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トランプ政権のアメリカと日米関係
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ジェラルド・カーティス 氏　講演抄録
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Point
❶   トランプ政権を誕生させた第1の要因は、アメリカの行き過ぎた資本主義への反発であり、現体制
への反発。それには、広がりすぎた経済格差と不平等、グローバリゼーションや移民の増加により
職を奪われた、特に中西部の白人労働者層の不満などが大きい。これは、短時間では解決しない。

❷   一方、本来労働者や中産階級など経済弱者の味方であり、リベラルを旗印にしていた民主党が変質
し、リベラルの重点が経済的な意味合いから社会的な意味合い（アイデンティティ・ポリティクス）
に移り、「リムジン・リベラル」といわれるように変質し、民主党が中産階級からの支持が得られ
なくなったことにある。

❸   北朝鮮問題に関しては、制裁と同時に出口戦略を考えておくことが重要であり、この役割の一端を
中国に期待する。軍事オプションは限りなく大きなダメージを双方に与える。

❹   カーティス教授の門下生のように、海外で教育を受け、「世界や日本を外から見る目」を持ち、若
い世代の気持ちを実感できる政治家が日本の政界で力を発揮できるようになり、日本の政治が変
わっていくことを期待する。
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　（株）東レ経営研究所では、2004年 12月以来、
上級MOT短期集中「戦略的技術マネジメント研修」
を年2回（春開講コース、秋開講コース）開講し、
2012年からは年1回開講の「MOT名古屋経営塾」
を加え、これまでに500名以上のMOT人材を輩出
しています。また2013年には修了生の全期合同同
窓会「T-MOTマスターフォーラム」もスタートし
ました。このフォーラムでは、修了生間のさらなる
交流と、より広いネットワークの構築を目指すとと
もに、今後グローバルに活躍する次世代の企業経営
者育成を目指したMOT研修のエクゼクティブコー
スとしての性格を持つ「T-MOTエグゼクティブ
フォーラム（宮木塾）」を開催。政治・経済・社会・
国際関係・文化・歴史など幅広い分野から一流の講
師をお招きし、幅広い教養と見識を身につける活動
をしております。

　今回は50年にわたり日本の政治を見てこられた、
著名なコロンビア大学の政治学者ジェラルド・カー
ティス先生をお招きし、講演会を開催しました。

（2017年 5月 29日：東レ（株）本社）
　先生からは、日本国内のマスコミ等の情報からは
なかなか得られないアメリカ社会の現状と、外から
見た日本政治、日米関係、東アジア情勢などについ
て、丁寧に解説していただき、大変興味深い有益な
お話を伺い、理解を深めることができました。
　今回の講演は2017年 5月末に行われたものです
が、トランプ政権誕生から1年になる昨今も、状況
は全く変わっていないと思われます。毎年ニュー
ヨークと東京を何度も往復しながら多忙な時間を過
ごされているカーティス先生のお話を、筆者は年3
回ほどお聴きする機会があります。今後はMOT研
修修了生にも最新情報、特に「外から見た日本」に
ついての見解をお聴きする機会を設けていきたいと
考えております。

（チーフディレクター　宮木宏尚 記）

はじめに　
－若い日本の政治家たちへの期待－
　僕は一昨年、四十数年教えていたコロンビア大
学を引退しましたが、この間に教えた15人ほど
の日本の政治家に注目しています。教え子たちが
色々な分野で活躍するのを見ると、やはり大学教
授をやって良かったと思います。
　安倍首相は、もう一期2021年まで総理大臣を
続けることはほぼ間違いないと思います。来年9
月の自民党総裁選挙には、石破、野田、岸田氏な
どが出るかもしれませんが、安倍首相が勝つのは
ほぼ間違いないと思います。そして2021年に安
倍首相が辞めるときには、今名前の挙がった方々
は「過去の人たち」になります。従って2020年
代の日本の政治は大きな変化が起きることになる
と思います。僕の教え子の小泉進次郎、加藤鮎子、
古川元久といった若い政治家が、フランスのマク
ロン大統領のように日本の政治の第一線で活躍す
ることになります。
　年齢を重ねた政治家たちと違って、女性活躍、
子どもの教育問題といった若い人々の気持ちが実
感できる若い政治家が力を持つようになると、よ
うやく日本の政治が変わっていくのではないかと
感じています。
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1．スタートしたトランプ政権の現状
－いまだに体制の整わないトランプ政権－
　今日は日本ではなく、アメリカの政治の話をし
たいと思います。
　ご存じの通り、昨年の11月には、ほとんど誰
も想像していなかった大統領選挙結果になって、
ドナルド・トランプという今まで政界にも選挙に
も何の縁もないニューヨークの不動産屋が、共和
党を「ハイジャック」して候補になり、大統領選
挙で勝利しました。「トランプが勝った」というよ
りは「ヒラリーが負けた」と見た方がいいと思う
結果になりました。
　トランプが大統領に就任してから、もう4カ月
半ですね。どの政権も当初は人の交代や政策の優
先順位どうするのかなど、色々な混乱は付き物で
すが、3～ 4カ月たてば落ち着いてくるものです。
しかしこの政権は、落ち着くどころか、ますます
混乱し、毎日想像もしないようなことが起こりま
す。いきなり発信されるトランプのTwitter。娘
婿 J・クシュナーのロシア疑惑のニュースが流れ
ると、ヨーロッパ訪問から戻ったばかりのトラン
プは翌朝、「これはフェイクニュースだ」と
Twitter で発信する。メディアもこの問題ばかり
取り上げる。このような状況が今後4年間も続く
ようになったら、一体この国はどうなるのか、ま
た世界はどうなるかということが、非常に心配で
す。
　アメリカの場合、政権が変わると政治任用ポス
ト（Political Appointee）がたくさん出てきます。
今のところ、トップの550人の政治任用ポストの
中で決まっているのは25名しかいません。リス
トに載っているのも35人ぐらいしかいません。
その理由の一つは、外交について、トランプにつ
いて批判的なことを言った人は、全部ホワイトハ
ウスから排除させられるからです。ホワイトハウ
スのアジア担当になると考えられていた私の友人
も、そんなことでダメになりました。今、アメリ
カの外交専門家でトランプの悪口を言わない人は、
ほとんどいません。だから誰もトランプ政権に入

