!

(東 京大学名誉教授 /武 蔵野大学特任教授 )
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日
札幌市生まれ。
歴史家∫
専攻Iよ 中東・イス
召和22年 、
ラーム地域研究と国際関係史。
カイロ大学害員助
八―パー ド大学害員研究員、
教授、
東京大学大学院
教授、
明治大学特任教授などを経て現職。
神日外語
ム八ンマ ド五世大学特別客員教授、
大学客員教授、
株式会社富士通フューチャースタディーズ:セ ン
タユ(FFSC)特 別顧間なども務める。
紫綬褒章受
「幕末維新に学ぶ現在J(中 央公論新社)、 Fリ エ
章。
ダーシップ 胆力と大局観』(新 潮新書)、「中東国際
関係史研究』(岩 波書店)、『中東複合危機から第二
次世界六戦へJ(PHP新 書)、 r大 日本史』(佐 藤優氏
との共書、
文春新書)な ど着書多数。

い
噴
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る岸田文雄首相(写 真提供:時 事)

きた い︒

ではまず︑アメリカの中東戦略とそ の挫折を概括 してい

交はたしかに日米同盟が基軸 であるべきだが︑問題な の
は︑その同盟国アメジガの現状 ではな いだろうか︒以下

これは岸田首相 の所信表明演説 の 一節だ︒わが国 の外

き上げ ていきます﹂

界 の平和と繁栄 の礎 である日米同盟を更なる一
局み へと引

す︒私が先頭 に立 って︑イ ンド太一
半洋地域︑そして︑世

﹁
わが国 の外交 ↓安全保障政策 の基軸 は︑日米同盟 で

代を生き ていく のか︑並行 して考えなければならな い︒

政と乙もに世界 における日本としていかにこの苛酷な時

る国際情勢は依然として予断を許さな い状況 であり︑内

ろん コロナ対策はきわめて重要だが︑ 一方 でわが国を巡

の目線はどうしても短期的視野 に陥りがち である︒もち

のように国内 の感染者数が取り沙汰されるなど︑私たち

一
全血の課題 に ついて考え てみた い︒ コロナ禍以降ヽ毎百

岸田首相 への評価は本稿後半 で語りた いが︑まずは外

所信表明演説 の内容を ベースに議論されていくのだろう︒

にく い︒これから の日本 の政治外交 の針路は︑
岸田首相 の

開票 が予定 され ている衆議院選挙 の前 に執筆 し ている
が︑よほど のことがなければ政権交代が起きるとは考え

めての所信表明演説 に臨んだ︒本稿は十月二十 一日に投

去る十月八日の国会 で︑岸田文雄首相が就任以来 はじ

懸念さ れ る同盟国 の現状

十月四日に発足してから間もな いうちに︑
衆院選に臨んだ岸田政権︒コロナ対策をはじめ︑
さまざまな課題にとりくむ姿勢が求められるが︑
外に日を向ければ台湾危機が叫ばれている︒
わが回は中国とい 難題にどのよ に向き合う べきなのか︑
う
う
そして岸田内閣に求められる﹁
覚悟﹂
とは︱︱

之
随
日
日
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なる
総力特集
子

っても最大 の課題 である中国問題 が疎かになる可能性を

ォカが中東問題 に足をすくわれ ているかぎり︑日本 にと

離脱した いと いう問題意識をも つ︒これは つまり︑アメ

それと通底 しており︑できるかぎり早く中東 の束縛から

イデ ン大統領自身 の中東戦略は基本的 にオバ マ大統領 の

いのだが︑それを阻害 しているのが中東情勢 である︒バ

題 である︒本来 であれば この二 つの課題 に心血を注ぎた

パイデ ン大統領は就任以来ヽ二 つのイシ ューを優先事
項として掲げ てきた︒すなわち︑中国問題と地球環境間

返 った のである︒

う意識が弱 いため︑地方軍閥はタリバ ンと取引をして寝

シ ョンになるかも しれな い
ム教 への信仰心 が モチ ベーマ
が︑アフガ ニスが ン政府百獄に 安全保障を高めようと い

スタ ン軍 では いずれも欠落 していた︒ある いはイ スラー

ちを駆り立 てるヽ のと いえば︑国家 への忠誠心か市民と
しての責任感︑あるいは職務 への義務感だが︑ア フガ ニ

結局 のところ︑ア フガ ニスタ ン軍 の兵士には戦うため
のモチベーシ ョンが希薄だ った のだろう︒戦場 で兵士た

この件 にみられるよう に︑バイデ ン大統領 の中東撤退
と いう目標は正しか ったが︑そ のプ ロセスはおおまかす

否定 できな いという ことを意味す る︒
アメリカが八月末ま での完全撤退を進めた全 長︑タリ
ぎ て︑問題が山積 していた︒アメリカはテ ロ絶滅 のため
にアフガ ニスタ ンに関与 しはじめた のに︑最終的 にはテ

