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ご来場 の皆様 ､昨年の本会議の開会式においても､ ドイツ国家の とい うより､国際的
視野 に立った開会の演説を要請 されたのですが､これはあま りむずか しい ことではない
と私は思 ってお りま した｡ とい うのも私はここ数年間同 じことを何度 も経験 してきたか
らです｡ しか し､昨夜福 田さんの 20世紀末のそ して来 るべき 21世紀初頭の世界情勢
に対す る見事な分析 を 目に してか らとい うもの ‑ これは素晴 らしい報告書であ り､今
まで 目に していなかった とい うことは本当に残念なことである し､また皆 さん全てがお
読みになるべ きと思いますが､それを読んだ とき私は､ しば らくの間蹄蹄 し､自らに問
いかけ続 けま した｡ この包括的な声明書につけ加 えることができるほどの賢明な提言が
あるとすれば､それは一体何で しょうか｡ 20世紀はこれまで私たちもよく知 っている
よ うに血にまみれた世紀であ りま したが､また少な くとも世界のい くつかの国々では､
とりわけ先進工業諸国では､科学､技術､経済が大発展 を遂げた世紀でもあった とい う
福 田さんの説 には皆 さん も同意なさるで しょう｡ これまで開発途上国の分類 に属す ると
みなされてきたい くつかの国々､例えば韓国､台湾､シンガポール､香港などは発展 し､
よ り祝福 された分類に今では属 しています｡そのほか､中国あるいはブラジルやナイジェ
リアのよ うに大きな国々では､それ らの国のごく一部は繁栄 し､他の地域は遅れ をとっ
てい るといった状況がみ られます｡
∫
福 田さんの人 口爆発 に対す る見識 も的確であ りますこナザ レのイエスの時代の人 口 2
億か ら 20世紀の初頭の人 口16億人に達す るまでお よそ 19世紀 も要 したにもかかわ
らず､つま り2000年かけて よ うや く8倍増 となったにもかかわ らず､その後今世紀の後
半には突如爆発的に増大 していったのです｡わずか 1世紀の間に4倍増 も しているので
す｡前世紀には､食糧不足､死を招 く病､そ して伝染性の病気が相 当数の人 口減 をもた
らした上に､幼児死亡率がそれに大きな役割を果た したことは無論のことです｡ 20世
紀に入 って､我々の世紀ですが､二つの大戦を通 して多数の犠牲者 を生みだ したにもか
かわ らず､病気や幼児死亡率はほんのわずかな役割 しか果た してお りません｡福 田さん
は､そのペーパーの中で､人 口増の究極的責任は誰にあるのか と問われています｡予備
的な答､ とい うよ りむ しろほんの部分的な答を私か らいた しま しょう0
t
しか し､それではこの爆発的増加 に対抗す る秘訣 とは何で しょう｡私は､これか ら議
論 していきたい と皆 さんが考えてお られる､あ′
るいは机上に投げっけられたままか も知
れない､それに して もマル コム ･フレーザー氏の報告で とにか く議論 しなければな りま
せんが､二つのきわめて予備的な答を提示 したい と思います｡一つ 目の答は､将来の政

ODA)拠出国による開発援助は､受領国の効果的な家族計画､少女教育
府 開発援助 (
の強化､女性の地位向上､そ して避妊用具の容易な入手にかかっているとい うことです｡
さらに､受領国の軍事費削減が適切になされているか どうかによって政府 開発援助 を行
うとい うことです｡ さて､二つ 目ですが､比準 を要す る統合的条約､比準 を要す る国際
法､核兵器 に対す る非拡散条約 に類似するものを構想す ることができるか とうい うこと
であ ります｡例 えば､先進工業諸国は空気や水‑の汚染物質放出を削減 させなければな
りませんが､こうした規制はここ数年間強化 されています｡開発途上国は家族計画によっ
て出産率 を減少 させ なければな りせんが､こうしたこともここ数年間上昇傾 向にあ りま
す｡そ して我々は討議 に付す る不平を裁 く国際裁判所の創設 に合意す ることです｡

人 口成長 ､開発 ､ 自然生態保護の相互依存は数十年来の福 田さんの懸念であ り､創設
