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第２章 

2010 年代世界と日本の位置―文明論の視角から 

中西寛 

 

はじめに 

 2009年の政権交代を前奏として2010年代に入って日本をめぐる国際環境は大きく変動し

ている。この状況をどのように理解するか、様々なアプローチがあるだろう。本稿では、

主に歴史的、文明的な視角から現代世界の特徴を大づかみに捉える中で、日本の位置づけ

を論じることとする1。 

 まず、過ぎ去った 20 世紀について対照的な把握を紹介しよう。一つは、イギリスの歴史

家ホブズボームが冷戦終結後早い段階で提示した、20 世紀を 1914 年の第一次世界大戦で始

まり、1991 年のソ連崩壊・共産主義イデオロギーの破綻で終わったとする「短い 20 世紀」

という見方である（Hobsbawm [1994]）。この見方は、第一次世界大戦によるヨーロッパ主

権国家体制の崩壊と二度の世界大戦、その後のドイツ・中東欧の東西分割と米ソを頂点と

する東西両陣営の世界規模の軍事的対立および体制・イデオロギーの競争、そしてソ連共

産主義体制の崩壊を俯瞰した見方である。 

もう一つは、19 世紀の後半から 21 世紀初頭を一つの時代と捉える「長い 20 世紀」とい

う見方である。この見方はホブズボームの「短い 20 世紀」ほど明瞭に定義されてはおらず、

その性質の定義づけや始まりと終わりについて定説的な見解がある訳ではない。たとえば

イタリアの歴史社会学者アリギは、ウォーラーステインに通じるマルクス主義的な世界シ

ステム論の観点から「長い 20 世紀」を定義しているが、その始点と終点は明示されていな

い（Arrighi [1994]）。「長い 20 世紀」は、今日言うところのグローバリゼーションの進行

に伴う過程と見ることができる。つまり、産業革命によってもたらされた産品や知識の体

系的な利用によってヨーロッパが非西洋世界に対して一旦は政治的、軍事的に明確な優位

に立ち、しかしやがてグローバリゼーションの進行と共に植民地支配体制は揺らぎ、アメ

リカおよびソ連がそれぞれの政治理念と利害に基づいて影響を及ぼす民族自決運動の影響

で、ヨーロッパの支配は縮小し、非西洋世界が政治的に自立性を獲得していったプロセス

である。それは、恐らく 1890 年代に本格的に始まり（たとえば 1898 年の米西戦争は、ヨ

ーロッパ帝国主義からアメリカの世紀への移行とアメリカの太平洋への政治的軍事的進出

の画期と見なすことができる）、2008 年のリーマン・ショックによってアメリカ中心の金融

グローバリゼーションが動揺し、G20 首脳会合が開始されて新興国の経済成長が世界経済を

牽引するようになった時をもって終わったと見ることとしよう。この見方では、産業化や

近代化、資本主義の浸透や革命運動といった社会経済的変動や文化的変動が歴史的変化の

主要な独立変数となる。 

「短い 20 世紀」と「長い 20 世紀」というような見方をとる理由は、第一に、特に日本

の地政学的、経済文化的条件を踏まえて世界政治を観察する際、立体的、複合的に観察す
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る必要性があるという考えからである。少なくとも 20 世紀の国際政治において、日本を含

めた東アジアは政治的には、重要ではあるが第一の優先順位ではない地域であった。明ら

かに第一の優先順位はヨーロッパを中心とする大西洋からコーカサスに至る地域が政治的

重心であったのである。アジア太平洋はこの重心での力学の影響を受ける二義的な地域で

あった。 

しかし同時に、東アジアにおける国際政治が、主要アクターの意図を越えて世界規模の

波及をすることも繰り返された。たとえば日本が開始した満州事変は国際連盟の制裁体制

の脆弱性を示してイタリアのエチオピア戦争やドイツによるヴェルサイユ体制の解体につ

ながっていった。また、朝鮮戦争は東アジアにおける地域紛争としてだけではなく、ヨー

ロッパにおける冷戦政策にも大きな影響を与えたことは周知のごとくである。 

冷戦終焉以降の約 20 年間も、ヨーロッパを重心とする国際政治の流れが、フランシス・

フクヤマの「歴史の終わり」に代表されるような歴史観に基づく「世界新秩序」というユ

ーフォリアから、次第に地域紛争やグローバリゼーションの負の側面といった現実へと引

き戻される過程であったと同時に、非西洋世界、とりわけアジアの台頭（ないし復活）と

いう過程でもあったのであり、現在は、後者の側面が前者にどのような影響を及ぼすかが

重要となってきている局面と見ることができる。以下では、2010 年代の国際政治を規定す

るであろうと思われる構造的要因をまず分析し、その分析を踏まえて、日本の対外政策上

の課題について論じる。 

 

