
 

 

冷戦の開始～キューバ危機 

❶冷戦の開始 

1949 年、敗走するドイツ軍を追ってソ連軍が姿をあらわしたとき、東欧諸国の民衆は彼らを解放軍として迎

えた。しかし、ドイツ敗戦後もソ連軍は撤退せず、占領地に共産党政権を樹立してソ連の従属国としていっ

た。 

チェコスロヴァキアの例を見てみよう。 

ミュンヘン会談で英・仏に見捨てられたチェコスロヴァキアは、ドイツによって占領、解体され、チェコ政府

はロンドンへ亡命した。大戦末期、ドイツを破ったソ連軍が全土を占領し、ドイツに弾圧されていたチェコ共産

党に政権を握らせた。チェコ共産党は、ロンドンに亡命していた自由主義者に呼びかけた。 

「チェコは解放された。帰国しなさい。共産党とともに、人民民主主義政府を作ろう！」 

こうして、共産党を含む連合政府――人民民主主義政府が発足した。 

 

◎これって、戦前の「人民戦線」と似てますね。 

似ている。違うのは、ソ連軍の占領下であること、共産党が警察権力を握ったことだ。自由主義者の政治

家は過去の言動が調べられ、共産党に批判的な人々はブラックリストに載せられて、次々に逮捕された。新

聞やラジオはスターリンを解放者として称え、共産党を賛美するようになった。この頃、訪米したチャーチル

前首相がいった。 

「バルト海からアドリア海まで鉄のカーテンが下り、その向こう側はソ連が統制している」 

ギリシアでは、ドイツ軍占領下で抵抗運動を続けた共産党が勢力を拡大、イギリスの支援を受けたギリシア

政府と内戦状態になっていた。ギリシアとトルコは黒海の出口にあたるから、ここが共産化すれば、ソ連の黒

海艦隊が地中海へ出てくる恐れがある。そこで、米国のトルーマン大統領が声明を発表した。 

「アメリカ合衆国は、ギリシアとトルコに軍事・経済援助を与える」 

このトルーマン宣言(1947) で、共産主義の拡大を阻止する封じ込め政策が始まる。 

共産党は、「財産の平等による貧困からの脱出」を宣伝した。戦争で荒廃したヨーロッパ諸国には、今日の

パンにも困る人たちがたくさんいた。米国のマーシャル国務長官は、全ヨーロッパを対象にした無償経済援

助計画（マーシャル=プラン）を発表した。 

これに対してソ連は、ヨーロッパ各国の共産党代表をモスクワに集め、コミンフォルム（共産党情報局）を結

成した(1948)。戦前のコミンテルンの復活版だ。翌年には、米国に代わってソ連が東欧諸国を支援するコメコ

ン（経済相互援助会議）も組織したが、ソ連自体が戦災で疲弊しており、東欧を助けるどころではなかった。 

チェコ政府内部では、マーシャル=プランに基づく米国の経済援助を受けようとする自由主義者と、コミン

フォルムの指令により米国の支援を拒否する共産党が対立、自由主義者は警察に一斉逮捕され、共産党

独裁が確立した（チェコ=クーデタ 1948）。 

同じことはポーランドやハンガリーでも起こったが、ユーゴスラヴィア共産党の指導者ティトーは米国の援

助を受け入れ、ユーゴ共産党はコミンフォルムを除名された。 

 

◎どうしてユーゴだけ、ソ連に反抗できたんですか？ 

地図をよく見てほしい。他の東欧諸国と違い、ユーゴはソ連と接していない。大戦中、ユーゴ共産党はパ

ルチザン闘争を指揮して独力でドイツ軍を撃退したため、ソ連軍はユーゴを占領していない。ティトーはソ連

の世話になっていないから、命令も聞かないのだ。戦後一貫して、ユーゴは米国ともソ連とも同盟せず、非

同盟中立を貫いた。 



 

 

もう一つ、ユーゴの西にアルバニアがある。ここにもソ連軍は来なかった。しかしユーゴとの間にコソヴォ紛

争を抱えるアルバニアは、常に「反ユーゴ」の立場をとる。ユーゴが「反ソ」なら、アルバニアは「親ソ」になる

わけだ。 

コミンフォルムには、フランス共産党やイタリア共産党も参加している。彼らが武装蜂起してソ連の支援を

求め、ソ連軍が西ヨーロッパへ侵攻するというケースも考えられる。これに備えて、英・仏・ベネルクス３国（オラ

ンダ・ベルギー・ルクセンブルク）の６カ国がブリュッセル条約(1948)を結び、反ソ軍事同盟の西欧同盟（WEU）

が成立した。敗戦国のドイツ・イタリアは原加盟国には入っていない。 

このころ米国は、ヨーロッパ占領軍の撤収を始めていた。イギリスはこれを引きとめ、米国も含む軍事同盟

――北大西洋条約機構（NATO）を結成した(1949)。北米大陸からは、米国とカナダが参加した。北極海を隔

てて、カナダはソ連の隣国だ。 

敗戦国ドイツは、ヤルタ協定に基づいて、米・英・仏・ソ連の４カ国に分割占領され、武装解除と戦争犯罪

人の処罰が行われた。ニュルンベルク裁判では「平和に対する罪」――侵略戦争の計画・実行と、「人道に

対する罪」――民間人（とくにユダヤ人）の大量虐殺が史上初めて裁かれ、ヒトラーの側近たちが死刑および

懲役刑に処せられた。しかし、ソ連軍のポーランド侵攻や、米・英軍の無差別爆撃は裁かれなかった。 

戦後処理が終わったドイツは再び独立を回復する予定だったが、復活したドイツが東西両陣営のどちらに

就くのかが大問題になった。ドイツ西部を占領した米・英・仏は、自由主義国としてのドイツ復活を望み、東部

を占領したソ連は、ドイツの共産化を望んだ。ソ連軍占領区の中にある首都ベルリンだけは、ヤルタ協定に

基づき４カ国で分割占領され、西ベルリンには米・英・仏軍が駐留していた。 

スターリンは、ドイツ・ポーランド国境も変更させた。ポーランド東部（独ソ不可侵条約でソ連が占領した部

分）をそれに併合し、見返りとしてドイツの東部をポーランドに併合させた。ポーランドは国全体が西に移動さ

せられたことになる。 

 



 

 

 

西側３国はソ連との協議を断念し、西側占領地に自由主義ドイツを再建する計画をスタートさせた。ソ連軍

の侵攻に備えてベルギー国境に近いボンを首都とし、戦後インフレを収拾するためドルと連動する新マルク

の発行を始めた（西ドイツ通貨改革）。 

通貨改革を阻止するため、スターリンは命令した。 

「西ベルリンを封鎖せよ。米・英・仏軍の兵を、市民とともに人質にするのだ」 

ソ連軍のベルリン封鎖(1948-49)により、西ベルリンへの交通が遮断され、水・食糧・電気・ガスの供給が止め

られた。しかしソ連軍は、空は封鎖できない。米空軍は西ベルリンへの物資の空輸を続けた。スターリンは通

貨改革阻止をあきらめて封鎖を解除し、ソ連軍占領地域に共産党政権――ドイツ民主共和国を樹立した。

この場合の「民主」とは、人民民主主義を意味する。一方、米・英・仏占領地域には、ドイツ連邦共和国が成

立した。西ベルリンの米・英・仏軍は撤退せず、「共産主義の海に浮かぶ自由の島」として西ベルリンを守っ

た。 

 

 

東アジアでも同じことが起こった。 

米軍は原爆投下により日本の降伏を早め、日本本土を米軍が単独占領した。ソ連軍は満州・南樺太・千

島列島を占領し、日本領朝鮮は北緯３８度線を境に米ソが分割占領、台湾は中国国民政府が占領した。

米国は日本軍を武装解除し、東京裁判で戦争犯罪人の処罰を行ったが、原爆投下という戦争犯罪につい

ては不問にされた。米軍占領下で制定された日本国憲法は、第９条で戦争の放棄と戦力の不所持を定め

た。米国が、日本軍の復活をいかに恐れていたかがわかる。 

中国では、共通の敵である日本軍が撤退したあと、第２次国共合作が崩れて国共内戦が再開された。大

都市の富裕層を基盤にする蔣介石の国民政権に対し、毛沢東の共産党は圧倒的多数を占める農村の貧

困層から支持され、内戦に勝利した。 

1949 年、蔣介石は台湾へ脱出し、北京で毛沢東が中華人民共和国の建国を宣言した。米国は北京政

府を承認せず、台湾の国民政府を中国政府として軍事援助した。毛沢東はモスクワを訪問してスターリンと

会見し、中ソ友好同盟相互援助条約を結んだ(1950)。 

実は、中国共産党とソ連共産党は、非常に関係が悪かったんだ。日中戦争中、ソ連は中国を支援するど

ころか、「ファシスト」日本と中立条約を結んでいた。毛沢東からみれば、裏切り行為だ。中国共産党は自力

で日本軍と戦い、国民党にも勝利したのだ。毛沢東はソ連の世話にならなかったので、ソ連のいうことも聞か

ない。 

 

◎これって、ユーゴ共産党と同じですね。 



 

 

そういうこと。冷戦が始まったので、米国に対抗するため中ソ同盟を結んだが、お互いに相手のことは信用

していない。このことは、中ソ関係を考える上でとても重要だ。 

朝鮮半島では、ソ連軍占領地域に金日成が朝鮮民主主義人民共和国（北朝鮮）を、米軍占領地域に李

承晩が大韓民国を建てた(1948)。国名に「民主」や「人民」がつくのは、人民民主主義（共産党）政権だね。 

毛沢東の中国統一成功を見た金日成は、朝鮮統一を夢見た。米ソ両軍が撤退したあと、北朝鮮軍が韓

国に侵攻し、朝鮮戦争(1950-53)がはじまった。わずか３日でソウルが陥落し、敗走した李承晩は米軍の支援

を求めた。設立間もない国連安保理事会で、米国は北朝鮮に対する武力制裁を提案した。拒否権を持つ

五大国のうち、米・英・仏はNATOの同盟国、中国代表は台湾政府なので米国側についた。問題はソ連だ。 

 

☝国連の武力制裁権と五大国の拒否権 

国際連盟が第二次世界大戦を防げなかった反省から、国際連合は侵略国に対する武力制裁を可能にし、武力制

裁を判断する機関として安全保障理事会（安保理）を設置した。 

安保理は戦勝五大国（米・英・仏・中・ソ）の常任理事国と、選挙で選ばれる非常任理事国（６カ国、のち１０カ国）か

らなり、五大国は拒否権を持つ。五大国の１つが反対すれば武力制裁はできない。五大国でただ一つ共産党政権だ

ったソ連が提案し、 他の４大国もこれに便乗して生まれた制度だ。冷戦中は米・ソが拒否権を乱発し、安保理は機能

停止に陥った。 

 

ソ連は当然、拒否権を出すだろうと誰もが思った。ところがソ連は採決を欠席するという、異常な行動をと

った。欠席とは、「決議に賛成しないが、拒否権はださない」という意味だ。この結果、北朝鮮制裁決議案は

賛成４、反対ゼロで可決された。国連軍の主力は日本占領中の米軍で、国連軍司令官は日本占領軍司令

官のマッカーサーだ。 

 

◎どうしてソ連は拒否権を出さなかったんですか？ 

「台湾を中国代表とは認めない」というのが表向きの理由だ。しかし本音はこうだ。 

「ソ連が北朝鮮を公然と支持して米ソ戦争になれば、米国は核兵器を使う。我が国は昨年(1949)、核実験に

成功したばかりで米国には勝てない。米ソ戦争は回避する」 

スターリンに見捨てられた金日成は、毛沢東に援軍を求めた。毛沢東だって米中戦争は避けたいが、北

朝鮮を見捨てれば米軍が中朝国境に迫る。毛は言った。 

「我が国は参戦しないが、我が国人民が朝鮮人民を支援するのを、私は止めない」 

中華人民共和国の正規軍は参戦しないが、義勇軍を派遣する、という意味だ。こうしていけば、米中戦争を

回避しつつ北朝鮮を支援できる。 

中国義勇軍 200 万人が中朝国境を越え、国連軍は敗走した。国連軍司令官マッカーサーは、トルーマン

大統領に電報を打った。 

「中国義勇軍の実態は、正規軍だ。中国本土を空爆し、原爆を投下すべきだ」 

もし米軍が中国本土を攻撃すれば本当の米中戦争になる。中ソ同盟に基づいてソ連軍が参戦する可能性

がある。ソ連はすでに核武装している。米ソ戦争の危険は冒したくない、と考えたトルーマンは中国空爆を許

可せず、これに抗議するマッカーサーを解任した。結局、米軍は３８度線まで押し戻され、北朝鮮は復活した。

中立国・ソ連の仲介により、板門店で休戦協定が結ばれた(1953)。 



 

 

 

 

 朝鮮戦争は、米国の対日政策を 180度転換させた。日本を再武装させて、共産主義に対する防波堤に

しよう、という考えに変わったのだ。吉田茂首相がサンフランシスコ平和条約に調印して自由主義諸国と講

和した。米軍の日本占領は終わり、日本は主権を回復した。ソ連は調印を拒否し、中国は代表権問題から

招かれなかった。 

また、日米安全保障条約が結ばれ、米軍の日本駐留権と日本防衛義務が明記された。日本の再軍備が

始まり、警察予備隊、のちの自衛隊が発足した。米国のこのような対日政策の転換は、日本の世論を二分し

た。米国に協力し、自衛隊の存在を認めるように憲法を改正すべきだと主張する自由民主党と、ソ連との関

係改善を求め、憲法９条に従い自衛隊を廃止すべきだとする日本社会党との対立だ。 

 



 

 

❷雪どけ～キューバ危機 

朝鮮戦争中、米国議会では共和党のマッカーシー上院議員を中心に、「赤狩り」が展開された。国務省

（外務省）の内部にいるソ連のスパイをあぶりだせ、という運動だ。1952 年米国大統領選挙でトルーマンの民

主党は大敗し、共和党のアイゼンハウアーが勝利した。第二次世界大戦の英雄だ。対日戦争はマッカーサ

ーが、対ドイツ戦争はアイゼンハウアーが指揮した。アイゼンハウアーは言った。 

「民主党政権の封じ込め政策は、ソ連を増長させた。今後は、巻き返し政策に転じる」 

具体的には、新型核兵器――水爆の配備と、西独の再軍備に着手した。 

 

