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はじめに

　現代は歴史の大きな転換期にあり、世界は多極化が進むとともに、ナショナリズムの高揚やテロの
蔓延、軍事的紛争・緊張の高まりなど激動と混迷を深めております。わが国を取り巻く国際環境も緊
迫の度を増しており、アジア太平洋地域の平和秩序形成に向けたわが国の的確で戦略的な外交・安全
保障政策がかつてなく重要になっております。
　ケネディ政権下で駐インド大使を務めた経済学者のジョン・K・ガルブレイスは、かつて『The 
Age of Uncertainty』（1977 年／邦訳名『不確実性の時代』）という本を書きました。現在はまさに「不
確実性の時代」であると言えます。「リスク」という概念には少なくとも確率分布がありますが、この「不
確実性の時代」には何が起こるかまったく予測がつきません。
　2016 年 6 月には英国で国民投票が行われ、順調な発展と拡大を遂げてきた EU からの脱退、いわゆ
る「Brexit（ブレグジット）」に世界が衝撃を受けました。11 月には大方の予想に反して、ドナルド・
トランプ氏が米国次期大統領に選出されました。激変する国際情勢の中でこれから日本がどのような
役割を果たしていくべきなのか、本当の選択を迫られていると言えるでしょう。
　こうした中、一般社団法人平和政策研究所は 2016 年 11 月 16 日、国連 NGO である UPF-Japan と
の共催で、米国、カナダ、ロシア、イスラエルより外交・安全保障問題の専門家を招聘し、「激動す
る世界と日本の選択」をテーマに「国際指導者会議」（International Leadership Conference）を開催
しました。ILC は政治、学術、宗教、NGO 団体など各分野の有識者・専門家が一堂に会して、平和
への方策を議論する国際会議であり、世界各地で開催され大きな成果を上げてきました。今回の会議
には、外交官、学者、NGO 関係者、メディア関係者など各界有識者のべ 600 人が参加しました。
　セッション 1 では米新政権のアジア太平洋政策と日米同盟の展望について、セッション 2 では混迷
を深める中東における和平の可能性と日本の役割について、セッション 3 では日露関係が新たな段階
に入る可能性を見せている今、北東アジアの中長期的展望を視野に入れつつ、日露関係の可能性と役
割について議論しました。
　会議における議論の概要をまとめた本報告書が、日本の行くべき方向性を探る一助となることを期
待します。

       2017 年 1 月
       　平和政策研究所 代表理事
       　林 正寿（早稲田大学名誉教授）



プログラム

米国新政権の政策と日米同盟の展望
講演：ビル・ガーツ氏　米紙「ワシントン・タイムズ」コラムニスト
モデレーター：高橋 一生氏　国際基督教大学元教授、日本国際連合学会理事（渉外主任）
コメント：デビッド・キルガー氏　カナダ元国務長官

混迷する中東情勢と和平へのプロセス
発題：イェヒエル・ヒリク・バール氏　イスラエル国会副議長
モデレーター：広瀬 晴子氏　元駐モロッコ大使
コメント：遠藤 哲也氏　ウィーン国際機関日本政府代表部初代大使

緊迫する北東アジア情勢と日ロ関係の展望
発題：ウラジミール・ペトロフスキー氏　ロシア科学アカデミー極東研究所主任研究員
発題 ：ヴィクトル・ラズベギン氏　ロシア経済開発省地域交通統合プロジェクト省庁間センター　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　ディレクター
モデレーター：磯村 順二郎氏　米ハドソン研究所上席研究員
コメント：上田 秀明氏　元駐ポーランド大使
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トランプ・ショック

　米国ではようやく、18 カ月におよぶ大統領選挙の容赦ない戦いが終わった。トランプ氏が大統領
職を目指す大きなきっかけとなったのが、2011 年 4 月にホワイトハウス記者会が主催した夕食会で
の出来事だったと言われている。その時の様子について PBS が 2016 年 9 月、Frontline: The Choice 
2016 というドキュメンタリー番組で詳しく報じた。
　当時、オバマ大統領の出生地は米国ではないので大統領の資格がないとトランプ氏が主張し、論争
となっていた。しかし夕食会恒例のスピーチでは、オバマ大統領がそのトランプ氏を徹底的にからかっ
て恥をかかせたのだ。番組では、トランプ氏の政治顧問を務めるロジャー・ストーン氏が「彼はあの
夜、大統領選挙への出馬を決意したのだろう」と述べている。このような出来事を知ることが、次の
アメリカ大統領の人となりを理解する手掛かりになるかもしれない。
　米国の大統領選挙では、通常、ニューヨーク州やカリフォルニア州などは民主党が抑え、その他の
4 ～ 5 州、例えばペンシルバニア、ノースカロライナ、フロリダ、オハイオ、テキサス州などを抑え
ることで、選挙人の過半数を確保する。
　今回のトランプ陣営の卓越した選挙戦のやり方について、今後、政治学者達が研究することだろう。
今回の選挙戦は本質的に、メディアを活用したもの、特にソーシャルメディアが本格的に利用された
という点で画期的なものだ。特にトランプ氏はツイッターの活用方法を洗練させ、メッセージを有権
者に届けることでは躊躇がなかった。
　また大衆動員も効果的だった。あるインタビューの中でトランプ氏は、最近オハイオ州で行った集
会は、夜中 1 時に 3 万 1000 人が集まったと豪語したものだ。
　クリントン氏は得票数で 100 万票以上も多かったにもかかわらず、選挙人の獲得数が少なくて敗北
した。このため、選挙人制度は時代にそぐわないとの批判もある。しかし、この制度はニューヨーク
やカリフォルニアなどエスタブリッシュメントの強い大きな州が、それ以外の 48 州を支配してしま
えないことを米国民に示している。
　私自身もそうだったが、トランプ氏に投票
するというより、クリントン氏とオバマ大統
領への反対票を投じた人が多かったようだ。
私はかつて『The China Threat（中国の脅
威）』（2000 年）というベストセラーを書いた。
その中で書いたのは、クリントン政権による
米国の安全保障を脅かすような中国絡みのス
キャンダルだった。例えば中国が最近、配備
し始めた多弾頭兵器を製造できるよう手助け
したのだった。我々は容易ならない時代に突
入しようとしている。
　11 月 8 日の選挙を決定づけた要素は三つあ

米国新政権の政策と日米同盟の展望

米紙ワシントン・タイムズおよび「ワ
シントン・フリー・ビーコン」の記
者、編集者、コラムニスト。国防問
題の専門家で、中国のパキスタンへ
の核技術密売、ロシアのイランに対する核技術供与、米国の
中国に対するミサイル技術の売却などのスクープを報道して
きた。著書に『Betrayal』（邦訳名『誰がテポドン開発を許
したか』文藝春秋社、1999 年）、『The China Threat』（2000 年）
など多数。2017 年 1 月には情報時代における戦争と平和を
扱った新刊『iWar』が出版された。防衛、安全保障、メディ
アをテーマとする講義を国防総省、ジョンズ・ホプキンス大
学、FBI ナショナルアカデミー、国防大学、CIA などで行っ
てきた。スタンフォード大学フーヴァー研究所メディア・フェ
ロー。

米紙ワシントン・タイムズ
コラムニスト
ビル・ガーツ（Bill Gertz）

ビル・ガーツ　米紙ワシントン・タイムズ コラムニスト
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る。第一は民主党で、今まで阻止できない政治力を発揮してきたが、憲法の観点から民主党の政治行
動に疑念が示されている。第二は共和党のエスタブリッシュメントで、彼らがオバマの政策を助長し
た。そして第三はリベラルなメディアだ。ニューヨーク・タイムズのブログは投票日に、85％の確率
でクリントン当選を予測したが、途方もない誤りだった。何故、これほど的外れな予測を出したのか。
同紙は明らかにクリントンびいきで、トランプ氏を無慈悲に攻撃していたものだ。
　選挙後に初会談をしたトランプ・オバマ両氏を見れば、二人ともバツの悪そうな表情だった。とも
あれ選挙戦は終わり、これからは世界の様々な問題に直面しなければならない。トランプ氏は経済ナ
ショナリストだ。それをポピュリズムだとか、エスタブリッシュメントへの対抗だという人もいる。
彼は外交や安全保障の経験がなく、「アメリカがやるべきはビジネス（実業）だ」と常々語ってきた。
彼の著書『The Art of Deal（取引の技術）』には、費用対効果など、いかに最善の取引をまとめるか
秘訣が書かれている。彼は非常に頭のいい人だ。
　それでもトランプ氏は常々、自分には洗練された話し方など無縁であり、感じたままにものを言う
のだと豪語してきた。彼は大統領選出馬を目論んでいた2000年初め、著書『America We Deserve（我々
にふさわしいアメリカ）』を出版している。その中で、いくつかの「嵐」を予測していて、その一つ
の経済面では、実際に 8 年後に不動産バブルが弾けて経済危機となった。さらに「テロの嵐」も出版
から間もなく、9．11 米国同時多発テロ事件が起きている。

トランプ氏の対日観

　ところで日本はトランプ氏をどう見ていたか。11 月 14 日のフィナンシャル・タイムズによれば、
トランプ氏の当選直後、日本の政府関係者達は米国ワシントンのシンクタンクに、トランプ氏の側近
や顧問は誰なのか、しきりに尋ねていたようだ。しかしトランプ政権の政策がどのようなものになる
のかなど、実際にはまだ誰も分かっていない。
　選挙キャンペーン中の発言は参考にはなるが、実際の統治・政策形成の段階になれば違ってくるの
は当然だ。これから人事を含め、政権移行チームには内紛など様々な課題が待っている。ワシントン
では「人こそが政策」と言われ、正しい人選をすれば正しい政策、間違った人選をすれば間違った政
策ができると考えられている。適材適所ができるかどうか試金石だ。
　日本にとっての問題は、今年 9 月に安倍首相はクリントン氏と会談したが、トランプ氏には会わな
かった。選挙結果が明らかになって、外務省は必死に安倍・トランプ会談を設定しようとして、結局、
南米訪問の途中に会談することになった。日本政府はどちらかと言えば共和党と相性が良く、民主党
には疎遠なところがある。安倍・トランプの初めての電話会談で安倍首相は、日米同盟は不可欠だと
語った。
　トランプ氏は過去 26 年間、日本を訪問していない。トランプ氏に対する日本の世論は様々で、彼
の国家主義的な物言いを歓迎する保守的な人々もいる。トランプ氏は日本にもっと安全保障のコスト
を負担するよう促しているが、一部の保守の人々は日本が主体的に軍事力を強化し、米国依存から脱
却すべきだと考えているからだ。一方、左翼にも米国に日本から出て行って欲しいと考える人々がい
る。
　トランプ氏は、日本は自国の防衛にもっと金を使えと言い続けてきた。彼の初期の著書を読む限り、
彼の対日観、対アジア観は、80 年代、90 年代に形作られている。そしてそれらは、多くの電気製品
を購入するなどビジネスを通じて関わった日本や韓国に基づいている。韓国の朴槿恵大統領と面会し
た際も、韓国には友人が沢山おり、多くのものを購入しているといった話しをしていた。
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　トランプ氏は 1988 年と 2000 年にも大統領選への出馬を考えていたが、その時も、日本の安全保障
のためにコストを負担し過ぎていることや、日本との貿易不均衡に不満を抱いていた。80 年代、90
年代に反日論が高まっていた頃の対日観に影響を受けているのだ。米国の技術が日本に使われ、日本
側が不公正な貿易慣行を指摘されていた時代のマイナス・イメージが第一印象となったのだろう。か
つて貿易に関して、「米国のマーケットが外国製品に開かれているように、日本、ドイツ、フランス、
サウジアラビアなどのマーケットももっと開放されるべきだ」と述べている。
　しかし問題は貿易関係だけではない。後述するが、日本は中国や北朝鮮から直接の脅威を受けてい
る。またトランプ氏が言ったとおりに実行すれば、米国政府は TPP から撤退することになり、TPP
に大きな期待を寄せてきた日本と難しい関係になるかもしれない。ただ選挙中のレトリックと、実際
に政権に責任を持つ立場で実行する政策は必ずしも一致しない。私の見てきたところでは、合衆国政
府というのは巨大なスーパータンカーのようなもので、容易に方向転換はできないものだ。