１ 21 世紀型の多極的世界秩序 

 すでに触れたように、2008 年 9 月のリーマン・ブラザーズ社破綻をきっかけとしたアメ

リカ発の世界的金融危機、いわゆるリーマン・ショックと、その後の G20 首脳会合の開始、

アメリカ国民による初の黒人大統領、オバマ氏の選択といった一連の事象は、時代を画す

る出来事であった。日米欧先進国が経済的に停滞し、不況、失業、財政赤字に襲われる一

方で、中国、インド、ブラジルなどの新興国が世界経済の成長を主導した。特に中国は四

兆元の経済対策によって世界経済の急降下を阻止し、他の新興国や先進国の経済を支える

役割を果たした。G7諸国のGDPが世界経済に占める比重は4割程度に低下したのに対して、

BRICs 諸国は 2割を越え、将来更なる増大が予想された。こうした経緯によって中国を含め

た新興国は自信を強め、対外政策において自己主張を強めることになった。 

従って、現代世界の特徴として第一に指摘できるのは、たとえば G20 に見られるように、

先進国－新興国 Nexus（山本吉宣）が国際秩序を主導する構造が浮上したことである。2000

年前後に激しく議論されたアメリカを中心とする単極構造の議論はほぼ見られなくなり、

今日では世界規模の多極化が広く共有された認識となっている。2これは冷戦終焉期以降、

国際機関や民間部門など非国家主体のグローバル・ガバナンスにおける重要性の高まりを

指摘する見方からすればやや逆行する動きとも言える。もちろん非国家主体の重要性が失

われたわけではないが、主要国家間の利害ないし価値観の相違が大きい場合、国際秩序の
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基本的な骨格は大国によって担われねばならないという定式が確認されたと言えよう、 

ただしここで注意を要するのは、現在の国際秩序が多極的であるとは言っても、近代ヨ

ーロッパ主権国家体制のように、ほぼ国力が等しく、大帝国でも小国でもない国が比較的

稠密に接して存在していた体制とは大きく性質が異なることである。米国、ＥＵ、中国、

インド、ロシア、ブラジル等が人口、領土面積、経済規模、資源、軍事力、技術力といっ

た基本的な指標では現代の大国(EU は国家ではないがここでは国として扱う)として挙げら

れるだろう。しかしこうした指標においても各国の相違は大きい。中国、インドは人口に

おいては圧倒的であり、いかなる強国も今日、これらの国を征服できるとは考えられない。

他方で、経済面で見れば中国はようやく中進国、インドはまだ貧困国の水準であり、先進

国との差が大きい。また、これら諸国は大陸に散在し、中国とロシアの長い国境を除いて

は相互の直接の国境線での接触はごくわずかである。 

加えて、これら諸国は、典型的な国民国家ではなく、「文明的大国」と呼ぶべき存在であ

る。ＥＵはそもそも単一の国民国家を超越する存在を目ざしており、複雑な条約に支えら

れ、たとえば２３の公用語をもつ独特の政体(body politic sui generis)である。言語に

ついてはインドは更に複雑で、連邦公用語は二つ（ヒンディ語と英語、ただし英語は準公

用語）で、また州は言語によって境界がひかれ、多数の州公用語が存在する。政治体制に

ついていえば、厳格な三権分立と連邦制によって権力が分散されているアメリカや憲法上

は法治の尊重を規定しつつ、実際には共産党体制による人的支配の性質が強い中国も体制

の性格は独特の複雑さを持っている。 

こうした性質をもつ文明的大国にあっては、近代ヨーロッパに存したような濃密な相互

了解の関係を結ぶことは困難であると考えられる。もちろん現代の相互依存や技術的発展

に伴うコミュニケーション密度は上昇しているが、それぞれの国家が国内統治に費やすエ

ネルギーが大きく、外部からはその意志決定のメカニズムは容易に予測できるものとはな

らないであろう。従って、大国間関係は、グローバリゼーションの下で一定の利益の共有

はあるものの、価値観の共有に支えられた協調体制となる可能性は低い。 

現代の国際政治を規定する第二の要因は、個々の国や国家間関係にではなく、世界シス

テムないしそれを支える包括的な文明のあり方に関わるものである。「長い 20 世紀」の後

半の中心的なテーマは、先進世界が次第に脱工業化し、金融や情報産業が主軸となるポス

ト工業文明に移行する一方で、かつては日本、今日では新興国をはじめとする非西洋世界

に工業技術が移転され、工業文明が世界規模で普及拡大するという現象であった。こうし

た傾向は長期的なものであり、単線的に進行するものではない。たとえばリーマン・ショ

ック以降、新興国での生産条件の一定の悪化に伴い、先進国製造業が国内に復帰する傾向

が一部に見られる。しかし先進国においてすでに進行している少子高齢化や、世界規模で

の資源の需給関係のタイト化、環境問題への敏感性の高まりなどを考えると、長期的傾向

としては文明の脱工業化、ポスト工業文明への移行は避けられない方向であろう。 

このような趨勢は、安全保障面でも様々な帰結をもたらしうる。まず、ポスト工業文明
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に向かう成熟した先進国と、工業化を進める途上国の間で資源や環境負荷をめぐる利害お

