
 

第 27 回定例懇談会 

「アメリカの鏡・日本」に学び、今後の世界情勢を考える 

日時：平成 29 年 2 月 21 日（火）15：00～16：50 

場所：建設コンサルタント厚生年金基金会議室 

 

Ⅰ 報告事項 

１．土木学会『シビル NPO 連携プラットホーム(cncp)』について 

（１）活動概況 

（２）会員状況 

 

Ⅱ 自由討論 

テーマ：「アメリカの鏡・日本」に学び、今後の世界情勢を考える 

議事進行：清野茂次 

参考資料：①「アメリカの鏡・日本」の話題要旨（清野茂次作成、既

配布） 

②関連メモ（事務局作成） 

③歴史年表（大長欣弘作成） 

 

Ⅲ 懇親会 

日時：日時：平成 29 年 2月 21 日（火）17：00～19：50 

場所：むく 四ツ谷店（050-5841-3112） 
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第27回定例懇談会　議題と関連メモ（事務局作成）



 
 

Ⅰ 過去の戦争の原因など 

１．第一次世界大戦 

・１９世紀末、帝国主義の列強は互いに勢力を競い、対立を深めていた。 

・ドイツはフランスを孤立させるため、オーストリア、ハンガリー、ブルガリア、オスマン帝国らと同盟を結んだ。 

・イギリスはそれに対抗するため、フランス、ロシア、イタリア、ギリシャらと協定を結び、連合国を形成した。ヨ

ーロッパの列強は二つに分かれて対立。 

・２０世紀初頭、ヨーロッパの緊張が高まる中、火種となったのはバルカン半島だった。 

・オーストリア、ハンガリー、ロシアが支配権を狙い、ボスニア、セルビアも領土を狙って列強と結びついてい

た。バルカン半島はヨーロッパの火薬庫と呼ばれていた。 

・１９１４年6 月ボスニアのサラエボでオーストリア・ハンガリーの帝位継承者夫妻が、セルビア人の青年に暗

殺された。 

・オーストリア・ハンガリーがセルビアに戦線布告、ロシアがセルビアを支援、さらにはドイツがロシアとフラン

スに宣戦した。１９１４年７月第一次世界大戦に拡大した。 

・１９１４年８月日英同盟に基づき、日本も 

・戦車、飛行機、潜水艦の登場。毒ガスも使用。第一次産業革命の大量生産、大量消費が持ち込まれた戦

争。 

・勝敗の行方は生産力に左右される。女性も駆り出される総力戦。 

・１９１８年第一次世界大戦終結 

・１９１９年パリ講和会議。戦勝国によるヴェルサイユ体制という新たな国際秩序の誕生。 

・敗戦国ドイツは、植民地の放棄、軍備制限、多額な賠償金など過酷な条件付与。経済復興をアメリカの資本

に依存。 

・１９２０年国際連盟組織。 

 

・新たな国際秩序が誕生。ヴェルサイユ体制（ヨーロッパ地域）とワシントン体制（ｱｼﾞｱ・太平洋地域）ができ、

世界の基軸となる。 

第二次世界大戦 

この体制が崩壊することで第二次世界大戦がはじまる（１９３９年）。 
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■大恐慌、ニューディール、ブロック経済 

・第一次世界大戦で無傷のアメリカは、世界的に優位な立場を築く。自動車、化学、電気工業などの新しい産

業で隆盛する。大量生産と大量消費の時代が到来。 

・１９２９年ニューヨークの株式市場で株価の大暴落、企業の破産・倒産続出（大恐慌）。 

・アメリカの不況が世界に波及、世界恐慌に陥る。 

・１９３３年フランクリンルーズヴェルト大統領誕生。ニューディール政策を導入、失業者を救済。 

・深刻な不況を打開するため、イギリス（ポンド圏）やフランス（フラン圏）はブロック経済を形成。本国と海外植

民地や」自治領などと排他的な市場圏を形成。 

・広大な国土を有するアメリカ（ドル圏）は大きな打撃を受けなかったが、多くの植民地を持たなかったドイツ

（マルク圏）や日本（円圏）は国際貿易が縮小し、経済的に苦しんだ。 

・経済的に追い詰められた国々は、軍事行動を起こしたり、領土拡大を目指したりして戦争に突入した。 

■ナチズム、ファシズムの台頭 

・第一次世界大戦の賠償により経済的な窮地に陥っていたドイツは世界恐慌により失業者が急増し、社会不

安が高まる。 

・ヒトラー率いる「ナチス」が出現。社会不安は共産主義者やユダヤ人の陰謀であると訴え、共通の敵を作る。

徐々に大衆の支持を得る。 

・イタリアでは、うっそりーに率いる「ファシスト党」が一党独裁政治を確立。 

・ヒトラーやムッソリーニの政治体制や思想は「ファシズム」と呼ばれた。 

・１９３３年、ヒトラー内閣成立、国際連盟を脱退。１９３５年再軍備を宣言。徴兵制を復活、軍備を拡大。独裁体

制を樹立、領土拡張によって危機を克服できると訴える。 

・ヴェルサイユ体制の崩壊。 

・１９３９年８月２３日 独ソ不可侵条約締結。９月１日ポーランドに侵攻。 

・１９３９年９月３日イギリス・フランスがドイツに宣戦布告、第二次世界大戦が始まる。 

・１９４０年６月１０日イタリアが、イギリス・フランスに宣戦。 

アメリカで起きた株価の大暴落をきっかけに世界恐慌が始まる。アメリカはニューディール政策、イギ
リスやフランスなどはブロック経済を行った。 

世界恐慌による社会不安などを背景にドイツ・イタリアでは国家主義を掲げ、市民的自由や人権を無視
するファシズムが台頭 
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・１９４０年６月１４日ドイツ軍がパリを占領。ヨーロッパの大部分がドイツの支配下に置かれる。 

・１９４１年６月ドイツが不可侵条約を破棄し、ソ連に進撃。ヨーロッパ全土が戦場化。 

・ドイツが支配下地域でユダヤ人らの絶滅政策を開始。強制収容所を建設、ユダヤ人を送還。およそ６００万

人が殺害される。 

■グローバル化する戦線と史上 大の犠牲 

・１９２１年～１９２２年、アメリカ主導によるワシントン会議の開催。東ｱｼﾞｱ・太平洋の国際秩序を保つワシントン

体制の成立。 

・日本の領土の現状維持、中国の領土の保全が確認される。中国の日本支配を避け、アメリカは中国の市場

を狙う。 

・世界恐慌が起こり、日本はブロック経済のために大きな経済的な打撃を受ける。⇒日本は領土の拡大で乗り

切ろうと大陸での支配権拡大に乗り出す。 

・１９３１年日本の軍部は中国東北部の満州で軍事行動を開始する（満州事変）。満州国を成立させる。 

・ワシントン体制の崩壊。 

・１９３７年盧溝橋事件を機に、日中戦争開戦。 

・１９３９年9 月 3 日ヨーロッパでは第二次世界大戦開戦（既述）。 

・１９４０年９月日独伊三国同盟締結。 

・フランスがドイツに降伏したのを機に、日本はフランス領のインドシナに侵攻し、石油資源の獲得をもくろむ。

この軍事行動にアメリが態度を硬化。 

・１９４１年８月アメリカは日本への石油輸出を禁止。日本窮地に立たされる。 

・１９４１年１２月８日（日本時間）真珠湾を攻撃、マレー半島に進軍。アメリカ・イギリスに宣戦布告。 

・枢軸国（ドイツ・イタリア・日本を中心）と連合国（アメリカ・イギリス・フランス・ソ連を中心）との第二次世界大戦

は６０ヶ国以上が参戦する大規模戦争に発展。 

・連合国は１９４２年ミッドウェー海戦、１９４２～４３年スターリングラードの戦いで勝利をおさめ、優位に展開。 

・１９４３年９月イタリア降伏、１９４５年５月ドイツ降伏。１９４５年 8 月６日広島、９日長崎に原子爆弾投下。３０万

人の市民が犠牲。 

・１９４５年８月１４日ポツダム宣言受諾。日本降伏。 

・１９４５年８月１５日終戦を国民に伝える天皇のラジオ放送。 

・全世界の戦死者 兵士約１７００万人。民間人約３４００万人。 

日本とアメリカの参戦により大戦はグローバル化。５０００万人を超える犠牲者を出す。 
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日本の恐慌 