安全保障のコスト

　トランプ氏は選挙戦の討論の中で、「我々はサウジアラビア、日本、ドイツ、韓国などの国々との
協定を再交渉する。なぜなら、米国はこれらの国々を防衛する費用を負担できないからだ」「オバマ
政権下で米国政府は債務を倍増させ、20 兆ドルもの借金を背負うことになった。これらの国に対し、
丁重に、米国を助けて欲しいと言わざるを得ない」と述べている。経済面での自国中心主義はトラン
プ政権の特徴となるだろう。
　また米国は日米安全保障条約から撤退すべきだとまで主張して、論議を呼んだこともある。特に日
本は北朝鮮に対する自主防衛の努力をするべきだという。もっとも最近トランプ氏はこの見方をやや
後退させ、政権移行チームのスポークスマンもこれはトランプ氏の本意ではないと、若干穏健な物言
いをしている。
　10 月の討論会でも、日本などの国々が米国に法外な要求をしており、米国が世界における安全保
障の責任を果たすために負っている負担に比べれば、ホスト国の負担が軽すぎると述べた。これは実
に大きな問題になろう。ある政権移行チームの情報源によれば、トランプ氏はとにかく日本の貢献を
増やす手だてを交渉していくことになるという。またトランプ氏は米国の本格的な軍備拡張を構想し
ていて、それは日本も利益を得ることになるだろうと述べた。
　トランプ氏は 7 月のスピーチで「アメリカ・ファースト」（米国第一主義）について語った。これ
は歴史的に見れば、孤立主義を示唆する否定的なイメージもあるが、トランプ氏の考えは、国際関係、
貿易、インフラ整備、雇用確保など、あらゆる面で米国はもっと立派にできるはずだという信念が背
景にある。これらはすべて、1980 年代にレーガン大統領を支持した「レーガン・デモクラット」と
呼ばれる民主党員たちを惹きつけた主張と重なる。この有権者層が今回の選挙ではトランプ氏を支持
し、彼をトップの座へと押し上げたのだ。
　外交面では、米国の中核的な国益を軸にした新たな外交政策を取り、世界での米国の関与を狭めて
いくだろう。また色々な問題や危機状況が発生するたびに、歴代の大統領は軍事や外交の顧問を任命
してやってきたが、トランプ氏は自ら手綱を引くようになるのではないか。一例だが、トランプ氏は
大統領就任後の優先課題の一つとして、すべての軍幹部達に「イスラム国」壊滅のために新たな戦略
を立案させることを示唆している。これを最も火急の危険と見なしているからだ。
　トランプ氏は米国のエネルギー生産を拡充して収入を年間 360 億ドル増やし、これを軍備増強の資
金に充てられると考えている。これは米軍の艦船、航空機、ミサイル防衛を充実することを意味する。
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またトランプ氏は特にサイバー防衛にも真剣だ。そして政権移行チームの二大テーマの一つが、核兵
器の近代化だ。核兵器は古くなってその信頼性が疑問視され始めている。それはすなわち、米国が重
要な安全保障の柱として日本や韓国、欧州に提供している核攻撃抑止力の信頼性が揺らいでいること
を意味する。
　オバマが大統領に就任して最初にやったことは、中東へのいわゆる「謝罪ツアー」であった。オバ
マ大統領は、まるでイランの聖職者達が喧伝しているような言い方で、米国は傲慢だと語った。米国
こそが多くの問題の原因を作ってしまったと演説して周ったようなものだった。トランプ氏はそれを
逆転させようとしている。かつて冷戦時代に共産主義陣営に向かって語っていたように、米国の統治
システムや文化は世界で最善のものだと誇りをもって主張するだろう。このような点からも、彼の考
え方を理解することができる。
　私の意見では、米国が賦与されてきた恩恵は米国だけのものではなく、世界と共有すべきものであ
ろう。その恩恵には物質的な面だけではなく、民主主義や自由といった理念的な面もあるのではない
か。

中国の脅威

　興味深いことにトランプ氏は 2000 年に出版した著書で、長期的に中国が米国の一番の脅威になる
と予測していた。これは今日の米国のビジネス界で支配的な考え方とは対照的なものだ。キッシン
ジャーに代表されるように、ビジネス優先のアプローチをする人々は、貿易を拡大すれば中国の共産
主義体制は徐々に穏健化し、やがて平和的な進化を遂げて脅威ではなくなるはずだと主張してきた。
しかし実際にはそうなっていない。私が一石を投じた著書『The China Threat』で指摘した危険性
は増大している。
　トランプを批判する人々の中には、トランプ流のビジネス重視の政治をしていけば、中国の人権問
題などを軽視することにならないかという懸念がある。しかしトランプ氏が 2000 年に出した著書で
は、むしろ中国の人権問題に及び腰なビジネス界に異を唱え、経済行為と人権の原則は両立させるべ
きだと指摘している。
　ただし対中政策も含めて、従来のような米国の際限ない関与方針には反対している。中国との貿易
は絶対に進展させるべきだが、それは原則と引き替えにして行うべきではないと明言している。また
米国から（特許、情報、技術、商標などを）盗むような国とは決して貿易をすべきでないとも語って
いた。前述の政権移行チームの関係筋によれば、トランプ氏は政権の早い段階で、中国を「為替操作国」
に認定するつもりだ。これは非常に大きな問題で、中国との貿易関係を揺さぶりかねない。この点も、
選挙戦のレトリックと政権を握ってからの発言に一貫性が持てるかどうかの試金石かも知れない。

尖閣、在日米軍、リバランス

　安全保障で重要な問題のひとつは日中間の尖閣列島の問題だ。これは本当に火種になりかねず、事
態は悪化している。中国は計算尽くで段階的に進めて、この島嶼を抑えようとしている。日本は島を
国有化したが、無人島になっている。日本は勇気を持って何らかの施設を造り、国旗を掲げるべきだ。
さもなければ中国との潜在的な対立を深刻化させるばかりだ。米政府は過去数年間に何度か、尖閣列
島をめぐり「外国勢力」の態度如何では、日米安保条約に則った行動を取らざるを得ないだろうと警
告してきた。この問題は発火点になりかねない。
　トランプ氏は安全保障バランスを変更しようとしている。日本国内には在日米軍の 85 カ所の施設
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があり、兵員が 5 万 4000 人、家族など 4 万 2000 人が駐在している。米国側が負担している費用を調
べてみたが、一番信頼できる数字で年間 55 億ドル程度だ。しかし米当局者に言わせれば、例えば日
本を拠点にする米艦隊も日本の安全保障のためだけに存在しているわけではなく、ミサイル防衛など
他の役割も果たしている。だから全体としては、もっと規模が大きくなるはずだが詳細な数字を入手
できなかった。日本側は年間 18 億ドルを拠出し、基地移転などに 200 億ドルを支出するというが、
十分ではない。また国防総省のある高官は、日本の防衛に従事している米海兵隊員の生命のコストを
どう計算するのか、と問いかけた。目に見えないコストもあることを知るべきで、これは今後、難し
い問題になるだろう。
　トランプ氏が示唆した日本の核武装についての見方は興味深い。国防総省が米国と日本の専門家を
集めてまとめた研究報告を今年 6 月に公表したが、それによれば日本は 10 年以内に地上配備や潜水
艦搭載型のミサイルや核兵器を製造することができる。しかし日本が万一、中国と核戦争になった場
合、中国側に 3000 万人の犠牲者がでる一方、日本は都市への人口集中やその位置関係などから推定
して、日本という国そのものが崩壊するようなダメージを受けると分析していた。
　アジアへのリバランスはオバマ政権の主要な外交政策の一つだった。しかし非軍事面だけが進めら
れ、特に環太平洋パートナーシップ協定（TPP）は目玉政策だった。しかしトランプ政権で TPP が
消えたら何が残るか。アジアへのリバランスは再考されざるを得ないだろう。

軍事力の行使

　トランプ氏は軍事力の行使については柔軟な態度を採るだろう。彼はレーガン政権の「力を通じた
平和」にたびたび言及している。レーガン大統領はカーター政権下で深刻な弱体化を経験した軍を立
て直し、後に「レーガン・ビルドアップ」と呼ばれた軍事力強化によって冷戦に勝利した。強い軍を
持ち、ミサイル防衛などに努力したおかげで、結局はミサイル一発も直接には発射することなく、ソ
連に勝つことが出来た。
　トランプ氏は軍備の再建を、少なくとも 5000 億ドル規模で実施するだろう。実は米国の軍隊は危
機的な状況に直面している。オバマ政権の間に国防予算が 1 兆ドルも減額され、軍部は基本的な防衛
と安全保障に必要な態勢を確保するのに必死の状態だ。これは「予算管理法（Budget Control Act）」
がもたらした結果だ。この悪影響から抜け出して軍を再建することが、トランプ政権の最優先課題の
一つになるだろう。
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【資　料】米国防予算の推移

出典：米国防総省　http://comptroller.defense.gov/Portals/45/Documents/defbudget/fy2016/FY2016_Budget_Request.pdf
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【ディスカッション要旨】

トランプの安全保障観

　ビル・ガーツ氏の講演に続き、最初に米国政治の専門家がコメントした。トランプの安全保障に対
する考え方がレーガン時代の安全保障に基づくというのは日本人の誤解であり、米国が大きく変化し
たことが正しく伝わっていないと指摘した。そして、米国はレーガン的アメリカから、冷戦時代でも
冷戦後でもない米国、本土が攻撃される米国に変化しており、「もはや世界の警察ではない」という
オバマ大統領の発言は、民主・共和の共通認識だと述べた。
　冷戦時代では敵が明確だったが、今は敵がはっきりしない。言葉づかいも米国が「世界にどのよう
に貢献するか」に変わってきている。トランプ次期大統領の政策の中にはオバマ政権の延長線上のも
のもあると思われるが、それは米国本土が危険になっているということだ。
　これまで国外に費やしていた資金が 100 あったとしたら、自国が攻撃されるかもしれない今の状況
では、20 ～ 30 を自国防衛に使わざるを得ず、同盟国に 10 でも 20 でも負担を求めざるを得ない。ト
ランプは「アメリカ・ファースト」を掲げているが、レーガン時代のように「警察としての強い米国」
が復活するという意味ではない。共和党の中にも、警察という言葉は使わないが強い覇権を持ってい
たいグループと、米国の国土を守るために強い国になる必要があると考えるグループがあると説明し
た。
　TPP についても、トランプは自分たちの仕事が奪われてはいけないと自国保護の視点で見ている。
共和党の社会保障の考え方も変わってきている。これらの点で、今後の動向を注目する必要があると
述べた。