☝原爆と水爆 

放射性物質ウランの核分裂が巨大なエネルギーをうむことは、1930 年代にドイツの物理学者が立証した。ヒトラーが

併合したチェコには、ウラン鉱山があった。米国に亡命したユダヤ系物理学者アインシュタインは、F.ローズヴェルト大

統領に手紙を書いた。「ヒトラー政権が核保有するまえに、米国が核を持つべきだ」。1945年7月、米国がニューメキシ

コ州の砂漠で原爆実験に成功した時、ドイツはすでに敗北。トルーマン大統領は日本への投下を命令した。 

原爆技術はソ連のスパイによって盗まれ、1949 年にソ連はシベリアで原爆実験に成功した。米国は、水素の核融合

によるより強力な核兵器の開発を進め、1951 年に西太平洋で水爆実験に成功した。ソ連も水爆開発に成功したが、ビ

キニ環礁で繰り返された水爆実験は、核戦力におけるアメリカの圧倒的優位をソ連に見せつけた。 

日本のマグロ漁船第五福竜丸がビキニ核実験で被爆した事件や、日本の主権回復により広島・長崎の惨状が世界

に発信されたことから、反核運動もはじまった。ローズヴェルトに核兵器開発を進言したことを後悔したアインシュタイン

は、イギリスの哲学者ラッセルとラッセル・アインシュタイン宣言(1955)を発し、核兵器廃絶と核の平和利用を訴えた。こ

れに応えて核兵器開発に反対する科学者はカナダで第1回パグウォッシュ会議を開催した(57)。 

 

サンフランシスコ平和条約(1951)で敗戦国日本を主権回復させて米国の同盟国にしたように、敗戦国西ド

イツの主権回復を認めたのがパリ協定(1954)だ。西独の再軍備についてはフランスなど周辺諸国が警戒し

たので、西独のNATO加盟(55)を条件とした。NATO軍司令官は米国人なので、西独は勝手に動くことはでき

ない。 

これに対抗してソ連は東ドイツの主権回復と再軍備を認め、ソ連・東独・東欧６カ国の軍事同盟としてワル

シャワ条約機構を発足させた(55)。ワルシャワ条約機構は西独の NATO 加盟に対抗するもので、西ドイツ軍

の侵攻を東ドイツ軍で迎撃するのが目的だ。１４年前、モスクワ近郊に迫ったドイツ軍の実力を、ソ連は恐れ

ていた。 

独裁者スターリンの死(1953)により、後継者となっていたフルシチョフ第一書記は、アメリカに対抗できる核

戦力をソ連が持つためには、時間稼ぎが必要だと考えた。 

「スターリンが死んでソ連は変わった、冬が終わって雪どけが始まった、と演出しよう」 

オーストリアの中立化を認めるオーストリア国家条約、ポツダム会談以来、10 年ぶりに連合国（米・ソ・英・仏）

首脳が集まったジュネーヴ４巨頭会談(55)、日本の鳩山一郎首相をモスクワに招き、日ソ国交回復と日本の

国連加盟を認めた日ソ共同宣言(56)など、ソ連の外交姿勢は激変した。 

極めつけはソ連共産党第20回党大会(56)だ。フルシチョフは、スターリン批判の大演説を行い、アメリカに

対して平和共存を呼び掛けた。アイゼンハウアーはこれを歓迎し、フルショチョフがソ連の指導者としてはじ

めて訪米。同年のスエズ戦争では、英・仏のエジプト出兵に対して米・ソが共同で非難するなど、「雪どけ」ム

ードが進んだ。 

これを見て混乱したのはソ連の同盟国だ。朝鮮戦争で米軍と戦った中国の毛沢東政権は、ソ連を「裏切り

者」「修正主義者」と呼んで非難した（中ソ論争）。スターリンによってソ連の従属国にさせられた東欧諸国で

は、ソ連軍の撤退と言論の自由を求める運動が起こった。ポーランドのポズナニ暴動は、ポーランド共産党



 

 

のゴムウカ政権が独自路線を約束して収束したが、ハンガリーの暴動はハンガリー共産党のナジ政権にソ連

軍撤退、ワルシャワ条約脱退を宣言させた。フルシチョフはソ連軍をハンガリーに侵攻させて反ソ暴動を弾

圧し、ナジ首相を処刑した（ハンガリー事件 1956）。 

東ベルリンの反ソ暴動もソ連軍に鎮圧され、これ以後、東ベルリン市民の西ベルリンへの脱出が続いた。

西ドイツへの移動はできなかったが、「自由の島」西ベルリンへの移動は自由だったのだ。東ドイツ政府は西

ベルリンを取り囲むベルリンの壁の建設を開始し(61)、壁を乗り越える市民に対しては射殺を命じた。ベルリ

ンは再度封鎖された。今回は一時的なものではない。フルシチョフは西ベルリンからの西側軍隊の撤退を要

求したが米国は拒否し、米ソ間の緊張が再燃した。 

 

◎スターリン批判とかいっても、やってることはスターリンと同じような気がする… 

スターリン批判も平和共存も、アメリカを油断させるためのポーズだからね。この間、ソ連の核兵器開発は

着々と進んでいた。NATO 諸国に配備してある米軍の核ミサイルはソ連本土に届くが、ワルシャワ条約機構

諸国のソ連の核ミサイルは大西洋の向こうの米国本土には届かない。だからソ連軍は、宇宙空間を飛行して

米国本土まで届く長距離核ミサイル――大陸間弾道ミサイル（ICBM）を開発し、最初の人工衛星であるス

プートニク１号の打ち上げに成功し(57)、アメリカに衝撃を与えた。さらに、米国本土の近くに中距離ミサイル

を配備する計画を立てた。それがキューバだ。 

☝キューバ革命 

キューバは米西戦争でアメリカの保護国となり、F.ローズヴェルトの善隣外交で独立を認められたが、独立後も米国

資本が砂糖産業を支配してキューバ人を低賃金で雇用していた。親米派の軍人バティスタがクーデタで政権を握り、

政治腐敗が頂点を極めた。 

カストロは、亡命先のメキシコからバティスタ打倒のため80人の仲間と帰国した。政府軍の攻撃で仲間は20人まで

減るが、貧しい農民の支持を受けて徐々に勢力を拡大し、ついにバティスタ政権を倒した（キューバ革命  1959）。カス

トロ政権の外資国有化に反発した米国が軍事的圧力をかけたため、カストロはソ連の支援を求め、社会主義を宣言し

た(61)。 

ゲバラはアルゼンチン出身の医師で、メキシコを放浪中にカストロと出会い、キューバ革命に参加した。革命成功

後は工業大臣になるが、ソ連を帝国主義国と非難してカストロと対立、置手紙を残して姿を消し、ゲリラに戻って中南

米各地を転戦、ボリビアで処刑された。 

 

４３基の中距離核ミサイルが、密かにキューバに輸送された。フルシチョフはいった。「アメリカのポケットの

中に、ハリネズミを送りこんでやるのだ」 

アイゼンハウアー引退後、史上最年少でアメリカ大統領に当選した民主党のケネディは、カストロ政権打倒

のためキューバ侵攻を命令した。米軍の偵察機がキューバ上空から撮影した写真に、ソ連製ミサイルが写っ

ていた。キューバ危機(1962)の始まりだ。 

米軍はキューバを海上封鎖し、国連安保理事会で米国はキューバからのミサイル撤去をソ連に要求した。

ソ連は逆に、NATO 諸国からのミサイル撤去を米国に要求した。交渉は決裂、両軍は戦闘態勢に入った。１

３日後、ソ連は核ミサイルの撤去に応じ、米ソ核戦争の危機は終わった。 

核戦争に勝者はない。核戦争を恐れて核保有国に対する攻撃を自制することを、核抑止力という。米ソ

は激しく対立したが、核抑止力が働いて米ソ戦争は回避した。だから冷戦というのだ。そのことを、米ソ首脳

はキューバ危機で学習した。 

キューバ危機の意味は、核戦争を回避した米・ソが、逆に核軍縮に向かったことだ。翌年には米・英・ソが

部分的核実験停止条約(1963)を結んだ。地下核実験を除くすべての核実験を禁止する、最初の核軍縮条

約だ。地下核実験は、砂漠の地下で行う。米・ソは地上実験のデータを豊富に持っているので、地下核実験

発生する地震波を測定だけで、爆発の規模をコンピュータでシュミレーションできる。 



 

 

フランスのド=ゴール政権は、地上実験の禁止は米・ソによる核兵器独占を固定するとして南太平洋ムル

ロワ環礁での核実験を続行し、NATO 軍事機構から脱退(66)してフランス独自の安保政策を取るようになっ

た。中国も、中ソ論争をエスカレートさせて新疆ウイグル自治区での核実験を強行した(64)。この結果、国連

安保理の五大国がすべて核保有国となった。米ソの二極支配が崩れ、多極化の時代が始まった。 

 

アメリカの国内問題を見てみよう。部分的核実験停止条約が結ばれた 1963 年は、リンカン大統領の奴隷

解放宣言から 100 周年だった。南北戦争後の憲法修正第１３条は奴隷制を禁止し、修正第１５条は黒人の

参政権も認めている。しかし南部諸州は州法で黒人の参政権を制限し、公共の場所――バスや列車、学校、

劇場や映画館での人種隔離を定めていた。 

南部アラバマ州では、デパート勤めの黒人女性が、帰りのバスで白人専用席に座っただけで逮捕された

のだ。このときバス=ボイコット運動を呼びかけたのがキング牧師だ。彼はガンディーに学び、非暴力による黒

人の市民権獲得運動――公民権運動を指導した。首都ワシントンを埋め尽くした群衆の前でキングは演説

した。 

「I have a dream. 私には夢がある。いつの日かこの国が立ちあがり、すべての人は平等につくられた、という独

立宣言の信条を実現する日がやってくることを！」 

ケネディは公民権法制定をキングに約束したが、その直後に暗殺されてしまった。副大統領のジョンソン

が大統領に昇格し、公民権法を成立させた(1964)。「人種、肌の色、信仰、性別または出身国による差別を

非合法」とした。黒人のみならず、先住民（インディアン）にもようやく市民権が保障された。 

  

☝ケネディ暗殺の謎 

アイルランド系カトリックという米国社会のマイノリティ（少数派）出身だったケネディは、キング牧師の公民権運動に

理解を示した。翌年の大統領選挙に備え、公民権法反対の白人が多い南部テキサス州のダラスを訪問した。大統領

夫妻とテキサス州知事夫妻が乗ったオープンカーが、街の広場前を通過したとき銃声が響いた。ケネディははじめ後

ろから首を撃たれ、次に前から頭を撃ち抜かれた様子が、はっきりとフィルムに写っている。 

容疑者として逮捕されたオズワルドも警察署内でマフィアの男に射殺されたため、裁判は開けなくなった。ジョンソン

政権は、「オズワルドの単独犯行で、後ろから撃った」という報告書を発表した。オズワルドが犯人に仕立てられ、真犯

人は隠されていると考える人は多い。 

キューバ侵攻の中止に不満をもつ亡命キューバ人・CIA（中央情報局）、ヴェトナムへの軍事介入を求める軍部・軍

需産業など、ケネディ暗殺の動機を持つ人々はたくさんいたのだ。 



 

 

デタントから冷戦終結へ 

❶デタントと米中接近 

核兵器の原料であるウランは天然ウランを濃縮して作るが、プルトニウムは原子炉でウランを徐々に分裂さ

せて生成する。このとき発生する熱で蒸気を発生させ、発電機を回すようにしたのが原子力発電だ。米・ソは

核の平和利用と称して同盟国に原子炉を輸出した。しかし原子炉はプルトニウム生成装置なので、原爆の

原料を輸出しているのと同じだ。核保有国が世界に拡散し、五大国の軍事的優位が揺らぐ。この矛盾を解

決しようとしたのが核不拡散条約/NPT(1967)だ。 

①核保有国を五大国（米・英・仏・中・ソ）に限る。 

②非核保有国が原子力発電を行う場合、国際原子力機関(IAEA)の査察を受ける。 

 

査察とは、原子炉の上に監視カメラを設置し、核廃棄物（プルトニウム）の管理状況を報告させる。密かに

原爆を作ってないかどうか、365日監視するシステムだ。 

 

◎五大国だけ核を持っていいというのは、不公平だと思います。 

インド・パキスタンはそれを理由にNPTに加盟せず、核実験を行った。北朝鮮はNPTを脱退して核実験を

行った。イスラエルは否定も肯定もしないが、核兵器を保有しているといわれている。核拡散防止体制は、す

でにぼろぼろになっている。 

次は、ミサイル軍縮だ。核兵器は自分では飛べない。広島・長崎への原爆投下には飛行機を使った。ミサ

イル技術は大戦末期にドイツ軍が開発し、戦後は米・ソ両軍に継承された。スプートニク１号を打ち上げたロ

ケットは、原爆を積めば核ミサイルにもなる。宇宙ロケットと大陸間弾道ミサイル(ICBM)は、原理的には全く同

じものだ。 

戦略兵器制限交渉/SALT(1972)は、最初のミサイル軍縮交渉だ。戦略兵器とは ICBM のことで、米ソが保

有する ICBM に上限を設けた。そうはいっても核兵器保有数で米・ソは圧倒的で、SALT では米国が６千発、

ソ連が１万発を上限にしている。 

このように、キューバ危機後の部分的核実験停止条約にはじまり、核拡散防止条約、戦略兵器制限交渉

と、米・ソ間で核軍縮が進んだことを、デタント（緊張緩和）という。その一方で、核兵器を使わない戦争――

ヴェトナム戦争にアメリカは突入していった。 

大戦中、日本軍に占領されていた仏領インドシナでは、ホー=チ=ミンが率いる共産ゲリラ（ヴェトミン）が勢

力を拡大し、日本の敗戦直後にヴェトナム民主共和国の独立を宣言した。フランスはこれを認めず、阮朝最

後の王バオ=ダイを擁立してヴェトナム国（南ヴェトナム）を建国、民主共和国（北ヴェトナム）との間でインドシ

ナ戦争(1946-)が戦われ、ジュネーヴ休戦協定(54)でフランスの撤退と、南北統一選挙が定められた。選挙を

実施すれば、フランスの傀儡であるバオ=ダイに勝利はない。ホー=チ=ミンの共産党によるヴェトナム統一は、

東南アジア全体の共産化につながると考えたアメリカは「ヴェトナムの自由を守るため」、ヴェトナムへの介入

を開始した。 

 アイゼンハウアー政権は南ヴェトナムに親米政権を樹立し、南北統一選挙を拒否。南ヴェトナムでは、ホ

ー=チ=ミンを支持する解放民族戦線との内戦が始まった。北は、隣国ラオス・カンボジア経由（ホー=チ=ミン・

ルート）で南の解放戦線を支援した。 

 

◎「自由を守るため選挙をしない」って変ですよね。 



 

 

