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 今日はお招きいただきましてありがとうございます。私は国際関係論が専門ですので、今日は多国

間主義とトランプ政権の米国第一主義というタイトルでお話しさせていただきます。皆様報道等で

色々お聞きになっていると思いますが、このテーマについてどう考えたらいいのかということに焦点

を当てて話を進めていきたいと思っています。 
冒頭、片岡学長からも温暖化のお話がありましたが、台風１５号の被害については私からもお見舞

いを申し上げます。このような大きな台風は毎年のようにやってくるという状況でして、異常気象が

頻発しています。これは日本だけではなく、世界中でこれまでに殆どなかったような事が起きていま

す。これには気候変動、温暖化が影響しているのではないかと多くの科学者が指摘しています。トラ

ンプ米大統領は「温暖化はでっち上げ」だと大統領選挙中からずっと言っていまして、温暖化につい

て非常に懐疑的な姿勢をとってきました。ただし、科学的な根拠と言っても１００％正しいという事

例はほとんどありませんので、懐疑論は必ず起こるわけですが、温暖化と異常気象の間に関係がある

ことはほぼ科学者の間で合意されていると言って良いと考えられています。日本でも気象庁が７月に

昨年の異常気象に関するレポートを出していますが、そこでも温暖化が気温の長期的な上昇をもたら

し、豪雨をもたらしたと述べられています。こういった問題というのは一国だけでは対応することが

できないことです。多国間の合意のもとに如何にして温暖化を遅らせていくか、できるだけ温度の上

昇を抑えるにはどうしたらよいかということから、温暖化をもたらしていると思われる二酸化炭素を

はじめとする温暖化ガスの排出を規制していこうと国際的な合意ができました。代表的なものがパリ

協定です。ですが、トランプ大統領は「温暖化はでっち上げ」ということで、いち早くパリ協定から

の離脱を宣言しているという状況です。このようなことが事例としていくつかあるのですが、今何が

問題かをまずお話ししたいと思います。 
トランプ政権の外交政策の特徴はアメリカファースト＝米国第一主義だと皆さんは思われるだろう

と思います。けれども、歴代の大統領は皆アメリカファーストと言ってきているのです。どの国であ

れ自分の国が一番大事だと言わないリーダーはいません。

ある国のリーダーになればその国のことを一番に考えるこ

とは当たり前のことですので、アメリカ第一主義といって

もこれまでの大統領とそれほど大きな違いはありません。

トランプ大統領が今までの大統領と大きく違うところは、

多国間主義の否定であり、これが一番大きな問題だと私は

考えています。トランプ政権の多国間主義を否定するとい

う特徴が国際関係にどういう影響をもたらすのか、これに

ついて考えてみたいと思います（右図）。 
まず、多国間主義について説明します。外交政策のやり方については三つの選択肢があります。一

つめは単独（ユニラテラル）です。その国が単独で自分の国のやり方で行うというものです。二つめ

は何か問題が起きたときに相手国と二国間で調整していくという二国間枠組（バイラテラル）です。

三つ目が多国間枠組（マルチラテラル）で、三カ国以上の間の枠組を使って外交を行うというもので、

選択肢としてはこの三つがあります。どの国も自分の国にできるだけ有利になるようにこれらの選択

肢を色々なところで使い分けるということを行っています。このうちのどれかしか使わないというこ

とはまずありません。こういう事を踏まえて多国間主義がどういう事かと言いますと、三カ国以上の

多国間の合意に基づいて協調して問題への対応を行う、ということが非常に重要だとする考え方が多



国間主義になります。多国間の枠組をきちんと使っていくということを重視していれば、多国間主義

に基づく外交ということになります。多国間を否定すると

いうことは、単独か二国間の枠組のみを重視して、多国間

の枠組は殆ど使わないということです。 
では、トランプ政権で多国間の枠組はどのように行われ

ているのでしょうか（右図）。顕著な例としては、トランプ

大統領が政権に就いて TPP（環太平洋自由貿易協定）から

離脱したことです。オバマ政権ではこの協定に積極的に関

与していたのですが、ここから離脱することになったので

す。理由はこの枠組がアメリカにとって利益をもたらさな

いから、というものでした。それから１９６カ国、これは

国連の加盟国よりも多い国数ですが、これだけの国の間で初めて地球温暖化について合意ができたと

いう重要なパリ協定から離脱する表明を２０１７年６月にしています。これについては離脱の手続が

大変なので、まだ離脱はしていませんが、離脱表明は既にしているということです。それからアメリ

カ、カナダ、メキシコ間の自由貿易協定である NAFTA についても、アメリカにとって非常に不公平

だから再交渉に応じないとアメリカは離脱するとして、２０１８年７月から８月にかけてカナダ、メ

キシコと再交渉しアメリカの主張がある程度通りました。それから、今の中東情勢に非常に大きな影

響があるイラン核合意、これはイランの核開発抑制の代わりに経済制裁を緩和するという条件で米、

英、仏、独、中との間でなされた合意ですが、この合意からアメリカは２０１８年５月に離脱しまし

た。理由は、イランの核開発をやめさせるにはこの合意では不十分だというものです。そして、アメ

リカはイランに対して更に強力な制裁を実施するという決定を行いました。また、大統領選の選挙期

間中からずっと言っていたことですが WTO（世界貿易機関）からの離脱も示唆しています。これに

ついては脱退宣言はまだしていませんが、脱退するということをトランプ大統領は常に言っています。 
これらの事例から、トランプ大統領は多国間の枠組には殆ど関心がない、多国間の枠組はアメリカ