中国の動向

　続いてカナダの国務長官を務めたデビッド・キルガー氏がトランプの当選をカナダ人の視点から分
析した。キルガー氏は特に中国の動向について言及し、最近行われたアンケート調査で、カナダ人の
実に 76％が中国政府を信用していないという結果が出たと述べた。そして外交官として中国に駐在
歴のあるカナダのブロック大学教授チャールズ・バートン氏の分析を引用し、中国共産党政権につい
て以下の 3 点を指摘した。
　・中国は反西洋感情と反日感情を煽るプロパガンダを国内で盛んに行い成功した。
　・習近平政権は領土拡大を積極的に推し進めた。米国やその同盟国との軍事衝突が始まる一歩手前

までエスカレートしている。
　・中国は西側諸国に対するサイバースパイ活動、人的スパイ活動をさらに強化すると予想される。
　キルガー氏は、キリスト教会が破壊され、ウイグル・イスラム教徒の自由が奪われ、チベット仏教
徒が殺戮される限り、中国共産党は全く信用できないという英国の人権活動家ベネディクト・ロジャー
ズ氏の言葉を紹介した。またロサンゼルス・タイムズ元北京特派員のジェームズ・マン氏は、著書『チャ
イナ・ファンタジー』の中で中国に対して政治的自由を求め、異議を唱える権利を力の限り訴え続け
る必要があると述べている。そして、対中貿易を続けていれば中国は変わると予測した米国の対中政
策は失敗だったと断じた。
　キルガー氏は、トランプ次期大統領は、米国最大の電炉製鉄メーカーであるニューコア社のトップ
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を務めたダン・ディミッコ氏の助言に耳を傾けるべきだと語った。米国は過去数十年間で、54,000 の
製造工場と 2,400 万人分の職を失った。中国との貿易赤字は 2015 年だけで 3,670 億ドルにも上る。し
かし、製鉄メーカーが多数倒産した過去 40 年間、ニューコア社の従業員 22,000 人は一人も解雇され
なかった。ディミッコ氏は、アメリカ製造業の復活こそが米国経済復活のカギであり、衰退のいちば
んの原因が為替操作にあったと主張しているという。為替操作が中国にコスト優位性をもたらし、圧
倒的な人件費の安さが魅力となって、世界中の企業が中国に工場を建設したからだ。
　最後にキルガー氏は、これからの時代に平和と安全を維持するには、指導者に知恵と勇気が求めら
れると強調した。

日本は「サムライ型」ではなく「ニンジャ型」の政策を

　その後、質疑応答が行われた。トランプ政権はパレスチナ国家樹立による「二国家共存」の実現を
推進するのか、他のアイデアを推進するのかとの質問に対し、ガーツ氏は、これまでの政権は「二国
家共存」を推進して一定の成果を得たが、トランプ氏がそれを継承するかは不明だと述べた。キルガー
氏は、イスラエル、パレスチナ双方の約 70％の人々が「二国家共存」に賛成しており、平和を達成
できる唯一の方法だとコメントした。
　続いて、トランプ時代の日米軍事協力に関して、日本が現実路線に転換する良い機会と考えられる
か質問があった。ガーツ氏は、日米安全保障条約に基づき米軍が支出する国防費に関して、日本はト
ランプ氏の求める負担増には難色を示しており、安倍首相は米軍基地の統合など、負担増に代わる選
択肢を探していると述べた。そして、日本は軍事拡張路線を急速に展開する中国に対抗するため、主
人の命令に従って命を捧げる「サムライ型」ではなく、ミッションを完遂する「ニンジャ型」の政策
を取るべきだと強調した。
　また、2016 年大統領選の結果をもたらすにおいて、宗教という要素は大きな役割を果たしたのか
との質問があった。コメントした専門家は、トランプ次期大統領の任期中に最高裁判事が 3 名程度変
わり、それにより長期間にわたって最高裁判事の支配権が取れる可能性があること、最高裁ではキリ
スト教の価値観に関わる裁判が多いことから、宗教票がトランプに流れたのではないかと分析した。

日本の行くべき道

　最後に、セッション 1 のモデレーターを務めた高橋一生・元国際基督教大学教授が議論を総括した。
第一に、トランプ氏はビジネスマンではあるが、選挙戦の時とは異なり、今後は古典的な民主主義の
制度のもとでの政治家としての姿も見せるであろう。第二に、その結果として、米国社会の新しい現
実に基づく政策が具体化されると予想できると述べた。その新しい現実とは、ひとつには米国が世界
の警察ではないということだ。世界はその変化に懸念を抱いているが、実際にはすでに米国で広く共
有された認識である。9.11 以降の米国にとって、「国土」がすべての中心であり、「アメリカ・ファー
スト」も「国土」を指す。
　安全保障だけでなく、経済面で「国土」と言えば雇用を意味する。高橋氏は、米国の雇用を促進す
るためのもっとも大きな力は世界の市場であり、したがって「アメリカ・ファースト」で雇用を軸と
した経済政策を真剣に考えてゆけば、世界の市場を重視する発想と必ずしも矛盾しないはずだと指摘
した。それを政策として具体的にどう練り上げてゆくかが、トランプ次期政権の課題となろう。
　最後に、高橋氏は日本の行くべき道について述べた。安全保障に関しては、トランプ政権の政策も
ある程度はこれまでの日米関係の延長線上にあると考えられるが、それを前提としながら今回の「ト
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ランプ・ショック」をきっかけとして、日本が世界においてどのような役割を果たすべきか考え直す
必要があると述べた。
　2018 年は明治維新から 150 年の年である。この間、日本は福沢諭吉、岡倉天心、新渡戸稲造の思
想のもとに世界との関係を築いてきた。特に戦後 70 年間は新渡戸稲造の思想が基礎となった。高橋
氏は、今は第四の思想家を必要とする時代であり、日本を世界の中に明確に位置づけ、その中で日米
関係の進化・発展を自分の責任として考え直すべき時だと語った。その上で、それを展開するには「友
人」が必要であり、米国やアジアの隣国も含め、いかに世界に日本の友人を見出すかも考えなければ
ならないと述べた。
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はじめに

　日本は中東問題に継続的に関与してくれている。パレスチナ当局に教育や人道目的で多額の投資を
してきた。多くの国がイスラエル・パレスチナ紛争に対する関心を失う中、日本はあくまでも紛争に
関与し、和平実現後の可能性を見据えてくれている。私はイスラエルのクネセット（国会）の一員と
して、日本の皆さんの尽力に感謝を伝えると共に、平和のために何が可能か述べてみたい。
　多くの人が中東紛争は解決不可能だと言う。我々の労働党はイスラエル建国の中核勢力だったが、
今の議会では野党だ。我々は、真摯な努力を傾ければ、長期にわたる血みどろの中東紛争は必ず解決
できると信じている。
　イスラエル国会に属する様々な議員グループの中で最大のグループのひとつが「イスラエル・アラ
ブ紛争解決議員連盟」だ。私はその議長として、イスラエル・パレスチナ双方の心から平和を求める人々
とともに、2 年近い努力の末に『イスラエル・パレスチナ紛争解決のための外交の展望（MK Hilik 
Bar’s Diplomatic Outlook for Resolving the Israeli-Palestinian Conflict）』という提言書をまとめた。
その内容の一部を紹介する。

１．イスラエル・パレスチナ紛争解決に対する基本的考え方

「紛争の管理」政策の破綻
　提言をまとめるまでの期間、パレスチナ自治当局のアッバス議長と何度も話す機会があった。同意
できない点も多い中、紛争は解決されるべきだという点では意見が一致している。我々議員が選挙で
選ばれたのは、紛争を解決するためであるはずだ。まず『外交の展望』で示した我々の基本的な考え
方（working assumptions）について説明したい。
　第一に、（現在のイスラエルのネタニヤフ政権が適用している）「紛争の管理」（conflict 
management）という理論・政策は、惨憺たる失敗である。紛争は「管理」すべきものではなく、「管
理」が可能とも思えない。紛争を管理するのは国境警備隊やイスラエル国防軍、あるいはパレスチナ
の警察当局の役割であって、国民の選良たる
政治家は紛争を「解決」しなければならない。
　実際にイスラエルは、歴史上最大の敵であっ
たエジプトやヨルダンなど、パレスチナより
も数段険悪な相手とも妥協し、和平にこぎ着
けた経験がある。そこには、「紛争の管理」を
終わらせるという指導者達の決断があった。
もし「紛争の管理」の実態が、双方の流血を
止められず、イスラエルに数千発のミサイル
が飛来すること、あるいは夏が来るたびイス
ラエル軍がガザ地域に侵攻し破壊活動を実行

混迷する中東情勢と和平へのプロセス
―イスラエル・パレスチナ問題の解決に向けて―

1975 年生まれ。ヘブライ大学卒 業、
同修士課程修了（国際関係 論専攻）。
2 0 0 3 年にイスラエル 青年協力フォーラム（YIFC）を創 設。
2008 年にエルサレム市議会議員に選出、同市の観 光、外交
などを担当。2010 年、史上最年少でイスラエル 労働党幹事
長に就任。2013 年にイスラエル国会（クネ セト）議員に選
出される。アラブ・イスラエル紛争解決議 員団の創設者・
議長として、パレスチナとイスラエルと の共存に尽力して
いる。
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「混迷する中東情勢と和平へのプロセス」

国際指導者会議 2016討議報告書
14

することであるならば、我々の未来は暗澹た
るものだ。

「二国家解決」が唯一の選択肢
　第二に、二つの民族のための二つの国
家、 い わ ゆ る「 二 国 家 解 決 案（two-state 
solution）」が唯一の実現可能な解決方法であ
る。紛争の両当事者を統合した二民族一国
家、あるいはガザ地区を独立させた三国家方
式による解決案を主張する人々もいる。しか
し、それらは実現不可能な方法であり、イス
ラエルもパレスチナもさらに多くの代償を払
うことになる。特に、一国家方式による解決
はパレスチナ民族が国家建設を断念すること
を意味し、ユダヤ人もシオニズムの理念や、
ユダヤ人が盤石な多数派を占める民主国家を
つくるという夢を諦めることを意味する。し
たがって、双方が「二国家解決案」の実現に
向けてあらゆる努力を投入すべきである。

「ノー・パートナー」アプローチの問題点
　第三に、右派は長年、交渉相手など存在しないという「ノー・パートナー」アプローチを主張して
きたが、これは破壊主義的、敗北主義的な考え方である。イスラエル側もパレスチナ側も、然るべき
交渉相手がいないから問題解決ができないと逃げているに過ぎない。どのような戦争であれ、それを
収拾するための「理想的なパートナー」などいるはずがない。パレスチナの指導者に数多く会ったが、
彼らの中にシオニズムに同情的で、事務所にベン・グリオン・イスラエル初代大統領の写真を掲げて
くれる人は一人もいなかった。同様に、イスラエル側にも故アラファト議長の写真をオフィスに掲げ
る人などいない。
　初めから互いを尊重できるはずはなく、その必要もない。我々は敵同士であり、理想的パートナー
を期待することはできない。しかし、エジプトもヨルダンもかつては敵であったが、平和のためのよ
り良いパートナーとして紛争解決に向かえるよう双方が努力して打開してきたのである。
　労働党の観点では、イスラエルの対立勢力には二種類ある。隣人としてユダヤ民族と共存しようと
する人々と、ユダヤ民族を抹殺するか排除して、我々の土地で我々に代わって暮らそうとする人々だ。
この二つのグループの違いは際立っている。後者には選択の余地はなく、話し合いもできない。勇
敢な兵士達を頼って、我々を殺そうとする相手を殺すしかない。自らの民を守るのは、（ユダヤ教の）
聖書が教える厳粛な義務だからだ。
　しかし前者のように、我々の隣人として共存しようとする人々とは、あらゆる努力をして平和の黄
金の道を開いていかなければならない。それは我々の義務である。アッバス議長を始め、多くのパレ
スチナ人は普通の暮らし、互いの共存を求めている。それが実現しないのは、イスラエル・パレスチ
ナ双方が本気で問題の打開に取り組んでいないからだ。