ホー=チ=ミンやカストロは、植民地支配に対して民族独立を守ろうとした民族主義者だ。だから民衆から熱

狂的に支持されていた。ソ連軍が占領下に作った東欧諸国の共産党政権とは根本的に違う。しかしアメリカ

は「共産主義はすべて悪」と考え、徹底的に封じ込めようとしたんだ。これが失敗の原因だね。 

ケネディ政権も南ヴェトナム支援を続けたが、軍事介入には消極的だった。ケネディ暗殺により発足したジ

ョンソン政権は、公民権法制定のほか、「偉大な社会」と称する貧困撲滅政策を進めた。しかし、彼の名前は

ヴェトナム戦争と結びつく不名誉なものとなってしまった。 

米国軍艦が攻撃されたトンキン湾事件を口実に北ヴェトナム空爆を開始した（ヴェトナム戦争 1965-73）。

しかし戦争は泥沼化、アメリカは軍事費増大で財政赤字に苦しみ、若者の反戦運動が激化した。68 年の大

統領選挙で民主党は大敗し、 「ヴェトナムからの名誉ある撤退」を掲げた共和党のニクソン政権が成立した。

ニクソンは考えた。 

「中ソ論争が国境紛争に発展しているので、米・中が和解して、ソ連を孤立させる。中国には北ヴェトナム

支援をやめさせ、アメリカもヴェトナムから撤兵する」 

 

 アメリカ大統領として初めてニクソンが訪中(1972)し、毛沢東から歓迎された。翌年、パリ和平協定(73)が

結ばれ、アメリカ軍はヴェトナムから撤退した。 

 

☝国連代表権問題と日中国交回復 

ニクソン訪中が発表されたのは、前年の 1971 年だ。米国は台湾の国民政府を中国代表と認めていたのだから、北

京訪問は台湾への「裏切り行為」でもある。西側諸国の多くも台湾と国交を結んでいたが、米国の政策転換を受けて、

北京政府承認へ踏み切る国が続出した。国連総会では、アルバニアが提案した中国代表権の交代が可決され、中

華人民共和国が安保理五大国の一つとなった。台湾は、これに抗議して国連を脱退した。 

日本の田中角栄首相は、ニクソン訪中の直後に訪中し、日中共同声明(1972)を出した。日本は中華人民共和国を

唯一の中国政府と承認し、中国は戦争賠償の請求権を放棄した。尖閣諸島の領有権問題も中国は一時棚上げにし

た。毛沢東はソ連を最大の敵と見なし、日・米との国交樹立と経済支援を求めていたのだ。米中国交樹立は、カーター

政権の1979年。1980年代には外国資本の流入で、中国沿海部が急速に発展した（改革開放政策）。 

 

ソ連では、キューバ危機で米国に妥協しすぎたフルシチョフが失脚(64)し、保守派（スターリン派）のブレジ

ネフが政権を握った。ブレジネフが東欧諸国への締め付けを強化しようとしていたとき、チェコスロヴァキアで

は共産党のドプチェク政権のもとで言論の自由が認められ、「プラハの春」と呼ばれていた。ブレジネフはワ

ルシャワ条約機構軍を動員してチェコに侵攻し、「プラハの春」を弾圧した（チェコ事件 1968）。翌年には、中

ソ国境のダマンスキー島で軍事衝突を引き起こした(中ソ国境紛争 1969)。このような共産圏内部での締め付

け強化のことを、制限主権論（ブレジネフ=ドクトリン）という。 



 

 

西ドイツでは、ブラント社民党政権が成立した。ブラントはモスクワを訪問してブレジネフと会い、ソ連・西独

武力不行使協定を結んだ。ポーランド訪問では戦後の国境線（オーデル・ナイセ線）を承認し――東プロイ

センなどポーランドに併合された領土の返還要求を放棄した。大戦中にユダヤ人が虐殺されたワルシャワ・

ゲットーの記念碑の前にひざまずいたのはこのときだ。西ドイツの首相としてはじめて東ドイツを訪問し、東西

ドイツ基本条約(72)を結んで東西ドイツの国連同時加盟を実現した。これらをまとめてブラントの東方外交と

いう。 

東西ドイツの関係改善で、ヨーロッパ全体のデタント（緊張緩和）が一気に進んだ。ＮＡＴＯとワルシャワ条

約機構の全加盟国が中立国フィンランドで全欧安保協力会議を開き、ヘルシンキ宣言(75)を発表した。西側

諸国は戦後の国境線を承認し、東側諸国は「基本的人権の尊重」を約束した。ヨーロッパの冷戦は終結に

向かう。 

最後まで不安定だったのが中東だ。 

❷イラン革命と新冷戦 

アメリカは、中東油田地帯へのソ連の南下を阻止するため、NATOの中東版であるMETO（中央条約機構

/バグダード条約機構）を組織させた。しかし METO の中心となったイラクで革命が起こり、親ソ政権が発足し

たため、METO を CENTO（中央条約機構）として改組した。CENTO の中心となったのが産油国イランのパフ

レヴィー朝だ。 

イランの石油資源はイギリス資本に握られ、石油国有化を進めたモサデグ首相は国王パフレヴィー２世に

よって逮捕された。国王は急激な近代化政策を進め、貧富の差が拡大した。「アメリカの手先、神
アッラー

の敵である

国王を倒せ」と説くシーア派の法学者ホメイニは民衆を指導し、イラン革命(1979)で国王を追放した。 

イラン革命の衝撃は中東全域に広がった。隣国アフガニスタンでは、親ソ政権による宗教弾圧に反発した

イスラーム=ゲリラが内戦を引き起こした。アフガニスタンにイスラーム政権が成立することをソ連のブレジネフ

書記長は恐れた。 

 

◎どうしてソ連がアフガニスタンのことを心配するんですか？ 

アフガニスタンと接するソ連南部には、ウズベク人などトルコ系のイスラーム教徒が多いからだ。ここにイス

ラーム革命が波及すれば、ソ連は崩壊する。 

ソ連軍のアフガニスタン侵攻(1979‐)は、親ソ政権の支援が目的だったが、逆効果に終わった。世界中か

らイスラーム義勇兵が続々とアフガニスタンに集結し、その中には、のちに国際テロ組織アルカーイダを組織

するオサマ=ビン=ラーディンもいた。アメリカは、ソ連の南下を阻止するため、イスラームゲリラを軍事援助し

た。 



 

 

 

イラクでは、バース党親ソ政権のサダム=フセイン大統領が、南部シーア派の分離独立運動を弾圧し、そ

の背後にいるホメイニ政権に打撃を与えるためイランに侵攻した（イラン・イラク戦争 1980-）。アメリカはイラク

を支援したがイランは屈せず、疲弊したイラクは隣国クウェート併合による油田確保を画策する（後述）。 

米国では、ウォーターゲート事件で共和党のニクソン大統領が辞任、副大統領のフォードがあとを継いだ

が、次の大統領選挙では民主党のカーターが当選した。政治的にはクリーンだったが外交経験のないカー

ターは、イラン革命やソ連のアフガン侵攻に対処できず、中東におけるアメリカの地位は著しく低下した。 

  

☝ウォーターゲート事件 

1972 年、首都ワシントンのウォーターゲートビルにあった民主党の事務所に盗聴器が仕掛けられ、５人の容疑者が

現行犯逮捕された。１人は元 CIA 職員で、ニクソン大統領の側近とつながりがあったため、ニクソン自身の指示による

犯行ではないかと疑われた。大統領官邸（ホワイトハウス）における会話はすべて録音されている。裁判所は録音テー

プの提出をニクソンに命じた。しかし提出された録音テープには、18分間の無音部分があった。 

ニクソンに証拠隠滅の疑いまでかかり、議会は大統領弾劾の手続きに入った。合衆国憲法の規定では、大統領の

犯罪は議会が裁く（弾劾裁判）。出廷を求められたニクソンはテレビ会見を行い、大統領辞任を発表した(1974)。現職の

アメリカ大統領が、任期中に辞職するのはこれが初めてだ。ニクソンはその後も事件について沈黙を守り、真相はわか

っていない。 

 

1980 年の大統領選挙では、「強いアメリカ」を掲げた共和党のレーガンが当選した。ハリウッドの映画俳優

からカリフォルニア州知事を経て大統領になった異色の人物だ。ソ連を「悪の帝国」と呼ぶレーガンは、大規

模な軍拡に乗り出した。とくに、核ミサイルを宇宙空間で迎撃する戦略防衛構想（SDI）は、大陸間弾道ミサイ

ル（ICBM）を無力化するものとしてソ連をあわてさせた。しかし軍事費の増大は、ヴェトナム戦争以来の財政

赤字をさらに深刻化させ、貿易赤字とともに「双子の赤字」と呼ばれた。 

ソ連経済は、ブレジネフ時代に長期の停滞が続いていた。野党が存在しないため、共産党官僚は国民か

らわいろを要求するなど腐敗し、計画経済は国民から勤労意欲を奪い、モノ不足は生活必需品にまで及ん

だ。アフガニスタン侵攻による軍事費増大は、財政赤字を増やしていった。ブレジネフ書記長の死後、その

後継者たちも高齢のため次々に他界し、５０代の（ソ連としては）若き指導者ゴルバチョフが書記長に選出さ

れた(1985)。地方の党幹部だった時代、ゴルバチョフは実験的に市場経済を導入して成果を上げていた。フ

ルシチョフ以来の「改革派」指導者の登場だ。 

ソ連共産党内部には。二つの派閥があった。マルクス、レーニンの思想どおりに、平等を徹底するため個

人のカネもうけを認めず、一党独裁のもとで計画経済を推進し、アメリカと対決するのが共産党保守派。スタ

ーリンやブレジネフの考え方だ。 



 

 

一方、計画経済をやってみると勤労意欲の減退などの問題点が起こるので、市場経済を取り入れて「カネ

もうけの自由」を認め、アメリカとも共存するのが共産党改革派。ネップ採用以後のレーニンや、フルシチョフ

やゴルバチョフの考え方だ。 

 

 

 

◎保守派も、改革派も、それぞれ見た感じが似てきますね… 

保守派の自信満々は、顔にも出ているね。一方の改革派は、共産主義者のくせに共産党がやってきたこ

とに自信がない。本当は間違ってるんじゃないかと思っているので政策がフラフラするんだ。フルシチョフの

やったことなんか典型的だ。アメリカとの「雪どけ」を演出したり、キューバ危機を起こしたり…。ストレスが多い

ので、たぶん髪にもよくないのだろう。 

ゴルバチョフ書記長は、チェルノブイリ原発事故(86)をきっかけに、共産党の言論統制、情報隠ぺい体質

を改めようと決意した。ソ連共産党第27回党大会(86)では、次の３つの政策が決定された。 

①ペレストロイカ…市場経済の導入。「立て直し」の意味。 

②グラスノスチ…言論の自由を認める。「ガラス張りにする」の意味。 

③新思考外交…米ソ冷戦の終結、中国との和解、アフガンからの撤兵。 

ゴルバチョフは、さっそく米国のレーガン大統領と会見し、ヨーロッパに配備している中距離核ミサイルを

全廃するという中距離核戦力（INF）全廃条約(1987)に調印した。またアフガニスタンからのソ連軍撤退を命令

し、中国を訪問して中ソ対立を終わらせた。 

アメリカではレーガン大統領が退任し、副大統領だったブッシュが大統領に選出された(88)。ブッシュはゴ

ルバチョフと地中海のマルタ島沖のソ連船内でマルタ会談(89)を行い、冷戦終結を宣言した。冷戦はヤルタ

に始まり、マルタに終わった。 

 

☝チェルノブイリ原発事故 

ウクライナ北部にあるチェルノブイリ原発は、ソ連最大の原子力発電所だった。ゴルバチョフ政権発足の翌年、1986

年に原子炉の出力実験を行っていたところ、核分裂を抑える制御棒が故障し、核分裂をコントロールできなくなって原

子炉が爆発した。放射性物質はヨーロッパ全土に拡散したにも関わらず、ソ連政権は事故を隠蔽し、被害を拡大し

た。スウェーデン政府から追及されたソ連は、ようやく原発事故の事実を認めた。防護服もないまま消火活動にあたっ

た作業員を中心に 200 人が急性放射線障害で入院し、30 人が死んだ。周辺住民 40 万人が避難を命じられ、いまも

現場周辺は居住禁止になっている。 

チェルノブイリに継ぐ原発事故としては、米国のスリーマイル原発事故(1979)、日本の福島第一原発事故(2011)があ



 

 

る。スリーマイルでは作業ミスにより冷却システムが停止し、ウラン燃料棒の融解が起こって放射性物質が放出され

た。福島第一では東日本大震災にともなう津波により、冷却システムが停止し、ウラン燃料棒が融解し、発生した水素

が爆発して放射性物質を拡散させた。いずれも被爆による直接の死者は出ていない。 

 

米・ソの拒否権乱発で機能を停止していた国連安保理事会が、冷戦終結によって機能を回復した。その

ことを世界に印象付けたのが、湾岸戦争だ。 

イラン・イラク戦争の長期化で国力を消耗させたイラクのサダム=フセイン大統領は、隣国クウェートの油田

に目を付けた。同じアラブ人でありながらイギリスの委任統治時代にイラク・クウェート間に国境が引かれ、クウ

ェートの王族は米・英の石油資本と結託して石油の富を独占してきた。サダムはアラブ統一の大義を掲げて

イラク軍のクウェート侵攻(1990)を命じた。クウェート政府の要請で、国連安保理事会が招集された。米・英・

仏はイラクに対する武力制裁を求め、中国は棄権した。問題はソ連だ。 

イラクは親ソ政権であるから、本来ならソ連は拒否権を発動するはずだ。しかしゴルバチョフ政権のソ連は、

イラクへの武力制裁に賛成した。米・英軍を主力とする多国籍軍がイラクを空爆し、イラク軍はクウェートから

撤退した。これが湾岸戦争(1991)だ。 

ところがこの年、ソ連が崩壊するという大事件が起こる。 

 

 

 ❸ 東欧革命とソ連崩壊 

東ヨーロッパの民主化運動は、12 年周期で発生した。１回目は、フルシチョフのスターリン批判に乗じたハ

ンガリー事件(1956)。２回目は、「プラハの春」に始まるチェコ事件(1968)だ。これについては、もう説明したね。 

３回目は、ポーランドの民主化運動(1980)だ。ポーランドでも計画経済の行き詰まりとモノ不足が深刻化し

ていた。そんなポーランド人を励したのが、ポーランド出身の教皇ヨハネ=パウロ２世（位 1978-2005）だポーラ

ンド人は熱心なカトリック教徒で、共産党政権下でも教会の活動は黙認されていた。教皇は民主化運動を励

まし、共産党政権に対話を呼びかけた。グダニスク（旧ダンツィヒ）の国営造船所では、ワレサ議長が率いる

自主管理労組「連帯」が組織され(1980)、民主化運動の中心となった。 

ソ連のブレジネフ政権から圧力を受けたポーランド共産党政権は、戒厳令を発令してワレサらを逮捕し、

「連帯」を非合法化した。しかしソ連でゴルバチョフ政権がペレストロイカを始めると、ポーランド政府もワレサ

を釈放し、「連帯」を合法化した。 

冷戦が終わった年、1989 年の東欧革命はこのポーランドではじまった。戦後初めての自由選挙が行われ、

共産党の候補者は全員落選し、「連帯」が圧勝した。ポーランド共産党は選挙結果を受け入れて下野し、

「連帯」政権が発足した。大統領選挙ではワレサが勝利し、東欧の真ん中に非共産党政権が出現したのだ。 

 