バ ンは瞬く間 にア フガ ニスタ ン全土を制圧 した︒もちろ
ん︑アメリヵと いえども無策 でアフガ ニスタ ンを去 った
わけではな い︒たとえば約八〇〇億ギ ルも の資金を軍再

ロが発生 ・増加す る気配 のなか で退 いた︒十月八 日に
は︑ＩＳ系 の組織が七十人以上 の命を奪う自爆 テ ロを起
日本政府としても国際社会 の 一員として︑中東問題を

ア フガ ニスタ ンは急速 に崩壊した︒
建支援 に投入 したが︑
存在したし︑武器 の国内外 への横流 しも珍 しくな い︒ま

他人事だと頼かむりを決め込む ことは許されな い︒アフ

こ し て いる ︒

た今回 の騒乱では︑部族や民族 の違 いを理由に︑自分 の

ガ ニスタ ンが安定を取り戻す ことは︑中東や中央アジア

幽霊兵士﹂
が
公称三〇万人 の同国軍人 の員数 には多く の﹁

出身地域以外 では戦わな いと いう兵士が少なくなか った︒

当時 の日本政府 には相当に先見 の明があヶ︑外交安全
保障や開発支援 に関わる問題だけではなく︑ア フガ ニス

地域 のみならず︑世界全体 の平和 に寄与 し︑国際社会 の
テ ロの根絶 ・防止 にも つながる︒

タ ンの女性支援 に関する懇談会も合同 ミ ッシ ョンに加わ
っていた︒国内が戦乱状態 に陥 ったとき︑戦場 に立 つ男

ここで紹介した いのが二〇〇二年 の事例 である︒二〇

う考えるか﹂﹁
女性 の自由を普及するためには何 が可能

は女性が大きくなる︒だから こそ日本政府は︑ア フガ ニ

二十年前 の アフガ ン支援 の精 神を思 い出 せ

〇 一年九月十 一日に起きたアメ 力同時多発 テ ロから四
︐
カ月後 の同年 一月︑日本 で復興プ ロセス開始 の契機とな
る ﹁ア フガ ニスタ ン復興支援国際会議 ︵
東京会議ご が

後︑女性 の権利が拡大し て︑街頭 でデ モ集会をす る光景

性 のほうが戦死する割合 が高 いため︑復興 で果たす役割

開催された︒そしてこの会議 の内容をふまえ て総理官邸
から派遣された のが︑ア フガ ニスタ ン復興支援調査合同

ま でみられるようにな つた︒

合同 ミ ッシ ョンは︑官邸 で内閣官房参与を務 めていた岡

一
房長官 の対外関係タ スク フオースが切り盛りしていた︒

と いう酷 い話だが︿ある ぃは教育そ のも のさえ否定する

中等教育から女子生徒 ・教員が排除され︑男子生徒 のみ

いま再び タリバ ンの支配下に置かれたアフガ ニスタ ン
では︑せ っかく獲得した女性 の権利が危ぶまれている︒

か﹂などが検討された︒実際 にア フガ ニスタ ンではそ の

点を いち早 く打ち出 し︑﹁
女性 の教育や婚姻 に ついてど

スケ ンの復興と開発過程 の支援 において︑女性活躍 の視

ミ ッションである︒当時 の外務省 は四中真紀子外相 のも

本待夫氏をはじめとしたタ スク フオースのメ ンバーとし
て︑現在はＪＩＣＡ ︵
独立行政法人国際協力機構︶ の理

強 い流れもある︒これま で日本が行な ってきた復興支援

とで混乱ｔており︑外交は小泉純 一郎首相と福田康夫官

事長を務める北岡伸 一氏︑通産省事務次官などを務めた

の全体は難量魯定住支援や地雷除去︑そしてメデ ィアイ

が登校を指示されたとも聞 く︒女子を隔離 して教育する

渡辺修氏らと並んで︑私も名を連ねていた︒

努
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二 一年までの援助額は七五〇〇億円規模 にのぼる︒それ