らない。実際、トランプ政権の外交担当で外交の
分かっている人はほとんどいなくて、中心で外交
を担っているのは36歳の娘婿のクシュナーで
す。彼もニューヨークで不動産業をしている人で、
全く政治の経験はないし、分かってもいない。し
かしながら、中東問題、中国との関係など色々な
外交課題をクシュナーに依存しているのが現状な
のです。
　
2．トランプ大統領誕生の要因
　トランプ大統領は、普通のアメリカ人と違う嫌
なところがたくさんあります。どの国にも “人の
持っているベストを引き出そうとする政治家” と、
“ワーストを引き出そうとする政治家” がいます。
理想を訴えて支持を得る人。オバマはその一人だ
と思いますが、こういうタイプも人もいれば、ア
メリカ人の中にある暗いところ、例えば人種差別
やイスラム教に対する偏見とか、これを煽ろうと
する人もいるわけで、それがドナルド・トランプ
なのです。ですから私から見れば、とんでもない
人だと思いますが、いくらこのことを批判しても、
アメリカの現状は変わりません。つまり、彼が大
統領に選ばれたそれなりの理由があるのです。な
ぜ、このような本来大統領になってはいけない、
また大統領になる資格が全くないような人が選ば
れたかということを考えなければなりません。
　トランプは面白い、変なことばかりやる、色々
なスキャンダルやうわさがある。それが面白くて
メディアはそればかり取り上げる。日本でも、加
計学園問題など、そればかりを取り上げる傾向が
あります。しかし、アメリカが、どうしてこうい
う人を大統領にしたかということを考える必要が
あると思います。
　選挙の結果を地図で見れば、民主党のヒラリー・
クリントンが勝ったのは全部東海岸と西海岸で、
中央部の州で彼女が勝ったのは四つの州しかなく、
ここではほとんど全部で共和党のトランプが勝ち
ました。その中には、ペンシルベニア、オハイオ、
ウィスコンシン、ミシガンという労働者が多く、
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製造業の工場も多い、本来は民主党が伝統的に強
いところです。ヒラリー・クリントンは、ニュー
ヨーク、カリフォルニア、マサチューセッツといっ
た人口の多い東海岸、西海岸の州で圧倒的な力を
示し、多くの票を取ったことから、得票数ではト
ランプよりも300万票ぐらい多い票を集めました
が、選挙人制度（Electoral College）があるアメ
リカでは、真ん中の州で勝てなかったヒラリー・
クリントンは選挙に勝てなかった。以前は民主党
を支持していた労働者階級が今回は民主党に入れ
なかった。その理由はいくつかあると思います。
　
－行き過ぎた資本主義　経済格差と不平等－
　まずは、アメリカ社会は他のどの先進国よりも
経済格差、不平等（inequality）が圧倒的に大きい
ということです。よく言われる、1％対 99％。1％
のアメリカ人がアメリカの総生産の20％を占めて
います。20%のアメリカ人は、この20年間で少
しずつ生活水準は上がっていますが、80％の人た

ちの生活水準は、この20～ 30年全く上がってい
ません。
　ラストベルトと呼ばれてさびれているオハイオ、
ミシガン、ペンシルベニアといったところは労働
者の失業率が高くなっています。工場が閉鎖し、
メキシコや中国、他の開発途上国に工場が移転し
ていっている。どの国にもグローバリゼーション
（globalization）があるから、仕事を失った人たち
は、新しい仕事、新しいノウハウを覚えて、新し
い仕事に就かなくてはならない。日本など先進国
も、グローバリゼーションによって仕事を失った
人たちを再訓練し、新しい仕事の斡旋をするとい
う姿勢がありますが、そのような国の支援や、貿
易によって被害を受けた人たちへの援助が少ない
のがアメリカです。だから、不平等や経済格差に
対しての怒り、またグローバリゼーションの被害
を受ける人たちに対する救済策のないことに対す
る怒りが大統領選挙では爆発的に表れて、“民主党
のクリントンはわれわれのことを全く考えていな
い” と思う人たちの票がトランプの方に流れたわ
けです。
　ヒラリー・クリントンは、トランプ支持者の半
分ぐらいは、人種差別の気持ちが強い、イスラム
に対する恐怖感を持っている、あるいはLGBT1

に対する偏見を持った人たちであり、「軽蔑すべき
人たちがトランプを支持した」ということを選挙
中に言ったんです。その発言でクリントンの票は
減ったと思います。彼女はロシアの陰謀があって
票が減ったと思っているらしいけど、そうじゃな
い。自分の言ったことによって票が減ったと言っ
た方が、正しいと思います。トランプも嫌だけれ
ども、それでも、現体制を一度つぶすということ
をやった方がいい、ということで彼を選んだと僕
は思っています。ですから、この選挙結果の背景
には、まずアメリカのこの行き過ぎた資本主義、
過剰な勝者と敗者を生み出す、アメリカの金融資