パレスチナ自治区の地図

出典：外務省2014年版 政府開発援助（ODA）白書　日本の国際協力

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/shiryo/hakusyo/14_
hakusho/honbun/b2/s2_1_4_03.html
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　我々が住んでいる土地で我々に代わって生きようなどと考える人々は、皆さんとも共存できないだ
ろう。大半のアラブ民族は、自由な環境でイスラエルと共存することを受け入れようとしている。し
かし一部の人々は共存や自由な社会環境を望まない。「イスラム国」のように残虐極まりないテロ集
団は、我々に代わってこの土地で生きようとしているが、彼らは欧州や米国でも、そして日本でも皆
さんに代わって生きようとするだろう。彼らのような残虐な生き方を受け入れられない人々はすべて、
彼らにとって相容れない存在なのだ。だからこそイスラエル、欧州、米国、その他の国々が連帯し、
強力な統一戦線を作って自由な生き方を追求しなければならない。

和平合意は実現可能
　第四に、イスラエル・パレスチナの和平合意は実現可能であるだけでなく、合意すべき大半の要件
については既に双方が了解している。互いに将来の国境がどの辺りに敷かれるか予測できているし、
土地交換（ランド・スワップ）の範囲も想定可能である。エルサレムの帰属問題も大筋の解決策は見
えている。パレスチナ難民がイスラエルに洪水のごとく帰還することなど、誰も想定していない。難
民問題の解決はパレスチナ国家を作るか、彼らが居住するホスト国の市民になるしかない。
　和平合意に向けて九割方の要件を双方が了解しているのに、最後の一割のために合意が実現してい
ない。この状況が意味するのは、イスラエル・パレスチナ双方に勇気ある指導者が必要だということ
だ。和平案や合意事項に関しては、イスラエル・パレスチナ双方、あるいは欧米諸国でも、これまで
に数え切れないほどの文書が起草された。紛争解決のアイディアは多種多様だが、実行する指導者が
いないのである。

安全保障
　第五に、将来的にパレスチナ国家ができても、イスラエルは防御可能な国境線を確保することにな
る。和平合意によってパレスチナ国家ができれば、ヨルダン川西岸やガザ地区があるから安心できな
いというイスラエル国民が少なくない。あるいは「ユダ・サマリアの地」はユダヤ国家の魂だという
人々もいる。しかし、イスラエルは世界有数の強力な軍隊を保有し続ける一方、将来隣国となるパレ
スチナ国家は非軍事化されるため、安全は保障される。
　さらに、パレスチナが国家になれば、テロを支援する動機も正当化の大義も薄れるであろう。パレ
スチナ国家は国際社会で責任ある主体となり、国際法も遵守しなければならない。安全保障上の懸念
や不安は、シナイ半島をエジプトに返還した時にも、ヨルダンと和平合意した時にもあった。過去
30 年間、双方の国民のすべてが相手に好意的なわけではなかったが、それでもほぼ完全な平和状態
を維持してきたのである。パレスチナとの間にもそのような関係が期待できるはずだ。そして一定期
間、平和教育を通じて隣人として生きる経験を積めば、互いを尊重し人間として敬愛できるようにな
るだろう。

２．過去の和平交渉失敗の経験から得た教訓

合意に向けたモメンタムの形成
　次に、和平交渉が挫折した経験から得た三つの主要な教訓について述べたい。第一は、和平交渉の
最中、まだ最終的解決が見通せない時期であっても、合意を想定した積極的なモメンタムを作り上げ
ていなければならないということだ。
　これまで、我々は困難な交渉を粘り強く継続している状態と、交渉が頓挫して完全に空洞化または
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凍結状態に陥っている状態を行き来してきた。しかし交渉が空洞化している時には何も起きていない
わけではなく、後退しているのだ。憎しみが増幅され、相手をますます悪魔視してテロに走る中で、
イスラエル側の軍事活動が増大し、ユダヤ人の入植地が拡大するという悪循環に陥っていく。
　したがって、交渉が進展していない時においても、建設的なモメンタムを形成し、和平合意に向け
て一歩でも前進しなければならない。いずれにしても一度の交渉ですべてを解決することは不可能で
ある。例えば、二国家解決案に関して既に双方が合意した内容については、着々と既成事実化を進め
ていくべきである。海岸地域でパレスチナ人が住民の大半で、しかもイスラエルにとって軍事的にも
人口動態的にも重要でない地域については、パレスチナ側の管理下に委譲してもよいであろう。

「アラブ和平イニシアティブ」
　約 14 年前にアラブ諸国からイスラエルに「アラブ和平イニシアティブ」（Arab Peace Initiative）
という和平案が提案された。もちろん、その内容は完璧とは言えず、ゴラン高原やエルサレムの位置
付けの問題など、私が見ても簡単に調印することはできないものであった。しかし、アラブ 22 カ国
が提案し、イスラム 57 カ国が支持したこの和平案に対し、イスラエルはこれまで何ら公式的な反応
をしてこなかった。これは外交儀礼としても問題があるが、賢明な対応とは言えない。
　いずれにしても、イスラエルがパレスチナと和平協定を結ぶ時になれば、アラブ諸国の了解や合意
は不可欠になる。いかなるパレスチナ指導者であっても、パレスチナ難民問題や領土問題で本格的な
合意を目指そうとすれば、モロッコやサウジアラビアなど主要なアラブ諸国の支持が欠かせない。私
はネタニヤフ首相に「アラブ和平イニシアティブ」を検討し、何らかの態度を表明するよう提言して
いる。

ガザと東エルサレムの生活改善を
　和平交渉から最終的地位の合意に至るまでの
期間は、ガザ地域と東エルサレムに居住するパ
レスチナ人の生活改善に取り組むべきである。
これらの地域の住民の生活状態は現在、酷い状
況に置かれている。
　パレスチナ当局が将来のパレスチナ国家の首
都にしようとしているエルサレム周辺の地域
は、ユダヤ民族にとって特別な思い入れもなく、
聖域とも見なさず、そこで礼拝を捧げるつもり
もない場所である。何十万人ものパレスチナ人
に囲まれ、ユダヤ国家の一部になるとは考えに
くい。そのような場所にパレスチナ人の一部を移動させ、実質的なパレスチナ国家の首都として整備
することは、不可能な話ではない。
　これはエルサレム問題の解決に向けた重要なステップとなる。エルサレムに住むユダヤ人とパレス
チナ人の子供たちが共存し、人的交流を深め、平和教育を受けてゆけば、ユダヤ人とアラブ人、ユダ
ヤ教とイスラムとキリスト教がエルサレムで共存できるようになるであろう。このような取組みは、
エルサレムの最終的地位が確認される前に可能である。
　現在、ガザ地区は深刻な人道危機に瀕している。これに対してイスラエルと国際社会は、例えば飲

エルサレム郊外
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料水の問題や一日 7 ～ 8 時間に限られている電力供給の問題を改善したり、パレスチナの非軍事化に
向け、何らかの初動的な措置を講じることもできる。あるいはガザの港を整備し、物資を運び込むこ
ともできるはずだ。
　イスラエルの安全を保障しながらこうした措置を講じることは可能だ。もちろんガザを実効支配し
ているハマスが運び込まれた物資をミサイル製造に利用しないよう、監視する必要がある。それはイ
スラエルの得意とするところだ。こうしてガザに住む人々の暮らしは、徐々に改善するはずだ。

穏健なアラブ諸国を関与させる
　これまでの交渉が挫折してきたことで得られたもう一つの教訓は、中東地域で比較的穏健なアラブ
諸国を和平プロセスに関与させるということである。アラブ諸国が米国や欧州、日本に取って代わる
のではなく、パートナーとして加わってもらうのだ。
　もしイスラエル・パレスチナの和平を支援してくれる国があるとすれば、それはまず穏健なアラブ
の国々だろう。モロッコを始め多くの国を訪問して意見を聴いてきたが、これらの国々はイスラエル
を将来のパートナーとして重視し、特に目下の様々な脅威に立ち向かうパートナーになることを期待
している。敵の敵は友人または味方と捉えているのかもしれない。
　イスラエル国民は生涯にわたって高い教育を受けており、将来的に平和共存できる隣人として、ま
た難しい関係にあるアラブの国々に対峙するパートナーとして認知されつつある。「イスラム国」な
どのテロ集団による犠牲者のほとんどはアラブ人であり、ムスリムである。ユダヤ人でもキリスト教
徒でもない。だからこそイスラエルは彼らのパートナーになれるのだろう。

目に見えない課題
　最後の教訓は、和平交渉の中では国境、水、安全保障などの目に見える現実的な課題と、人々のア
イデンティティに関わるような目に見えない課題の両方を扱わなければならないということだ。後者
は、例えばイスラエルであれば、ユダヤ人の民族国家として「認知」されることを求めている。パレ
スチナも同様だ。これは双方にとって非常に大事な点である。従来の交渉では現実的な課題が優先さ
れた。それに対してネタニヤフ首相は、協議に入る前にまずイスラエルをユダヤ人国家として相手に
認めさせるという姿勢を明確にしている。

３．原則となる革新的アイディア

互いの国に少数民族を容認
　最後に、「二国家解決」が実現した後の原則について、いくつかの革新的アイディアを紹介したい。
まず私が初めて提案した内容であるが、二つの民族国家が実現した後には、それぞれの国が豊かで成
功した少数民族を市民として受け入れるべきである。現在でもイスラエルには人口の約 20％のアラ
ブ・パレスチナ人がイスラエル国民として居住しており、概ね平和な市民生活を享受している。彼ら
はイスラエルでも社会的に高いレベルの人々で、医療やハイテク部門の技術者、国会議員、裁判官、
警察官僚などの職業に就いている。ただし軍隊にはアラブ系市民は徴兵されない。
　これと同じように、将来のパレスチナ国家もユダヤ人を少数民族として受け入れるべきである。英
国、米国はもとより、日本でもユダヤ人が生活している。将来の隣国であるパレスチナにユダヤ人少
数派が住めないはずはない。ユダヤ人のコミュニティは、どこの国でも周辺社会と協調してきた。紛
争の最終解決の合意内容の一部に、イスラエルに住むパレスチナ人にも居住権を与えることを含める
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べきである。ユダヤ人入植者は土地交換プログラムに則って土地の交換に応じることになり、大半は
イスラエル国土に居住することになるが、少数のユダヤ人は将来のパレスチナ国家の領土内に住み続
けることができるようにするべきである。

「特別アクセス権」による巡礼・観光
　また、双方の国民による巡礼や観光目的には、特別許可を与えることを提案したい。最終協定が結
ばれた後に、ユダヤ人やパレスチナ人がそれぞれ聖域と見なす場所を巡礼する場合には、特別のアク
セス権を与え、他国の国民よりも優遇した権利を賦与するべきである。
　将来のパレスチナ国家にも、ヘブロンにある父祖アブラハムの墓地のように、ユダヤ人が由緒ある
聖地と考える場所がある。ユダヤ人がそのような聖域に自由に往来できるようにするとともに、パレ
スチナ人にはイスラエル領土内で礼拝や観光をしたり、死海で休息する自由を認めたりする。和平合
意の後は、両側の人々の間に高い壁が立ちふさがり、そうした場所に自由に行けないという閉塞感を
与えたくない。巡礼と観光については双方に最恵国待遇を与えるべきである。
　それに準じて重要なのは、学術や経済・ビジネス分野の相互アクセスだ。イスラエルは技術革新、
医療、学術など、多くの分野でパレスチナの将来の繁栄に貢献ができるはずだ。我々の願いは、パレ
スチナが豊かな国となり、強い経済を持つことだ。それによって貧困やテロは減少し、イスラエルに
とっても利益となる。