ンフラ︑教育︑保健医療 の充実など多岐にわたり︑二〇
フガ ニスタ ン撤退以降も中東問題 に足を引 っ張られる︒

わ ってくる︒中東危機 に終わりはみえず︑アメリカはア

岸田政権 においてょ︑こうした国際貢献 の姿勢は堅持
でもやはり︑危機感を間近で抱 いている日本が︑主体的

間違 いなく最重要 のイシ ューだと認識 しているが︑それ

ここで錦しくなるのが︑中国問題 である︒アメリカも

すべきだし︑二〇〇二年 の東京会議とそれをふまえた合
な責任意識 で危険 ・危機 の緩 祁に努力して然るべき では

に加えて︑技術協力ヽ続け てきた︒

同ミ ッシヨンの精神を︑とくに新 しい世代にも受け継 い

家として固有 の領上であると いう立場を主張し続ける姿

懸案とする ﹁
問題﹂はあるが︑わが国からすれば主権国

ているわけ ではな い︒もちろん︑尖閣諸島と いう中国が

直接 の日中関係は︑ いまは意外な ことに正面から荒れ

な いだろうか︒

ような態度をとるか︑国際社会 の 一員として注視 しなけ
ればならな い︒
台湾有事 にどう備 え るか

勢 にいささかも揺 るぎはな い︒中国が実態的 に領土を奪

て反米 シーア派 のムクタダー ・サド ル師派が勝利をおさ
め︑やがて米軍撤退が強く求められるだろう︒ シジア危

は間違 いな い︒十月十日にはイラクで総選挙が行なわれ

亥革命百十周年記念大会 にお いて︑台湾 の ﹁
統 一﹂を

台湾海峡危機 であろう︒習近平国家主席は十月九日の幸

観点からすれば直ちに具体的問題 になることはな い︒

おうと いヶ行為 に出るま では︑政治外交 のリアジズ ムの

機 にしてもおそらくは遠くな いうちに現政権側 に優位 に

﹁
果たさなければならな い﹂と述 べた︒現 に中国は台湾

いずれにしても︑中束が依然として混迷をきわめるの

収拾されるはずだ︒そうなれば シジアはイラクに干渉す

が設定した防空識別圏 に記録的な数 の軍機を連日のよう

それよりも問題は︑ いま起き ている中台危機ある いは

るはず で︑ここにイラ ンと いう厄介な ファクターまで関

に送り込ん でおり︑十月 六日には台湾 の国防部 ︵
国防
基志の緊張状態
省︶ ト ップが︑台中関係はここ四十年 で旦
にあると語 った︒
一つの転換期 になると指摘されているのが︑二〇二五
年 である︒日米はじめ世界が注視するなかでは幾分かは
慎重 になるだろうが︑中国が台湾 に 一国二制度を適用す
る︑と いう言葉を信じる人間はまず 日本や欧米 には いな
いだろう︒香港 では自由や保証され ていた制度 が容易く
蹂 躙されたし︑ウイグ ルある いはチベ ットの例を思 い
浮かべれば いい︒
ウイグ ルと中国とのあ いだ の相克 の歴史は深 い︒地政
学的 に ユーラシア大陸 の中心 という重要な場所 に位置す
るウイグ ルは︑中国にと って民族的 ・宗教的 ・文化的 ・
≡塁囲円に漢民族とは異質な集団 であ った︒それゆたに 一
世紀 の後漢 の時代︑班超と いう文武 に優秀な官吏が送ら
れていま のヨー ロッパに つながる墓 山の玄関 口として押
と いう統治
魚は清き水 には棲まず﹂
さえ ていた︒班超 は﹁
後漢 の安
方法を採り︑
現地民 に寛容な態度を示す ことで︑
問題はそ の後任 の任
定 した統治 に成功 してきた︒しかし︑

０
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でほしい︒暫定政権が女性や子ども の人権 に対 してど の

10月 12日 、
生物多様性条約の第15回 締約国会議(COP15)の 首脳会合で演説した中国の習近平国家主席(写 真提供:AFP=時 事)

