
部門研究２  ２００５年度第２回研究会 

スケジュール 

１３:００～１４:００　発表：五十嵐浩司 「米一極構造の中での国連改革」 
１４:００～１４:１０　休憩 
１４:１０～１５:１０　発表：浅野　亮「中国と多国間主義」 
１５:１０～１５:２０　休憩 
１５:２０～１５:３０　コメント：村田晃嗣 
１５:３０～１５:４０　コメント：宮坂直史 
１５:４０～１８:００　ディスカッション 
１８:３０～２０:００　懇談会 

日　　時／ ２００５年６月２５日（土） 

会　　場／ 同志社大学今出川キャンパス　至誠館３階会議室 

発　　表／ 五十嵐浩司（朝日新聞大阪本社編集局長補佐、前ニューヨーク支局長） 

 浅野　 亮（同志社大学法学部教授） 

コメント／ 村田 晃嗣（同志社大学大学院法学研究科教授） 

 宮坂 直史（防衛大学校国際関係学科助教授） 
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研究会概要

本研究会では朝日新聞社の五十嵐浩司氏と同志社大学浅野亮教授による報告が行われた。

国連の資料を用い国連改革の分析を行った五十嵐氏の論点は、日本と米国の国連改革に対する認識の

差異とアメリカと国連の関係に収斂する。五十嵐氏は日本での安保理拡大の議論が、「常任理事国入り

すべきなのか」と「可能か」という議論が混同されていると指摘する。しかし、この安保理改革の議論と

米国での国連改革の議論との間には差異がある。安保理改革は国連改革の一部でしかない。

今回国連と安保理の改革の議論が急浮上した原因は創設60周年という時期と、イラク戦争が関係し

ている。60年という節目の年は改革の議論の提起を容易にした。さらに国連の制度疲労、ミレニアム・

サミットの内容の不履行も指摘されている。そのような中イラク戦争によって引き起こされた安保理の

有効性への疑義が決定打となった。

しかし国連の中心はやはり安保理であり、安保理の正統性と有効性をどう回復するかが国連改革の議

論の核である。しかし安保理の権威を守ることと、安保理に今の世界を反映させより民主的な組織にす

ることという正統性と、意思決定の迅速さといった有効性の間にはジレンマが存在する。賢人会議と米

国の「新常任理事国の基準」と「武力行使の基準」に関する認識の差異にそれが表れている。

五十嵐氏は国連改革とは国連と米国の関係の問題であり、国連と米国は互いに必要としている事を付

言し、今後の関係への期待を述べて報告を纏めた。

浅野教授は「中国と多国間主義」の問題を自己認識・国際関係・国内政治の枠組から報告を行った。こ

の議論では「多国間主義」を「今ある国際社会の基本的な価値や理念を受け入れていくこと」という定義
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第二期ブッシュ政権の陣容と日米関係

村田　晃嗣（同志社大学）

１ １期目のブッシュ政権
（１）セキュリティー・チームの陣容
（２）ブッシュ・ドクトリン

自由の勝利
先制攻撃
単独主義

（３）イラク戦争

２ ２期目のブッシュ政権
（１）セキュリティー・チームの陣容

ボルトン人事の衝撃

（２）２期目の戦略　　
先制攻撃
民主主義の拡大
単独主義

３ 日米関係への影響
（１）ＧＰＲと沖縄基地問題
（２）国連改革
（３）中国問題

参考）トマス・バーネット『戦争はなぜ必要か』（講談社インターナショナル）



米一極構造の中での国連改革

簡単に自己紹介をします。五十嵐浩司と申しま

す。私は朝日新聞に入って２６年目になりますが、う

ち１９年くらいを外報部、国際報道に携わるところに

所属しておりました。つまり、３分の２くらい外を回っ

ています。どさ回り、地方回りです。新聞社の社内

ヒエラルキーで言うと地方記者のようなものでして、

イギリスにはサバティカルで行かせてもらったので

すが、その後、アフリカのケニアに３年、ワシントンに

３年半、その後、しばらく東京で中間管理職のよう

な仕事をした後、ニューヨークに３年半強くらい行っ

ておりました。ワシントンの時は伊奈さんの後で、村

田先生がジョージ・ワシントン大学にいらっしゃった

時で、いろいろ教えていただきました。地方記者を

やっていたはずなのですが、今はヒエラルキーの

中に入り、編集局長補佐として毎日の新聞の責任

者をやっています。原稿を書くことあたわずという

ことで、取材、執筆から離れております。４月に突如

「大阪へ行け」ということで、ニューヨークから大阪

にまいりまして、毎日、ダークスーツを着て白いワイシ

ャツを着ている日々を送っております。昨日も朝４時

くらいまで起きていて仕事をせざるをえない立場で

したので、ボケているとしたら、そのせいだと事前

に予防線を張っておきます。

今日は楽しみにしています。楽しみである理由の

一つ目は、今年４月１日までニューヨークにいたので

すが、３年数カ月見聞きしてきた話を皆さんと共有

できることです。昨日になってタイトルを変えていた

だきましたが、最初に村田先生が下さったタイトル

は「国連改革に対するアメリカの姿勢」でした。しか

し、私はアメリカ政府はこの３年数カ月見ていない、

国連というプリズムを通してものを見ていますので、

完全に国連のバイアスがかかったものの見方をし

ているのだろうと思います。なるべくニュートラルで

いようとはしていますが、そこは国連側の情報が圧

倒的に多い、取材対象に擦り寄るという性癖があ

りまして、国連というものを通して見た姿だというこ

とでタイトルを変えさせていただきました。アメリカ

の大使、アメリカの高官と会ったりしていますが、あ

くまで国連の場から見て一連の動きがどう見えるの

かという話をさせていただきたいと思います。

楽しみの二つ目は、今回は浅野先生が中国とい

う専門家の先生がおられて、ここには私のような国

連というプリズムでものを見ている人は少ないと思

います。私が国連で感じていたこと、その体験を話

すことで、アメリカ政府の立場、日本とアメリカの関係

を通してみて、国連がどう見えるか。そういうご指摘

を受けることが楽しみです。とりわけ日本に帰ってき

て一段と腹立たしくなってきたのが、日本のメディア

に対する違和感です。日経の伊奈さんもおられて、

朝日新聞を形の上で代表せざるをえない立場です

ので、紙面の文句は言えないのですが。それは何

かと言うと、日本の安保理常任理事国入りというこ

とばかりが余りにも声高に話されすぎていることが

一つ。二つ目には、日本は常任理事国入りすべきな

のかどうなのかという話。日本はこんなに立派な国

ですから、「日本は常任理事国入りすべきかどうか」

と言われたら「入るべきでしょうね、なれるものなっ

た方がいい」という話だと私は考えていますが、それ
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で用いている。

「中華」と言う観念は19世紀に初めて現れる。西洋の衝撃は「帝国」清を「普通の国」中国にした。その

原因を漢民族は満州族による中国の支配に求めるが、その一方で清朝の最大版図である領土回復は当

然のこととみなしている。ここに中国の自己認識の捩れがある。現在の中国の自己認識は 小平（－

1997）の死後大きな転換を迎える。2002年の党大会で挙げられた20世紀の三人の偉人１）に孫文が

含まれており、共産党の自己規定は階級から中華民族へ移行したといえる。ここに清朝への回帰をうか

がうことができる。

天安門事件（1989年）以降中国は「low-profit」２）の立場を取りつつ「できることをする」と言う政策

を取る。「できることをする」とは例えばASEAN・東南アジア諸国との接近を指す。90年代、中国は高

度経済成長とともに自信を取り戻すが、アメリカの圧倒的な国力を強く認識している。それ故中国のボ

トムラインはアメリカとの武力衝突を避けることであり、多国間主義を続けていくほかはない。また中

国は国際組織において実際の国力よりも大きな存在を示せるので、その選好は現状維持にある。

中国と米国の利益の一致から六カ国協議ができたように、多国間主義は中国にとって戦術的な手段で

ある。しかし、中国国内で経済成長は共産党と企業の癒着を生み出しており、それは当面中国が多国間

主義を続けていく社会的背景になっているといえる。

注
１）他の二人は毛沢東と 小平。
２）浅野教授の説明によれば、自分の才能を目立って皆に示さずに実力をゆっくりと蓄えること。

（同志社大学法学研究科博士前期課程　小橋川唯之）
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間、国連という枠組みの中で、その場でアメリカとド