1    女性同性愛者 Lesbian、男性同性愛者 Gay、両性愛者 Bisexsual、性同一性障害 Transgender の頭文字を取った、性的少数者を
指す。
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本主義に対しての反発が強かったのだと思います。

－グローバリゼーションに対する反発－
　次に、グローバリゼーションに対しての反発。今、
トランプはフリートレード（free trade）ではなく
てフェアートレード（fair trade）と言っています
ね。ですから、このフリートレードによって自分
は損するというトランプの言葉に結構賛同する人
たちが多いということです。ですから問題はグロー
バリゼーションではなくて、グローバリゼーショ
ンから派生する問題。グローバリゼーションによっ
て、国全体の経済は良くなります。アメリカの経
済は良くなっている。GDPは他の先進国よりも増
えています。ただ、その中ですごい被害を受けて
いる人たちへのセーフティーネットが非常に弱い
ということだと思います。一般のアメリカ人は、
NAFTAという貿易協定があったから仕事がメキ
シコに行った、あるいは中国が為替操作をしてモ
ノが安く作れるようにしているから仕事が中国に
移転したなど、それに対しての反発があるのです。
　
－アメリカのTPP参加はあり得ない－
　ご存じの通り、TPPに対しては、トランプだけ
ではなく共和党の大統領候補者になろうとした16
人、また、民主党の大統領候補者になろうとした
バーニー・サンダースなど、皆TPPには反対で
した。
　不思議なことに、まだ日本の政府は、そのうち
トランプは考え直して、あと1～ 2年したら米国
もTPPに入ってくるだろうと思っているようで
す。それは絶対あり得ないと僕は思います。アメ
リカ抜きの11カ国でTPPの交渉をしていると、
アメリカがこれを見てやはりアメリカも入らない
といけないということになるだろうと考えてい
る。これは不思議で仕方がない。TPPは絶対にな
い。いわゆる多国間貿易協定（multilateral）は、
少なくともこの政権がある限り、アメリカは参加
しないと思います。

－人口構成の変化－
2045年には白人は50％以下に

　選挙結果を生んだ背景にあるもう一つの問題は、
アメリカの人口構成の変化です。
　2045年（30年以内に）には、白人人口が過半
数を切ります。アメリカ人の3人に 1人がヒスパ
ニック系になります。今から2年後、2019年まで
に 0歳から 18歳までの人の過半数は非白人人口
になります。ですから20年、30年先になれば、
全人口の過半数は非白人人口になります。一番増
えているのはヒスパニックの人たち。次はアジア
の人。黒人の比率は14％くらいで、増えても減っ
てもいない。要するに今まで白人が過半数である
国から、より多人種な社会になりつつあるのです。
これはアメリカのダイナミズムにつながることで
あって、移民も多くて「いろんな人種が入ってきて、
みんなアメリカ人になって頑張ると」いうのがア
メリカの力だと思うんです。しかしトランプは逆
に、これが問題だというわけです。トランプの政
権の中には伝統的な右翼ではなく新右翼、ホワイ
トナショナリズムを主張する人たちが、その中枢
にいます。
　この人口構成の変化によって、今までお金がな
くてもわれわれがこの国の主流だと考えていた人
たちは変な不安感を持ちます。
　
－「リベラル」の変質－
“アイデンティティ・ポリティクス” と

“リムジン・リベラル”

　最近の民主党は、いわゆるアイデンティティ・
ポリティクス（identity politics）ということを非
常に重視しています。
　最近、リベラルということの意味が随分変わっ
てきたと思います。私が若い頃のリベラルの意味
は、経済的に困っている人たち、弱い立場にある
人たちのことを考えた政策を作ろうとすることで
した。だから、リベラルというのは、経済のこと
を中心に考えて弱い立場の人たちを助ける、労働
者、中産階級の人たちを助けるのが民主党のリベ
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ラルの発想で、金持ちを代表するのが共和党でし
た。これが伝統的なアメリカの政党政治であった
のです。しかし、今、民主党がいうリベラルは、
ほとんど経済と関係のない、LGBTの人たちの権
利を認める、マイノリティグループのことを考え
る、あるいは気候変動の問題や中絶が許されるか
どうかなど、いわゆる社会問題（social issue）で
リベラルな立場を取るのがリベラルだとなってい
ます。そのことも大事だと思いますが、そのアイ
デンティティ・ポリティクスを強調し過ぎる一方
で、このラストベルトの経済的に困っている人々
のことに対しては、何も言わない。それが、今の
民主党の最大の問題であり、これがトランプを勝
たせた一番の理由だと思います。
　選挙戦の最後の頃テレビを見て、「これはひょっ
としたらトランプは勝つかなぁ」と思いました。
その前から「勝つ可能性がある」と、色々なとこ
ろで話はしていたのですが、ヒラリー・クリント
ンが選挙の最後のイベントをフロリダ州マイアミ
で開催し、たくさんの集まった人たちに向けた演
説をし、ビヨンセやケイティ・ペリーなどの歌手
や、色々なセレブが出てきて、大きなショーをや
りました。そこにいる人たちは皆喜んでいました
が、私はそれを見て、工場がメキシコに移り仕事
を失った中西部の人たちやそのファミリーが、こ
のテレビを見て「いいなぁ」と思うだろうかと考
えました。 逆に「この人たちは、われわれと全く
違う世界に住んでいるのだ」というふうに考え、「そ
れならば、トランプのほうが良い」ということを
考えるのは当然でないでしょうか。それを分から
ない民主党に、僕は腹が立って仕方がない。僕は
これまでもずっと民主党の支持者ですが、今の民
主党は本当にだめだと思っているし、一番の問題
は、なぜ負けたかということをまったく反省して
いないことです。ですから、世論調査でも、トラ
ンプの支持率が減っていても、民主党の支持が全
く増えていません。逆に減っているのです。この
危機的な状況にあるにもかかわらず、負けたヒラ
リー・クリントンは最近あちこちの講演で、ロシ