・戦後恐慌：大一次世界大戦後 欧州の工業生産が回復、日本の工業製品が売れなくなった。 

●経済の動揺と金融恐慌 

・１９２３年（大正１２年）9月１日午前１１時５８分関東大震災発生 死者・行方不明者１０万人以上、被害総額６０

億円 

・１９２７年（昭和２年）不良債権を抱えた銀行名を公表（失言）⇒取り付け騒ぎ勃発⇒中小企業休業・倒産。日

銀の介入。混乱阻止。 

●昭和恐慌 

・日本は不況から脱出するため、金解禁を導入。 

・１９２９年アメリカで株価の大暴落。金の輸出を解禁とのダブルショックで昭和恐慌が勃発。 

●山東出兵と張作霖爆殺 

・中国では辛亥革命後、中国国民党と軍閥が対立 覇権を争っていた。 

・１９２７年蒋介石が南京に国民政府を樹立。北伐を開始。 

・内閣は満州における日本の権益を守ることを決意。張作霖を守るため、中国在留日本人の保護を名目に山

東出兵を決意。 

・張作霖が国民革命軍に敗北。中国に満州を直接支配する考えが起こる。 

・１９２８年6 月 関東軍一部将校が独断で張作霖を爆殺。 

・国民政府による中国全土の統一はほぼ完了。 

・浜口内閣は協調外交を復活。 

・１９３０年ロンドン海軍軍縮条約に調印。 

・浜口雄幸は右翼青年に狙撃され死亡。協調外交は挫折。経済復興と社会不安は一層の高まり。 

・統帥権、編成権をめぐって政府と海軍が対立。 

 

■昭和初期 

・１９３１年満州事変勃発 国際社会で孤立 日中戦争へ。 

●満州事変 

・1920 年代後半、蒋介石率いる中国国民政府のもと 中国全土統一 主権回復の機運が高まっていた。 

-5-



 
 

・満州は重化学工業の資源 農民の移住先という点で日本の発展に不可欠として重視されていた。 

・満州の権益が中国国民政府によって脅かされるのではないかという不安が広がる。 

・１９３１年９月１８日関東軍が柳条湖で南満州鉄道の線路を爆破。これを中国軍の行為であるとして、軍事行

動を開始（満州事変）。若槻内閣は関東軍をこれ以上進軍させない不拡大方針を表明。 

・陸軍はこれを無視、５か月足らずで満州全土を占領。溥儀を執政に満州国を誕生させる。 

・これに対し中国は、「満州事変は日本の侵略行為だ」と国際連盟に訴える。 

・国際連盟からリットン調査団が派遣され、満州事変の調査を開始。 

・斎藤内閣は日満議定書をかわし、満州国を承認。 

・１９３３年2 月国際連盟総会で、リットン調査団の報告を受け、満州での中国の主権を認め、日本軍の撤退勧

告する決議案が４２対１で可決される。 

・松岡外相はこの勧告の受託を拒否。国際連命を脱退、孤立化が進む。 

・経済面で、イギリス・ポンド圏、フランス・フラン圏、アメリカ・ドル圏などブロック経済圏を強化。 

・高橋是清は金輸出を禁止。円安で綿製品の輸出世界一へ。イギリス・フランスは円安政策で値段を下げた

輸出を批判、日本製品に効率の関税を掛けた。国内では軍部の力が向上。 

●テロとクーデター 

・１９３２年５月１５日海軍将校らが犬養毅を暗殺。継いだ斎藤実内閣は、挙国一致内閣を組織、政府は軍部寄

りとなる。 

・陸具内部では皇道派（農村出身の青年将校を中心とする天皇中心の革新論）と統制派（エリートを中心とす

る陸軍全体の統制強化、高度国防国家をめざす）の対立が激化。 

・１９３６年２月２６日皇道派の青年将校たちが軍事政権樹立を狙い決起（二・二六事件）。首相官邸や警視庁

などを襲撃、高橋是清、斎藤実らを暗殺。 

・海軍・陸軍の統制派が中心となり鎮圧へ。４日間に及ぶクーデターは失敗。 

・陸軍は広田内閣に対し、軍部大臣現役武官制を認めさせた。軍の力の強化。 

●日中戦争 

・１９３７年７月７日盧溝橋で日中両国が武力衝突（盧溝橋事件）。 

・近衛首相は、不拡大方針を声明しながら派兵を認める。日中戦争へ。 

・中国は国民政府（蒋介石首相）と共産党（毛沢東党首）が提携を結ぶ（第２次国共合作）。抗日民族統一戦線

が抵抗。日本は苦戦を強いられる。日本軍の短期決戦のもくろみ外れる。 

・日本軍は大軍を送り込み、国民政府の首都南京を占領。女性や子供を含む多くの中国人を殺害（南京事

件）。諸外国から非難を浴びる。 
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・近衛内閣は、国民政府との和平を断念、東亜新秩序（日本・中国・満州・独自のブロック経済圏建設）の声明

を発表。 

・国民政府の要人汪兆銘を脱出させ、１９４０年南京に新政府を樹立。しかし、国民政府の支持を得られず。 

・国民政府・共産党はアメリカ・イギリス・ソ連などの援助を受け徹底抗戦。 

・戦争終結はますます困難となり、長期化する戦争に突き進む。 

 

■太平洋戦争 

●第二次世界大戦と三国同盟 

・１９３９年ドイツは領土拡大を狙い、ポーランドへ侵攻。ポーランドの同盟国イギリスとフランスは直ちに宣戦

布告（第二次世界大戦の勃発）。 

・アメリカは１９３９年に日本が海南島を占領したことで警戒を強める。 

・１９３９年アメリカは日米通商航海条約の破棄を通告。日本は石油、ゴム、ボーキサイトなどの資源を獲得す

るため、仏領インドシナや蘭領東インドなどへ南進。 

・一方で日中戦争（１９３７年勃発）は開戦から２年が経ち、戦局は泥沼化。 

・ヨーロッパではヒトラー率いるナチスドイツ軍がオランダ、ノルウェー、デンマークを占領。さらにパリも陥れ、

急速に領土を拡大。 

・日本はこれを好機ととらえ、フランス領インドシナ（仏印）北部に進駐。 

・１９４０年９月日独伊三国同盟に調印。⇒日本とアメリカの対立はさらに深まる。⇒日本への航空機用ガソリン

や屑鉄の対日輸出を禁止。⇒対日制裁により日米の対立は決定的に。 

●太平洋戦争の勃発 

・野村駐米大使とハル国務長官との和平交渉は６か月続く。 

・１９４１年ソ連と日ソ中立条約を締結。しかし、１９４１年６月独ソ戦争始まる。⇒日本に混乱が起こる。７月ソ連

と満州の国境に７０万人の兵力を配備。 

・フランス領インドシナ（仏印）南部に進駐。⇒アメリカが態度を硬化。英米、日本資産を凍結、石油禁輸を拡

大。 

・日本窮地に陥る。窮地打開には開戦しかないとの主張が強まる。 

・１１月２６日アメリカから提案が出される（ハル・ノート） 

 内容は①中国領インドシナからの全面撤兵。②日独伊三国軍事同盟の事実上の否認。 

・１２月１日日本は開戦を決定。１２月８日午前６時陸軍はマレー半島上陸、海軍はハワイ真珠湾を奇襲攻撃。

アメリカとイギリスに宣戦を布告（太平洋戦争の勃発） 
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・世界６０ヶ国余りを巻き込んだ人類史上まれにみる大規模な戦争へと突入。 

・１９４１年の生産高比較 

 鉄鉱石は日本１に対しアメリカ７４、石油は日本１に対しアメリカ５２８ 

●敗戦 

・１９４２年２月シンガポール占領。フィリピン、ジャワ、ビルマなどにも侵攻。日本はおよそ半年で南太平洋か

ら東南アジアに及ぶ広大な地域を占領。 

・日本の大義は「日本の自衛と東アジアと東南アジアに大東亜共栄圏の建設」とする。 

・しかし、日本は占領したｱｼﾞｱ各国で国民を労働力として使用。資源を戦争のための資材として利用。日本

に対する抵抗運動が起きおる。 

・１９４２年ミッドウェーで大敗北。１９４４年６月アメリカ軍はマリアナ群島のサイパン島に上陸。日本軍は全滅。

日本の絶対国防圏が崩壊。 

・サイパン島などからのＢ２９爆撃機が日本各地を襲撃。１９４５年３月９日から１０日にかけての東京空襲で約

１０万人が犠牲。 

・7 月アメリカイギリス、ソ連の首脳がベルリン郊外のポツダムで会談。アメリカ、イギリス、中国の名で、無条件

降伏を求める宣言を交付。 

・日本は無視。アメリカは 8 月６日広島、９日長崎に原子爆弾を投下。 

・８月８日ソ連が対日宣戦布告。満州、樺太、朝鮮、千島列島に侵攻。 

・日本はポツダム宣言を受諾、戦争の終結（８月１５日）。 

 