イツがどういうふうに協調しているかを見たことから

です。ワシントンとドイツ本国との関係は、そうした

他国間の場で見るのとは相当に違う温度差があっ

たのだろうと考えています。

今、９９．５％か９９．８％か、確たるデータがあるわ

けではないのですが、エンドゲームになった。今、話

されているように、日本が単独で「常任理事国に入

るとしたらアメリカがＯＫする国は日本しかないのでは

ないか」という言い方。この論議が出ていているの

を見て、ある種のデジャブー感があります。丁度１年

前、今回の日本側の動きの仕掛けをしている一人の

方がニューヨークに訪ねてこられて、話をする機会が

ありました。その時、「こうした目標で、戦略で」という

話をされたわけですが、新聞等々で読んでいる通り

の話です。「アメリカの支持を得る。これによって中

国を何とか抑え込む。総会でこの枠組み、何カ国

かの常任理事国を増やすという圧倒的多数の支持

が得られればアメリカにも波及するし、安保理内で

体制につくことをモットーとしている中国としては、決

して発言はしないだろう。アメリカと大多数がそちら

に動けば」。そういうシナリオでした。

その時も一軒目、二軒目と店を重ねるにつれ、

不確定要素がたくさん出てきます。最大の不確定

要素はアフリカでした。アフリカがどうするかわから

ない。ざっと見ていても３カ国の候補がある、南ア

フリカ、ナイジェリア、エジプト。アフリカに３年ほどい

ましたので、これらの国はすべて実際に歩き回って

いて、政府の人とも話していますが、正直言って、

ナイジェリアはアフリカの嫌われ者です。お金はあ

るしパワーはあるけれども、カサにかかることがあっ

て、近辺の国と仲良くなるにはナイジェリアの悪口を

言っていればいいというようなものです。「人権問題

やクーデターで、いつどうなるかわからない。こんな

国が常任理事国になっていいのですか」と。エジ

プトは、アメリカはいいでしょうが、イスラエルの問題

を抱えている以上、アラブのエジプトが常任理事国

に入ることも、まず考えられません。南アフリカ共和

国は、「世界の基準から言えば一番常任理事国に

近い国ですね」というのは誰もが一致するのです

が、わずか１５年くらい前までアパルトヘイトをやっ

ていた国で、回りの国は納得しません。「あそこは

白人がつくった国だろう」と。今は黒人国家、多人

種、多文化国家ということで胸を張っていますが、

「あそこは違うのではないか」ということで納得しな

い。ケニアは「自分のところはどうだ」。タンザニアは

精神的に「アフリカの中心は僕だろう」。エチオピア

は「我々が唯一植民地化されていないアフリカの雄

である」。西アフリカは「フランス文化圏の国から、

自分たちももう一つどうだ」と。本当は今の政情不

安がなければコートジボアールとなどが出てくるとこ

ろでしょうが、フランスの代表がいるだろう。ごちゃ

ごちゃで、まとめられない。

それで日本政府の方と話していた最後に、三軒

目くらいの店で話していたのは、「パラドックスだが、

日本単独で入るのが現実味がある。だけど日本単

独でなんか絶対に入れない」「ということはどうする

んですか？」という話をしていました。つまりその時

でも、すでにかなり難しい話であることはわかって

いて、Ａ案がだめだった時、Ｂプランを立てておか

ないと、日本国内の期待を高めるだけ高めて、玉砕

のような形で日本が突き進んでいったのでは大き

なしこりが残る。ある種、立ち直れないようなダメー

ジを受けるのではないか。そんな懸念から「では次

の道は何か」という話から、日本単独の可能性の話

をしていました。その結論も、ない。ないんですが、

今も新聞等々で見てもわかるように日本単独は現

実的ではないのですが、今あるオプションの中では

一番可能性の高い考え方ではないかという論議が

なされているのを見るにつけ、１年前に想定された

通りのコースで、想定された問題を抱えて走ってい

るのだろうと感じています。

日本が安保理拡大だけに目を捕らわれすぎだと。

我々は見失いがちですが、安保理拡大は安保理改
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と、それが可能かどうかという話が、ごっちゃになっ

て話されている。「できるかどうか」と言われたら、こ

れはスタート時点から「難しいでしょうね」というのが

大方の答えです。それでもやってみましょうということ

で始めたことですから。私は大学やカルチャー講座、

経済人の集まりでさまざまな話をする機会がありまし

て、今、関心事のものですから、安保理の話になり

ますと「日本は安保理に入れるのですか」と聞かれ

ると「そうですね、よくてスタート時点で９５％程度だ

めだったでしょう。だけどやってみようかということだ

ったのでしょう」と答えております。

アメリカ側が日本の安保理の常任理事国入りに

乗ってこないために、９７．５％くらいだめになりまし

た。６月初め頃、Ｇ４決議を先延ばししてくれという

段階で、９９％くらいだめだったのでしょう。今回、バ

ーンズさんの正式な態度表明が出まして、９９．８％

くらいはだめでしょう。新聞社の独特の臆病さで留

保をつけておいて、本当になった時に０．２％は大

丈夫だったと言うために残しているようなもので、

最初から相当難しい話だったのが、ますますもって

難しくなってきていますから、ほとんどエンドゲーム

に入ったという印象です。

最初に現状から話をしたいと思います。米政府

の二つのペーパー、一つは１週間前のバーンズさん

のステートメントです。アメリカ政府の考え方が実に

よく見事にしっかりと出ている、いいペーパーだと

思います。「安保理拡大は大事だが、それが国連改

革のすべでではない。それ以外のさまざまなことが、

安保理拡大という一つのことの裏に隠れてしまって

は全くおかしいのではないか。他にもさまざま大事

なことがある。優先順位が違うのではないですか」

という主旨です。私は予て、日本の常任理事国入

りへのアプローチを支援しつつも、苦言を呈する時

はいつも同じ言い方をしていました。「安保理拡大

だけがすべてではないのではないでしょうか」と。

なかなか立派なステートメントで、国連のほとんどの

国々が言っていることともしっかり一致する。無論、

これがどういう方向へ、実際の政策としてどういう

ふうに出てくるかで大きく違うのですが、理念として

は立派なものだと思います。

そこで示されたのは「常任理事国は日本＋１だ」

と。日本をここまでしっかり言っていただいたのは、

日本のさまざまな外交の成果、仲良くしっかり手を

携えてきた成果として結構ですが、「Ｇ４の枠組みは

認めない。＋１である」。これは、朝日新聞は一度

も書いておらず、読売新聞が一度見出しで出して

いますが、インドですね。インドは浮足立っていると

いうと失礼かもしれませんが、本当に喜んでいます。

「これは自分たちだ」と。バーンズさんが発表した前

日、ニューヨーク・タイムズがスクープの形でこの話

を書いていました。ワシントンに聞くと、その日、イン

ドのこの問題でのデリゲーションが国務省入りして

いたらしいです。さまざまな形でアメリカ側と接触し

ていた。それは今回の方針とどのようにかかわっ

ているか知りませんが、確かにインドを指しているこ

とは間違いなくあるだろうと思います。ブラジルは、

消去法でいっても、さまざまな国力の点から言って

も、アルゼンチン、チリ、メキシコなどとの比較から

言っても、ブラジルに行くのは難しい。アフリカに至

っては、一番の弱点だと言われていたアフリカです。

それで、インド。「ＮＰＴに入っていないインドが常任

理事国等々になっていいのか」という声は根強い

のですが、アメリカにとってはインドを入れればメリ

ットがあるという意思表示だと思います。この考え

方は全く新しいものではなくで、この１０年来、アメリ

カが言ってきた日本とドイツ＋３カ国、十数年アメリ

カが一貫して主張したきた枠組み、これをそのまま

踏襲したにすぎないだろうと思います。ただしドイツ

は一昨年の対イラク開戦決議で、ああいう動きをと

っています。ドイツに対しては、アメリカはさほど怒っ

ていないのではないかと感じました。しかしここま

で怒っていたのですね。ドイツに対してアメリカはさ

ほど怒っていないのではないかと思った理由は数

えればいくつかあるのですが、そのほとんどが多国
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人権委員会、ここはアメリカが強く主張しているよう