よび価値観の相違は容易に解消することはできないであろう。もちろんこの問題は、資源

や環境保全に関する技術的発達にも依存するところであり、新エネルギーの開発、省エネ

ルギー技術や環境保全技術が発達し、共有されればこうした利害対立は緩和することが可

能である。しかし根本的には、多年、工業国として既得権益をもつ先進国と、工業化を進

めつつある途上国の間で現状をめぐる紛争が起きる要因は存在し続けるであろう。 

第二に、工業文明の頂点であると同時に、脱工業的性格も有する原子力技術は論争的な

存在であり続けるだろう。原子力の軍事的応用である核兵器は、工業技術によって破壊力

を飛躍的に増大させた近代軍の到達点であった。しかしその破壊力が巨大であるがゆえに

核兵器は通常の軍備と見なされない、政治的意味をもつようになったのである。原子力の

民生への応用の典型である原子力発電技術も同様であって、発電エネルギーを生み出す上

では原子力は効率的だが、その安全対策や廃棄物処理をめぐって、化石燃料や自然エネル

ギーとは異なるレベルの負荷をもたらす。また、核不拡散体制において設けられた原子力

の軍事利用と民生利用の区分は多分に政治的なものであって、途上国の工業化の進展に伴

って、今日の不拡散体制を維持するためのコストは大きくなるであろう。 

他方で、情報技術を中軸に据えた精密誘導兵器などスマート・ウェポンの普及は、軍事

技術の趨勢を変える可能性も示している。湾岸戦争以降のアメリカが主導する武力行使が

示しているように、今日の軍事力においては破壊を最小限にとどめつつ政治目的を実現す

る手段の開発が求められている。仮にこうした傾向が今後の軍事力の主要な傾向となるな

ら、核兵器は使いにくい兵器とみなされ、その拡散へのインセンティブは低下し、不拡散

体制はより守られやすくなる。 

しかし冷戦期の米ソ関係で典型的に見られたように、核兵器が一定の戦争防止効果を持

っていた可能性は否定できない。軍備の中で核兵器の比重が低下することは、核抑止の効

果が低下することにつながり、軍事的紛争が発生する閾値が低下する、すなわち武力紛争

が起きやすくなる可能性がある。もちろんそれは、二度の世界大戦のような、工業国家に

よって戦われる総力戦の時代に戻る訳ではない。軍事的闘争は陸海空に少なくとも宇宙、

サイバー空間を加えた多次元的なものとなると予想されるし、また、実際の戦闘において

も無人機やロボットによる「無血」の戦闘行為が一定の比重を持つ可能性がある。しかし

ポスト工業国家による本格的な軍事闘争はいまだ起きておらず、いかなる形式で武力が行

使され、終結へと至るのか、予測することは困難である。 

 

２ アジア太平洋地域の中心化 

 以上のような国際政治の傾向を踏まえると、少なくとも今後数十年、アジア太平洋地域

は国際政治において中心的な位置を占める可能性が高いであろう。その理由は以下の如く

である。 

第一は、アメリカ、中国という現在の世界的二大国が太平洋を共有していることである。
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すでに中国は経済的にも軍事費の面でも恐らくアメリカに次ぐ世界第二位の国となってい

