ主導の国際的な紛争解決についての合意形成が一層難しくなること
を警戒しているためと見られている。またアメリカ以外の常任理事国４カ国は、基本的
には現状維持を望んでいる。
アナン事務総長は、安保理改革について、2005 年 9 月の国連創設 60 周年の特別首脳
会合前の合意を提言したが、これに対しても、中国の王光亜・国連大使が、「無理に期
限を設けるべきではない」と述べるとともに、国連加盟国の総意を得るべきだとの考え
を強調して、牽制を図るなど、今後の進展にはまだ不透明な部分が残る。
【分析のインプリケーション】 利害得失を認識する。
「大きな問題では、米英露仏中の常任理事国が内々の合意をまとめた後、非常任理事
国に示すのが通例だ。まして安保理に議席のない国が安保理の議論に影響を与えるのは
極めて難しい」との指摘のとおり23、日本政府は安保理の常任理事国となることで世界
の平和と安全に関する意思決定に直接参加できるという利点を強調する。その一方で、
常任理事国となれば発言に従来以上の責任が求められるようになるほか、途上国に対す
る援助の強化も明確に求められることになる。
その上で、常任理事国入りを目指すのであるならば、特に韓国や中国など、アジアの
近隣諸国との信頼関係の再構築が、近々の課題になるということに、特に留意が必要に
なるだろう。

1.1.6

情報通信技術の発達

●情報コストの低減

22
23

読売新聞 2005 年 3 月 23 日
佐藤行雄 元国連大使。読売新聞

2005 年 3 月 23 日
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インターネットの普及に代表される情報通信（IT）技術の飛躍的発達によって、距離
を隔てたコミュニケーションのコストは実質的にゼロになった。コンピューターの処理
能力はこの 30 年で 18 ヶ月ごとに 2 倍に上昇し、インターネット上の交通量は 100 日ご
とに倍増している。さらに 1980 年までは電話回線で 1 秒に 1 ページ分の情報を伝達す
る程度であったものが、現在では光ファイバーによって書籍 9 万冊分の情報を１秒で伝
達できるようになった。伝達コストは無視できるほどの小額で済むようになり、これに
よって伝達可能な情報量は実質的に無限大となった。24
かつては、国境を越える営為を担っていたのは多国籍企業やカトリック教会のような
大規模な官僚的組織であった。今後は、これらの組織に加え、情報伝達コストの劇的な
低下によって、トランスナショナルな領域は緩やかなネットワークや個人にも開放され
るようになった。
●情報の判断と信頼性
J・ナイらは、自分が望む結果を得る行動能力という意味でのパワーをハードパワー
とソフトパワーとに分けて考える。ハードパワーとは、脅迫であれ報酬であれ、それが
なければ人間が行なわないような行動を取らせる能力を指して言う。経済的なもの、軍
事的なものが、これまで長い間パワーの中心的な要素であった。一方ソフトパワーとは、
自らが望んでいることを、他の勢力が同様に希求することによって、好ましい結果を手
にする能力を指す。これは強制よりも、魅力によって目的を達成することを意味する。
つまりソフトパワーは「他の勢力が自分たちの立場に続くように説得するか、あるいは、
好ましい行動を導くような規範や制度に合意させるという形で機能する」のである。ソ
フトパワーは、一つの思想や文化が他者に訴えかける力を持つかどうかだけでなく、基
準や制度を通じてアジェンダを設定する能力が他の勢力に訴えかけるかどうか、また送
り手が伝えようとする情報が説得力を持つかどうかに左右される25。
情報が大量に流するする時代になるほど、重要になってくるのが情報の判断と信頼性
の問題である。まず判断の問題では、大量の情報の中から雑音と重要な情報を識別でき
ることのできる者が力を得ることになる。また、そのような者にとっては自らの判断が
信頼に足るものであることが力の源泉となる。信頼性を確立するには、たとえ情報発信
者にとって好ましくない情報であっても、正確な情報を提供するという評判を築き上げ
る必要が出てくる。このように、データ伝達の低コスト化は、それを伝える能力がかつ
てほど重要でなくなる一方で、情報を選別する能力がより重要になり、同時に、政治に
おいても情報を伝達する能力よりも、むしろ信頼を創造したり、あるいは破壊したりす
る能力が大切になってくることになる。
【分析のインプリケーション】

NGO のパワー増、信頼獲得能力の重要性

情報伝達の低価格化によって、NGO に代表される非政府のアクターは自分たちの見解
を組織化し広めやすくなったという意味で、より大きなパワーを持つようになった。ま
た政府は、かつてのように自国内の事象をブラックボックスに閉じ込めておくことが困
24

25

J・ナイ、R・コヘイン「情報化時代のソフトパワーを検証する」『フォーリンアフェアーズ傑作選
1999』 朝日新聞社 2001 年
J・ナイ、R・コヘイン 前掲書 2001 年
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難になり、自国内の動向が国境を越えて世界に伝達されやすくなったことから、政治指
導者が外交問題で交渉相手に一貫した態度で臨むことも困難になる。さらに情報化時代
における政治の組立てにおいて、多様な情報源をも持つ大衆が信頼を寄せる存在であり
続けるために、国家にとっても「信頼を勝ち取る能力」が極めて重要になってくる。
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1.1.7

「アジアダイナミズム」

●アジアの比重の飛躍的拡大
今世紀に入ってからの世界経済を概観するとき、世界経済は、過去に類を見ないほ
どの高成長時代に入っているということができる。2003 年時点では、世界全体を見回
したとき、マイナス成長の国や地域が見当たらないほど、世界的に高成長が同一化し
ているというのが現実である。
表 2

世界の実質ＧＤＰ成長率の推移 2001〜200326
実質 GDP 成長率
前年比
2001 年（実績）

2002 年

2003 年

1.0

1.6

2.4

米国

0.3

2.3

2.7

日本

-0.3

-0.9

0.8

1.5

1.0

1.9

ドイツ

0.6

0.4

1.3

フランス

1.8

1.0

1.8

英国

2.0

1.6

2.5

4.0

5.6

5.6

中国

7.3

7.8

7.4

NIES

0.6

4.2

4.2

ASEAN4

2.3

3.9

4.0

インド

5.4

5.1

5.8

ラテンアメリカ

0.1

-1.2

2.2

ロシア・東欧

1.7

3.7

3.9

全体

EU

アジア（除く日本）

米国経済も、対イラク戦争を不安材料として抱えながらも、2002 年に 2.3％成長にま
で回復し、2003 年には 2.7％と、堅調な推移が見込まれている。広域化する欧州のダイ
ナミズムも着目に値する。ロシア・東欧でも米国と同様の回復基調が見られ、欧州連合
（EU）も 1.0％であった 2002 年から、2003 年には 1.9％まで成長率が回復すると見込ま
れる。

CONSENSUS ECONOMICS INC.CONSENSUS FORECASTS November 2002 より
三井物産戦略研究所作成 http://mitsui.mgssi.com/compass/html/0212/toku_02.html
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さらに注目すべきは、日本を取り巻く近隣のアジアにおいて、好調な成長が期待され
ることである。とりわけ北東アジアでは、中国は 7％台の成長を維持して 7.4％である。
韓国、台湾、香港などのアジア NIES と、東南アジア諸国連合（ASEAN）と、いずれのグ
ループでも 4％台の成長が 2003 年に見込まれている。インドでも 5.8％成長であるが、
インドは 2050 年まで 5％台の経済成長を遂げる潜在力を持つ唯一の国であるとも言われ
ている。
このように日本を除くアジア全体で 5.6％という堅調な経済成長という構図が明らか
になっている。2003 年の実質 GDP 成長率が 1％に満たない日本は、世界の中で取り残さ
れているという印象を禁じえない。つまり、日本を除くアジア経済がよいという現実が
明らかになった。
さらに、日本の貿易構造において、すでに劇的な変化が起きている。すなわち、中国
と香港、これに台湾を加えて大中華圏からの輸入は、2002 年にはついに米国からの輸入
を上回った。そして日本からの輸出についても、対米シェア 28％に対し、大中華圏シェ
アは 17％であり、5 年以内には間違いなく逆転するであろう。27 アジアの経済がよい
というだけでなく、投資と貿易や企業間提携を通じて日本とアジアとの関係が米国との
関係に匹敵するまでに深化しているという新しい現実は、今後の日本の経済社会におい
て極めて重要な意味をもつ。
●東アジアにおける経済ネットワークの深化
過去 10 年、東アジアで製造業の生産流通ネットワークは、自己発展的な進化をとげ
た。これは EU のような政治主導の統合ではなく、経済主導によるものであった。その
結果として、近年、すでに述べたように、東アジア諸国・地域との貿易額が対米貿易額
を上回るようになり、日本の貿易構造に大きな変化がもたらされることとなった。
ミクロレベルの構造変化としては、東アジアに対する主な輸出品目は自動車、電気機
械をはじめとする完成品から、電子部品などの中間財へと変化してきている。経済財政
白書に掲載されている貿易特化指数によると、1988 年と比べた 98 年の指数は対米、対
東アジアともに多くの品目で低下しており、貿易における比較優位が小さくなっている
実態がわかる。特に対東アジア貿易でパソコン、家電製品などはこの 10 年間で指数が
プラスからマイナスに転じた。一方、自動車、自動車部品などは対米、対東アジアの双
方で指数の低下幅が小さく、依然として相対的に高い比較優位を保っているといえる。
ここで留意すべきなのはパソコンや家電製品などの貿易特化指数が大きく低下した主
因は、多くの日本企業がこれらの組み立て工程を東アジアに移したためだという点であ
る。部品を日本から東アジアに輸出し、これを組み立てた製品を日本に送り出す逆輸入
が増えると、これに該当する完成品の指数が大きく低下する。企業が高コストの日本で
生産しては製品の価格競争力を維持できないため、国際的な視点で最適な生産拠点を選
択した結果である。特定の品目について対東アジアの貿易特化指数が低下している背景
には、技術を高めた現地企業の追い上げだけでなく、海外生産を進めないと比較優位を
保てない日本企業の事情もある。

27

寺島実郎

三井物産戦略研究所所長 「The world compass」 2002/12‑2003/1 月号
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●牽引車としての中国、不安定要因としての中国
近年、日本の輸出先第一位は米国から中国にシフトし、日本にとって中国は経済面で
最も重要な相手国になりつつある。また、中国、インドの台頭によってアジア経済のパ
ワーバランスは大きな変容を遂げつつある。特に中国経済の成長は目覚しく、21 世紀の
比較的早い段階で、中国の経済力が日本を追い抜かすかもしれないという推計も出てい
る。さらに、中国は世界の政治秩序を変える潜在力を有している。現時点で世界第 2 位
の購買力を持つ経済面のみならず、将来的には軍事力の面でも、アメリカと世界の覇権
を争うであろうという予想も存在する。
「世界の工場」と言われ安い製品を輸出してきた中国だが、最近では農産物、原材料
の国際価格を引き上げる「世界の市場」として台頭してきた。これにイラク戦後の不確
実な世界情勢とドル不安が重なり、国際商品市場に投機資金が流入し、相場を押し上げ
ている。一方、中国製品は世界中から「反ダンピング（不当廉売）」提訴の嵐に巻き込
まれ、「安値輸出」は大きな壁に直面している。このまま中国発「世界デフレ」は終息
しそうである。しかし、安い人民元は中国にインフレ懸念を連れてくる。
中国の消費者物価上昇率は 2004 年に入ってプラスに転じるようになり、デフレ傾向
は徐々に緩和されつつある。これは、活発な内需とドルに連動して下落する人民元の影
響も重なって、素材・原材料の輸入価格が上昇しているほか、食料品価格や住宅、娯楽、
教育関連サービス価格が上昇しているためだ。鋼材、化学製品など原材料仕入れ価格は
材料不足から上昇し続け、2005 年も上昇傾向が続くと中国国家統計局は予測している。
中国のデフレは 1997‑98 年以来続き、輸出価格を下げて世界市場シェアを大幅に拡大
する余地を提供してきたが、今度は輸出製品が原材料コスト上昇圧力を受けるようにな
る。 また、中国の需要増が上昇させているのは、鋼材などの原材料国際相場だけでは
ない。穀物相場もそうである。中でも、大豆は生活水準向上につれて畜産・養殖魚向け
に需要が急増しており、2000 年に 1000 万トンの世界最大の輸入国に転じて以来、年々
急増し、今年は 2050 万トンに達する見通しだ。小麦やトウモロコシはこれまで中国は
豊富な在庫を保有してきたが、生産者からの買い付け価格引き下げによる生産調整によ
り輸出量を大幅に減らしている。今年は異常気象のために、欧州、ロシアなどが干ばつ
に見舞われた。シカゴの穀物相場は上昇基調にあり、そこに投機資金が流入して相場を
高騰させている。 国際通貨基金（IMF）統計などによると、1980 年代初め以来、原材料
など一次産品価格は総じて 20 年間横ばいしてきた半面で、先進国の消費者物価は２倍
前後に上昇した。一次産品価格は実質で半減したわけである。石油輸出国機構（OPEC）
のように、減産を続けて、この機を逃さずに下がった分を取り戻す動きもある。
さらに、不透明な国際情勢そのものが、必要以上に価格を押し上げる。アメリカは財
政支出増や減税、金融緩和により景気回復してきたが、情報技術（IT）バブル崩壊やエ
ンロンなど不正会計操作以来、投資家の株式市場への信頼は今ひとつ盛り上がりに欠け
る。そこで、「世界の市場中国」効果で需給が締まる商品市場に投機家のカネが集まる。
金（きん）相場もドル不安プラス中国需要増で上昇し続けている。金は株式や債券など
ドル資産に代わる安全な資産として世界的に見直されているが、富裕層が増えている中
国には特にその傾向が強い。
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成長著しくはあるものの、中国経済の将来は、必ずしも楽観論のみで語られるもので
はない。短期的には、2008 年の北京オリンピックを契機とするバブルの崩壊や、中長期
的にも、エネルギーの「爆食」に対応するための資源確保の動きとそれが地域紛争を誘
発するリスク、経済成長の分配の問題、少子高齢化、都市部への人口集中、腐敗、共産
党の中産階級との関係悪化、政治権力の継承リスクといった、中国の政治経済に負の影
響を与えるおそれがあるダイナミクスが指摘されている。
このように、中国経済は高成長を続けながらアジアの中心となりつつある一方で、原
材料価格の高騰のほか、国内の政治的統制の動向など、経済失速のひきがねとなる不安
要素を複数抱えているのも事実である。このような中国に対して、日本として今後どの
ようなスタンスを取るかが、あらためて問われているといえよう。
【分析のインプリケーション】 中国社会をいかに安定的な秩序の中に組み入れるか
今後も他地域と比較して高い成長が期待されるアジアは、1980 年代以降急速に貿易連
携が強まってきたが、今後もその傾向は続くものと考えられる。特に、「大中華圏」の
中核に位置する中国は、今後とも目覚しい経済成長を遂げ、ますます地域で突出した存
在になっていくであろう。その一方、国内的な政治経済上の不安定要因によって中国の
政治経済が混乱に陥ったり、資源確保を動機として中国自身がアジアの周辺国と紛争の
原因となる事態も想定できる。結果として経済的混乱が周辺国や世界に波及してくると
いうシナリオも十分に懸念される。
よって、中長期的な視点から、アジア地域内の経済活動の成果を有効に活用するため
の制度の整備等、中国をアジア地域内でいかにして安定的な秩序の中に組み入れるかが、
今後の日本外交にとってきわめて重要な課題となってくる。
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1.2 国内環境： 日本社会の変容
1.2.1

人口構造の成熟化

●少子化
少子化の傾向に歯止めがかからない。2002 年の合計特殊出生率は 1.32 と前年の 1.33
を 0.01 ポイント下回り、過去最低を更新した。
我が国の合計特殊出生率は、1947 年には 4.54 であったものが、1960 年頃にかけて急
速に低下し、60 年代、70 年代前半の高度成長期には、66 年の丙午（ひのえうま）を挟
んで、2.0 前後で安定していた。その後、再び低下傾向となり、89 年のいわゆる「1.57
ショック」を経て、2002 年の 1.32 に至っている。これは、人口水準を維持するために
必要とされる 2.07 をはるかに下回っている。
こうした出生率の実績は、5 年ごとに行われる「日本の将来推計人口（国立社会保
障・人口問題研究所）」（以下、「将来推計人口」という。）において見通された出生
率を下回っており、予想を超える勢いで少子化が進んできた。
今後の合計特殊出生率は、2002 年１月に推計された将来推計人口の中位推計によると、
2007 年に 1.31 まで低下した後、緩やかに回復し、長期的には 1.39 程度で安定すると見
込まれている。また、低位推計においては、2000 年の 1.36 から更に低下を続け、2050
年には 1.10 に到達すると見込まれている。
●高齢化