以来のカ ウンシルの懸念でもあるか どうかについてですが､ とりわけ私は福 田さんの提
唱で､福 田さん､オバサンジ ョ氏､今 日ここにお られ るマル コム ･フレーザー氏な どカ
ウンシルの 8人のメンバー と世界の宗教界､哲学界か ら 8人の代表がイタ リアはローマ
のチ ビル タ ･カ トリカにおいて一堂に会 した特別会議のことを思い起 こします｡そ して
私の記憶に間違いなければ､本 日の特別ゲス トであ り､ここに同席 してお られるレスター ･
ブラウン氏 もそれ に出席 していた と思います｡我々はみな数 日間にわた り多 くの問題 を
議論 したのち､それぞれ合意の上で解決策を得 ることができま した｡私は特に次の言葉
を引用 したい と思います｡ ｢
未来の家族に対す る道徳的価値 と女性お よび男性 の共通す
る責任 を認識す ることは､開発､人 口､環境 といった問題 と取 り組む上ににおいて必要
不可欠であるとい うことを強調す る｡多 くの開発途上諸国における人 口急増は開発 の妨
げになる｡ これは未開発 ､人 口成長および人命 を支 えるシステムの侵食 をめぐ8̲
悪循環
を加速 させ る｡人 口､環境､経済傾向の組織的に投影 した責任 ある政策が必要である｡
家族計画､計画政策､ さらに家族計画の方法そのものに対す る宗教上のアプローチが さ
ま ざまに異なることを認識 した上で､それでもなお指導者 は現行の効果的な家族計画の
推進 に賛同す る｡数カ国お よびい くつかの宗教 による積極的な経験はわかち合 うべ きで
あるし､また家族計画に対する科学的な分野か
らの調査は太いに推進 されるべきである｣
∫
とい うことです｡私は､世界の偉大な宗教全てか らの権威 ある代表者がこれに調印 した
とい うことを､再び ここで強調 したい と思います｡
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8年前の ローマ会議のこと､そこで交わされた実 り多い議論のこと､宗教指導者 と政

治指導者が 自由に討議 を重ねたことなどは､あち らこち らで今 日我々が遭遇す る宗教原
理主義 について認識 させ られ ることにもな ります｡宗教原理主義は来世紀においても再
び世界中で重要な意味を持つ ことになるで しょう｡元来､これはヨーロバ人の特権であっ
たのです｡例 えば､皆 さんはパ レスチナのイスラム教徒 に対抗す る欧州のキ リス ト教十
字軍について想起す ることで しょう｡ しか し､中世の終わ りには次第に欧州内ではこれ
は衰退 していったので した｡今 日､我々は宗教原理主義はイランや世界の他の地域か ら
発生 してい ると理解 している し､また､南西アジアにおける長期間続 く紛争 も､ さらに
現在ボスニアを舞台に している血まなぐさい戦争 もこのよ うな要素 を含 んでい ると考 え
ています｡ ヨー ロッパ人に関す る限 り､例えばシ｣ア派原理主義のよ うない くつかの現
象は､偉大 なるイスラム宗教 の徴候であ り､それ を暗示 していると誤解す るのは危険で
す し､それ はきわめて残念な誤解でもあるのです｡そ してこ うした誤解が将来の悲劇 に
もつながるのです｡ 21世紀の初頭には､イン ドネシアか らイン ド亜大陸まで､中東お
よびアフ リカ北部か らナイジェ リアまで､さらにはマルセ‑ユか らハ ンブル グに至るい
くつかの欧州の都市な ど巌遭 10億人を数えるイスラム教信者が地球上に住んでい るこ
とで しょう｡ これは私の同僚たちに間わねばな りません｡我々のカ ウンシルが将来､宗
教戦争の時代 に再び人類 を引き戻 さないため､そ して宗教が本来持っ寛容性 を強めるた
めに､最高位 の宗教指導者が定期的に会合を持ち､相互に話 し合い耳を傾 ける場 を創 出
できるとい う望みが果た してあるのだろ うか と､私は疑問に思 うのです｡世界のい くつ
かの宗教上の理由による人 口超過は､やがて宗教紛争 を単なる口実 として､新たな兵器
装備紛争 につながると､我々は想定 していな くてはな りません｡