に、やや現実から離れた形になっている。二つ目

には肥大しすぎた経済社会委員会。本来、経済社

会理事会は、安全保障理事会と同じような権限を

持ってしかるべきなのですが、どんどん拡大を重ね

て、今は何をやっているのかよくわかりません。私

たちもほとんど興味を持っていませんでしたので、

有名無実の機関になってしまう懸念がある。総会

は何か。何もできないではないか、話をしているだ

けでしょうと。そんな制度の肥大化、疲労ぶりに対

する指摘が高まっています。

もう一つ、ミレニアムサミットを超えて特に高まっ

ているのは、ミレニアムサミットの内容が全くうまく履

行されていない。長い目で６０年間を見て、アフリカ

独立後の６０年頃から４５年を見ても、直近で言えば

ミレニアムサミットでミレニアムゴールが設定された

後を見ても、改善していないでしょうという途上国

からの強い声が背景にある。

そこで決定的に出てきたのが一連のイラク戦争

論議です。私が赴任したのは２００１年９月１日付。最

初の仕事が９・１１でした。９・１１の同時多発テロ。

そこから同時多発テロに起因するさまざまな問題、

アフガンへの武力行使の問題、イラク戦争、今回の

国連改革、すべて９・１１が出発点となって一連の動

きとして出てきたものだと理解していますが、これを

見てくるのが仕事でした。

イラク戦争ではご記憶に新しいと思いますが、安

全保障理事会の有効性論議が声高に叫ばれまし

た。アメリカを支持して「イラクに武力を行使せよ」とい

う人からは、「なぜ安保理はこれを支持しないのか。

国際社会一丸となって支持しないのか」と。反対側

の陣営からは「なぜ安保理はアメリカの独走を止めら

れないのだ」という批判。安保理というのはただの会

議で、別にそれ以上のものではないので、こんな形

で１５カ国の代表が話しているわけですから、その中

の主要国、Ｐ５、常任理事国が一致しなければ、全く

の力のない、ただの機関であります。過大な期待を

するのもなんですが、反面、国際社会で侵入された

時、攻撃を受けた時の自己防衛以外に武力を行使

できるのは、安全保障理事会が、その権限を付与す

るしかないということが明確に定められている。ある

種のお約束ごとの場ですから、そういう問いかけが出

るのも仕方のないことであります。

とりわけ安保理というのが、こういう力を持ち始

めたのは冷戦後のことですから、冷戦が終わるま

では東西の対立の中にあって、安保理というのは、

動く時は動くけれど、ほとんど使い物にならないよ

うな機関だったと言っても過言ではないと思いま

す。あるアメリカの研究者が「冷戦が終わるまで安

保理を通らずに行われた戦争はおそらく３００くらい

ある」という話をしていました。確かにその通りだろ

うと思います。それが、冷戦が終わって、ある種の

雪解けムードになり、安保理の中でＰ５が一致して

事にあたることが多くなってきた。その中で「安保理

は有効じゃないか」という期待感が高まっていたの

だろうと思います。こうした期待感を背景にして、今

回のイラクをめぐる論議での大きな失望感が出て

きたのだろうと私は思います。

今回のイラクへの武力攻撃がどれだけ衝撃だっ

たか。ユーゴスラビアに関して安全保障理事会が

一致せずに、ＮＡTＯが単独で爆撃を決定した時に、

私はワシントンにおりましたが、少なくともその時は

安保理の有効性論議は起きなかった。起きた記憶

は私にはない。「安保理はうまく機能しているのか

否か、安保理は必要なのかどうか」という論議があ

ったとは記憶しておりません。今回のイラクの事態

がどれだけ深刻な亀裂をもたらしたか。安保理に

対する期待が、ユーゴの時とどれだけ変わってい

たか。したがって全体としてどれだけ深刻なインパ

クトが国連全体に及んだかというのを示すもので

はないかと思っています。

イラクの論議で言いますと、新聞も研究者の皆さ

んもいろんな主張があって、さまざまな思いがあるの

ではないかと思います。私は支局長で国連担当は
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革というものの中のごく一部、一つの問題、一つの

解決策にすぎません。安保理改革というのは、それ

よりさらに大きな国連改革という大きな問題のごくご

く一部にしかすぎない。この目線の違いだと思いま

す。アメリカは国連改革を言っていた。アメリカは国

連をどうするのか。安保理がその重要な一部である

ことは間違いないが、国連全体としてどうするか。そ

こでは効率性、お金がかかりすぎる問題、汚職の

問題、特に今回はウォルフォフードというイシューをあ

えて使って、非常に強い攻撃をやってきたと私は感

じています。今、ワシントンの目で国連を見るとウォ

ルフォフードのイシューが国連に関しての一番大きな

イシューだと思います。国連から見ていますと「あん

な大きなプロジェクトを国連がやる能力はなかった

のだ。もともと国連なんてそんな大きな能力がある機

関ではない」。あんなすさまじい金額のプロジェクト

をやったことは全くないのですね。したがって官僚

主義と言われるほどには官僚は育っていません。あ

れをやるだけの力はない。そういう中でいろんな不

都合がある。国連はいろんな国から来ていて、第三

世界、アフリカ等とかから来た人たちが、国連の中

で決してきれいな立場にはないわけです。国連の

関係機関で言えば、世界銀行を見てみると、ある種

のポストは、ある国のある一族の世襲制なのではな

いかと思われるような使われ方をしています。本国

では年間収入８００ドルあれば王様でいられるのが、

年間８万ドル、１６万ドルもらえるような国連の給料で

すから、このポジションは特権的になっていることは、

皆さん、おわかりかと思います。一部の国から来て

いる人たちの間で、そうした不適切な動きや国連の

利権がらみの動きがあることも紛れもない事実です

ので、それは指摘しておいていいと思います。

ところが日本はこうした問題を知り、かつ、さまざ

まな発言はしているのですが、それはあくまでも１９

０いくつかの国の一つにすぎない。その程度の政

治的な指導力、発言力しか国連では持っていませ

ん。それが安保理拡大というところで、そこだけに

目を向けて動いてきた。ここがアメリカと日本の不幸

なパーセプションギッャプが生じた原因だろうと思

います。もう一つ、安保理の拡大問題に対処して語

られる経済格差の問題、これは国連全体の問題の

一つのイシューですが、当然、途上国等々には、安

保理を拡大するよりも国連の役目としてより大きい

のは、エイズの撲滅であり、経済格差の解消であり、

水を供給することであり、ＵＮＤＰやユニセフ、ＮＵＨ

ＣＲがやっているような現業部門こそ国連だという

意識はありましょうし、ヘッドクォーターにはぜひ世界

全体の構造を変えてほしいという気持ちは強いと

思います。ここのところが十分に説得できていない。

こういう印象を私は持っています。

今回の国連と安保理の改革が急激に浮上した。

これにはいくつかの理由があります。第一の背景

としては６０周年だということがあります。５０年の時

はどうだったのだということがあるかもしれません

が、キリのいいところで問題が出しやすかった。９

月にはミレニアムサミットの折り返しの前のサミットが

ありますので、ここで見直しをするという契機があ

った。それが一つの契機となって「今の国連が現

状にあわない部分があるのではないか」という声を

出しやすかったのではないかと思います。とりわけ

安全保障理事会の常任理事国Ｐ５体制について問

題を出しやすかった。国連の制度疲労が目立って

きたことは間違いなくあります。オルフォフードでさ

まざまに揺さぶりをかけられた。国連側から見てい

ますので、当初私はアメリカ側が政治的に利用して、

あれをかなり大きくやっていると見ていました。しか

し問題になっているのは国連そのものではなく、そ

の周辺にいた国 と々企業と個人だと見ていたので

すが、その中の要人たち一人、二人が嫌疑をかけ

られる事態になってきて、国連内の深刻な汚職の

問題としてとらえざるをえなくなってきた。とりわけ最

近はアナンの名前が出ていますので、この震度は

非常に深刻だろうと思います。

有名無実の機関がある。一つにはジュネーブの
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力衝突のために武器が集められている。これを差し

押さえさせてくれ」という一連の要請は、当時ＰＫＯ

局長だった、今の事務総長アナン氏によって悉く却

下されています。これが今もアナン氏のトラウマにな

っているわけです。アナン氏は今、事務総長とはい

え、今も単なる雇人ではありますし、安保理に対し

ては安保理の僕です。当時は局長ですから公務員

です。上から言われたことを履行するのが仕事です。

安全保障理事会がイエスと言わない限り、「動け」と

言わない限り動きようがない。したがって彼はＰＫＯ

を出さなかった。

なぜ安保理が動かなかったか。悪意を持って言

えば、アメリカが動かなかった。アメリカはけしから

んとなるのですが、一つには安保理というのはそう

いうものなのです。安保理は、日本の一部の人々

には、国連とか安保理は神棚に置いて拝むような

もので、かつ理性と民主的な気持ちで何かをしよ

うと動いていると思っている方がいますが、そんな

ことはなく、第二次世界大戦が終わった時の五つ

の実力国、正確に言うと四つの実力国と一つちょ

っと弱いフランスという国を入れて五という、二分

の一にはできない数字にした上で、この五カ国の

国益がぶつかりあうことで世界の平和を守ろうとし

たような組織ですから、これは決して皆で譲り合っ

て何かを決めようという会議ではないのです。その

中で力関係は明白に出ていまして、よく言われるの

はアメリカの発言力が８０％、イギリスは１０％。ご存

じのようにイギリスはなぜかアメリカに対して精神的

優位に立っていまして、アメリカとイギリスが共同で

出してくる安保理決議はすべてイギリスが起草する

ことになっています。理由はたった一つで、「アメリ

カ人には英語はそんなにうまく書けないだろう」とい

うようなものがあるのです。「君たちはアメリカ語じゃ

ないか」。そうしたようなある種の雰囲気はあるので

す。英語を書くのはイギリス、１０％くらいの発言力

がある。外交力もすごい。フランスは残りの５％。そ

れで９５％、ロシアと中国で残りの５％を分ける。中

国は安保理では実におとなしい、静かな国で、全

く存在感がないのです。ロシアの方が裏ではやっ

ている。いろいろ最近はアメリカに強くやられると

「はい、すみません」というのですが。中国は体制

に従うというところが強い。とりわけ拒否権はＰ５の

最高の武器ですが、中国が拒否権を使うというと

台湾問題以外にありえないでしょう。チベットが出

てくることはまずないですから、台湾問題以外は無

関心と言っていいくらいに存在感がないのですね。

したがって全体の８割を占めるアメリカの意向がル

ワンダに関しても大きく反映されただけだというふう

に、ややクールに見る必要はあるだろうと思います。

その時のアメリカはクリントン政権です。前の年

の秋、ソマリアでアメリカ人兵士１８人が殺された悲

劇があった。クリントン政権はもともと多国間協調

だった。ＰＫＯ中心の軍事展開をするという目標を

掲げてソマリアにも積極的に関与していきましたが、

そこで１８人が殺された時の衝撃のゆえに、国内世

論が全く冷えきってしまい、そこからクリントン政権、

アメリカ政権は、アフリカ等々の自国の国益が強く

関与しないところにはほとんど口出し、手出しがで

きない状態になってしまいました。あの時、アメリカ

兵１８人に対してソマリア人は１，０００人くらい死んで

いますが、この非対照に関してはアメリカ国内では

全く問題にされていません。その余波として、「なぜ

ルワンダの人々を救うのに我々が出ていかなけれ

ばいけないのか」というムードは、アメリカを先頭に

世界の先進国には強くあった。これが原因で８０～

１００万人の人たちを救えなかった。目の前で殺さ

れてしまった。これは国連の威信を極めて大きく傷

つけるものでありますし、存在意義を問われるよう

な話でもありました。そこから出ていた「国連は一

体何ができるのか」。とりわけ、二つの問題のうち

の「武力行使を誰がいつ、どうやって認めるか」と

いう話に「こういう問題に安保理を変えないといけ

ないのではないか」という機運が極めて高まってお

りました。
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別にいましたが、興味関心事でしたので、なるべくイ

