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課題 No.1:日 中の領土問題が大きな武力衝突 に至 らず にいるのはなぜか?

今回リアリズムの立場から 「日中の領土問題が大きな武力衝突に至らずにいるのはなぜ

か?」ということについて考察する。リアリズムの中でもハンス 。モーゲンソーの主著であ

る 『諸国家間の政治』(1967年)に 象徴されるように、世界は主権国家同士の生存をかけた

権力をめぐる競争である1という立場を採用し、主権国家は国家の生存の確保のために行動

するという論理から議論を進める。もちろんアクターは国家であり中国 。日本の両立場か

ら述べる。

まず中国の視点から考察していく。今年開催される第 18回共産党代表会議で新政権発足

し変化するだろう中国は、尖閣問題を緊張状態に置くことで国民や他国の目を日本に向け

現政権を維持している。つまり尖閣諸島問題を緊張状態に置くことは政権交代による混

乱 ・変化を避ける2中国の生存の確保のための行動なのである。しかし生存確保=武 力衝突

ではない。日本と武力衝突することは、中国にとって国家の生存を脅かす可能性の方が高

い。経済の成長率が減速している中国3が日本と武力衝突を起こすことはコス トがかかる4上

に武力衝突に至った場合、中国を脅威と認識する5アメリカが参戦してくる。イラクでのア

メリカの暴挙を見た中国がアメリカに攻め入る日実を与えるとは考えにくい。

次に日本はどうだろうか。武力を保持しない日本が他国の支持がない状況で中国に対し

武力を行使するとは考えられない。尖閣諸島問題について欧州 ・米国は深入りする気が全

くない6。この状況で武力に訴えた場合、国際社会での日本の権威は低下し日本の存在を脅

かす。また日本のパワーである経済が尖閣諸島をめぐる日中関係の悪化により大きくダメ

ージを受けている7。さらに対中関係を悪化させて経済を悪化させることは日本のためにな

らず、危機的状況である国際経済面を考慮していないと陛界からの批判も避けられない。

これらの点から見ても尖閣諸島をめぐり武力衝突をすることは、日中両国が自国の生存

を確保するという国益を害する。国は国益を追求するというリアリズムの見解から 「日中

の領土問題がなぜ武力衝突に至っていないか?」について、日中両国が国家の生存を追求し

ているためだと結論付ける。

1小 沢一彦、毛利勝彦、水上慎士、道下徳成編 『ディベー トで学ぶ国際関係』(2001年4月 25日 、玉川大

学出版部)p.282参員〔。
2日 経ビジネス 「2012年に政権交代を迎える中国。政策のブレが周辺国のリスクに :慶應義塾大学、総合

政策学部、加茂具樹准教授に聞くJ httDプ/business nikkeibp co ip/article/report/20111111/223792。

何隆著 「政権交代を控える中国経済の行方J

httpプ/www iftc.o■ip/shoshaevc/pd″201207/20120728.pdttsearch=“ 1/。E496B8%AD%E5%9Bl1/。 BD+%E5

%)9B%BD96E596AE%B6%E4%B8%)BB%E59く ,B8%,AD+%E4%BA%A4%E4%BB%A3'。

3朝 日新聞 2012/10/19「中国経済内政外患、成長率 7.4%7四半期連続鈍化」

4産 経新聞 2012/10/25「海軍の演習、尖閣奪取を意図、米専門家中国分析」

5ヵ レル ・ヴァン ・うおるフレン 『世界が日本を認める日 :もうアメリカの属国でいる必要はない』(2005

年 2月 9日 、PHP研 究所)p200～p.217参照。

6琉 球新報 2012/10/21「元高官を日中派遣、『尖閣』で冷静対応促す」。

朝日新聞 2012/10/20「外相、尖閣アピール不発、仏英独、対中関係も重視J。

7朝 日新聞 2012/10/22「貿易赤字最大 3.2兆円、今年度上期欧州輸出減響くJ
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『日韓の領土問題が大きな武力衝突に至らずにいるのは何故か?』