●総力戦：経済力・政治力や国民動員力など国家の総力をあげて戦う戦争。軍需施設に限られていた爆撃

は都市部にまで広がる。総力戦下では敵の国民すべてが攻撃対象になる。 

 

●教訓：歴史を学び、記憶し、色んな立場で考える。自分の目線からものを考えがちだが、相手の言い分を

考えることが重要。（東京大学教授 西崎文子） 例 共通歴史教科書：２００８年ドイツとポーランドの間で共

通の歴史教科書を作るプロイジェクトがスタート。 
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Ⅱ 昨今の世界情勢（テレビ放送より） 

 

■１１月２１日（テレ朝） 
●緊迫！ 中国の海洋進出 
〇南シナ海における九段線の線引きによる中国領域の主張 
・オランダハーグにある仲裁裁判所は、２０１６年７月「中国の領土であるという根拠はない」という判決を下した。

⇒中国は怒り、ベトナム、フィリピンは喜び、マレーシアとインドネシアは静観 
・中国を仲裁裁判所に訴えた当事者のフィリピンのドゥテルテ大統領は、“反中国”だったはずが“反アメリカ”

に。「アメリカと決別する。地獄へ落ちろ」と表明。ドゥテルテ大統領の“したたか外交”＝中国から約２兆５０００

億円の経済支援、日本からは農業開発支援と巡視船２隻を新たに供与を受ける。 
●ヨーロッパの動き 
〇ＢＲＥＸＩＴ：イギリスは選挙によりＥＵ離脱を決議。 
〇イタリアのローマではマフィアが横行、警察官はマフィアの犯罪を黙認。警察官自身も横領。ごみの未回収

でローマは荒れ放題。イタリアもユーロからの離脱の動き。ポピュリズムの流れ。 
・五つ星運動の公約 
★貧困世帯への現金の支給   ★不動産税の撤廃   ★政党交付金の撤廃    
★インターネットの無料化   ★ＥＵの共通通貨“「ユーロ”からの離脱 

・イタリア憲法改正国民投票（憲法改正の是非を問う）が、2016 年 12 月 4 日に執行された。投票の結果、改

正案は否決され、マッテオ・レンツィ首相は辞任を表明。 

・政党「五つ星運動」が政権の座に就き Italexit（イタレグジット）」に発展する可能性がある。 

・ＥＵ加盟２８ヶ国のうちイギリス以外にも１２か国でポピュリズム政党が台頭。とりわけ注目されているのはフラ

ンス（マリーヌ・ルペン党首率いる「国民戦線」）とドイツ（フラウケ・ペトリ党首率いる「ＡｆＤ」である。 
〇難民問題 
・ヨーロッパではシリア、イラク、中東あるいはアフリカから、２年間で約３００万人の難民が押し寄せている。 
・ＥＵでは難民一人当たり１４０万円、ＥＵ全体で２兆円以上を負担している。 

 

■科学者と軍事 
〇日本の防衛費はＧＤＰ対比で世界の１０２番目と少ない。 
〇防衛省が初めて通信衛星「きらめき２号」を運用。高速で大容量のデータをやり取り可能。南スーダンやＰＫ

Ｏなど自衛隊の海外派遣部隊での活用や弾道ミサイル防衛の情報伝達などに活用できる。 
〇日本の宇宙開発は、２００８年５月２１日に成立した宇宙基本法では「安全保障に資する」ことが柱の一つに

なった。→防衛目的の利用を容認。 昨年閣議決定された「宇宙基本計画」では、国家安全保障戦略を踏ま

え、宇宙を積極的に活用していく必要」がうたわれ、安全保障目的が前面に打ち出された。→宇宙研究が、ど

んどん阻害されていく危険がある。 
〇日本学術会議は、「戦争を目的とする科学研究は行わない」と発表してきた。その背景には、戦時中、多く

の科学者が軍事研究に動員された。兵器の開発に協力したことへの反省がある。 
〇２０１７年度予算では、防衛費が５兆円を超える規模になる。安倍総理は１月２５日日本独自の防衛力強化

を訴えた。今日本の科学は大きな選択を迫られている。 
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■12 月 21 日（ＮＨＫ）北方領土交渉 

●日露交渉（ 後の戦後処理） ７か月間で４度の交渉 共同経済活動交渉開始で合意 
・第二次世界大戦末期 ソビエトは日ソ中立条約を一方的に破棄。日本降伏後北方領土を次々と占領。 
・日ソ共同宣言（１９５６年） 平和条約の締結後に歯舞・色丹を日本に引き渡す。しかしいまだに平和条約が

締結されず 
・これまでの４島全体の帰属問題から共同で行う経済活動や自由な往来をテーマとする新しいアプローチへ

と方針転換 
●ロシアの国家戦略 
・これまではヨーロッパとの関係を重視。今はアジア太平洋地域での連携（東方シフト）。  
・ウクライナ政変を機にクリミアを併合（２０１１年３月）。⇒欧米による経済制裁とエネルギー価格大幅下落によ

る厳しい経済状態。 
・川奈提案（１９９８年橋本・エリツィン対談） 択捉島とウルップ島の間に国境線を引ければ、経済協力を行う。 

ロシアは拒否。 
・安倍は８項目の経済協力を担当する世耕大臣を担当に。ロシアからの要望は５５項目に増える。 
・米ロ対立の中、問われる日本の戦略。せめぎ合う日ロ、正念場の交渉。⇒したたかなプーチン外交。まだ日

本との信頼関係が平和条約締結の交渉に移れる段階にない。 
・１２月１５日、日米安保条約の存在を懸念するロシアのもと、３０００億円規模の経済協力、大手商社の提携が

成立。しかし、平和条約締結の道筋や帰属問題の解決という点では失望感が。 

 

■１月 1 日（テレ朝） 

●１２月２７日 安倍首相真珠湾訪問 
・寛容の心 和解の心 希望の同盟 

 

■1 月 5 日（ＢＳフジ）日本外交の針路  

●米中の関係（台湾問題など緊張） 米ロの関係（トランプの親和的な態度で関係改善の兆し） 中ロの関係

（ロシアは中国を戦略的なパートナーと位置づけ）  果たして日本はどうかじ取りすべきか。 
●安倍首相年頭会見のポイント 

 （２０１７年は）変化の 1 年となることが予想され先が見えない時代 

 世界地図全体を俯瞰しながら積極的な外交を展開 

●トランプ政権閣僚候補 国防長官（ティラーソン） 財務長官（ムニューチン） 商務長官（ロス） 国防長官

（マティス） 大統領補佐官（フリン） 国土安全保障長官（ケリー） 
●中国の目標は２０３０年に西太平洋で軍事覇権を持つことと明白だが、アメリカの戦略は浮動的で危うい。 
●トランプ次期大統領の外交姿勢 ： 今後は世界の警察官をやめる。 

 日本 特別な関係を強化  

 中国 ウィン-ウィンの関係を実現（一方的な貿易で巨額の金と富を奪っている） 

 ロシア 米露関係の改善（核戦力の増強） 
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 北朝鮮 金正恩委員長と直接対話（核兵器の米本土到達はあり得ない） 

●トランプ次期大統領の対中姿勢 
 【経済】 

 「一方的な貿易でアメリカから巨額の金と富を奪っている」 

 米通商代表部（ＵＳＴＲ）代表に対中強硬派を指名 

 【外交・安保】 

 “一つの中国”政策に疑問 

 南シナ海への海洋進出・埋め立てを非難 

 核兵器開発を進める北朝鮮に「中国は何もしていない」 

●日露首脳会談『プレス向け声明』 

 平和条約締結問題を解決する決意を確認 

 北方領土での共同経済活動を行うための特別な制度に関する協議開始 

●２０１７年 世界の主な政治日程 
３月 オランダ総選挙     ３月末まで 英・ＥＵ離脱通告     ５月 フランス大統領選挙   
９月 ドイツ連邦議会選挙  秋ごろ 中国共産党大会 
●イラン核合意（２０１５年７月発表） 