る。2030 年までの間には中国が経済規模でアメリカを抜いて世界一位となる可能性も高い。

そしてアメリカは第二次世界大戦以降の自由主義的な国際秩序の現状に最大の利益を見出

している国であるのに対して、中国はこの秩序の利益を享受してきた段階から、自国にと

って好ましい秩序を模索する段階へと移行する徴候が見られる。習近平総書記が掲げる「中

華民族の偉大な復興」は、伝統的な文明圏としての中国を現代の国際政治の枠組みの中で

再生する意図を示しているように見える。こうした表現はレトリックとしての側面もある

だろうが、鄧小平の掲げた韜光養晦の下での改革開放路線からの基本的な国家戦略の変換

を意味している可能性が高い3。 

アメリカの自由主義的秩序は一定の範囲でナショナリズムを容認し、むしろ積極的に支

援する傾向を持っているから、「中華民族の偉大な復興」がアメリカの利害と必然的に対立

するとは言い切れない。しかし、自由主義的秩序にとっては、グローバルな共有空間(global 

commons)への自由なアクセスが確保されていることが基本的な前提と見なされている。こ

れに対して中国が聖域化された勢力圏を構築することで権益確保を図るなら、米中の利害

はかなり深いところで対立することになる。 

第二に、アジア太平洋地域は、上述のようにポスト工業化する先進地域と工業化を進め

る開発途上地域が世界で最も深く相互交流しつつある地域である。米中日という世界三大

経済大国が存在し、中国、インド、アメリカ、インドネシアという現時点での世界人口第

４位までの国家も域内にある。第二次世界大戦後、アジア太平洋地域ではアメリカが市場

と資本を提供し、アジア諸国が労働力を提供し、資源はアメリカ・アジア・大洋州・中東

が提供するという三角貿易の循環が成立し、成長センターをシフトしつつ成長してきた。

こうした相互依存が今後とも域内諸国にとって互恵的であり続ければ、ポスト工業文明と

工業文明も共存できるであろう。たとえば、米中両国は世界の温室効果ガス排出量の 4 割

を越える比重を占めており、両国が効果的な排出規制で合意することができれば、他のア

ジア太平洋諸国を含め、世界規模での温室効果ガス抑制について先進国、途上国が合意に

到達する可能性が高まる。逆にアジア太平洋地域において包括的なレジームやガバナンス/

メカニズムが機能せず、閉鎖的な経済的、文化的ブロックが形成されることになれば、世

界全体においてもブロック化、地域化が趨勢となろう。 

第三に、アジア太平洋地域は世界の主要な文明が交流する文明間関係の場となりうる。

アメリカは西洋近代文明の世界観を一つの形で体現しているし、中国は、近代文明によっ

て大きな影響を受けているものの、文化的アイデンティティにおいて古代以来の文明の継

承者を自覚していることも否定できない。さらにこの地域には、宗教だけに限っても、ロ

シア正教やインドネシアなどのイスラム教、インドのヒンズー教、チベットや日本などの

仏教といった多様な文化が存在する。こうした多様な文化が共存できる多元的な文明を形

成できるか否かが地域の安定と繁栄の基礎であるし、その帰趨は世界的影響をもつ。 

こうした多元的な文明の中核となるのは近代西洋に生まれた自由主義であろう。個人を
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単位として合理的に制度を構成し、全体の豊かさを増やすという仕組みは現代の科学技術

や生活環境に適合している。しかし自由主義は帰属意識としてのアイデンティティや死生

観にまつわるような根本的な価値意識を提供しないという弱点を持つ。それだけでなく、

法と市場取引において社会関係を構成するという仕組みは現実には貫徹することはできな

い。これは近年、社会資本(social capital)論によっても強調されているところである。そ

れぞれの社会が伝統的な文化を近代文明にどのように埋め込むかが鍵となるのである。 

また、アジア太平洋の情報社会化がどのような帰結をもたらすかも重要な挑戦である。

中国が世界最大のインターネット人口を持ち、インドネシアはフェースブックの加入者が

最も多い国とされる。出版や放送の自由が完全でないアジア諸国にあって、現代の通信情

報技術は新しい公共空間形成につながる可能性を秘めている。しかし情報化の進展は、民

主主義国では必ずしも政治の安定につながっていない。先進諸国の政治はおしなべて不安

定化しているが、その原因として社会的情報メディアの普及がどのような影響を及ぼして

いるかは未確定である。しかし新しい公共空間が有権者の発言権を強めてこれまでの代議

制の基礎を弱めると共に、極端で少数派の見解や他者に対する極度の中傷が政治において

不釣り合いな比重を持ち、政治を不安定化させる傾向もある。また、社会情報ネットワー

クが国境を越えた文明圏の形成に向かうのか、それとも文化的境界は情報空間においても

存在するのかについても、これからの課題である。 

 