少子化と同時に高齢化も進んでいる。2002 年 10 月１日現在における老年人口（65 歳
以上人口）は 2,363 万人となっており、老年人口比率（総人口に占める 65 歳以上人口
の比率）は 18.5％となった。
我が国における高齢化は、そのスピードが極めて速いことが特徴となっている。老年
人口比率が７％から 14％に達するまでの所要年数を比較すると、フランスが 115 年、ス
ウェーデンが 85 年、比較的短いドイツやイギリスでもそれぞれ 40 年、47 年であるのに
対し、我が国の場合、７％に達したのは 1970 年であり、それが 14％となったのは 1994
年と、その期間はわずか 24 年であった。
「将来推計人口」の中位推計によると、我が国の老年人口比率は今後も上昇を続け、
2025 年に 28.7％、2050 年には 35.7％と極めて高水準になると見込まれている。これは、
現役世代（20〜64 歳）約 3.6 人で 1 人の高齢者（65 歳以上）を支える現在の状況が、
2025 年には約 1.9 人で 1 人、2050 年には約 1.4 人で 1 人を支える状況になることを意
味する。このような結果、我が国はイタリアを上回り、先進国中最も高齢化の進んだ国
となる。
●人口減少社会の到来
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以上のような少子・高齢化が進むなか、我が国の人口は、2006 年に１億 2,774 万人で
ピークに達した後、死亡数が出生数を上回り、人口が減少していくと見込まれている。
これは少子化を理由に、単に相対的に高齢者の比率が増えるという段階を過ぎて、少子
化によって人口が減る段階に入るということを示している。「将来推計人口」の中位推
計によると、将来の人口は 2025 年には１億 2,114 万人、2050 年にはおよそ１億 60 万人
になると予測されている。
人口の年齢構成も少子・高齢化によって大きく変わる。年少人口（0〜14 歳）が総人
口に占める割合が低下するだけでなく、生産年齢人口（15 歳〜64 歳）が総人口に占め
る割合も低下していくことが見込まれる。2000 年時点の生産年齢人口は 8,622 万人で、
総人口に占める割合は 68.1％となっている。これが、2050 年にはそれぞれ、5,389 万人、
53.6％にまで低下することが見込まれている。生産年齢人口の減少は、労働投入の減少
を通じて経済成長の制約となると考えられるが、総人口に占める生産年齢人口の割合の
低下は、支え手の減少を通じ、社会保障制度の基盤を不安定なものにすることが懸念さ
れる。
●出生率低下の背景
我が国の出生率は、主として未婚化・晩婚化・晩産化の進行により低下してきた。
まず、未婚化についてみると、未婚率は、1980 年は男性が 28.5％、女性が 20.9％だ
ったのが、2000 年にはそれぞれ 31.8％、23.7％となっている。年齢階級別でみるとこ
の傾向は更に顕著になり、1980 年から 2000 年にかけて、25〜29 歳では、男性で 55.1％
から 69.3％へ、女性で 24.0％から 54.0％へ、30〜34 歳では、男性で 21.5％から
42.9％へ、女性で 9.1％から 26.6％へとそれぞれ大幅に上昇している。
次に、晩婚化についてみてみると、平均初婚年齢は、1980 年は男性が 27.8 歳、女性
が 25.2 歳であったのが、2002 年には男性が 29.1 歳、女性が 27.4 歳になっている。こ
れに伴い晩産化も進行しており、1975 年には 25.7 歳であった第一子出生時の母の平均
年齢が、2002 年は 28.3 歳になるなど、上昇傾向にある。
最近の出生率低下の背景には、以上のような従来からの要因に加え、夫婦間の出生率
そのものの低下という新たな現象が加わっている。国立社会保障・人口問題研究所「第
12 回出生動向基本調査」によると、2002 年の完結出生児数（ほぼ子どもを生み終えた
と考えられる結婚持続期間 15〜19 年の夫婦の平均出生子ども数）は 2.23 人となってお
り、この 30 年間ほぼこの水準で安定している。しかし、結婚持続期間５〜９年、10〜
14 年の夫婦の平均子ども数は、最近時点の調査ほど低下している。これは、将来的に完
結出生児数は低下していく可能性が高いことを示唆している。
以上のような要因の結果、女性の年齢別の出生率は、年を経るごとに分布の山が年齢
の高い右側の方に移動するとともに、全体としての出生率の水準も低下している。
●子育てコストの問題
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出生率低下の背景には様々なものがあるが、ここではその主要な要因の一つである子
育てにかかるコストの面から検討してみよう。
人々が子どもをもうけるのは様々な理由によるものである。しかし、それらをあえ
て捨象して、単に経済的な側面のみから考えると、子どもには、一般的に（１）働いて、
親を助けてくれるという労働力としての役割、（２）親の老後を面倒見てくれるという
社会保障機能を担う役割、（３）親を喜ばせてくれるというサービス消費的な目的を満
たす役割があるとの指摘がある。しかし、経済成長等に伴う経済社会の変化に伴い、
人々が子どもを持つことの意味が変化してきている。具体的には、産業構造の変化によ
る農業者や自営業者の減少等により（１）としての子どもの役割は低下しているほか、
社会保障制度が整備され、老後の面倒を自分の子どもに期待しないという親が増加して
いることにみられるように、（２）としての子どもの役割も低下していると考えられる。
したがって、現在では、子どもを持つことの意味として（３）としての役割を期待する
ことの比重が高まっていると考えられる。
このように、子どもを持つことが生計を維持するための必須要件でなくなってきて
いるなか、人々は「子どもを作ることの効用」と「子どもを生まなかった場合にその費
用でできる他のこと」を比較考量して子どもを作るかどうか決めていると考えられる。
後者を「機会費用」というが、これは子どもを養育する直接的な費用とは別で、「子ど
もを生むことで、稼ぎそこなう費用」のことである。
出産・育児に伴う機会費用は、女性の高学歴化、男女の賃金格差の縮小などを理由に、
近年高まっていると考えられる。実際に男女の賃金格差は、一般労働者の所定内給与額
でみると縮小傾向が続いており、2002 年には全年齢階級平均で 66.5（男性＝100 とした
場合）となっている。また、大卒女性の賃金カーブをもとに、具体的に女性の所得の面
における機会費用を試算してみると、大卒女子の場合で、28 歳で出産、同時に退職し、
子どもが小学校に入学後 34 歳で再就職するケースでは、就業を継続した場合と比べ、
約 8,500 万円の所得逸失が発生するという結果になる。このように、出産・育児に伴う
就業中断により多額の機会費用が生じることが、子どもを生むことを控える大きな要因
となっていると考えられる。
また、子育てにかかる直接的なコストの一部である教育関係費をみても、消費支出に
占めるその割合が、ここ 30 年間で２倍に増加している。また私立の中学校、高等学校
に行く場合の教育費は年間 100 万円超、私立の大学では 200 万円超かかる。
以上のような出産・育児に伴う費用の高まりが、近年における出生率の低下の主要な
要因の一つであると考えられる。そもそも出産・育児と女性の就業の両立が可能であれ
ば、就業中断による機会費用は発生しないが、現実には、仕事と出産・育児を両立させ
にくい職場環境にあること、都市化や核家族化により子育て家庭が孤立しがちであるこ
と、保育所等の子育て家庭を支援するための施設が不足していること等から、出産・育
児と女性の就業の両立は困難となっている。このような側面にあわせて、人々の結婚や
育児に対する価値観の変化や育児に対する心理的、肉体的負担感の高まり、長時間労働
等男性を含めた働き方の現状等が背景となって、人々が子どもを持つことを断念させて
いると考えられる。
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●高齢化の背景
高齢化の要因としては、死亡率の低下による平均寿命の伸長が挙げられる。戦後、我
が国の死亡率は、生活環境の改善、食生活・栄養状態の改善、医療技術の進歩等により
若年層の死亡率が大幅に低下したため、1947 年の 14.6 から約 15 年で半減した。その後
なだらかな低下を続け、1979 年には 6.0 と最低を記録している。近年の死亡率はやや上
昇傾向にあり、2002 年の死亡率は 7.8 となっている。近年死亡率が上昇傾向にあるのは、
高齢化の進行により、年齢別にみて死亡率がより高い高齢者層の総人口に占める割合が
増加した影響によるものである。実際に、人口の年齢構成に変化がないと仮定した場合
における死亡率（年齢調整死亡率）をみると、男女ともほぼ一貫して低下してきている。
死亡率の低下に伴い、我が国の平均寿命は、1947 年に男性が 50.06 年、女性が 53.96
年であったものが、2002 年には男性が 78.32 年、女性は 85.23 年となっている。平均寿
命は、今後も引き続き伸び続けることが見込まれている。
●少子高齢化対策の現状と課題
少子・高齢化は先進諸国に共通した問題であり、各国においても出生率の向上を図る
ため、様々な少子化対策がとられている。我が国においても、「少子化の流れを変える
ためには、従来の取組に加え、もう一段の少子化対策を講じていく必要がある」との考
え方の下、「次世代育成支援に関する当面の取組方針」（2003 年３月 14 日）を決定し、
これまでの「子育てと仕事の両立支援」に加え、「男性を含めた働き方の見直し」、
「地域における子育て支援」、「社会保障における次世代支援」、「子どもの社会性の
向上や自立の促進」という 4 つの柱に沿って、総合的な取組を効率的かつ効果的に推進
することとしている。
さらに、2003 年 7 月に「少子化社会対策基本法」及び「次世代育成支援対策推進法」
が成立した。「基本法」では、少子化社会において講ぜられる施策の基本理念、国、地
方公共団体等の責務や政府における施策の大綱の策定等を定めている。また、「次世代
法」は、「基本法」を具体化するもので、国の行動計画策定指針並びに地方公共団体及
び事業主の行動計画の策定等について規定し、子どもが健やかに生まれ育つために必要
な環境の整備に取り組むこととしている。このような取組により、地域における子育て
支援の充実や、企業における男性を含めた働き方の見直しが図られ、さらには仕事と子
育ての両立が実現すれば、出生率の低下を反転させることもある程度可能であろう。
これまでみてきたように、少子・高齢化の進行により、我が国においても人口減少社
会が間もなく現実のものとして到来する。人口減少社会においては、人口密度の低下に
よる過密問題の解消、資源・エネルギー消費の減少による環境への負荷の低減といった
プラスの側面も考えられるが、生産年齢人口の減少や貯蓄率の低下等が経済成長の制約
となると考えられるほか、租税・社会保障負担の主たる担い手である現役世代に対する
高齢世代の比率が高まることを通じ、社会保障を中心とする公的部門の財政状況が大き
く悪化することが見込まれる。現在のような低い出生率が続けば、たとえそれが個々人
にとって所与の条件の下における合理的な選択の結果であったとしても、社会全体にと
ってはマイナスの影響を与えてしまう。行き過ぎた出生率の低下が日本全体の労働力供
給や社会保障制度に及ぼす影響の大きさを考慮すれば、政策的に出生率の向上や子育て
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支援を講じていくことは重要である。
子どもを生むか生まないかは、あくまでも個人や家族の意思決定に基づくべきである
ことはいうまでもない。しかし、社会制度その他の理由により子どもを持ちたくても持
てないといったケースがあれば、それは問題である。出生動向基本調査によると、夫婦
にとっての理想的な子どもの数（理想子ども数）は、1977 年の理想子ども数の調査開始
以来、実際に持った子どもの数（結婚持続期間 15〜19 年の妻の平均出生児数）を上回
っており、理想と現実の間にかい離がある。理想子ども数と平均出生児数とのかい離を
小さくするため、子育てを妨げる様々な障害を取り除くとともに、社会全体で子育てを
支援することにより、子どもを持ちたい人が安心して生み・育てられる環境を整備する
ことが必要である。
出生率の低下の主要な要因の一つとして、人々が就業と出産・育児を両立できないこ
とがあると考えられる。特に現状においては、女性が就業と出産・育児との間での選択
を迫られる場合が多いことから、女性の就業と出産・育児の両立が可能となるように経
済社会の諸制度・慣行を変えていくことが重要となろう。主要先進国間で女性の社会参
画の程度を示す指標（GEM）と合計特殊出生率の関係をみてみると、先進諸国において
も、女性の社会参画と出産・育児とが必ずしも背反するものではないということが考え
られる。我が国においても社会及び家庭への男女共同参画とともに、女性の就業と出
産・育児の両立が可能となるような経済社会を構築することが出生率の向上に資すると
考えられる。
【分析のインプリケーション】 少子高齢化への戦略的な対応の必要性
日本は、今後、本格的な高齢化時代に突入していく。このトレンドそのものを反転さ
せることは困難を極めるであろう。とはいえ、人口は国力の最も基本的な要素でもあり、
その人口減少の進行を遅らせることは、政策的にも重要かつ可能であり、それを総合的、
戦略的に展開していく必要がある。
この点、NIRA の「人口減少と総合国力に関する研究会」の低減した少子化抑制戦略
と人口減少適応戦略が参考になる28。少子化抑制戦略は、政策資源を若年層、子育て層
対応へとシフトさせ、少子化のトレンドを直接的に遅らせようというものである。具体
的には、現在 1.32 である合計特殊出生率を 1.6 程度まで回復することを当面の目標とし、
若年層の雇用環境の改善を通じた「結婚力」の強化、子育て費用の軽減、家族形態にこ
だわらない子育てを可能にするための一連の方策を低減する。
一方、人口減少適応戦略は、人口そのものは減っても人的資源を増やすことで人的資
源立国をめざそうというものである。具体的には、女性や高齢者などの労働力を活用す
る、科学技術や外国語などのスキルに重点をおき、日本型ソフトパワーを担う人材の資
質向上を図るといったプログラムになる。

28

小林陽太郎、小峰隆夫編「人口減少と総合国力」日本経済評論社
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2004 年

これら２つの戦略は相互背反的ではないので、両者を並行して進めることが可能であ
る。また、移民の問題を含む内外の交流人口の拡大や、人口に中立的な社会保障・財政
システムの構築などが、あわせて検討を要する課題となる。

1.2.2

「希望格差社会」

●リスク化と二極化
「勝ち組」「負け組」という呼称が人口に膾炙するようになった。現在では、全員が
「勝ち組」になることはできず、メディアで多くの成功例が取り上げられたとしても、
多くの人には、そのようなことは自分にはできないと感じられている。一部の人には社
会で華々しく活躍する機会が開かれ、そうでない多くの人は、生活の不安にさらされな
がら「負け組」としてその日の生活に追われるという現状がある。このような日本社会
を覆う「将来に希望がもてる人と将来に絶望している人に分裂していく状況」が「希望
格差社会」である。29
山田昌弘によれば、生活の不安定化プロセスは「リスク化」と「二極化」という２つ
のキーワードによってとらえることができる。30「リスク化」とは、いままで安全、安
心と思われていた日常生活がリスクを伴ったものになる傾向をさして言う。30 年前まで
は、多くの人は、将来のライフスタイルを希望をもって予測し、それに沿った生活設計
を構築することが可能であった。しかし、現在では、就職難、フリーターやニートの増
大、リストラといった雇用不安が日常化した。その後も、結婚したくてもできない、老
後に不安を抱えるといった不安定性が待っている。そのような予測の可能性が低下する
社会がリスク社会である。
もう一つのキーワードが「二極化」である。戦後日本社会を特徴付けた「中流社会」
は 1990 年代半ばから中流社会の崩壊が進展し、格差の再拡大、すなわち「勝ち組」と
「負け組」が登場するに至ったのである。むしろ「中流階層が崩壊している」のではな
く、それが固定化されつつあり、中流階層なるものが流動的でその上下移動の開放性に
よって支えられていたならば、もはやそれは幻想にすぎないのであって、より端的にい
えば「努力すればそこそこ良い暮らしができるという中流幻想が崩壊した」ということ
がいえる。31実際、所得分布を見てみると、1995 年の世帯あたり平均年収は 600 万円で
あったが、2001 年には 510 万円へと大きく低下している。しかも年収 300 万円以下の世
帯が約 40％から、1995 年の 30％よりも大きく増加している。32
さらに、先に分析したように、我が国においては、世界においても例をみないスピー
ドで高齢化が進行している。少子化の影響により、生産年齢人口は既に 1995 年をピー
クに減少に転じているほか、総人口についても 2006 年をピークに減少に転じることが
見込まれている。我が国では戦後一貫して人口増加が続き、豊富な労働力の投入や需要
の拡大等を通じて高い経済成長を実現してきた。この中で、社会保障を中心とする公的
29
30
31
32

山田昌弘「希望格差社会」筑摩書房 2004 年
山田昌弘 前掲書
佐藤俊樹「不平等社会日本」中央公論社 2000 年
佐伯啓思 前掲書 2004 年
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部門も若者が多く高齢者が少ないという人口構造を前提として構築されてきた。近年の
高齢化や今後迎える人口減少は、こうした前提を突き崩すものであり、我が国の経済社
会のマクロ環境も決して明るくはなく、「希望格差社会」への進行を増幅させるように
機能している。
格差の拡大は、経済的な収入の大小にとどまらない。正社員になれる人と一生フリー
ターで過ごさざるをえない人、親などに寄生することで遊んで暮らせる人と自立してい
るためにぎりぎりの生活を強いられる人など、格差は「ステータスの格差」に及んでい
る。このような格差となると、個人の通常の努力では乗り越えることが極めて難しくな
ってくる。学力低下が叫ばれる教育の分野でも、塾などに通って十分に勉強をしている
子と家でまったく勉強をしない子の格差の拡大を平均化した結果であるとの分析がある。
33
このような様々な質的な格差の拡大が、さまざまな問題の「二極化」として表出して
きているといえる。
●社会的な不安意識の増大
我が国では、高度経済成長期から 1990 年頃までは、将来の予測可能性の高さに支えら
れて、生活基盤も安定し、生活目標が明らかで、かつその目標は到達可能なものであっ
た。この社会の安定性の結果として、犯罪率も低く、未来への信頼という意味で貯蓄性
向も高かった。その頃までの日本には、心理的な安定が備わっていた。しかし、社会が
リスク化し、二極化の傾向がますます明らかになってくると、人々は将来の生活の破綻
や生活水準の低下に不安を持つようになる。能力や親の資産があれば成功して豊かな生
活ができるかもしれないが、そうでなければ不安定な生活しか予見できないかもしれな
い。こうなると、多くの人々が苦労しても報われない、よりよい生活を求めても努力の
無駄であるという諦観が社会を覆いはじめる。こうして収入といった経済的な格差が、
職種やステータス、ライフスタイルの格差を生み、そこから未来に対する希望をもてる
かどうかという「心理的な格差」へと展開していく。
総括すれば、日本に限らず、現代の社会は、社会の不確実性が増大し、生活がリスク
に満ちたものになり、成功者の陰で弱者が社会からはじかれ、その結果、社会秩序が不
安定化するというトレンドに向いつつあるということができる。
●不安の増大にどう対応するか

リスク化、二極化の進行で不安定化した社会にどう対応するかのひとつの考え方が、
「自己責任」の強調である。すなわち、自由の拡大や個人主義の確立によって、不安定
な社会をのりきろうというものである。たしかに経済の自由化や市場化を推進し、ニュ
ーエコノミーが進展すれば、従来の制度が壊れて、その結果、若者や主婦、女性などの
ようにいままで疎外されていた人に活動の機会はもたらされることだろう。しかし、そ
のような状況にあっても、個人間に努力の限界が存在する以上、なお「勝ち組」と「負
け組」が出てくることには変わりない。収入面でのセーフティネットが制度として用意
されたとしても、弱者救済として受け取られ、安心や希望の回復につながるかどうかは
一概にいえない。
33
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とはいえ、過去存在した社会への復古を闇雲に求めても上手くいかないであろう。グ
ローバル化する社会の中で、復古的な安心社会をめざし、各種の規制を強化すればする
ほど、やる気や能力のある人は日本を見捨てて、海外に出て行ってしまう恐れが高くな
る。残された人々による国内は、「希望なき安心」になり、停滞を余儀なくされるであ
ろう。34このジレンマを乗り越えるのは用意ではないものの、「希望」と「安心」を両
立する方向性の模索が求められるといえる。
分析のインプリケーション： 社会倫理の復権と希望と安心が両立する社会のの仕組みづくり
すでに 1.1.1 や上記で議論したように、市場原理の徹底、資本主義の加速を奨励する
のでは、心理的格差の問題は対応できない。行き過ぎた競争の生み出す反動に対しては、
それに一定の歯止めをかけられるよう、株主だけではなく顧客・従業員・立地地域等の
幅広いステークホルダーの利益との調和や社会的責任を考える「節度と品格のある資本
主義」、より長期的な視点から合理性をとらえる「育てる資本主義」が基本となるべき
である。そこでは、企業の社会的責任が重視されるとともに、市場の勝者とならんで、
不条理な理由によって競争のスタートラインにも立てないような主体の利害が常に考慮
されることになる。また、勤勉、他者との共存、自尊と互恵の精神、社会的公正といっ
た倫理的価値を見直し、その基盤となる共同体、すなわち「社会」の役割と、人が希望
をもってそこで活躍する機会の増大を加速すべきであろう。この意味では、NGO や草の
根レベルでの公共的な活動が、社会の安定化に向けて果たす役割を持つものとして積極
的に捉えられることになる。
同時にこの動きが「希望なき安心と停滞」に落ち込まないような工夫が必要になる。
すなわち、訓練機会の提供から一歩踏み込んだ将来設計の支援のための一連の施策など、
「個人的対処に公共的な支援」35を拡充することが基本になるであろう。
さらに社会的価値観の問題としては、リスクに挑戦した結果としての失敗をセーフテ
ィネットによって「救済」するのではなく、むしろその失敗の経験そのものに社会的な
価値を認め、それを社会に還元することを歓迎するような意識を醸成していくことが重
要になるのではないか。この議論は、ベンチャー企業の育成方策を検討する際には非常
に重要な論点であるが、起業以外のライフスタイルの選択、およびその実現に向けて
人々が挑戦しようとする際にも、同様に言えるであろう。失敗を忌避するのではなく、
失敗から学ぶことを尊ぶ社会的な意識や規範の醸成は、個人的な対処への公共的な支援
とあわせて、さまざまな形で試行されていくべきではないか。

1.2.3

閉ざされたナショナリズムの危険

● ２種類のナショナリズム
「自らの民族と帰属する国家への共感なきコスモポリタンは、決して信頼も尊敬もされ
ないということであり、自らのアイデンティティを求める傾向は、空疎な国際化志向よ
34
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りも評価できる。ただし、自らの民族・国を愛する気持ちは、国際社会を構成する様々
な民族・国の存在への敬意へと広がりを見せなければならない。『開かれたナショナリ
ズム』でなければならないのである。とりわけ、近隣諸国の理解を得られなければ、視
野狭窄の自己主張に終わる」36
日本がグローバル化の中で生き抜くためには、「外との関係でモノを考えられる資質と力
量」を身に付けていく必要がある。その際、自らのアイデンティティを確認しながらも、多
民族に対する理解と共感を持ちうる「開かれたナショナリズム」が国民の中に定着すること
が望まれる。
残念ながら、日本は、それとは逆の「閉ざされたナショナリズム」、すなわち他民族
への理解と共感を有さない「自国の誇り」をさらけだす感情や、それに固執する勢力が
残存している。結果、ことに近隣アジア諸国との歴史認識に関わる問題で繰りかえし日
韓あるいは日中間で問題が繰り返されるほか、アジアの近隣諸国と真に永続的な信頼関
係を構築できないままでいる。

● 日韓関係と「竹島」問題
最近、この問題が先鋭的に露呈したのが、「竹島の日」条例問題である。島根県議会
は 2005 年 3 月 16 日の本会議で、「竹島の日」条例を賛成多数で可決した。条例は、明治
38 年 2 月 22 日の県告示で竹島が県の一部となり、今年で 100 年になるのを機に 2 月 22 日
を「竹島の日」とする内容であり、条例の提案理由では韓国の対応を「半世紀にわたって竹
島を不法占拠し、実効支配の動きを強化してきた」と批判した。採決では、議長を除く県議
37 人中、33 人が賛成。2 人が反対、1 人が棄権、1 人が欠席した。
これに対して、韓国内では猛反発が起きた。条例反対を訴えるデモが相次ぎ、ソウルでは
焼身自殺を図る騒ぎも起きたり37、日本人お断りとするゴルフ場が現れるなど、感情的な反
発が噴出した。韓国政府も、「竹島の日」条例成立を「第２の侵略」と見なすとして、新た
な対日政策の原則と対応策を発表し、日本に対し「過去の侵略行為への徹底した真相究明と、
心からの謝罪、反省」を求め、植民地支配下の韓国人被害者問題の「適切な解決」を促す方
針を示した38。歴史問題を外交争点にしないとした盧武鉉政権の対日路線が転換されたので
ある。
しかしながら韓国政府は、日韓が領有権を争う竹島（韓国名・独島）で「領有権を守るた
めの措置を取る」と断固とした姿勢を強調する一方で、今後も隣国として問題解決に向け外
交努力を続けるとし、国交正常化 40 周年を記念した「友情年」の中、これ以上の関係悪化
を防ぐため日本側に「誠実な対応」を求めている。日本政府も、これまで北朝鮮問題で足並
みをそろえてきた日米韓の結束が乱れかねないとの懸念から、小泉首相も日韓関係の沈静化
を図ることを最優先に事態打開を目指す考えを示し、「日本は日本領、韓国は韓国領と主張
して対立してきた。（こうした経緯を前提に）日韓友好を基調に冷静に対応する必要があ
る」と述べ、韓国側に冷静な対応を呼びかけている。本年上半期に予定されている日韓首脳
会談も、いまのところ予定通り実施される見通しである。

36
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今年は、日韓ワールドカップ共催から「韓流ブーム」を経て、日韓の相互交流が拡大
すると期待された、国交正常化 40 周年記念の「日韓友情の年」であったが、「竹島の
日」条例問題で、記念行事の中止や延期、地方自治体間の職員交流の停止など、一気に
交流が収縮している。事態を沈静化したい両国の外交当局の思惑とは裏腹に、中山文部
科学相による「学習指導要領に竹島の領有権を明記すべき」との発言、それに対して韓
国マスコミが「妄言」との猛反発、さらには歴史教科書における「竹島は韓国が不法占
拠」と記述した教科書検定合格、それに対する韓国政府の日本大使への抗議など、事態
は混迷を深める一方である。
【分析のインプリケーション】 政治的リーダーシップの責任
「国益を害してでも、自国のプライドを守れ」といったような過激な意見に対して、
外交関係に感情を持ち込まないよう、国民を説得するのは政治的リーダーシップの役割
であり、責任である。逆に、国内的な政治的浮揚力を得ようとする意図から、「閉ざさ
れたナショナリズム」に訴えるような行動をとるのは厳に慎まなければならない。
常任理事国入りや東アジアでの安定的な域内秩序の構築に日本として取り組もうとす
るならば、口先だけではない「真に永続する信頼関係」を、韓国、中国を始めとした東
アジア諸国と真剣に議論し、具現化していくことが、日本の外交において極めて重要な
課題だということがあらためて確認される。