にとって非常に不利で利益をもたらさないものだから殆ど重視していない、ということが見て取れま

す。これが歴代のアメリカ大統領との非常に大きな違いだと言えると思います。歴代のアメリカ大統

領はアメリカファーストということを唱えていても多国間の枠組は重視するという姿勢がありました

ので、これが大きな違いになります。トランプ大統領が次の大統領にならなければ問題は解決するの

かですが、問題はそれほど簡単ではありません。トランプが危機をもたらしているという側面はある

と思いますが、今起きている危機がトランプを生み出したと思われますので、トランプが次の大統領

にならなければ多少は改善するかも知れませんが、なかなか現在直面している危機から国際社会が脱

することはできないのではないかと私は考えています。 
もう一つの前提として国際社会の特徴についてお話しし

たいと思います。国際社会を考えるとき分かり易いのは国

内社会と比べることです（右図）。国内社会は国境で区切ら

れていて、その中に国民＝個人がいます。日本のように民

主体制をとっている国では、個人が選挙によって代表者＝

国会議員を選んで、国会議員が主権者たる国民に代わって

政府を作ったり立法したりする中央集権的な組織があると

いうことになります。例え民主的な選挙が行われない独裁

的な国家であったとしても、政府が中央集権的な権力を握

っていることにかわりはありません。こういう形で立法、行政、司法権限を有する政府が国内を統治

しているということになります。 
これに対して国際社会がどういう仕組みになっているかというと、国家がいくつもあってその中に

政府と国民がいるということになります。個人と国家、国家からなる国際社会があるこのシステムは、

主権国家システムと呼ばれるもので主権国家が重要な構成要素になっています。そして構成要素であ



る主権国家は平等であるということが重要な原則です。また、主権国家＝領域国家であり、国境内の

ことに関しては外から一切の干渉を受けない、という内政不干渉は非常に重要な原則で、領域内はそ

の国が統治するということになります。従って、主権国家間では国境を確定するということが非常に

重要であり、国境問題、領土問題でいろいろな紛争が起きるわけで、歴史的に見ると一番大きな紛争

の種になっています。それでは、国内社会と比べて国際社会に政府のようなものがあるのかどうかで

すが、国際社会に政府はないということになります。主権国家の上位の権力というのは国際社会には

存在しません。これが国際社会の非常に大きな特徴です。

つまりそれぞれの主権国家が分権して権力を有していると

いうことです。 
ですから、国際社会の課題は、政府なき統治、政府がな

い中でどのように統治をするのかということなのです（右

図）。Government がない中でどうやって Governance をし

ていくのか、中央集権的な権力がない中でどのように分権

的な多数の国家間で国際社会の問題を解決していくのか

（共治）、ということが非常に大きな課題であるということ

です。このようなことをグローバル・ガバナンスという言

葉を使って表します。ここで、外交がどういう役割を果たしているかというと、これは国家間の利害

調整ということになります。主権国家が何の利害対立もなく分権的に共存できるのならいいですが、

利害が対立する局面が沢山あるわけで、そのような場合は利害調整をしなければなりませんから、こ

の利害調整が外交の役割ということになります。というわけで外交は国際社会にあっては非常に重要

な機能になります。そして利害調整の前提を共有していないと利害調整そのものが上手くいきません。

利害調整の前提とはそれまで積み重ねられてきたルール、具体的には合意によって作り上げてきた国

際法などのいろいろなルールのことです。 
国内では立法府が法律を作ると、個人がその法律が気にくわないと言って守らず法を犯すようなこ

とをすれば、法律違反で捕まって裁判にかけられて判断されるということになります。気にくわない

法律だと個人が言っても従わなければなりません。これが国内のルールです。これに対して、国際社

会における国際法は、各国の合意によって作られています。ですから、多数の国で作った合意にある

国が同意できないと言った場合には、その国にはそのルールは適用されないということになります。

これは中央集権的な権力がないので、分権的な中でルールを運用していくしかないからです。昔から

の国際法の原則は「合意は拘束する」ということで、合意すればそれによって縛られるが合意しなけ

れば縛られないということになります。条約も批准しなければその国を縛ることにはならないという

ことになります。 
もう一つ皆さんに知っていただきたいことは国際秩序に

ついてです（右図）。秩序というのはいろいろなところで語

られることで、家庭内秩序、職場における秩序、学校にお

ける秩序などいろいろなところで秩序（order）が作られて

います。秩序というのは右図のように表すことができます。

重要なのはまず「目標や価値」で、それについて「合意」

ができている。誰の合意ができているかというと共同体に

参加している「構成員」の合意ができているということが

重要なポイントです。そして「構成員」がその合意に従っ

た「行動」をとることが期待できる状態になると、構成員間の関係について予測できる可能性が出て

きます。合意に外れた行動は殆どとらないだろう、ということから将来構成員の間の関係がどのよう

に推移していくか予測が可能になれば、その結果構成員間の関係に安定性が出てくるということにな

ります。これが秩序の考え方であると思います。 
例えば家庭内の秩序というものを考えてみますと、妻、夫、子供を構成員として構成員の間で目標



や価値について合意ができているとすれば、合意に従った行動も家庭内でできていくでしょうからあ

る程度安定的に運営されることになります。目標や価値に沿わない行動をとればそれはおかしいとい

うことで喧嘩になったり、一旦できた合意を変えて欲しいということがあれば、これを認めるか認め

ないかを家族内で話し合って合意変更をするなどといったことをやっていく、そういったことが秩序

の考え方です。ここで重要なことは、構成員は誰か、どのような合意が作られているかということで

す。もう一つ付け加えると、合意がおかしいということになったとき、合意の変更を平和的に解決す

ることができるかどうかも重要です。合意を変えるときに

は争いが起きないように新しい合意を作る、ということも

非常に重要なポイントになります。 

 
では次に、現代の国際秩序について説明していきます。

現在の国際秩序は冷戦後の国際秩序であると考えられてい

ます（右図）。冷戦が終わって３０年、かなり長い時間が経

っていますので冷戦後の秩序とは何だったのかということ

になりますが、当初考えられていたのは F.Fukuyama の

「自由主義の勝利」でした。冷戦中の米・ソ対立が終わり、

アメリカ側である西側陣営＝自由主義が勝利し、これからは全世界が自由主義になると Fukuyama
は当時予測したのです。つまり、第二次世界大戦後の西側陣営の価値・目標が原則になったというこ