◎ソ連は攻めて来なかったんですか？ 

ゴルバチョフはいった。「ソ連は、東欧諸国の内政に干渉しない」 

東欧民主化に青信号がともった。チェコスロヴァキアとハンガリーで自由選挙が実施され、血を流さずに共

産党政権が崩壊した。チェコでは反体制運動を続けてきた作家のハベルが大統領に選ばれ、「プラハの春」

のドプチェクが国会議長として復権した。 

東ドイツのホネカー議長は民主化要求を拒否し、「ベルリンの壁は千年続く」と発言した。幻滅した東独市

民は、隣国ポーランド・チェコに越境し、西ドイツ大使館に亡命した。ポーランド・チェコ政府はこれを黙認した

ため、東ドイツの解体が始まった。ホネカーは退陣し、東独政府は「ベルリンの壁」の通行を許可した（ベルリ

ンの壁崩壊）。 



 

 

ルーマニア共産党のチャウシェスク大統領は、北朝鮮型の個人崇拝と一族支配を行い、対外債務支払

いのための穀物輸出は食糧不足を引き起こした（飢餓輸出）。1989 年の年末、大統領支持を叫ばせる市民

集会を開催したチャウシェスクは、広場を埋めた市民から怒号を浴びた。治安部隊が市民に発砲したことか

らルーマニア革命が勃発し、チャウシェスク大統領夫妻は逃走途中に軍によって逮捕され、軍法会議で処

刑された。東欧諸国の民主化によりワルシャワ条約機構は解体し、ソ連軍は東欧から撤退した。その後、ポ

ーランド・チェコ・ハンガリーは NATO に加盟した。なお、チェコとスロヴァキアは住民投票により 1993 年に分

離した。 

 

☝ユーゴスラヴィアの解体 

ティトー大統領のもと、外交では非同盟中立、内政では自主管理社会主義――各工場の労働組合が生産量や賃

金を決定する――という独自路線を続けたユーゴスラヴィアも、1980 年代には経済危機が深刻化した。労働者は賃金

を引き上げ、労働時間を減らそうとするから、企業や農場の生産性は落ち、ユーゴ製品の国際競争力は失われていっ

た。 

比較的豊かな北部工業地帯（スロヴェニア・クロアティア）と貧しい南部農業地帯（セルビアなど）との格差も深刻に

なった。北部は、自分たちの富がユーゴ連邦政府によって南部に分配されることに不満を持った。民族運動を抑えて

きたティトー大統領の死(1980)後、民族主義者のミロシェヴィッチがセルビア大統領に当選するなどユーゴ連邦の解体

が進んだ。 

91 年、スロヴェニアとクロアティアが独立を宣言。西欧諸国に承認された。翌年、ボスニア・ヘルツェゴヴィナの独立

をめぐり、ボスニア内戦が勃発。独立推進派のクロアティア人・ボスニア人（ムスリム）と、独立反対派のセルビア人が凄

惨な殺し合いを続けた。セルビア南部では、アルバニア人が多いコソヴォ州の独立運動が再燃した。ミロシェヴィッチ

はボスニア内戦に介入し、コソヴォ独立運動を弾圧した。これを阻止するためNATO軍が軍事介入し、セルビアを空爆

し、ボスニアとコソヴォを占領してセルビア軍を排除した。コソヴォの独立宣言(2008)を西側諸国は承認したが、セルビア

はこれを認めていない。 

 

東欧共産圏の崩壊は、ソ連からのバルト三国の独立運動に飛び火した。ゴルバチョフは、ソ連を構成する

１５の共和国が自由選挙によって大統領を選出することを認め、緩やかな連邦としてのソ連を維持し、自分は

ソ連大統領として権力を保とうと考えた。市場経済への移行も、混乱を避けるため数年かけて徐々に行うつも

りだった。 

急進改革派のエリツィンは、ゴルバチョフのやり方は生ぬるい、と考えた。共産党を解体して一気に市場

経済に移行し、ソ連も解体してロシア連邦は独立すべきだ、と主張するエリツィンは、共産党の候補を破って

ロシア大統領選挙に当選した。ソヴィエト連邦を構成する最大の国家が、非共産党政権になってしまったわ

けだ。 

一方、ペレストロイカと軍縮に反対する共産党保守派と軍・秘密警察（KGB）は、ゴルバチョフ打倒のクー

デタ(1991)を仕掛けた。ゴルバチョフ一家を別荘に監禁し、「ゴルバチョフは病気」と発表した。エリツィンは、ク

ーデタとの戦いを市民に呼び掛けた。モスクワ市民数万人が街頭に出てエリツィンを支持し、クーデタ派は

逮捕された。 

エリツィンは、ウクライナ・ベラルーシの首脳と会談、ロシア・ウクライナ・ベラルーシのソ連からの独立と独

立国家共同体（CIS）の結成を宣言し、ソ連は解体された。 

 

 

 



 

 

❹冷戦終結後の世界 

エリツィン政権下のロシアでは、市場経済導入による大混乱が起こった。国営企業は民営化され、外資と

一握りの新興財閥が富を独占する一方、生産性の低い赤字企業は倒産し、労働者は解雇された。ソ連時代

には倒産も失業もなく、医療も教育も無料だったから、多くの国民は資本主義の厳しさを始めて知ることにな

った。税収不足からロシア政府は財政危機に陥り(1998)、IMFの融資を受けた。 

民族紛争も激化した。黒海とカスピ海に挟まれたカフカース地方では、ソ連崩壊時にカフカース山脈の南

のグルジア、アルメニア、アゼルバイジャンの３カ国が独立した。山脈の北にも少数民族は多く、トルコ系イ

スラーム教徒のチェチェン共和国も選挙で大統領を選出し、ロシア連邦からの独立を宣言した。エリツィンは

チェチェン独立を認めず、ロシア軍を侵攻させてチェチェン独立派を弾圧した（チェチェン紛争 1994-）。 

 
 

◎ロシアはソ連から独立したのに、どうしてチェチェン独立を認めないんですか？ 

石油だ。カスピ海にはロシア最大の油田がある。チェチェン独立を許せば、周辺の少数民族も次々に独

立し、ロシアは石油利権を失う。 
祖国を焦土にされたチェチェンの若者の一部はテロリストとなり、モスクワではテロが横行した。テロリストの

取り締まりでエリツィンの信任を得たのが秘密警察（KGB）出身のプーチンで、ロシア連邦の２代大統領に就

任し(2000)、強権による治安の回復、石油・ガスなど重要産業の再国有化を行ない、「強いロシア」の再建を

目指した。 

アメリカでは、ソ連に対抗して軍拡を続けてきたブッシュ共和党政権がソ連消滅で存在意義を失い、内政

重視の民主党クリントン政権が成立した。クリントンは、金融業とIT産業の育成による景気回復による財政再

建を目指し、成功した。本来は軍事用だったインターネットが民間に開放され、パソコンが普及したのがこの

時代だ。一方、複数の投資家から集めた巨額の資金を株や外貨に投資する投資ファンドが急成長し、アジ

ア通貨危機(1997)を引き起こすなど世界経済を左右する力を持つにいたった。 



 

 

2000 年の大統領選挙で政権を奪回した共和党のジョージ=ブッシュ大統領は、就任直後に発生した９．１

１同時多発テロ(2001)の犯人をイスラーム原理主義組織アルカーイダであると断定し、イギリスとともに「対テロ

戦争」に踏み切った。アフガニスタンを攻撃してタリバーン政権を崩壊させ、イラク戦争(2003-)でサダム=フセ

イン政権を打倒した。アメリカの単独行動には中・露のみならずフランスも反対し、安保理決議なしに米・英

軍は行動した。政権末期には世界金融危機が起こり、2008 年の大統領選挙ではイラク撤兵を掲げた民主党

のオバマが当選した。黒人初のアメリカ大統領だ。 

 

 

スキルアップ 

 

戦後の世界経済 

第二次世界大戦でも戦場にならなかった米国は、軍需物資の輸出により世界恐慌から脱し、世界最大

の金（ゴールド）の保有国となった。大戦末期に米国で開かれたブレトン=ウッズ会議(1944)では、戦後の世

界経済の枠組み（ブレトン=ウッズ体制）が決まった。  

①金ドル本位制…金と交換できるドルを国際通貨とする。 

②固定相場制…ドルと各国通貨との交換比率を固定する（＄１＝￥360）。 

③国際通貨基金（IMF）…加盟国がインフレに陥ったとき、ドルを融資する。 

④世界銀行（国際復興開発銀行）…加盟国の公共事業に低利融資する。 

⑤関税と貿易に関する一般協定（GATT
ガ ッ ト

）…段階的に関税を引き下げる。 

金と交換できるドルの圧倒的な信用をもとに、世界恐慌前の自由貿易体制を復活させ、世界大戦の原因

を除去しようという試みだ。 

日本は米軍の空爆で焦土と化したが、世界銀行からの融資で新幹線・高速道路などのインフラを整備

し、固定相場制と GATT による関税引き下げで、自動車・鉄鋼などの輸出産業を急成長させ、1960 年代に

は高度経済成長を実現した。西ドイツも、日本と同時期に経済大国に成長した。 

ジョンソン民主党政権はヴェトナム戦争介入と福祉政策による財政赤字の解消のためドルを増刷し、イ

ンフレを引き起こした。米国には、安くて性能のよい日本製品・西独製品が流入し、ドルが流出した（貿易

赤字）。ドルは金と交換できるので、ドルの流出は金の流出を意味する（ドル危機）。 

共和党のニクソン大統領は、金とドルの交換停止を発表した(1971)。世界恐慌の時の金本位制停止と

同じことをしたわけだ。ドルの信用は失われ、一気にドル安が進んだ。米国は固定相場制をやめ、ドルの下

落を放置した（変動相場制）。ドルに対して円高・マルク高になり、日本・ドイツの製品は米国内では割高に

なって売れなくなる。これが狙いだ。 

冷戦末期の共和党レーガン政権期には、ソ連のアフガニスタン侵攻に対抗して大規模な軍拡が行わ

れ、財政赤字・貿易赤字の双子の赤字が累積した結果、米国は半世紀ぶりに債務国に転落した。先進五

大国（G５）の財務大臣・中央銀行総裁がニューヨークのプラザホテルで会合し、一層の円高ドル安に誘導

するため円買いドル売りの協調介入を実施することで合意した（プラザ合意 1985）。この結果、１ドル230円

台から 150 円台までドル安が進み、アメリカの製造業は助かったが、日本の製造業は円高不況に苦しむこ

とになった。円高ドル安傾向は、その後も続いている。 



 

 

❺ヨーロッパの統合  

第一次世界大戦後、『パン=ヨーロッパ』という本を書いてヨーロッパ統合を唱えたのがクーデンホーフ=カ

レルギーだ。父は大戦で崩壊したオーストリア帝国の外交官、母は日本人という国際的な家庭に育ち、オー

ストリア帝国自体が多民族国家だったから、違う民族が一つの国に住むことに何の違和感もなかったのだ。

カレルギーの提案は、ドイツのシュトレーゼマン外相やフランスのブリアン外相から歓迎されたが、世界恐慌

とナチスの台頭で、ヨーロッパは再び戦争に突入していった。 

第二次大戦が終わったとき、ヨーロッパは破壊しつくされていた。結局、この戦争の真の勝者は米国とソ連

であり、ヨーロッパ諸国はこのあとＮＡＴＯとワルシャワ条約機構とに引き裂かれ、米・ソの従属国へと転落して

しまった。また、アジア・アフリカの植民地が独立したため、欧州諸国は広大な独占市場を失うことになった。 

フランスの外相シューマンは、アルザスの出身だ。アルザスの領有権は、普仏戦争でドイツ領→ヴェルサ

イユ条約でフランス領→ヒトラーに攻め込まれてドイツ領→戦後またフランス領と、くるくる変わった。アルザ

ス・ロレーヌの帰属を独・仏が争ったのは、豊富な地下資源（鉄鉱石と石炭）をめぐるものであることにシュー

マンは気付いた。 

戦勝国フランスが資源を独占すれば、敗戦国ドイツで再び復讐感情が芽生え、新たな戦争の火種になる。

両国で資源を共同利用にすればよい…これがシューマン=プランだ。西ドイツのアデナウアー首相がこれを

歓迎した。彼もフランス国境に近いラインラントの出身だ。こうして仏・西独が和解し、同じ敗戦国のイタリア、

いつも戦場になるベネルクス３国（オランダ・ベルギー・ルクセンブルク）の６か国がパリ条約(1951)に調印し、

石炭・鉄鉱を共同利用するＥＣＳＣ（欧州石炭鉄鉱共同体）が発足した(1952)。 

ローマ条約(1957)では、加盟国間の関税をゼロにするＥＥＣ（欧州経済統合体）と、原子力発電所を共同開

発するＥＵＲＡＴＯＭ
ユ ー ラ ト ム

（欧州原子力共同体）が発足(1958)。ＥＣＳＣ、ＥＥＣ、ＥＵＲＡＴＯＭはいずれもベルギー

のブリュッセルに本部がおかれた。10 年後、この３つを一つの組織に統合したのがＥＣ（欧州共同体）だ。ＥＣ

の原加盟国６か国（仏・西独・伊・ベネルクス３国）は、しっかり覚えておこう。これらの国々は約 1000 年前、カ

ール大帝のフランク王国に属していたのだ。 

一方、NATO の原型となったブリュッセル条約の原加盟国（英・仏・ベネルクス３国）は軍事同盟なので、イ

ギリスが入っているかわりに、敗戦国の西独・伊が入っていないね。EC は戦争防止のための経済同盟なの

で、敗戦国をわざと入れたのだ。 

 