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話 はそれますが､ナイジェ リアに触れた機会に､私はここで再度ナイジェ リアの軍事
政府 に対 し､この会合のメンバーであるオルセグン ･オバサンジ ョ将軍を解放す るか､
または独立法廷で公正な裁判 を受けさせ るよ う本会合が呼びかけることを提案 したい と
思います｡公共の記録のためにも､私は今 日の聴衆の方々に､オル ･オバサンジ ョはナ
イジェ リアの民主主義体制‑の移行を司った とい うことを思い出 していただきたい と思
います｡また 70年代の終わ りか らオバサンジ ョは国連の傘下で行われたい くつかの国
際的事業 を極 めて積極的に進 め､非常に尊敬 されてきた とい うことも､申 し上げたい と
思います｡
さて 21世紀についての私の全般的な見通 しに戻 ります と､潜在的に危険な現象 とし
て金融市場 と諸通貨間の為替 レー トの激 しい変動性に言及 しないわけにはまい りません｡
この問題 については私は､友人であるクル ト･ファーグラナの報告書､これ については
これか ら討論す るわけですが､この報告書が暗示 していると思われ る様 な楽観的な見方
は していない とい うことを､告 白しなければな りません｡今世紀が始 まった 95年前､
1900年由 ま非常に安定 した国際金融システム と非常に安定 した諸通貨間の為替 レー
トが存在 していま した｡ この体制は第一次世界大戦でさえも生き延び､ 1930年代 の
大恐慌 によってのみ崩壊
したのです｡ 1945年 以降は､ブ レ トン ･ウッズ体制､即ち
′
､
世界銀行 と国際通貨基金 (IM F)が､再び信頼できる安定 したシステムを提供 したの
です｡ このシステムにおいては､米国 ドルが不可欠の基礎 となっていま した｡ しか し7
0年代 になると､ベ トナム戦争のために､米国は唯一の準備通貨お よび他の諸通貨の価
値 を量る基準通貨 としての ドルの役割を維持す るのが困難 になったのです｡今 日､ ドル
は ドイツ ･マル クに対 して 40年前の 3分の 1の価値 しかなく､ 日本 円に対 しては さら
に価値が下落 しています｡ さらに､世界で最 も富める国である米国 と私甲母国 ドイツは､
外国資本 の最大の純輸入国､言い替えると､他国の外貨貯蓄を輸入､使用､消費す る国
になって しまったのです｡配布 されま した田谷博士の背景説明資料 ､特に 3大国の現在
の収支状況 を示す統計曲線 を載せた頁を見ていただきたい と思います｡たった一つのこ
の曲線 に､現在の世界の金融状況が表われています｡そ してまた近年創案 されたデ リバ
テ ィブ と呼ばれ る無数の新 しい金融手段､それに加 えて即時コミュニケーシ ョン革命 に
よる金融市場のグローバ リゼーシ ョン等､これ らが皆､不透明 さ､不確か さ､ さらには
玉突現象 あるいは ドミノ効果の危険を高めたのです｡現在､諸通貨の一 日の取引高は､
約 10億米 ドル にも達 しています｡ しか し国際的な貿易や商業に資金 を供給す るのに必
要 な額 は､この信 じられないほど巨額な金のわずか 1%か 2%なのです｡ こ うした金の
実 に 98% は､経済取引 とは全 く関係 ないのです｡
勿論､クル ト･ファーグラーが報告書の中で､過去の金融危機はその原因が しば しば
多 くの国の誤 った経済お よび金融政策 にあるとい うことを教 えて くれた､ と言 ったのは
間違いではあ りません｡ しか しそれな ら､ではいったい誰が政府や 中央銀行 を導いてい
るのか､ とい うことが問題 にな ります｡私は しば らく前か ら個人的には､世界は も しか
した ら米 国 ドル､ 日本円､そ して欧州連合の共通通貨の 3大通貨体制が必要なのではな
いか と思 ってきま した｡別の言い方 をす ると､世界は､危機 における行動､危機管理､
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そ して私的金融機関の収支 を監督す る上で､三大中央銀行ない し三大中央銀行システム