史はもとより世界史から教訓を得ることに関心がな いら

ではな い︒しかし習 迫半は︑豊富な経験をも つ中国 の歴

るも ので︑押さえ つけよヶとしても簡単 に事が済むも の

民族 の力や存続静力は朝程βらぎる弾力性をも ってい

ず︑
西城は現在に至る不安定な地域 の代名詞 にもな った︒

であり︑案 の定︑ウイグ ルの人びとの反乱 ・反発は止ま

イグ ルを制圧した︒まきにいま の習近平政権と同じ手法

尚 でい彼は班超 の助一
信も聞 かず に︵苛烈な統治政策 でウ

を連ね ていたがすぐさま鰊蔵 に入れられ︑切腹 の機会も

寄 ・田沼意尊 の判断 で︑御三家 である△ Ｆ家 の家老も名

たが︑そ の後︑幕府 に移送 されると話 が違 った︒若年

七郎 に投降 した︒この時点 では武士としての対応を受け

幕府 に反乱した のちに越前 に辿り着 いて加賀藩 ⁝本原甚

狗党 への苛烈な仕打ちをみていたからだ つた︒天狗党は

の時代︑長州藩 が徹底的 に幕府 に抗戦 した のは︑△ 戸天

府もまた間違 いを繰り返 した組織だ ったことである︒あ

しい︒ いまもウイグ ルやチ ベット︑香港を力 で押さえ つ
け︑今度はその触手を台湾 にまで伸ばそうとしている︒
ら こそ長州藩をはじめ西国諸藩は断乎たる倒幕 の姿勢を

烈な政権だと いうイメージを誤 って与えたわけ で︑だか

与えられずに 一人ひとり斬首された︒幕府はそれほど苛

香港人 の人権をあれほど乱暴に扱 った中国が︑台湾 には
示した のだ︒

危機が現実 のも のになれば︑尖閣諸島や沖縄ま でもが巻

段 に打 って出ると いう のだろうか︒ いずれにせよ︑台湾

覚悟を固める︒それでも習近半は︑本当 に侵攻と いう手

中国が刺激的な政策を採れば採るほど︑台湾 は抵抗 の

一国二制度を真摯 に適用するなど寛大な姿勢を示すとは
到底思えな いと いう のが常識と いうも のだ︒
岸 田政権 の対中政策 への期待

台湾やそれを支援する国 々からすれば︑中国 のこうし

き込まれる︒そ のとき には再び歴史解釈 の問題 が生ま
れ︑沖縄 に関 しては江戸時代 の両属状態が取り沙汰され

関係として維持 していく つもりである﹂など の外交上 の

や人的往来が重視され ている︒ヽはや ﹁
非政府間 の実務

のあ いだには交流協会も設けられ ており︑また通商貿易

情的 にも︑重要な地域 であ ることは論を倹たな い︒日台

日本 にと って台湾が地政学的か つ経済的 に︑そして心

ケ呼ばれた︶ のように安倍元首相や麻生副総裁 のような
対中強硬派 の声を聞く点は︑ 一部からは愧儡政権 と いう

曽根康弘首相が田中角栄元首相に配慮を重ねたためにこ

して用 いれば いい︒そ のうえで︑か つての直角内閣 ︵
中

のような宏池会内閣 ではな いのである︒
．
もちろん︑中国との関係も岸田首相は 一つのカードと

ち︑池田勇人首相や大平正芳首相︑宮澤喜 一首相 の時代

るなど新しい歴史問題さえ発生 しかねな い︒

公式的な建前論だけ で対処 できなくなるのではな いだろ
うか︒その意味 では︑現在 の日本は外交的な試練 に直面

指摘を受けるかもしれな いが︑私は中国 のような大国相

た振る舞 いは︑むしろより態度を硬化させる材料 にヽな
る︒比較可能な歴史 の教訓を紹介すると︑幕末 の徳川幕

しているといえる︒

手 の外交を展開するうえ で持続的なバラ ンスのとれた大
．
局観外交 につながると考える︒

以上をふまえ て︑十月四日に組閣された岸田内閣 の顔
ぶれをみると︑特筆す べきは茂木敏充外相と岸信夫防衛
相を留任させ︑また経済安全保障相を新設した点だ︒ つ

味わ い深か った所信表 明演説

あ った︒とりわけ新自由主義から の脱却が注目を集 めた
が︑私が共鳴する のは︑彼 がそ の言葉自体 は用 いていな

岸田首相 の所信表明演説 は︑じ つに味わ い深 い内容 で

まりは岸田首相が外交や安全保障を重視していること の
裏返 しであり︑台湾有事 に対 しても つねに念頭 に置 いて
いるはずだ︒そ のうえ で︑とくに外交 に関 しては岸田首
岸田首相には所属母体 である宏池会 の伝統的な中国人

いも のの︑昔 の表現 でいうところ の ﹁
新中間大衆﹂を社

相が直 々に音頭をとる つもりな のではな いか︒
脈がある∝しかし︑それとともに中国 に対 しては毅然と

会 の核 に取り一
戻す姿勢をみせている点だ︒
戦後 の日本 にお いて資本主義 の豊かさと市民社会 の繋

対処すべきと考える安倍晋三元首相 と麻生太郎自民党副
総裁 と いう強 い壁 が背後 に いることも大き い︒すなわ

２
４
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あなたは社会 のど こに位置すると
栄が両立した のは︑﹁
﹁
新 中 間 大 衆 ﹂を 取 り 戻 せ