◎なぜイギリスはＥＣに入らなかったのですか？  

イギリスは、オーストラリアなどイギリス連邦の盟主だ。世界恐慌のときにスターリング=ブロックを形成したグ

ループだね。インドは独立したが、アフリカにもまだ多くの植民地が残っていた。ＥＣの事実上の盟主である

農業国フランスのド=ゴール政権が、オーストラリアなどから安い農産物が入ってくることをいやがったのだ。 

イギリスは、ＥＣに入っていないデンマーク・ポルトガルなど７か国とＥＦＴＡ
エ フ タ

（欧州自由貿易連合）を結成した

(1960)。しかしＥＣとの競争には勝てず、植民地の独立でイギリス連邦も形骸化し、オーストラリアは日本との

貿易が増え、すっかり落ちぶれたイギリスはフランスに頭を下げ、ＥＣへの加盟を求めた。反米主義者ド=ゴー

ルが退陣した後、ＥＣは英・アイルランド・デンマークの加盟を認めて９か国体制になった(1973)。 

1980 年代には、軍事政権から民主政権に代わったギリシア、右翼のフランコ独裁体制が倒れたスペイン、

同じくサラザール独裁政権が倒れたポルトガルがＥＣに加盟して、12 か国体制になった。最終的には「ヨー

ロッパ」という統一国家を目指すECは、議会制民主主義の国しか加盟できない。右翼独裁や共産党独裁で

は困るわけだ。 



 

 

やがて冷戦が終結。ソ連崩壊の翌年、ＥＣ12 カ国がオランダに集まり、マーストリヒト条約に調印(92)、ＥＵ

（欧州連合）が発足した(93)。政治的・軍事的統合を目指すと宣言したのだ。将来はヨーロッパ大統領をおき、

NATO とは別にヨーロッパ軍を持つという構想だ。また、共通の通貨ユーロを発行し(2002)、マルクやフランは

廃止された。 

1990 年代にはオーストリア・スウェーデン・フィンランドが、2004 年には東欧のポーランド・ハンガリー・チェ

コ・バルト３国など10カ国が加わって25か国体制になった。政治統合も加速し、リスボン条約(2007)でEU大

統領、EU外相の設置が決まった。 

 

◎まだ加盟していない国はどこですか？ 

まずスイス。ウィーン会議以来の永世中立国で、ドイツ語・フランス語・イタリア語の３地域に分かれており、

国境をなくすとスイス人としての国民意識がなくなってしまう。 

ノルウェーは、北海油田をもつ産油国なので、油田を独り占めしたい。 

トルコは加盟を申請しているが、物価の安いトルコから低賃金労働者が流入してくれば欧州の失業者を

増やすとして、ＥＵ側が抵抗している。東欧諸国の労働者が西欧に流入して、すでに社会問題になっている。

2010 年にはギリシアの財政危機をきっかけに、共通通貨ユーロの暴落が起こった。欧州統合は経済指標

――物価や財政赤字――が同じ水準でなければ、うまくいかない。 

東日本大震災が起こり、東北各県は甚大な被害を受けた。震災復旧には、九州や関西の人たちが払っ

た税金も使われるが、それに反対する人はいない。同じ日本人だからだ。同様に、ギリシアの財政赤字をドイ

ツ人やフランス人の支払った税金で穴埋めすれば、この問題は解決する。しかし、ドイツ人やフランス人はこ

れに不満だ。彼らはまだ「ヨーロッパ人意識」を持っていないのだ。 

北米には NAFTA、アフリカには AU、東南アジアにはＡＳＥＡＮがあり、それぞれ経済統合を目指している。

東アジアには、こういう組織がまだない。中国と北朝鮮は共産党独裁政権であり、日本との経済格差もありす

ぎる。もし、日中間で関税をゼロにし、人・モノの移動を自由化したら、賃金の高い日本に大量の中国人労働

者が流入することは間違いない。ヨーロッパとは比較にならない混乱が起こるだろう。 

「東アジア共同体」の実現には、中国の民主化と生活水準の向上が絶対条件だ。 

 

 



 

 

第二次世界大戦後の中国・インド 

❶第二次大戦後の中国 

国民党との内戦(1945-49)に勝利した共産党の毛沢東は、北京で中華人民共和国の建国を宣言し、国家

主席（大統領）に就任した。東西冷戦が激化する中、ソ連のスターリンと中ソ友好同盟相互援助条約(1950)を

結び、朝鮮戦争(1950-) では北朝鮮を支援するため義勇軍を送り、米軍を主力とする国連軍と戦った。国内

でもソ連の援助で五か年計画を開始した。周恩来首相はインドのネルー首相と会談し、アジア・アフリカ会

議(1955)を成功させた。その一方で、中国人民解放軍はチベットを占領して民族運動を弾圧し、ダライ=ラマ

１４世のインド亡命(1959)で中印関係は悪化していった。 

ソ連との蜜月も長くは続かなかった。スターリンの死後、フルシチョフがスターリン批判(1956)を行い、米国と

の平和共存を打ち出した。毛沢東から見れば、朝鮮戦争で戦った米軍との平和共存など許しがたい裏切り

行為だ。毛はフルシチョフを「修正主義」と罵倒し（中ソ論争）、フルシチョフは中国に対する経済援助を停止

した。毛沢東は自力で先進国になるという第２次五か年計画（大躍進計画）を発表、全国民を人民公社に組

織し、生産ノルマを課した。現実を無視した無謀な計画は、多くの餓死者を出すという結果に終わった。党内

で孤立した毛は国家主席を劉少奇に譲ったが、共産党首席（総書記）にはとどまった。ここから、劉と毛との

激しい権力闘争が始まった。 

 

◎国家主席と共産党主席ってどう違うんですか？ 
中華人民共和国の指導者が国家主席・劉少奇で、大躍進の失敗を認め、市場経済（資本主義経済）の

導入による経済再建を打ち出そうとしていった。一方で、独裁政党である中国共産党の指導者が党主席・毛

沢東で、大躍進の失敗は自然災害だとし、計画の失敗を認めようとしない。共産党の指導部は、毛派と劉派

に分裂した。 

党内では劣勢となった毛沢東だが、「建国の父」としてカリスマ的人気があった。そこで毛沢東は全国の大

学生・中高生を紅衛兵に組織して、党の実権を握り、資本主義に走ろうとする裏切り者、実権派・走資派の

打倒を呼びかけた。文化大革命(1966-) のはじまりだ。米国はヴェトナム戦争に介入し(1965)、中ソ論争は中

ソ国境紛争(69)に発展していった。米国・ソ連・実権派が共謀していると思い込んだ毛沢東に扇動された紅

衛兵は、実権派の政治家を糾弾し、暴行した。劉少奇は逮捕されて獄死し、副首相・鄧
と う

小
しょう

平
へい

も監禁された。

軍人の林
り ん

彪
ぴょう

や毛夫人の江
こ う

青
せい

ら文革派が権力を握った。 

 



 

 

 

文化大革命は１０年に及び、紅衛兵は寺院などの文化遺産が「封建制の遺物」として破壊した。学校の授

業も、工場の生産も停止し、大混乱が続いった。毛沢東は混乱収拾に動き、米国との関係改善求めた。 

 

 

◎毛沢東って、反米だったんじゃないんですか？ 

「米・ソと同時には戦えない。米国との関係を改善し、ソ連に対抗する」 

というのが毛沢東の考えだ。ヴェトナム戦争泥沼化に苦しむ米国がこれに応じ、ニクソン訪中(1972)が決ま

った。米国の方針転換を見て、国連総会は、中国代表権の交替を決議(1971)し、北京の人民共和国が中国

代表と認められた。台湾の国民政府は国連を脱退した。毛沢東の後継者といわれた林彪が姿を消し、「林彪

はクーデタに失敗し、ソ連へ亡命をはかったが、飛行機事故で死んだ」、と発表された（林彪事件）。朝鮮戦

争の司令官だった林彪は、米国との関係改善に反対したため、毛沢東に粛清されたというのが真相のようだ。

ニクソン訪中の翌年、田中角栄首相が訪中し、日中共同宣言(73)で日中は国交を樹立した。米中国交樹立

は少し遅れて、カーター政権下の1979年に実現した。 

毛沢東の晩年、米・日との関係改善に動いったのが周恩来で、西側諸国からの資金・技術援助による「四

つの現代化」（農業・工業・国防・科学技術）を提唱した。 

1976 年、周恩来と毛沢東があいついで死んだ。毛が国家主席に指名した華
か

国
こ く

鋒
ほ う

が実権派の鄧小平と結

んで四人組を逮捕し、鄧小平が最高実力者として、文化大革命を否定し、市場経済の導入（改革開放政

策）に転換した。 

なお、米中接近に反発したヴェトナムはソ連と軍事同盟を結び、中国と結ぶカンボジアのポル=ポト政権に

対して侵攻した。カンボジア支援のため鄧小平はヴェトナムを攻撃した（中越戦争79）。（⇒P.  ） 

 

 

◎最高実力者って何ですか？ 

鄧小平は毛沢東のような個人崇拝を嫌った。自らは要職にはつかず、若手の華国鋒・胡
こ

耀
よ う

邦
ほ う

・趙
ちょう

紫
し

陽
よ う

を

総書記や首相の職につけて、院政を敷いったわけだ。 

鄧小平時代に、中国経済はめざましく発展した。人民公社を解体し、国家に納める一定額以外の生産物

の自由販売を認め（生産請負制）、私企業も認めた。沿海部の経済特区には日・米などの外資を導入し、上

海には高層ビルが建ち始めた。 

その一方で、一党独裁と市場経済（社会主義市場経済）との矛盾が目立ち始めた。国有企業を民間に売

却する際に自由競争が行われず、共産党幹部の親族が優遇され、わいろも横行した。毛沢東時代の平等



 

 

が失われ、カネとコネの社会になった。汚職と不平等に反対する学生デモが頻発した。胡耀邦は学生デモ

に理解を示した。 

東欧の民主化が進んだ 1989 年、胡耀邦が死んだ。学生たちは北京の天安門広場を埋め尽くし、民主化

を要求した。人民解放軍は武力で弾圧した（天安門事件 89）。 

鄧小平は江沢民を後継者に指名し、香港返還(89)を目前にして死んだ。江沢民・胡
こ

錦
き ん

濤
と う

は改革開放政策

を維持して経済成長を続けた。貧富の格差は拡大し、汚職もひどくなる。国民の不満を抑える方法が「愛国

教育」だ。アヘン戦争以後、とくに満州事変以後の中国近代史を学ばせ、侵略者を撃退した共産党の偉業

を再認識させる。反日デモや反日暴動が頻発するようになったのは、愛国教育の成果だ。 
  

☝香港はその後、どうなったのか 

アヘン戦争後の南京条約(1842)で香港島がイギリスに割譲され、アロー戦争後の北京条約(60)で九竜半島南部も

イギリスに割譲された。日清戦争後の中国分割の際、九竜半島の残りの部分（新界）はイギリスの租借地（99 年間）と

なった。日本は敗戦時に遼東半島を放棄したが、戦勝国イギリスは、香港と九竜半島を手放さなかった。中華人民共

和国の成立後も、この状態が続く。 

胡耀邦時代、中国はイギリスのサッチャー政権と交渉して香

港返還協定(1984)を結び、九竜半島返還期限の1998年に、香

港島・九竜半島南部も含めてすべて中国に返還することで合

した。サッチャーがつけた条件はこうだ。「英領香港では言論

自由を保障してきた。中国も５０年間はこの体制を認めなさい」 

こういうわけで香港返還(98)後も、香港にだけは言論の自由

が認められている。本土は共産党の一党独裁、香港は民主

義。この体制を一国二制度という。 

 



 

 

❷第二次大戦後の韓国 

日本から独立した大韓民国の歴史は、３つの時代に分けることができる。李承晩政権の時代、軍事政権

の時代、民主化以後の時代だ。 

両班
ヤ ン バ ン

出身で、米国で亡命生活を送った李
イ

承
ス ン

晩
マ ン

は、「反日親米」の政治家だ。三・一運動のとき上海で大韓

民国臨時政府を組織し、日米戦争中は F.ローズヴェルトに韓国独立を働きかけた。日本が降伏すると米軍

とともに帰国し、大韓民国初代大統領となった。朝鮮戦争中、マッカーサーが日本を再軍備させて韓国に送

ろうとした。李承晩はいった。「日本軍が上陸したら、私は北と講和して日本と戦う」 

彼は韓国を日本に対する戦勝国として扱うことを米国に要求し、対馬の割譲まで求めた。米国に拒否され

ると、日本海の無人島・竹島（独島）を占領した。日本を同盟国にするという米国の対日政策の転換は、李承

晩の硬直した反日主義と衝突した。 

李承晩は政敵に「親日派」「共産主義者」のレッテルを張って弾圧し、独裁化した。1960 年、四月革命と呼

ばれる学生デモが荒れ狂い、李承晩はハワイへ亡命した。 

朴
パ ク

正
チョン

熙
ヒ

将軍は貧農の出身で、日本統治下で教育を受け、日本の陸軍士官学校に志願し、満州軍の士

官として敗戦を迎えた。陸軍創設のため韓国に帰国したが、李承晩時代には「親日派」として冷遇された。李

承晩退陣後、北朝鮮が支援する学生運動が高揚すると、朴
パ ク

正
チョン

熙
ヒ

はクーデタ(1961)を起こして秩序を回復し、

大統領に就任した。 

当時、日本時代の鉱工業施設を継承し、ソ連から莫大な経済援助を受ける北朝鮮のほうが豊かだった。農

村地帯だった韓国は朝鮮戦争で荒廃し、最貧国に転落した。朴正熙は日本からの賠償金で韓国経済を近

代化し、北朝鮮に対抗しようとした。日本側は、宗主国が植民地に賠償を支払った例はないとして、日韓交

渉は難航した。ヴェトナム戦争勃発の年、日韓基本条約(1965)がようやく調印された。 

① 日本は韓国を唯一の合法政府と認める（北朝鮮は承認しない）。 

② 日本は韓国に（賠償金ではなく）経済援助を与える。 

  

日本からの経済援助５億ドルは、韓国経済を急激に復興させた（漢
ハ ン

江
ガ ン

の奇跡）。今の韓国経済を支えてい

るヒュンダイ自動車などの財閥は、この時期に出現している。北朝鮮で金日成が終身制の国家主席に就任

すると、朴正熙は憲法改正で終身独裁を可能にした（維新憲法）。韓国 CIA という秘密警察を組織し、野党

指導者の金大中を拉致した。軍事独裁を非難する学生デモが拡大する中、朴大統領は秘密警察長官に射

殺された(1979)。学生は独裁者の死を喜び、「ソウルの春」と呼んだ。しかし軍事政権は揺るがず、全
チョン

斗
ド ゥ

煥
ホァン

将

軍がクーデタで政権を握り、金大中の地元・光州で市民に発砲した（光州事件1980）。 

冷戦末期、軍人出身の盧
ノ

泰
テ

愚
ウ

は自由選挙を実施し、韓国民主化を実現した。外交でも、北朝鮮の背後

にいるソ連・中国と国交を結び、南北朝鮮の国連同時加盟(1991)を実現した。西独首相ブラントの東方外交

に対し、盧泰愚の北方外交という。ソウル五輪の成功は、南北の経済格差が逆転したことを印象付けた。北

では計画経済の失敗とソ連からの援助停止により深刻な飢餓が発生していた。 

これ以後の韓国は、選挙による政権交代が行われている。ようやく大統領に当選した金
キム

大
デ

中
ジュン

はピョンヤン

を訪問し、金正日総書記と南北首脳会談(2000)をおこなった。野党時代、軍事政権に弾圧されていた金大

中は、その反動から北朝鮮に対しては経済支援などの宥和政策で緊張を和らげる太陽政策を続けた。北は

軍事優位の先軍政治を改めず、核とミサイル開発を進め、中国型の開放改革経済も拒絶している。 



 