ラクの論議を見ているようにしていました。基本的に

言うと、私はイラクへのあのような形での武力行使

は反対でしたし、今も反対しています。ただ、イラク

の話は「私は反対だ」と言っても「１００％だめだ」とい

うタイプの話ではないのですね。サダム・フセインと

いう政府があって、国際社会がずっと働きかけてい

て、それでも実態は変わらず、何かをしないといけな

いという強い気持ちが国際社会にあったと思いま

す。国連の中でも、アラブ諸国を含めて、そんなに

大きな違いはありませんでした。ただ、私は５６％くら

い「武力行使に反対」だった。４４％くらいは「わかる」。

これくらいの気持ちです。ワシントンの一部の人を除

けば、研究者等々でイラクの武力行使を支持する人

の中でも、６対４、７対３、５.５対４.５で「私は支持しま

す」という種類のものだったと思います。

私はアメリカとイギリスとスペインが武力行使を決

めた時は怒っておりましたが、その怒ったことに二

つ理由があって、こうした形で武力を行使すること

自体への怒りと、「もう少し待てば国際社会が一丸

となって安保理をまとめて行動できただろう。なぜ

段取りをつけられないのか」という怒りでした。私

はイラクに関して言えば、イラクに対する武力行使

の決議が出た時が分水嶺だったと思っておらず、

その前年、２００２年秋にイラクへの査察を決めた決

議がある。こちらの方が実は大事な決議だったの

ではないかと思っています。その時に「これは、武

力国連行使を国際社会が容認したのだ」と解説を

書きました。その時の国連安保理の文言は、数カ

月もめた末に決まったのですが、by any means、

湾岸戦争を開戦する時に使った、武力行使容認決

議と全く同じ文言です。「いかなる手段を講じても

この決議に書かれたことを遂行する」。この決議が

２００２年秋に通った時、直近で見ていました。安全

保障理事会に出ていたさまざまな人と話をしまし

た。彼らの何人かが言ったのは、湾岸戦争の武力

行使決議を通した時と同じ、ある種の高揚感が議

場の中にありました。私はこの決議自体に非常に

怒っているのです。こうした余りにも強いアメリカの

イニシアティブの下で、こうしたことを決めていくこと

に対して怒ってはいたのですが、ただその翌年に

なりまして、対イラクへの武力行使をめぐってフラン

スやドイツ、ロシアが展開した非戦の論理には何か

白 し々いものを感じていたのは間違いありません。

私はその時は一番最も望ましい方式として、カ

ナダが最後に安保理の理事国の外から出してきた

「あと１ケ月の猶予で全体をまとめて決断をしよう」

という決議案が最も現実的で、かつ世界の分裂を

招かず、かつイラクの、それがたとえ最悪の戦争

という事態になっても、その後のさまざまな混乱を

生まずに事態を推移させられた手法ではなかっ

たかと思っています。

このイラクの事態が生んだ深刻な安保理に対す

るクエスチョンマークは、ルワンダの大虐殺が、この

遠因として安保理改革には綿 と々してありました。皆

さんもご記憶にあるかと思いますが、１１年前の１９９４

年、ルワンダでのツチとフツという二つの部族間の

対立が起こりました。これが部族なのか、社会階層

なのか、本当に単なる部族対立なのか、もっと違う

要因があるのか、さまざまな説がありますが、ツチとフ

ツの部族対立と簡単に言っておきます。ここで８０～

１００万人が７、８週間という短い期間で殺されてい

ます。これを止められなかったという国際社会のトラ

ウマがある。なぜ止められなかったか。「アフリカは重

要じゃなかったから」です。アフリカの人々の値段は、

完全に他よりも安かった。これは間違いないことで

す。手順から言いますと、安全保障理事会がＯＫし

なかった。現地には少数ながら国連のＰＫＯ部隊が

おりました。大阪に来る直前、３月末、その司令官を

していたカナダ人の将軍と話をする機会があったの

ですが、彼はその後、あれを止められなかったとい

うことで精神的におかしくなりまして、今やっと立ち

直ったところで、講演活動などに精を出しています。

彼が出した「武力を行使させてくれ。今、大きな武
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が、国連側が出して来た答申とはやや違う、ブッシ

ュ政権独自の要求項目として入っています。ブッシ

ュ政権にとって何が優先順位なのかということをよ

く示すものだと思います。その両者に大きな違い

はないのですが、「人権と民主主義」「反テロ、不核

拡散」の二つは今のブッシュ政権の成り立ち、あり

よう、方向性を考えるのに非常に示唆に富むもの

ではないかと思います。

安保理中心だということで、Ｐ５がもともとあると。

私は簡単に言いましたけれど、実はバーンズの国

務省のペーパーを読んでいて、二つ、アメリカの国

連への見方がよく出ているのではないかいうところ

があります。一つは「as one of the custodians of

the Security Council」。面白い言葉を使うなと。

c u s t o d yと同じ言葉ですね。ある管理者、

guardianより精神的な意味が弱いようですが、何

かその場を管理する人というくらいの感じです。

Security Councilを実質管理してそれを支配する

人たち。これはＰ５ですよとサラリと言っています。

私たちがSecurity Councilを管理、運営、維持す

る人たちです、custodiansが安保理改革に責任を

持つとサラリと書いてある。興味を持って読みまし

た。実質、国連の成り立ちはこうだと、一番のコア

はここだという気持ちをアメリカ側は、決して謙譲の

美徳することなどなく「そうなんだよ、それで当然じ

ゃないか」という形で出している、いかにもアメリカ

らしいな、面白いなと思いました。

少し揚げ足とりになるのですが、６０年間の国連

の歴史の中で「Security Council、安全保障理事

会が一度だけ構成が変わった。それは中国が台

湾から今の北京政府に変わった時だ」と。そうなの

かと。非常任理事国の拡大が４０年くらい前にあっ

て、あれは大きな出来事で、非常任理事国がグン

と増えていることが全く眼中にない。つまり「国連の

中心は安全保障理事会で、安保理の中心はＰ５で、

その中心はアメリカで」という、マトリューシカ人形の

ような話ですが、いみじくもそういう認識が、この立

派な文章の中にサラリと出ている。

武力行使の新基準、これに関しては去年４月書

かせていただいたことがありまして、皆さんに

asahi.comの記事を同封させていただきました。武

力行使は誰が決めるのか。これは大学の先生方の

名前を何人か認識されるのではないかと思います

が、アメリカのこうした分野の学者の中では、この２

倍くらいの先生の話を聞いていますが、一番信頼

され、かつ適切に、それぞれの陣営を代表する人

を選んだのではないかと思っています。簡単な二

分法ですが、リベラルと言われる人たちの間でも

「武力行使の基準を緩和すべきだ」という声が高ま

っている。保守派と言われる人の間でも「武力行

使の基準を緩和すべきだ」という声が高まっている。

リベラルという人たちのその最大の理由はルワンダ

がある。保守派という人たちはイラクである。その

両方の人たちが行き着くところが、どうも同じような

ところをめざしていそうだというのを学者たちの話

からまとめさせていただきました。

なぜこの記事を書いたか。この時期に国連全体

の改革に向けて１７人の賢人会議のフリンジとして、

この話が非常に熱心にされていました。一昨年末

から去年１～３月の最大の関心事は、安全保障理

事会の拡大は全く出てこず、武力行使の新基準づ

くりでした。山のようなペーパーが出てきて、その中

から国際社会が合意できるような基準を見つけ出

していこうという、それが最大の焦点でした。それ

でこうした記事をまとめた次第です。

この全体の流れで言いますと、リベラル派に近

い、国連側としては武力行使の新基準づくりは、や

や見えにくくなっています。これに対するアメリカ政

府は最初から国連には縛られないという大原則が

ある。「国連側が言っている新基準つくりは我々の

やってきた予防的な先制攻撃論と一緒ではない

か」という思い、ピーター・シーファーソンのコメントで

すが、彼と３月に会ったばかりなので彼の名前を出

したのですが、ブッシュ政権に近い人たちの間で
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この二つの上に今の安保理改革の動きが出て