 イランの核開発を制限 

 見返りに米・欧・国連安保の対イラン制裁を解除 

 

■１月５日（ＮＨＫＢＳ）トランプ新政権 
●中国批判 

 南シナ海への人工島の造成 

 為替操作国 

 “一つの中国”問題への対応は、中国の対応次第で考える。“台湾政策変更“を示唆 

●トランプ政権誕生で、変わるアジアのパワーバランス 
 ・台湾政権は「一つの中国」政策は随時変わったり、取引の材料にされたり、台湾の利益を損ねる可能性が

あることを懸念している。 

・中国は「一つの中国」をめぐって「Moment of truth（真実の時）」と捉え、慎重な判断を下そうとしている。 

●米中のパワーバランスは？ 
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 ・西沙（パラセル）諸島、南沙（スプラトリー）諸島に３０００m 級の滑走路を建設。スカボロー礁の埋め立てが

始まり３０００ｍ級の滑走路が建設されると面としての実効支配（第一列島線内の面域支配）が完成する。⇒フ

ィリピンに影響 
●米国と北朝鮮の関係は？  
・大陸間弾道ミサイル（ＩＣＢＭ）の発射実験の準備は 終段階と発表。 

・米本土攻撃のための核・ミサイル開発技術が向上したと発表→これに対して米国は“北朝鮮はアメリカに到

達する核兵器の開発の 終段階にあると言うが、そんなことは起きないとコメント。さらに中国に対し、”中国は、

一方的な貿易でアメリカから巨額の金と富を吸い上げているが、北朝鮮をめぐっては協力したがらない“と批

判。 
・一連の北朝鮮の動きに韓国は警戒を深める。韓国は戦闘機による偵察行動を強化。さらに、“朝鮮半島有事

の際、キム委員長など指導部を攻撃する特殊部隊を年内に設置すると”と発表した。 
・トランプ大統領は、韓国や日本など同盟国の防衛力強化を示唆。 
・米国は防衛費の増額、日本独自による防衛を要望する可能性あり。 

 

■１月１１日（ＢＳフジ）日本を取り巻く情勢 
●トランプ氏の言動と中国の動き 

 １２月２日 トランプは台湾の総統が今日、大統領勝利を祝うため、私に電話を掛けてきた。 

 １２月１１日 トランプは“わたしは、完全に「一つの中国」政権を理解しているが、貿易などをめぐる合意が

ない限り、どうしてそれに縛られなければならないのかわからない。 

 １５日 中国の軍艦が南シナ海で米軍の無人潜水機を奪う。 

 １月９日 「トランプ氏が大統領就任後に『一つの中国』の原則に従わない場合、中国国民は必ず政府に報

復を求めるだろう。交渉の余地はない」 

 １月１１日 台湾国防部が「中国の空母『遼寧』が台湾海峡を北上している」と発表。⇒年末からの動きで台

湾を一周したことになる。 

 

■１月２１日（テレ朝）トランプ大統領就任 
●アメリカ貿易赤字額 
 １位 中国  ２８兆５５０８億円     ２位 日本   ５兆７０５２億円      ３位 メキシコ ５兆６７２３億円 
 ４位 ドイツ  ５兆５１４３億円     ５位 イタリア ２兆３５１２億円 
●エルサレム問題 
・トランプはアメリカ大使館を永遠のユダヤの都エルサレムに移すと発言。 
・エルサレム旧市街は、キリスト地区（キリスト教聖墳墓協会）、イスラム地区、アルメニア地区、ユダヤ地区から

なり、パレスチナ自治区内に岩のドーム（イスラム教）、アルアクサ・モスク（イスラム教寺院）、嘆きの壁（ユダヤ

教）」などの聖地がある。 
・去年の９月にトランプがネタニヤフ首相との会談で「エルサレムをイスラエルの首都と認める」と明言 
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・数度にわたる戦争は米英が支持するイスラエルが圧勝（第２・３次中東戦争） ヨルダン領だった東エルサレ

ムやヨルダン川西岸がイスラエルに占領される → 多くのパレスチナ難民が発生 
・国連安保理は「エルサレムは「国連管理の国際都市」と決議→ 改めて「イスラエル軍の占領地からの撤退」

を決議した。→ 現在エルサレムに大使館を置く国はない。 
・移転を強行すると第５次中東戦争の危険性あり。→アメリカに対するテロの危険性が増大 

 

■１月２２日（ＢＳ朝日）トランプ就任演説 
●大統領就任式 
・就任式に集まった聴衆は２５万人、オバマ大統領の就任式には１８０万人。 
・「アメリカ」という言葉を３９回使用。 
・米全土で１００を超える団体が抗議デモを起こす。メキシコやヨーロッパでも抗議デモが相次ぐ。 
・直前の調査では支持率は４０％。 
・ヨーロッパではＥＵ離脱を掲げる右派政党が勢いづけるとの懸念が広がる。ヨーロッパ各国の極右政党が集

結。 
・「反トランプ」デモでワシントンで２００人を超える逮捕者 ワシントンだけでなくロスアンジェルスやシカゴなど

全米で推定数百万人がデモに参加 
●演説のポイント 
・アメリカファースト ： アメリカ第一主義を掲げ、アメリカ経済を立て直す。＝貿易・税金・移民・外交に関する

すべての決断はアメリカの労働者とその家族のために行われる。 
・具体的には ①国内のインフラを整備する ②外国の脅威から国境を守る ③イスラム過激派によるテロを

地球上から一掃する。 

 

■１月２５日（ＮＨＫＢＳ） 
●英ＥＵ離脱手続き 裁判の結果、ＥＵ離脱には議会の議決が必要と裁定 
●ドイツ支持率（１／５） 
・ 政党支持率  ＣＤＵ３７％ ＳＰＤ２０％ ＡｆＤ１５％ 
 ・政治家支持率 メルケル首相（ＣＤＵ）５６％ ガブリエル党首（ＳＰＤ）４３％ シュルツ氏（ＳＰＤ）５７％ 

 

■１月２５日（ＢＳ日テレ） 
●トランプ ＴＰＰ離脱の大統領令に署名（１／２３） 
●米軍駐留経費の負担額（２００２年）約４４億ドル（７４．５％）→７６１２億円（２０１６年度予算） 
●在日米軍の基地 全国で１６か所 在日米軍の総人数約５万３０００人 その家族を含めると約１０万５０００人

（２０１３年） 

 

■１／２７（ＢＳフジ） 
●韓国の寺が韓国政府に対馬から盗難された仏像の引き渡しを求めた裁判 
・太田（テジョン）地方裁判所（１／２６） 仏像は浮石寺のものと「十分推定できる。過去に正常でない方法で対

馬に返還された。→ 韓国の寺に引き渡しを命じる。 保管する韓国政府が控訴 
●１２／３０ 韓国釜山の日本総領事館前に「慰安婦少女像」を設置 
・日本は対抗措置を表明 長峰韓国日本大使、森本在釜山日本総領事の一時帰国 平晶五輪ＨＰの「独島」

表示に抗議 
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・韓国は地方議員団が竹島に「慰安婦少女像」を設置するための募金活動を開始→３日後中断  慶尚北道

知事が竹島に上陸 

 

■１／２９（ＮＨＫ） 
●トランプ就任後の動き 
・１月２１日「反イスラム移民」「脱ＥＵ」を掲げる“極右勢力”がドイツに集結した。 
・オランダ：自由党 ウィルダー  フランス：国民戦線 ルペン  ドイツ：ＡｆＤ ペトリ   

 

■１月２９日（ＴＢＳ） 
●メキシコとの国境に壁を築く大統領令に署名。 
・建設費をメキシコに支払わせるというトランプ大統領の発言に、メキシコのペニャニエト大統領は断固拒否の

姿勢を示す。→両国の首脳会談中止（ツイッターによるやりとり）。→スパイサー報道官は「メキシコからの輸入

品に税制改正で２０％課税すれば、壁の費用の１兆円は簡単に確保できる」と発言。トランプ大統領はペニャ

ニエト大統領と電話での会談で、ペニャニエト大統領を持ち上げる。→ １月２７日アメリカ・メキシコ共同声明：

協議を継続して解決を目指し、壁の建設費用については公の場では話さないことで合意。 
●トランプ大統領とイギリスのメイ首相がホワイトハウスで会談。 
・トランプは「イギリスのＥＵ離脱はイギリスにとって素晴らしいことになる。軍事・金融・文化・政治の深い絆を新