おわりに

　繰り返しになるが、九割方の合意内容はほぼ固まっており、必要なのは意見の相違点の微調整だけ
である。そのためには、かつてのエジプトやヨルダンがそうであったように、あるいは南米コロンビ
アが 52 年間にわたるテロや内戦に終止符を打ったように、指導者の強力で献身的なリーダーシップ
が必要である。平和は特権や贅沢ではない。我々は平和を待望し、そのために祈っている。しかし平
和は待つものではなく、将来の世代のために果たさなくてはならない我々の義務である。平和は実現
可能であり、我々の掌中にある。
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【ディスカッション要旨】

二国家共存を進めるリーダーシップの欠如

　セッション 2 でコメンテーターを務めた遠藤哲也氏は元日本大使で、ウィーンにある国連パレスチ
ナ難民救済機関（UNRWA）の本部でも数年勤務し、イスラエル、ヨルダンやパレスチナ居住地のガ
ザを視察した。その現地体験をもとに同氏は、イスラエル・パレスチナの二国家共存案について双方
にコミットメントが弱く、指導力が欠如していると懸念を示し、バール副議長が期待する方向で「本
当に世論をまとめられるものなのか？」と質した。
　同副議長は、実際に多数派が「二国家解決案」に賛同しているが、その理由はユダヤ人もパレスチ
ナ人も各民族の独立国を求めており、特にユダヤ民族は歴史体験から自らの運命を自らが治める強い
意思があるからだと説明した。
　しかしイスラエルのネタニヤフ首相も、パレスチナ自治政府のアッバス議長も、現世代のリーダー
達は相手側に非常に深い不信と強い不安を抱いている世代であり、そこから脱却するには相当の勇気
と、リスクを覚悟する必要があると述べた。
　これに関連して在日パキスタン人のジャーナリストは、戦後にパキスタンがインドから分離独立し、
確かに二国家共存は実現したが、両国には依然として領土紛争があり、互いに核兵器まで装備して角

つの

付き合っている現状だと報告した。

中東和平での日本の役割

　遠藤大使は日本について、中東と縁遠かった分だけ「手は汚していない」一方で、和平交渉の直接
の当事者としては無理があり、直接または国際機関を通じてパレスチナ側に経済・技術協力を与え、
イスラエルとは経済交流を進展させ、「和平の下支えをするのが望ましい」と述べた。
　これに関連して別の大使経験者から、日本政府がイスラエル・ヨルダンとも連携し、ヨルダン川西
岸のジェリコでパレスチナの農業・農産加工業の振興プロジェクトを推進していることが報告された。
これは「平和と繁栄の回廊」構想と呼ばれ、小泉政権の時代から続けられている。
　バール副議長も和平環境を醸成する一環として、イスラエル・パレスチナ合同の産業地域がジェニ
ンとギルボアで実施されており、そこからの製品購入を奨励してほしいと訴えた。

期待される公正な仲介役

　和平モメンタムを決定的に進める上で、遠藤大使は「オスロ合意」でノルウェーが果たしたような「公
正な仲介役」はいないか、一番影響力のある米国が国内政治で方針が揺れやすく、中東域内に仲介者
は可能か、と尋ねた。
　別の大使経験者によれば、従来、中東のイスラム諸国でイスラエルと一番良好な関係にあったトル
コが、近年のイスラム傾斜に加えて、トルコの民間団体がガザ支援物資を運搬した船が、イスラエル
海軍に銃撃を受けて死者が出た事件を契機に、微妙な状態にあると指摘した。
　バール副議長は和平交渉について、基本的に当事者同士で行うのが望ましいが、パレスチナ側が柔
軟姿勢を持てるように、周辺のアラブ諸国が助力するべきで、例えばパレスチナ難民の帰還権・原状
復帰だけにこだわらず、希望するパレスチナ人には、現在居住するアラブ諸国での定住権も容認する
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ことが望ましいと述べた。
　英国議会などが「パレスチナ国家」を承認したり、西岸のイスラエル入植地で採れた農産品をボイ
コットするキャンペーンについて同副議長は、外圧や合意の押し付けは建設的でなく、国際社会はイ
スラエルだけを一方的に非難せず、双方に平和の配当を見せるべきだと主張した。イスラエルが孤立
や窮地に陥れば、ユダヤ民族は安全や独立の維持に徹底してこだわるパラノイア状態になるが、その
ような民族性は欧州での歴史体験によるものだと示唆した。
　それについて、宗教対話による平和に努める日本の宗教者は、中東紛争の火種と言われる「サイク
ス・ピコ条約」や「バルフォア宣言」から百年を迎え、これら取り決めをもとに中東諸国の国境の多
くが、西欧列強によって画定された歴史を想起させた。

人と人との交流

　セッション 2 では日本の女性団体の代表から、中東で二十年にわたって続けてきた女性対象の平和
プロジェクトが紹介され、友好的とは言えない国や民族・宗教の壁を超える人的交流の有効性が語ら
れた。
　バール副議長は自ら 4 年間の徴兵後に若者交流に参加した体験から、特に若者リーダーの交流が重
要だと説いた。そうした場に参加してみて、パレスチナ・アラブ人は角（つの）を持った魔物どころ
か、自分と同じく自由で幸せな人生を望む人々であることを発見したという笑えないエピソードも紹
介した。
　こうしたプログラムは将来のリーダーを育てるとともに、アラブ諸国と紛争・対立がなくなった先
に、「冷たい平和」でなく「暖かい平和」を望みたいからだと吐露した。イスラエルはエジプトやヨ
ルダンとは平和条約を結んでいるが、両国との実務関係も人事交流も遅々とし、「冷たい平和」と形
容されてきた。日本のマスコミ関係者は、イスラエルの学校教育の現場や教科書の中で、パレスチナ
全般について如何なる取り上げ方をしているか、吟味してみる必要があることを示唆した。

入植問題と防護壁など

　会場から質問があったヨルダン川西岸地域でのイスラエル人入植問題についてバール議長は、入植
地の拡大が和平の障害だ、というのは誤解だと説明し、その大半は和平交渉の過程で、土地交換など
により解決されるとの見通しを語った。
　またイスラエル・パレスチナ居住地を全長 700 キロメートル以上の長さで分断している防護壁につ
いて同副議長は、かつて毎週のように喫茶店で、バス内部で、あるいは大学構内でテロが頻発し、エ
ルサレム暮らしは悪夢のようなものだったと説明。しかし「壁の存在で、テロ攻撃は 99．9％シャッ
トアウトされた」と、その効用を強調した。

「たった一度の敗戦が亡国につながる」

　核兵器の存否に質問を向けられたバール副議長は、イスラエルにとり一度の敗戦は亡国を意味し、
イスラエルは中東でおそらく唯一、戦略的優位を確保しなければならない国だと説明した。しかもパ
レスチナ勢力に加え、「イスラム国」に代表される過激テロ集団までも、イスラエルを掃討し、地図
から抹殺するなどと主張していると指摘した。
　セッション 1 の基調講演者で米紙ワシントン・タイムズのコラムニスト・ビル・ガーツ氏は、安全
保障の専門家として、「イスラム国」など「グローバル・ジハード（世界的な聖戦）」を志向する勢力
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には、かつて国際共産主義と闘ったのと同様に、政治・理念・宗教まで関わる全面的な思想的闘いを
するべきだとの見解を述べた。そのためイスラムの平和勢力とも連帯するべきだと語った。
　セッション 2 でモデレータを務めた広瀬晴子大使は締めくくりとして、バール副議長が、紛争を暫
定的に管理するのではなく、紛争は解決されるべきだとの一貫した信念で取り組んでいることに励ま
されたとコメントした。そして若い世代のリーダーシップを発揮して、パレスチナ側のみならずアラ
ブ諸国の和平努力にも対応してゆこうとする同副議長の和平努力を日本から応援団としてやっていき
たいと結んだ。
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東アジアにおける戦後秩序の形成

　現在の東アジア・アジア太平洋地域の不安定な情勢、未解決のままの領土紛争や対立、地域安全保
障・協力メカニズムの欠如などの問題は、20 世紀後半に発生した事象にその根があり、それと関連
する歴史的・地政学的な緊張関係から生じたものである。太平洋地域では第二次世界大戦の教訓は活
かされておらず、露日平和条約の締結を始めとする地域諸国間の善隣友好関係、協力関係確立の妨げ
となっている。
　第二次世界大戦を正式に終結させた国際的政治・法律文書の解釈には諸説あり（戦勝諸国によって
カイロ宣言、ヤルタ協定、ポツダム宣言、サンフランシスコ平和条約などの解釈が異なる）、それが
原因となって（現在は助長して）この地域に領土問題が生じている。具体的には、日中間、日韓間の
主張の違い、クリル諸島（千島列島）をめぐる日本のロシアに対する主張、この地域のそのほかの危
機や対立などがある。
　東アジアにおける戦後秩序の形成は、当初からヨーロッパとは異なる進展を見た。国際関係を定め
たヤルタ体制は、ヨーロッパには根付いたものの、冷戦が激化し東西が対立したアジア太平洋地域で
は結実することはなかった。

サンフランシスコ平和条約

　原貴美恵は「日本がサンフランシスコ平和条約を結んだ 1951 年までに、東アジアではヤルタ協定
の大前提が崩壊していた」としている。そして「ヨーロッパではドイツが唯一の分断国家であったが、
東アジアではいくつもの冷戦フロンティアが出現し、国や人々を次々に分断してしまった。サンフラ
ンシスコ平和条約は、こうしたフロンティアにおける問題の多くを引き起こす決定的役割を演じてし
まう。同条約は最終的な権利移譲のあり方やその明確な範囲について定めておらず、それが原因で同
地域に様々な未解決問題の種を蒔く結果となってしまった」と述べている。1

　1951 年 9 月 8 日に調印されたサンフランシスコ平和条約の意義は、対日戦争の終結が宣言された
こと、そして日本の主権回復が認められたこ
とにある。その見返りとして、日本は極東国
際軍事裁判所ならびに国内外の他の連合国戦
争犯罪法廷の諸判決を受け入れた。
　サンフランシスコ平和条約は、日本の個別
的および集団的自衛権を認め、二国間または
多国間協定に基づき、日本領土内に外国軍を
駐留させる可能性についても明記した。同日、
日米安全保障条約も調印され、日本に米軍を
駐留させ米軍基地を置くことも定められた（米
国政府は当初から日本政府に要求していた）。

緊迫する北東アジア情勢と日露関係の展望：ロシアの視点
―日露平和条約の可能性と歴史的背景―

ロシア・軍事外国語大学修士課程修
了。ロシア科学アカデミー極東研究
所で博士号取得。政治学博士。モス
クワ国際関係大学教授、モスクワ大学客員教授、ロシア通信
社 RIA ノーボスチ次席地域代表（北京）などを経て、現職。
この間、ロシア政治科学協会理事長を歴任。専門は国際関係
論、安全保障。ロシア外交問題評議会（RIAC）専門員。ロ
シア軍事科学アカデミー会員、アジア経済協力財団（AECF）
上級参事。