きました。国連改革と言うと、全体に目配りしないと

いけない。「アメリカの言うことは正しい」と言っては

いますが、矛盾する言い方ですが、国連は安全保

障理事会なのですね。国連の一番大きな使命は、

水やエイズも大事ですが、世界の平和と安寧秩序

を守ることだと。もともと国連というのはまずＰ５がで

きて、その周りに安全保障理事会ができて、その周

りにさまざまな機関がくっついていたような組織だっ

たと言っても過言ではないと思います。シュレジンジ

ャー先生の息子さんで、今、ニューヨーク大学研究

所長のシュレジンジャー３世が一昨年に書かれたAct

of Creationという本が実に興味深くて、このあたり

の経過を簡潔に的確にまとめています。まず「Ｐ５あ

りき。その後に安保理が周りにてでき、国連という

組織が整ってくる。それにアメリカという国がどれだ

け強く関与し、どれだけ加盟第１号になることを希求

したか」が詳細に描かれていて興味深いものです。

ご興味のある方はぜひご覧ください。

国連改革の中心は平和と安定を守る安全保障

理事会である。そして今、その正統性と有効性をど

う回復するか。これが焦眉の問題だろうと思います。

ここのところなしでは国連全体の改革はやろうと思

えばいつでもどこでもできるような話ばかりでして、

ここが一つのコアになっているのです。今、正当性

という時には二つの言い方がありまして、legitima-

cyではあるのですが、安保理の権威を守ること。も

う一つは、安保理の中に今の世界の力関係を正し

く反映し、より民主的な組織にする。そういう意味

での正当性の問題があると思います。後者の意味

で今の世界、特に日本とドイツの力を適切に反映さ

せようとすると文句が出ますし、途上国がこれだけ

出てきているのですから「それを入れましょう」とい

う正当性を主張しているのが、日本やＧ５の国々の

一応タテマエとしての理念です。しかしアメリカが主

張しているのは、安全保障理事会は平和と安寧秩

序を守るものですから、まず「意思決定を何より早

くしないといけない。的確に行動できるものでなけ

ればいけない」。そこにイラク戦争の影がちらつくわ

けですが、そうした場合、「民主的に世界の力関係

を反映したような組織では、意思決定が当然遅れ

てくるだろう。したがって２カ国なら何とか認めよう」。

ただ逆に言うと、意思決定を一番よくするには、安

全保障理事会の８割の権限を握っているアメリカ１

カ国が決定すれば一番有効的なわけで、それは

「アメリカ１カ国、Ｐ１だけでいいんだ。本当の常任

理事国はアメリカだけでいいのだ」という論議につ

ながっているわけです。

こういう考え方が危ないのではないかというのは

後で話をしたいと思います。新常任理事国を入れ

て拡大すべきか否か、これが一つのポイントだと。そ

こで問題になるのは正当性なのか、有効性なのか。

そのどちらを重視するか。新常任理事国の基準を

二つ書きました。賢人会議は緒方貞子さん、ロシア

の前のプリマコフ、ゼニキシン等 １々７人の世界の賢

人が加わって出した答申です。彼らが考えたのは、

国連憲章では理事国というのは（非常任を想定して

いるのですが）地域を反映して代表すると同時に、

平和と安全に寄与する国でなければならない、と書

いてある。ところが平和と安全とは何か。そこを４項

目くらい初めて解きほぐして出してきまして「財政面で

の国連への寄与」「ＰＫＯへの参加」「開発援助に寄

与していること」。それと「数値では表せないが外交

面での主導力」。これは中国でしょうね。ＰＫＯにも

人は出さないし、お金も出さない中国ですが、数値

で表せない外交面での主導力がある。

これに関してバーンズのペーパーと、６月２２日、ア

メリカ国連代表部のパターソン代理大使のペーパ

ー。国連総会でアメリカが正式に表明したブッシュ

政権の国連改革政策のポイントです。非常にわか

りやすく何が必要か書いてあります。この中の指針

として、バーンズの言葉からとったものですが、平

和維持への軍事面での貢献は「財政＋人権と民

主主義」「反テロと不核拡散への協力」、この二つ
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05年6月25日
朝日新聞　五十嵐浩司

1）安保理拡大問題の現状
①米政府の指針表明

･バーンズ米国務次官声明
a）「安保理拡大は重要ではあるが、国連改革の中の一つの問題にすぎない」
b）拡大案　常任「日本+1カ国（インド?）」 非常任「2～3カ国」

･パターソン国連代理大使の総会演説（22日）

②「改革」を巡る意識の違い

･国連改革 〉 安保理改革 〉 安保理拡大
↑　　　　　　　　　　　 ↑
米国＝効率、汚職　　 日本=正統性

反テロ･不拡散での後押し

･経済格差の是正＝途上国

2）なぜ、国連と安保理の改革が急浮上したか
①創設60周年⇒ ･国際社会の現状に合わない=P5問題

･制度疲労＝肥大する官僚主義、汚職、有名無実の機関
･改善されない経済格差（アフリカ）

②イラク戦争⇒ ･安保理の有効性論議
↓

安保理改革ぐ←ルワンダでの大虐殺

3）安保理の正統性･有効性をどう回復するのか
①拡大 ⇒　P11? P7? それとも「P1」⇒正統性か、有効性か

･新常任理事国の基準
〈賢人会議答申〉 〈米国の指針〉

「平和と安全に寄与する国」（憲章） 平和維持への軍事面での貢献
＝財政面での寄与、平和維持活動 財政面での寄与、人権･民主主義
開発援助、外交面での主導力 反テロ･不拡散への協力
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は「国連もやっと我々の攻撃理論を認めてきたか」

という気分が非常に強いのだろうと思います。

日本の安保理拡大の主張について書いておき

ましたが、一番の問題は「国連改革や安保理改革

ではなく、安保理拡大だと思ったこと」。何か役所

の役員の数を増やすかのような意識がどうもあるの

ではないかという気がしてなりません。そうではな

いのですね。国連を改革する、安全保障理事会を

改革するというのは安全保障の話です。これは特

に９・１１以後の世界をどうやったら安全にできるか

という安全保障の話だという、ここの認識がやや弱

いような気がします。したがって「人間の安全保障」

という、それ自体は好きですが、どうもはっきりしな

い、弱い。「これが安全保障理事会のテーマとして

よろしいのでしょうか」というものを出して来ざるを

えない。これには日本の置かれた特殊な事情、自

衛隊の置かれたポジション、憲法９条の制約など、

さまざまにありますので、これはまた後ほどの話に

なればうれしいと思っています。

国連改革の行方は省略して、今日の話はアメリカ

の一極構造の話は出てきませんでしたが、安保理

が抱えている問題というのはイラクから出てきた。

その背後にある９・１１以降の動き。国連はかつてな

く強大なアメリカとどう向き合うか。「アメリカによる一

極構造という今の世界の現状とどう向き合っていく

のか」という問題が国連改革の問題なのだと思い

ます。逆に言うと、今、アメリカに詳しい先生方には、

「今、アメリカは国連にどう向き合おうとしているの

か」という問いかけなのだろうと思います。私は国

連からものを見ていますし、国連もアメリカなしでは

決してやっていけない。存立できない機構ですが、

アメリカも国連を必要とする、期待ではなくて。

そうした方向にブッシュ政権がやがて動くのでは

ないかと思っています。当面はイラクのディベートの

後も安保理は粛 と々続いたように、さまざまな軋み

があっても国連は続く。安保理も続いていきます。こ

ういうフククチエーションの谷間にあるのだろうという

ことですが、やがてこれが一つ、また大きなまとまり

としての力を発揮する時が、やがて来るような気が

します。そういう意味でもアメリカは国連を必要として

いるということをしっかりと認識して、その今の、やや

ぎくしゃくした関係が、ややいい方向に行くのではな

いかという期待も込めて思っております。
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法学部の浅野です。私のテーマは「中国と多国

間主義」です。私は背景となる知識や関心がそれ

ぞれ異なる聞き手を想定しています。扱うテーマも

一つではなく、いわば二正面、三正面作戦をとりま

して、それをいかに一つの正面作戦にまとめるかと

いう楽しみが、これから待っています。レジュメに沿

って申しますと、多国間主義の定義、前提、理論

的枠組みとは何か。二番目に中国の特質、経験、

記憶。安全保障以外に、歴史学に関係する人々を

対象に、やや挑戦的なことを書いております。三番

目に国際政治を専門とする方々に対して中国の多

国間主義とはどういう特徴を持っているか。結論か

ら言いますと、中国の多国間主義というのは、今の

国際社会の基本的な枠組み、価値、理念というも

のを基本的に受け入れていくことと考えられるわけ

ですが、ありていに言えばアメリカ主導の国際社会

に対応し、参入していくということです。ただそこで

見られる特質は、これまでlow-profile、中国式モ

ンロー主義、頭を低くして目立たないようにしている

という外交があったわけですが、それから徐々に変

化を見せていることがあるという結論です。

まず多国間主義ということですが、マルチ・ラテ

ラリズムと言われています。これには国際政治学の

理論では二つの解釈があります。一つは単に「国

家が複数のグループ、二、三カ国がアドホックなや

り方で政策のコーディネーションをすること」。これは

コヘインが言っているものです。かなり価値中立的

な言い方です。それに対して国際政治学者のラギ

ーはそれだけではなく「今ある国際社会の基本的

な価値や理念を受け入れていくことだ」という定義

づけをしています。今でもラギーの価値や理念を受

け入れてマルチ・ラテラリズム、多国間主義は解釈

されることが多いということです。私の報告でもこ

のように使っていきます。

この発表での前提は、中国の今の行動は、パワ

ーの計算もあるが、これまでの歴史的な経験や記

憶に影響されるということです。そして中国社会の

持っている特質にもかなり影響されているものだと

いうことを申し上げておきます。これはなぜかと言

いますと、リアリズムというとすぐわかると思います

が、パワーを重視しています。パワーで国際関係は

動いているということですが、肝心要のパワーとい

うものが曖昧です。各国の経路依存性、これまで

の経験、特質というものに計算が大きく影響される

という面があるので、ここに注目してみようというこ

とです。なぜこれが大事かと言いますと、実は中

国の自己認識、つまり中国自身が自分の国はどう

いうものであるかという認識は、かなり多層、多重、

複合的で、それが今変化しつつあるということがあ

るからです。それが中国の国際社会における行動

に大きな影響を与えているということから、自己認

識に関係する中国の特質、経験、記憶を取り上げ

るということです。

まず中国は国か、国家か。規模として中国の人

口は約１３億人、推定でさらに約１億人の人がいま

す。多分、１億人以上多いだろうと言われています

が、日本一つの人口が増減するわけです。それだ

けにコントロール、統治が難しい。因みに中国共産
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②武力行使の新基準