1.2.4

新たな労働の担い手：女性、高齢者、外国人

● 労働力をどう確保するか
仮に少子化対策が功を奏して出生率が増加に転じたとしても、人口構造はすぐには
変化しない。また、現時点での出生率の動向は、以後 70〜80 年に渡って人口構造を
決定づけることから、これまでの人口構造の歪みは、外国人・移民労働者を大量に受
け入れるといった極端な政策をとらない限り実質的に修復不可能である。高齢化・人
口減少を前提とした経済社会の仕組み作りは不可避である。
● 女性の社会進出
少子高齢化に労働力不足の対策として女性の社会進出がある。人口減少社会への移行
に伴って、今後労働力が減少することが見込まれる。我が国経済の知識・技術集約化が
進み、労働力節約型の産業構造が実現すれば、必ずしも労働力不足に見舞われるとは限
らないとの考え方もあり得る。しかし、一方で高齢化等に伴い福祉・介護サービス等の
労働集約的な分野が拡大することも見込まれている。したがって労働力の減少の影響を
緩和するためには、働きたいとの希望を持っている女性や高齢者の就業を促進すること
が不可欠である。
我が国における女性の年齢階級別の労働力率は、20 歳台後半から 30 歳台の出産・
育児期にくぼむという M 字型のカーブになることが知られている。これは、就業と出
産・育児の両立が難しいことから、就業を断念しているということを示しているものと
考えられ、他の先進諸国ではほとんどみられない現象である。これを 10 年前、20 年前
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と比べると、2002 年には M 字の底の 30〜34 歳女性の労働力率が 60.0％となるなど、女
性の社会進出により労働力率は全体として上がってきているが、M 字型カーブの形状を
解消するまでには至っていない。
では、現在は働いていないものの、条件さえ整えば働きたいと思っている女性が就業
したらどうなるだろうか。実際の労働力率に就業希望者を加えたものを「潜在的労働力
率」とすると、潜在的労働力率では M 字型のカーブがほぼ解消される。これは、就業と
出産・育児の両立支援を進めれば、女性の労働力率を高めることができることを示唆し
ている。
以上のように子育て期を中心とする女性の労働力率が向上すれば、労働力人口の減少
をある程度相殺することは可能である。
● ニート・フリーター問題
ニートとは、「Not in Education, Employment, or Training」の頭文字（NEET）に
よる造語で、学生でもなく、職業訓練もしていない無業者のこと。仕事をせず、就職意
思がない点でフリーターと区別される。
ニートについて東大助教授の玄田有史によれば「失われた 10 年で、社会が一人前の
大人を育てる自信を失った。それがそのまま若い人の自信のなさにつながっている。と
はいえ自信のなさは、実際には『自分はもっとできるはず』とか根拠のない自信と表裏
一体です。できないことを認めて、開き直ることができない。『自分らしい生き方』を
探さなければという強迫観念が強い」、と述べている。39
つまりニートという言葉の奥底には、ビジョンなき日本の自信喪失感があると玄田氏
は指摘しているのである。確かに一部の経済学者が指摘するように、ニートやフリータ
ーは雇用流動化の一つの要因に過ぎず、そこまで悲観的になる必要はないという考え方
もできる。しかしながら、ニートやフリーターの人口が大きくなれば、人的資本の蓄積
がなされず、結果的に総合国力の低下を招きかねない恐れもある。日本はなんらかの明
確な社会ビジョンを示し、若者に働く希望や意欲をわかせるような社会作りを行ってい
く必要があるといえるだろう。
● 高齢者の労働力の活用
我が国の高齢者の労働力率は諸外国に比べて高い。60 代前半の高齢者で 50％超、65
歳以上で 20％を超えており、いずれでみても、諸外国の労働力率を上回っている。これ
は、日本の高齢者は相対的に高い就業意欲をもっていることの現れと考えられる。
しかし、高齢者の労働力率は最近低下の傾向にある。これは、65 歳以上人口の中でも
より高齢である人々の割合が増加していることや、社会保障の充実により、高齢者の経
済力が向上していることによる面もあると考えられるが、自営業者の減少や経済情勢の
悪化等により、高齢者の雇用機会が減少していることによるものとも考えられる。また、
39
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高齢者の完全失業率をみても、2002 年は、60〜64 歳では 7.7％となるなど、雇用環境は
厳しいものとなっている。このことは、働く意思のある高齢者を十分に活用できていな
い状況を示している。
● 今後の課題
以上、女性や高齢者の就業状況をみてきたが、高い就業意欲を持ちながら、就業でき
ない状況にあることが分かった。今後本格的に進行する労働力人口の減少を緩和するた
め、働きたい人がその意欲と能力に応じて、ライフスタイルに合致した多様な働き方を
選択し、自己の持てる能力を十分に発揮できるような就業環境を整備することが重要で
ある。
そのためには、技能・能力に応じた賃金・昇進体系の整備、短時間勤務や隔日勤務な
ど柔軟な勤務形態の拡充、再就職を含めた雇用・就業機会の十分な確保等、働き方の多
様化等を通じて、女性や高齢者が働きやすい環境づくりを促進することが必要である。
また、女性や高齢者に特有の施策としては、次のようなものがある。
まず女性については、少子化対策における取組と同様、仕事と育児の両立のため、基
本的には保育所の充実が重要である。このことは、保育所定員数と女性の有業率との関
係をみても明らかである。都道府県データをサンプルとして乳幼児を持つ女性の一人当
たり保育所定員数と乳幼児を持つ女性の有業率の関係をみると、保育所定員数が多いほ
ど女性の有業率が高いとの関係がみられる。小学校低学年の子どもを持つ家庭について
は、放課後児童クラブの拡充が重要である。これらの施策は、「エンゼルプラン（96 年
12 月）」、「新エンゼルプラン（98 年 12 月）」において、充実が図られているところ
である。また、子育てをしながら働き続けることのできる職場環境の整備も重要である。
具体的には、育児休業を取りやすく、職場復帰をしやすい環境づくりや、働き方の多様
化等が必要である。
さらに、女性と就業の問題をめぐっては、公的年金制度における第３号被保険者制度、
税制における配偶者に係る控除制度、企業の福利厚生制度における配偶者手当等があい
まって専業主婦（世帯）を優遇する結果となっている。今後更に重要となる女性の労働
力を有効活用するため、女性の就業・非就業の選択に対し、より中立的な制度への転換
が必要である。
一方、高齢者については公的年金制度において支給開始年齢が段階的に 65 歳までに
引き上げられることになっていることから、少なくとも 65 歳までの就業機会を確保す
る必要性がますます高まってきている。したがって、定年の引上げや継続雇用制度導入
の促進など、65 歳までの安定した雇用の確保を一層確実なものとするような取組を強化
する必要がある。その際、個々の高齢者の就業能力に応じ、多様な勤務形態を認めるこ
とが必要である。
また、改善が図られてきたとはいえ、公的年金制度における在職老齢年金制度が高
齢者の就業意欲を抑制しているのではないかとの指摘もある。今後、高齢化に伴い社会
保障給付費が急速に増大していくことを考えれば、高齢者が就業し、社会保障制度を支
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える側にとどまることの経済的意義は大きい。高齢者の就業選択により中立的なものに
見直していく必要がある。
● もう一つの解決策としての外国人労働者・移民

また、外国人労働者の受け入れも一つの方策としてあげられる。我が国の生産年齢人
口の減少を補うために外国人・移民労働者の受入れがしばしば議論されるが、この問題
をどのように考えるべきであろうか。
少子・高齢化は先進諸国の共通の課題であり、EU 域内における最大の外国人・移
民労働者の受入国であるドイツでは、労働力不足や社会保障制度の安定化を図るべく外
国人・移民政策を推進しており、ドイツに居住する外国人・移民の数は約 730 万人と、
総人口の 8.9％を占めている。またアメリカでは、数量割当のもとで家族統合と専門的
職業に従事する就労目的移民の積極的受入れを目的に、この 10 年間で年平均 90 万人の
移民を受け入れ、総人口の 10.6％を外国人が占めている（いずれも 2000 年の数字）。
我が国における 2001 年末現在の外国人登録者は 178 万人（総人口の約 1.4％）となっ
ている。この 10 年間で総数は約 1.5 倍（年平均で 5 万人の増加）となっており、今後
も増加していくことが見込まれる。しかし我が国における人口の減少は急速であり、こ
れを外国人・移民の受入れにより補おうとすれば、総人口を維持するためには年間 34
万人、生産年齢人口を維持するためには年間約 64 万人の外国人・移民の受入れが必要
になる。
現在の我が国社会の外国人をめぐる状況を考えれば、現状の 10 倍以上の外国人・移
民労働者を継続的に受け入れていくことには多くの課題がある。外国人・移民労働者の
受入れは、国内労働市場や社会的コスト等の点で我が国経済社会に多大な影響を及ぼす
とともに、送り出し国や外国人・移民労働者本人にとっての影響も極めて大きいと考え
られることから、慎重な検討が必要である。
ただし、我が国の経済社会の活性化・国際化を図る観点から、専門的・技術的分野の
外国人・移民労働者を受け入れていくことは重要であり、国籍・年齢・性別を問わず勤
労意欲と能力のある者が適材適所で働くことのできる仕組みをつくるとともに、我が国
で働くことの魅力を高めていくことが必要である。
【分析のインプリケーション】 「ロボット」か「移民」かの選択
生産年令人口の減少、労働力不足に対しては、まず女性や高齢者、ニート・フリータ
ー層の活用を図るのが喫緊の課題になる。しかし、それだけでは対応が難しくなったと
き、とりうる方策は２つしかない。一つは、労働生産性の上昇を図るものであり、例え
ばロボットや機械化の進展によりそれは担保できる。もう一つは、労働力市場の国際的
な解放であり、端的に外国人労働者や移民の受け入れ増大を意味する。
人口減少は着実に進展していくことから、これらの方策を社会的に選択する時間的余
裕はあまり残されていないかもしれないが、後者の外国人受入れ増大策を採用する場合、
労働力の確保や多文化社会の実現といったメリットを得つつ、国内の外国人の人権をど
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のように制度的に保障していくか、社会的コストの増大をどう抑制するか、受け入れに
係る職種や制限のあり方等について、検討が必要になってくるであろう。

1.2.5

「国力」の源泉としての人材育成

● 初頭・中等教育

我が国の子どもたちの学力は、国際的に見て成績は上位にあるものの、(1)判断力や
表現力が十分に身に付いていないこと、(2)勉強が好きだと思う子どもが少ないなど、
学習意欲が必ずしも高くないこと、(3)学校の授業以外の勉強以外の勉強時間が少ない
など、学習習慣が十分身に付いていないことなどの点で課題が指摘されているほか、学
力に関連して、自然体験・生活体験など子どもたちの学びを支える体験が不足し、人や
ものと関わる力が低下しているなどの課題が明らかになっている。
こうした中でも文部科学省は、様々な施策を練っているが、数年の間にゆとり教育か
ら路線変更してしまうなど、その施策には一貫性がない。今後は将来的な展望をしっか
りと見極めた上で、首尾一貫した教育改革を実施する必要があると言えるだろう。
● 高等教育改革

日本国の競争力を維持するためには、何らかの専門性を生かすことができる労働生産
性の高い人材を数多く生み出していく必要がある。つまり、急速な技術革新、産業構造
の変化に伴い、これまで以上に先端科学技術の分野を中心に、独創的で高度な教育研究
の推進が求められており、今後とも、特に、大学院に重点を置いて人材の養成に努めて
いくことが重要である。
こうした中で、理工系の大学院については、国立大学が大きな役割を果たしており、
平成 15 年度においては 4 大学で 4 研究科等を、12 大学で 40 専攻を新たに設置した。
また、我が国の研究開発力を高めるためには、学外における高度な研究水準を有する
民間研究機関等の施設・設備や人的資源を活用して大学院教育を行うことも重要である。
このため、大学院が教育上有益と認めるときは、学生が研究所等において必要な研究指
導を受けることができる(大学院設置基準第 13 条)こととされており、大学院と民間の
研究機関等が連携を図り、大学院学生の研究指導を行う連携大学院の活用実績も平成 15
年度 92 大学 175 研究科(国公私立大学)で実施しており、年々拡大している。また、国
立大学においては、社会との連携の充実等の観点から民間等からの寄附で設置される寄
附講座は、平成 16 年 1 月現在、22 大学 38 研究科に 81 講座設置されている。また、平
成 15 年 4 月に高度専門職業人養成に特化した実践的な教育を行う専門職大学院(プロフ
ェッショナルスクール)制度が創設され、平成 15 年度現在で 8 大学 10 専攻が設置され
ているところである。
● 社会人教育、生涯学習
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人間は、その自然的、社会的、文化的環境とのかかわり合いの中で自己を形成してい
くものであるが、教育は、人間がその生涯を通じて資質・能力を伸ばし、主体的な成
長・発達を続けていく上で重要な役割を担っている。
現代の社会では、我々は、あらゆる年齢層にわたり、学校はもとより、家庭、職場や
地域社会における種々の教育機能を通じ、また、各種の情報や文化的事象の影響の下に、
知識・技術を習得し、情操を培い、心身の健康を保持・増進するなど、自己の形成と生
活の向上とに必要な事柄を学ぶのである。
したがって、今後の教育の在り方を検討するに当たっては、人々の生涯の各時期にお
ける人間形成上及び生活上の課題と社会の各分野における多様な教育機能とを考慮に入
れることが必要である。
今日、変化の激しい社会にあって、人々は、自己の充実・啓発や生活の向上のため、
適切かつ豊かな学習の機会を求めている。これらの学習は、各人が自発的意思に基づい
て行うことを基本とするものであり、必要に応じて自己に適した手段・方法は、これを
自ら選びながら生涯を通じて行うものである。その意味ではこれを生涯学習と呼ぶのが
ふさわしい。
この生涯学習のために、自ら学習する意欲と能力を養い、社会の様々な教育機能を相
互の関連性を考慮しつつ総合的に整備・充実しようとするのが生涯教育の考え方である。
言い換えれば、生涯教育とは、国民の一人一人が充実した人生を送ることを目指して生
涯にわたって行う学習を助けるために、教育制度全体がその上に打ち立てられるべき基
本的な理念である。
このような生涯教育の考え方は、ユネスコが提唱し、近年、国際的な大きな流れとし
て、多数の国々において広く合意を得つつある。また、OECD が、義務教育終了後におけ
る就学の時期や方法を弾力的なものとし、生涯にわたって、教育を受けることと労働な
どの諸活動とを交互に行えるようにする、いわゆる リカレント教育 を提唱したのも、
この生涯教育の考え方によるものである。
我が国にあっては、人々の教育・学習のための機会は、公的あるいは民間諸部門の努
力や活力によって豊富に存在するが、生涯教育の観点からみれば、なお吟味・改善を要
する部分や、相互の連携・協力をより適切に進めるべき点が少なくない。
また、我が国には、個人が人生の比較的早い時期に得た学歴を社会がややもすれば過
大に評価する、いわゆる学歴偏重の社会的風潮があり、そのため過度の受験競争をもた
らすなど、教育はもとより社会の諸分野に種々のひずみを生じている。今後、このよう
な傾向を改め、広く社会全体が生涯教育の考え方に立って、人々の生涯を通ずる自己向
上の努力を尊び、それを正当に評価する、いわゆる学習社会の方向を目指すことが望ま
れる。
【分析のインプリケーション】 課題としての「人的資源立国」
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1.2.1 で分析したように、人口構造の成熟化のトレンドは着実に進行する。国力の源
泉としての人口において、人的資源の「量的な拡大」を望むのが困難な現状では、日本
の国際的なプレゼンスを保つ上で、人的資源の「質的な拡充」こそが、追求すべき方向
性ということになる。「人的資源立国」をめざすことが極めて重要な課題となる所以で
ある。この意味において、教育政策の果たす役割は大きく。R・ローズクランスが主張
する「バーチャル国家」として日本が安定的に「高付加価値」の財・サービスを提供し
続けることができるよう、「日本型ソフトパワーを担う人材の資質向上」をめざした方
策の一環として、教育政策を検証・再構築する必要がある。
さらに、ソフトパワーの時代と言われる 21 世紀、日本が世界のなかで平和と繁栄を
維持するためには、世界に通用する説得力ある発言、政策的ディベートを実践できる能
力が求められるようになる。

1.2.6

地球環境問題とエネルギー確保とのバランス

● 化石燃料への依存と地球温暖化問題

地球環境問題は、21 世紀のグローバル・ガバナンスに関する深刻な課題の一つである。
酸性雨、森林破壊による砂漠化の進展など、さまざまな深刻な問題が懸念されているが、
中でも地球温暖化と気候変動の問題は、化石燃料にエネルギーを依存して発展してきた
現代社会に大きな警鐘を鳴らしている。
大気中には、二酸化炭素、メタン等の温室効果ガスが含まれており、これらのガスの
温室効果により、人間や動植物にとって住み良い大気温度が保たれてきた。ところが、
近年の人間活動の拡大に伴って温室効果ガスが人為的に大量に大気中に排出されること
で、温室効果が強まって地球が過度に温暖化するおそれが生じている。特に二酸化炭素
は、化石燃料の燃焼などによって膨大な量が人為的に排出されている。地球温暖化への
二酸化炭素の寄与度は、全世界における産業革命以降の累積で約 60％を占めている。40
気候変動に関する政府間パネル（IPCC）が 2001 年に取りまとめた第３次評価報告書
によれば、全球平均地上気温は 20 世紀中に約 0.6℃上昇し、それに伴って平均海面水位
が 10〜20cm 上昇した。20 世紀における温暖化の程度は、過去 1000 年のいかなる世紀と
比べても、最も著しかった可能性が高いとされる。同報告では、過去 50 年間に観測さ
れた温暖化の大部分が人間活動に起因しているという、新たな、かつより強力な証拠が
得られたことが指摘されている。
また、同報告では、世界全体の経済成長や人口、技術開発、経済・エネルギー構造等
の動向について一定の前提条件を設けた複数のシナリオに基づく将来予測を行っており、
1990 年から 2100 年までの全球平均地上気温の上昇は、1.4〜5.8℃と予測されている。
ほとんどすべての陸地は、特に北半球高緯度の寒候期において、全球平均よりも急速に
温暖化する可能性がかなり高いとされている。このような気温の上昇は、過去１万年の
間にも観測されたことがないほどの大きさである可能性がかなり高いと指摘されている。

40

以下、環境白書（平成 16 年版）による
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日本でも、気象庁の観測によると、日本でも年平均気温はこの 100 年間で約 1.0℃上
昇しており、特に 1980 年代からの上昇が著しくなっている。平成 13 年３月の環境省報
告書「地球温暖化の日本への影響」によれば、今後 100 年間の気温上昇が、南日本で
4℃、北日本で 5℃と予測される。また、オホーツク海の海氷面積の減少や、動植物の生
息域の移動等温暖化による自然環境等への影響が既に現れつつあるとしており、さらに、
今後温暖化の進行によって、水資源、農林水産業、生態系、沿岸域、エネルギー、健康
等の広範な分野にわたりさまざまな影響が生じることが予測されている。
こうした地球温暖化が進行するのに伴い、人類の生活環境や生物の生息環境に広範で
深刻な影響が生じるおそれがある。具体的には海面上昇による土地の喪失、特に途上国
における経済活動へのインパクトによる貧富の格差の拡大、熱波や疫病による健康被害、
食糧生産への影響、生態系への悪影響などである。
● 京都議定書の発効と今後の課題

このような問題に対応するため、京都で開催された第 3 回国連気候変動枠組み条約締
約国会議（COP3）で合意された京都議定書が採択されたのは、1997 年のことであった。
しかしその発効までにはさらに大きな紆余曲折があった。
2001 年 3 月、アメリカ合衆国のブッシュ大統領は、京都議定書からの離脱を言明した
ため、その発効が大きく危ぶまれた。しかし、その後の関係者たちの粘り強い交渉の末、
2004 年 11 月４日、ロシアが批准し、その結果、議定書第 25 条に定められている、1)条
約の締約国 55 カ国以上の締結、2)1990 年における先進国の CO2 排出量の 55％を占める
先進国の締結という 2 つの発効要件を満たし、その 90 日後の 2005 年 2 月 16 日に国際
法として発効したのである。
京都議定書では、二酸化炭素（CO2）をはじめとする温室効果ガス排出を削減する義
務を、まず主要な先進諸国に課すことになった。日本は、2008 年から 5 年間で 1990 年
の二酸化炭素（CO2）排出水準から 6％削減することが義務付けられている。しかし、現
時点で日本の排出量は 1990 年水準を大きく超えており、削減目標を達成するためには
現状より 14％も減らさなければならない、政府は達成の見通しを示すが、家庭や運輸部
門での排出量は増え続けており、個別に検証すると達成のめどは立っていないといわざ
るを得ない。削減目標達成の切り札として、炭素税の導入が政府で検討されているもの
の、製造業を中心として反対論は根強く、いまだコンセンサスは形成されていない。一
方で目標未達成となった場合、ペナルティが発生することになり、財政的な損失のみな
らず、COP3 の議長国としての権威の失墜も懸念されているところである。
● 日本の石油依存とアジア地域のエネルギー需給の逼迫

日本は、世界第 4 位のエネルギー消費国である。資源が乏しい国であることから、
エネルギーの大半は輸入に頼っており、自給率は 20％程度とされている。エネルギー源
の安定的な確保は、今後も外交政策上の重要な課題であり続けることであろう。
我が国は石油危機を契機として、ほとんど全面的に輸入に頼らざるをえない石油への
依存からの脱却を図り、原子力開発と電源の多様化に取り組んできたが、今後は京都議
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定書の締結国として、エネルギー消費量削減と同時に CO2 削減に向け、一層の努力が必
要となっている。今後のエネルギー需給の見通しでは、下図のとおり、日本の電力消費
は、2021 年にピークを迎えることが予想されている。これは主に、少子高齢化により日
本の総人口が減少に向うトレンドに乗るということの影響によるものである。
図 1： 日本の電力需要予測41