アによるメールのハッキングとか、FBI長官が彼
女のメールを問題化したとか、まだアメリカ人は、
女性を大統領にすることに対して抵抗感があるか
ら自分は負けたなどと言っていますが、とんでも
ないと僕は思います。女性であるということは、
ハンディキャップであることは間違いないと思う
し、抵抗もあると思います。しかし、考えてみれば、
女性と黒人のどちらに対して差別が強いだろう
か。白人の常識では、残念ながら間違いなく黒人
に対する差別や偏見がまだあるのです。それでも
オバマは黒人でありながら大統領になれた。なぜ
かというと、そのハンディキャップを乗り越える、
人の心をつかむものを持っていた。そういう、人
を引っ張る魅力を感じさせるものをオバマは持っ
ていたから、アメリカの歴史上初めて黒人が大統
領になったんです。しかし、ヒラリー・クリント
ンは、女性であるというハンディキャップを乗り
越える何かを持っているのではなくて、「何もな
い」。ということで、彼女は負けたと思います。
　英語で「リムジン・リベラル」という言葉があ
ります。リムジン・リベラルというのは、まさに
ヒラリー・クリントン、民主党の指導部の人たち
を象徴する言葉です。要するに、リベラルな立場
や姿勢、発言をしながら、運転手付きの車に乗って、
金持ちばかりと付き合って、上から目線で人を見
る。これがリムジン・リベラルと。残念ながら今
の民主党はリムジン・リベラルに支配されている
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政党であると言って過言ではないと思います。昨
年8月の選挙中、ヒラリー・クリントンは、ウィ
スコンシンなど中西部には一度も行かず、ニュー
ヨークの大金持ち相手に毎晩資金集めのパー
ティーを開き、集めた資金を主にテレビ広告に使
いました。その戦略で当選できると思っていたの
です。面白いことは、最近民主党を支持する金持
ちが非常に増えています。なぜ金持ちが民主党を
支持するか。今のアメリカの金持ちの中には、ヘッ
ジファンドとかベンチャーで40代で億万長者に
なる若い人たちが多いのです。この人たちは、財
布は共和党的だけども、心は民主党。彼らにはア
イデンティティ・ポリティクス、社会問題にリベ
ラルな人たちが非常に多い。一方、今の共和党は
ますます保守的になって、中絶禁止とか同性婚に
反対すると言っている。そういう立場の共和党を
彼らはとても支持できない。だから、民主党を支
持する金持ちが多くなって、リベラルの意味が変
わってきた。ヒラリー・クリントンは、そういう
人たちが友達なのです。
　ですから、この選挙の結果を見ていますと、ア
メリカの社会変動が非常に大きくて、仮にトラン
プが途中で辞めても、これでアメリカが元に戻る
ということはあり得ないと思います。この社会的
問題、不平等の問題。この分断している米国社会
を再びどのように統合するのかという大変な問題
は、ポスト・トランプ時代にも続きます。

3．新しい政策が実現できないトランプ政権
－オバマケア・減税－
　トランプ政権がスタートして4カ月が経過しま
したが、議会で何一つ重要法案を通しておらず、
何もできていません。オバマケアという健康保険
制度の見直しを、共和党は7年間も言い続けてい
ますができていません。この間下院では新しい健
康保険法案を通したものの、上院では同じ共和党
議員が反対していて、法律になる可能性はゼロで
す。もし見直しになれば2,300万人が健康保険を
失います。そうすれば来年の中間選挙で共和党は

惨敗するでしょう。
　先進国の中で、整った健康保険や介護保険がな
い国はアメリカだけです。日本では1年間滞在で
きるビザがあれば、誰でも国民健康保険に入れま
す。日本の健康保険制度の素晴らしい点は歯科治
療も保険でカバーしていること。アメリカでは考
えられません。この素晴らしいことを、なぜアメ
リカではできないのか、と思わざるを得ません。
オバマケアはとても複雑な制度で、ある程度高等
教育を受けている人でも理解するのは非常に難し
い制度です。アメリカの高等教育受けておらず、
収入の少ない人たちが特に必要としている制度で
あるにもかかわらず、トランプ政権ではオバマケ
アを変えようとしています。
　次にトランプ政権が公約に掲げているのは減税
ですが、これは金持ちのための減税であって、中
西部のラストベルトで困っている人たちや一般の
人たちのための減税ではない。しかし、これの実
現は見通せないので、結論が出るまで少なくとも
これから半年以上はかかるでしょうし、何一つ政
策が実現するような感じではありません。しかし
一方でまだ期待は高いので、ベースになっている
人たちの支持はまだ減っていません。いつまで持