･賢人会議答申＝条件付与、「先制も検討、予防は認めない」
･アナン報告書＝予防にも理解
･ピン議長草案＝「安保理が行動する権限を確認」

↓
･米政府「国連にはしばれらず」
･「イラク攻撃の論理と同じ」（デューク大学P･シェーファー教授ら）

4）日本の安保理拡大の主張
①背景 ･改革機運の高まり ･前回への「残尿感」 ･ODA第5位転落

･中国の影
②問題点

･米国への根回し不足
･ブッシュ政権と国連の距離の読み誤り←第2次ブッシュ政権立ち上がり時の不幸
･G4戦略⇒「なぜ、G4が米国の利益となるのか」
･「人間の安全保障」を掲げる暖昧さ
･「ひ弱な外交」の露呈

5）国連改革の行方
･汚職疑惑の深まりで、窮地に立つアナン陣営⇒機構改革、人員整理
･注目される総会の意思表示
･安保理「現状維持」
･第三の道を探る動き a）米国の「民主国家連合」

b）カナダなどの「開発団体、NGO、企業などの連携」

6）国連はかつてなく強大な米国と、どう向き合うか
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関 係 に 話 は ず れ ま す が 、Civil Military

Relationship の議論、一つどうしてもわからなかっ

たことが、なぜ軍人は政党政治や政党との関係を

嫌がるかということがあります。というよりも、これは

当たり前の前提とみなされ、疑問の余地はないもの

と思われてきました。国家との一体化を求めるのか

ということが理論的には説明できなかったわけです

が、一種、実は国家というのは世俗宗教の崇拝の

対象になっていて、その結果、軍人はこのようなメン

タリティを持つということが歴史的にあったのではな

いかと考えることができます。ハンティントンのいうよ

うな軍隊が政治から分離するような政軍関係は常

にあるわけではなく、歴史的にこの時に出現したも

のではないだろうかというのが私の仮説です。

話をもとにもどしましょう。どうしてこのようなウェ

ストファリア体制、フランス革命もナポレオン戦争を

言うかと申しますと、それが実は中国という観念の

喪失につながってくるからです。そもそも中国または

中華という概念はほとんどなかった。それまで歴史

的になかったのですが、１９世紀において中華とい

う観念が初めて出てまいります。筑波大学の古田

博司先生がおっしゃっていますが、そこで西洋の衝

撃に対抗するものとして中華という観念が生み出さ

れ、歴史の読み直しがここで行われたということで

す。とりわけなぜ中国が劣っているのかという理由

づけでは、満州族が中国を支配しているからだと

いう理由づけがされまして、もともといる漢民族は優

秀であるという理論体系をつくって清朝を倒すこと

になります。しかしながらなぜか、清朝の最大版図

である領土回復は当然のこととして当時の革命家

にも意識され、それが毛沢東による軍事的な行動

につながったと見ることができます。結果として、中

国ではイデオロギーは手段であったのではないか

と考えることができます。少なくとも２０世紀はじめの

頃には中国では革命と国家の栄光の回復はほと

んど同義であったということが言えます。今では共

産党の正統性が日本人には意識されていますが、

実際にはいろいろな政治勢力が２０世紀はじめ頃ま

でには出揃っていて、その中の競争に勝ったのが

共産党であり、生き残っているのが国民党であると

いうことが言えると思います。

日本ではあまり知られておりませんが、共産党だ

けでなく国民党もソビエトの強い影響下で成長して

きました。黄埔軍官学校で将校団を養成したので

すが、そこではソ連の影響を受けて国民党が軍隊

の将校を養成しました。そこに共産党も入り込むと

いう形だったのです。国民党も共産党とも両方とも

レーニン主義の政党であったと言えると思います。

いわば若貴と同じように激烈な争いをしまして、

Organizational Weaponという本が、ワイマール期

のドイツで共産党と社会民主党の争いが激しかっ

た原因を追求した結果たどりついた結論を援用し

ていえば、似た者同士の戦いは敵に対するものよ

りも激しかったということであったのでしょう。実は

国民党は台湾に逃げた後、１９６０年代、それまでの

国家統制の経済をやめて、実質的に資本主義化、

市場経済を採り入れていきます。共産党はそれに

遅れること１０年、２０年、１９７８年以後になってようや

く、口が裂けても言いませんが、国民党のやり方を

採り入れていきます。

私にはこのような流れに見えるのですが、では

今、中華人民共和国自身はどのように自己認識を

して国際社会の中で自分の位置づけをしているの

でしょうか。実は１９７８年、改革開放政策、 小平

が最高権力を確立した中国共産党の第１１期中央

委員会第３回全体会議、いわゆる１１期３中全会で

大きな転換があったわけです。階級闘争を要（か

なめ）とすることが言われなくなり、中国の現代化

建設、経済建設を最も重視するという政策の転換

が行われるのですが、それは単なる手段としての

政策の転換ではなく自己イメージの転換の始まりで

もあったと言えます。

ちなみに 小平存命中、彼は１９９７年に死にま

したが、彼が生きている間は中国政治に社会主義
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党の党員数が６，９６０万人、約７，０００万人で下手な

ヨーロッパ一国よりも多いのです。規模だけからい

っても中国を国家、国民国家と言えるのでしょうか。

さらに中国は多民族であり、アイデンティティが複合

的で、自分を中国人と思っているとは限らない人々

がたくさんいます。国民国家としてとらえていいかと

いう疑問も生じます。ところが、中国は１９世紀以来

の西洋の衝撃ということがあり、その中で「中国は

国家である」という認識を押しつけられてきました。

中国人の多くは心理の中では帝国、エンパイヤーと

いう記憶が強かった。乾隆帝、清朝の領土が最も

広い時の皇帝ですが、康熈、雍正、乾隆の３代の

皇帝の時に中国が最盛期を迎えたと言われていま

す。十全武功、１０回大きな戦いをしてすべて勝っ

たと誇っていますが、１０回の戦いはモンゴルに対

して、次にウィグルに対して、チベットに対してであ

ります。それまで清朝は中国の東部に限られてい

たわけですが、乾隆帝の征服によって倍以上の領

土を獲得することになります。新彊ウィグルは新し

い領土という意味です。「ウラジオストックが東方の

征服という意味でけしからん」と言う中国人が多い

ですが、「じゃ新彊はなんだ」と言いますと沈黙をも

って答えが返ってくることがあります。

今の中華人民共和国の領土は乾隆帝の最大版

図に近い領土、それ以外のところはロシアが奪いと

った沿海州、モンゴル国の二つが例外で、あとは新

彊ウィグルでも一部ロシア領となったところがありま

すが、今の中華人民共和国は乾隆帝の最大版図

に近いということが言えます。皆様、不思議に思わ

れませんでしょうか。なぜ社会主義国家の中国が、

専制的な王朝と言われた清朝の最大版図を回復

するようなことをしなければならなかったのでしょう

か。これは中国人にとってはごく当然なので、ほとん

ど説明はなかったのですが、理論的にはかなりおか

しいと思ってよろしいかと思います。ここに中国人の

自己認識の捩れがあると言えるのではないでしょう

か。どういうことかと言いますと、中国はそれまで主

権、国境をほとんど詰めて考えてこなかったのです。

単純化すれば、緩やかで、ただの濃淡、中央が遠く、

周辺に行けば皇帝のご威光が薄れていく、どこに国

境があるかわからないという世界観で中華システム

をつくっていました。理念的には全世界が皇帝の持

ち物ということであったのです。

ところが１９世紀になりましてアヘン戦争、１８４０年、

西洋の衝撃、ウエスタン・インパクトが始まり、中国

はそのような世界観を持ち続けることが許されず、

国民国家システム、または国際システムと通常言わ

れるようなシステムに詰めこまれていきます。皮肉に

言いますと、中国は帝国から普通の国になったと

言えると思います。普通、これを中国ではウェストフ

ァリア体制への適応と言っておりますが、これがど

ういう意味であるかわかりにくかったのです。どの

ように中国がウェストファリア体制を考えているの

か、今もってよくわからないのですが、ここにもう一

つの捩れがあるのではないかと思います。１８４８年

の３０年戦争が終わった時、ウェストファリア体制と

言いますと、それまで激しく損害が大きかった宗教

戦争を終わらせるための手段、戦術としてナショナ

リズムが現れます。ここでのナショナリズムは国家

をつくるための心理的、政治的な枠組みですが、

ある歴史家によれば、そこでは戦争を終わらせる

ための平和の装置であったということができます。

そこでの国家同士のシステム、国際体系が、ウェス

トファリア体制と後で呼ばれるようなものです。した

がってこの当時の国際システムは宗教戦争当時と

は大きく異なり、穏健で国家同士は互いに干渉し

ないという主権の平等を意味していました。

ところが、平和で穏健であったはずの国家とナシ

ョナリズムですが、フランス革命とナポレオン戦争に

よって大きく変化していきます。そこではこれまで宗

教戦争には疲れてしまったので、ひとまずナショナリ

ズムでアイデンティティをなだめていこうということがあ

ったのですが、フランス革命とナポレオン戦争では、

これが宗教化していきました。ここで政治と軍事の
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はないかという恐れがあったからです。東南アジア