 

 

 

☝竹島（独島）領有権問題 

韓国側は、新羅時代の文献に出てくる于山島が現在の独島（竹島）だと主張している。しかし古地図で見る限り、于

山島は欝陵島の近くの小島であり、竹島ではない。 

日本側の史料では、江戸時代に松島と呼ばれていたのが現在の竹島で、これは古地図が残っている。日本の漁師

が毎年アシカ漁をしていたという記録もある。江戸幕府は朝鮮とのトラブルを避けるため、渡航を禁じた。このため江戸

中期以降は記録が途絶える。 

明治になって、日露戦争中に日本政府が調査を行い、「無主の地」として島根県に編入した。韓国が外交権を失う

第二次日韓協約(1906)の前の時点だから、韓国側は日本に抗議することができた。しかし韓国政府からの抗議はなか

った。 

第二次大戦後、無人島だった竹島を韓国・李承晩政権が占領したのは1952年4月20日。日本はサンフランシスコ

平和条約が発効（４月 28 日）する直前でまだ主権国家ではなく、自衛隊もなかった。日本の主権回復後は、冷戦構造

の中で北朝鮮は「敵対国」、韓国は「友好国」となったため、竹島問題は放置された。日韓基本条約の交渉でも「棚上

げ」となっている。日本側は国際司法裁判所への提訴を呼びかけているが、韓国側は拒否している。 

 



 

 

❸第二次大戦後の南アジア 

第二次世界大戦中、非暴力運動を続けるガンディーに対し、武力闘争を唱える国民会議派のボースがイ

ンド国民軍を組織して日本軍のビルマ侵攻に協力した。日本の敗戦後、インド国民軍の将兵は捕えられ、反

逆者として有罪判決が下った。これに反発したインド人水兵がボンベイで反乱を起こし、全土に反英暴動が

拡大した。 

イギリスでは保守党のチャーチルが選挙で敗北し、労働党のアトリー内閣が成立した。アトリーはインド統

治をあきらめ、独立交渉に応じた。 

全インド=ムスリム連盟のジンナーはムスリム国家パキスタンの分離独立を要求し、ヒンドゥー教徒を代表

する国民会議派のネルーもこれを承認した。ネルーはいった。 

「インドは、（分離独立問題という）頭痛から解放されるために頭を切り離す」 

しかしガンディーは、パキスタンがインドから分離することに反対だった。 

  

◎分けちゃったほうがすっきりしていいと思うんですけど… 

ガンディーはこう考えた。 

「パキスタンとなる地域にもヒンドゥー教徒はいるし、インドとなる地域にもイスラーム教徒はいる。無理に線

引きをすれば、彼らが小数派として迫害を受ける。宗教融和なしの独立はインドの未来をまっ暗にする。宗

教差別のない統一インドを目指すべきだ」 

結局、イギリスはインド・パキスタンの分離独立(1947)を承認し、イギリス軍は撤退した。国境線では両教徒

の対立が暴動化し、虐殺事件や難民の発生が起こっていた。ガンディーは、インド独立式典を欠席し、群衆

に宗教融和を説いて歩いた。彼は、狂信的ヒンドゥー教徒から“裏切り者”と見なされた。翌年、ガンディーは

暗殺された。 

独立直後のインド・パキスタンはカシミール紛争を機に第１次印パ戦争 (1947-48)に突入。国力でインドに

圧倒されるパキスタンは米・英の支援を求め、反共軍事同盟である中東条約機構(METO)、東南アジア条約

機構(SEATO)に加盟した(1954)。 

 

☝カシミール紛争とは？ 

カシミールは、英領インド帝国を構成する藩王国のひとつで、藩王はヒンドゥー教徒、住民の７割以上がイスラーム

教徒だった。パキスタンの支配を嫌う藩王が、住民の意向を無視してインドへの編入をきめてしまったため、パキスタン

が住民支援のため出兵、インドも藩王を支援して出兵した。インド軍が優勢だったが、アメリカのパキスタン支援で紛争

が長期化した。 

３度の印パ戦争でも決着がつかず、北部はパキスタン軍、南部はインド軍によって占領され、東部はチベットから侵

攻した中国軍によって占領されている。 

◎どうしてアメリカはパキスタンを支援するんですか？ 

ソ連が、アフガニスタンからインド洋方面へ南下するのを阻止する防波堤を作るためだ。日米安保条約で

日本が果たした役割を、パキスタンにやらせようとしたのだ。 

これに反発してインドは、中華人民共和国に接近した。インドシナ戦争がフランスの敗北で終結した 1954

年、ネルー・周恩来会談が行われ、内政不干渉、平和共存など平和五原則を掲げて、翌年のバンドン会議

（アジア・アフリカ会議）では指導的役割を果たした。ネルーは国内でも五か年計画などの社会主義政策を

採用した。 



 

 

 

しかし、五か年計画の失敗と、チベット問題をめぐる中国との対立により、ネルーの親中国路線は挫折す

る。 

 

☝チベット問題とは？ 

清朝の藩部だったチベットは辛亥革命後、チベット仏教の最高指導者ダライ=ラマ 13 世が統治する仏教王国として

独立した。イギリスはロシアの南下を防ぐためチベットと協定を結び、英領インドとの国境線（マクマホン=ライン）を画定

した（シムラ条約 1914）。マクマホンはイギリスの外交官。のちにフサイン・マクマホン協定をむすんだ人物だ。 

インド独立(1947)によってイギリスの影響が及ばなくなると、毛沢東はチベットを中華人民共和国に併合しようと考え、

人民解放軍を侵攻させた(1959)。この「チベット解放」の過程で、多くの寺院が焼かれ、貴重な文化財が「封建制の遺

物」として破壊された。人民解放軍が首都ラサに到達したため、ダライ=ラマ 14 世はヒマラヤを越えてインドに亡命した

(1959)。 

毛沢東は、インドに対してダライ=ラマ１４世の引き渡しと、チベット・インド国境の変更を要求し、マクマホン=ラインを

越えてインドに侵攻した（中印国境紛争 1962）。「英領インド時代にイギリス帝国主義者が引いた国境は認めない」、と

いうわけだ。 

 

カシミール問題でパキスタン（を支援する米国）と対立し、チベット問題で中国と対立するインドは、中ソ対

立で国境紛争を起こしていたソ連に急接近した。 

 

◎「敵の敵は味方」、ってことですね。 

インディラ=ガンディー首相（ネルーの娘。ガンディーの養子と結婚して、ガンディー姓になった）は、ソ連か

らの支援で原爆実験に成功し、中国の核の脅威に対抗した。また、パキスタン弱体化のため東パキスタン

（バングラデシュ）の独立運動を支援して第３次印パ戦争(1971)に勝利した。 

 

☝東パキスタン問題とは？ 

パンジャーブなど北西ムスリム諸州がインドから独立してパキスタンを建国したとき、東ベンガルもこれに

加わった（東パキスタン）。しかし、共通性はムスリムだというだけで、ウルドゥー語を話す西パキスタンとベン

ガル語を話す東パキスタンとでは文化も異なり、東パキスタンは開発から取り残された。 

このためベンガル独立を目指すアワミ連盟が選挙で勝利し、パキスタンに対する独立戦争を起こした。イ

ンド軍の支援を受けてベンガルは勝利し、バングラデシュ独立を認めさせた。 

 



 

 

 
 

強権で中国・パキスタンに対抗したインディラ=ガンディーは、シク教徒の独立運動に対しても弾圧を行っ

た。シク教の聖地「黄金寺院」で行われたインド軍による掃討作戦は多くの犠牲者を出した。このためインディ

ラ首相は恨みを買い、シク教徒の護衛警官に射殺された(1984)。 

このあとインディラの息子で穏健派のラジブ=ガンディーが首相に選出された。かれは宗教融和をはかった

が、スリランカ民族紛争に介入したため、首相退陣後にタミル人テロリストによって爆殺された(1991)。独立の

父であるガンディー、義理の娘のインディラ=ガンディー、その息子のラジブ=ガンディーの３人が、宗教対立

によるテロで暗殺されたことになる（ガンディー家の悲劇）。 

 

☝スリランカ民族紛争とは？ 

スリランカは、アショーカ王の時代に上座部仏教に改宗したアーリヤ系のシンハラ

ラ人が建国した。中世には南インドのチョーラ朝に侵略され、ドラヴィダ系のタミル人

人（ヒンドゥー教徒）が北部に入植した。イギリス統治下では、シンハラ人の独立運動

動が弾圧される一方、タミル人がプランテーション労働者として重用され、タミル人

口は増えた。 

スリランカ共和国がイギリスから独立すると、北部のタミル人は「タミルランド」の分離独立を求めて独立戦争を起こ

し、タミル人過激派はスリランカの軍・政府要人を標的に自爆テロを繰り返した。スリランカ政府の要請を受けたインド

のラジブ=ガンディーが平和維持軍を派遣し、タミル人武装勢力の武装解除に協力したことから、ラジブ自身がテロリス

トの標的とされた。 

 

ソ連の崩壊(1991)とアメリカの世界支配は、インドを孤立させた。民族主義の高まりの中で会議派は勢力を

失い、ヒンドゥー至上主義の人民党が政権を取り、アメリカの警告を押し切って核実験を再開した。これに対

抗してパキスタンも核実験を実施。イスラーム世界初の核保有国になった。 

  ２１世紀のインドは、BRICｓ（ブラジル・ロシア・インド・中国）の一つとして急速な経済発展を続けていった

が、宗教対立が原因のテロが多発していった。宗教融和なしの独立はインドの未来をまっ暗にする、というガ

ンディーの言葉が思い出される。 

  



 

 

第二次世界大戦後の東南アジア 

❶ヴェトナム独立とカンボジア内戦 

日本敗戦直後の 1945 年９月、ハノイを解放したホー=チ=ミンはヴェトナム民主共和国（北ヴェトナム）の独

立を宣言した。一方、植民地復活を目指すフランスは、阮朝の最後の王バオダイを立ててサイゴンにヴェト

ナム国（南ヴェトナム）を樹立した。満州国の溥儀
ふ ぎ

とおなじだね。この結果、インドシナ戦争(1946-)が始まっ

た。 

北ヴェトナム軍の武器は貧弱だが、「フランス帝国主義

からの祖国解放」という大義があり、ヴェトナムの一般民衆

を味方につけ、ゲリラ戦でフランス軍を苦しめた。フランス

兵は、ドイツとの戦争が終わったら今度はヴェトナムへ送ら

れ、何のために戦っているのかわからない。 

最終決戦は、ラオス国境の盆地で行なわれたディエンビ

エンフーの戦い(1954)だった。ここに飛行場を作ってハノイ

を攻略しようするフランス軍を、北ヴェトナム軍が包囲して

降伏させた。この結果、ジュネーヴ休戦協定(1954)が結ば

れた。 

① 北緯１７度線を休戦ラインとし、フランス軍は撤退。 

② ２年以内に南北統一選挙を実施する 

君がヴェトナム人だったら、どっちに投票する？ ホー=チ=

ミン？ バオダイ？ 

 

◎バオダイは、ないと思います… 

ということは、統一選挙をすれば民衆に人気のあるホー=チ=ミンが勝利し、共産党によるヴェトナム統一が

実現する。これが米国には許せない。アイゼンハウアー大統領の国務長官ダレスは、「対ソ巻き返し」と「ドミノ

理論」を唱えた。「ヴェトナムが共産化すれば、ドミノ倒しのように周辺諸国が共産化し、東南アジアがソ連の

支配下に入る」 

南ヴェトナム首相ゴ=ディン=ディエムはアメリカ生活の長い親米派だ。米国の中央情報局（CIA）から資金

提供を受けてクーデタを起こし、バオ=ダイを追放して大統領に就任したゴ=ディン=ディエムは、ジュネーヴ休

戦協定を破棄し、選挙を中止した。 

南ヴェトナム国内では、ゴ大統領の独裁に反対する共産主義者・自由主義者・仏教徒が連帯して、南ヴェ

トナム解放民族戦線を組織、武装闘争を始めた。北ヴェトナムはラオス・カンボジアの共産党（ホー=チ=ミン・

ルート）を通じて、解放戦線に武器を送り、内戦は次第に激化。南ヴェトナムでは再びクーデタが起こって軍

部が政権を握り、米国に軍事援助を要請した。 

ケネディ暗殺後(1963)、ジョンソン大統領が北ヴェトナムへの空爆（北爆）を開始し、ヴェトナム戦争(1965-)

が始まったことはすでに説明した。ニクソン大統領は、中国を訪問して北ヴェトナム支援をやめさせ、パリ和

平協定(1973)を結んで米軍を撤退させた。 

米国に見捨てられた南ヴェトナムは崩壊し、サイゴンが陥落(1975)、南北が統一されヴェトナム社会主義

共和国となった。20年前に選挙をやっていれば、血を流さずに同じ結果になったはずだ。 



 

 

ニクソン訪中を「中国の裏切り」と非難するヴェトナムはソ連に接近し、ソ連の軍艦がヴェトナムに寄港した。

中国はヴェトナム牽制のためカンボジアを支援し、ヴェトナム軍がカンボジアに侵攻(1979)すると、中国軍が

ヴェトナムに侵攻した（中越戦争 1970）。 

ソ連がゴルバチョフ改革（ペレストロイカ）を始めると、ヴェトナムも刷新（ドイ=モイ）政策と称して市場経済を

取り入れて急速な経済発展を遂げ、共産党独裁を維持しつつ、経済は市場経済に移行した。 

 