特別レポート



2017.12　経営センサー
1111

つかは何とも言えない感じです。

4．トランプ政治と日本
　日本との関係に限れば、一番関心があるのはト
ランプ政権の外交政策で、現時点では、選挙中の
発言はほとんど今の政策に影響を与えていないと
いうことです。選挙中に日本については、日本は
「unfair trader」、貿易では非常にアンフェアなや
り方をやっているのでさらに厳しい貿易政策を取
る。防衛問題では「free rider」だから日本は米軍
の駐留経費負担を一層増やすべきで、さもなけれ
ば日本から軍を退かせるから、後は自分でやれと
言ったりしました。しかし大統領就任後は一切そ
のことを言わないようになりました。これは非常
に良かった点です。
　その一つの理由は、安倍首相のトランプ大統領
に対しての対応の仕方が見事であったということ
です。トランプのことをよく調べて、どういうふ
うに彼を喜ばせて、日米関係を良い方向に引っ張っ
ていけるかということを見事にやったと思います。
　ご存じの通り、就任してから安倍首相はワシン
トンに行ってトランプに会いました。その1週間
前にはイギリスのメイ首相、その後ドイツのメル
ケル首相が訪問しましたが、ヨーロッパの同盟国
のリーダーたちは、トランプの移民に対する厳し
い態度、気候変動条約を否定する発言などに対し
て、批判的な発言をする訳です。一方、安倍首相
は難民問題とか移民の話は一切しない。日本は、
この問題について発言する立場にないからです。
とにかく安倍首相はトランプを批判しない。トラ
ンプは批判されるとすぐに反発する人ですから、
安倍首相は上手にトランプを立てながら、色々と
教えるという態度をとったわけです。ワシントン、
フロリダのトランプの別荘では、トランプは終始
聞く側だったそうです。
　「トランプはよく人の話を聞く」という話を聞き
ます。普通トランプのような人は、周りにイエス
マンばかり集めるのですが、僕がトランプをある
意味では評価するのは、非常に気の強い、また違

う意見を持っている人たちを周りに集めていて、
色々な人の話を聞いて、それで最終的に自分が何
かを決めるというスタンスでいることです。
　確かに安倍首相は上手にトランプと良い関係を
作った。安倍首相とオバマとの関係は、非常にビ
ジネスライクで、親密に見える人間関係を作れな
かった。オバマは素晴らしいリーダーであった面
もありましたが、良い政治家になるために一番大
事なことは、良い人間関係を築くことですが、オ
バマはこれができなかった。ヨーロッパのリーダー
たちは皆同じことを言うのですが、トランプは非
常に温かい人で、安倍首相とは「非常に気が合う、
馬が合う」ということだったらしい。安倍首相は、
トランプとかプーチン、トルコのエルドアンとい
う人たちと非常にうまくやる方です。安倍首相が
上手に対応したから、トランプは嬉しくてワシン
トンで握手するときに19秒も手を離してくれな
かった。そして共同声明を発表したときにも、選
挙の最中に日本を非難する内容には一つも言及し
なかった。だからとても良かったと思いました。
　日本にとって今のトランプ政権は悪くないと思
う理由の一つは、日本に対しては厳しい要求をし
ていないことですが、ただいつまで続くかは分か
りません。例えばドイツに対しては、「Germany is 
bad, really bad.」とトランプはG7のときに言いま
した。Germany is bad というのは、アメリカとド
イツの2カ国間でアメリカの貿易赤字が大きいと
いうことですが、しかし、ドイツのアメリカに対
しての貿易黒字が、ほぼ日本のアメリカに対して
の貿易黒字と同じ額である状況下で「Germany is 
bad, Japan is good」は矛盾していると思います。
ですから、いつか対日貿易赤字が問題になる可能
性は大いにあると思います。ようやく先週、米国
通商代表部の代表にロバート・ライトハイザーが
任命されましたが、彼は結構日本に対して厳しかっ
た人なのです。貿易問題はそのうちにまた取り上
げられると思いますが、これはたいしたことでは
ありません。
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5．北朝鮮問題　
－制裁と軍事オプションの可能性－
　一番大事で、日本にとって有り難いのは、北朝
鮮に対してトランプ政権は非常に厳しい態度を
取って「対抗手段の全てがテーブルの上にある」
として、軍事行動を含めてあらゆることを想定し
て北朝鮮の核兵器、ミサイル開発を止めさせると
明確にしていることです。
　トランプは、外国との関係においては、同盟国
であろうが敵対国であろうが全て取引交渉（deal 
meeting）であり、G7で見たように「われわれは
同じコミュニティである」という発想がトランプ
にはありません。全てにおいて取引（deal）とし
て考えています。
　北朝鮮問題については、トランプは中国と取引
をしようとしていて、中国が北朝鮮問題で協力し
てくれれば、経済問題、貿易問題について厳しい
要求はしないことを習近平に伝えている訳です。
北朝鮮の核兵器開発を止めさせる手段があるとす
れば、それは中国が厳しい経済制裁を北朝鮮に対
して実行することです。北朝鮮の石油は全部中国
から来ているので、その石油を止めれば金正恩体
制そのものがつぶれる可能性も出てくるから、中
国が協力して北朝鮮にすごいプレッシャーをかけ
るのが一番大事だと思います。だからトランプは
中国に対してそういう協力を求めているのです。
　問題は、北朝鮮が米国まで届く ICBMの発射実
験をするときに、アメリカがそのミサイルを撃墜
する、あるいは発射基地を爆撃するような場合に
は、再び朝鮮戦争になると思います。北朝鮮は、
アメリカが北朝鮮に対して軍事的な行動を起こせ
ば、韓国、日本に対して必ず報復すると思います。
本当は軍事オプション（military option）は考えら
れないことであり、非常に危険です。昨日、マティ
ス国防長官は記者会見で「もしも北朝鮮との軍事
的な衝突になれば信じられないような被害が出て
くる」と発言したのは、別に核兵器を使わなくても、
韓国人の4分の 1が住む首都ソウルが北朝鮮から
30マイルしか離れていないので、何百万人もの被