たにした。この特別な関係が今後も続くようにしたい」と発言した。 
・メイ首相もこれに呼応し「時には意見の相違もあるかもしれない。特別な関係とは、胸襟を開いた率直な議論

ができるということ」と話した。 
●発令された主要な大統領令 
〇ＴＰＰ離脱  〇不法移民対策  〇テロ対策（「シリア難民については無期限、それ以外の難民は１２０日

間受け入れ禁止」、「シリア、イラン、イラクなど７か国に対しては一般人の入国９０日間禁止」）  〇核戦略の

見直し  〇人工妊娠中絶団体への資金援助禁止  〇メキシコ国境にグレートウォール  〇オバマケア撤

廃  〇規制ひとつを作成するごとに 2 つ撤廃させる義務  〇ISIS 壊滅計画  〇米軍の再建  〇カナダ

からメキシコ湾への原油パイプラインの建設  〇金融規制改革法見直し 

 

■１／３０（ＮＨＫＢＳ） 
●トランプ大統領の動き（優先順序？） 
・２１日 電話会議 カナダ、メキシコ  ２２日 電話会議 イスラエル  ２３日 電話会議 エジプト 
 ２４日 電話会議 インド  ２７日 電話会議 メキシコ 首脳会談 イギリス   
 ２８日 電話会議 日本、ドイツ、ロシア、フランス、オーストラリア 
●仏 大統領選挙候補者固まる  
・左派 アモン前教育相   中道左派 フィヨン元首相  極右 ルペン国民戦線党首 

 

■１月３１日（ＮＨＫＢＳ）ランプ大統領令の波紋 
●トランプ「入国禁止」大統領令 世界で反発拡大 
・対象国：イラン、イラク、シリア、リビア、イエメン、スーダン、ソマリアの７か国 
・４州の連邦地裁 滞在資格を持つ人の強制送還停止 
・１５州と首都ワシントンの司法長官 信仰の自由侵害 危険で憲法違反だ 
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●トランプ安保論のメンバー 
・国務長官 ティラーソン  国防長官 マティス  大統領補佐官 フリン  国土安全保障長官 ケリー  国

家通商会議トップ ナバロ 

 

■２月３日（ＢＳフジ）新安保戦略  

●マティス発言 

・１年前、５年前と同じく「日米安全保障条約第５条（※）が本当に重要なものだ」と明確にしたい。 ５年先、１０

年先も変わることはない。 
※各締約国は日本国の施政の下にある領域におけるいずれか一方に対する武力攻撃が、自国の平和及び

安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続に従って共通の危険に対処するように

行動することを宣言する。 

 

■2 月５日（ＴＢＳ） 

●大統領令「イスラム圏７各国からの入国禁止」。  
・イエーツ司法長官代理が１月３０日「合法と確信できない」と省内に通達。すぐさま解任される。 
・国連のグテーレス事務総長、イギリスのメイ首相が批判 
・マイクロソフトやアマゾンなど多くの移民を雇用する大企業が集積するワシントン州の連邦地方裁判所は、大

統領令を一時的に差し止める判断を示す。→米国務省は、連邦地裁の判断に従いビザ保有者の入国を認め

る方針に転換。 
・カリフォルニア大学バークリー校でトランプ系ニュースサイトの編集者の後援会に抗議。講演会は中止。 
●マティス国防長官来日 ： 日米安保条約第５条は重要であると明言。尖閣列島は第５条の対象である。日

米における駐留経費の分担において日本は手本であり、他国のお手本と評価。 
●ウクライナ戦闘激化 国連「深刻な懸念」 
●イラン 新たな弾道ミサイル発射 → アメリカはイランに警告。 新たな経済制裁を行うと発表。 
〇アメリカとイラン対立の歴史 １９７９年イラン革命により親米のパーレビ国王が追放され、ホメイニ師が 高

指導者に就き、関係は一気に悪化。 さらにアメリカ大使館占拠事件が発生、国交は断絶。その後イランは核

開発を進め、国際社会の不安材料とされたが、オバマ政権下で核開発に制限を掛けるイラン核合意。アメリカ

は制裁を解除。しかし、トランプ政権になってこれを「史上 悪の取引」と酷評。両国の関係は再び不透明に。

ツイッターでの書き込みにより「キリスト教」と「イスラム教」の対立を煽る。過激な発言はイスラム教徒全体にも

向けられる。 
〇イスラム教徒の苦難の歴史とは？ 第一次世界大戦イギリスはアラブ国家の独立を条件にアラブ人の戦争

協力を取り付ける。その一方で、ユダヤ人側とも接触、パレスチナにユダヤ人の国をつくることを約束。このイ

ギリスの二枚舌外交が中東の不安定化を招く。第二次大戦後１９４８年にユダヤ人国家「イスラエル」を建国。４

度の中東戦争が勃発。湾岸戦争、イラク戦争などアメリカが前面に出る戦争も起きた。ブッシュ政権が始めた

イラク戦争は結果的に「イスラム国」の台頭を招いた。 
〇もう一つ中東には対立の火種が存在している。イスラム教、ユダヤ教、キリスト教が「聖地」とするエルサレム

の問題である。イスラエルはルサレムを首都と主張しているが、国連は１９４７年エルサレムを国際管理地に指

定、特定の国に属さないことを決議。各国の大使館もエルサレムには置かれいない。ところが、トランプ大統

領は（当選したら在イスラエル大使館をユダヤ人の永遠の首都エルサレムに移転させると発言した。 
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〇聖地はみんなのものであり、偏った主張は普通の人も異常な怒りを覚えるのでとんでもない状況に陥る可

能性がある。 
〇これからヨーロッパの選挙はブレグジット（英ＥＵ離脱やトランプ政権の影響を受けてどんどん過激派が政

権を握るか同盟をつくり政権に近い力になる可能性がある。健全な社会では過激派は政権を握らない。しか

し、今の時代では過激派がはしっこから中心になって政権を握ってしまった。 
〇トランプ大統領の失言で、排他主義や差別主義が各国で勢いを持ち始めた時代。こうした分断への動きが

進み続けたとき、世界で何が起きるのだろう。エルサレムに大使館を移す行為は地雷原になる。 

 

■２月６日（ＮＨＫＢＳ） 
●シアトルの連邦地方裁判所の判事は、“大統領令の即時停止を命じる仮処分を決定した。 
・この決定に対してトランプ政権は不服として効力停止を申し入れたが、控訴裁は申し立てを退ける。つぎの

決定は 高裁となる。 
・連邦控訴裁判は、ワシントン州などに意見書の提出を求めた。またトランプ政権側に反論の提出を求めた。 
●イラン 米制裁に反発 ミサイル訓練。関係悪化の懸念深まる。 
●フランス大統領選に向け、フィヨン氏の疑惑が下での人気低下でマクロン氏が有力候補に急浮上。 
・主要候補の支持率 社会党 アモン前教育相１６．５％  共和党フィヨン元首相１８．５％  「前進」マクロン

前経済相２０．５％  国民戦線ルペン党首２５．０％ 
・決戦投票の意向  マクロン６３．０％  ルペン３７．０％ 

 

■２月６日（ＢＳフジ） 
●入国制限をめぐる動き 
・１／２７ “入国制限”の大統領令に署名  支持する４９％ 支持しない４１％ わからない１０％ 
・１／３０ 「大統領令は憲法違反 ～ワシントン州が提訴  イエーツ司法長官代行を解任 
・２／３  連邦地裁【大統領令の一時差し止め】命令 
・２／４  政権側から“地裁命令の取り消し”上訴 
●トランプ大統領の外交・安全保障スタンス 
・「世界の警察」をやめる 
・「力による平和」が基本 
・自ら敵を求めて海外に出ることはない 
●「世界激変」 中国の狙い 
・習近平国家主席 国際紛争の平和的解決で我々は近い立場にある。（スイス ロイトハルト大統領との会見