３ 日本の位置と課題 

 （１）対外政策および安全保障上の課題 

 以上述べてきたような構図の中で日本はどのような政策を採るべきであろうか。 

 まず、冷戦終焉後、日本が外交安全保障政策を立案してきた前提はかなりの修正を要す

るであろう。冷戦終焉後、日本はアメリカを中心とした世界新秩序ないし自由主義的な世

界秩序の中で自らの役割を見出し、安全を図ろうとしてきた。カンボジア暫定統治機構

（UNTAC）以降、自衛隊部隊の国連平和維持活動や国際緊急援助活動への派遣を行い、ま

た、1996 年には日米間で安保共同宣言を発出し、日米同盟を冷戦後のアジア太平洋秩序の

安定の基盤に据え、新たな日米防衛協力のガイドラインや周辺事態法を整備した。その後、

北朝鮮の弾道ミサイルや工作船侵入、911 事件などを受けて、大量破壊兵器の拡散や低強度

の脅威、テロの脅威に対する対策を安保政策の柱としてきた。弾道ミサイル防衛の研究と

配備、NBC 兵器対応部隊を含む中央即応集団の組織、北朝鮮工作船および中国潜水艦の領

海侵犯やソマリア沖海賊対処に際しての海上警備行動を行った。また、911 事件後には、イ

ンド洋での海上自衛隊活動やイラクおよび湾岸地域での復興支援および輸送活動を行った。

防衛政策の基本的な方針を表明する文書となっている「防衛計画の大綱」でも、2004 年大

綱では「多機能弾力的かつ実効性のある」防衛力を整備することとされ、様々な脅威に対

して効率的に対処する能力の整備が謳われた。 

 しかし防衛関係費は 2002 年度から漸減し続けてきた。もちろんその背景として、景気の
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停滞と財政収支の逼迫といった背景があったが、防衛体制強化の優先順位は必ずしも高く

なかった。北朝鮮の弾道ミサイルおよび核計画は確かに日本にとって軍事的脅威であった

が、その本格的な顕在化は北朝鮮が米韓同盟に挑戦する事態でなければ起こらないと考え

られ、日本自らが備えるべき状況は限られると考えられた。中国の軍事費の増大は懸念材

料であったが、中国軍の規模そのものよりも、情報の非公開、不透明性が問題と見なされ

た。また、イスラム過激派によるテロの脅威は日本においては切迫した脅威とは見なされ

なかった。 

 日本は過去十年、グローバルなテロとの戦いの中での日米関係を基軸としてグローバル

な関与を続けてきたが、限られた資源を効果的にグローバルな安全保障問題に振り向ける、

いわば英国型のあり方は、現在の日本にとっては国内の支持が弱く、限界がある。また、

中国、韓国、北朝鮮と歴史問題を克服して密接な関係を持とうと努力をしてきたが、こう

した「隣交」にもおいても、歴史問題だけでなく領土や拉致の問題が浮上し、大きな成果

は得られなかった。 

 上述のように、大国間関係が国際政治の基調として浮上するとともに、アジア太平洋地

域が国際政治の中心性をもつようになっている今日、日本はまず日本とその周辺地域の外

交安全保障を一義的課題とするべき段階に至っている。2010 年に閣議決定された大綱にお

いて、基盤的防衛力構想が廃止され、動的防衛力という概念が採用された背景には、ある

程度こうした認識があったことが伺われる。 

 軍事的には、米中の軍事バランスが日本周辺海域を含めた西太平洋地域でどのような構

造となるかが基本的な前提となる。ミサイルなどの精密誘導兵器が発達する中で、アメリ

カがエアシーバトル構想などで提起する柔軟な統合戦力の活用を重視する一方で、中国は

「情報化の条件下での局地戦」を戦う能力を整備してきたと考えられ、その一環として接

近阻止・領域拒否(A2AD)能力を強化しようとしていると西側は分析している。日本は海洋

国家として海洋および貿易交通路の自由な利用に経済生活を依存しており、また、既存の

アジア太平洋の開放的な秩序に利益を有する国家として、中国が A2AD 能力を獲得し、東

シナ海、南シナ海から西太平洋を勢力圏に収める意図に対しては対抗せざるを得ない4。他

方でアメリカがその前方展開部隊を平時において広域分散化させ、また戦闘局面で前方展

開の比重を少なくする戦術を採るとしても、日本はアジア大陸に近接した位置にあり、縦

深性を欠いているので基地の抗たん性を高め、また、市民社会の防護力を強化するなど領

域保全能力を高めることが基本となる。もちろん、軍事力の多次元化に伴い、宇宙および

サイバー空間の利用および防護についても改めて課題を洗い出し、単独でなすべきこと、

同盟においてなすべきこと、友好国との協力を強化すべきこと、国際的なルール形成を促

進すべきことについて整理すべきである。この点を含めてアジア太平洋の中心に位置する

日本がいかなる防衛力を備えるべきかの細目は今後さらに検討を要する課題である5。 

 こうした日本の防衛力および防衛ドクトリンに関する検討は、より高次の安全保障目的

に対して位置づけられねばならない。米中の軍事的対立や冷戦状態も、アジア太平洋の協
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調的な秩序の解体も、高度な少子高齢化社会を迎えつつある日本にとっては大きな負担と