しかし、世界的に見た場合、アジア地域の経済的な台頭を反映して、一次エネルギー
の需給は逼迫する公算が大きい。2000〜2050年間の世界全体のGDP成長率は1980〜1999
年間の年率3.4％から年率1.7％と低下傾向を見込んだ試算では、世界の一次エネルギー
需要の伸びは、1980〜1999年間の年率1.6％から、2000〜2050年間では年率1.0％となる。
地域別には、G7諸国では成長鈍化や省エネルギーの進展により年率0.5％の伸び、高成
長が続くアジアでは年率2.4％と相対的に高い伸びが続く。また、世界の石油需要の中
東依存度は今後急上昇を遂げると予想され、供給の不安定化や価格変動リスクに対して、
エネルギー源の多様化戦略が不可欠である。また、アジアのエネルギー需要の増大が地
球温暖化問題の深刻化に繋がらないよう、先進国と途上国間の実のある協調体制の構築
が必要となっている。 42
【分析のインプリケーション】 3 つのＥのバランスと、ポートフォリオ戦略
生活水準の維持向上と両立する形で、成長における持続可能性を追求し、現実化する
ためには、3 つの E、経済（Economy）、環境（Environment）、エネルギー（Energy）
の 3 つのファクターを、バランスよく制御していくことがカギとなる。将来世代の取り
分を剥奪するような環境収奪型あるいは資源収奪型の経済活動とは一線を画し、3 者の

41
42

鈴木達次郎氏検討会資料より
2050年までの世界エネルギー需給の長期展望

「電中研報告」
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バランスに配慮しつつ、持続的な成長のための資源確保ではポートフォリオ・マネジメ
ントを実践することが重要である。
エネルギーは、供給および需要の両面で、将来見通しの不確実性が高く、単一のエネ
ルギー政策では対応が困難である。日本は、いずれエネルギー需要がピークを迎え、減
少していくと予想されるものの、世界の石油需要の中東依存度は今後急上昇を遂げると
予想されることから、供給の不安定化や価格変動リスクをマネージできるよう、エネル
ギー源の多様化（ポートフォリオ）戦略が不可欠である。同時に、エネルギー効率の改
善、すなわち省エネは、すべてのエネルギーシナリオにおいても有効な方策としてあり
続ける。
また、途上国、特にアジアのエネルギー需要の増大が地球温暖化問題の深刻化に繋が
らないよう、先進国と途上国間の協調体制の構築、強化が不可欠だといえる。

1.2.7

安全保障と国際協力

● 安全保障論議の転機

1990 年代を通して、防衛政策や安全保障政策をめぐる 55 年体制の前提は大きく変わ
り、憲法 9 条論議の活発化や自衛隊の国連平和維持活動への参加など、戦後長くタブー
視されてきたことが当然のごとくに議論されるようになった。そして、政治家の間で、
平和主義の後退に勢いを得た、タカ派的な外交論や防衛論議が目立つようになってきて
いる。
1990 年代を通して実際に日本の安全保障政策の変容として重要な点は、国際社会の平
和と安定を維持する多国間の共同作業への参画が深まったことである。その第一歩は、
1991 年の湾岸戦争において、戦費負担への感謝の言葉も得られず、「Too little、 too
late」という強烈な批判を受けた経験をへて、戦後のペルシャ湾への掃海艇派遣や、カ
ンボジアでの国連平和維持活動に自衛隊を派遣したことであろう。各種世論調査で、国
際貢献への障害になるという理由から憲法 9 条の改正を支持する世論が増えたのも、
1990 年代の大きな特徴であった。
このことは、狭い意味での国家安全保障ではなく、国際安全保障とでも呼ぶべき領域
へ日本人の意識が高まってきた証しでもある。
そして、2001 年の「9･11」テロによって、国際安全保障は新しい局面に入った。
振り返ってみれば、「9･11」テロ直後の国際社会の対米支持は、圧倒的だった。中国
も、アフガニスタンに対する武力攻撃を認める国連安保理決議に賛成票を投じた。中国
が一主権国家に対する国連加盟国の武力行使に賛成したのは、初めてのことだった。欧
州諸国も、米国に対する攻撃を大西洋条約機構（NATO）全体に対する攻撃であると認定
して、戦後初めて集団自衛を定めた NATO の条項を発動した。
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したがって、同盟国である日本の小泉首相がブッシュ大統領を全面的に支持したこと
は、国際安全保障という観点から理解できる。事実、アフガニスタンでの戦争の後方支
援のために策定された「テロ特措法」の根拠は、国連憲章と国連安保理決議であった。
したがって、日本の活動は対米支援にとどまらず、英国艦への補給も可能となったので
ある。
以上のことは、ブッシュ大統領による「悪の枢軸」演説からイラク攻撃への展開とは
区別して考える必要がある。イラク攻撃以降のフランスやドイツによるブッシュ政権批
判は、国際安全保障における米国のリーダーシップへの抵抗ではない。むしろ、健全な
国際協調主義に基づくリーダーシップへの回帰を働きかけるものと考えるべきであろう。
● イラク戦争後の日本の立ち位置：「対米関係第一主義」の加速

イラク戦争に到るアメリカの単独主義的行動、国連軽視の動きは、すでに 1.1 の分析
において確認してきたところである。アメリカは、アフガニスタンへの武力攻撃の際と
は異なり、国際社会の理解を得られぬまま、ついには信憑性が事後的に覆された「大量
破壊兵器の保有と使用の危険」を大義名分として、イラクへの武力行使に踏み切った。
湾岸戦争時の合計 130 億ドルの戦費拠出等に対して「Too little, too late」の批判に
直面した日本は、今回の「Show the flag」というアメリカからの要請に反応し、国際
社会でユニラテラルな行動を貫くアメリカに追随し、それを全面的に支持する形でイー
ジス艦を派遣したり、イラク占領後の人道的支援の観点から自衛隊をイラクに派遣した
ところである。
日本外交を欧州と同列に論じることができない背景の一つとして、日本外交には欧州
のように多国間外交の足場がないという点がある。自衛隊の海外派遣に代表されるよう
な日本の国際安全保障への参画行動を、日本の「軍拡」路線のカモフラージュでしかな
いのではないかという猜疑心で、アジアの周辺諸国は眺めている。靖国神社参拝や竹島
問題に関して「学習指導に日本固有の領土と明記すべきだ」等、日本の政治家のネオ・
ナショナリズム的な発言が、そうした疑念に油を注ぐ。
残念なことに、上記の現状が継続するならば、日本の国際貢献は、「日米同盟第一」
の枠組み中で推移することを余儀なくされながら、かつアジア地域の諸国との強固な信
頼関係が不在のまま、「軍国主義復活」の批判や懸念を将来にわたって日本が受けつづ
けるというシナリオが想定されるであろう。
●日本の国際協力の実績43
国際協力の一般的なねらいは、国力に相応しい経済的・人的協力を展開することによ
り、日本外交にとり好ましい国際環境を醸成することにある。そのような国際環境が形
成されることによって、環境、軍縮、経済等様々な分野の世界的なルール作りで日本が
主導的な立場を確保できるようになる。
日本の国際協力の実績は、大きくいって 4 種類がある。
43

本項の内容は、主に草野厚教授の指摘による
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①

②

③

④

国連 PKO への参加
国際平和協力法（1992 年）を法的根拠として行なわれるもので、1992 年のカン
ボジア、1996 年からのゴラン高原、2002 年の東チモールなどで実績がある。
国連安保理決議を前提とした多国籍軍への参加
ただしこれは武力行使に関わるものは含まれず、後方支援や人道的措置の一環と
して行なわれる。根拠法令には、テロ対策特別措置法（2002 年）、イラク特別
措置法（2003 年）がある。実績としては、2001 年のインド洋沖での給油活動や、
2004 年からのイラクでの活動などがある。
国際的自然災害に対する自衛隊派遣
国際緊急援助隊法（1992 年）によって可能になったもので、自衛隊による自然
災害に対する人命救助や復旧支援などである。1998 年のホンジュラス、1999 年
のトルコ、2004 年のインドネシアなどの例がある。ただし、自衛隊法上、国際
協力業務は、現在でも本来任務になっていない。
経済協力（ODA）の展開
新 ODA 大綱、中期政策、国別援助計画等を法的枠組みとして行なわれる、円借款
などの有償資金協力、無償資金協力、技術協力などである。日本の ODA は、戦後
の経済復興がおわり、高度成長が始まりはじめた 1960 年代から本格的にはじま
りまった。「経済大国」化をはたした 1970 年代後半からは、中国や韓国・東南
アジアや太平洋地域を中心とした巨額の ODA が展開され、1991 年には日本は世
界最大の ODA 援助国となり、今日にまで至っている。全世界の ODA 支出の 4 分の
1 を日本が支出していることになる。
図 2

日本の ODA の大きさ44

●日本の国際協力に対する海外の評価
まず、有償資金協力、無償資金協力、技術協力のセットによる日本の経済協力に対し
ては、円借款による経済インフラの整備と技術協力による人づくりとがあいまって、途
上国、特にアジアの経済発展に大きく寄与したと評価されている。日本のＯＤＡは他の

44

辻正之「よくわかる政治」http://allabout.co.jp/career/politicsabc/profile/mbiopage.htm
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ドナー国と比較して有償部分の比率が高いため、かつてその点が批判されていたものの、
経済インフラの重要性が貧困の削減の観点から現在では再評価されるようになってきた。
他方、PKO や多国籍軍への自衛隊による後方支援、人道支援は、これまでのところ高
く評価されてきている。ただし、ＰＫＯの本体業務で監視業務への不参加や武器使用の
極端な制限など、憲法上の制約からくる国際的には標準的といえない参加の形態につい
ては、理解が得られているとは言い難い。
【分析のインプリケーション】 「非軍事型国際貢献」の拡充を考える際の論点
日本の絶対条件として憲法の精神の遵守、平和主義があるが、この点について、近い
将来の変更はおそらくないであろう。よって、日本としては、国際社会の安全保障にお
いて、軍事力による貢献ではなく、引き続き非軍事面での貢献が主眼となる。
総論として、日本の財政逼迫と少子高齢化による予算制約がますます厳しくなるなか、
国際貢献への予算増がさらに厳しくなっていく。同時に、日本の国連の安全保障理事国
入りと関連して、国際社会からは、経済協力の大幅な増額が期待されており、このジレ
ンマ状況をマネージすることが強く求められるようになる。
日本は ODA や自衛隊の海外援助を戦略的に活用すれば、国際社会、特にアジアにおけ
る発言力を飛躍的に伸ばすこともできる。ただしその際、単なる「金配り」と認知され
ないよう、日本なりの問題意識と理念を明確し、国際社会を発信することが肝要になる。
換言すれば、外交と ODA との関係性を、これまで以上に強く意識した国際協力政策が求
められるようになる。
具体的には、従来得意としてきたインフラ整備等の領域で中長期的な経済発展の支援
目指しつつも、環境問題対応 ODA の重視や核不拡散政策とリンクした経済協力の展開な
ど、日本のビジョンの具現化を意識した ODA 展開を検討していくべきである。同時に経
済援助の既卒業国や卒業予定国(タイ、中国など)と共同して支援活動を行っていくこと
も、東アジア地域有効な方法と言えるだろう。
海外での自衛隊の人道復興支援を、国内世論は基本的に支持している。また、ODA では安
全保障面での支援を行なうことができないので、テロ対策などで効果的な協力を行なうこと
が困難になっている。自衛隊の国際貢献活動に関しては、平和主義・専守防衛の基本線を前
提としながら、そのミッションと関与の限度を明確化する趣旨から、法的枠組みを整備する
ことが必要だと考えられる。具体的には、自衛隊などの国際平和協力活動を一般法として整
備し、紛争解決のための武力行使を含まないことを明確にしながら、現行の PKO5 原則
における武器使用や撤退条項の見直し検討が必要になるだろう。同様に国際緊急援助隊
法を見直して、紛争起因の災害地でも、JICA の緊急援助隊を必要に応じて派遣できるよ
うにする枠組を整備しておくことも必要だろう。

1.2.8

先端技術とものづくり振興

● 日本のモデルとしての「バーチャル国家」
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土地が生産の主要素だった時代、国家は他国を攻撃し領土を拡張したいという誘惑に
とらわれてきた。第二次大戦後、国家の努力目標は、領土の支配から世界貿易に占める
自国のシェアの増大へとシフトしてきた。すなわち「通商国家」の時代である。
さらに、情報通信技術の飛躍的な進展を背景として資本の移動性が高まり、自国産業
の海外生産の比率が高まるにつれて、土地よりも、技術、知識、直接投資の価値が上昇
するようになって、国家の機能もさらに変質をとげていく。すなわち土地、資源、原材
料という生産要素よりも、良質な労働力、資本、情報をもっぱら重視し、最新技術の研
究開発から、高付加価値製品の生産、製品設計、マーケティング、ファイナンシングと
いった諸活動に大きな富の源泉を見出すような、R・ローズクランスが提唱するところ
の「バーチャル国家」の出現である。この方向性に 21 世紀の日本のビジョンが示唆さ
れる。
バーチャル国家モデルでは、先端技術の振興およびそれを中核とした生産関連活動の
再デザインが極めて重要な政策課題となる。現在の我が国の製造業は、自動車生産をそ
の代表として、国際市場において強みを発揮しているが、「ポスト自動車」のプロダク
トマネジメントを真剣に検討すべき時期が到来しているといえる。
● 各国の産業政策

海外における産業政策は、競争力強化政策もしくはそれとは別の文脈によって、積極
的に政策関与が展開されている。
米国では、伝統的に、軍事（国防省）、航空宇宙（航空宇宙局）、情報（商務省）、
医薬品（国立衛生研究所）、エネルギー（エネルギー省）等、行政機関による研究、調
達、民間転用を中心とする産業政策が展開されている。生産からライフスタイルにいた
るまでのパラダイム転換をもたらしたインターネットは、軍事技術の民生転用の好例で
ある。軍事領域である原子力潜水艦の管理技術を維持することによって、民生利用とし
ての原子力発電に関する技術や技術者をプールしておけるなど、技術戦略を柔軟に展開
する環境が整備されているともいえる。また、日本型の産業政策についても、クリント
ン政権下において SBIR（中小企業革新研究事業）などで一部導入されている。
欧州は、1990 年代に入ってから体系的な産業政策の導入がみられ、EU 域内における
各国の政策調整が進められてきた。横断的な産業政策だけでなく、個別の産業分野にお
ける施策も深化してきている。特に重視されている分野は、鉄鋼、化学、航空宇宙、バ
イオ、電気通信分野であり、航空宇宙産業では特定企業の支援を協力に実施している。
韓国では、伝統的に日本型の産業政策が展開されてきている。通貨危機を一つのきっ
かけとして、財閥改革がすすめられる中、映画振興に代表されるコンテンツ産業、観光
産業に関する産業政策に特色が見られる。
中国では、1989 年から日本の産業政策をベースに、体系的な産業政策が導入されてき
ている。具体的には、戦略的外資導入・禁止政策や留学生の帰国奨励策、先端技術の積
極導入策が進められているところである。
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● 日本の科学技術振興策の現状

近年の研究開発は、高度化かつ複雑化し、境界領域、複合領域に拡大してきており、
今後、創造的な科学技術の振興を図るためには、研究組織の枠を超えた人的・物的研究
交流及びそれを可能とする体制の整備を積極的に推進し、限られた研究資源の効率的か
つ効果的な活用を図ることが重要になっている。さらに研究交流は、大学等の公的研究
機関の研究成果の企業等への移転と大学等の公的研究機関の研究への企業等のニーズの
反映を促すという点でも重要である。
産学官の研究交流の促進を図るため、各府省において共同研究制度等が実施されてい
る。国立大学等と民間等との共同研究の実施件数は着実に増えており、2002 年度には、
6，700 件を超えている。文部科学省では、国立大学等と民間との共同研究を推進するた
め、大学の研究者と民間の研究者とが共通の研究課題に取り組む民間等との共同研究制
度、民間等からの研究を受託する受託研究制度、企業等に在籍する研究者に国立大学や
大学共同利用機関が研究指導を行う受託研究員制度を実施している。また、共同研究や
受託研究を実施する場としてばかりではなく、企業等の技術者に対する研究や研究開発
の技術相談を行い、産業界と連携・協力していく全学的な窓口として、国立大学への共
同研究センターの設置等を行っており、2003 年度までに 58 大学に設置されている。
各府省における産学官の連携による共同研究の推進については、例えば、科学技術振
興調整費により 2002 年度から新たに開始した産学官共同研究の効果的な推進(マッチン
グファンド)など、農林水産省における先端技術を活用した農林水産研究高度化事業、
経済産業省におけるエネルギー・環境領域総合技術開発推進計画(ニューサンシャイン
計画)、産業科学技術研究開発、中小企業地域産学官共同研究事業、官民連帯共同研究
事業、総務省における情報通信ブレークスルー基礎研究 21、通信・放送機構を実施法人
とした先導的研究開発、戦略的情報通信研究開発推進制度のうち産学官連携先端技術開
発、環境省による地球環境研究総合推進費などの制度により、総合的なプロジェクト研
究が推進されている。
現在、研究者の交流に関する制度としては、各府省の客員研究官制度や国立試験研究
機関における研究者の流動的かつ独創的な研究活動を推進する流動研究員制度等により、
外部の研究者が国の試験研究機関において研究に参加しているほか、独立行政法人科学
技術振興機構の異分野研究者交流促進事業をはじめとする研究交流促進事業により、研
究者の交流が推進されている。
さらに、国立試験研究機関の研究者や国立大学等の教員が、民間等の研究に係る活動
を行うことは、産学官連携による科学技術振興に資するとともに、自らの能力をかん養
し発揮する機会となることから、国の研究者らが勤務時間外に民間等で研究・指導等に
従事する場合の兼業許可については、円滑な運用に努める必要がある。従来は、兼業は
私立大学の講師などが少数例認められている程度であったため、1996 年度から、原則と
して許可できることを明確化した。1996 年度から 1999 年度までの兼業許可件数は累積
で 600 件を超える。また、国立大学等の教員については、文部科学省(当時は文部省)に
おいて関係通知を改正し、順次、営利企業に関わる兼業の規制緩和を行ってきた。さら
に、2002 年 10 月、構造改革特区推進本部において決定された「構造改革特区推進のた
めのプログラム」を受けて、2003 年から産学官連携活動のための兼業を行う場合、一定
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の条件の下、給与の減額を前提として、勤務時間内に兼業を行うことをできることとし
た。1999 年度から 2002 年度までのこれらの兼業を含めた国立大学における兼業許可件
数は 18 万件を超えている
産学官連携の強化を促進するためには、産業界と大学等の公的研究機関の共通認識の
醸成を図ることが不可欠である。このため、大学等の公的研究機関においては、各機関
において成果発表会の開催、年報等の定期刊行物の刊行等を行っているほか、各種学会
や学術刊行物への研究論文の発表、国有の特許の公開等により、成果の公開、情報提供
が行われているところである。また、国立大学、独立行政法人、特殊法人における先端
的かつ高度な研究開発施設等を外部の利用者の共同利用に供することは、研究交流の促
進ばかりでなく、施設等の効率的利用の観点からも重要である。
【分析のインプリケーション】 「バーチャル国家」を実体化する
21 世紀型のバーチャル国家に到達するために、日本は新しい高付加価値を国際市場に
提案できるような産業構造をめざすことが基本になる。同様に、Japan Cool に代表さ
れる新たな魅力を提示し、その強化を図ることが必要である。例えば、エネルギー問題
では、資源収奪競争を搦め手から解消してしまえるようなソフトエネルギー技術等、持
続可能な成長を支える基盤技術に積極的な投資を行い、当該技術によって世界をリード
できる国家をめざすという方針である。
我が国は、米国のような軍事と民生のインターフェースを利用した技術開発戦略が、
平和国家の理念上、採用しにくいことから、その分、先端技術開発政策にはビジョンの
明確化と強い戦略性が求められる。この意味で、我が国の製造業の強みを見極め、それ
を中核に据えることによって技術力・競争力の強化を目指すことが、差別化戦略の観点
から重要になる。特に、我が国の製造業においては、ものづくりの現場にある技能やノ
ウハウを整合工程においてすり合わせることで生産される製品に、今後の我が国の製造
業の求心力が求められるであろう45 。
以上から、先端技術政策の主体である国と実際の競争力主体である民間企業が、とも
に認識の共有を図り、戦略的な方向性と整合するように、研究開発活動をコーディネー
トさせていくことが強く求められる。例えば「ポスト自動車」のプロダクトマネジメン
トの官民による取り組みの一環として、国際的に重要になる先端技術をテーマとした特
定のプロダクト開発のためのコンソーシアムを検討すべきである。中小型ジェット機、
ロボット、無人飛行機などの開発がそのテーマとして考えられるだろう。対外政策の見
地から言えば、アジア域内における各国協調のプラットフォームとして機能させること
をねらいとして、そのような研究開発コンソーシアムを日中韓などの国際的な枠組で実
施していくことも有力な方法である。
ただし、技術開発の戦略を企画する際には、技術の陳腐化の防止、費用対効果のバラ
ンスが、考慮すべき要因となる。コンコルドの開発に成功したものの、その技術の維持
に専ら投資が偏り、結果として旧世代技術の維持に力をそがれて、次世代技術の高度化

45

藤本隆弘「能力構築競争」中公新書

2003 年 6 月
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が思うように進まなくなった46というパラドクスは、回避しなければならない。また核
燃料リサイクルの事例が示唆するように、戦略的な技術開発プロジェクトは必ずしも大
規模投資でなければならないという訳ではない。先端技術開発をめざした研究開発プロ
ジェクトにおいても、投資の費用対効果を冷静に判断し、必要に応じて軌道修正を図る
ような評価メカニズムを設計することも重要である。

1.2.9

食糧の確保と農業

●食糧の海外依存にまつわる諸問題
日本の食料自給率は低い。現在日本は、1 億 2600 万人の国民のうち 7600 万人分の食糧を
海外に依存している。また、わが国の将来の食料供給に消費者の 9 割が「大きな不安」を感
じている。
21 世紀は、人口増加や地球環境の悪化などで世界の食料が不足すると懸念されている。
また食料・農産物の生産は天候に左右されるうえ、どの国も国内供給を第一にするため貿易
に回る割合が小さく、国際相場は乱高下を繰り返す宿命を持つ。農産物の価格が安いことは
消費者の利益の一つではあるが、外国産の農産品が安価で安定的に供給されないリスクも認
識しておく必要がある。
加えて、食の安全性の問題もある。輸出国での大規模生産や長距離輸送が大量の農薬や添
加物の使用を余儀なくさせる。BSE（牛海綿状脳症）、輸入野菜への農薬残留、遺伝子組み
換え食品など、一連の事態も食の海外依存と関係が深い。
●現状の施策展開