と、つまり自由主義が冷戦後の国際秩序になった、と考えられたわけです。これをもう少し詳しく説

明すると、冷戦期には二つの国際秩序があったと考えられ

ます（右図）。まず、ソビエトを中心とする東側陣営とアメ

リカを中心とする西側陣営では構成員が全く違っています。

ソ連側は東欧諸国や中国が構成員で、政治面では社会主義

で、経済面では中央計画経済で合意ができていました。こ

れがソ連側の秩序になります。アメリカ側＝西側陣営は西

欧諸国や日本が中心で、政治的には自由主義、経済面では

市場経済を中心にした資本主義経済を取り入れた自由主義

経済で合意されていました。従って構成員も合意内容も全

く異なる秩序が対立するという状況だったわけです。悪いことに核兵器が開発されて双方の超大国が

核兵器を増産して対峙するということになったので、二つの秩序の間には常に核戦争の恐怖がありま

した。このように冷戦時には自由主義というのは片方の秩序だったということになります。当初の

GATT や IMF、いずれ世界銀行に含まれる IBRD といった組織は世界的な組織として発足しました。

ですが例えば IMF では最初は東欧諸国やソビエトも入って協議していたのですが、冷戦の始まりと

共にそういった国々は離脱していったので、これらの組織は西側陣営だけで存続していくという形に

なりました。 
冷戦が続いていく７０年代～８０年代にどうなっていっ

たかというと、安全保障も経済もそれぞれ異なる合意に基

づいた二つの秩序が併存していくということになりました

（右図）。東側諸国はコメコンという体制を作り東側の中で

結束して経済的体制を作っていきました。一方、西側陣営

は所謂ブレトン・ウッズ体制のもと、IMF や GATT など

の国際組織を中心にして自由主義経済を推進していきます。

冷戦が終結した後、ソビエト陣営のいろいろな統計で、７

０～８０年代にかけて経済成長は西側陣営の方が格段に進

んでいたということが明らかになりました。ソビエト体制が崩壊した一つの原因は、経済的に立ちゆ

かなくなったときに、あまりの軍拡で経済的な疲弊が非常に進んだことであると言われています。一



方、７０～８０年代の西側陣営は大きな経済成長を遂げて国境を超えた経済活動を増大させていった

のです。モノ・カネ・ヒト・情報が国境を越えてどんどんやり取りされる、そういう経済体制を作っ

たということです。また、この時期はそれぞれの陣営に属

さない国々＝非同盟諸国では秩序を作る合意はなされてき

ませんでした。 
冷戦が終わるとどうなったか。冷戦終結とともに東側陣

営が崩れてしまったので F.Fukuyama が自由主義の勝利

と言ったように、自由主義秩序の合意が多くの国でなされ

ました（右図）。構成員は元々属していたアメリカや日本、

西欧諸国などの西側陣営に加え、東欧諸国も次々に自由主

義経済の原則を受け入れていきました。そして BRICS と

呼ばれる国々の中の R＝ロシアもこの自由主義経済陣営の

中に入ってきました。インドも同様ですし、中国も政治体制は異なるものの自由主義経済の原則を受

け入れるということになりました。そして、途上国の多くも自由主義経済諸国に入りましたので冷戦

期に比べて非常に多様な構成員になったということです。過去 GATT と呼ばれる自由貿易を支持する

国々が加盟して作られた組織がありました。冷戦期は西側諸国しか加盟していなかった組織ですが、

９５年に WTO に発展しました。WTO は冷戦終結後に拡大して今では加盟国が１６４カ国になって

います。国連の加盟国が１９３カ国ですのでそれに匹敵するくらいの規模を誇る国際組織になってき

ています。つまり自由貿易の考え方を支持する国が冷戦後一挙に拡大したということです。こういう

ことから自由主義経済の原則は、今では多くの国が受け入れるようになっていると言えます。自由主

義経済の原則について、世界の大多数の国で合意ができている状況が冷戦後今まで続いてきているの

です。 
では、どうして西側でそうした自由主義の国際制度を作

る合意ができたかということについてお話します（右図）。

第二次世界大戦後にできた合意が今まで続いているのには、

まず第二次世界大戦前の反省があると思います。第一次世

界大戦と第二次世界大戦の間＝戦間期は僅か２０年です。

冷戦が終わって３０年経つわけですが、それより短い期間

で第一次大戦後に再度大きな戦争が起こってしまったので

す。戦間期において２０年代はとても繁栄した時代で、歴

史的に希に見る国際協調の時代でした。いろいろな軍縮条

約や現在では絶対に結べないような不戦条約が締結されるなど、第一次世界大戦があまりにも酷い戦

争だったために国際協調が非常に進んだのです。ところが１９２９年に世界大恐慌が起きて、アメリ

カを手始めに多くの国々が保護主義に転じていくことになりました。自国さえよければ他国はどうで

もよいという保護主義政策を多くの国がとることによって、２０年代の繁栄と国際協調から急激に変

化しては次々に対立が起こるという３０年代に入っていったのです。「危機の２０年」というのは国際

政治の研究者で有名な E.H.カーが名付けた言葉ですが、これは安定と危機のコントラストが余りに急