害者、死者が出ることになるので、この意味で軍
事オプションはなかなか使えないと思います。し
かし「トランプは軍事オプションを使うかもしれ
ない」と思われていることで、とどまっている今
は非常に助かっている訳です。
　オバマだったら軍事オプションは絶対にないと
中国は見ていました。オバマの場合北朝鮮に対し
ては、戦略的忍耐（strategic patience）という政策、
戦略であったのですが、これは別に戦略的でもな
ければ忍耐でもなく、無関心（indifference）であっ
たと見る方が当たっていると思いますが、中国は
「オバマは “戦略的忍耐” だから何もしない」と考
え、金正恩もそう思って8年間のフリーハンドを
与えられて核兵器の開発を進めてきています。
　しかし、トランプは分かりません。ひょっとし
たら軍事オプションを実行するかもしれない。そ
うしたら戦争になったり、あるいは北朝鮮の難民
が中国に越境してきたりして大変な事態になるか
ら、今、ようやく中国が、初めて北朝鮮に対して
より強いプレッシャーをかけています。昔、ニク
ソン大統領の時、ベトナム戦争の最中に、キッシ
ンジャーに指示したのは、北ベトナムに「俺は核
兵器を使うかもしれない」というメッセージを伝
えてくれということでした。核兵器を使うつもり
は全くなかったけれども、使うかもしれないと相
手に思わせることで初めて和平交渉ができると
思っていたという有名な話ですが、「トランプも、
北朝鮮に対して軍事オプションを使うかもしれな
い」と中国に思わせることが大事なのです。
　僕は、北朝鮮の脅威に対して、日本のリアクショ
ンが過剰だと思っています。例えば、北朝鮮がミ
サイルの発射実験をすると一時的に新幹線を止め
る、JRとか地下鉄も止めるということがありまし
たが、そこまでやらなくても良いのではないかと
思います。新幹線や電車を止めるのが安全かどう
かという点では、意味不明な措置と思います。北
朝鮮が日本国内に、今、ミサイルを撃ち込めば、
直ちにアメリカによる報復が始まり戦争に至るこ
とは明白です。金正恩はひどいリーダーですが、
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そんな非合理的な人物だとは思っていません。日
本人の恐怖感をあおるようなことを、この金正恩
政権は行っているように思いますが、この日本の
対応についてある関係者は「とにかく、アメリカ
も日本も韓国も、アメリカが軍事オプションを使
う可能性は大きいということを中国に思わせるこ
とが大事で、そのために北朝鮮がミサイルを発射
したり、核実験したりすることによって日本はこ
こまで緊張感、恐怖感を持っており、日本も何を
するか分からない。安倍首相は、これ以上北朝鮮
がミサイル発射あるいは核実験を行えば具体的な
対策を取らなければならないと言っている。だか
ら、中国がプレッシャーをかけ、とにかく北朝鮮
の行動を止めさせないといけないと中国に思わせ
ねばならないからだ」と実にうまい言い方をされ
ていました。
　このゲームは非常に危険で、誤解から戦争にな
るという危険性はいつもあります。昨日のマティ
ス国防長官の発言、つまり北朝鮮との軍事的な衝
突に至れば信じられないような被害が出るという
ことを、さまざまな機会に発言してもらわないと
困ると思います。
　「歴史は繰り返す」ではありませんが、やはり歴
史的な教訓というものがあります。今の北朝鮮と
の関係で思い出すのは1941年の日米関係です。
1937年から日本は中国本土（満州）で戦争状態に
なっていて、1941年夏に日本では軍国主義が圧倒
的な力を持ってきて帝国主義が広がりました。そ
れに対しアメリカは日本に向けた鉄や石油の輸出
禁止等の厳しい経済制裁をしました。時の近衛文
麿総理がアメリカに「とにかくルーズベルト大統
領とハワイにて2人で会談をして、和平になるよ
うに話し合いたい。会ってくれれば日本軍を抑え
る」というメッセージを送りましたが、これに対
してハル国務長官は、ルーズベルト大統領には「こ
れを受けたら日本の軍国主義にだまされることに
なるから、もっと経済制裁を強めるべきだ」とア
ドバイスし、その通りにアメリカが制裁を強めて、
特に飛行機に使うオクタン価の高い燃料油の輸出

を11月に禁止しました。その後、12月 1日に日
本政府は真珠湾攻撃を決定し、12月 8日に戦争状
態に入りました。経済制裁をやることは大事です
けれども、経済制裁だけでその相手の行動を止め
させることが可能かについては非常に疑問に思い
ます。