間の緊密 な協力が必要なのではないか､とい うことです｡ といっても勿論 ､欧州全体の
中央銀行システムお よび一つの欧州通貨の創設までにまだ遠い道の りですが｡
ところで今 日私たちの中に､ロバー ト･マクナマラとい う国際金融の専門家を特別ゲ
ス トとして迎 えていることか ら､彼の最新の著書についてここで非常に私的な意見 を述
べ させていただきたい とい う気持ちにさせ られま した｡私はその本の大部分 をすでに読
みま した｡ ｢
ある回顧 ｣ とい う書名で､主 としてベ トナム戦争における米国の役割を扱 っ
ています｡私は､この本が本国において非常に厳 しい批判を受けた とい うことを知 って
います｡ しか しあの悲惨な戦争におけるマクナマラの役割 を明 らかに したこの本は､著
者の倫理的資質を十分 に示 しています｡なぜな ら彼は､真実が彼 を手ひ どく傷っけると
い うことを全 く顧みずに､当時彼が犯 した重大な誤 りを公 に認 めてい るか らです｡そ し
て私の評価では､これは将来の リーダーたちのために極 めて優れた勇気の例 を示 した と
思 うのです｡
世界は第二次世界大戦後､ベ トナム戦争後､そ してわずか 5年前､ゴルバチ ョフによっ
て ソビエ ト帝国主義が終わ りを遂げてか らも､すでにい くつ もの戦争 を見てきま した｡
超大国間の核戦争の危険が消滅
したことは､明 らかに地域戦争や局地戦争 を起 こ しやす
∫
くしたのです｡ほんの数例を挙げてみても､ボスニア､グロアチア､セル ビア､チェチェ
ニア､ ソマ リアな どがあ ります｡あの人工国家ユーゴスラビアの解体について､西側諸
国､ NATO諸国､ロシア､あるいは西側諸国 とロシアが ともに対処 し､ さらにその対
処にまった く間違いがなかった としても､あの地域に持続す る平和 をもた らす ことは､
たった一つの場合 を除き､不可能であったで しょう｡その場合 とは､西側諸国や ロシア
が何万､あるいは何十万 もの地上軍 とそれを援助す る空軍お よび補給部隊を送 り込んだ
場合です｡ しか し米国 もヨーロッパのどの国も､このよ うな危ない企てに政府 が関わる
ことを許すはずがあ りませ し､それはまたおそ らく理 にかなった ことで しょう｡従 って
私は､大国やまた欧州連合や国連ができることは､その時々に外交手段や経済的手段 を
講 じ､代表団が紛争 をい くらか緩和 させ るのを監督す るぐらいで､それ以上のことはあ
ま りできない､ とい うことを学ばねばな らない と思います｡セル ビアやボスニアや クロ
アチアだけでな く､バルカンの他の民族紛争はすべて戦争､ さらには民族大虐殺 の危険
をは らんでいると思います｡
私は､国連や大国の平和維持や紛争の地における平和再建 の能力については､い ささ
か懐疑的あることを告 白しなければな りません｡またアン ドリース ･フアン ･アフ トの
報告書を読んだ後では､多国籍機関の将来､特に国連の平和維持能力についても懐疑的
にな ります｡アン ドリースは､彼の言葉 を引用す るな ら､ ｢
酔いが さめるソマ リアの経
験 ｣ を述べています｡また彼 は失敗 した国に介入す ることの とてつ もない面倒 と危険 と
い う問題 も投げかけています｡また安全保障理事会の決議 688とい うものが､緊急の
人道的ニーズを生む よ うな抑圧があった場合にも､主権国家の国境 を越 えて介入す るこ
とを果た して正 当化 し得 るのか､ とい うことも疑問です｡少 な くとも個人的には､私は
こ うしたことが一般的にいって賢明か どうかわか らない と思 っています｡それではチェ
●
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チェニアや ､ 1800万か ら2000万人のクル ド族の場合は どうで しょうか ? クル
ド族 は トル コ､イ ラク､イラン､そ してシ リア国境に分断 され､これ らすべての国で さ
ま ざまな度合いの弾圧 を受けています｡またル ワンダの大量虐殺は どうで しょうか ?