我が国の農業は、土地利用型農業における構造改革が依然として立ち遅れている。ま
た、農村地域における高齢化、過疎化、混住化等による集落機能の低下や耕作放棄地の
増加等も問題となっている。「食」と「農」の一体化による食の安全・安心の確保、
WTO 農業交渉や FTA 交渉のなかで求められている国際的な規律の導入などの問題に直面
している。
このような状況に対し、現在、農業の担い手の創意工夫の促進と構造改革の加速化、
農業の有する多面的機能の発揮という観点から、①品目別の価格・経営安定政策から担
い手の経営を支援する品目横断的な政策への移行、②望ましい農業構造・土地利用を実
現するための担い手・農地制度の改革、③環境保全を重視した施策の一層の推進と農地
や農業用水等の資源の保全のための政策の確立の3つの課題について重点的に取り組み
が進められているところである。
●食の安全

2003 年、アメリカにおいて初の BSE 感染牛が確認され、日本は直ちにアメリカからの
牛肉等の輸入を停止した。また、アジアを中心に高病原性鳥インフルエンザの感染地域
が拡大し、タイや中国等の発生国からの鶏肉等の輸入が停止された。これらの結果、牛
46

検討会における鈴木達次郎氏の指摘による
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肉と鶏肉は、それぞれ国内供給量の 3 割と 2 割を占める国々からの輸入が停止される事
態となった。日本は、食品安全委員会の審議を尊重するという立場から、アメリカ産牛
肉の輸入再開に慎重な姿勢を崩していない。2005 年 3 月に来日したライス国務長官も日
本政府に強く申し入れたように、アメリカ政府は早期の輸入再開を主張しており、隔た
りがあり、現在でも輸入再開の目途が立っていない。アメリカ上院財政委員会のグラス
リー委員長（共和党）と同委員会のボーカス民主党筆頭理事が、アメリカ産牛肉の対日
輸出再開に向けて日本政府への働きかけを継続するようブッシュ大統領に強く求める書
簡を送付するなど、問題は徐々に日米間の通商問題の様相を示しつつある。
我が国は、世界最大の農産物純輸入国であり、食肉についても相当程度を海外に依存
し、その輸入先国も特定の国にかたよる傾向がある。人と物が国境を越え大量に移動す
る現代においては、国民に対して安全で安心な食料の安定供給を確保するためには、国
内の食料供給力の改善のみならず、安全・安心を評価するマーケットの確立、輸入先の
多角化等、多面的なアプローチをとる必要がある。
●ＷＴＯ/ＦＴＡと農業

WTO農業交渉は、WTO農業協定の規定に基いて、2000年から開始された。2005年1月1日
を交渉期限とする新ラウンドが2001年に立ち上げられ、農業分野も、他の分野と一括し
て合意されるべきものとして位置付けられた。しかし、農産物の関税の大幅引下げ等を
主張する輸出国側と、日本やEU等の国々との間で主張が対立し、期限内の確立は達成さ
れなかった。
2003年9月に、メキシコのカンクンで第5回閣僚会議が開催されたば、この閣僚会議で
も先進国と途上国との対立の溝が埋まらず、農業交渉についても何ら合意が得られない
まま閉会した。その後も協議は続けられ、農業交渉については2004年3月にWTO農業委員
会特別会合が開催され、交渉が再開されたところである。
148の国と地域で構成されるWTOが全会一致によって多国間の貿易体制を決定するのに
対し、FTA等の経済連携は協定を構成する二国間や地域の間で関税撤廃等を行うことか
ら、一般的にはより合意を得やすい。日本も、WTOを中心とした多角的貿易体制の維
持・強化を基本としながらも、これを補完するものとしてFTA等を積極的に推進するこ
ととしている。2002年１月には我が国初めてのFTAとして、シンガポールとの間で経済
連携協定が締結された。また、2004年3月にはメキシコとの間で、経済連携協定の締結
に向けた交渉が大筋合意に達した。このほか、現在、韓国、タイ、マレーシア、フィリ
ピン、インドネシア、ASEAN全体等との間で経済連携に向けた交渉・検討が進められて
いるところである。
我が国の食料自給率は主な先進国の中で最も低い水準にあることはすでに述べた。日
本の農業の構造改革の必要性は論をまたない。しかし、「食糧自給率の向上」を至上の
政策目的とし、保護主義的な方向に進むことは、資源・エネルギーの海外依存の実態を
無視することになるし、通商国家、「バーチャル国家」として依拠すべき国際通商ルー
ルにも大きく背馳する。また、食糧自給率を人為的に高める方策は、かなりの高コスト
が要求されることも認識すべきである。
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【分析のインプリケーション】 カギとしての「質の高い国内市場」
農業問題を、対外政策の視点から検討するときに求められるのは、バランスであろう。
アメリカ産牛肉に代表される食の安全と安心の問題、日本の農業の後継者不足や農地の
荒廃といった国内的な問題と、WTO/FTA 問題に見られる農業国からの市場開放要求のよ
うな国外からの要請は、一見、両立しないようにも見える。ここで必要なのは、日本の
市場をどのように考えるかという視点であろう。すなわち、食の安全性や品質、生産に
おける環境配慮が消費者によって高く評価されるような「質の高い市場」へと誘導し、
その上で農業市場の開放に段階的に臨めば、市場開放による国内生産者への破壊的なイ
ンパクトは回避できるだろう。また、それは質の高い市場にさらに適応していこうとい
う方向へと生産者の努力を向けることになり、農業が魅力的な産業へと変貌する転機と
もなる。このような一方的な国内農業切り捨てにならない農業市場の開放によって、前
述の対立構造に、解決の道筋も見えてくる。
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第２章 基本概念の検討
2.1 概念整理
本章では、外交ビジョンについて検討を行なう際の認識枠組として、外交政策・対外
政策におけるキーワードの意味を分析し、明らかにすることとする。
① 外交と国益
広義の意味で「外交」とは、「国益の増進を目的とした対外的な諸活動」を指す。そ
の主たる担い手は国家であるが、グローバリズムの進展のともない、いわゆる「民間外
交」として、民間 NGO や地方自治体等を含む国家以外の活動主体による外国との折衝が
増加しているのが、現代における外交の特徴といえよう。
そこで問題となるのが、外国の目的たる「国益」が何を意味するかである。
文字通りに解すれば、日本の国益とは「日本国および日本国民にとっての利益」とい
うことになるが、より具体的に考えれば、
１） 価値上の国益＝自由と民主主義の確立
２） 経済上の国益＝経済の繁栄、生活水準の維持・向上
３） 安全上の国益＝生命・財産に係る安全・安心の保障
と整理できる47。
② 国力と国家戦略
国家が保有する力であって、外交において動員することができるものが「国力」であ
る。国力は：
１） 軍事力（防衛力とその運用力）
２） 経済力（資金力と技術力）
３） 政治力（国内的安全、国内的安定に向けアクターを制御・誘導する力）
４） 情報力（情報収集力と情報発信力）
とに分解して考えることができる48。ここで、１）および２）が「ハードパワー」と呼
ばれ、３）および４）が「ソフトパワー」と呼ばれる。ひらたく表現すれば、ハードパ

志方俊之「安全保障の国家戦略について」 平成 14 年 5 月 29 日
http://www.vectorinc.co.jp/kokkasenryaku/event/shikata-t.pdf
48
志方前掲書 2002 年をもとに作成
47
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ワーとは「強制・買収する力」であり、ソフトパワーは「相手を魅了する力」だといえ
る49。
より正確には、ソフトパワーとは、1.1.6 においてすでに言及ように、「自らが望ん
でいることを、他の勢力が同様に希求することによって、好ましい結果を手にする能
力」、「他の勢力が自分たちの立場に続くように説得するか、あるいは、好ましい行動
を導くような規範や制度に合意させるという形で機能させる能力」として換言できる。
ソフトパワーの強度はは、ある思想や文化が他者に訴えかける力を持つか、あるいは基
準や制度を通じてアジェンダを設定する能力が他の勢力に訴えかけるかどうかによって
左右される50。
総合的な国力を実証的に認識する試みにはさまざまなものがあるが、ここでは NIRA
による研究を紹介しておこう51。同研究では、国の能力として想定できる 3 つの側面、
すなわち：
１） 市民生活向上力（福祉国家としての能力）
２） 経済価値創造力（市場国家としての能力）
３） 国際社会対応力（国際国家としての能力）
の総体を「総合国力」として定義している。なお、理念的に、上記の各能力は、「資
源」とその「ガバナンス」（資源の育て方、使い方）とに換言でき、各国力＝「資源」
×「ガバナンス」として表現できるとしている。
次に国家が保有するこの国力を、国益を伸長させるためにいかにつかうかの原則や行
動指針が「国家戦略」と呼ばれるものである52。国家戦略は、基本的には、外交戦略と
安全保障戦略とに大きく分けて考えることができる。ここでいう「安全保障」とは、
「保有・獲得した価値に対する、特に軍事的な脅威を減少あるいは除去する営み」と定
義しておこう。ここで、２つの基本的戦略は、以下の表のように整理できる53。
表 3

基本的経済・外交戦略

基本的な国家戦略の類型

海外援助戦略（技術と資金）
国際貢献戦略（PKO、NGO の汗）
資源確保戦略（食糧とエネルギー）

基本的安全保障戦略

49
50
51
52
53

情報戦略（国家の意思決定）
⊃防衛力整備の戦略（何を幾つ持つか）
防衛戦略（防衛力に何を期待するか）
⊃防衛力運用戦略（防衛力をどう使うか）

小林陽太郎、小峰隆夫 編「人口減少と総合国力」2004 年
J・ナイ、R・コヘイン 前掲書 2001 年
小林陽太郎、小峰隆夫 編「人口減少と総合国力」2004 年
志方前掲書 2002 年をもとに修正
志方前掲書 2002 年より作成
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志方によれば、これまで日本は、以下のような国家戦略および基本的経済・外交戦略、
基本的安全保障戦略を追求してきたとされる54。
表 4

日本の国家戦略、基本的経済・外交および安全保障戦略の概要

戦略
国家戦略

基本的経済・外交戦略

基本的安全保障戦略

概要
○国際社会の平和と反映を日本の存立基盤とする。
（狭小な領土に大きい人口、資源を大きく海外に依存）
（高度な付加価値技術で他の追随を許さない）
（世界の平和、国際協調なしに日本は存在し得ない）
○自由と民主主義と独立という価値を犠牲にしない
○我が国の国益伸長のため、他国の国益を侵害しない
（他国の価値観を認める）
○国際問題の解決は、ソフトパワーと経済力による
（軍事力は自衛のための最後の手段）
○市場経済体制、自由貿易体制、国際協調体制を維持・
強化する
（グローバリゼーションへの努力を行なう）
○我が国にとっていつどこで何が脅威となるかを明示す
る
（時間軸：現在・短期的、中期的、長期的）
（種別：経済金融上、外交上、資源確保上、軍事上）
（地理：領域内、周辺地域、遠隔地）
○国家の安全保障は、ハードパワーとソフトパワーとを
総合的に使う
（総合的安全保障の考え方をとる）
→経済的側面：技術・経済援助による良好な国際
関係の維持（仲間を増やす）
→外交的側面：二国間関係、国連との関係、多国
間関係の維持（孤立しない）
→軍事的側面：文民統制、抑制された防衛力の保
持と運用の透明化（疑われない）
→情報的側面：情報の収集機能と情報の発信機能
を整備（危機を回避する）
○国家の安全保障は、日米安全保障体制を基軸とする
（核抑止力は米国に依存し、非核兵器政策を貫く）
（日米防衛協力を前提として自衛力を整備する。米軍は
矛、自衛隊は盾の役割分担とする）
（アジア太平洋地域の安定と繁栄のための在日米軍とす
る。米軍の前方展開を可能にする支援を行なう）

以上の分析を認識枠組みとして、次に、我が国の現時点での外交政策の概要をレビュ
ーすることとしよう。
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2.2 我が国の外交政策の現況
●日本の「国益」
米国のイラク戦争開戦に際して、小泉首相は、以下のような発言をしている。55
「第二次大戦以降、我々の先輩は厳しい耐乏生活と苦難を乗り越えて、日米同盟と国際協
調の下で、現在の日本の繁栄を築いてきました。海外に多くを頼る日本にとって、国際社会
全体の平和と安定が、我が国自身の安全と繁栄にとって不可欠であり、その実現に向け、積
極的に寄与していかなければなりません。
イラクを復興させることは、中東全域、ひいては国際社会の安定に極めて大きな意味が
あり、我が国の国益にもかなうものです。資金面での貢献に加え、イラク人に対する目に見
える人的な支援を行うことが重要であると考え、累次にわたる現地調査などにより、イラク
国民のニーズ、イラクの治安情勢等について調査を行った上で、今回基本計画を決定した次
第です。この基本計画に従って我が国が行う人的貢献の中心は、イラクの人たちが自らの国
を復興し、再建するのを支援するためのものです。
このようなイラクの復興や、イラク人による自由で民主的な国家の樹立を望まない一部の
人々がいます。イラク国内を混乱させようとする試みに対しては、国際社会が断固として対
処するとともに、テロを生み出すようなイラク社会の現状や生活を改善するために必要な復
興支援を行うことが極めて重要なのです。
復興支援活動を担う自衛隊は、武力行使をするものではありません。組織の力を生かし効
果的な人道復興支援を継続的に行い得るのは自己完結性を持った自衛隊をおいて他にはあり
ません。派遣される隊員は皆、命に応え使命感に燃えて自らの意思に基づき任地に赴く決意
をしている優秀な人材であり、日頃の地道な訓練の成果を発揮し、必ずや任務を達成してく
れるものと信じます。また、専門家としての知識や経験、高い能力と強い意志を持った文民
をイラク復興支援職員として現地に派遣する考えです。
自衛隊や復興支援職員をイラク等に派遣し支援活動を行うにあたっては、現地の治安情勢
等の関連情報を分析し、それぞれの活動に対応した十分な準備と細心の注意を払うなど万全
を期してまいります。
また、政府としては、国内外におけるテロ対策を更に徹底し、国民の安全確保にも万全を
期してまいります」

この発言のキーワードを拾うと、現在の日本の外交政策の基本線が明瞭に見えてくる。す
なわち、「日米同盟と国際協調」、「国際社会全体の平和と安定」、「日本の安全と繁栄」、
「自由と民主主義」、「武力行使によらない平和主義」である。さらに第 1 章の 1.1 での分
析と重ね合わせれば、単独行動主義と「力による平和」に突き進むアメリカに全面的に同調
する日本外交というイメージが端的に浮かび上がってくる。
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●現状での日本の外交指針
次に、政府が掲げる外交指針をレビューすることで、現状での「日本外交の指針」の
概要を確認してみよう。
「先頭に立つ日本外交」〜新たな国際秩序の構築に向けて〜
（1）

56

国連改革の実現と安保理非常任理事国としてのリーダーシップの発揮
○
○
○
○

（2）

安保理改革に向けた国際的コンセンサスの形成
行財政改革の推進とマネージメント強化、国際機関の邦人職員増強
国際的な政策形成への積極的関与、PKO ミッション・政治ミッション等への貢献
アフリカ地域の紛争解決へ向けた努力（平和支援活動（PSO）等を含む）
平和と安定に向けた総合的取組−外交努力、国際平和協力、ODA

○
○
○
○

平和と繁栄のための積極的な外交努力
自衛隊の派遣等を通じた国際平和協力の積極的な推進
平和の構築・定着を支える ODA の戦略的実施
「人間の安全保障」の推進（個々人の保護と能力強化による地域社会づくり）（開発途上国
の貧困削減と持続的成長、紛争被害者を含む社会的弱者の保護と能力強化、感染症（エ
イズ、マラリア、結核等）対策）、「人間の安全保障基金」と「草の根・人間の安全保障無償」
の実施強化等）

（3） 中東地域の平和と安定に向けた積極的貢献
○ イラクの中長期的な安定の確保のための支援（自衛隊を含めた人的貢献、ODA の戦略的
活用等）
○ 中東和平への貢献（「ロードマップ」の推進等）
○ アフガニスタンにおける平和の定着（治安（DDR）や復興（インフラ等）各分野の取組強化
○ 中東地域の改革支援と対話の深化・拡大（アラブ・イスラムとの対話、G8 の「拡大中東・北
アフリカ・パートナーシップ構想」への参画）
（3）

地域的枠組みを通じた積極的な外交
○ 東アジア・コミュニティー建設とアジアを軸とした地域協力の推進（ASEAN＋3、APEC、
ASEM、日中韓協力等）
○ 拡大 EU（日・EU 市民交流年）及び拡大 NATO との関係強化
○ アフリカ開発会議（TICAD）プロセスの推進等

（4）

グローバル化の進展に対応する国際的なルール作り
○ アフリカ開発会議（TICAD）プロセスの推進等
○ 地球規模問題への取組強化、国際的なルール作りへの主体的参画と着実な実施
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○ 人権・人道、地球環境（京都議定書等）、「法の支配」等
○ 二国間及び地域的な経済連携の強化（EPA／FTA、租税条約、投資協定、社会保障協定
等）及びその促進のための ODA による支援
○ 多角的自由貿易体制の維持・強化をはじめとする国際経済秩序の構築 （WTO、G8、
OECD 等）

●日米関係の現状
さらに、日米関係についても、政府・外務省の認識を確認してみることにしよう。
【日米関係】57
1．日米関係全般
• 現在の日米関係＝極めて良好
（参考）
読売新聞・米ギャラップ社共同世論調査（平成 15 年 11 月実施）
現在の日米関係「良い」：日本 40% 米国 54%
相手国を「信頼」している：日本 41% 米国 71%
内閣府 外交に関する世論調査（平成 15 年 10 月実施）
アメリカに親しみを「感じる」：75.8%
現在の日本とアメリカとの関係「良好だと思う」：79.1%
米国対日世論調査、ギャラップ社委託（平成 16 年 2〜4 月実施）
日本は信頼できる同盟国又は友好国：68%
日米協力関係は「良好」：60%
日本は米国と価値観を共有している：80%（英国に次いで 2 番目）
• 2001 年 9 月にサンフランシスコ平和条約署名 50 周年を迎えた日米両国は、自由、民主主
義、人権の尊重といった価値を共有している。日米同盟は、アジア太平洋地域の平和と繁
栄の基盤であり、両国関係は我が国外交の基軸である。アジア太平洋地域は依然として
不安定性・不確実性を有し、この地域への米国の関与は引き続き重要である。
• 2001 年 6 月 30 日、キャンプ・デービッドにおける首脳会談で、小泉総理とブッシュ大統領
は、共同声明を発表した。戦略対話の強化、新たな経済協議の立ち上げ、地球的規模の
協力の拡充等で一致した。その後も、2002 年 2 月のブッシュ大統領訪日及び 2002 年 9 月
の小泉総理のニューヨーク訪問の機会に日米首脳会談が行われ、テロとの闘い、イラク、
北朝鮮をはじめとする国際社会が直面する諸課題について緊密な協議が行われた。
• 2002 年 12 月には日米安全保障協議委員会（いわゆる「2+2」会合（川口大臣、石破防衛庁
長官、パウエル国務長官、ウルフォウィッツ国防副長官））をワシントンで開催した。
• 2003 年 5 月 22〜23 日に小泉総理はテキサス州クロフォードにあるブッシュ大統領の私邸
を訪問。23 日に行われた日米首脳会談において、両首脳は、日米交流 150 年の歴史を振
り返りつつ、今日の日米同盟が真にグローバルな「世界の中の日米同盟」であることを確
認し、この同盟関係を強化することで一致した。会談では、日米安保（ミサイル防衛を含む）、
経済に加え、テロとの闘い、大量破壊兵器、北朝鮮、イラク及び中東といった喫緊の課題
について忌憚無い意見交換が行われた。また、これらに加え、国連改革、米軍の駐留に伴
う沖縄県民の負担の軽減の重要性、横田飛行場の軍民共用化についても議論された。
• 2003 年 10 月 17〜18 日にブッシュ大統領が訪日。17 日に行われた日米首脳会談では、
「世界の中の日米同盟」という考え方の下に、日米同盟は非常に強固であり、また世界の
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•
•
•

平和のために役立っているとの観点から、イラク復興や北朝鮮の核問題等の諸課題に、世
界の国々と協調し、日米で緊密に連携して取り組んでいくことを確認した。また、イラク復興、
北朝鮮、国連改革、日米安保、日米経済、ITER、愛・地球博について意見交換がなされた。
2004 年 6 月のシーアイランドサミットの際に行われた日米首脳会談では、イラク、北朝鮮、
BSE、イラン、国連改革、日米安保、サミット、ITER、日本経済について意見交換がなされた。
2004 年 9 月のニューヨークにおける日米首脳会談では、イラク、米軍再編、BSE、北朝鮮、
国連改革、郵政民営化について意見交換がなされた。
外相間においても、幅広い分野につき緊密に協議してきている。川口前外相とパウエル国
務長官との間では、2002 年には、1 月に東京におけるアフガニスタン復興支援会議の際、
2 月に東京、6 月ウィスラーにおける G8 外相会合の際、8 月ブルネイにおける ARF の際、
9 月にニューヨーク、12 月ワシントンにおける日米安全保障協議委員会（「2+2」）の際。
2003 年 2 月に東京。5 月パリにおける G8 外相会合の際。6 月プノンペンにおける ARF の
際。9 月にニューヨーク。10 月バンコクにおける APEC 外相会談の際にそれぞれ会談した。
2004 年には、5 月にワシントンでの G8 外相会合の際に日米外相会談を行い、北朝鮮、イ
ラク、中東、日米安保について協議し、また、7 月にはジャカルタでの ARF の際に日米外
相会談を行い、日米関係、北朝鮮、イラク、アフガニスタン、スーダンについて協議した。10
月には町村外相が最初の外遊先として訪米し、パウエル国務長官との間で日米関係、米
軍再編、イラク及びアフガニスタン、国連改革、北朝鮮、BSE、気候変動について協議した。
また、同月パウエル国務長官が訪日するなど、日米間で国際社会の直面する幅広い問題
につき緊密に連携している。