◎ヴェトナムとカンボジアの関係が、よくわかりません。  

中世のアンコール朝の残骸が、現代のカンボジアだ。インドシナ半島の大半を支配する大国だったアンコ

ール朝は、西からタイ人に、東からヴェトナム人に領土を奪われ、19 世紀末には、ヴェトナムと一緒にされて

フランス領インドシナに組み込まれた。だからカンボジア人から見れば、ヴェトナム人こそが侵略者で、フラン

スの手先だ。 

インドシナ戦争後のジュネーヴ休戦協定で、カンボジアとラオスはフランスから独立した。国家元首で王族

のシハヌークは強烈な反ヴェトナム主義者で、ヴェトナム戦争では中立を宣言した。しかし親中国派の共産

党（赤いクメール
ク メ ー ル = ル ー ジ ュ

）は、北ヴェトナムの武器を南ヴェトナムの解放民族戦線に送る「ホー=チ=ミン・ルート」で活

動した。 

これを知った米国は、「シアヌークが共産党に甘いからこうなる」と考え、CIA は親米右派のロン=ノル将軍

のクーデタを支援した(1970)。 

シアヌークは激怒し、ロン=ノル親米政権を倒すため、共産党のポル=ポトと組んだ。この第１次カンボジア

内戦(70-75)は、米軍の撤退によりポル=ポト派が勝利し、共産党政権「民主カンボジア」を樹立した。人々は

内戦終結を歓迎したが、本当の地獄はここからだった。 

ポル=ポトは、都市の住民に対し、「米軍の空爆があるから農村に避難せよ」と命じた。そのまま都市住民は、

農村住民の監視下におかれ、朝４時から夜９時までの強制労働に従事させられた。全人民が土地を耕す完

全に平等な社会をポル=ポトは実現しようとした。都市は無人となり、銀行・企業・貨幣・学校・家庭は廃止され

た。子どもたちは洗脳され、「腐敗した大人たちを監視せよ」と命じられた。親の顔も忘れた子どもたちが、党

に不満を持つ大人たちを容赦なく処刑した。中国の紅衛兵と同じだ。 

無茶な五か年計画が大失敗に終わると、ポル=ポトは国内の「敵」にその責任を負わせた。これも文化大革

命と同じだ。親米政権の軍人・官僚が粛清され、続いて文化人・大学教授・教師・大学生など知識人が、最

後には文字の読めるものはすべて粛清された。眼鏡をかけているだけで殺されたのだ。ポル=ポト時代に全

人口の４分の１が粛清された。さらに粛清の嵐は、党内に及ぶ。 

 

◎ロベスピエールやスターリンも真っ青ですね… 

ポル=ポトに疑われた側近のヘン=サムリンは、隣国ヴェトナムに援軍を求めた。こうしてヴェトナム軍がカン

ボジアに侵攻(1979)、ヘン=サムリン政権を擁立した。ここから、第２次カンボジア内戦(79-93)がはじまった。中

国はポル=ポト支援のため、ヴェトナムに侵攻（中越戦争 1979）。ポル=ポトの虐殺を生き残った人々は、さらに

１０年間の内戦で苦しむことになった。 

この内戦は、冷戦が終わり、中・ソが和解してようやく終わる。国連の監視のもとで選挙が行われ、ヘン=サ

ムリン派とシアヌーク派の連合政権が生まれた。ポル=ポト派は選挙をボイコットして抵抗を続けたが、ポル=ポ

トの死とともに組織は解体し、兵士も投降した。ポル=ポト派の犯罪を裁く裁判は、2007年に始まった。 

 

 



 

 

❷インドネシアの独立 

中世ジャワの王が、こういう予言をした。 

「我らの子孫は長い間、白い人々に支配される。そのあと黄色い人々が支配するが、その期間はとても短い。

そのあと真の独立がやってくる…」 

オランダは、16世紀以来400年間、インドネシア（蘭領東インド）を支配した。最初は香辛料、次いでコーヒ

ー豆など商品作物の栽培を強制された。ジャワ戦争、アチェー戦争などの抵抗運動はことごとく鎮圧された。

民族主義者のスカルノは、インドネシア国民党を組織したが、逮捕・投獄され、獄中で日本軍上陸の報を聞

いた。 

1941年末、ハワイ真珠湾攻撃と同時に日本軍は東南アジアの植民地へ侵攻した。特に石油を産出するイ

ンドネシアの占領は重要だった。日本軍はオランダからの解放を呼びかけて上陸を開始、スカルノらを釈放

した。スカルノは考えた。 

「われわれは 400 年間、オランダに勝てなかった。日本人は数週間でオランダに勝った。日本の力を利用す

るしかない」 

若者たちは日本軍に協力し、日本軍から軍事教練を受け、独立の機会を待った。大戦末期に日本政府

は、1945年９月のインドネシア独立を約束します。 

しかし、1945 年の８月に日本は降伏。スカルノはただちにインドネシア独立を発表し、これを認めないオラ

ンダとの間で、独立戦争が始まりまった。インドネシア軍の武器は日本製、独立軍に加わった日本兵も千人

以上いる。４年後、ハーグ協定でオランダ軍は撤退。ここに人口２億人の巨大国家インドネシア共和国が成

立した。 

日本の戦争目的は、石油などの地下資源を確保であり、「大東亜共栄圏」は宣伝だ。しかし日本軍の占

領が、ヨーロッパ列強による東南アジア植民地支配を崩壊させたのも事実だ。この戦争がなければ、植民

地はずっとあとの時代まで残っただろう。 

インドシナ戦争がフランスの敗北に終わった 1954 年、アジアは希望に満ちていた。中国の周恩来とインド

のネルーが平和五原則を発表、翌年、インドネシアのスカルノが第１回アジア・アフリカ会議（バンドン会議）

を開催した。スカルノ政権は、国民党・イスラーム諸政党・共産党の連合政権（頭文字をとってナサコム）だ

った。 

マレー半島とカリマンタン島の北部（サバ・サラワク）はイギリス植民地だが、住民はインドネシアと同じで言

語も通じる。マラッカ海峡を確保したいイギリスは、この地域に親英政権を樹立してマレーシア連邦として独

立を認めた。インドネシア軍とマレーシア軍がサバ･サラワク州で衝突。さらにマレーシアが国連に加盟し、安

保理の非常任理事国に選ばれると、これに抗議してインドネシアは国連を脱退(1965)、同じく国連非加盟の

中華人民共和国に接近した。ヴェトナム戦争が始まった年だ。 

アメリカから見れば、石油を産し、マラッカ海峡に接する東南アジア最大の国家が、容共主義者のスカルノ

に支配されるのは許せない。同年、親米派のスハルト将軍が米国の支援でクーデタ（九・三○事件）を起こし

た。この結果、スカルノ大統は失脚し、インドネシア共産党は壊滅。冷戦終結まで30年続くスハルト独裁体制

が発足した。 

スハルト政権は国連に復帰し、マレーシアを承認。反共同盟としてＡＳＥＡＮ（東南アジア諸国連合）を補足

させ、米・日からの投資と石油輸出で国民生活は向上した。一方で、民主活動家や少数民族には容赦ない

弾圧を加えた。スハルト政権や韓国の朴正熙政権のように、独裁体制下で経済成長をはかる体制のことを、

開発独裁という。 



 

 

冷戦終結後、米国のクリントン政権は、「反共の防波堤」として甘やかしてきたスハルトを見捨てた。アジア

通貨危機(97)と反政府デモによりスハルト大統領は辞任(1998)。自由選挙が行なわれ、インドネシアは民主

化された。しかし、東ティモール紛争など、今まで封印されてきた問題が一気に噴出してきた。 

 

◎東ティモール紛争について教えてください。  

モルッカ諸島の南にあるティモール島は、日本の東北地方と同じくらいの大きさの島だ。大航海時代に、

東半分はポルトガル領、西半分がオランダ領として分割された。ポルトガルは宣教師を送り込んできて東部

の住民をカトリックに改宗させたが、カルヴァン派のオランダは布教に無関心で、西部の住民はイスラームの

信仰を守った。 

インドネシア独立のとき、西部はインドネシアの一部となったが、東ティモールはポルトガル領のままだっ

た。ポルトガル撤退(1975)時に東ティモールの住民は、「われわれはカトリックなので、イスラーム国家インドネ

シアには入りたくない」と、独立を求めた。ところがスハルトは、住民の意向を無視して東ティモールを併合し

た。その理由は石油だ。海底油田があるのだ。 

 

◎ロシアがチェチェンを手放さないのと同じですね。 

スハルト退陣後、国連の監視下でようやく住民投票が行われ、東ティモールは独立した(2002)。これでおわ

りではない。モルッカ諸島の独立運動、アチェー独立運動は、現在もくすぶっている。 

ゴルバチョフがソヴィエト連邦を民主化した結果、それまで封印されていた少数民族の独立運動が噴出し、

連邦の解体を引き起こした。同じことが、今インドネシアで起こりつつある。多民族国家が民主化すると、必ず

こういう結果になるのだ。中国が民主化できないのも、同じ理由だ。 

 

 



 

 

❸ビルマ（ミャンマー）の独立 

英領ビルマでは、「我らビルマ人」を意味するタキン党が 1930 年代に反英運動を始めた。指導者のアウ

ン=サンらは日本に密航して、日本軍から軍事教練を受けた。 

1941年、日本軍はビルマのイギリス軍に勝利し、アウン=サンは祖国に戻った。しかし、日本は英領インド侵

攻計画（インパール作戦）の前線基地としてビルマを利用した。1944 年、日本軍は大敗、逆に英軍がビルマ

に戻ってきた。親日派として弾圧されることを恐れたアウン=サンらは、タキン党を改め反ファシスト人民民主

連盟と称して反日に転じ、その代償に、戦後のビルマ独立をイギリスのアトリー首相に約束させた。 

しかし独立直前に、「建国の父」アウン=サンは 30 代の若さで暗殺されてしまう。英国の情報部員が関わっ

ているという説もあり、真相はわかりません。この英雄的な活躍と悲劇的な死により、アウン=サンは神格化さ

れた。 

建国直後のビルマで起こったのは民族紛争だ。山地が多いビルマにはビルマ人のほかに１３０の少数民

族がいる。タイ国境のカレン族、シャン族が特に強力で、隣国タイがこれらを支援したのだ。この危機を乗り切

るため、1962年にネ=ウィン将軍が軍事クーデタで独裁政権を樹立し、社会主義を宣言した。 

しかし社会主義五か年計画は失敗に終わり、国民の不満が高まります。軍事政権は強権政治でこれを封

じ、ナショナリズムを煽って政権を維持しようとした。正式国名を、英語読みの「ビルマ」から現地語読みの「ミ

ャンマー」に変えたのも、その表れだ。 

やがて、冷戦終結の波がビルマに及ぶ。1988 年８月８日、民主化デモに押されて、軍事政権は自由選挙

を約束。このとき野党党首としてスー=チーが登場した。アウン=サンの娘、スー=チーは、英国人と結婚して

国連職員として働いていたが、祖国の民主化運動を知って帰国し、国民民主連盟（ＮＬＤ）の党首となったの

だ。 

議会選挙は、ＮＬＤが８０％を獲得して圧勝。スー=チーが首相になるはずだった。が、再び軍事クーデタ

が発生。選挙結果を無効とされ、スー=チーを自宅軟禁とし、市民に銃口を向け、多くの犠牲者を出した。こ

の翌年、中国共産党政権は、天安門事件(1989)を引き起こし、ミャンマー軍事政権と同じように、学生・市民

に銃口を向けた。 

欧米諸国が人権抑圧を非難する一方、中国はインド洋への出口としてミャンマーを重視、軍事政権に対

して軍事・経済援助を与え続けた。 

しかし、中国の影響力が拡大しすぎることに軍事政権は危機感を持つようになった。2012 年にはスーチー

を釈放、国民民主連盟を合法化し、米国のオバマ大統領が訪問するなど、ミャンマーは歴史的な転換期を

迎えている。 

 



 

 

第二次世界大戦後の中東・アフリカ・中南米 

❶パレスティナ問題 

たとえば、アメリカ大陸はだれのものか？ 

コロンブス以後、ヨーロッパから白人が移住してきて、先住民（インディアン・インディオ）の土地を奪い、西

アフリカから黒人奴隷をつれてきた。 

本来のアメリカ人である先住民がこう言ったらどうなるか？ 

「この大陸はわれわれ先住民の土地だ。白人は欧州へ帰れ。黒人はアフリカに帰れ」 

こんな理屈は通らないだろう。白人も黒人も、500 年前の大航海時代からアメリカに住んでいる。彼らにはアメ

リカに住む権利があるのだ。 

日本列島はだれのものか？ 

畑作・狩猟民である縄文人が住んでいた列島に、稲作農耕民の弥生人が長江下流域から渡来してきた。

大和政権を樹立した稲作農民は、関東・東北や九州に残っていた狩猟民を徐々に征服して、日本国を建設

していった。北海道にはアイヌと呼ばれる狩猟民の末裔が住んでいる。彼らがこういったらどうなるか？ 

「この列島はわれわれ狩猟民の土地だ。日本人は大陸へ帰れ」 

こんな理屈も通らない。大陸系日本人も 2000 年前の弥生時代から列島に住んでいる。こんな無茶を言うアメ

リカ先住民やアイヌ人はいない。しかしユダヤ人だけはこういう。 

パレスティナは2000年前にわれわれの土地だった。アラブ人は出ていけ」 

この無茶な理屈をユダヤ人が実行したこと、これがパレスティナ問題の本質だ。 

 

◎どうしてユダヤ人の無茶が通ったんですか？ 

イギリスの中東と利害が一致したからだ。インド=ルートと油田の確保のため、イギリスはこの地域に親英

政権を樹立したい。ユダヤ国家建設運動（シオニズム運動）のまとめ役だったユダヤ系金融資本のロスチャ

イルド家にあてたバルフォア宣言(1917)でパレスティナへのユダヤ国家建設を認めたイギリスは、第一次大

戦で敗北したオスマン帝国を解体してパレスティナを委任統治領とした。しかし、ユダヤ人の多くは不毛の

地であるパレスティナを嫌い、米国へ移住した。今も、世界で最もユダヤ人が住んでいるのは、アメリカ合衆

国だ。ニューヨークを中心に、金融・マスコミ業界で成功したユダヤ人は民主党を支持し、ＷＡＳＰを基盤と

する共和党に対抗する力を持った。 

1920 年代の移民排斥運動の中で、共和党政権は移民法を制定し、ユダヤ移民を制限した。1930 年代に

はドイツでユダヤ排斥を叫ぶナチスが政権を握り、第二次大戦中のドイツ占領地では大規模なユダヤ人迫

害（ホロコースト）が行われた。ヨーロッパのユダヤ人は大量の難民となってパレスティナへ押し寄せ、アラブ

人を圧迫した。 

 第二次大戦後、発足直後の国連は総会でパレスティナ分割案を審議した。日本の東北地方ほどの面積

しかないパレスティナを、アラブ人国家とユダヤ人国家に分割するという内容だ。アラブ諸国は大反対し、欧

州諸国はソ連も含めて賛成した。米国のトルーマン民主党政権は、在米ユダヤ人組織の圧力を受けて賛成

に回り、分割案は可決された。ユダヤ人は狂喜し、イスラエルを建国(1947)。イスラエル国内に住むアラブ人

の追放を開始した。 

 