激だったことを表しています。２０年代の国際協調時代のやり方に不満足な国家が、平和的な変革で

はなく武力による変革をしていき、第二次世界大戦が引き起こされたのです。不満足の大きな要因の

ひとつは経済的な保護主義だったと考えられます。不満足国家とは欧州ではドイツやイタリアです。

ドイツには第一次世界大戦に対する非常に多額の賠償を負っていて、世界の経済的繁栄の中で同じよ

うな繁栄を遂げられなかったという不満がありました。日本も不満足国家の中に入っていき、国際連

盟の常任理事国であったにも拘わらず、脱退して多国間主義を放棄してしまいました。これらの反省

から、第二次世界大戦後どのようにすればよいかということを考えると、まずは国内の安定がないと

いけない。具体的には国内の低失業率＝雇用の安定、物価の安定、堅実な経済成長といったことです。

これに加えて国際的な協調＝多国間協調が非常に重要ということです。但し、多国間の協調が優先し



て国内が不安定になるのは困りますから、まずは国内の安定が優先するということになります。例と

して GATT（関税と貿易に関する一般協定）という組織で説明します。GATT の前に ITO（国際貿易

機関）を作ろうとして先勝各国で合意して各国に持ち帰って批准する必要があったのですが、批准で

きた国は二カ国くらいしかありませんでした。多くの国が国内では ITO を作ることには反対だったと

いうことです。これには、国際的な自由を議論する前に国内の問題を何とかして欲しい、国内の産業

をしっかり保護してくれないと困るという反対があったのです。この両面を両立させるのは非常に難

しいことです。当時のリーダー達は、自由主義ですから本来市場に政治が介入するのは良くないこと

ですが、両立のためには国内市場への政府の介入をある程度許容しようと考えました。自由主義とは

いえ、政府がいろいろな役割を果たすような自由主義で第二次世界大戦後は合意した、ということに

なります。そういった合意によって国内の安定と多国間の協調を両立させる、これが西側陣営の合意

でした。 
自由主義国際秩序の内容は、三つに分類できます。一つめは経済的自由です。二つめは政治的自由

＝民主主義体制であり、政治的自由の保障が重要だという合意ができているということ。三つ目は多

国間の枠組を重視してルールに基づき多国間で協調しながらやっていくということ。この三つが第二

次世界大戦後の自由主義体制で重視されたことです。 
このような大きな三つの特徴を持つ自由主義国際秩序ですが、これが動揺していると近年言われて

います。そういう中でトランプ政権が発足したりブレグジット問題などが起こったりしているわけで

す。こういったことがどうして起こっているのかというと、

合意されていた三つの点に対して懐疑が生まれてきている

ということです（右図）。まず、経済的な自由化が進みグロ

ーバル化する状況になると格差が生まれるという問題です。

自由化すると何がいいかというと、当初は誰もが利益を得

る、つまり共通の利益が得られるというものでした。しか

し、経済的な自由主義における考え方では、得られる利益

は平等であるとは言っていないのです。得られる利益は人

によって、産業によって差があります。ですが、市場経済

に関与しないより関与した方が経済的利益が上がる、と言

っているのです。そして、グローバル化が進むと得られる利益に大きな差が出てきている現状は問題

であるという懐疑が生まれてきました。先進国と途上国との間の国家間格差が深刻な問題だと言われ

てきましたが、近年は先進国の国内でも格差問題が起こっていて、これらの格差が見過ごせない状況

になってきています。次に政治的民主主義についても動揺が始まっています。民主主義体制が拡大し

て冷戦後の東ヨーロッパ諸国やアフリカ諸国も民主化しているので、民主主義国はどんどん増えてい

ます。従って、自由主義体制の規模は大きくなっているはずなのですが、近年はポピュリズムが問題

になってきています。排外主義を唱える人が多数の票を集めるというような問題が出てきた。これは

選ばれた人がその権力を排他的に使い出しているということです。民主主義においては選挙が重要で

すが、今では選挙権威主義というべき体制が増えていて、選挙で選ばれたにもかかわらず独裁的な国

が増えてきています。民主主義体制とは名ばかりで、大きな問題を抱えている状況が出てきています。

反面、国際制度、多国間主義については支持が低下してい

ます。トランプ大統領が政権に就いたからこのようになっ

たかというと必ずしもそうではありません。多国間主義で

は自国が譲歩しなければならない状況が出てきますが、そ

れが嫌で自国を第一にする国が増えて問題になっているの

です。つまり、ゼロ＝サム的な見方で、多国間で協力して

共通の利益を拡大していこうという考え方に懐疑的な考え

が出てきているということです。 
今お話ししたことをもう少し詳しく説明します。一つめ



に国家間の経済力の分布に大きな変化が起きているということがあげられます。リーダーとしての役

割を担ってきた先進諸国が、リーマンショック以降経済的に停滞してきて、新興経済諸国、特に政治