ロシア科学アカデミー
極東研究所主任研究員

ウラジミール・ペトロフスキー
（Dr.Vladimir Petrovskiy）

ウラジミール・ペトロフスキー　ロシア科学アカデミー極東研究所主任研究員
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　同条約に基づき、日本は韓国の独立を容認し、韓国、台湾、澎湖諸島、南沙・西沙諸島に対するす
べての権利、権原、請求権を放棄し、琉球諸島その他の太平洋上の島々の米国による信託統治に合意
した。

条約草案をめぐる攻防

　しかし、同条約の準備と調印に至る過程は、かつては反ヒトラーで同盟を組んだ列強による妥協な
き激しい対立を招き、集団行動の価値と利益を犠牲にして自己中心的な国益が優先されることとなっ
た。
　サンフランシスコ平和条約は、米国が起草し英国が承認したものだが、それを議論・修正すること
はまったく不可能な状況であった。「米国は草案を通すため、主に親米の参加国を選んで署名式に参
加させた。その結果、日本と交戦していない国々による『機械的過半数』が出現した。南米 21 カ国、
ヨーロッパ 7 カ国、アフリカ 7 カ国がサンフランシスコに招かれたのに対し、日本による侵略と戦い、
日本占領統治の辛酸を舐めた国々は会議への参加が認められなかった。中国、ベトナム、北朝鮮、モ
ンゴルは招待されなかった。」2

　ソ連外交はこのような動きに対して積極的に抵抗を試みた。例えば、ソ連の外務大臣だったアンド
レイ・ヴィシンスキーがジョセフ・スターリンに宛てた 1951 年 8 月 12 日付メモでこの事実が強調さ
れている。一部を抜粋する。「日本との平和条約について、ソ連政府は米英政府に対し、以下のよう
な見解であることを通知する。議案に定められた通りに代表団が声明を出し介入するだけでなく、す
べての代表団に日本との平和条約に関する提案または草案を提出する機会を与えるべきである。当然
の如く我々代表団は、中華人民共和国代表団を招く必要性を主張する。中国代表団なしには日本との
平和条約は締結できない。」
　また、このメモは以下の点も強調している。「同条約は、カイロ宣言、ポツダム宣言、ヤルタ協定
に基づき領土問題の決着を図るべきものである。すなわち、(a) 台湾および澎湖諸島は中国に返還され、
(b) 南サハリン（南樺太）およびその周辺の島はソ連に返還され、クリル諸島（千島列島）はソ連に
移譲される。」3

　ソ連側は、同条約の修正および変更を提案した。
　ソ連側が提案した変更点は以下の通りである：
　・南サハリンおよびクリル諸島に対するソ連の領有権を無条件に認める。
　・日本は満州、台湾その他の島々に対する中国の領有権を認める。
　・琉球諸島、小笠原諸島その他の島々に対する日本の領有権を認める。
　・連合国軍は条約調印後 90 日以内に日本から撤退する。
　・賠償金問題を公正に解決し、日本の軍国主義復活を確実に阻止する。
　一定の項目について、ソ連の条約修正案を支持する会議参加国があったにもかかわらず、それを議
論することさえ拒否されてしまう。かつての同盟諸国とは見解に深刻な隔たりがあるとして、ソ連代
表団は最終的に条約署名を拒否し、議場を後にする。
　ソ連代表団長アンドレイ・グロムイコは声明を発表し、条約署名を拒否した理由について詳しく述
べている。後に、ニキータ・フルシチョフは引退後に書いた回想録で、条約への署名をソ連が拒否し
たのは大きな誤りで、スターリンに責任があると述べている。4
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ソ連外交の評価

　サンフランシスコ平和条約の草案作成と署名に関して、ソ連外交を公平かつ客観的に評価するには、
地域的・国際的な文脈が不可欠である。平和条約締結を後押ししたのは朝鮮戦争（1950-1953年）である。
朝鮮戦争によって米国と日本は戦後の両国関係を見直さざるをえなくなった。米国は日本に極東政策
の本流を行かせ、この地域の事実上の盟主に据えることがきわめて重要であった。
　米国は当初から、つまり朝鮮戦争の勃発とサンフランシスコ平和条約の準備プロセスが開始される
以前から、日本に駐留する米軍を増強する方針であった。米日両政府は、朝鮮戦争前から、米海軍の
日本駐留をサンフランシスコ平和条約の重要部分と位置付けていた。ある意味で朝鮮戦争が隠れ蓑と
なり、両政府のかかる事前決定は隠蔽されてしまったのである。5

　ロシアにとって、朝鮮戦争で得た教訓は特に重要だ。ソ連は当時、影響圏を拡大しようと焦り、西
側諸国との関係を極限まで悪化させてソ連の国際的評価を危うくしてしまう。それによって、国連体
制が崩壊し冷戦が熱戦に変わる寸前まで行ったのである。イデオロギーに基づく地政学的利益を優先
したソ連は、妥協と集団行動の論理を放棄してしまった。
　そもそも、米ソ双方には駆け引きで使われる「独自の論理」がある。公平な立場で言うならば、国
連安保理が国民党を追放して中国共産党を迎え入れることに反対したとき、ソ連は理事会出席をボイ
コットしたが（これによって国連軍を韓国に送る米国決議案を承認する正式な機会を与えてしまっ
た）、サンフランシスコ平和会議の時には柔軟に外交交渉を進めようとしていた。この事実は、ソ連
外交がすべての問題について「頑なに妥協しない態度」をとるという西側の歴史文献に広がる神話の
誤りを示している。
　このように、前述のスターリンに宛てたメモでヴィシンスキーは、ソ連代表団はまず露日平和条約
の草案を提出して会議で検討すべきだと提案したのである。万一会議がそれを拒否した場合、「ソ連
代表団は会議を三カ月間休会にすることを提案し、その間に、ソ連、米国、中国、英国の代表者（対
日戦争に積極的に参加したすべての国も召集）による「外相会議」を組織してあらゆる条約草案を検
討し、日本との平和条約の新たな草案を準備すべきである。そしてその草案は、カイロ宣言とポツダ
ム宣言、ヤルタ協定が定めた原則を完全に遵守したものでなければならない」と提案した。
　また三カ月が経過した後に新たな会議を開催し、外相会議が作成した日本との平和条約草案を検討
することが提案された。さらに、新草案は対日戦争に参加し日本の侵略行為で被害を被ったすべての
国々を代表したものでなければならない。6  これは現代的な視点から見ても完全に合理的かつ正当な
外交の進め方であり、二極対立的な特徴は感じられない。

クリル諸島（千島列島）の領有権

　ロシアにとってサンフランシスコ平和条約が残した大きな問題点は、同条約が戦後の国境線を引い
たものの、クリル諸島の領有権と日本が放棄した領土の地理的境界線が明確にされなかったことにあ
る。「米国は当初、会議でヤルタ協定を確認し、クリル諸島すべてのソ連への移譲を認める予定だった。
その後、米国は立場を変え、日本によるクリル諸島の領有権放棄を確定させたが、どの国に領有権が
帰属するかについては曖昧さを残したままであった。」7

　米国上院は同条約について議論し決議を採択したが、以下のような留保条項が付けられた。「同条
約のいかなる文言も、1941 年 12 月 7 日時点で日本が保有していた領土について、日本の権利、権原、
権益をソ連に有利な形で縮小または侵害するものではなく、またはソ連にいかなる権利、権原、権益
を付与するものでもない…また、同条約には、ヤルタ協定に含まれる日本に関する条文を、米国がソ
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連に有利な形で承認したことを示唆する文言はない。」8

　同条約の米国側草案者が、日本が放棄したクリル諸島すべての島名を挙げなかったのは偶然ではな
い。日本にクリル諸島の一部の領有権を主張する機会を意図的に与えたのである。実際、後に日本は
その通り主張し、今日にいたるまで日本側の議論の根拠となっている。日本の外務省のウェブサイト
で、サンフランシスコ平和条約に関する日本政府の公式見解を知ることができる。「平成 22 年 2 月付
北方領土に関する質疑応答」と題した文書で以下の主張がなされている。

１．日本はサンフランシスコ平和条約において千島列島の領有権を完全に放棄したが、そもそも
南千島は千島列島には含まれておらず、日本は「北方領土」すなわち南千島に対する領有権を
放棄していない。南千島は、第二次大戦後にソ連により占拠されてしまった。

２．ソ連は、サンフランシスコ平和条約への署名を拒否したので、日本が領有権を放棄した領土
に対する領有権を同条約に基づき主張することはできない。9

　日本はまた、南千島の領有権に関し、1956 年 10 月 19 日のソ日共同宣言を引用して「戦争状態を
終結させ、両国の外交領事関係を回復させるため」ソ連は歯舞島と色丹島を日本に返還すると約束し
たと主張する。しかしながら、ソ連側はこれを一定の条件に基づくものとしていた（その条件が満た
されることはなかった）。具体的には、ソ日共同宣言では「ソヴィエト社会主義共和国連邦は、日本
国の要望にこたえかつ日本国の利益を考慮して、歯舞群島及び色丹島を日本国に引き渡すことに同意
する。ただし、これらの諸島は、日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の平和条約が締結さ
れた後に現実に引き渡されるものとする」としている。10 またソ連は、日本に米軍基地があることも
不満であった。
　朝鮮戦争の休戦条約調印から二年後の 1955 年にソ日交渉が始まるが、日本は、両国関係の正常化
に興味のない米国から強い外交圧力を受けることになる。米国政府は、（四島返還がソ連にとって受
け入れ難いことだと知りながら）四島返還を求めるよう日本政府に迫り、そうしなければ日本への沖
縄返還を取り消すと脅した。11

　ソ日共同宣言には、日本の長年の念願だった国連加盟をソ連が支持すると書かれている。また日本
には、国連安全保障理事会の常任理事国入りという一貫した戦略的目標がある。第二次大戦終結から
数十年が経過した現在の地政学的現実においては、常任理事国入りという目標はより達成可能に見え
る。国連創設 60 周年記念総会において、国連憲章第 53 条、第 77 条、第 107 条にある「敵国」とい
う表現を削除する決議も採択なされている。12

　国連憲章に関するこのような変化は、形式上は日本の常任理事国入りに道を開くことになる。しか
し、近隣諸国や国連安保理の主要国である中国などと和解や協調ができないまま、日本はこの機会を
手にすることができるであろうか？

仕掛けられた「罠」

　第二次世界大戦後、ヨーロッパは（ドイツがナチの過ちに対する責任を潔く認めたことを含め）歴
史解釈に曖昧さを残さなかったため、和解と平和を経験することとなった。一方、北東アジア諸国は、
今もなお日本が悲劇的過去に対する歴史的責任を認めるのを待ち侘びている。しかしここにも、サン
フランシスコ平和条約により仕掛けられた「罠」が潜む。ピーター・ロウによると、ダレス米国務長
官は、日本が将来の同盟国となることを見据え、日本政府と対立関係にならないよう戦争責任条項を
盛り込むことに断固として反対した。
　さらに、ダレス長官は「1919 年にパリ講和会議に出席した際、ベルサイユ条約をめぐり激論が交
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わされる様子を見て、戦争責任条項が有益な結果をもたらすものではないと確信していた。」戦争責
任条項を含めるよう主張した英国の閣僚もいたが、「その時もダレスによって説き伏せられた。」13