後の発言） これまでの米国と中国とが倒錯した発言 
●トランプ政権の対中・対露スタンス  

 
中国 ロシア 

トランプ大統領 「南シナ海で人工島路建設し米国に対

して優位な立場に立とうとしている」 
「（プーチン大統領）を尊敬している」 

ティラーソン国務長官 「南シナ海の人工島へのアクセスを許

さない」 
プーチン大統領から【友好勲章を授与】

友好的でない敵対的な国 
マティス国防長官 （中国の脅威に対して）「時に軍艦が

良の外交官になり得る」 
「揺るがぬ脅威」 

●日米防衛相 共同会見要旨 
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 東シナ海・南シナ海における中国の活動は安全保障上の懸念との認識を共有 

 尖閣列島は日米安保条約第５条の適用範囲 

 北朝鮮による核・ミサイル開発の進展は、安全保障上の重大な脅威との認識で一致 

 日本の在日米軍駐留経費負担は他国が見習うべきお手本 

 普天間基地の辺野古移転の推進で一致 

●次期韓国大統領選 有力候補の支持率 
・文在寅 「共に民主党」前代表３１．２％  安ヒジョン 「忠清南道知事」１３．０％  黄教安 首相１２．４％  

安哲秀 「国民の党」元共同代表１０．９％  潘基文 「国連」前事務総長 不出馬 

 

■２月６日（ＮＨＫＢＳ） 
●「入国禁止」大統領令 
・連邦地方裁判所は大統領令“入国禁止”に対する即時停止の仮処分の決定  
・トランプ大統領はこの決定を不服とし応戦 連邦控訴裁判所に決定の効力を停止するよう申し立て 
・裁判所は、申し立てを退け、政権側とワシントン州に６日までに意見書などの提出を求める。 
・ロイター通信 賛成４９％ 反対４１％  ＣＮＮテレビ 賛成４７％ 反対５３％  反対集会相次ぐ  大統領

令に反対する意見書 シリコンバレー約１００社、法律専門家２８０人超 ケリー前国務長官ら高官経験者１０人 
・問題・課題  「憲法との整合性」 「合法的入国を拒否される人の人権」 「経済活動への影響」 
●フランス大統領選挙 
・候補は、中道右派フィヨン、極右政党ルペン、中道マクロン、中道左派アモン 
・リードしているルペン候補は、 近の英米の動きを踏まえ、自国の利益を 優先すべきだと強調 
●トランプ大統領のＮＡＴＯへの姿勢 
・就任前は、ＮＡＴＯへの関与に消極的だった。 
・安全保障上の課題に対し、緊密に連携していくことで一致 
・ウクライナ東部の政府軍と親ロシア派の戦闘に対し、平和的な解決に向け議論 
・ＮＡＴＯのすべての加盟国に対し、ＧＤＰの２％まで防衛費を増額する可能性を議論 

 

■２月７日（ＮＨＫＢＳ） 
●トランプ発言問題化 
・トランプはＦＯＸニュースのインタビューで、「ロシアのプーチン大統領を尊敬している。ロシアとは仲良くや

れたほうがいい」と発言 →インタビュアーは「プーチンは殺人者ですよ」と誘導 → トランプは「我々にも多

くの殺人者がいる。アメリカが潔白だというのですか？」 →超党派や共和党からも批判の声が上がる 
●ドイツ首相候補 
・メルケル首相が保守両党（ＣＤＵとＣＳＵ）の統一首相候補として４期目の首相を目指す シュルツ前議長（Ｓ

ＰＤ）の人気の高まり 

 

■２月８日（ＮＨＫＢＳ） 
●シリア国内問題 
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・国際人権団体は、「シリアのアサド政権は反政府軍兵士ら１万３０００人を刑務所で処刑した」と発表した。 
●メディア批判 
・トランプは、「メディアは意図的にテロ行為を隠ぺいしている」と批判。政権側はきちんと報道されなかったと

する７８件の事例を提出。中には主要メディアが大きく取り上げた事件がかなり含まれている。 
●英国のトランプ対応 
・「米大統領の演説に反対する」という英下院議長発言に賛否両論 
●イスラエル 
・イスラｴル議会は占領地にあるユダヤ人入植地のうち、パレスチナ人の私有地に建設されたものについて土

地を収用できることを定めた入植地収用法案を可決。パレスチナ側はヨルダン川西岸の併合に道を開くもの

だと反発している。 
・イスラエル政府は、ヨルダン川西岸にユダヤ人向け住宅を２４日に２５００戸、３１日に３０００戸建設することを

承認した。→フランスのオランド大統領は、「イスラエル・パレスチナの２国家共存の理念に反する」と批判。 
●南スーダン 
・南スーダンでは戦闘が続き、ウガンダへの難民は日々増加している。 

 

■２月８日（ＢＳフジ） 
●日韓“氷河期”慰安婦像と大統領選挙の行方 
日本に関わる 近の韓国の動き 
１月１６日 地方議員団が竹島に「慰安婦像」を設置するための募金活動を開始 ３日間で中断 
   １９日 平昌冬季五輪のホームページに「独島」と表記されていることが判明 日本政府が抗議 

訂正を求める 
   ２５日  慶尚北道知事が竹島に上陸 
  ２６日 ２０１２年に長崎・対馬市の寺から盗まれた仏像の所有権を「めぐり、韓国の寺への仏像引

き渡し命令が一審で下された 
２月１日 市民団体が徴用工の像を、今年、ソウル近郊に設置する計画を発表 
●「慰安婦像問題」 日本政府の対抗措置 

 駐韓国日本大使・総領事の一時帰国 

 日韓通貨スワップ協議の中断 

 日韓ハイレベル経済協議の延期 

●“慰安婦問題”日韓合意のポイント 
岸田外相 

 元慰安婦を支援するため、韓国政府が財団を設立し、日本政府が１０億円程度の資金を一括拠出 

 （前項を実施する前提で）慰安婦問題の 終的かつ不可逆な解決を確認 

尹外相 

 慰安婦像の扱いは、韓国政府が関連団体との協議を通じ解決に努力 

●韓国大統領選の主な有力候補 
・文在寅 「共に「民主党」前代表 ３１．２％ 
・安ビジョン 「共に民主党」 １３．０％ 
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・黄教安 「大統領代行」 １２．４％ 
・安哲秀 「国民の党」前民間代表 １０．９％  
・李在明 「共に民主党」 ８．６％ 
・元裕哲 「セヌリ党」元院内代表 出馬表明   藩基文 出馬断念 
●政党支持率 
・共に民主党３８．２％ セヌリ党１１．６％ 国民の党１１．５％ 正しい政党８．３％ 正義党５．４％ その他の

政党２．６％ 無党派層２２．４％ 

 

■２月８日（ＢＳ日テレ） 
●トランプ大統領が就任後会談した各国首脳 
・メキシコ ベニャニスト大統領  カナダ とるどー首相  イスラエル ネタニエフ首相  エジプト シシ大統

領  インド モディ首相  イギリス メイ首相  日本 安倍首相  ドイツ メルケル首相  ロシア プーチン

大統領  フランス オランド大統領  オーストラリア ターンブル首相  サウジアラビア サルマン国王  

アラブ首長国連邦 ムハンマド皇太子  韓国 黄教安首相 
・中国の習近平とは会談を行っていない 
●アメリカの首脳 
・バノン 首席戦略官・大統領上級顧問   クシュナー大統領上級顧問  フリン大統領補佐官  ティラーソ

ン国務長官  マティス国防長官  ケリー国土安全保障長官  ナバロ国家通商会議トップ 

 

■２月９日（ＮＨＫＢＳ） 
●“入国禁止”大統領令 連邦控訴裁 双方が主張    
・トランプ大統領：入国禁止７か国はオバマ前政権がテロ組織との関連が深いとした国々が中心、宗教差別で

はない。大統領令の差し止めに対し、“」地裁の権限を逸脱”と批判。 
・ワシントン州側は、人の流入制限により、州内の大学・企業に影響、“税収に損害を与えた”と主張 
●ＥＵ離脱通知法案を可決 

 

■２月９（日テレ） 
●世界混乱の背後で「イスラム国」が笑う 
・「イスラム国」：武力で国境を取り払い、イスラム教スンニ派の新たな国を作る。構成員約２万人 
・１・２７ 「指定７か国国籍人の入国禁止」   ワシントン州 提訴 一時差し止め 連邦地裁２・３ 一時差し