体制の異なる中国が非常に台頭してきていている状況があります。これはかつてない状況です。この

ことは一つの指標として前頁の円グラフからも分かります。このグラフは世界の国々のグループが世

界の GDP のどれくらいを占めているかを表すものです。１９９０年時点では G７＝先進国が多くの

部分を占めていますが、世界金融危機後の２００９年では５割を切っています。一方、BRICS の占め

る割合は１９９０年では７％でしたが２０１６年には２２％になりました。BRICS の中では中国とイ

ンドの GDP が高くなっています。こういったことが大きな変化だということです。 
もう一つの問題は先進諸国における所得の伸びの鈍化が

あげられます。右図は非常に有名になった象の鼻の図（エ

レファントカーブ）と呼ばれるものです。横軸は世界の所

得を１００分割してあり、縦軸は１９８８年から２００８

年までの一人当たりの累積実質所得の延びを表しています。

この図から分かることは途上国は所得自体は少ないですが

伸びは非常に大きい、そして先進国の最富裕層の所得の伸

びも非常に大きいということです。一方、伸びが非常に鈍

いところは世界の所得で見て８０％程度の辺り、つまり先

進国の中間層の人々に相当します。ここでの問題は所得の

額より所得の伸びです。先進国では所得はなかなか伸びません。一方で途上国は所得は小さいが伸び

は大きいので、将来に希望がもてる状況なのです。日本の高度成長期のようなものです。こういった

ことをこのエレファントカーブは示しています。 
右図は国連開発計画という国際機関 UNDP が元々作っ

ていたグラフに先ほどのエレファントカーブを横にして併

載したもので、２００６年に Human Development Report
として発表されたものです。これは先進諸国における格差

への不満の背景の説明として使われています。何故先進国

で保護主義的な傾向が強くなっているのか、その背景に何

があるのか。それはこういうことです。左側のグラフはシ

ャンペングラスと呼ばれる有名なグラフで、このグラフは

所得が非常に高い少数の人達が世界中の所得の多くを占有

していることを表しています。縦軸は世界の所得を１００

分割してあるので、上位１％の人が世界の所得の殆ど（９０％以上）を独占しているということにな

ります。このグラフとエレファントカーブを並べると、ある程度所得のある先進国中間層の所得の伸

びが非常に低い。これらの人達は将来への不安を覚え、また今まで享受してきたことができなくなっ

てくるに従い、どうなっているのかという不満を抱きはじめるわけです。自由化しても状況が良くな

らないので、自由化に対する疑問が大きくなっていきます。UNDP はこのグラフからそういった説明

を行っています。 
民主主義とポピュリズムについては、民主的体制にもか

かわらず排外主義が増加している状況が深刻な問題になっ

ています。今までの民主主義国は国際協調への支持が非常

に高かったわけですが、排外主義が増加してきています。

一つは反移民です。それから保護主義です。そして一国主

義への支持が強まってきています。事例としては Brexit、
あるいは欧州諸国で選挙で選ばれた拝外主義的なリーダー

が増えていることなどがあげられます。権威主義的な政権

が選挙権威主義を掲げて台頭しているのです。 



一方で多国間主義の動揺も起き始めています（右図）。外交方策のうち単独の政策はどこからも制約

をされずに勝手にやればよい。二国間の枠組も相手が一カ国なのであまり制約されません。多国間は

最も国家を制約するものです。なぜ第二次世界大戦後に国家を制約する多国間枠組が用いられたかと

いうと、協力から得られる利益が制約によるコストよりも断然大きいからです。そして、一国では対

応できない課題、例えば地球温暖化、感染症、国際経済の安定などの課題があまりにも増えたので、

協力してやらざるを得なくなったからです。それで多国間の枠組が重視されてきたのです。もう一つ

は正当性の付与です。多国間ではルールに基づいて活動しますので、一旦合意が形成されたらそれが

どんな大国であろうと従わなければならない。ですから、手続は非常に明確で守るべき正当性も確保

されるわけです。 
それで多国間での枠組は非常に重要だといわれてきたの

ですが、トランプ政権以前からの現象として多国間主義の

正当性への批判が出てきました（右図）。多国間枠組は先進

国中心主義で途上国は全く意見が言えない、ということで

途上国の発言権を枠組の中で増やしているのですが、増え

れば増えるほど議事の進行は遅れるわけで、合意に時間が

かかりなかなか決まらないという問題が発生しています。

新興経済諸国が台頭してくると、民主主義をそれほど重視

しないような体制の国も多くなってくるわけですから、価

値観が対立するようになるという問題も出てきます。それから、各国内で個別の利益と共通の利益の

両立が難しくなってくると、多国間枠組に協力するための国内支持が得られないということが起こっ

てきます。ここでトランプ大統領が出てきて多国間主義批判をしているわけで、多国間主義はかなり

深刻な状況になっていると言えます。 