なる。もちろん日本の意向のみでは国際環境は決まらないが、日本がどのような秩序を望

み、何を守るために力を使う意思をもつかは他国に影響を及ぼす。この点で、日本は中国、

韓国との領土問題を二国間の紛争にすることは望ましくなく、アジア太平洋地域における

海洋秩序構築努力の中で位置づけることが望ましい。防衛力は、一方的な力による現状変

更を阻止ないし牽制する上で重要だが、仮に紛争が生じた場合にどのように紛争の終結に

つなげるかが常に念頭におかれる必要がある。その意味では、防衛力に関するシビリアン・

コントロールが緊要な課題となる。同時に外交面では、領土問題を含めた国際紛争につい

ては司法的解決を含む平和的解決を追求する方針を常に明らかにし、国際社会における支

持獲得を心がけるべきである。 

 日本の領域保全を図り、将来起きうる米中対立の抑制要因として外交力および防衛力を

用いる一方で、日本はアジア太平洋の多国間秩序の強化を進める必要がある。その中には、

地域的な安全保障アーキテクチャの構築強化も含まれる。6特に、東南アジア諸国、太平洋

島嶼国、およびインドなどとは、防衛装備および技術協力や共同訓練などを通じて関係を

強化することが考えられる。 

 日本に近接する韓国、台湾、ロシアとの関係はそれぞれ繊細さをもって扱わねばならな

い。韓国はアメリカと同盟関係にある友邦だが、領土問題および歴史問題を抱えていると

同時に、中国との地政学的、経済文化的関係から米中の間で優先順位をつけることを回避

しようとし、また、日本との安全保障協力も、とりわけ二国間においては、国内政治上の

限界があると考えられる。朝鮮半島が安定し、日本に敵対的とならないことは日本の安全

保障上の基本条件であることは歴史的にも明らかであるが、他方で日本と朝鮮半島が他国

に比して特段に緊密な関係にある必要性は必ずしもない。朝鮮半島に対しては日本の政治

的関与は受動的姿勢を基本としてよいのではないか。 

 台湾については、日本統治の記憶をもつ世代は去りつつあるが、文化的には比較的近し

い関係にある。日本はそうした関係を基礎に、アジアにおける自由民主体制と市場文化を

共有するパートナーシップを形成すべきである。また、特に南西方面との関係では、台湾

の軍事的地位は日本にとって重要である。台湾の中国との関係は台湾の意志決定の問題で

あるが、台湾周辺地域の安全保障秩序については地域的課題として取り扱う枠組みを検討

すべきであろう。 

 ロシアは極東地域の国際秩序の重要な構成要因であり、資源や北極海域の利用などで相

互協力の可能性はある。日ロ関係の障害は言うまでもなく北方領土問題であり、これにつ

いて双方の国内で受け入れ可能な実務的な解決を見出せるか否かが日ロ関係を規定する要

因となる。 

 アジア太平洋が国際政治において中心的な重要性をもつ以上、日本としても対外政策の

中核は同地域、とりわけ周辺地域との関係に置くことになるであろう。しかし域外の安全

保障問題から完全に手を引いてしまうべきではない。日本の規模からして、アジア太平洋
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地域に埋没して生活していくことはできないが、国際政治において発言力を維持する上で

は、グローバルな関与を意識し続けることが重要である。その点では、現在の国際政治の

中で「後背地」になりつつある中東およびアフリカ地域への関与が重要である。つとに報

じられるように、この地域において中国が積極的に進出を図っており、米欧と競合関係に

ある。しかし現時点では主要な大国いずれもがこの地域に強く政治的に関与しようとはし

ておらず、秩序の融解状況が進行する徴候もある。日本は治安を確保し、合理的な程度に

国民の支持を受け、開放的な政治体制が定着するよう、他国と協調して関与すべきであり、

それを担保するのに足るだけの平和構築活動への支援、情報能力の強化、NGO や文化交流

などの民間活動の活発化を図るべきである。 

 