る のかも しれな い︒

が多か ったからである︒ つまり戦前 でいえば下層 に位置
少なくとも︑現在 の日本社会が両極分解 している実感

思 いますか﹂と尋ねられたとき︑中流と認識す る人びと
していた人びとがう戦後 の経済成長 で豊かになり︑そ の
分だけ︑中流が分厚くな った ことを意味する︒ これこそ
衆 こそが日本 の強みだ ったと理解 しているが︑それが分

は多く の読者も抱 いているところだろう︒私は新中間大

しかし︑現在 の日本を見渡すと随分と中間層 が減 って
解 してしま った のだ︒岸田首相はこの点に対 して新たな

が﹁
新中間大衆﹂ である︒
しま った︒日本人 の感覚 に馴染んでいた安定的な終２ 屋

もちろん︑資本主義社会や自由主義社会にお いて︑日

問題意識を示そうとしているから こそ︑新自由主義から

エールを送りた いが︑しかし中間層 の上下を問わず に厳
由競争は前提条件とｔて欠かせな い︒競争なくして発展

用制度を破壊し︑非正遡 雇用を推進 した政策を進 めた こ

しい競争原理を適用するのは︑ いかがなも のだろうか︒
や繁栄はあり得な い︒ただし︑その大元に据えるべきな

広長と分配﹂を掲げ ているのではな いか︒
の脱却や ﹁

今回 のロロナ禍 では︑医療 に関 しても社会的地位や金
自助努力﹂ ではな いだろうか︒昨今︑すぐ に共助
のは ﹁

とも要因 の 一つに挙げられる︒たしかに成功する人には

銭 の多寡 で治療を受けけれる ｏ受けられな いと いう問題
要素 であるべきだ︒先日︑台風通過 による 一時的な物流

がうなるほど︑現在 の日本社会 の問題点を鋭く突 いてい

にやや倒錯的 で 一部 は僻 みを含 んだ言葉 かも しれな い

生活が何週間︑何力月にも及んだ場合 には政府が真摯 に

停滞 で︑ 一部 の地域 では食糧不足 が起きた 一件 に つい
て︑政府 の対応を批判する内容 の報道を目にした︒避難

や公助と いう言葉が用 いられるが︑それらは自助 の補足

が話題 にな った︒そ の詳細と真偽はしばらく措ぐとして
も︑教育などあらゆる分野 で同じケースが生まれるに違

対応す べきだ︒しかし 一日や二日の場合には︑各計が発

日配りをする必要 があ る︒そうした前提条件を ふまえ
て︑岸田政権が内外 の課題 に対 してどう向き合 っていく

いな い︒﹁
上級国民﹂と いう言葉も流行 したが︑たしか

災 したときに手にとる非常用 のバ ッグを用意するなど︑

かを︑私たちは注視す べきだ︒

そ のうえで︑私たち自身も世 の中 の問題を大小 にかか
わらず政府 の責任として委任するのではなく て︑己げ紺

︲

できるかぎり の自助努力を行なうべき ではな いか︒
が最大 の仕事 であり使命 である︒冒頭からやや遠 い話と

す べそ義務に対 しては真摯 に取り組む ことが﹁そ のまま
市民社会 の分厚 い強化と国力 の増大 へと つながる︒ア フ

政府とはあらゆる分野 にお いて大きな戦略を立 てる の
して受け止められがちそ ア フデ ニスタ ン情勢から触れた
のも︵現在 の世界情勢 の動向を大局的 に捉え︑それが日

︑五 一二田
抗込 一

弩 薫 要

洋 営 ヽ０ 常 Ｐ

ＯＰ

﹂０

京都本店 畠戸○∪○刀∵ 東 京 支 店 ・↓Ｏパく○ 富あ門

肇 ⑨ 雄 魔今 命
．

ガ ニスタ ンでは兵士が国家 への忠誠心を欠き︑市民が職
務 への責任感と義務感を欠如 していた ので国家 の崩壊 に

・

一檸

盛鷺 ●
津 玲

華

本 の針路にどう作用 し︑そ のヶえ でわが国はど のような
課題 に直面してそれを乗り越えるべきかを包括的 に考え

︲

つなが った︒私たち日本人もアフガ ニるタ ンの教訓を重
く受け止めるべきだろヶ︒

一

るべきと思うからだ︒中国 の問題 にせよアメリカ抜きに
は語れな いから とそ︑アメリカが置かれている状況にも

﹁ヨキ モ ノ﹂を創 る

京観世
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