－出口戦略の重要性－
　北朝鮮との間の問題は、経済制裁を強くやりな
がら出口をつけないと解決の道筋が見えてこない
と思います。今のトランプ政権の問題は、そうい
うことを考える人たちがまだ任命されていませ
ん。国務省にはティラーソン国務長官を支えるナ
ンバー 2、ナンバー 3も任命されておらず、アジ
ア担当もいません。ホワイトハウスの中のアジア
を担当している、米国家安全保障会議（NSC）で
アジアを担当している若い人は非常に有能だけれ
ども大きな力がある訳ではありません。
　北朝鮮の問題は、経済制裁を強めながら、同時
にミサイル発射実験や核開発を止めればアメリカ
は北朝鮮を攻撃しないということを約束し、平和
交渉を行う用意があるというぐらいのことを明確
に伝えないと本当に戦争になる可能性は強まると
思います。戦争になれば、この前の朝鮮戦争のと
きに日本は特需が起こり、日本の経済の再建に非
常に役に立った経緯がありました。しかし、今度、
朝鮮半島で戦争になれば確実に日本も巻き込まれ
ます。東京、大阪辺りが攻撃される事態になり非
常に危険です。今のところトランプの対応はアジ
アの安全にとっては良いことで、「トランプは何を
するか分からない」ということを、北朝鮮の核兵
器開発の鍵を握っている中国に心配させることに
よって、北朝鮮の暴発を防ぐことが大事だと思い
ます。
　中国をそのように心配させることは大事ですが、
懸念されるケースが三つあります。
　一つは、北朝鮮が核兵器の開発を続けてやるケー
ス。それでも、たぶん、戦争はできないでしょうが、
アジアがより不安定になります。
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　二つ目は日本に核武装論が出てくる可能性で
す。昔、仏のド・ゴール大統領は、本当に国の存
立が危うくなる事態に至ればNATOという条約は
あるがアメリカはパリを守るためにニューヨーク
を犠牲にという保証はないと考え、フランスは独
自に核兵器を持つようになりました。日本が心配
するのは、北朝鮮が本当に米国本土を攻撃できる
ICBMを開発した場合、アメリカはこの東京を守
るためにロサンゼルスを犠牲にするだろうかとい
う事です。その保証は全くないから、日本は独自
の核兵器を持って自分の国を守るべきだという議
論が出てきます。今はそう思っている人たちは黙っ
ていますが、このままで推移すれば1年以内に日
本の核武装論は出てくると思います。
　三つ目は、日本が核武装をすれば韓国も台湾も
同様に核武装するでしょうし、アジア地域が一層
不安定化します。ですから、今のところ、トラン
プ政権は外交面で非常によくやっているとは思い
ませんが、東アジアに限って言えば、北朝鮮に対
してさまざまな制裁、軍事的圧力、話し合いの門
戸を閉じていない硬軟取り混ぜた戦術が、中国を
動かせるという意味では非常に良いと思う一方、
日本との関係でも、外交においても安倍・トラン
プの関係は非常にいい関係になっているので間違
えることはないと思います。

終わりに
　最近覚えた日本語で「ならぬ堪忍するが堪忍」
という言葉があります。要するに「我慢できない
ことを我慢するのが本当の我慢」という意味だと
思いますが、僕はトランプ政権に対して同じ気持
ちでいます。ひどいことにならないように「次に、
もう少し普通のアメリカ人の価値観に合う人が大
統領になることを望む」。これが私の結論です。
　ありがとうございました。

【質疑応答より】

Q：行き過ぎた資本主義とかグローバリゼーショ

ンという視点に立つと、自国生産にこだわると、
製品コストが上昇するというビジネス的には二律
背反になると思いますが、もともとビジネスマン
であるトランプ大統領の下で、本当にその方向に
動くのでしょうか？

A：トランプが言う「アメリカファースト」とい
うのは、とにかく「アメリカの雇用につながる投資」
を重視することです。だから、アメリカ企業も外
国ばかり投資するのではなく米国内に投資する、
あるいは外国企業にアメリカでのモノづくりを働
きかけているのです。
　この点日本企業は非常に上手に動いています。
トヨタをはじめさまざまな日本企業がアメリカ国
内に投資をし、雇用につながる計画を公表してい
ます。安倍さんは、トランプとゴルフをしながら、
英国など欧州の各国よりも「製造業の雇用につな
がる投資で一番大きく貢献しているのは日本だ」
ということを、具体的な数字を出しながらトラン
プに話し、このことにトランプは非常に感心した
訳です。
　確かに、トヨタなどが多くのアメリカ人を雇用
するようになっています。トランプはビジネスマ
ンではありますが、製造業にかかわったことはな
く、トランプ・ブランドの商品もほとんどが中国
で作られています。この点矛盾はしていますが、
彼がアピールをしたいのは、とにかくアメリカ国
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内でモノを作ることなのです。中国、バングラデ
シュなどの労賃が安いところで生産したものをア
メリカ国内で作ろうとすれば国内の賃金を下げな
いと競争できない。あるいは保護貿易主義的に海
外のものを入れないとの主張はあり得ないと思い
ます。この点トランプが本当にできることは限ら
れていると思います。

Q：民衆の要望を受けて大統領になったトランプ
ですが、お話からは結局民衆の要望に応えられな
い状態になり、最終的にその怒りがまた爆発する
のではないかというような印象を受け、その怒り
はどこに行くのだろうかと懸念しています。
　先生は、どのように格差を埋め、分断された社
会を1つにまとめて（unite）いくのか、実際に
それを解消する方法論があるのか、お考えをお聞
かせください。

A：とても良い質問で、私も不安を持っています。
　その一つはトランプが駄目になってもポピュリ
ズム（populism）は、なくならないということです。
だから次に大統領になるのは right-wing populism
じゃなくて、今度は left-wing populismの自ら社会
主義者と称する、民主党のサンダースのような人
が出てくる可能性は大きいと思います。
　もう一つ、非常に悲観的な見方をすれば、トラ
ンプがいなくなっても「トランプ現象」はなくな
らないということです。その可能性が非常に大き
いと思う理由は、アメリカの格差の問題はそんな
に簡単に、あるいは早くに解決する可能性はない
と思うからです。しかし、もう一つの可能性とし
ては、もっと中流的な人で、非常にカリスマ性が
強く、弱者や困っている人たちのことを考えてい
るという印象を与えることのできる人、そういう
人が現れれば元に戻る可能性はあると思います。
ただ、今の民主党には次の世代のリーダーは一人
もいません。ケネディのあとのリーダーがまだ現
れていないのです。可能性としては、次の大統領
選挙には、また政治と関係のない素人が出てくる