その一例として、今大きな問題になっているトランプ政権の通商政策を見ていきたいと思います。

国際経済体制が不安定になってくると各国の経済、国民は大きな影響を受けることになります。それ

でこれは国際的に対応しなければならない課題ということになります。そこでの問題は保護主義です。

保護主義というのは自国を第一に考えるので、他国との間に障壁ができても構わない、という考え方

です。ですが世界的に経済危機が起こったときには、保護主義では協力体制は非常に作りにくくなり

ます。先ほど戦間期の話をしましたが、世界恐慌が起こったことも問題なのですが、実はその対応に

国際社会が失敗したということが最も大きな問題なのです。恐慌後に何度も国際会議が開かれました。

最も有名なのはロンドンで開かれた国際経済会議です。多くの国が集まって世界恐慌にどう協力して

対応するか話し合ったのですが、これは決裂してしまいます。このロンドンの経済会議が決裂したこ

とが大きな引き金になって、次々に保護主義に転じていく

ということになったのです。このように、保護主義が優勢

な状況では世界的危機に対する協力体制が非常に作りにく

くなるわけです。 
もう一つの問題は米中対立です。これは米中の覇権争い

ということです。これには保護主義以外の問題も含んでい

ます（右図）。アメリカは第二次世界大戦後、一貫して自由

貿易体制をリードしてきました。保護主義がいいというよ

うなことは表向きには一切言ってこなかったのです。とこ

ろがトランプ政権になってからアメリカは今までリードし

てきた自由貿易体制はアメリカに良いことをもたらしていないということで、自由貿易体制に対する

不満足国家になってしまいました。そして現状の二国間の貿易赤字はアメリカの損失と言い出しまし

た。かつて８０年代に日米貿易摩擦がありましたが、その時もアメリカは同じような考え方をしてい

ました。 
次頁のグラフはアメリカの貿易収支を表したものですが、２０００年と２０１７年を並記してあり



ます。中国に対してアメリカが多額の貿易赤字を負ってい

ることが分かります。日本に関する貿易赤字は２０００年

より２０１７年の方が少なくなっています。２番目に多い

のがＥＵ、３番目がメキシコです。とにかく中国が断トツ

なのです。ですが、この考え方は経済学的に言うと全く誤

りであると経済学者たちはずっと言ってきています。貿易

赤字を二国間で考えるということは、経済学的にはほとん

ど意味がないといわれています。貿易赤字というのはその

国の貯蓄と投資の差であるというのが経済学的な考え方で

す。ですから全体で赤字を考えるならまだしも、一つの国

との間で考えるというのは意味がないのです。しかし、政治的には、中国がアメリカに追いつき大国

化してきて、貿易赤字を与えアメリカに損をさせている、中国ばかりが得しているという見方をトラ

ンプ政権はとっていて、それに支持が集まっているということです。 
次に保護主義の容認ですが、これも今までになかったことです。今年のＧ７やＧ２０では、保護主

義に対して戦うという文言についての合意を拒否して多国間の枠組を無視して一国で進める、日本や

ヨーロッパとの協調を拒否する姿勢を取っています。また、ＷＴＯに対してもこんな国際組織ではア

メリカは損するばかりだと、一国主義的な政策に傾斜してきています。この一国主義というのはアメ

リカの法律によって他国を裁くということです。アメリカはもともとそういった傾向が強かったので

すが、ＷＴＯができてからそういうことはしなくなっていました。ですが、トランプ大統領は日米貿

易摩擦でも適用された自国の法律である３０１条を活用しています。さらに、安全保障条項である通

商拡大法２３２条も適用して貿易を保護主義化しようとしています。鉄鋼やアルミニウムを制限する

ときはこの条項を適用するので、日本の自動車産業などは非常に困るわけですが、自動車が安全保障

に何故関わるのか不思議な気がします。これもトランプ政権になってからの新しい傾向です。 
先ほど述べたＧ７とＧ２０の最近の状況を見てみましょ

う（右図）。先進国といわれる主要７カ国が参加するＧ７で

は、２０１７年は「開かれた市場を堅持し、保護主義と戦

う」という首脳宣言が採択されました。２０１８年も「保

護主義と闘い続ける」と、トーンダウンしたけれども首脳

宣言に盛り込まれました。しかし、トランプ大統領は会議

後にそんな宣言は承認しないと言い出して顰蹙を買いまし

た。２０１９年では、Ｇ７開催国のマクロン大統領が首脳

宣言を出すことは難しい、と最初から考えて出されません

でした。今まで全ての宣言に入れられてきた反保護主義が

初めて入れられないという事態になったのです。これまでＧ７諸国は自由主義を信じて大筋では一致

団結していたわけですが、そういう状況ではなくなっているということです。一方、Ｇ２０では２０

１７年の共同宣言に「反保護主義が弱められる」という文言が入りましたが、２０１８年には反保護

主義という文言は入らず、２０１９年でも反保護主義については盛り込めませんでした。 
これらの宣言は非常に重要なものであって、今までの多国間主義、自由主義の秩序を支えてきたこ