　露日だけでなく、日中、日韓関係も、いまだにサンフランシスコ平和条約の起草者が数十年前に仕
掛けた冷戦の罠の中にある。2012 年 8 月には、日中双方が領有権を主張する尖閣諸島（釣魚島）に
日本人グループが上陸して日の丸の旗を立て、中国を大きく動揺させた。また思い出されるのが、韓
国の李明博大統領による示威的な竹島（独島）訪問だ（2012 年 8 月）。日韓関係はこれを境に大きく
冷え込んだ。
　影響力のある韓国の専門家は、これらの問題の根はサンフランシスコ平和条約にあると述べている。
それによれば、同条約は 1947 年以降、草案が何度か書き直されているが、尖閣諸島（釣魚島）と竹島（独
島）に関する記述の有無は一貫せず、同島の領有権についての決定は草案によって異なる。草案の最
終版には、尖閣諸島の領有権が中国、台湾、日本のいずれかに帰属するとの記述はない。また、竹島

（独島）について述べた条項は、日本に帰属するとも韓国に帰属するとも解釈可能なものだった。14

　中国とロシアは日本との領土問題をかかえているが、両国とも 2010 年 9 月 27 日 -29 日に北京で開
催されたサミット期間中、島の領有権問題をめぐる双方の立場を支持した。65 回目の終戦記念日で
ある 2010 年 9 月 27 日にロシア・中国が共同声明を出したが、そこで両国は、自分たちが侵略に耐え、
ファシズムと軍国主義に対抗したと言及した。
　しかし、領土問題においてロシアと中国が足並みを揃えているとはいえ、両国の問題は別々に取り
扱わなければならない。戦略的パートナーとしての両国は、大戦の結果に対して共通の認識を持ち、
東アジアにおいては共に冷戦時代の遺物を克服しようとしている。しかし現在の露中関係は、19 世
紀的な過度な相互依存関係でも、導く側と従う側という関係でもない。
　したがって、ロシアは第三国の領土問題でいずれかの側につくことはなく、当事者同士が対話によっ
て解決すべきだと主張している。ロシア外務大臣セルゲイ・ラブロフは 2013 年 11 月、東京での「2+2」
会合後に記者会見し、この見解を繰り返し述べた。「我々は原則として、ある国に対抗して他の国と
友好関係を築くことはしない。いずれか一カ国だけが不満を感じたり、安全を脅かされたと感じるべ
きではない。これはロシアの外交政策上の優先事項の一つである。」15

恒常的国際フォーラムの設置を

　過去の歴史を適切かつバランスよく評価することなしに、国際政治における最も喫緊な課題を解決
することなどできない。それゆえロシアは、アジア太平洋地域における多国間・非ブロック安全保障
アーキテクチャーの構築について、対話を始める必要性を繰り返し強調してきたのである。この枠組
みは、安全保障の不可分性の原則に基づき、すべての国の国益を考慮したものである。
　二極対立の時代に東西分割の象徴だったベルリンの壁が崩壊したのは、随分昔のことである。しか
し、東アジアの根本的分断はいまだ手付かずのままであり、この地域の冷戦構造は依然継続してい
る。今日、領土問題もさることながら、米軍は「サンフランシスコ体制」を根拠として駐留を続けて
いる。16

　それゆえ、オバマ政権の「アジア回帰」政策は、東アジアとアジア太平洋諸国から疑問が投げかけ
られている。それは、アジア太平洋の強国である米国の地位に対する疑問ではなく（その点は誰も疑
わない）、「回帰」が道徳的にも政治的にも時代遅れな冷戦時代の同盟関係に依存しているためである。
　戦後、東アジアの領土問題と国境問題を解決するにあたり、連合国は領土紛争に関する歴史的事実
や当事者の利益より、自国の地政学的利益、戦略的利益を優先した。それ以来、歴史家や専門家は数



「緊迫する北東アジア情勢と日ロ関係の展望」

国際指導者会議 2016討議報告書
27

十年にわたり、積極的かつ説得力ある説明によって連合国の言う「紛争相手国」の見解の正当性を擁
護してきた。
　領土問題は終わりが見えない。長年続く論争が、対立的手法によって具体的な決着をみるとは考え
にくい。東アジアと太平洋における大戦の結果を、明白かつ誰もが納得する形で解釈し妥協点を探る
べき時が来ているのかもしれない。中国、日本、北朝鮮、韓国、米国、ロシアなどの歴史家、政治学
者、国際法の専門家の共同努力と協力を通じて正確な理解が進めば、それは東アジアの国々と国民に
和解と平和をもたらし、良好な隣国関係を発展させるとともに様々な分野での地域協力を促進する礎
となるであろう。
　その第一歩として、ロシアと中国の学者や専門家がイニシアチブを取り、東アジアと太平洋におけ
る大戦関連の歴史的出来事とその結果について、合同で議論し調査する恒常的な国際フォーラムを設
置することも考えられる。それによって包括的な学術的議論が始まり、近年の重大な軍事的事件や戦
後の歴史には様々な解釈があり、賛否が分かれやすい問題であることが示されるであろう。参加対
象者は、戦争史学者、国際関係の専門家、国連制度の専門家、外交団の代表、著名人、NGO 指導者、
退役軍人、歴史的事件に携わった外交経験者等が含まれるであろう。

日露関係の「引き分け」

　日本の安倍晋三首相は今年、ロシアを訪問してウラジミール・プーチン大統領と会談を重ねた。そ
れによって露日関係の立て直しが可能となり、平和条約の締結、貿易協力の推進や長期化した領土問
題の解決など、主要問題に関する交渉を再開できるかもしれない。クリル諸島をめぐって困難を極め
た論争は、戦後数十年間にわたり露日関係に深刻な影響を与えてきた。両国は、戦略的パートナーシッ
プの確立を現在の主要な目標とすべきである。しかし、平和条約はいまだ締結されておらず、両国間
の貿易発展の障害となっている。
　とりわけ、条約が結ばれていないために、日本企業によるシベリアやロシア極東の開発が遅れてい
る。ロシア側も日本側も、開発が進めば利益を得られると見込んでいるが、あくまでも領土問題の解
決を前提条件とするなら、露日関係の膠着状態は今後も続くであろう。
　吉報としては、両国の現職首脳が平和協定の締結に努力することで合意している。しかし、それは
両国の威信に関わる領土問題について、更なる議論が巻き起こることを意味する。日本が固有の領土
とする南クリル諸島四島を取り戻すことは、国家の名誉の問題である。一方、ロシアも第二次大戦で
勝ち取った領土を返還すれば体面を失ってしまう。戦争で獲得した領土を返還した前例がないこと考
えれば、尚更だ。
　妥協点を見出すことが、唯一可能な解決策である。プーチン大統領は安倍首相との会談で、それを
柔道用語の「引き分け」と表現した。プーチン大統領のこのアプローチは適切なものであろう。確か
に、妥協によって領土問題は穏やかになり、支配層も一般国民もそれを神聖で国家の威信をかけた重
要問題とは見なさなくなるであろう。
　日本とロシアの二国間関係に実体が伴ってくれば、領土をめぐる論争は徐々に収まるであろう。こ
れまでにもそのような効果を狙った多くの提案があった。そのうちの一つが、ボリス・エリツィン大
統領が橋本龍太郎首相との歴史的なノーネクタイ会談で提案した内容である。共同努力によって係争
地域の経済を発展させ、そこを自由貿易圏とすること、そして日本人が親族の墓参りをすることがで
きるように、自由なアクセスを認める地域を設定することなどが提案された。他にも現実的な選択肢
が検討されている。
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　与党が衆参両院で過半数を占め、安倍首相が内閣を率いる中、法案成立には自信を持って取り組め
る状況である。衆議院で野党があらゆる動議を否決することを恐れる必要はない。外交交渉における
日本の立場はより強固になり、安定したパートナーとの協力はロシア側にも利益となる。
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【資　料】北方領土の位置

出典：内閣府　http://www8.cao.go.jp/hoppo/sugata/01.html　
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北東アジアの意義

　日露関係におけるインフラ開発の可能性ついて、二国間だけでなく北東アジア全体に視野を広げて
述べてみたい。「北東アジア」の定義は定まっておらず諸説ある。また国連の分類では「北東アジア」
ではなく「東アジア」がもちいられている。一般に、中国、韓国、北朝鮮、モンゴル、日本、そして
ロシアが北東アジアに含まれる国々と考えられている。
　北東アジアについて考察する意義のひとつは、この域内の国々の密接な関係にある。2015 年の北
東アジア諸国間の貿易額は 8703 億ドルで、対世界貿易に占める割合は 22％で最大となっている。
　世界全体の貿易は EU、北米、東アジアおよび北東アジア諸国で構成されるトライアングルに集中
しており、ロシアはその中間に位置している。これら主要地域間の貿易量は 2014 年の約 15 億トンか
ら、2030 年には約 25 億トンに増加すると予測されている。
　世界の貿易量の 8 割以上は海上貿易によって占められている。理由は明らかで、陸上よりコストが
低いためである。海上貿易は道路や橋、トンネルなどの特別なインフラを必要としない。また陸上貿
易と違い、第三国を経由せず輸出国から輸入国に直接物資を運ぶことができる。ただし、海上輸送に
は陸上輸送より時間がかかるといったデメリットもある。
　他方、陸上輸送が活発化すれば、沿岸部だけでなく内陸部の開発が促進されることが期待される。
世界的に見ても、発展している地域ほど鉄道と港湾の整備が進んでいる。例えば、ロシアでは極東地
域のインフラ整備が遅れており、開発の妨げとなっている。極東地域の 85％以上が交通の要衝から
30km 以上離れていて、公共輸送ネットワークにどの季節でもアクセス可能な場所は 15％に過ぎない。
さらに、一部の地域はインフラ整備がまったく手つかずのままである。

大陸を結ぶインフラ開発プロジェクト

　世界の輸送システム全体を考えると、解決しなければならない重要プロジェクトがいくつかある。
例えば、ベーリング海峡でユーラシア大陸と北米大陸をトンネルで連結する構想がある。ロシア・チュ
クチ半島と米国・アラスカはわずか 100km ほどしか離れていない。この構想は実は 150 年以上前か
らあった。
　先ほど述べたように、インフラ整備によっ
て開発が促進される。ベーリング海峡が鉄道
で連結されれば、シベリアの豊富な鉱物資源
の開発の可能性が高まる。このプロジェクト
で整備される鉄道路線の総延長距離は、ロシ
ア側がサハ共和国ヤクーツクからチュクチ半
島のウエレンまで約 4000km、北米側はカナ
ダのブリティッシュ・コロンビア州フォート・
ネルソンからアラスカ州ウェールズまで約

日露関係におけるインフラ開発の可能性

モスクワ大学卒業。ロシア政府の大
規模開発プロジェクトや地域開発プ
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2000km と想定されている。
　日本に関連するものとしては、ユーラシア大陸と日本をつなぐ二つのルートが考えられている。ひ
とつは北海道からサハリン（樺太）を経由し、ロシア本土に至るルート。もうひとつは九州から韓国・
釜山に至る「日韓海底トンネル」である。日本はこれらによってユーラシア大陸の輸送システムと直
接つながることができる。