可能性は十分にあると見ています。今、著名なテ
レビ司会者オプラ・ウインフリー、あるいは
Facebook　CEOのマーク・ザッカーバーグのよ
うな人が出てくる可能性があります。この動きも
悪いとは思いませんが、やはり、政治を動かす、
政府を率いる職業なので、全く経験のない人たち
が急に大統領になったり大臣になったりすると混
乱のもとになります。ですから残念ながら、少な
くてもこれから10年、アメリカの国内政治も、世
界の情勢も、非常に不安定になると思います。
　歴史的に見れば1920年代にアメリカのウィル
ソン大統領は国際連盟を作ったもののアメリカ自
身は加盟を拒否し、1922～ 3年頃から「リーダー
なき世界」だったのです。アメリカは、今と同じ
ように一番強い国であるけれども、ワシントンの
システムを作ることに失敗した。このことが1930
年代のファシズムと日本軍国主義につながる訳で
す。ですから1920年代の不安定と、今のこの多
国的体制になりつつある世界の体制の構造。これ
も非常に不安定で、アメリカが一番強い国である
けれども、前のような圧倒的な優位性がある訳で
はありません。アジアを見れば、日本にとっても
他のアジアの諸国にとっても一番の貿易相手国は、
アメリカではなく中国になっています。ですから
中国は強い経済力と拡張主義から、南シナ海での
プレゼンス問題、東シナ海での尖閣問題など色々
とやろうとしているのです。この中でどのように
して力の均衡（Balance of Power）を維持するか
ということは容易なことではありません。しばら
くは非常に大変だと思っています。
　最近は外国で教育を受けた経験がある日本の若
い政治家たちが増えています。彼らは「世界や日
本を外から見る目」を持っていて、また日本は外
からどう見られているかが分かります。また国内
問題についても若い人たちが抱いている悩みを、
実感を持って見ている人たちが日本の政治の中に
大きな力を持つようになれば、新しい不安定な時
代に対応する可能性は強まると思いますが、残念
ながらハッピーな時代になるとは思いにくいです。
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Q：先生のお話では、トランプの支持率が下がっ
てもアメリカの民主党がやはり同じように下がっ
ているということですが、同様に日本では、安倍
内閣の支持率が色々な問題があってもほとんど下
がらず、対する民進党の支持率が下がったままと
いう状態です。アメリカの民主党と日本の民進党
というものを考えた場合、なぜ、日本の民進党の
支持が下がったのか？　あるいは上がらないのは
なぜなのか。そしてどうすれば、昔言われていた
二大政党制を日本で実現でき、そのためには何が
必要なのでしょうか。
　若い政治家に対して期待するということは同感
ですが、若い人たちが育ってくるためには10年、
20年と時間がかかります。そこまで待たずに2
～3年で日本の政治に新しい動きを作るためには
どんなことが必要ですか。

A：一番難しいですね。僕から見れば、一番の問
題は、戦後日本の政治は、保守陣営、革新陣営があっ
て、おのおのに安保問題、憲法改正問題など軸が
はっきりしていました。しかし今、何が軸である
かについてははっきりしない実態があります。
　多分多くの国民は、外交問題については結構コ
ンセンサスがあると思います。憲法改正について
安倍首相は9条の 1項と 2項そのままにして、新
たに3項を付け加えて自衛隊を認めるという案を
出しています。もともとは、憲法を全部書き直す
べきだという立場の安部首相でしたが、現行の9
条を認める立場に変わったのは、現状ではそれ以
上のことを国民は認めないだろうと思ったからだ
と思います。ですから、野党は外交問題を大きな
問題にしないことが大事だと思います。例えば安
保法制や特定機密保護法案でもひとくくりでなく、
一つ一つだったら民進党も十分賛成できるものも

講師のジェラルド・カーティス氏を囲んで、参加者と記念撮影
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あったと思います。とにかく、外交問題を大きな
軸にする限り野党は政権を取れない。だから共産
党と組んで選挙をするということは非常に問題だ
と思います。
　アメリカと日本の一般の国民にとって一番大事
なのは、自国の経済です。前の民主党は子どもの
教育についていろいろ提案はしていましたが、今
の民進党にはあまり見えません。自民党の批判だ
けでは支持を得ることはできませんし、また残念
なことに小選挙区制度はこの国には合わない制度
であると思います。小選挙区制度は、やはり背景
にはイギリスやアメリカのようにその国の社会構
造があるのです。アメリカの二大政党政治では、
民主党を支持する層と、共和党を支持する層は違
うから競争できるのですが、日本の場合は black & 
white のようにそれほどに二分する構造にはなっ
ていないので、日本における小選挙区制度は二大

政党制を作るものではなくて、圧倒的な一党体制
を作る危険性が非常に強いと思います。ですから、
日本に必要なのは第二保守党、穏健的な保守党だ
と思います。一番良いのは、民進党の中の常識的
な考え方を持っている方々と、自民党の中の宏池
会に代表される中道勢力が一緒になって党を作れ
ばいいと思いますが、よほどのことがない限り、
近い内に実現するとは思えません。
　私は、50年間も日本の政治を見てきていますの
で、日本にも本格的な政権交代があって、競争の
ある二大政党政治になってほしいと思います。け
れども、今のところは、近いうちに大きな変化が
あるということは考えにくい。民進党の政治家が、
勇気を出して変化が起こるような行動をとらない
限り何も変わらないと思います。待っていれば何
とかなる問題ではないと思います。

　（一部敬称略）
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