2．テロとの闘い
• 我が国は、2001 年 9 月 11 日の同時多発テロ発生直後より同盟国として断固としてテロと
闘う米国を強く支持してきた。国際社会と協力し、主体的に取り組むべく、7 項目からなる我
が国の措置を発表した。日米間で緊密に連絡している。
• 米英等による軍事行動開始（2001 年 10 月 8 日）直後に、我が国は、両国の行動を強く支
持する旨小泉総理より発表した。
• 2001 年 10 月 29 日、テロ対策特措法成立。11 月 16 日、基本計画を閣議決定し、米軍等
の活動を後方支援。
• 2001 年 12 月 2 日よりインド洋北部にて海上自衛隊による米軍艦船等への燃料補給を開
始した。また、航空自衛隊による輸送も実施。その後対象国を 10 カ国に拡大した。
• 2002 年 11 月 19 日の閣議決定により基本計画を変更し、自衛隊の派遣期間を再度 6 ヶ
月延長（2003 年 5 月 19 日まで）するとともに、建設用重機等の輸送のために輸送艦等の
派遣を追加した。12 月 16 日、インド洋にイージス艦を派遣した。その後も 2003 年に特措
法を 2 年間延長し、基本計画の期限延長とあわせ、現在に至るまでインド洋における支援
活動を継続している。
• 上記に加え、我が国は、2001 年 9 月の同時多発テロ発生から現在に至るまで、テロ防止
関連条約の締結、テロ資金対策、テロ対処に関するキャパシティ・ビルディング支援、大量
破壊兵器等のテロリストへの拡散防止等、マルチ及びバイ双方の枠組みにおける国際テ
ロ対策協力を行ってきている。
• テロとの闘いにおける我が国の支持・支援に対し、米側より 2002 年 2 月 18 日の日米首脳
会談を含め、累次謝意表明あり。また、2003 年 5 月の日米首脳会談において、ブッシュ大
統領より、日米両国はテロとの闘いにおけるパートナーである旨述べた。2003 年 10 月の
ブッシュ大統領訪日の際にも、ブッシュ大統領より、テロとの闘いにおける小泉総理の指導
力に感謝する旨の発言があった。
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3．日米安保関係
（1）総論
• 2003 年 10 月 17 日の日米首脳会談において、小泉総理より日米関係を一層強化するとの
観点からも沖縄の施設・区域の整理・縮小を進めなければならない、沖縄の問題を含め、
安全保障の問題については事務レベルでよく話し合っていく必要がある旨述べたのに対し、
ブッシュ大統領より、沖縄に関わる種々の問題については日米間で協議を進める必要があ
る、また、ミサイル防衛についても日米間で協議を進める必要があると述べた。
• 2004 年 9 月 22 日の日米首脳会談において、ブッシュ大統領は米軍の再編の目的は能力
ある力強い効率的な軍隊を作ることにある旨述べたのに対し、小泉総理より米軍の再編問
題に関しては、抑止力を維持しつつ、沖縄をはじめとする地元の負担の軽減を考慮すべき
であり、引き続き米国と緊密に協力していきたいと述べた。これに対し、ブッシュ大統領はこ
の再編を巡る協議を通じて、より効率的な抑止力を達成し、地元の負担の軽減にもつなが
るよう努力していきたいと述べた。
（2）在日米軍の駐留に関する諸問題
• 日米安保体制の円滑かつ効果的な運用のためには、在日米軍の活動が施設・区域周辺
の住民に与える負担を軽減し、米軍の駐留に関する住民の理解と支持を得ていくことが重
要である。米国もこの点を十分に認識しており、在日米軍の駐留に関する諸課題の解決の
ために真剣な努力を継続する必要があるとの日米両国の認識が明らかにされている。
• 特に、在日米軍施設・区域の約 75％が存在する沖縄県の県民の負担軽減の重要性につ
いて日本政府は、1996 年 12 月にとりまとめた沖縄に関する特別行動委員会（SACO）最終
報告の着実な実施に取り組んでいる。特に、普天間飛行場の移設・返還問題については、
日本政府は、1999 年末の閣議決定「普天間飛行場の移設にかかわる政府方針」等に基づ
き着実に取り組んできている。
• 日米地位協定の運用の改善に関しては、例えば、2004 年 4 月 2 日の日米合同委員会に
おいて、日米間の捜査協力の強化等に関する合同委員会合意を作成した。また、この機会
に 1995 年合同委員会合意にいう「その他の特定の場合」について、日米間で認識の一致
を確認した。今回の合同委員会合意により、1995 年合同委員会合意に基づく起訴前の身
柄の引渡しの対象となる事件について、米軍当局が速やかに捜査を行うことができるよう
にするため、米側からの要請に基づき、その事件について捜査権限を有する米軍司令部
の代表者が日本側当局による被疑者の取調べに同席することが認められることとなった。
• 2004 年 8 月 13 日、沖縄県宜野湾市で発生した米海兵隊 CH-53D ヘリ墜落事故について
は、①日米合同委員会「事故分科委員会」等を通じた、日本側も関与した形での原因究明
への取組、②ヘリの運用再開に際して、米側への慎重な対応の働きかけ、③事故現場に
おける日米当局間の協力の改善について、日米合同委員会「事故現場における協力に関
する特別分科委員会」を通じた検証・検討等、政府一体となって取り組んでいる。
4．日米経済関係
（1）総論
• 日米両国は、世界経済の成長と安定に責任を共有（03 年の日米 GDP 合計は世界全体の
経済規模の約 47％、うち米国は 33％、日本は 14％となっている）。
• 建設的対話を通じ、日米両国及び世界経済の持続可能な成長、日米経済関係の一層の
強化を図ることが重要。
（2）日本経済の再生
• 累次の日米首脳会談において、米側からは小泉総理が取り組む日本経済再生に向けた
構造改革（不良債権処理をはじめとする金融改革、規制改革など）や、最近では郵政民営
化に対する支持・期待が示されている。
（3）成長のための日米経済パートナーシップ
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•

01 年 6 月 30 日の首脳会談の際の共同声明において、「成長のための日米経済パートナ
ーシップ」を立ち上げることを発表。同「パートナーシップ」の下には、次官級経済対話、官
民会議に加え、規制改革・競争政策、財務金融、投資及び貿易の各々の分野について対
話の場が設けられており、これまで各フォーラムにおいて前向きかつ建設的な対話が行わ
れてきている。
• 特に、「規制改革及び競争政策イニシアティブ」は、双方の規制改革・競争政策に関する改
善要望に基づいて議論し、成果を報告書の形で日米両首脳に提出しており、日米双方向
で「目に見える」成果を挙げてきている。これまで 3 年間の対話が成功裡に終了しており、3
年目の報告書は 6 月 8 日の日米首脳会談（G8 サミットの機会に米国シーアイランドで開
催）の際に両首脳に提出・公表された。10 月 14 日に 4 年目の対話に向けた要望書を交換
し、今後、随時作業部会を開催予定。
（4）WTO 勧告案件
• WTO 協定違反が確定しながら是正処理がとられていない米国の貿易措置（1916 年ダンピ
ング防止法、バード修正条項及び日本製熱延鋼板に対するダンピング防止措置）について、
上記「パートナーシップ」をはじめとする種々の二国間対話の機会を活用し、早期にかつ建
設的な形で措置の撤廃・改善を目指す。
5．地球的規模の課題
（1）地球温暖化対策
• 米国は、環境問題（地球温暖化を含む）の重要性は認識しているが、京都議定書は不支持
との立場である。地球温暖化対策については、2002 年 2 月 14 日、2012 年までに米国の
GDP 単位当たりの温室効果ガス排出量を 18％削減することを目標とする気候変動政策を
発表した。
（2）水
• ブッシュ大統領が右政策を発表したことは、米国が地球温暖化問題に対して真剣に取り組
む姿勢を示すものであり、我が国としてはこれを評価する一方、京都議定書の重要性を訴
え、米国が国内対策を一層強化するよう求めるとともに、米国や開発途上国を含む全ての
国が参加する共通のルールの構築を目指して米国の建設的対応を求めている。米国との
間の閣僚級のハイレベル協議に加え（第 3 回ハイレベル協議を 8 月 7 日に実施）、科学技
術、途上国問題及び市場メカニズムの 3 分野に関する事務レベル協議を継続している。
• 2002 年 9 月、「持続可能な開発に関する世界首脳会議」の機会に川口大臣とパウエル国
務長官が共同発表した「日米水協力イニシアティブ：きれいな水を人々へ」について、2003
年 3 月の第 3 回世界水フォーラム閣僚級国際会議の際に、土屋大臣政務官とドブリアン
スキー国務次官が日米水協力の進展と成果について合意し発表した。協力内容の更なる
具体化に向け現地レベルを中心に協議を行いつつ、国別のプロジェクトを実施中である。
（3）保健
• 2002 年 6 月、日米間で「保健分野における日米パートナーシップ」に合意し、保健分野に
おける取組で連携していくこととした。右に基づき、USAID と JICA の間の人事交流、本部
レベル及び現地レベルでの連携が推進されている。2003 年 5 月には、このパートナーシッ
プを促進するための具体策を定めた「行動計画の枠組み」を、また、6 月にはこのパートナ
ーシップへの取組を再確認する文書を策定した。
（4）軍縮・不拡散
• ブッシュ政権は、大量破壊兵器及びその運搬手段であるミサイル等の拡散を重大な脅威と
位置付けており、我が国も脅威認識を共有し協力して取り組んでいる。
• ロシアからの大量破壊兵器及び物質の拡散に対処するため、2002 年 6 月のカナナスキ
ス・サミットにおいて小泉総理はブッシュ大統領を始めとする他の G8 首脳とともに大量破
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•

•

壊兵器等の拡散に対する G8 グローバル・パートナーシップを立ち上げ、我が国はロシアに
おける協力プロジェクト実施のために当面 2 億ドル余の貢献を表明した。
2003 年 5 月、ブッシュ大統領は、訪問中のポーランドにて、大量破壊兵器拡散阻止のため
の拡散安全保障イニシアティブ（PSI：Proliferation Security Initiative）を発表し、国際社会
全体の平和と安定に対する脅威である大量破壊兵器・ミサイル関連物資等の拡散を阻止
するために、関係国が共同して取りうる措置の検討を提案した。2004 年 10 月、我が国主
催で海上阻止訓練を実施した。
CTBT（包括的核実験禁止条約）等我が国と必ずしも立場が一致していない問題もある。我
が国としては、軍縮・不拡散問題については日米の緊密な連携が極めて重要との立場から、
引き続き米国との緊密な対話・協力を行っていく考えである。

6．過去の問題
• 元米兵捕虜等による対日本企業損害賠償訴訟は、連邦最高裁で日本企業側が勝訴した
（28 件）。加州最高裁でも一部日本企業側が勝訴した。
• 日米両政府とも、本件はサンフランシスコ平和条約で解決済との立場である。
• 田中前大臣は、2001 年 9 月のサンフランシスコ平和条約署名 50 周年記念式典でのスピ
ーチの中で、1995 年の村山総理談話の痛切な反省と心からのお詫びの気持ちを再確認し
た。

●日中関係の現状
同様に、アジア諸国の中でとりわけ重要な位置を占める中国と日本との関係について
も、政府・外務省の認識をレビューする。
【日中関係】58
1．我が国の基本的考え
最も重要な二国間関係の一つとして重視。アジア・太平洋地域の安定と繁栄の確保のため、中国
が国際社会において、より一層建設的なパートナーとしての役割を果たすことを期待。特に、以下
の 2 点に力を入れている。
（1） 二国間・多国間対話及び協力関係の推進（要人往来、日中安保対話等各種協議、ASEAN 地
域フォーラム、APEC、ASEAN＋3 [日中韓] 等）
（2）改革・開放政策の支援（経済協力の実施等）
2．日中関係全般
（1）
2002 年までの動き
（イ） 98 年 11 月の江沢民国家主席訪日の際、日中共同声明（72 年）、日中平和友好条約（78 年）
に続く第三の文書として、「平和と発展のための友好協力パートナーシップ」を謳った日中共同宣言
を発出。同時に 33 項目の協力を打ち出し、国際社会における日中協力が強調された。また、99 年
7 月の小渕総理訪中時には、33 項目の協力の着実なる推進で一致。
（ロ） 2000 年 10 月の朱鎔基総理訪日時には、「平和と発展のための友好協力パートナーシップ」
定着のための相互理解・信頼醸成の重要性が確認され、朱総理から対中 ODA への評価と特別円
借款への謝意が表明された。
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外務省ＨＰ http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/china/kankei.html
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（ハ） 2001 年は、歴史教科書問題、李登輝（り・とうき）氏の訪日、総理の靖国神社参拝等をめぐり、
中国側から厳しい反応が示されたが、同年 10 月の小泉総理訪中及び上海 APEC 時の小泉総理
と江沢民主席の会談等を通じ、日中関係は改善へ向かった。
（ニ） 日中首脳会談
（a） 小泉総理は 2002 年 4 月、ボアオ・アジア・フォーラム（於中国海南省）に際し、朱鎔基総理と会
談。日中国交正常化 30 周年を契機として、各分野における協力関係の強化を確認し、「日中経済
パートナーシップ協議」の設立につき合意。北朝鮮工作船の引揚げについては冷静な話し合いに
より解決することを確認。
（b） また、2002 年 9 月の ASEM 首脳会議（於デンマーク）及び同 10 月の APEC 首脳会合（於メキ
シコ）の際は、それぞれ朱鎔基総理、江沢民主席と会談。小泉総理の北朝鮮訪問につき、中国側
より、支持と歓迎の意が表明された。また、江沢民主席とは小泉総理の靖国神社参拝につき率直
な意見交換が行われた。
（2）
2003 年の動き
（イ）
日中首脳会談
（a） 昨年 5 月、小泉総理と胡錦濤国家主席との間で、中国の新体制発足後、初の日中首脳会談
（於サンクトペテルブルク）が行われ、両国間の幅広い交流・協力の更なる推進の重要性を確認し、
北朝鮮問題の平和的解決の重要性につき一致。SARS 及び北京・上海高速鉄道等についても意
見を交換。
（b） 昨年 10 月、ASEAN＋3 首脳会議の際に小泉総理と温家宝総理の間で初の日中首脳会談（於
バリ）を、また APEC 首脳会談の際には小泉総理と胡錦濤国家主席との間で 2 回目の首脳会談
（於バンコク）を実施し、それぞれ未来志向の日中関係構築を確認した。胡錦濤国家主席との会談
では、チチハル市の毒ガス事故について政府間での合意を歓迎、福岡一家殺人事件及び瀋陽に
おける邦人誘拐事件への中国側の迅速な対応に感謝を表明し、新日中 21 世紀委員会の開催を
確認。北朝鮮情勢について、小泉総理は、六者会合における中国の役割を評価し、協力強化を求
めるとともに、拉致問題への理解と協力を要請。胡主席は、話し合いのプロセスを堅持していくべき
とし、拉致問題については日本の被害者と御家族の思いを十分理解し、早期解決を希望する旨発
言。
（ロ）
「日中韓三国間協力の推進に関する共同宣言」 （昨年 10 月 7 日、於バリ）
（a） 日中韓三か国首脳による史上初の共同宣言。三国間の緊密な連携を集約し、その基本理念を
明らかにし、東アジアの平和と安定に寄与する「対外的に開かれた」「未来志向」の地域協力という
位置づけを確立。
（b） 首脳間のイニシアティブの下、経済・文化・政治・安全保障など幅広い分野で具体的協力案件
を着実に進展させ、日中韓三国の相互発展のみならず東アジア全体の安定と繁栄に貢献すること
で一致。
（ｃ）なお、本年 6 月、中国青島において日中韓外相三者委員会が開催され、今秋に予定される日
中韓首脳共同宣言に関するフォローアップと日中韓協力のレビューがなされた。
（ハ） 日中外相会談
（a） 昨年 4 月、川口外務大臣が訪中し、李肇星（り・ちょうせい）外交部長と会談、温家宝総理、唐
家セン国務委員等とも会見。中国新指導部との間で、日中両国の「共通利益」を拡大することで一
致し、また、朝鮮半島・イラク情勢につき意見を交換。
（b）昨年 6 月、川口大臣は、ASEAN＋3 外相会合（於カンボジア）に際し、李肇星外交部長と会談。
日中間のハイレベル交流継続の重要性を確認するとともに、北京-上海高速鉄道計画を含む二国
間関係や、北朝鮮情勢等につき意見交換。
（c） 昨年 8 月、川口大臣は日中平和友好条約署名 25 周年の記念日（同 12 日）に際して訪日した
李肇星外交部長と会談。同条約の精神を踏まえ、二国間関係及び北朝鮮情勢等につき意見交換
を行い、未来志向の協力関係を確立していくことで一致。
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（d） 昨年 9 月、川口大臣は国連総会に際して李肇星外交部長と会談し、二国間関係及び北朝鮮
情勢等につき意見交換。
（ニ） 新日中友好 21 世紀委員会
昨年 5 月にサンクトペテルブルクで開催された日中首脳会談において設置に合意し、同 10 月の
APEC 首脳会議の日中首脳会談において、日中双方の委員及び第 1 回会合の開催につき合意し
たことを受け、昨年 12 月 5 日及び 6 日に第 1 回会合（於：大連、日本側：小林陽太郎座長他、中
国側：鄭必堅座長他）が行われた。
（ホ） 領事関係国際約束の締結交渉
2002 年 5 月の瀋陽総領事館事件及び両国間における人的往来の緊密化に伴い領事分野での
問題解決の重要性が高まっている現状を踏まえ、日中間の領事協力の枠組みに関する第 1 回協
議が 2002 年 8 月末に北京で、第 2 回協議が昨年 1 月に東京で開催された。昨年 4 月の日中外
相会談では、邦人保護、治安協力等の観点から領事通報の義務化等を目指す領事関係国際約束
締結交渉を開始することで一致し、第 1 回（昨年 1 月）、第 2 回（本年 3 月）、第 3 回（同 7 月）交渉
を実施。
（ヘ） チチハル市における毒ガス事故
（a） 昨年 8 月、黒龍江省チチハル市で、旧日本軍の遺棄化学兵器により死亡者 1 名を含む 43 名
の中毒患者が出る事故が発生。我が国は、事故発生直後から、事実関係確認のためのチーム、
事故原因となったドラム缶の仮梱包チーム、医療専門家チームを派遣し、誠実に対応。
（b） 同 10 月 19 日、我が国は、本件事故との関連で、遺棄化学兵器処理事業に係る費用として 3
億円を支払う旨表明。中国政府は、この費用を、中国政府の責任で関係諸方面に適切に配分する
旨を文書で表明した。同文書において、日中両政府は、これをもって、本件事故に係る善後処理問
題の最終的な解決とすることが確認された。
（3）
2004 年の動き
（イ） 小泉総理の靖国神社参拝
2004 年 1 月 1 日に行われた小泉総理の靖国神社参拝に対し、中国側は強い憤慨と強い非難の
意を表明（なお、昨年 1 月に行われた参拝に対しても、中国側は強い不満と憤慨の意を表明）。
（ロ） 中国人活動家の尖閣諸島上陸
3 月 24 日、中国人活動家 7 名が魚釣島に上陸、我が国の警察当局に入管法違反容疑で逮捕さ
れ、26 日、強制退去となった。本件については、事案発生後直ちに竹内次官が武在京中国大使を
招致の上、尖閣諸島に関する我が国立場を改めて明らかにした上で、遺憾の意を表明し、厳重に
抗議した。その後も累次、国内法令に従って処理する旨表明し、26 日夜、日中外相電話会談にお
いて、川口大臣より李外交部長に対し、我が国の立場を改めて述べた上で、再発防止を強く要請。
（ハ） 本年 4 月、川口外務大臣が訪中し、李肇星外交部長と外相会談を行ったほか、温家宝総理、
唐家セン国務委員等とも会見。先般の中国人活動家の尖閣諸島不法上陸に関する一連の問題に
ついて再発防止等を求めたほか、中国海洋調査船の問題等の日中間の個別の問題について申し
入れ。その上で、日中関係が相互補完関係を深めており、また北朝鮮問題をはじめ地域・世界の
問題について協力すべき重要なパートナーとなっていることにつき、認識が一致。
（ニ） 中国における遺棄化学兵器処理
本年 4 月 22 日、中国遺棄化学兵器問題に関する「第 8 回日中共同作業グループ会合」（於東
京）において、（a）遺棄化学兵器の実処理技術の選定、（b）同実処理施設の具体的立地場所選定、
（c）遺棄化学兵器の処理事業の医療体制の確立について合意に達した。
（ホ） 6 月 21 日、川口大臣は ACD 会合（於青島）に際して、李肇星外交部長と会談。日中関係の
重要性を改めて確認するとともに、ハイレベル交流の拡大を含めた日中間の交流促進の重要性に
つき一致。また、東シナ海における資源開発について中国側が開発を進めている鉱区及びその地
下構造に関する情報の提供を改めて要請し、本件について日中双方の外交当局間で引き続き連
絡を取り合っていくことを確認。
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（ヘ） 本年 7 月〜8 月にかけて中国において開催されたサッカーアジアカップにおいて、観戦中の
日本人が嫌がらせを受け、身の危険を感じざるを得ないような状況が発生。我が国より、邦人の安
全確保の観点から、中国側に対して累次申し入れ。
8 月 7 日の日本対中国の決勝戦後、大使館車が被害にあった件については、口上書にて、遺憾
の意と強い抗議を表明するとともに、事実関係の解明、犯人の処罰等を申し入れ。
（ト） 川口大臣は中国ビジネスサミットに参加するため、9 月 11 日〜13 日にかけて訪中した。中国
ビジネスサミット（北京）においては、東アジア・コミュニティーの実現に向け、日中韓三国の連携を
一層強化していくべきとの、我が国の考え方を表明。また、唐家?国務委員との間で会見を行い、日
中関係の今後の取り進め方につき意見交換。
（チ） 本年 9 月 19 日及び 20 日、東京にて第 2 回会合新日中友好 21 世紀委員会が開催された。
第 2 回会合では、日本側より小林陽太郎座長他、中国側より鄭必堅座長他が参加し、エネルギ
ー・環境問題及び国民間の相互理解につき議論。共通利益の拡大及び相互信頼の重要性等につ
き認識を共有し、「共通認識」として提言を発表。
（リ） 東シナ海における中国による資源開発
5 月末、中国が日中中間線の西側水域で油ガス田の採掘施設建設に着手。本件については、契
約鉱区及びその地下構造の一部が中間線の東側水域を含んでいるおそれがあることから、我が
方より中国側に対し、懸念を表明するとともに、情報提供を累次要請。また、我が国としても、7 月 7
日より、中間線の東側水域において物理探査を実施中。10 月 25 日に北京で東シナ海に関する日
中協議を開催。
（ヌ） 日中外相会談（10 月 9 日、ASEM5、於：ハノイ）
町村大臣就任後、李肇星外交部長と最初の会談。日中関係の重要性を再確認するとともに、東
シナ海の資源開発に関し、日中協議を行う方向で一致。国連改革につき、日本の安保理常任理事
国入りへの理解を求めたほか、北朝鮮問題における協力推進で一致。
（ル） 中国潜水艦事案
11 月 10 日、先島群島周辺海域の我が国領海を潜水航行した中国潜水艦に関し、12 日、町村大
臣が程永華在京中国大使館公使を招致して抗議し、謝罪および経緯の説明、再発防止を求めた。
これを受け、16 日、武大偉外交部副部長より阿南在中国大使に対し、当該潜水艦が中国籍である
ことを認め、遺憾の意が表明された。
（オ） 日中外相会談（11 月 19 日、APEC、於：サンティアゴ）
李肇星外交部長と会談。日中関係の重要性を再確認。中国潜水艦事案につき、李部長より、遺
憾の意の表明を確認するとともに、再発防止について、当然である旨表明。東シナ海における中国
による資源開発については、事務当局間で然るべく事前の協議を行うことで一致した。
（ワ） 日中首脳会談（11 月 22 日、APEC、於：サンティアゴ）
胡錦濤国家主席と会談。二国間関係のみならず、地域・国際社会全体にとっても、日中関係が極
めて重要であるとの認識を共有し、未来志向の日中関係を構築していくことで一致。個別の懸案に
ついて、大局的見地に立ち、協議を通じて解決していくことで一致したほか、北朝鮮問題の平和的
解決の重要性につき確認した。
（カ） 日中首脳会談（11 月 30 日、ASEAN＋3、於：ビエンチャン）
温家宝総理と会談。日中関係の大局に立って今後友好協力関係を更に進めることで一致。温総
理より、日本からの円借款がこれまでの中国の経済建設に大きく貢献してきたことへの評価があり、
今後、適切な形で処理していくことで一致。
3．日中経済関係
（1） 中国の WTO 加盟後、貿易・投資等の経済関係は大きく発展。2003 年日本にとり中国は第 2
位の貿易相手国。中国の最大の貿易相手国は日本（なお、中国税関当局の発表によれば、04 年
上半期は中 EU 間の貿易額が日中間の貿易額を上回った）。2003 年、貿易総額は約 1、324 億米
ドル（財務省確報値よりジェトロ算出）を記録。1972 年の国交正常化以降の 30 年間で約 120 倍に
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増加し過去最高を更新した。04 年上半期の日中貿易総額は、787.2 億ドル（前年同期比 30.2％増）
となった。
（2） 対中直接投資は、95 年度に 770 件、4,320 億円を記録（財務省統計。以下同様）した後に減少
傾向が続き、99 年度には 76 件、838 億円となり、日本の海外直接投資総額に占めるシェアは
1.1％に低下。しかし、中国の WTO 加盟前後より我が国企業の本格的な対中投資が相次ぎ、2002
年度は 263 件、2,152 億円、シェア 4.9%、2003 年度は、332 件、3,553 億円（前年度比 6.5%増）となり、
シェアは 8.7%に上昇している。
（3） 両国間に潜在する経済紛争の予防を図り、経済面での相互補完関係を強化するため、日中経
済パートナーシップ協議を年 1 回実施（第 1 回会合は 2002 年 10 月（於：北京）、第 2 回会合は昨
年 10 月（於：東京）、3 月、北京において初めてのフォローアップ会合を開催、6 月には第 2 回フォ
ローアップ会合（於：東京）を実施）。日中間に存在する貿易・投資に係る諸問題等（例えば、中国の
WTO 加盟に係る約束事項の実施、知的財産権侵害、国民の食の安全に関係する問題等）につい
て緊密に意見交換を行っている。特に、知的財産権の侵害は深刻であり、あらゆる場を通じ保護の
徹底を求めている。
4．対中国経済関係
（1） 「中国の安定した発展、及び日中両国の友好関係の構築は我が国のみならずアジア・太平洋
地域の平和と繁栄にとり極めて重要」との立場から、我が国は中国に 1980 年より ODA を継続的
に供与。一方、近年は、経済発展に伴う中国の国力増大や第三国に対する援助、我が国の厳しい
経済・財政事情等を背景として、日本国内で対中 ODA への厳しい見方が表れている。こうした事情
を踏まえ、我が国は様々な機会を捉えて中国側に対し、第三国援助や軍事費の透明性向上、中国
国内での広報強化等を要請している。
対中 ODA は、「対中経済協力計画」に基づき、環境保護の促進や、経済的に遅れた内陸部の開
発を中心に、我が国の国益等を勘案しつつ実施している。2003 年度の円借款（966.9 億円）は前年
度比 20%減となり、ここ 3 年間で半分以下（約 55%減）となっている。全 6 件すべてが環境保全或い
は人材育成となっており、我が国にとっても意義のある案件となっている。また、昨年 8 月には、我
が国の国益重視を打ち出した新しい ODA 大綱が閣議決定された。
（2） 昨年春の中国における SARS 感染拡大に対し、緊急無償資金協力や、国際緊急援助隊・専門
家チームの派遣等総額約 17 億円 6,000 万円の SARS 関連支援を実施。胡錦涛国家主席をはじめ
とする中国側関係者が深い謝意を表明したほか、中国国内でも大きく報道された。
5．日中間の交流活動
2002年、日中国交正常化30周年を記念し、「日本年」「中国年」と称する一連の記念行事を展開
し、特に若い世代の相互理解・信頼の醸成を推進。同年9月、橋本元総理ら国会議員85名を含む日
本人約1万3,000人が訪中し、記念交流式典で江沢民主席が演説し、「日中友好の強化及びアジア
の繁栄のために日中間協力が重要」と述べ、また、日本が戦後、平和発展の道を選んだことを評価。
30周年記念日（同29日）に在中国日本国大使館で開かれた祝賀会には、銭其シン副総理らが出席
した。
また、昨年は日中平和友好条約締結25周年にあたり、同8月9日、中日友好協会等が主催する記
念祝賀会が北京で開かれ、村山元総理、橋本元総理、福田官房長官らが出席し、胡錦濤国家主席、
呉邦国全人代委員長と会見。同9月5日、25周年記念の祝賀と呉邦国全人代委員長訪日の歓迎を
兼ねる祝宴が東京で開催され、小泉総理、綿貫衆議院議長、倉田参議院議長をはじめ約千名が出
席した。
本年6月、大相撲講演が北京及び上海において行われ、北京においては曾慶紅国家副主席が出
席したことをはじめ、多くの観衆を集め好評を得た。
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【分析のインプリケーション】現状の日米関係、日中関係の本質的課題
現在の日本外交は、「対米追随外交」として特徴づけられる。その発想は日米関係第
一という想念から生まれ、そして国際関係における諸問題を日米関係の延長線でとらえ
て、アメリカに依存することによって問題解決を図ろうとする日本の行動パターンによ
って実体化する。
日米関係は、確かに「世界で最も重要な二国間関係」といえるかもしれない。しかし
担保となるのは、日米安全保障条約による安全保障面での制度的関係であり、経済、金
融の実態面での相互依存がそれを補強しているにすぎない。建設的な相互批判や特定イ
ッシューにおける日米間の対立を大枠で押さえ込むための枠組みとして、例えば「日米
自由貿易協定」のような経済面で、二国間の紛争を手続に沿って解決し、二国間の相互
信頼を担保できる制度的枠組が、日米安全保障条約を補完するスキームとして、将来的
に必要となってくる。
他方、中国との関係でみれば、中国の目覚しい成長を前に、これだけ実態面での経済
統合が深化したにもかかわらず、靖国神社への首相の公式参拝、領土問題、教科書検定
など、いわゆる「歴史認識」の問題が繰り返して二国間に浮上するという事実が端的に
証明するように、決定的な信頼関係と、そしてそれを担保する制度的枠組が不在のまま
となっている。現状を放置すれば、日本の常任理事国入りや東シナ海の地下資源の問題
に触発された反日デモのような動きは、今後とも定期的に繰り返されつづけるであろう。
現実主義的な表現をすれば、日本において中国やアジア諸国を刺激するネオ・ナショナ
ルな発言や振舞いをすることは、中国などに外交上カードを自ら差し出しているに均し
い。
今後あるべき日中関係および日本とアジア諸国との関係では、時間をかけてでも強固
な相互信頼関係を構築し、歴史認識問題が繰りかえし持ち出されるような関係を脱却し、
アジアの対等な一員として、ともに地域的な課題解決を図っていくための体制を重層的
に構築していくことである。
日本とアメリカ、中国との関係でいえば、これら３カ国の関係を「日米関係と日中関
係の選択」といった二分法的な視座で捉えてはならない。そのような発想をすれば、た
とえば中台関係で軍事衝突が発生した場合、「日米関係第一」を根拠として、国内法に
よって行動が制約されているアメリカの行動に追随せざるを得なくなり、不可避的に中
国とも敵対しなければならない状況に自ら追い込むことになる。そうではなく、日本に
求められるスタンスは、アメリカとの関係を再構築しつつ、アメリカのアジアへの関与
を継続的に誘引し、同時に中国を孤立化させずに、絶えず国際社会へと引き込む努力を
行なうという「二正面の関与政策」であろう。
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第３章 論点整理： 我が国外交・経済の今後のあり方
3.1 日本が置かれる状況の再検証
山積する内外の諸課題に対処し、我が国の針路を打ち立てていくには、これまで依拠して
きたような前提を見直し、その上で新たに依拠すべき座標軸を定める必要がある。本調査の
分析に基づけば、今後の日本外交のための前提条件として、国際環境および国内環境の
両面で、以下のような点における変化と動向を認識すべきである。