私の考 えでは､人権の抑圧 ､‑ルー
シンキ条約の最終章第 3バスケ ッ トの違反､あるいは
その他の協約 の違反があったことで､軍事介入の十分な根拠があると見なされてはな ら
なV､と思います｡ しか し勿論 これは非常に複雑な問題です｡言葉や文書による介入 もあ
ります し､ま‑
して軍事力による介入はたい‑ん難 しい問題です｡特に､国際テ ロ リズム
の出現で､問題 は さらに複雑で困難になっています｡ 今の ところ､将来のすべての国際
テ ロ リズムに適用できるよ うな制度的解決方法を提案 した者 は皆無です｡
21世紀には､一方の米国 とその同盟国､も う一方のソビェ ト帝国の両者 による軍事
力の独 占お よびその外側 のいわゆる第三世界､ とい うこれまでの構図 とは非常に異なる
権力構造が見 られ るで しょう｡ 21世紀に入 ると､まず四大勢力が表れ､それか ら少 し
す ると五大勢力になるで しょう｡ さらにもう少 したづ と､六大勢力 ぐらいになることも
考 え られ ます｡また私たちは､貿易ブロックの出現を 目のあた りに しています｡ こ うし
た貿易ブ ロックは､欧州 自由貿易地域や共同市場か ら始 まったものですが､これ らは両
者 とも比較的小規模
で した｡現在では､西半球の北部で何億人 も含む北大西洋 自由貿易
∫
の貿
地域があ り､南部ではマクロス‑ルがあ り､やがて東ナジア と太平洋で APEC (
易逮合)ができるかも しれません｡
現在､世界には四つの勢力があると私は見ていますが､これ らは今の
■ ところ世界の平
和 を脅かす存在ではあ りません｡先ず第一に挙げ られ るのは米国ですが､その理 由は明
らかで しょう｡第二に､現在の経済的政治的弱 さにも関わ らず､ロシアが挙げられます｡
ロシア人がその経済お よび政治システムを確立す るまでにまだ 20年か 25年､ も しか
す ると 50年はかかるで しょう｡ しか しそれでもなお､ロシアは太平洋か らパルチ ック
海 まで 10か 11の時間帯を網羅する広大な大陸国家なのです｡カムチ ャツカにゆ うべ
日没が訪れた時､ペテルブル グではまだ夜が明けていないのです｡ ロシアはおそろ しく
広大であ り､世界最大のずばぬけた領土を有す る国なのです｡埋蔵 されている天然資源
も莫大で､ しかもその大部分はまだ調査 もされていません｡ さらにこうしたことの上に､
ロシアはいまだに 2万 もの核兵器 を保有 しています｡ こ うしたすべての理 由によ り､ロ
シアは太平洋東 アジアの大国 として､同時に中央アジアの大国 として､ さらに ヨー ロッ
パの大国 として見なされ､尊敬 されるべきなのです｡ ロシアは潜在的な紛争問題 を､例
えば 日本や､旧ソビエ ト連邦の諸国や､現在のいわゆる独立国家共同体一一 C ISと呼
ばれることが多い一一の加盟国､特にウクライナ との間に抱 えています｡それに加 えて､
ロシアは中央 アジア､中東､バルカン半島､そ して さらにポーラン ド共和国でも自国の
利益 を追求 しよ うとしています｡ これは非現実的に見えるか もしれませんが､バル カン
の諸共和 国では多 くの人が､ロシアは ヨーロッパの一部を米国 と共同支配 しよ うとして
い るのではないか と恐れています｡特にポー ラン ド人は強い懸念 を抱いています｡ この
よ うに､今は弱 くても､ロシアはやは り巨人なのです｡ ロシアは尊敬 され､世界の強国
として扱 われ なければな りません｡私の考えでは､直ちにロシアをG 7の会合に招 き､
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正式 に参加 して もらうのが賢明で しょう｡余談ですが､現在ではこれ らの会合 は重要な
決定をす ることはな く､主 としてテ レビ向けのシ ョーに成 り下がって しまいま した｡ し
か しそれで もこのよ うな会合は､相互に情報 を提供 し､最高指導者の間に人間関係 を醸
成す るとい う意味で価値があるのです｡
同様 なことは､中華人民共和国についても言えます｡中国も世界の大国 として認 め ら
れなければな りません｡ 21世紀の初期には､中国は 日本の GNP総計を抜き､やや遅