（２）日本の文明的位置づけ 

 対外政策および安全保障政策の課題と並んで、日本にとっては国内課題にどう取り組む

か重要となる。国内の経済社会の健全性は広義の国力を意味し、対外政策の基盤となるか

らである。もちろん具体的課題、たとえば、労働人口の縮小と社会保障負担の増加の趨勢

において、財政の健全性をいかに保つかというような誰の目にも明らかな課題に対しては

実務的解決が求められる。しかしそうした実務的解決の根底には、これからの日本がどの

ような国であるべきなのか、また何を守るのかという価値観、文明観といったものが関わ

ってくる。とりわけ、すでに述べたように、現代の国際政治においては「文明的大国」と

でも呼ぶべき大国が国際秩序を主導する構造が強まっているし、また、工業文明の拡散と

ポスト工業文明への移行との端境期にもある。こうした中で日本の文化的、文明的アイデ

ンティティを再認識することは、対外的には日本の存在感をアピールするパブリック・デ

ィプロマシーにつながるし、それ以上に対外政策と国内価値を連携させ、対外政策を力強

いものとするために意味をもつ。 

 「日本文明」に関する膨大な議論についてここで本格的な論述はできないが、多くの文

明論の研究者が、日本は巨大な文明とは異なる独特の性質を持つ文明と認めてきたことは

指摘できよう。代表的な議論として A.J.トインビーは日本を独立文明に対する衛星文明と

位置づけたし、K.ヤスパースや彼の文明論を受け継いだ S.N.アイゼンシュタットは日本を

「軸文明」に対する「非軸文明」として捉えた7。これらの議論はいずれも、古代日本が中

国や朝鮮半島から先進文明を受け入れて多大な影響を受けたこと（逆方向の作用は基本的

に存在しなかった）、それにもかかわらず宗教や言語など社会の根幹となる点で独自性を保

ったことを指摘する。たとえば漢字からかな文字、それもひらがなとカタカナの二種類を

定着させるなどの文化的装置を発達させ、活力ある大文明から一部を吸収し、独自性を保

ち続けることを得意とする吸収能力に秀でた文明、一般の文明を外に向かって広まり、同

化していこうとする凸型文明とするなら、日本は受容能力に優れた凹型文明の代表的な存

在であるところに特徴がある。 

 言うまでもなく、こうした特徴は近代文明を受容する上でも活かされ、漢字を用いた熟
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語形成によって西洋文化を翻訳して受け入れただけでなく、中国や朝鮮半島にも共通する

語彙を提供した。近代においては、受容型の文明であることは単に外部の高度文明の一方

的な影響を受けるだけでなく、その翻訳置換を通じて外部に影響を与える要素にもなって

いるのである8。 

 今後の日本の文化的影響力を考える上でも、日本の強みとしての受容性の高さを活かす

ことが考えられるだろう。現代のように様々な文化が混淆する時代にあっては、異なる諸

文明を排除せずに受容し、共存させつつ破綻をきたさないという日本文化のあり方は、世

界にとって貴重な存在であり得る。日本人自身がそうした点に価値を見出し、積極的に評

価する姿勢を採れば、日本「文化」はよりはっきりとした「文明」性を持ち、国際的な影

響力の源泉となり得るのではないだろうか。世界のどの社会にも比較的容易に入りこめる

のは日本人の強みであり、多角的な協力ネットワークを築く上で貴重な資源である。 

 ただしその場合に注意すべき点もあろう。第一に、日本は固有の伝統を守るために、強

く、かつ危険とみなす文明に対しては排除する傾向が強い。言うまでもなく、第二次世界

大戦において連合国との決定的な差はその点にあった。日本は米英に対する知的分析を怠

ったばかりか抑圧したのに対して、米英諸国は日本に関する分析を強化した。この時に限

らず、自らの弱さを感じた時に排除の姿勢をとることは日本の弱点であろう。 

 第二に、日本文化は高度の受容性をもつが、しかしその翻訳置換能力は完全なわけでは

ない、という点である。たとえば日本語の曖昧さや論理性の欠如といったことが指摘され

る。こうした批判に対する反論で言われるように、客観的に他の言語と比べて日本語が曖

昧であり、論理性を欠くといったことは論証しがたいであろう。しかし外来語を容易に取

り込める日本語は、やはりその意味するところについて深く理解せずとも意味が通じた気

持ちになってしまうところは多分にあるであろう。そうした弱点を自覚し、もとの文明に

立ち帰って厳密さを追求する姿勢を忘れてはならない。 

 工業文明とポスト工業文明の端境期という意味でも、日本は世界にとって興味深い文明

的実験を行っているといってよいであろう。とりわけ戦後日本は、工業文明の最も積極的

な受容者でありながら、ポスト工業文明の価値を先取りする面があった。たとえば多品種

少量生産といった考え方には、量よりも質を重んじる点で大量生産を追求する工業文明と

は異なる側面があった。また、日本の政治システムも、工業文明に適合的な、市場指向の

政党と労働者指向の政党が対峙しながらも、前者が後者のアジェンダや支持層を取り込む

形で政治を安定させてきた。安全保障においても、冷戦構造下での西側同盟という対外政

策と、憲法 9 条に象徴される平和主義を同居させてきた。 

 しかし冷戦終焉以降、戦後日本の工業文明とポスト工業文明の奇妙かつ巧妙な組み合わ

せはマイナスに作用し始めた。工業社会をポスト工業社会へと転換するべき所ではむしろ

従来の構造に固執して転換が進まず、他方で社会的には急速にポストモダンな価値観が広

まった。前者の典型例として 1980 年代にウォークマンを生み出しながら、新たなビジネス

モデルを確立できていないソニーを、後者の典型例としてマンガやアニメ文化やそこから
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派生したコスプレの世界的流行といった面を指摘することができるだろう。国家としては、