止めを命じる。   入国可能  ２・４トランプ 不服申し立て 

違憲 or 合憲 審理中 

・９・１１以降アメリカ国内でテロ活動に関わった人物の国籍 サウジアラビア、UAE、エジプト、パキスタン、キ

ルギスなど “対象７か国”出身のテロリストは一人もいなかった。 

 

■２月１１日（ＮＨＫ） 
●トランプの経済政策 

・減税、インフラ投資、規制緩和、NAFTA、TPP、移民政策、国境税 
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・アメリカで販売される日本車 現地生産３８４万台 輸出１６０万台 メキシコから輸出５６万台 
・米中首脳の言い分 つい 近まではアメリカが自由貿易主義、中国が保護貿易主義であったが、トランプに

代わって、アメリカが保護貿易主義、中国が自由貿易主義に入れ替わったか？ 
・トランプの主張：自由貿易協定は離脱する。 中国製品には高額の関税をｊかけるぞ。 
・習近平の発言（ダボス会議）：「他国の利益を損ねる形で利益を求めてはいけない。自由貿易を守れ」 
・ただ、中国は言っていることとやっていることとの整合が取れていない。例 大気汚染、知「的所有権の侵害

など 

 

■２月１１日（テレ朝） 
●大統領令  
 ・憲法の範囲内であること   新しい予算を組まないこと  命令先は国民ではなく行政機関であること   

●日米首脳会議 

・日米安保条約が尖閣諸島に適用されることを確認 
・“普天間基地”⇒辺野古移転が唯一の解決策 
・在日米軍の駐留経費については言及なし。 
●経済関係 
・二国間の枠組みに関して議論を行う。詳細は麻生副総理とペンス副大統領との間で対話を続ける。 
・為替問題については、日米の財務大臣間で緊密な協議を続ける。 
●訪日の招待 
・トランプ大統領に年内訪日を求める。 
●閣僚人事 

・大統領が指名した15人のうち、承認されたのは７人。デボス氏の教育長官への承認、セッションズ氏の司法

長官への承認は難航の末承認される。 
●国内では 
・「共謀罪」の法案化をめぐり金田法相はしどろもどろ。 
・南スーダンのＰＫＯの日報に“戦闘”という言葉が使われていたことを稲田防衛相は隠ぺい。 
●シリア問題 
・「アムネスティ・インターナショナル」報告書は、２０１１年～２０１５人 約１万３０００人の民間人を処刑した疑惑

が発生。処刑されたのは政府に批判的な民間人で、現在も続いている。アサド大統領はこれを否定。 
・アサド政権と反政府軍の対立は、ロシアとトルコ、そしてアメリカの姿勢は？ 
●嘘と現実 
・オルタナティブ・ファクト（もう一つの事実）：今、世界中でファクト（事実）が揺らぎ始めている。現代は新しい

技術（ネット）が事実を覆い隠す社会を作りかけていることが非常に大きなポイントである。 
●北方領土 
・２０１２年３月、ロシアのウラジミール・プーチン大統領（当時首相）の『ヒキワケ』という発言で始まった。 
・２０１６年１２月日ロ首脳会談 成果なし。 

・１９４５年８月２８日、日本が無条件降伏した 13 日後、ソ連軍が歯舞群島、色丹島、国後島、択捉島に侵攻し

てきた。 
・現在もロシアによる実行支配が続いている。北方領土には約３０００人のロシア兵が住み、第１８機関銃・砲兵

師団を組織し実践的な訓練を繰り返している。 
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■２月１２日（ＮＨＫ） 
●徹底分析 日米首脳会談 

 経済について 

・財政・金融などマクロ経済政策で連携 
・インフラ・エネルギー・宇宙・サイバーなど協力プロジェクト 
・２国間貿易の枠組み 
 自由で公正な貿易ルールに基づき、両国間 地域における経済関係強化に関与 

 安全保障について 

・「２＋２」を開催 双方の役割、任務、能力の見直しを含む同盟強化の方策を協議 
・在日米軍の駐留“日本の人々に感謝” 在留経費の負担増額を求めず  

 

■２月１３日（ＮＨＫＢＳ） 
●北朝鮮ミサイル発射で“緊密連携” 
・射程約２５００～４０００ｋｍ  
・狙い 国内の体制を引き締めるため  トランプ新政権を揺さぶるため 
・来月から始まる米韓合同軍事演習 アメリカの出方によってはＩＣＢＭの初めての実験も辞さない 
●不法移民 
・トランプは犯罪歴のある不法移民者数百人を強制送還した。全国で抗議デモ。メキシコ首都で反トランプ集

会（壁の建設、移民規制、経済の保護主義的制裁）。 
●ドイツ新大統領に前外相 
・シュタインマイヤー前外相が新大統領に選出。 

 

■２月１３日（ＢＳフジ） 
●日米お首脳会談 安倍語る 

 米国は民主主義のチャンピオン チャンスにあふれた米国で多くの日本企業が現地生産や投資を行い、

雇用を創出してきた。 今後トランプ大統領のリーダーシップによって高速鉄道などのインフラ投資も進んで

いく。 

 麻生副総理とペンス副大統領との間で分野横断的な『対話』を行うことで合意 

 

■２／１３（ＢＳ日テレ） 
●北朝鮮ミサイル発射 
・日米を挑発 トランプ発言：アメリカは重要な同盟国である日本を１００％支持する 
●日米首脳会談（安全保障） 

 日米の防衛に対する米国の関与はゆるぎない 

 「航行の自由」と北朝鮮の核・ミサイルの脅威からの防衛は重要な優先事項 

 拉致問題の早期解決の重要性を確認 

-21-



 
 

 在日米軍の駐留に対し米国が「感謝」 

 米国の駐留経費の負担額には触れず 

●貿易摩擦 不安は消えた？ 

 麻生副総理とペンス副大統領との間で分野横断的な『対話』を行うことで合意 

 経済対話 

・財政・金融などマクロ経済での連携 
・エネルギー・インフラ・宇宙・サイバーなど先端技術の協力 
・２国間貿易の枠組み 
●トランプと習近平が日米首脳会談の前日に電話で会談 
・「一つの中国」（※）の原則の重要性を理解し、これを守る。  米中ですでに取引が始まっているかもしれ

ない。台湾に複雑な影響か 
※「一つの中国」 米政府は７９年の米中国交樹立で台湾と断交。台湾を中国の一部とする原則を維持してき

た。 

 

■２月１４日（ＮＨＫＢＳ） 
●フリン辞任 
・安全保障政策担当するフリンフリン大統領補佐官がロシアとの接触を理由に辞任した。 
・トランプはスパイサー報道官やプリーバス大統領首席補佐官にも不満を抱いている。 
・対北朝鮮政策で中国への働きかけの強化など戦略を練り直す必要がある。 
・ロシアの中米大使との電話会談が「発端となっていることから、シリア問題などでロシアとの協力を模索する

政策にも影を落としそうである。 
・ＩＳ壊滅への対応も練り直しを迫られる。 
●北朝鮮のミサイル発射 

・韓国国家情報院は、固体燃料を使うことで発射時間が 10 分ほどと大幅に短縮され、兆候をつかむのが難し

くなった。そのため迎撃が難しくなったため、ＴＨＡＡＤの配備を急ぐ必要があるとの見解を示す。 
●ロシア北方領土の５つの無人島に命名 
・菅官房長官は、外交ルートを通じてロシアに抗議。 

 

■２月１４日（ＮＨＫＢＳ） 
●フリン辞任 
・米財務長官にスティーブン・ムニューチン氏を充てる人事を承認。 
●ＮＡＦＴＡ 
・トランプは「カナダとの貿易関係は素晴らしい」 メキシコとは「極めて不公正な取引だと発言 
●北朝鮮ミサイル発射 
・安保理が北朝鮮を非難 
●トランプと習近平が日米首脳会談の前日に電話で会談 
・「一つの中国」（※）の原則の重要性を理解し、これを守る。  親中派のシュワルツマンやキッシンジャーを

介して、米中ですでに裏取引（貿易赤字の縮小策）が進められている可能性が高い。台湾に複雑な影響か 
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※「一つの中国」 米政府は７９年の米中国交樹立で台湾と断交。台湾を中国の一部とする原則を維持してき