とに大きな意味を持つ合意が得られにくくなっている、という状況が表れています。 
アメリカは多国間主義がアメリカにとって不利益だという見方をしているわけですが、何故このよ

うな見方をするかというと、これはトランプ大統領の支持基盤が反移民で保護主義的な傾向が強いこ

とが背景にあります。次期大統領選で再選を果たすことを目標にしているので、支持基盤を失うわけ

にはいかない。支持を取り付ける上で重要なので、強く主張しているということです。危機の原因が

全てトランプにあるというわけではなく、危機の結果がトランプを生み出していると考えるべきです。

そして多国間協調が欠如すると、危機への予防政策や対応が弱くなってしまいます。これはとても問

題だと思います。アメリカはまだＷＴＯを脱退していませんので、今考えられていることは、ＷＴＯ



の改革の必要性です。ＷＴＯの改革についてはトランプ大統領が出てくる前から問題になっていまし

た。その問題というのは、ＷＴＯでの合意形成に非常に時間がかかるということです。ですからどう

やってもっとスピーディーにきちんと扱えるか。また、紛争処理の手続にも時間がかかりすぎている

ので、せっかく作った紛争処理の仕組みをどのように有効に機能させるか。日本や欧州諸国はアメリ

カに働きかけながらこれらの改革をして、アメリカが多国間主義の枠組にコミットするようにしてい

きたいと考えています。 
もう一つの米中貿易摩擦の問題です（右図）。この問題は

米中二国間でどんどんエスカレートしているという状況で

す。１０月にはハイレベルでの交渉が再開するといわれて

いますが、なかなか対立が収まる気配はありません。この

問題が二国間だけの問題ならいいのですが、経済で第一位

と第二位の経済大国がこのようになっていると世界経済は

非常に大きな影響を受けます。国際社会の共通の利益を大

きく阻害する可能性があるわけです。どこかで協調しても

らわないと経済的な安定が望めません。 
ですが米中間の対立というのは難しい問題をはらんでい

ます（右図）。一つは政治体制の問題で、政治体制が違いま

すから安全保障上の対立を生みやすいのです。その中でも

科学技術の流出についての危機感がアメリカでは非常に強

い。それから経済での対立では、中国がＷＴＯに加盟して

市場経済に関与しているといっても元々は国家資本主義で、

国家の市場への関与がとても大きい市場経済なのです。Ｗ

ＴＯが目指す市場経済とは根本的に異なると言えます。中

国が国家資本主義を変えるというのはとても考えられない

ので、国家資本主義を容認した上で、ある程度譲歩しない

となかなか折り合いはつかないと思います。一方、アメリカは安全保障と経済をリンクさせていて、

アメリカ国内では対中政策については超党派の支持が得られているというのが現状です。保護主義だ

けの問題なら、トランプ政権の中でも自由主義を打ち出すべきだという人達も沢山いるわけですが、

強硬な対中政策については民主党も支持しているという状況になっています。例えトランプ政権以外

の政権ができたとしても、今のような状況は暫く続くと考えられます。 
私は米中対立の問題に何故多国間の枠組を用いないのかと前から言っています。例えばＷＴＯの場

で国有企業に関する問題、国家資本主義における問題をどんどん出して、日本や欧州など現在経済大

国といわれる国々が多国間の枠組の中で中国の譲歩を迫っていく、というやり方もあると思っていま

す。そうすれば、ある程度国際的に協議ができるということになります。ですが、トランプ大統領は

多国間での行動を全く評価していないので米中対立が続くことになりますが、このままでは落としど

ころが見えてきません。ですから私の考えるように多国間の枠組も用いた方がいいのですが、これに

は価値観の共有が必要なので、今の状況でどこまで価値観

の共有ができるのかが問題になります。 
ここで多国間協調の必要性について考えてみたいと思い

ます（右図）。一国では対応できない問題は確実に増えてい

ます。所謂グローバル・イシューと言われる気候変動や感

染症といった問題です。気候変動については今すぐという

問題ではないかも知れませんが、異常気象のような問題は

起こっているわけです。これを私には関係ない、将来的に

起こるかも知れないが確実ではないから協議できないと言

って放置していいのか。感染症もアフリカのような遠い国



の話で、自国には影響ないというのは大間違いです。こういったグローバルな問題は直近では大変な

問題と捉えないことが多いのですが、直近になると既に手遅れとなってしまう問題ばかりです。です

から、こういった一国だけでは対応できない問題を多国間で協力して対応していくことが非常に重要

であるということになります。危機に対する予防と対応については先ほどからお話ししているとおり

です。 
次のルールに基づいたガバナンスに関しては、国際社会での正当性にはルールに基づいていること

が必要だということです。アメリカが自国の法律を使って二国間で多くの国々に譲歩を迫るというや

り方を続けていくと、恐らくアメリカの正当性というのは落ちてくると思います。ブッシュ政権が単

独でイラクへの武力行使を行ったとき、アメリカの権威は著しく落ちました。それと同じようなこと

が起きる可能性は大きいと思います。但し、多国間協調を取り戻すには多国間協調に共通の利益があ

るということを各国、各国民が感じないと難しい。重要なことは国内での支持を取り付けることにな