諸国の懸念を払拭するために中国がとったのがＦＴ

Ａです。自由貿易協定の中国による推進は、このよ

うな東南アジアへの政策的な背景があったわけで、

決して中国が外に打って出ようという力の計算から

だけではないということを申し上げておきます。

このように湾岸戦争やソ連崩壊というアメリカの

単独主義の流れの中で、多少とも中国が有利な立

場をとるためにプラスになることをしていきます。とこ

ろが１９９０年代には中国は高度経済成長が始まって

いて、この時期に自信を取り戻してきます。それまで

劣等感に苛まれていた中国人が自信を持ってくる。

実は中国の中でも世論、public opinionが１９９０年

代に本格的に出てきて、中国の国力については二

つの全く異なる考え方が出てきます。一つは「中国

はもっと国際的に役割を果たすべきだ」という前向

き、または無謀な意見で、もう一つはより慎重で、こ

の方が政策決定者に強い影響を与えたわけです

が、これまで通り「low-profileのままの方が基本方

針としてはよろしいだろう」という考えです。世論は二

つに分かれてしまいました。しかも、どちらかというと

あまり外交政策に詳しくない人々、若い人々、インタ

ーネットに書いてあることをそのまま信じるような若者

たちが、中国の国力について大きな自信を持つこと

になります。これが中国の反日デモの背景の一つに

なります。それに対して、政策指導者たちは、より慎

重な立場をとっていこうとするのですが、世論はい

かに権威主義的な体制であっても、一つの圧力集

団として機能していくことがありました。１９９０年代の

高度経済成長を背景として、一部若者たちの間で

は「日本はすでに中国よりも下の存在である」という

とらえ方が多くなってきました。もちろん日本の文化、

ファッションは今でも人気はありますが、国と国との

関係では中国の方が上だという雰囲気が中国では

強くなってきました。このような考えは一部の政策決

定者たちにも伝わっていったようで、２００２年の党大

会の報告を見てみますと「２０２０年頃までに中国の

ＧＤＰは今の段階の日本のＧＤＰに近いものになる」

と述べられています。中国は地域パワーとしてだん

だんと強くなっていく、そのプロセスの途中で日本を

追い越す、または今は追い越しているという認識が

中国の中では強くなってきているということが言える

と思います。

しかし全体として見ると、このような中国の国力の

増大は「ではグローバルに見て圧倒的なものか」と言

うと「そうではない」という認識の方が主流であると思

います。とりわけアメリカとの国力の差はほとんどの中

国人、政策決定に近い人々だけでなく一般の国民

も強く意識していると思います。軍事費ではアメリカ

一国の軍事費は第２、第３と足していって１０番目まで

足していってもアメリカの軍事費にまだ追いつかない

という圧倒的な強さを持っていると、中国の多くの

人々がこの数字を見て力の格差を痛感しているとい

っていいと思います。今の中国は、プライドは高いが

能力がそれに追いついていない、そういうことがわか

っている。ただし日本にはもう追いついているという

強気の姿勢のところがあると思います。

では、このような圧倒的に強いアメリカ、単独主義

のアメリカ主導の社会の中で、中国はどうしていくか

が次の問題になってきますが、ありていに言えば、

できることはほとんどありません。多国間主義を続け

いくほかないということになるのです。とりわけアメリ

カとの正面衝突をどのようにして防止するかが中国

の安全保障にとって最も大事な課題になります。中

国ではボトムライン、最低ラインという意味ですが、中

国の安全保障の最低ラインは何かといえば、アメリカ

との正面衝突、とりわけアメリカの疑念が高まって武

力衝突に陥らないようにすることです。

では、米中間の紛争をどのようにして最小限に

抑えるのでしょうか。中国は、東南アジアなどとの

多国間主義を進めてきました。それには、東南アジ

アとアメリカがタイアップして戦争をして中国を包囲

する、対中包囲網の形成を前もって防止するとい

う意味があったと考えられています。もう一歩先に
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の尻尾がついていました。しかし今ではそういうこ

とはほとんどございません。１９９７年、２００２年と、５

年ごとに党大会は行われますが、９７年、２００２年の

党大会での最高指導者の報告、演説を見てみま

すと、中国はもはや階級政党ではなく国民政党に

変わってきています。中国共産党はプロレタリアや

農民の味方ではなく、中国人民の代表である、全

人民の代表であることは誰の代表か、よくわからな

い、誰も代表しないのではないかと慶応大学のあ

る先生は言っていますが、全くその通りだと思いま

す。共産党は共産党を代表しているだけであるとい

うことだろうと思います。

２００２年の党大会ではとりわけ孫文が引用され

て、２０世紀、三人の偉人を党大会で言います。孫

文、毛沢東、 小平の３人です。孫文を取り上げ

たことは大きな転換でありまして、中国共産党は階

級政党ではなく中華ナショナリズムのリーダーであ

るという自己規定をしたということにほかなりませ

ん。そこでは中華民族というアイデンティティをつくり

だして、中国人としてのアイデンティティを求めるとい

うことになってきます。ある意味では中華人民共和

国というのは清朝への回帰という性格が最近は見

えてきているのではないかと思います。このために

実際には改革開放政策が、戦争や革命という時代

が終わって平和と発展の時代への変化と言われ

てきましたが、それが平和的なイメージが覆い隠さ

れてきている背景にあるのでしょう。

小平が改革開放政策を１９７８年に始め、現代

化建設を最優先して他のことはすべてこれに従え

という強力な指導を行います。そして、そこではソ

ビエトともアメリカとも正面切った対立はしないとい

うプラグマティックな政策がとられてきました。１９８９

年、天安門事件があって、民主化運動が天安門広

場で抑圧されたというように西側でとらえられて経

済制裁が行われるようになりますと、中国は韜光養

晦（とうこうようかい）、自分の才能をあまり目立って

皆に示さずに実力をゆっくりと蓄えるという意味で

す。馬鹿の振りをする、とぼけるという言い方の方

がわかりやすいかと思いますが、low-profileの立

場をとるわけです。もう一つ 小平が言っているの

は、その中で何もしないのか、いやそうではない、

「できることをするのだ」ということです。できること

をするというのはどういう意味があるかといいます

と、二つあって、一つは「いろいろあるが、とりあえ

ずやってみようか」です。もう一つは「これをやった

ら絶対に大丈夫だという方法は存在しない」。

小平には、リアリスティックで希望的な観測をしない

冷厳なパワー計算があったのだろうと思います。も

しアメリカとの対立が先鋭なものになると中国は対

抗できないというパワー計算であったのでしょう。

では、どういうことをするのかということの一つが、

ＡＳＥＡＮとの接近、東南アジア諸国との接近です。

そしてこれまで慎重であった多国間協議、話し合

いの場に積極的に参加していくという政策の転換

をします。これは東南アジアの国の国力を考えま

すと、明らかに東南アジアとの関係を改善していっ

たとしても、アメリカとの関係で有利に立つとは限ら

ないわけですが、「やらないよりましだ」という説明

でこれをするのです。これが「できることをする」と

いう意味の外交の一つであったと思われます。ＡＳ

ＥＡＮとの多国間協議、安全保障や経済などをめぐ

る交渉が進んだのですが、これが後の中国の多国

間主義、マルチ・ラテラリズムへのさらなる前向きの

姿勢、前進、進化というものの始まりであったと普

通言われています。

一つ間違えてほしくないのは、１９９７年、通貨危機

の意味づけです。よく知られているように、東南アジ

アでもインドネシア、タイは壊滅的な打撃を受けます。

その後で、中国は２００１年にＷＴＯ、国際貿易機関

への正式参加を決定します。実はＷＴＯ加盟は東

南アジアにとってと恐怖、懸念の材料であったので

す。なぜかと言うとＷＴＯに中国が加盟すると西側

先進国の投資が今までは東南アジアに流れていた

のが、東南アジアから日本に大きくシフトしていくので
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グローバリゼーション派、リベラル派の人たちがおり

ます。多国間主義を積極的に推進する人たち。そ

れに対して一国国益重視派という、中国の安全保

障上、経済上の中国だけの利益を追求する人たち

の二つに分かれています。しかしこれらは手段が違

うだけであって、中国を強くするという点で意見の大

きな違いはないようです。ただアメリカと違うところは、

中国では国の力の限界、国家そのものの限界をグ

ローバリセーション派の学者が強く言っていることが

目立つということは言えます。ただこれが対外政策

にそのまま出てきているとは思えませんし、今のとこ

ろ個人的な見解だろうと思います。

このような多国間主義への傾斜というものは、単

なる戦術というよりも、実は中国の国内の変化が背

景にあって、多元化していることが背景にあります。

経済成長によって中産階層ができ、一方では大企

業の持ち主が出てきています。そして何人かの企

業経営者は政治協商会議などの政策決定の場に

も入ってきています。実際にそうだということは、実

際には企業と政治はもっと関係が密であると考え

られます。企業から共産党への働きかけ、共産党

と企業との関係の深化はもっと進んでいるに違い

ないでしょう。このような深化があると、企業は当面、

戦争よりは平和の方がよろしい、不安定よりは安定

の方がいいと考えますから、そうなると、当面、政

府は多国間主義を進めていく、そのような社会的

な背景になっていると思っております。

普通だと１０００年前からお話するのですが、せい

ぜい３００年、乾隆帝くらい前から話をしまして、最後

は中国国内の話をするということで二正面作戦、

三正面作戦を何とか一つにまとめようとしましたが、

成功していればと思います。
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行きますと、東南アジアを緩衝地帯とし、アメリカが