た。 
・中国は経済のグローバル化を推し進め、世界経済の主導権を握るためにどのような戦略を打ち出すか。 
・アメリカのＴＰＰ離脱により、中国は一帯一路政策、ＲＣＥＰ，ＦＴＡＡＰなどで主導権を握る可能性が強い。 
●経済連携の枠組み 
・ＴＰＰ：米国､カナダ、メキシコ、ペルー、チリ、日本、ベトナム、マレーシア、」シンガポール、ブルネイ、オー

ストラリア、ニュージーランド 
・ＲＣＥＰ：日本、ベトナム、マレーシア、」シンガポール、ブルネイ、オーストラリア、ニュージーランド、中国、

韓国、インドネシア、フィリピン、タイ、ラオス、カンボジア、ミャンマー、インド 
・ＦＴＡＡＰ：米国､カナダ、メキシコ、ペルー、チリ、日本、ベトナム、マレーシア、」シンガポール、ブルネイ、オ

ーストラリア、ニュージーランド、中国、韓国、インドネシア、フィリピン、タイ、香港、チャイニーズ・タイペイ、ロ

シア、パプア・ニューギニア 

 

■２月１５日（ＮＨＫＢＳ） 
●トランプ イスラエルとの首脳会談 
・パレスチナ暫定自治合意 ： 「２国家共存」目指し和平交渉 
・しかしイスラエルは、パレスチナ側の土地にユダヤ人の移住を促し、入植を続ける。  オバマは批難して

きたが、トランプ就任後は異例のペースで入植が拡大。 
・ヨルダン川の西岸の占領地にユダヤ人入植者向け住宅６０００戸以上の建設計画を承認、新たにベト・エル

地区に１００戸の建設が認められる。 
・次期駐イスラエル大使に指名されたデビッド・フリードマン氏はユダヤ教徒で入植活動を積極的に支援する

強硬派である。 
・アメリカ大使館のエルサレム移転が実現するとイスラエル市民は期待し、ネタニヤフ首相も千載一遇のチャ

ンスととらえている。 
・しかし、トランプ大統領の発言はこのところ勢いを失いつつある。「私は入植地の拡大が和平のためになると

思わない」と発言。さらに「（大使館の移転は）簡単な決断ではない」と慎重な姿勢を強めている。 
●トランプ 対イラン政策 
・トランプ大統領は「核合意」の見直しを示唆するなど強硬姿勢を示し、アメリカの対イラン政策がどこまで変化

するか注目されている。 
・ミサイルの発射実験が行われるとすぐに経済制裁を実施した。 
・イランを 大の脅威としているイスラエルはアメリカと強調して対応する構えである。 

 

■２月１６日（ＮＨＫＢＳ） 
●金正男氏マレーシアの空港で殺害 “ベトナム人の女”拘束 韓国政府は指紋から金正男氏と断定した。さ

らに国家情報院は、「北朝鮮軍・偵察総局の工作員が毒物を使って殺害したと発表。キム委員長承認のもと決

行されたとしている。 
●トランプ大統領 イスラルにおける国のあり方で「２国家共存」こだわらずと発言。 
●ニューヨークタイムズ紙が、トランプ陣営は選挙中にもロシア情報機関と接触していたと報じた。トランプは

これを否定。 
●ＮＡＴＯ国防相会議で、マティス国防長官が各国に負担増を要求した。ヨーロッパ側はトランプ政権がロシ

アとの関係改善に意欲を示していることに強い懸念をもっている。  ３年前ロシアがウクライナのクリミアを併

合した際、ＮＡＴＯは東ヨーロッパの加盟国を守るため防衛を強化する方針を打ち出した。今年春までにポー

ランドやバルト３国に４０００人規模の部隊を派遣予定。 
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●ヨーロッパ議会 カナダとのＦＴＡを承認 

 

■２月１６日（ＮＨＫＢＳ） 
●金正男殺害 新たに女一人を拘束。 北朝鮮の犯行強まる？ 使われたのは神経性毒ガスか？ 
●米大統領 「２国家共存」にこだわらず 
・今までの立場から後退。イスラエルの入植活動を控えるようにと発言。 
●トランプ政権初めての閣僚指名辞退。 
・労働長官に指名されたパズダー氏が、指名を辞退した。  不法移民者を雇用していた。元妻への虐待を報

じられる。 与党（共和党）からも承認に反対する意見が出る。 
●中国との貿易 
・国際貿易委員会は、中国から輸入される繊維製品（シリカ繊維）に関し、中国が不当な安値で輸出し、米企

業が損害を受けていると認定した。 反ダンピング税１６２．４７％と相殺課税 大１６５．３９％が掛けられるこ

とになった。 
・中国製品への制裁関税が掛けられるのは、トランプ政権発足後３件目で、中国が反発を強め、貿易摩擦の

激化が予想される。 
●ＮＡＴＯ国防相会議 
・トランプは、「ＮＡＴＯは時代遅れの組織だ！ 防衛費を公平に負担していない！」と発言した。しかし、今月

行われた会見では、「ＮＡＴＯを強く支援している。」と発言。 ＮＡＴＯ加盟国は困惑。 
・ＮＡＴＯ内に広がる不安。どうなるヨーロッパの安全保障。ウクライナでの政変が続く中、ポーランドなど周辺

国ではロシアに対する強い警戒感が広まっている。 
・ＮＡＴＯ加盟国の防衛費負担において、アメリカは約５８２０億ドルとＧＤＰの３．６％と突出した防衛費を負担

している。ＮＡＴＯ各国はＧＤＰの２％の「防衛費負担を目標に掲げているが、ほとんどの国が満たしていない。

 トランプは「防衛費は公平に負担すべきだ」と主張。 アメリカの関与低下で、ポーランドなどは自国の安全

が脅かされるのではないかと懸念している。 
・ロシアがテロ対策でアメリカに協力することで、ロシアの東ヨーロッパへの影響力が強まることを懸念してい

る。 
・マティス国防長官は、「ＮＡＴＯは“根本的な基盤”である。それであるから加盟各国は公平な負担をするべ

きだ」と主張。 

 

■２月１７日（ＮＨＫＢＳ） 
●インドネシア人の女 新たに拘束 
●米国務長官 停戦合意の順守が前提 
●パキスタン ＩＳの自爆テロで７０人死亡 
●イラク バグダッドでもテロ ４５人死亡 

 

■２月１７日（ＢＳフジ） 
●朝鮮半島＆東アジア情勢の行方 
・北朝鮮 固体燃料を使った新型の地上発射型弾道ミサイ

ル「北極星２号」を発射 
・固体燃料は①即時発射が可能 ②兆候が事前に察知さ

れにくい ③保管・取り扱いが容易 
●日米首脳会談 韓国メディアの報道 
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・（韓国）は慰安婦、北朝鮮問題などの主な懸案で日本に先手を打たれるリスクを抱えることになった。（JTBC 

2/11） 

・韓国にとって深刻な危機であり挑戦だ。安倍首相の考えがそのままトランプ政権の東アジア政策になり得る。

韓米同盟はは米日同盟の下位概念として固まる可能性がある。（朝鮮日報社説 2/16） 

 

■２月１７日（ＢＳ日テレ） 
●金正男実況見分 
・女２人立会いで実況見分。逃走ルートなどを確認し、犯行当時の状況を再現。 
・金正男氏 「とても痛い、とても痛い」「液体を掛けられた」と言って倒れる・ 
・逮捕された女２人を含む男女６人が犯行前日に空港を下見。 
・死因は不明。５年前から計画か？  
・殺害理由は 血統 召還命令に背いた 亡命のおそれ  
●フリン氏後任に断られる 
・辞任したフリン氏の後任としてハーウォード元海軍中将に要請も断られる。 

 

■２月１８日（ＮＨＫＢＳ） 
●前日に予行演習か 
・犯人は「知り合いの男性に頼まれていたずら動画を撮るのが目的だった。殺害とは知らなかった」と供述 
・北朝鮮は金正男氏の名前を使わす、公式な発表もしていない。 
●ミュンヘン安保会議  
・マティス米国防長官演説 欧州は国防長官の発言の中にどの程度トランプの考えが含まれているか懐疑的 

・ドイツ国防相は NATO にもっと出資することを約束。トランプ政策をけん制。 

●米中外相会議 
・ティラーソン国務大臣が王外相に北朝鮮のミサイル発射など戦闘的な行動をやめさせるよう要請した。 
・ティラーソン国務大臣は、“一つの中国”を原則堅持すると述べる。 
●フランス ルペン党首に不正雇用疑惑が発生。 
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