北東アジアのトンネル建設構想

　ロシア本土とサハリン島の間にあるタタール海峡（間宮海峡）を鉄道でつなぐ構想には長い歴史が
ある。ソ連時代の 1950 年代には、スターリンがトンネル建設計画を進めた。サハリンとロシア本土
は約 8.5km しか離れておらず、トンネルは全長 10km ～ 12km 程度になると考えられていた。その後、
このプロジェクトは長い間中断していたが、近年になってロシア政府はこの区間をロシア全土の鉄道
路線開発戦略の一部に含めることを発表した。
　現在、ロシア本土とサハリンの間にはハバロフスク地方のワニノとサハリン州のホルムスク（真岡）
を結ぶ「ワニノ・ホルムスク鉄道連絡船」が運航している。しかし経済的に見ても、サハリンからワ
ニノに行くにはモスクワからワニノに行くよりコストがかかる。また、この連絡船は天候の影響を受
けるため、運航できるのは年間約 250 日に限られている。
　一方、サハリンと北海道の間のラペルザ海峡（宗谷海峡）をトンネルで結ぶ場合、距離は 40km ～
45km になると考えられる。ちなみに、日本の本州と北海道を結ぶ青函トンネルは 53.85km である。
サハリン・北海道トンネルの建設費用は、ロシア側の見積もりで約 70 億ドルとされている。
　日本をユーラシア大陸とつなぐもうひとつの構想が「日韓海底トンネル」である。総延長は
200km 以上にもなるが、唐津と釜山の間にはいくつかの島（壱岐、対馬）がある。韓国側はソウル
を起点として釜山に至る「京釜高速道路」を延長する形となり、途中で「釜山 - 巨済間連結道路（巨
加大路）」にも分岐する。日本側は唐津を経て福岡に至る。
　中国には、遼寧省大連市と山東省煙台市間の渤海海峡を海底トンネルで結ぶ「大連・煙台海底トン
ネル」構想がある。計画は具体化していないが、トンネル部分と橋梁部分を合わせると 122km にお
よぶ。ただし、このプロジェクトで想定される海底トンネルは、地震災害を引き起こす活断層がある
地域に近い。ベーリング海峡や宗谷海峡ではそのような問題は見られない。
　このようなインフラ開発プロジェクトは、経済発展を促す効果がある。例えば、豆満江開発計画は
ロシアのウラジオストク、北朝鮮の羅津、中国の琿春などを含む地域を国際的な自由貿易地帯にする
構想である。

中国の「一帯一路」構想

　中国は「一帯一路」構想を掲げ、経済発展のためのインフラ開発に積極的に取組んでいる。「中国・
モンゴル・ロシア経済回廊」構想もそのひとつで、北京とモスクワを結ぶ高速鉄道計画プロジェクト
が計画されている。2017 年にはロシアでその最初の区間となる「モスクワ・カザン高速鉄道」の建
設が開始される予定だ。クラスノヤルスク地方のクラギノからトゥヴァ共和国のキジル、さらにエレ
ゲスト炭鉱をつなぐルートも建設中で、この路線を延伸してモンゴルを経由し、中国に至る路線の整
備も進められている。
　「一帯一路」構想ではこのほか、「新ユーラシア・ランドブリッジ経済回廊」「中国・中央アジア・
西アジア経済回廊」「中国・インドシナ半島経済回廊」「中国・パキスタン経済回廊」「バングラデシュ・
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中国・インド・ミャンマー経済回廊」が提唱されている。
　国際的なインフラ整備は鉄道などの輸送システムだけでなく、ロシアと北東アジア各国をつなぐ「エ
ネルギー・ブリッジ構想」もある。プーチン大統領は 2016 年 9 月にウラウジオストクで開催された
第 2 回東方経済フォーラムで演説し、ロシアから日韓への電力輸出推進を提唱した。石油や天然ガス
も含め、ロシアには十分なエネルギー資源がある。
　北東アジア全体の発展と持続可能な日露関係の構築に向け、インフラ整備プロジェクトは重要な鍵
となるだろう。
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【ディスカッション要旨】

北東アジア地域の特異な状況

　講演の後、上田秀明・元駐ポーランド大使がコメントした。上田大使は、日本、ロシア、中国、韓国、
北朝鮮、モンゴル（さらに台湾、香港も含みうる）からなる北東アジアは、政治体制や経済制度や経
済の発展段階も異なり、極めて特異な地域である。日本、韓国、中国は、歴史問題があるにも関わらず、
互いにとって米国を除けば1位、2位の貿易相手国である。しかし、FTA交渉は進んでいないと述べた。
　日露関係については、日本には根深い対露不信感があり、信頼感が欠けていても実利があればよい
が、あまり期待できないと述べた。1975 年のヘルシンキ宣言で第二次世界大戦後の国境線不変更原
則がソ連を含む全ヨーロッパで合意され、東西デタントが進展した。ロシアは日本との関係でも同様
であると見ている。日本は台湾、南樺太、千島を放棄したが、北方領土はいまだかつて他国の領土に
なったことはなく、第二次大戦の結果放棄してはいないとしている。

今後の日露関係の見通し

　また上田大使は、二島返還は米国の不信を招き、ロシアへの経済協力は制裁破りの面があり、西側
同盟の結束を弱めると述べた。ロシアによる「領土主権の侵害」を黙認し、自らの「領土主権の回復」
を諦めるのでは、尖閣、竹島問題への波及は避けられない。平和条約が未締結なので、日露間の経済
関係が進まないというのは根拠が薄い。日本の進出先としてもミャンマー、フィリピンなどの方がシ
ベリアよりはるかに有利。シベリアは寒冷で開発やパイプなどのメンテナンスにコストがかかる。ロ
シアは国民にこれまでの経緯を詳細に伝え、“agree to disagree” の状況を保持しながら、二国間関係
をどう発展させるかを示すべき。そして日本としては、功を焦って悔いを千載に残す安易な妥協を行
うべきではないとの見解を述べた。

北東アジア経済圏創設の可能性

　次に上田大使は、米国でグローバリゼーションを敵視するトランプが大統領になり、本来自由貿易
を推進する共和党主流派とのねじれ現象となるが、当面 TPP は頓挫する可能性が大きいと述べた。
そこで、ASEAN 諸国と日中韓が加わり米国抜きの RCEP の進展に期待がかかるが、これも日中の
進展がカギとなる。そしてアジア太平洋自由貿易圏（FTAAP）の見通しも、米国が消極的であれば、
進展は望めない。当分の間、高いレベルの自由貿易協定の進展にはブレーキがかかり、むしろ保護主
義的傾向が進む恐れがある。結論として、日露がビジネスパートナーとしての信頼感を築き上げ、日
露 FTA を結ぶことを目指すべきであり、そこにモンゴルを加え、日中韓 FTA と合同すれば、北東
アジア経済圏も見えて来ると述べた。

地域安全保障協力の展望

　その後、国際安全保障制度の専門家から、アジア太平洋における多国間地域安全保障協力に対する
ロシアの態度について質問があった。ペトロフスキー博士は、ロシアは現在も地域集団安全保障をヨー
ロッパでも支持し、太平洋地域でも支持している。アジア太平洋地域に必要なのはヘルシンキ宣言の
プロセスだと述べた。そして、ヘルシンキ宣言は 3 つのバスケット（安全保障分野、経済・環境分野、
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人道分野）からなるが、その中でも第 3 のバスケットに関連して同地域が必要とするのは、文化間対
話、文明間対話、宗教間対話だと強調した。
　日本企業がロシアのヤマル半島で LNG プロジェクトを進めていることに関連し、北極海航路の将
来性について質問があった。2018 年に船で日本、韓国、中国に LNG を輸出する計画があり、これが
スエズ運河やパナマ運河に匹敵する物流革命になるのではないかという問いに対し、ラズベギン博士
は、北極海航路はロシアにとって重要だと答えた。スエズ運河ルートに比べ、航路距離が 7 割程度に
短縮され、日本、中国などにとっても、ロシアやヨーロッパとの輸出入にかかるコストを減らすこと
ができる。豊富な資源があり、大きな将来性を秘めていると述べた。
　続いて、ロシアに対する技術協力の見返りとして、日本は何を期待できるかとの質問があった。ペ
トロフスキー博士は、ビジネスであれば両者に実利があるが、ロシアは領土問題を直接ビジネスに結
び付けようとはしていない。つまり、ロシアは領土をお金で売ろうとはしていないと説明した。以前、
ソ連の外務大臣が、同僚からソ連は大国なのだから小さな島を日本に返してもよいのではないかと聞
かれ、我々は領土を取引の道具にしないから大国なのだと答えた。ペトロフスキー博士は、領土に対
する認識の違いであり、プーチン大統領も、政治と経済を混同してはいけないと何度も言っていると
述べた。

南シナ海情勢

　南シナ海における米国の「航行の自由作戦」について、ロシアも大国として航行の自由を確保する
ため、米国や日本、ニュージーランド、オーストラリアなどとともに作戦に参加するべきとの指摘が
あった。これに対しペトロフスキー博士は、「航行の自由作戦」が軍事目的なのか商業目的なのかを
区別する必要があると述べた。商業目的の航行の自由は皆が賛成するが、軍事目的の場合、70 年代
に米ソが排他的経済水域を宣言したように、政府間協定を結ぶ必要があるとの見解を示した。
　北朝鮮問題について、ロシアが北朝鮮に対する影響力を発揮して日本人の拉致問題解決に協力でき
ないかと質問があった。ペトロフスキー博士は、中国も北朝鮮に対して思うようにいかないが、ロシ
アも同じだと述べた。核開発についても、問題はどのように核開発をやめさせるかであり、もし過剰
なプレッシャーを与えて北朝鮮が崩壊すれば、膨大な数の難民が発生してしまう。それは防がなけれ
ばならない。対北朝鮮においては超えてはいけない一線があると説明した。

日露間の文化交流の必要性

　ある日本の大使経験者は、ロシア鉄道の社長を務めたウラジーミル・ヤクーニン氏がロドス島で開
催していた「文明対話」（Inter-civilizational Dialogue）の取組みを紹介し、北東アジア地域でもロシ
アと日本、さらに中国、韓国、モンゴルなどの文化人による文明間の対話のためのフォーラムを創設
するよう提言した。
　これに関連して上田大使は、日本とロシアには理解し合える面もあると述べた。両国とも少し遅れ
て西洋資本主義に追いつこうとしてきた国である。明治から戦後にかけては多くの日本人がロシア文
学に親しみ、欧米における日本研究はロシアがもっとも進んでいた。その伝統は今も生きているが、
残念ながら日本ではロシアに対する関心が非常に低くなっている。日本でロシア語を学ぶ人も少ない。
両国が相互理解を深めるためには、お互いについてもっと学ぶことが必要だと指摘した。もっと多く
のロシア映画やテレビ番組を日本で放送することもひとつの方法である。
　最後に、セッション 2 のモデレーターを務めた磯村順二郎・米ハドソン研究所上席研究員は、日本
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人にとって大陸の国家は理解しにくい部分もあるが、ロシアは非常に文化を重要視している国であり、
日露関係には文化的なアプローチも大切だと述べた。また北方領土問題で難しい点のひとつは、現在
そこに日本人が居住していないことであり、仮に日本に歯舞・色丹両島が返ってきたとしても、色丹
島にはすでに約 3,000 人のロシア人が住んでいる。単純に返還する、しないの話ではなく、今後もよ
り深い議論が必要だと結んだ。



2017 年 1月 30日発行
発 行 所　一般社団法人平和政策研究所
代表理事　林 正寿（早稲田大学名誉教授）

住所　〒169-0051　東京都新宿区西早稲田 3-18-9-212
電話：03-3356-0551             FAX：050-3488-8966
Email ：office@ippjapan.org     Web：http://www.ippjapan.org/

© 本書の無断転載・複写を禁じます