中国に対して強い態度を強めていこうとしても東南

アジアがそれを抑えてくれることを期待していること

になります。このような役割はロシア、中央アジア、

最近ではＥＵに対しても期待しているということが言

えると思います。このような枠組みで考えていくと、

国際組織、国連はどのような位置づけになるので

しょうか。確かに国連でもアメリカのイニシアティブ

が強く、それに中国は対抗できないことはよくわか

っています。国際組織かいろいろある中で、国連は

アメリカを牽制できる数少ない場であるということは

明らかなので、ないよりはましということで、国連で

中国ができることを模索しています。その一つがＰ

ＫＯ派遣です。中国の新聞を見ますと大々的にＰ

ＫＯの活動が報道されていますが、五十嵐先生の

ご教授を受けてショックを受けました。中国の影響

力は２．５％しかない。ちょっと可哀相だと思います。

日本よりましかと思ったのですが。

ただ、ここでは中国はやや捩れのある立場では

ないかと思います。それは国連というのは第二次

大戦の戦勝国を中心として形成されてきたもので

す。安保理五カ国の中で、アメリカとそれ以外の国

の間で分極化があることは言えると思います。アメ

リカは国連を改革しようとするわけですが、中国や

その他の国々は原則として今のままの安保理のシ

ステムで利益が大きい、率直に言えば国の力より

も大きな存在をそこで示せます。国の力以上のこ

とが示せるということで、ステイタス・クオをここでは

求めてきているのだろうと思います。そこに加えて

日本やドイツのような戦敗国の復権の動き、戦勝国、

戦敗国以外のアクター、たとえば南アフリカなどの

自己主張が絡まって、三つ巴の戦いがあると考える

ことができます。かつて中国は国連を敵対的なも

の、アメリカ主導の隠れ蓑として見ていましたが、今、

手にある対抗手段として有効なものであると見てい

ます。これが国際組織を多国間主義の中で重視す

るということについての説明です。

最後に二つほど申し上げたいと思います。一つ

は六ヶ国協議です。日本ではしばしば北朝鮮の核

や拉致をめぐって六ヶ国協議それ自体について報

道が多く、分析も多いと思いますが、中国を見てみ

ますと、六ヶ国協議はそのような戦略的意味という

よりも、中国にとって戦術的な手段の一つにすぎな

いのではないかと思います。それはどういうことかと

言いますと、六ヶ国協議は２００３年から本格的に行

われていますが、これは明らかに９・１１とイラク戦争

の動きの中でアメリカと中国の利益がおおよそ一致

していたことが背景にあります。アメリカはアフガンや

イラク戦争を進める間、北東アジアの安定、仮の安

定がとりあえず必要です。中国は９・１１によってやや

改善した米中関係を、より底固いものにします。そし

てアメリカの敵意が中国に当面、向いてこないように

します。そういう米中の同床異夢の計算ですが、こ

の計算が一致して六ヶ国協議ができたと考えられま

す。中国にとってもアメリカにとっても六ヶ国協議は

基本的には、ここですぐに核問題が解決しなくても

当面の状況の安定があればよろしいという計算で

はないかと考えるのが妥当だと思います。

ここまで申し上げしてきたのは、多国間主義をキ

ーワードにして、これまで中国が自己認識を大きく

変えてきたということです。簡単に言えばイデオロ

ギーから国家への変化ですが、それは王朝の記憶

が強く残り、そこに捩れがあります。そして中国自身

の台頭は帝国の復権というイメージが強くなってき

たということが言えるか思います。多国間主義とい

うのは、その意味では中国にとっては手段であると

いう性格があると、ここでは言えると思います。

中国の多国間主義は国際社会の価値や理念と

いうものを当面は受け入れていくが、中国自身が強

くなってきたならば、本来、アメリカが座るべきでない

単独主義の座というものを中国に明け渡していただ

くということを念頭においているのではないかと思

います。ただし今、言ったようなことはあからさまに言

う人はおりません。中国の中ではよく見てみますと、
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スケジュール 

１３:００～１４:００　発表：吉原欽一「『共和党の変化』から読むアメリカ政治－保守主義運動と連邦議会」 
１４:００～１４:１０　休憩 
１４:１０～１５:１０　発表：中山俊宏「2008年を視野に入れたアメリカ民主党の動向」 
１５:１０～１５:２０　休憩 
１５:２０～１５:３０　コメント：森　孝一 
１５:３０～１５:４０　コメント：石川　卓 
１５:４０～１８:００　ディスカッション 
１８:３０～２０:００　懇談会 

日　　時／ ２００５年７月９日（土） 

会　　場／ 同志社大学東京オフィス　大セミナールーム 

発　　表／ 吉原 欽一（社団法人アジア・フォーラム・ジャパン理事長） 

 中山 俊宏（日本国際問題研究所主任研究員） 

コメント／ 森　 孝一（同志社大学大学院神学研究科教授） 

 石川 　卓（東洋英和女学院大学国際社会学部助教授） 
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研究会概要

今回の研究会で、吉原氏は保守主義運動と共和党の変化に注目し、中山氏は民主党の将来的動向に焦

点をあてて、アメリカ政治の現状に関して報告を行なった。

吉原氏は、保守主義がいかに運動を組織・発展させ、影響力を行使していくことによって共和党を変

化させたかという分析を中心に、近年の議会の動向を論じた。

同氏は、保守主義の転機として70年代と90年代の変遷を説明した。同氏によれば、70年代はヘリ

テージ財団の設立、ロー裁判を主たる契機とした保守主義の運動、「ニュー・ライト」運動が確立していっ

た。宗教保守勢力（具体的にはカトリック）はこの時期、ロー裁判で自らの意向が認められなかった結果

を重く見て、その後他の宗教勢力との協力やロビー活動を顧みることになったという。吉原氏は、その

ような経緯から「ニュー・ライト」は宗教保守を取り込むことに成功し、またいくつものシングル・イシュ

ー組織の組織化による間接ロビー、すなわちグラスルーツ・ロビーによって、国内の社会問題だけでな

く政策問題への取り組みも視野に入れた運動を展開していったと述べた。その後1994年には40年ぶ

りに共和党が下院議会で多数党となり、アメリカ政治・下院議会の運営体制改革に大きな変化をもたら

した。吉原氏は、その最も根底的な変革の一つとして1995年ロビー活動公開法を挙げた。この法改正

によって、それまでリベラル派ロビーの中心となってきた（IRSコード）501(c)(4)諸団体に政府からの

補助金が入ることが禁止された。同氏は、この改正によって元々資金源を補助金に頼っておらず、また

同法の規制外でもあるグラスルーツ・ポリティックスの影響力が増し、下院議会、そして連邦政府組織に

まで及ぶ保守勢力の連合が創出したと述べた。
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同志社大学一神教学際研究センター部門研究２ アメリカのグローバル戦略と一神教世界
2005年6月25日（土）

中国と多国間主義

浅野亮（同志社大学法学部）

多国間主義とは：（１）国家のグループでアドホックなやり方により政策の調整をすること
（２）国際社会の基本的な価値や理念を受け入れること

Ⅰ　前提
リアリズム：パワーの重視 → パワーのあいまいさ→ 特質、経験、記憶に影響

Ⅱ　中国の特質、経験、記憶
A.中国は国家か（とくに国民国家(nation-state)といえるか）

（1）多民族の「帝国」？ （乾隆帝(1735-1795)「十全武功」）
（2）「中華システム」⇔ 国際システム（ウェストファリア体制）

ウェストファリア体制：宗教戦争の終結装置としての国家と
国際体系の創出（穏健、主権平等）
フランス革命とナポレオン戦争による変質（ナショナリズムの
世俗宗教化）

B. 記憶の「改変」？
（1）「中華」観念の本格的創出（古田博司 説）：19－20世紀
（2）多くの政治勢力の中から国民党と共産党が拡大（「レーニン主義」政党）
（3）清朝の領土を回復 ← 中華人民共和国の二重アイデンティティ

イデオロギーは手段か？ 千年王国イメージ？

Ⅲ　中国の多国間主義
A. アメリカ主導の国際社会への対応

（1）毛沢東による中国型近代化の挫折（大躍進、人民公社、文化大革命）
（2）中ソ対立（1960年ごろから）、米中接近（1971年）
（3） 小平による改革開放政策（1978年～）：「戦争と革命」の終焉

イデオロギー、階級 → 国家、「中華民族」へ（清朝への回帰？）

B.ロー・プロフィール外交からの変化？
（1）天安門事件（1989年）、湾岸戦争（1991年）、ソ連崩壊（1991年）
（2）高度経済成長：地域パワーとして日本を追い越す？（2020年）
（3）多国間主義の受容（進行中の現象の正当化？ 主動的な政策選択？）

a. 国際相互依存、グローバリゼーションの結果
b. 対米関係（非対称だが、アメリカの疑念が高まる）

アメリカの疑念を最小限、また関係断絶しない交渉で（国際組織）
「緩衝地帯」または「多極化」：東南アジア、中央アジア、EU

c. 国内の多元化した政治アクター（とくに企業）の希望