国際環境：

世界潮流の検証

【グローバリズム】
○市場における「グローバリーゼーション」のトレンドは継続するが、ローカルな政治
力学の影響は依然として強く、「平準化された安定」には、世界はそう簡単に到らない。
○市場・競争至上主義的な「行き過ぎた資本主義」がもたらしかねない社会の荒廃のリ
スクに対し、社会の役割の再認識や倫理的価値の再確認が重要になってくる。
○国際的 NGO や地域的なコミュニティなど、非市場・非国家的な組織や集団による活動
が、グローバルガバナンスの構築や社会の安定化に際して、これまで以上に大きな比重
をもつ。
○「競争の促進、市場原理による効率化の追求こそ、社会の効用を最大化する」とする
基本テーゼは、一定の修正を要する。むしろ社会的な持続可能性を強く意識した調和モ
デルの模索が必要になっている。
【新しい戦争】
○冷戦期の米ソ超大国による、世界の紛争の「共同管理」が消滅したことによって、各
種の紛争が多層的に常態化する。
○国際的なテロリズムは制御が困難であり、その危険性は、引き続き世界に不透明性を
もたらす。
○攻撃に対する防御システムの構築とともに、紛争や混乱をエスカレートさせることな
く収束させるような予防外交的な紛争マネジメントを同時に展開していくことが、世界
の安定にとって重要になってくる。
【力による平和と国際協調・国際法理】
○世界秩序の構築は、一国のみの努力によって制御できる水準を越えた問題であり、多
国間主義が進展していく。圧倒的なパワーをもったアメリカといえども、2020 年以後、
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世界の他の地域の台頭により、その地位が相対化される。短期的にも、経済財政状況の
制約から、単独行動主義の自由度は限定的になる。
○長期的には、単独行動主義的な動きに対し、公正な国際法理の導出と実効性の高い問
題解決メカニズムの創出をめざし、国際協調の重層的なネットワークの中に引き込んで
いく努力が重要になる。
○短期的には、国際協調の試金石として、国際刑事裁判所への対応が日本にとって課題
となる。
【人間の安全保障】
○国際社会において 「国家」から「人間」へとフォーカスを当てる安全保障の重要性
が向上していく。
○人間の生の中枢部分を守り、すべての人に自由と可能性を実現するために、保護（プ
ロテクション）と能力強化（エンパワーメント）の戦略が必要になる。
【国連再編】
○安保理改革については、2005 年 9 月という期限が事務総長から提案されているが、そ
れに対し中国が慎重意見を述べる等、今後の進展はまだ不透明である。
○日本が安保理の常任理事国となることで、世界の平和と安全に関する意思決定に直接
参加できるという利点があるが、従来以上の「日本としての経綸」や責任、途上国に対
する援助の強化も明確に求められるようになる。
○日本の常任理事国入りに関し、特に韓国や中国など、アジアの近隣諸国との信頼関係
の再構築が、近々の政策課題になる。
【情報通信技術の進展】
○情報伝達の低価格化で、NGO などの非政府のアクターの大きなパワーが拡大する。
○自国内の動向が国境を越えて世界に伝達されやすくなり、政治指導者が外交問題で一
貫性を保つことが困難になる。
○多様な情報源をも持つ大衆が信頼を寄せる存在であり続けるために、国家も「信頼を
勝ち取る能力」が極めて重要になる。
【アジアダイナミズム】
○日本と経済統合を深め、今後も高い成長が期待されるアジアは、日本にとっても最大
の経済上のパートナーとなった。
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○「大中華圏」の中核に位置する中国は、今後とも目覚しい経済成長を遂げ、ますます
地域で突出した存在になる一方、国内的な政治経済上の不安定要因や、資源確保を動機
としたアジア周辺国との紛争リスクが懸念される。
○日本外交にとって、中国をアジア地域内でいかにして安定的な秩序の中に組み入れる
かが、極めて重要な課題となる。
国内環境：

社会変容の検証

【人口構造の成熟化】
○日本は、今後、本格的な高齢化時代に突入するが、トレンドそのものを反転させるこ
とは相当に困難である。国力の最も基本的な要素である人口の減少を遅らせるために、
総合的、戦略的な政策展開が必要である。
○政策資源を若年層、子育て層対応へとシフトさせ、少子化のトレンドを直接的に遅ら
せようという「少子化抑制戦略」と、人口そのものは減っても人的資源を増やすことで
人的資源立国をめざそうとする「人口減少適応戦略」の同時採用が望ましい。
○移民の問題を含む内外の交流人口の拡大や、人口に中立的な社会保障・財政システム
の構築などの課題も、あわせて検討を要する。
【「希望格差社会」】
○市場原理の徹底、資本主義の加速を奨励するのでは、心理的格差の問題は対応できな
い。行き過ぎた競争が生み出す反動には、一定の歯止めが必要になる。
○「株主資本主義」ではなく、幅広いステークホルダーの利益との調和や社会的責任を
考える「節度と品格のある資本主義」、より長期的な視点から合理性をとらえる「育て
る資本主義」が基本となるべきである。
○勤勉、他者との共存、自尊と互恵の精神、社会的公正といった倫理的価値の見直しと、
その基盤となる共同体である「社会」の役割の再確認、希望をもって社会で活躍する機
会の増大が求められるようになる。
○NGO や草の根レベルでの公共的な活動の意義が、社会の安定化に向けて果たす役割を
持つものとして再認識される。
○日本が「希望なき安心と停滞」に落ち込まないよう、「個人的対処に対する公共的な
支援」の拡充が必要になる。
○リスクに挑戦した結果としての失敗をセーフティネットによって「救済」するのでは
なく、むしろその失敗の経験そのものに社会的な価値を認めて、それを社会に還元する
ことを歓迎したり、失敗から学ぶことを尊ぶような社会的意識・規範の醸成を試行する
べきである。
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【閉ざされたナショナリズムの危険】
○「国益を害してでも、自国のプライドを守れ」に類する意見に対し、国民を説得する
のは政治的リーダーシップの役割であり、責任である。政治家は、政治的意図から「閉
ざされたナショナリズム」に荷担する行動をとるべきではない。
○「真に永続する信頼関係」を、韓国、中国を始めとした東アジア諸国と真剣に議論し、
具現化していくことが、日本外交において極めて重要な課題になる。
【新たな労働の担い手：女性、高齢者、外国人】
○生産年令人口の減少、労働力不足に対しては、まず女性や高齢者、ニート・フリータ
ー層の活用を図るのが喫緊の課題になる。しかし、それだけでは対応が難しくなったと
き、「ロボット」か「移民」かの選択が日本に迫られることになる。
○外国人受入れ増大策では、国内の外国人の人権をどのように制度的に保障していくか、
社会的コストの増大をどう抑制するか、受け入れに係る職種や制限のあり方等について、
検討が必要になる。
【「国力」の源泉としての人材育成】
○人的資源の「量的な拡大」を望むのが困難ないま、日本の国際的なプレゼンスを保つ
上で、人的資源の「質的な拡充」を追求すべきである。
○「バーチャル国家」として日本が安定的に高付加価値の財・サービスを提供し続ける
ことができるよう、「日本型ソフトパワーを担う人材の資質向上」をめざす方向で、教
育政策の検証・再構築が必要である。
○ソフトパワーの時代と言われる 21 世紀においては、世界に通用する説得力ある発言、
政策的ディベートを実践できる能力が求められる。
【地球環境問題とエネルギー確保とのバランス】
○生活水準の維持向上と両立する形で、成長における持続可能性を追求し、現実化する
ためには、３つの E、経済（Economy）、環境（Environment）、エネルギー（Energy）
の３つを、バランスよく制御していくことがカギとなる。環境収奪型あるいは資源収奪
型の経済活動とは一線を画し、３者のバランスに配慮しつつ、持続的な成長のための資
源確保ではポートフォリオ・マネジメントを実践することが重要になる。
○エネルギー需給の将来の不確実性は高く、単一のエネルギー政策では対応が困難であ
る。エネルギー源の多様化によるポートフォリオ戦略と、エネルギー効率の改善の推進
が今後とも重要になる。
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○途上国のエネルギー需要の増大が地球温暖化問題の深刻化に繋がらないよう、先進国
と途上国間の協調体制の構築、強化が不可欠である。
【安全保障と国際協力】
○憲法の精神の遵守、平和主義に則れば、日本としては、国際社会の安全保障において、
軍事力による貢献ではなく、引き続き非軍事面での貢献が主眼となる。
○単なる「金配り」と認知されないよう、日本なりの問題意識と理念を明確し、国際社
会を発信することが肝要であり、環境問題対応ＯＤＡの重視や核不拡散政策とリンクし
た経済協力の展開など、外交とＯＤＡとの関係性を強く意識した国際協力政策が求めら
れる。
○自衛隊の国際貢献活動に関しては、平和主義・専守防衛の基本線を前提とながら、そ
のミッションと関与の限度を明確化する趣旨から、法的枠組みを整備することが必要に
なる。
【先端技術とものづくり振興】
○「バーチャル国家」の実体化をめざし、日本は、新しい高付加価値を国際市場に提案
できるような産業構造をめざすこと。あわせて、Japan Cool に代表される新たな魅力
や持続可能な成長を支える基盤技術によって、世界をリードできる国家をめざすことが
基本となる。
○日本は、軍事と民生のインターフェースを利用した技術開発戦略が、平和国家の理念
上、採用しにくい。その分、先端技術開発政策にはビジョンの明確化と強い戦略性が求
められる。我が国の製造業の強みを見極め、それを中核に据えることによって技術力・
競争力の強化を目指すべきである。
○先端技術政策の主体である国と実際の競争力主体である民間企業が、ともに認識の共
有を図り、戦略的な方向性と整合するように、研究開発活動をコーディネートさせるさ
せていくことが強く求められる。
○「ポスト自動車」のプロダクトマネジメントの官民による取り組みの一環として、国
際的に重要な先端技術をテーマとしたプロダクト開発コンソーシアムを検討すべきであ
る。中小型ジェット機、ロボット、無人飛行機などの開発がテーマとして考えられる。
○研究開発コンソーシアムを日中韓などの国際的な枠組で実施していくことも有力な方
法である。
○ただし技術開発戦略では、技術の陳腐化の防止、費用対効果に配慮が必要であり、必
要に応じて軌道修正を図るような評価メカニズムを設計することも重要である。
【食糧の確保と農業】
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○国内農業の振興と対外的な市場開放との対立を解くカギは、食の安全性や品質、生産
における環境配慮が消費者によって高く評価されるような「質の高い市場」の整備にあ
る。
以上の認識に立ち、次節で日本外交の新機軸を議論する。