本論は、最近話題になっている日韓の領土問題についてリベラリズムの立場から、なぜ大きな

武力衝突に至らないのかを論ずるものである。まずリベラリズムの立場を示し、次ぎに現在の領

土問題について説明、最後に大きな武力衝突に至らずにいる理由について論じる。

ま哄 リベラリズムの基本的な考えとして 「技術的 0経済的な活動に中心を置き、これらの非政

治的 ・非論争的な領域における協力関係を育成 ・発展させていくことにより、国家間享禄の制度

化をすすめ、ひいては国際平和の基礎を確立する事をめざす1」ことである。リベラルの思考には、

経済 ・社会 。政治の流れがある。政治的に流れには、制度と民主主義に関連している。経済的な

流れでは貿易、社会的な流れでは人の交流に焦点を合わせている。2日韓の貿易、交流そして制度

を中心に領土問題について考察していく。

次ぎに、日韓の領土問題、特に竹島問題についての現状説明である。竹島は50年ほど日韓での

問題であつたが、ここ最近問題が悪化している。 「韓国政府は6月 29日 に、日本との軍事情報包

括保護協定(GSOMIA)の 調印を先送 りし、さらに、物品役務相互提供協定(ACSA)の集結の検討も

棚上げすると表明した。3」その後、イミョンバク大統領は8月 15日に竹島を訪問し、いまや両国

の関係には大きな緊張がはじつている。

このように竹島問題を契機とし、両国の交流が犠牲になり、ナショナリズムが高揚している中

で、なぜ日韓は大きな武力衝突に至らないのかについて論ずる。上記した通 り、リベラリズムの

立場から日韓の貿易、社会、政治について考察する。第 1に、貿易についてである。 「日本に

とって韓国は第3位、韓国にとって日本は第2位の貿易相手国」また、 「韓国は半導体、平面ディ

スプレイなど主力輸出を生産するためお中間財と資本財を日本に依存しており付加価値の高い基

幹部品 ・素材の大半を日本に頼っている」4_方 日本も領土問題があった2012年の上半期の貿易収

支は3兆 2190億円の赤字であり、日韓は経済的に深く関わりがあると言えよう。第2に、人の交

流についてである。留学生でみてみると、平成23年の調査結果によれば、日本に留学している留

学生は138075人。そのなかで韓国は17640人おり、前年比較で 12.7%減少しているものの出身国

別留学生数の第2位 を維持している。5第3に政治、ここではとりわけ制度についてである。 「7月

初めにカンボジアで開かれたASEAN地 域フォーラムで、韓国の金星換外交通商相は、ヒラリー ・

クリントン国務長官、玄葉光一外相とともに、 「北東アジアの平和と安全のために」3国間協議メ

カニズムを立ち上げる事に合意している」6し、 「韓国外交通商部は10月 24日、ソウル市内で地

域包括経済連携(RCEP)に関する公聴会を開いた。RCEPは 東南アジア諸国連合(ASEAD10カ 国と

韓国、日本、中国など16カ国が域内の貿易自由化を目指す協定σTA)に対して期待感を持つてい

る」7としたニュースもある。以上の3点 において日韓は技術的、経済的な協力関係にあり、国家

間享禄の制度化も進んでおり、もし領土問題などの危機的な状態であったとしてもその関わりの

なかで大きな武力衝突へと繋がらないと考えられる。

1
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3

大芝亮ほか 『国際政治経済学 ・入門 第3版』有斐閣、2012年、PP33～34

ジョセフ es・ナイ ・ジュニアほか 『国際紛争―理論と歴史―第8版 』有斐閣、2011年、PP81～87参考

ラルフ OA・ コッサ 『東アジア安全保障の進化を阻む日韓の歴史問題―竹島訪問前、韓国で何が起きてい

たか』フォーリン・アフェアーズ リポート2012年 9月号、p48

新興国情報ニュース httD://― emeveio/dso%2FKOR%2F2012%2F0820%2Fstocknalne 0820 025%2FO%2F

2012/1026取 得

日本学生支援機構ホームベージhttO″_lasso 2olo/statis�cs/imi student/dttall htm1 2012/10/26取得

ラルフ 『東南アジア安全保障の進化を阻む日韓の歴史問題』p.49

中央日報 httD://iaDaneSe ioins comたrtide/915/161915.htmi?servcode=300&sectcode-3002012/10/26取得

５

　

６

　

７



国際政治経済論 レポー ト(1)