世界最大の債権国でありながら、世界最高の政府債務率を積み重ねている点に現代日本の

逆説(paradox)が存在する。また、工業文明に対する最も強力な破壊者である大規模自然災

害を運命づけられている日本において、経済的繁栄のために原発を必要としてきたという

ことも一個の逆説であろう。 

 受容型の文明をもち、また発達した工業国家でありながら世界最高水準の少子高齢化社

会となっている日本が、文明的大国が集積し、また工業文明とポスト工業文明のせめぎ合

う地域の中心にあるということは世界的に見ても大いなる逆説であろう。日本は現代世界

に存在する様々な逆説の集積地、「逆説の中心(center of paradox)」にある存在であり、こ

うした逆説を実践において乗り越えていけるか否かが日本に課せられた問いなのであろう。 

 
                                                  
1 「文明」といった概念は冷戦終焉頃まで国際政治学（ここでは国際関係論と同義に用いる）

においては、忌避されてきた概念であった。この言葉を一挙に学界の論議に上らせたのは

言うまでもなく、サミュエル・ハンチントンの文明の衝突論である（Huntington [1996]）。

しかしこの著作でハンチントンは文明を文化の一種と捉え、特に最大の文化的共同体とし

て宗教を文明と重ね合わせている。こうした内容そのものは文明の定義の仕方としてあり

得るものであっても、歴史学や人類学の中で行われてきた文明に対して余りにも性急であ

ろう。ハンチントン流の文明論とは距離を置きながら、国際政治学における文明概念の有

用性を検討する論文集として、（Hall and Jackson [2007]）、（Katzenstein [2010]）がある。 
2 最近の未来予測としては、（National Intelligence Council [2012: ii-iv]）がある。この報

告書では、2030 年には覇権国は存在せず、アジアが GDP、人口規模、軍事支出、技術投資

において米欧全体を上回り、中国がアメリカを抜いて世界最大の経済大国となっているで

あろうと予測している。 
3 アメリカの指導的な中国外交専門家の一人であるデービット・シャンボーは、1980 年代

からの中国との接触の経験を踏まえ、米中関係が質的な変化、それも悪化の方向に向かっ

ているのではないかという印象を述べている（Shambaugh [2013: xv-xvi]）。 
4（Krepinevich [2012: 58-69]）は、財政緊縮時代のアメリカがその軍事戦略の目標をグロ

ーバル共有空間へのアクセス確保に限定し、日本をはじめとする同盟国の協力を得ながら、

軍事技術上の優位を保ち、アクセス拒否を意図する国により大きな負担をかける戦略を提

唱している。 
5 1960 年代に国際政治学者の高坂正堯は日本を「海洋国家」と規定して日本の外交および

安全保障に対する考察を行ったが、その時期の戦略環境はある意味では今日と類似してい

る。1960 年代には米ソ関係は、特にアジア太平洋においては重要な要素ではなく、むしろ

毛沢東体制の中国とアメリカの緊張関係の方が際立っていた。もちろん当時、中国は対外

的軍事展開能力はほとんど持たず、1964 年に核兵器を開発した段階ではあったが、そのイ

デオロギー的な魅力は冷戦時代においては相当のものであった。こうした中で高坂は、日

本について安全保障は日米安保を基盤としつつ、日本の独自能力として通商だけでなく、

海洋の開発および探査を指摘した。今日にあっても、海洋の開発利用および研究を日本が

重視し、その成果を占有せず、他国と共有することが日本の対外政策資源の一つになり得

るという意味では、「海洋国家」としての自己規定は意味をもつものと考えられる。 
6 安全保障アーキテクチャの概念については、（神保謙・東京財団アジアの安全保障プロジ
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ェクト編著 [2011] ）参照。 
7 トインビーの衛星文明論については（山本[1969]）。また、ヤスパースの軸文明(axial 
civilization)と非軸文明(non-axial civilization)の区分を踏襲し、日本について比較文明の観

点から考察を行った著作として（アイゼンシュタット[2004-2010]）。 
8 文化と文明の定義や区別については、大論争のあるところだが、ここでは、文化人類学者

の梅棹忠夫による区別を下敷きにしている。梅棹によれば、文化は、過去から受けつがれ

た価値の体系であるのに対して、文明は、建築や道具などの装置系と法律や経済などの制

度系で構成されるシステム、と定義される。この定義によれば、たとえば宗教は、過去か

らの価値体系としての文化と見なされることもあれば、民族を越えたつながりをもたらす

システムとして文明と見なされることもあろう。日本社会の価値体系についても、文化(伝
統的価値)としての捉え方に対して、文明(システム)としての捉え方を強調することは可能

であり、それは「開かれたナショナリズム」といった観点ともつながるものであろう。 
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