3.2 日本外交の新機軸の提唱
2.2 の分析で確認したように、現在の日本外交は、「対米追随外交」、「アジア近隣
諸国との信頼関係の不在」という特徴がある。
このような現状を脱却して、どのようは方向に進むべきか？
21 世紀におけるあるべき日本の外交指針は「アングロサクソン同盟」から「親米入
亜」へであろう。
○20 世紀の成功体験としてのアングロサクソン同盟
20 世紀の日本は、「脱亜入欧」路線を歩んできた。20 世紀初頭からの 20 年におよぶ
日英同盟、1945 年の敗戦からの日米同盟という 2 つのアングロサクソン同盟がその裏づ
けとなった。日本は、20 世紀の 100 年のうち 4 分の 3 をアングロサクソン同盟に依拠し
て過ごしてきたことになる。２つの同盟にはさまれた 25 年間はアジアに目が転じられ
たものの、「大東亜共栄圏」は白人帝国主義のアジア支配のデッドコピーになってしま
い、1945 年の敗戦を迎えるまで日本人に戦争の苦渋を強いた。こうして日本人の心に成
功体験としての「アングロサクソン同盟」という構図が定着した。
○旧機軸としての「対米配慮」とその限界
その慣性が引き継がれたまま、日本は 21 世紀の初頭を迎えた。現在の日本の国際関
係における決定的な弱点は、近隣諸国、特にアジア各国との間で強固な相互の信頼関係
が構築されていないことであり、また国際問題はアメリカへの過剰依存と過剰期待で処
理するというパターンに嵌りきり、外交上の行動規範として「対米配慮」以外のオプシ
ョンを持ち得ないでいる点にある。
もとより対米配慮は国際協調と同義ではない。対米配慮の行き過ぎが、「力による平
和」の無批判な許容と専守防衛の原則の逸脱につながるような事態も好ましくない。ま
た、アメリカのアジア戦略の基軸がアメリカと日本および中国という相対的な関係へと
変化しており、これからの日本は多国間外交が主軸とならざるを得ない。日米という二
国間関係に専ら着眼する 20 世紀モデルは、21 世紀に迎えた今、その脱却が求められて
いる。
○「資金源」としての日本
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実は、 日本という国のポテンシャルは、一般に日本人が考えるよりはるかに大きい。
過去 14 年間、世界最大の債権国であるという事実に象徴されるように、国際社会にお
ける日本のポジションは、決して過小評価できない。
それにも関わらず、自らその力量を最大限に発揮し、世界的な影響力と指導力を発揮
しているとは言い難い。仮に世界における日米関係をアメリカの視点から見るとするな
らば、世界を共に動かすパートナーとしては頼りないが、米国の政策には決して異を唱
えず、資金協力を惜しまない便利な存在だと映っていると言っても過言ではない。
○湾岸戦争時の失敗とそれへの過剰反応
日本は湾岸戦争時に、合計 130 億ドルの戦費拠出を行なったものの、アメリカ、多国
籍軍、クウェートからも感謝は得られなかった。さらに事後的に掃海艇の派遣など人的
貢献に踏み切ったものの、そこで「Too little, too late」の批判に直面せざるをえな
かった。この経験を序曲として「Show the flag シンドローム」とでも呼べるパター
ンが定着しつつある。つまり、アメリカの「親日派」からの「要請」に対して、日本に
おける「親米派」が呼応し、「日米関係第一」という論理から、結果的に安易な米国追
随的と映る行動に日本が踏み出すというシナリオである。
○「真の親米」に向って
ここにこそ、「真の親米」のあり方を問い直し、アメリカに対する日本の位置取りを
冷静に見直す必要がある。本当の親米派の取るべき態度は、日本の経済基盤が米国から
アジアへと長期的に、かつ着実にシフトしつつあるという現実をふまえ、アメリカのア
ジア政策への関与を担保しつつ、アメリカとアジアをつなぐ重要なプレーヤーとして自
らの役割を再確認することである。またアメリカがユニラテラル、孤立主義的な動きを
見せた場合には、堂々と見直しを求める役割を担うことである。
○「自主外交」の危険性
なお、協調と間合いのバランスを追求する対米関係の再構築は、いわゆる日本の
「自主外交」を指すものではない。日本の核武装をその頂点とする自主防衛力の強化や
「ナショナル・プライド」の鼓吹を行動規範とするような自主外交とは、明確に一線を
画すものである。「アメリカの庇護からの独立」を声高に叫ぶことのリスクは十分に認
識しなければならない。シーレーン防衛、科学技術面での協力など、アメリカ抜きでは
考えられない重要なイッシューを考慮し、アメリカに対して「日本は何をしてよいのか、
何をしてはいけないのか」は冷静な検討が必要になる。
あくまで「親米入亜」における新しい「親米」関係とは、決して日本の「自主外交」
を意味するものではない。むしろ米国への過剰依存を振り返り、諸外国から対米追随と
見られるような振舞いを見直すことを通じて、日米同盟を機軸としながらも、建設的な
批判の応酬があったとしてもゆるがない、健全で強固な信頼関係への確立を目指してい
くものである。
○入亜に向かうために何が必要か
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さらにアジアダイナミズムという新しい現実を直視すれば、中国を含む東アジア地域
の安定的発展の実現が、日本にとっても重要な外交課題となる。
この点に関し、日本に対する「アジアの目」は、あらためて認識する必要がある。ア
ジアの近隣諸国との間で強固な相互の信頼関係が構築されていない現状を放置すること
は、日本の将来にとって決してプラスにならない。アジア地域の安定的かつ持続的な成
長に対して日本がコミットメントを深めようとするならば、アジア諸国が「日本に何を
期待し、何を懸念しているか」を冷静に分析した上で、「戦争の記憶」を発展的に解消
していく努力に注力していかねばならない。
○政治的リーダーシップの責任
特に、領土問題や教科書問題等、アジア諸国との間に存在するイッシューにおいては、
留意が必要である。ここで「ナショナル・プライド」への誘惑にかられて、相互に「偏
狭なナショナリズム」の応酬に転落していく行動は、少なくとも日本側から仕掛けるべ
きではない。このような個別の紛争要因には、あえて「ホールド」をかけ、短期的な問
題が長期的関係の発展の阻害要因とならないように、「将来世代の知恵に解決を委ね
る」ことを国民に呼びかける強いリーダーシップ、および総合的な軽重判断が求められ
る。
○「対中４原則」
特に、21 世紀の日本外交にとって重要なプレイヤー、パートナーであり続ける中国
に対しては、強固な相互信頼関係の構築努力の第一歩として、以下のような方針を原則
として掲げる。
原則１．中国を国際社会のルール、システムに積極的に参画する方向を支持、協力す
る。
原則２．未来志向で過去の歴史を清算するために、日本の現世代が将来に渡って責任
をもって軍事的脅威とならないことを確認する。
原則３. 台湾問題への不介入を貫き、この問題の解決は大陸、台湾の両中国人の努
力と英知に委ねる。
原則４. 核不拡散政策の観点から、中国を含めたいかなる国の核実験や核拡散にも
反対する。
＊＊＊
以上を総括すれば、今後の日本のあるべき外交指針は、対米配慮ですべてを判断する
「アングロサクソン同盟」型から、協調と間合いのバランスで対米関係を再構築すると
ともに、アジアで堅固な相互信頼の仕組みを構築する「親米入亜」型へと転換されるべ
きであるとの結論に到る。
「親米入亜」の実現に向けた実践上のアプローチは、以下でさらに詳述する。
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3.3 試論・あるべき外交戦略： ①戦略目標
次に答えるべき問いは、「『親米入亜』をめざすとしても、日本はそれによって、ど
のような世界を形成していきたいのか？」である。
「親米入亜」を新機軸としたあるべき日本の外交戦略の基本線は、「世界が是認する
価値を主導していく」ことになるであろう。
平和主義に依拠する日本は、軍事力によらずして、経済力・技術力およびソフト・パ
ワーによって世界をリードし、国際社会をより安定的かつ持続可能な社会への漸進的な
発展の実現に向けて注力することになる。
ここで日本として掲げる価値の体系は、世界が是認するもので、もとよりアメリカと
いえども否定できないものであることが求められる。今後、日本としては、このような
諸価値の実現を主導する国家、「尊敬を集める世界のモデルとしての国家としての地位
の確立を目指すことが、新たな国家目標となる。
それでは、より具体的に、日本として志向すべき価値を、順次、検討してみよう。
（１）平和・安全・人権
これらは「人間の安全保障」が基本的に目指している諸価値である。人間の安全保障
は、経済協力の文脈に限定するのではなく、「国家の安全保障」を議論する文脈におい
ても、積極的な位置付けが与えられるべきである。
日本としては、非核平和主義を再確認、堅持し、小火器を含め、あらゆる「兵器」を
管理化していく方向性を追求する。それとともに、非軍事領域における国際貢献を強化
し、内戦を含む武力紛争の予防的措置を強力に展開していく。
また「人間の安全保障」は、人間の生存のための安全と安心を求める。日本は、国
内・国外を問わず、あらゆる安全に対応し、人間生活に安心を取り戻すという方向性を
維持、強化する。
人権についても、その価値を広く認め、国際社会におけるテロや拉致などの人権侵害
や非人道的な行為に強く反対し、人権上の逸脱を厳しく律する方向性を取る。同様に、
日本国内においてもあらゆる人種や国籍に左右されることなく、人権が十分に確保され
るような社会の運営をめざす。
（２）環境
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現世代として、人類社会の持続性を確保し、次世代へと継承する責任から、限られた
空間・資源を収奪するような行為を否定し、将来、長期にわたって繁栄が持続すること
が可能になるよう自然環境の保持を掲げなければならない。
日本派、COP3 において議長国を務めたという立場を最大限に活用し、京都議定書の発
展的展開を主張していくなど、地球社会の持続可能な発展に向けて、言説・行動ともに
世界をリードしていくべきである。
（３）安定的成長
地球社会の持続可能な発展の両輪の一つが、安定的成長である。
日本のモデルは、「通商国家」の次のフェーズに登場することが予見されている「バ
ーチャル国家」である。バーチャル国家は、高付加価値製品の生産、設計、マーケティ
ングなどの諸活動を通じて、国際市場に提案し、世界のライフスタイルとして定着させ
るような力量を発揮する国家である。
この見地から、日本は、世界貿易に占める自国のシェアの増大ではなく、高品質・安
全・省エネ・環境配慮などで、日本をアピールし、世界をリードする製品や技術の製
造・開発に重点を置いた産業構造をめざし、安定的成長を確保する。
結果として、例えば Japan Cool に代表される新たな魅力を提示したり、資源収奪競
争を解消するようなソフトエネルギー技術等、持続可能な成長を支える基盤技術を世界
に提供していくことを通じ、軍事力ではなく、技術によって世界をリードする国家をめ
ざすものである。
＊＊＊
これらを端的に総括すれば、日本が世界各国から敬意を払われる国になるために、国
際社会における「公益」の探求へと、日本として追求する価値体系の重心を移すという
ことができよう。
このような価値の与え方は、各国の国益の追求競争として外交や国際関係を理解する
人にとっては、受け入れ難いものとして映るかもしれない。しかし、国際秩序が不安定
度を強めるとき、一国が自らの国益を守ろうと行動すれば、それが他国から見て脅威感
を増幅するという「安全保障のジレンマ」のリスクの方こそ、21 世紀の初頭においては、
懸念されるべきではないか。
また、国際社会における公益の枠内に日本として追求したい価値を位置づけ、そのよ
うな公益の増進を国際社会でリードしていくことで、国際社会の公益と日本の国益とは
矛盾なく調和する。すなわち啓発された自己利益が実現されるのである。
「いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならない」、「平和
を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと務めている 国際社会
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において、名誉ある地位を占めたいと思ふ」という憲法前文の精神は、このような「啓
発された国益」の中にこそある。

3.4 試論・あるべき外交戦略： ②行動計画
次に「新機軸に沿った新しい外交戦略目標に到達するために、具体的にどのような取
り組みを進めるべきか」という問いに答えることにしよう。
上記、3.3 において議論した目標としての価値体系の構成にそって、今後の日本外交
で実行していく行動・プランを列挙して整理することとする。

3.4.1 「平和・安全・人権」におけるイニシアチブ
○「非核・非軍事」を推進する国際的な武器管理
日本の個性としての「非核・非軍事」をメインテーマとして、国際社会における理念
的な指導性を発揮する。その他、国際的な武器輸出の制御、小型武器の制限、地雷廃絶、
核軍縮・核管理の主導など、非核平和主義のテーマに沿ったグローバル・ガバナンスの
取組を積極的に主導していく。
○非軍事的領域での国際貢献の拡充： 食糧技術援助
「人間の安全保障」を確保するための人道的支援や、途上国のガバナンス向上といっ
た、非軍事的な領域における国際貢献活動は、グローバル・ガバナンスおよび地域の安
定化の意味で重要であり、その取り組みは質、量ともに拡充する方向とする。特に、異
常気象などによる食糧供給不安定化のリスクや成長にともなう食糧供給逼迫リスクを軽
減するために、途上国での自立した食糧供給を可能にする農業技術や水資源確保技術の
移転・協力を重視する。
○国際貢献活動における自衛隊の位置付けの明確化
国際貢献活動における自衛隊の活動については、一定の認知を与えつつ、当該活動に
関する一般法の整備や PKO5 原則の見直しなどによって、活動の枠組を検討する。その
際、人道的支援に活動を厳しく限定するなど、周辺諸国からの納得を得られるよう努め
ていく。
○外交と経済協力との関係の強化： 各不拡散とリンクした ODA
アジアをはじめとした途上国向けの経済協力では、人間の安全保障に資する人的貢献
の分野や、地域の成長における不安定領域となる恐れがある環境問題、食糧供給、エネ
ルギー供給の安定化などの領域で重点化を図りながら、その成果の評価を通じて費用対
効果の改善を図る。それを通じて、単なる資金のバラまきにおわらない技術・ノウハ
ウ・システムの移転を図る。また、核不拡散を主導する立場から、核実験や核保有の疑
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いがみられた場合に援助を打ち切ることを予め明示するなどして、日本なりのメッセー
ジの伴った経済協力とする。
○真の「親米」に向けた日米関係再構築の一環としての「日米包括経済協定」
「親米入亜」の実現にアプローチとして、専ら軍事面で実体が担保されていた「日米
同盟」に、二国間の経済関係における同盟の要素を付加する。具体的には、日米間で包
括的な経済協定の締結をめざし、日米間の通商における摩擦案件が極端な政治問題に発
展しないよう、紛争処理の仕組みを制度化する。また、投資促進やビザ取得規制など、
ヒト、モノ、カネのスムーズな移動を担保する包括的なスキームを構想し、その制度化
を図る。農業に代表される国内市場開放の問題についても、包括的経済協定の交渉と並
行して、単なる食糧自給率の議論にとらわれない市場開放後のあるべき産業としての農
業の姿を検討する。
○専守防衛の基本線に沿った日米間の軍事技術協力の深化
それと同時に、アメリカとの軍事的関係において、専守防衛の原則を堅持し、その原
則に適うミサイル防衛システムや軍事情報通信システムの開発・高度化、「サイバー戦
争」への対抗策などのフィールドで、日米間の軍事的協力関係を質的に深化させる。
○在日米軍基地の再編
冷戦型の有事とは異なる新たな脅威を具体的に再認識した上で、日米間で在日米軍基
地の在り方を再編する。また、アジア諸国に対しては、これらの取組が日本の軍事大国
化をめざすものではないことを、正確かつ説得的にアジア諸国に伝達し、認識を共有す
ることを目指す。
○アジア諸国との信頼関係構築と、領土問題への「ホールド」かけ
「入亜」を具現化するアプローチとして、20 世紀前半の行動によって失われたアジ
ア各国の深層部分での信頼を、今後 50 年かけてとりもどすことをめざす。特に韓国、
中国に対して、内向きのネオ・ナショナリズムと受け取られる言明を自重しながら、時
間をかけて認識の共有と信頼獲得を進めていく。主に領土問題のような直近の紛争要因
については冷却化提案を行ない、長期的な交流拡大とリンクさせることによって不必要
な関係の悪化を阻止する。
○「対中４原則」の発信
具体的に中国に対しては、①中国の国際協調体制への関与の支持、協力、②アジア地
域における脅威とならない決意の明確化による歴史問題の精算、③その具体的行動原則
としての台湾問題への不介入、④非核平和主義の堅持を４つの「対中原則」として提唱
し、日本のゆるぎないスタンスを中国に対して明瞭に発信する。
○北東アジアの域内安全保障のための多国間枠組の創設
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国際社会からの孤立感が引き金となって暴発する国が発生しないよう、北東アジア地
域における安全保障のための多国間枠組の創設を目指し、相互信頼の醸成から、地域内
での予防外交の実践、実質的な紛争解決へと、会議体の機能を段階的に進化させていく。
○アジア太平洋における人的交流拠点としての沖縄の位置付け
沖縄への国際機関の誘致によって、沖縄をアジア太平洋地域における人的交流拠点と
して位置づける。側面支援措置として、航空便、入国管理、通関、物流など、ヒトとモ
ノの流れを加速させる方向で、各種の規制を見直していく。
○エネルギー危機や自然災害に対応できる「進化した安全性」の確保
「バーチャル国家」モデルとしての日本の生命線は、高付加価値を実現する人材や組
織であり、その営為のインフラとしての情報・物流・金融の各種ネットワークである。
すなわち、今後の安全保障の問題意識としては、領土・領海の保全にとまらず、テロの
脅威や「新しい戦争」といった新種の脅威に加えて、「バーチャル国家」としての存立
基盤に直結するような危機、例えば情報ネットワークの停止、エネルギー危機から、自
然災害に至るまで、安全に対する多様な脅威に対応できる多面的な「進化した安全性」
の確保をめざすことが必要になる。
エネルギー・環境問題では一次エネルギー源のポートフォリオに配慮するほか、各エ
ネルギー源についても供給源の多角化や開発投資の分散の方向性を意識する。また再生
可能なエネルギー源については、重点的な投資を進めていく。
リスクマネジメントの観点から、東京に代表される主要な都市機能を、テロのみなら
ず自然災害から守り、安全性を高めるためのインフラ投資やリスク分散（首都機能のバ
ックアップと分散、ダメージから復旧するためのパッケージ）の構築を政策のアジェン
ダとして検討する。
○「国際刑事裁判所」への積極的関与
アメリカの単独主義的な行動に是正を働きかけながら、国際協調路線への誘導を試み
る取り組みの一環として、また人権問題についての日本のスタンスを国際社会に鮮明に
示すために、2002 年 7 月に発効した「国際刑事裁判所（ICC）設立条約」を早急に批准
する。その上で、裁判官の派遣などにより、国境を越えた組織犯罪や人道に対する犯罪、
戦争犯罪等についての国際刑事訴訟手続の運用へのコミットメントを深める。

3.4.2「環境」におけるイニシアチブ
○京都合意の遵守
COP3 において議長国を務めた日本という立場を最大限に活用し、京都合意によって形
成された枠組みの維持するため、京都議定書によって日本に課された二酸化炭素の削減
目標は確実に遵守する。その上で、途上国を説得し、巻き込むための第 2 フェーズにお
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ける削減目標および削減方策の枠組みを提唱し、実効性の高い二酸化炭素抑制のための
国際協調体制の構築、発展に注力していく。
○環境問題における中国や途上国への働きかけ
中国や途上国の国際協調体制への関与を促進し、安定的・持続的な発展を図る努力の
一環として、地球温暖化防止・二酸化炭素排出抑制にむけた京都議定書体制およびポス
ト京都体制に代表される環境対応の諸問題において、各国に期待される役割を明確化し
ながら、そのコミットメントを引出す。
○環境 ODA の強化
特に高成長の負の側面としての環境汚染リスクや地球温暖化リスクが懸念される中国
に対しては、中国の環境保全努力を側面的にバックアップするために、環境問題対応に
集中させて対中 ODA（資金協力および技術協力）を継続させていく。他の途上国に対し
ても、同様に ODA の重点投下を行なっていく。

3.4.3「安定的成長」におけるイニシアチブ
○日本をアピールする高付加価値産業の育成と研究開発体制の支援
「すりあわせ技術」といった日本の強みを生かし、世界市場に通用する次世代のプロ
ダクトモデルの開発（小型ジェット機、無人飛行機など）を支援するほか、「介護ロボ
ット」や省エネ技術・空中二酸化炭素固定技術に代表されるような「問題解決型」の技
術や製品を世界市場への展開する努力を支援していく。また、コンテンツ産業の育成な
ど、日本の魅力を世界に提案する産業の奨励を図る。
○アジア各国との先端技術協力の推進
次世代の産業技術や地球環境問題などグローバル・ガバナンス上の問題に対応できる
先端技術の開発をめざして、中国、韓国等とのパートナーシップによる国際的研究開発
コンソーシアムの提案する。また、食糧、資源・エネルギーなど、アジア地域における
安定的成長のボトルネック解決型の技術援助を戦略的に展開していく。
○アジア経済圏内での資金還流スキームの強化
アジア域内の政治面、安全保障面での関係構築を強化する取り組みとして、すでに相
互依存・統合が進化している実体経済と相互補完的に機能するスキームを多面的に提唱、
整備していく。具体的には、アジア債権基金の設立を一つの契機として、アジア域内に
おける多種多様の金融取引による資金循環を活性化するスキームの構築・高度化を促進
する。
○エネルギー技術の開発における投資戦略の再考
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原子力安全技術を中心とした核の平和利用技術の高度化の方針は堅持するものの、費
用対効果および技術的な有効性評価の観点から、核燃料サイクルを含む既存の取組の見
直しを図るとともに、再生可能エネルギー源の開発には戦略的・重点的な投資を行なう。
それら取り組みの総合的な結果として、石油資源の中東依存度の軽減を目指す。

○「高品質を評価する国内マーケット」の構築
日本の国内市場が、安全、環境、健康といった価値を認め、評価していく市場として
世界に認知され、さらには先進的モデルとして模倣されるようになることをめざす。そ
の観点から、関連する市場ルールの整備や対外的な交渉に臨む。そのインフラとして、
消費者意識の向上や企業モラルの回復、企業の社会的責任などについて促進する方向で
施策を展開していく。
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3.5 むすびにかえて
本調査報告書はポジション・ペーパーであり、提案した日本外交の新機軸、新しい外
交戦略は、政策論議のたたき台としての「試論」である。異論、反論の余地は残されて
いる。特に「日米同盟主導者」の観点からみれば、異論は相当多いことであろう。
翻って考えるに、これまでの日本では、イデオロギー対立によって外交が規定されて
いた時代の慣性力が残存していたこともあり、外交ビジョンや政策方針について、オー
プンな場で政策論議が活発に行なわれてこなかった。
過去と将来の社会潮流を理解し、理念、方針、戦略的方策によって構成される外交ビ
ジョン、すなわち国際社会における「日本の経綸」のあり方を問うパブリックなディベ
ートを経てこそ、本物の外交政策がうまれてくる。
本報告書の内容に対して、賛成意見、反対意見のいずれが多くなろうとも、それは二
義的なことに過ぎない。この報告書が、今後の日本外交のあり方についての政策議論に
波紋を投げかけることができたならば、本研究の最大の意義はあったことになる。
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