111346B 沖津真1凡

日韓の領土問題が、武力行使に発展 しない理由をリベラリズムの視点から考察する。

ナイとコヘインの提示する 「複合的相互依存」の概念によると、「国家間の経済 ・社会交

流を深め、相互依存関係を深化させ、少しでも複合的相互依存に近づけるならば、国家間

の対立解消のために軍事力が行使される確率は低 下する。1(国 際政治経済学 。人門 :38‐39

頁)こ こで、日韓の経済、社1会交流の関係を見ていく。

まず、韓国の産業構造は、日本から物資を輸入 し、韓国で加工lノてアメリカなどの市場

に出すという構造になっている。1988年のソウルオリンピック以来、韓国の経済は発展 し

ている。現在、訴訟の問題が起こっているが、新日鉄とPOSCOの提携関係が日韓の経済相

互依存の例である。今 日、日韓両国の経済はパー トナーシップ関係へと移行 しつつ、サム

スン電子や現代自動車など世界的企業として成長した韓国の大手企業が日本に進出してい

る。 (相互依存の口韓経済関係 :377381頁 )こ オ1′らのことから、日韓の経済は相互依存の

関係といえる。

社会交流の面では、日韓の相互往来が増えたことが挙げらオ1ノる。 日本と韓国との旅行者

の数は、「1988年ソウルオリンピック、2002年のワール ドカップ共催などに影響されなが

ら、横ばいの時期と急増する時期 とが交錯 しながらも全体としては増加を続け、最近は、

韓国への旅行客数 300万人、韓国からの旅行客数 250人 レベルに達した。|ま た、海外全体

のシェアでは、韓llNIからの旅行客数の割合の方が、日本からの旅行客数の割合を_上回つて

いる。「特に、ソウルオリンピック後、1990年代にはいると韓国からの旅行客数は海外から

の旅行客数全体の約 25%を 占めるようになつており、それ以前の 5～10%と 比べてt)格段

に増加 したばかりでなく、日本への旅行客数が最も多い国になっている。|(日 本と韓国の

FH5の旅行客数の推移 http:/んw2.ttcn.ne.jp/hOnkawa/7100.html)

このように、日韓の間には、経済や社会交流があり、複合的相互依存関係にあるため、

領上問題のように対立 しても、武力行使に至らないと考えられる。

野林健等 『国際政治経済学 ・入門 第3版』有斐閣、2012年。

永野慎一郎 『相互依存の日韓経済関係』動車善房、2008年。

日本と韓国の間の旅行客数の推移 httpブ/www2.ttcn.nejp/honkawa/7100.html
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リベラリズムから見た竹島問題が武力紛争に至らない理由

国際政治経済論 課題 No.1

111306c 比嘉鴻之介

竹島問題は 1952年 に韓国大統領であつた李本晩が周辺海域に 1李承晩ライン|を 国際法に反

して ‐方的に設定し、その内側に竹島を設定 し/たことが始まりある。それ′以後韓国は竹島を実効

支配 し現在もその体制を維持してお り2012年 8月 15日 には現在の韓国大統領李明博も竹島上

陸を行つた。日本側はこのような韓国の竹島支配に対 し、平和的解決を目指 し国際司法裁判所に

付託することを望んだが韓国側はそれを拒否 している。

では、なぜ 目韓領国間に武力紛争を用いた問題の解決という手を使わないのだろうか。ブルー

ス ・ラセットは 「危機における駆け引きで軍事力による威嚇を用いることさえ、20障 1紀には、

民主国家の間では、まったく行わないわけではないにしても、ま矛t′なものになっている。そ して

仮に危機において軍事力を用いた駆け引きが行われていてt,、それが戦争の段階まで発展するこ

とはない」1と述べている。このように日韓のような民主主義国間では紛争にまで発達するケー

スがほとスノどないことがあげられる。ラセ ットは民主主義国同士が戦争を行わない説明要因とし

て、「①民主主義には平和的手段により問題解決を図るという規範が存在する」2とぃぅ文化 ・規

範モデルと l②民主主義国家においては政策決定の過程が相対的に透明性が高く、対立している

国家が民主主義国同士であれば、双方とも相手国の政策決定の状況を理解 し、また相手国の行動

をある程度予浪1することが可能であること13とぃぅ構造 ・制度モデルを挙げている。事実ラセ

ットの研究によると 1900年 までの 60の 戦争の中で民主主義国同士のものはわずかに 3,4個 で

あり、さらにそれ以降は約 1800の 戦争のうち 1,2個 しか起きていないという結果が出ている。

また、複合的相互依存の観点から考察しても日韓の領土問題を解決する術として武力を用いない

ことを説明できよう。ヒト、カネ、モノ、情報が国境を越えて行き来するようになリボーダレス

エコノミーが展開されるこの時代、主権国家以外の主体の存在感がまし国家間はもとより社会間

の相互依存が顕著化し、パワーポリティクスの重要度が相対的に低くなつていることも武力紛争

が起きないことに帰結 していると考える。
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