◎どうして一緒に住めないんですか？ 

 『旧約聖書』によれば、パレスティナは神がユダヤ人に与えた「約束の地」だ。アラブ人の追放は「神の御

意志にかなう」、というのが正統派ユダヤ教徒の理屈だ。 



 

 

エジプト・ヨルダンなど周辺アラブ諸国はアラブ人保護のため出兵し、イスラエルと戦争になった（パレステ

ィナ戦争 1948）。この戦争でイスラエルは勝利し、領土を拡大した。100万人のアラブ系パレスティナ難民が、

ヨルダン川西岸とガザ地区に逃れた。 

 

 

 

◎アラブ諸国、弱すぎです… 

第二次大戦中、イギリス軍、アメリカ軍に加わって戦闘経験を積んだユダヤ人たちがイスラエル軍を創設し

た。アラブ側は経験も乏しいうえ、アラブ諸国の王たちはもともとイギリスが擁立した傀儡政権だから、イスラエ

ルと本気で戦うつもりはなかったのだ。 

エジプト陸軍のナセル大佐を中心とする自由将校団は計画を練った。 

「イギリスの手先である王政を倒す。アラブ諸国を統一し、イスラエルと戦う」 

こういう考え方をアラブ民族主義という。エジプト革命(1951)で王を追放し、大統領となったナセルに民衆は熱

狂した。イギリスはエジプトに対する経済制裁を発動、世界銀行がナイル川の治水を行うアスワン=ハイダム

計画への融資をストップした。ナセルはダム建設資金を得るため英・仏が管理するスエズ運河の国有化を発

表した。英・仏・イスラエル軍がエジプトに侵攻、スエズ戦争(1956)が始まった。ソ連のフルショチョフ政権はナ

セルを支持したが、米国は、英・仏に撤退を要求した。 

 

◎米・英・仏ってNATOの同盟国なのに助けないんですか？ 

1956 年は、フルシチョフがスターリン批判を行い、米・ソの「雪どけ」が進んだ年だ。英・仏を支援すれば、ソ

連との関係がぶち壊しになる。それに、アイゼンハウアー大統領は共和党だ。ユダヤ人には冷淡だった。 

英・仏・イスラエル軍を退け、スエズ運河国有化に成功したナセルは、アラブ世界全体の英雄となった。シ

リアはエジプトとの合併（アラブ連合）を決議し、イラクでも革命が起こって親英王政が倒された。シリアとイラ

クで政権を握ったバース党は、アラブ統一・社会主義・親ソ連を掲げた。またパレスティナ難民の政治組織と

して、パレスティナ解放機構（PLO）が組織された。リビアでは、軍人のカダフィが親英王政を打倒した。仏領



 

 

アルジェリアでは、民族解放戦線（FLN）が率いる独立戦争（アルジェリア戦争）が激化し、フランスのド=ゴー

ル政権に独立を承認させた（エヴィアン協定 1962）。 

アラブ諸国は社会主義化を進め、ソ連からの軍事援助が行われた。イスラエルは包囲され、存亡の危機

に立たされた。先制攻撃による形勢逆転を狙ったイスラエルが起こしたのが第三次中東戦争/六日戦争

(1967)だ。 

イスラエル軍は電撃作戦でエジプトのシナイ半島・ガザ、ヨルダン川西岸、シリアのゴラン高原を占領して

一方的に停戦を宣言した。アラブ諸国の訴えで国連安保理はイスラエル非難決議を出したが、イスラエル

制裁には米国（ジョンソン民主党政権）が拒否権を発動した。 

ヨルダン川西岸から追放されたPLOはレバノンに拠点を移し、強硬派のアラファトが指導権を握った。パレ

スティナ=ゲリラは世界中でイスラエルに対するテロ攻撃を開始し、西独で開催されたミュンヘン五輪のイスラ

エル選手団も犠牲になった。 

ナセルの急死でエジプト大統領になったサダトは、サウジアラビア国王と会見した。「サウジの支援が必要

です。イスラエル支援国には、石油輸出を停止してください」 

産油国の国際組織である石油輸出国機構（OPEC）でこの問題が協議されたが、イラン・インドネシア・ベネズ

エラなど非アラブ諸国が消極的だった。そこで、サウジ・クウェートなどアラブ産油国だけでアラブ石油輸出

国機構（OAPEC）を組織し、エジプト支援を決定した。サダトが第４次中東戦争(1973)を引き起こすと、OAPEC

はイスラエル支援国への石油禁輸を発表した（石油戦略）。さらに戦争に乗じて OPEC が石油価格引き上

げを決定したため、世界的なインフレを引き起こした（第１次石油危機）。石油危機は、エジプト国民の生活も

直撃した。エジプトにはほとんど油田がないからだ。 

米国（カーター民主党政権）は、サダト大統領とイスラエルのベギン首相を招いて、エジプト・イスラエル和

平条約(1979)を結ばせた（キャンプデーヴィッド合意）。 

① エジプトは、イスラエルを国家承認する。 

② イスラエルは、シナイ半島をエジプトに返還する。 

 



 

 

アラブの国がイスラエルを承認するのは、これがはじめてだ。エジプトはシナイ半島を奪回できたが、ヨル

ダン川西岸などのイスラエルによる占領は黙認した。シナイ半島から撤退したイスラエル軍は、レバノンに侵

攻して PLO の拠点を攻撃した。サダトはアラブ世界の「裏切り者」と呼ばれ、軍事パレード中に兵士に射殺さ

れた(1981)。 

冷戦終結は、アラブの親ソ政権にとって衝撃だった。イラクのサダム=フセイン政権はソ連の支持を期待し

てクウェートに侵攻し、見捨てられた（湾岸戦争 1991）。 

米国（クリントン民主党政権）は、PLO のアラファト議長とイスラエルのラビン首相を招き、パレスティナ暫定
ざ ん て い

自治協定(1993)を締結させた（オスロ合意）。 

① PLO は、イスラエルを国家承認し、テロ活動を停止する。 

② イスラエルは、ヨルダン川西岸・ガザにおけるパレスティナの自治権を認める。 

「暫定」とは、「とりあえず」という意味。５年間、自治をやってみて、うまくいったら独立を認め、イスラエル軍は

西岸・ガザから撤退する、と約束した。この合意は、イスラエル国内で反発を引き起こし、ラビン首相は暗殺さ

れた。 

 

◎誰が、どうして反対したんですか？ 

ヨルダン川西岸・ガザに住んでいるユダヤ人入植者だ。彼らはここがアラブ国家になることを恐れている。

イスラエルは民主主義国なので、住民の反対を無視できない。イスラエル軍はガザからは撤退したが、ヨル

ダン川西岸の占領は続けている。 

パレスティナ人民衆は、イスラエル軍に対して投石などの抵抗運動
イ ン テ ィ フ ァ ー ダ

を続け、アラファトのイスラエルとの妥

協に失望した人々は、イスラーム原理主義組織のハマスを支持するようになった。アルカーイダの指導者オ

サマ=ビン=ラーディンは、全イスラーム教徒に米国・イスラエルとの戦いを呼びかけ、テロを称賛した。 

パレスティナ問題の解決なしに、中東諸国の安定はないだろう。 

 

☝アラブの春 

ソ連からの支援を失ったアラブ諸国は、米国の支援を受けるため社会主義を放棄し、経済の自由化に踏み切った。

この結果、経済成長とともに貧富の格差が拡大していった。さらに携帯電話やインターネットの普及は、政府による世

論誘導を難しくした。テレビや新聞で美化されてきた長期政権の腐敗の実態が、ネットを通じて民衆に拡散した。 

チュニジアではじまった民主化運動(2010-)は、エジプトに飛び火してムバラク政権を崩壊させた(2011)。ムバラクは

サダト暗殺後にエジプト大統領となり、30 年間独裁を続けていた。同年、リビアでは内戦が勃発し、40 年間独裁をつづ

けた最高指導者カダフィが処刑された。 

民主化されたアラブ諸国では、イスラーム原理主義勢力が台頭している。 



 

 

❷アフリカの独立 

西アフリカ諸国は、黒人奴隷貿易によって衰退し、１９世紀後半までに英・仏・独の植民地に転落した。一

方、アメリカ大陸に渡った黒人は、ハイチ独立やリンカンの奴隷解放によって地位を向上させていった。彼ら

は、先祖の故郷である西アフリカの黒人と連帯し、植民地からの解放を支援するパン=アフリカ主義を唱え

た。 

第一次世界大戦後のパリ講和会議が開かれると、同じパリでパン=アフリカ会議を開催された。この大会で

活躍したのが、英領黄金海岸
ゴ ー ル ド コ ー ス ト

出身のエンクルマだ。帰国したエンクルマは英当局によって逮捕された。 

第二次世界大戦で疲弊したイギリスは、インド独立を認めるなど植民地政策を大転換した。釈放されたエ

ンクルマは独立を宣言し黄金海岸をガーナ共和国と改名した。 

一方、スエズ戦争とアルジェリア戦争は、フランス植民地帝国を解体させた。仏領西アフリカの１４カ国、

英領ナイジェリア、伊領ソマリア、ベルギー領コンゴの１７カ国は、1960 年に一斉に独立した（アフリカの年）。

これらの独立国は国連に加盟し、米ソ両陣営に属さない第三勢力として無視できない力を持つようになっ

た。 

エンクルマらパン=アフリカ主義者の呼びかけにより、アフリカ統一機構（OAU）が結成された（1963）。現在

のアフリカ連合（AU）(2002-）の前身だ。 

 

◎EUのアフリカ版ですね。 

そうだね。でも、アフリカ統一の夢とは裏腹に、独立後のアフリカ各国は内戦に悩まされている。アフリカの

地図を見ると、国境線が直線の国が多い。アフリカ分割の際に、白人の宗主国が勝手に引いた線だ。民族

分布と一致しないので、どの国も少数民族問題を抱えている。これに地下資源がからむとやっかいだ。 

コンゴとルワンダ、スーダンの例を見てみよう。 

コンゴ共和国は赤道直下の大国で、コンゴ人のほか 250 の少数民族を抱えている。ベルギーからの独立

運動を指導したルムンバ首相が率いるコンゴ政府に対し、ダイヤ・金・ウランなど地下資源の豊富な南部の

カタンガ州が独立を宣言し、旧宗主国のベルギーがカタンガを支援した。ルムンバがソ連の支援を求めると、

コンゴの共産化を嫌う米国がモブツ将軍のクーデタを支援、モブツはルムンバを処刑し、カタンガ独立を粉

砕して独裁権を握った。ダイヤやウランが米国へ輸出されたのは言うまでもない。 

次はコンゴの東の小国ルワンダだ。宗主国ベルギーは、多数派の農耕民フツ人の独立運動を抑えるため、

少数派の牧畜民ツチ人を優遇した。独立後は多数派フツ人の政府が成立し、「白人の手先」ツチ人を抑圧

したため内戦が起こった。1990 年代には、フツ人大統領の乗った飛行機をツチ人ゲリラが撃墜した、という不

確かな情報が流され、ツチ人に対する無差別虐殺が行われた。 

イギリスから独立したスーダンでは、北部のアラブ系ムスリム、西部ダルフール地方の黒人系ムスリム、南

部の黒人系キリスト教徒の３つどもえの内戦が続いた。南部には油田があるので、コンゴのカタンガ州と似て

いる。ソ連崩壊によりスーダン政府は孤立し、西側諸国の圧力に屈して南スーダンの独立を承認した(2011)。 

特殊な例は南アフリカ連邦だ。イギリス連邦内の自治領として事実上の独立国だったが、人種隔離政策

（アパルトヘイト）により、白人（英系・ボーア系）政権が続いていた。人口の８割以上を占める黒人に参政権

はなく、居住権も制限され、白人との結婚も犯罪とされた。インド系移民や混血も「有色人種」と呼ばれ、市民

権を制限された。  

 

◎ガンディーの非暴力運動って、南アフリカで始まったんですよね。 

そうそう。そのガンディーの非暴力運動を南アフリカで受け継いだのが、マンデラだ。アフリカ民族会議

（ANC）の議長として、アパルトヘイト廃止運動に生涯をささげた。 



 

 

白人政権はマンデラらを共産主義者と呼んで弾圧した。米国は南アを反共の砦と考え、ダイヤモンドを輸

入して武器を輸出した。 

アフリカの年(1960)、南アフリカでも反アパルトヘイト運動が高揚し、警官隊と衝突して多くの死傷者を出し

た。イギリスから非難された南アは英連邦から脱退し、共和国となった。マンデラは逮捕され、孤島での終身

刑を言い渡された。しかし彼は白人看守を説得して協力者になってもらい、獄中からメモを送って運動を指

導した。 

冷戦終結により、米国はもはや白人政権を支えなくなった。白人最後の大統領となったデクラークは、平

和的な政権交代を望み、アパルトヘイトを廃止した(1991)。マンデラは釈放され、黒人初の大統領に選出さ

れた(1994)。 

 

 

❸第二次大戦後の中南米 

中南米諸国は相変わらず貧困に苦しみ、貧富の格差が大きかったから、共産主義を受け入れやすい。ソ

連の影響力が中南米に及んでくるのは時間の問題だった。トルーマン政権は NATO のアメリカ大陸版として

中南米諸国とリオ協定(1947)を結び、米州機構（OAS）を発足させた。しかし、カストロが指導したキューバ革

命(1959)の成功は、各国の社会主義者を勢いづけた。米国は直接の軍事介入は避けつつ、中央情報局

（CIA）の工作活動を通じて反米社会主義政権の転覆をはかった。 

アンデス山脈にそった細長い国チリでは、最大の輸出品である鉱産物（銅・硝
しょう

石
せ き

）が英米の資本に握られ

ていた。土地改革と外国資本の国有化を掲げて当選したアジェンデ大統領の政府がソ連やキューバに接近

すると、米国は親米派のピノチェト将軍のクーデタを支援した(1973)。アジェンデは自殺（殺害？）、ピノチェト

が大統領になり、冷戦終結まで独裁体制を敷いた。 

隣のアルゼンチンでは、反米民族主義者のペロン政権(1946-)が続いていた。米国は、親米派の軍部によ

るクーデタを支援してペロンを倒したが、政情不安が続いた。アルゼンチン軍事政権は国民の支持を獲得

するため、フォークランド紛争(1982)を引き起こしたが、イギリスに大敗して退陣に追い込まれた。 

ブラジルも1980年代に軍政から民政に移行し、豊富な地下資源（石油）の輸出で急速な経済成長を実現

した。アルゼンチンなどと南米南部共同市場（メルコスール）を実現(1995)、21世紀の新興経済国であるBRIC

ｓ（ブリックス）―ブラジル・ロシア・インド・中国――の一つに数えられている。 

 