ります。個別利益と合致する共通の利益を提示していくということ。これは政治家がリーダーシップ

をとってやっていかなければならないことで、国内で分断を煽るようなリーダーでは共通の利益は提

示できません。 
最後に日本にとっての多国間協調についてお話しします

（右図）。日本は他の国に比べて多国間協調が絶対に必要な

国である、と私は思っています。それは、日本が天然資源

に乏しい国だからです。各国との友好関係は経済的に必須

の条件なのです。日本が国際社会から孤立して生きていく

ことはできません。第二次世界大戦後日本が経済大国にな

ったのも、多国間の枠組に入っていってそこで利益を得な

がら経済成長を遂げてきたからです。ルールに基づくガバ

ナンスについても、日本はずっと追求して対応してきたの

で非常に安定しています。日本が一国主義外交ができるかというとできません。二国間外交は併用し

てやることになりますが、多国間で協力してやっていくということができないと外交的に難しいこと

になるということです。 
そういう日本としては、多国間のルール・メーキングに主導的に関与することが重要です。アメリ

カが離脱したＴＰＰを、日本が積極的に関与して最終合意に持ち込んだのは一例ですが、こういった

対応を必要とする事例が今後も多くなってくるかも知れません。それからグローバル・イシューへの

対応の必要性について内外を説得する、ということも日本の課題だと思います。これからはＳＤＧｓ

（持続可能な開発）が途上国だけでなく先進国でも必要になります。これは、お金で換算できないよ

うな社会的価値をしっかり達成していくということです。こういったことについても日本はどんどん

発信していく必要があります。次に「共通の利益」と「個別利益」を一致させる方策をどのように考

えるかです。これは国内政策の課題でもあります。国内で格差が拡大しているのに国際協調しよう、

といってもなかなか難しい。ですから国内で我々はどのような社会を目指すのかについて合意して、

それによって国際的な協調からも利益が得られるということを示すことが、ひいては日本の個別利益

にも反映するということになります。アメリカのように国内が非常に分断化するようなことがないよ

うに、どのような社会を目指すのかということを、私達は積極的に考えていかなければなりません。

ここは私たち一人一人が留意して考えていかなければならないことだと思います。 
以上で私の話を終わります。ご静聴ありがとうございました。 

 

【質疑】 
Ｑ：グローバル・ガバナンスに関して、先生は国連に期待されていますか。 
Ａ：私は期待しています。但し、平和と安定に関しては安全保障理事会が大きな力を持っていますの

で、アメリカとロシアが対立するような例えばシリア問題では、なかなか解決の道筋が見えませ

ん。国連が機能を発揮するとしたら、ＳＤＧｓや社会的格差の問題などだと思います。国連は国



家だけでなく、ＮＧＯや企業もコミットさせてグリーンビジネスなどをもり立てていこうとして

います。欧州ではこうしたことが大きな動きになっていると聞いています。そういう意味では国

連は機能を果たしていると思います。 
Ｑ：ＭＭＴ理論について先生の考えをお聞かせください。 
Ａ：ＭＭＴ理論（Modern Monetary Theory）はアメリカの民主党左派の人達が取り上げています。

この理論の成功例として MMT 支持者があげているのは日本ですが、多くの経済学者は非常に危

険だと言っています。日本では日本国民が国債を沢山買っているので割と安定していますが、国

外の投資家が国債を買って日本が危ないとなって売り払ったら、経済的に大きな影響を受けるこ

とになります。私は経済学者ではないので詳しくは説明できませんが、日本が例に挙がっている

というのはその特殊性を加味して考えなければならない問題ではないかと思っています。 
Q：各国は多国間協調より国益を基準に活動することになるのではと思いますが如何でしょうか。ま

た、自由主義経済を信じてこれからも進んでいいのでしょうか。 
A：国が国益を考えて外交政策を行うのは当然のことです。自国の主権を委譲しても良いという国民

の支持があれば、多国間協調が進んでいくと思います。EU の場合は、恐らくできないだろうと

言われていた通貨統一までしてしまった。これによって、例えば EU に加盟した南欧諸国が多く

の利益を得たことは間違いないと思います。ですが、各国の事情が変化すると不満が出て来るわ

けです。多国間協調は、一旦合意したらそれをずっと守らなければいけないということではなく、

変えていかなければ長続きしません。多国間協調に関しては、各国の利益に敏感になりながら、

ある程度上手く変えていかなければいけないと思います。 
   グローバル化、自由化で格差が広がっていることは事実です。但し、自由化だけが格差を広げ

ているのではないということはいろいろな研究が示しています。今、格差を一番広げているのは

技術の革新だと言われています。技術革新は社会成長に必要ですが、古い技術を使っている人達

は取り残されるということになるので、両刃の刃になるわけです。グローバル化の問題について

は、ある程度調整することが必要だと私は思っていますが、自由主義だけの問題ではないことも

押さえておかなければいけないと思います。 
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