れて米国のGNPも抜 くで しょう｡勿論私が申し上げているのは中国全体のGNPであっ
て､一人当た りの GNP､そ して 12億あるいは 13億の人々の一人一人の生活水準は､
まだまだ大幅に遅れ をとるで しょう｡また沿岸の諸県 と､奥地や内陸県に住む大部分の
中国の民衆 との間では､これか ら先長い間生産性や生活水準に巨大な格差があ り続 ける
で しょう｡内陸部を沿岸地帯で圧倒的成果をあげている経済成長に導 く
向
上での主要な問
題 は､ とくに鉄道､高速 自動車道路､通信施設､空港 をは じめ とす る近代的インフラを
中央政府 が構築できるか どうかにかかっています｡ 目下の中国はインフレ対策な どの差
し迫 った問題 を抱えてはいるが､私は指導部が内部の平和を保 てれば､中長期的にも成
功す るだろ うと思います｡そ う考える理 由の一つは祖国内部にかな りの 自己資産投資 し
てい る在外∫
中国人たちにはっき りした 自信がみ られ ることで ､少な くとも私にはそれが
彼 らが中国の過程の継続性に寄せ る信頼 を示唆す るもの止みえるのです｡それ に中国の
内部事情については､彼 らのほ うが明 らか にわれわれのよ うな外部の知見や判断 よりず っ
と通 じています｡ 中国 とい う巨人は核戦力でもあ りつい最近の核実験の再開に対 して大
きい批判 と懸念の声が上がっていま したが､私 も個人 としてその懸念 を分 け合 うもので
す｡ このことに不安 を抱かぬものは近隣諸国に一人 もな く､ リー ･クワン ･ユ ウ氏の表
現に従 えば､中国 自らが東アジアお よび南東アジアで､兼国を最 も問題のない大国 とし
て考 えるよ うに して しまっているのです｡近隣諸国が核実験の次に抱いてい る懸念は､
中国 と台湾 との潜在的対立お よび最近また表面化 したスプラ トレー群島をめぐる潜在的
対立で､これ らも一定の重要な役割 を持 っています｡ しか し米 中関係 については､私 は
米国の政治家たちは人権が らみの発言の声高な調子を弱めるよ うにすすめたい ところで
す｡それ よ りも彼 らは中国の内部には野蛮なチェチェン戦争のよ うな事態はないことを
黙 って認 めるべ きなのではないで しょうか｡
第 4の世界的大国は私のみるところ 日本であって､それは軍事的意味で も地政戦略的
で もな く､ぬきんでた世界金融の発電所の一つ としての役割を持 っているとい う理 由か
らであ ります｡ 日本 による実質資本輸出は､か りにそれが明 日停止 された ら､米国の長
期金利がたちまち 2. 3パーセ ン トあるいはもっと上が り､世界中の金利 に同 じことが
起 こるほ どの金額 と影響力を持っているのです｡ この事実は､これまでは隠 されていた
潜在的なテ コを 日本にもた らす ものであ ります｡ 日本はこれまでの ところ､それ を行使
していないがワシン トンはこのことを軽視すべきではない と思います｡そ して ワシン ト
ンは､永続的なジャパ ン ･バ ッシングが､いかなる意味で も自業 自得的な米国財政 と貿
易収支の二重赤字を癒す手段ではないことも､理解すべきで しょう｡そのことは しか し､
他の どのG 7諸国 よ り厳 しく輸入を閉め出 している日本の市場のことを､実際には閉鎖
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されてはいないのだ､ といっているのではあ りません｡ 日本の官僚機構 と通産省は この
点を認 めるとともに､国内の彼 らの消費者のためにも規制の撤廃 と開放 に向か うべ きで
あ ります｡
私はここで､ 自らを 30年余 にわたる友人 と考 えてい る本総会のホス ト国に関 してあ
えて微妙なコメン トを したい と思います｡国連安全保障理事会の常任理事国入 りを 目指
す活動は､私の祖国 ドイツでの活動 と同様 に､純然たる威信指向の試みであるよ うに思
われます｡ 1945年か ら現在まで､ 5つの公式核保有国だけが安保理事会の常任理事
国になっています｡ではなぜ､ ドイツと日本がそのようなクラブに入 りたいのか ? 本
当に私は､そ う自問 しています｡第 2次世界大戦を しかけた両国の､非核保有国であ り
続 けたい とい う意思には十分 な根拠があ り､また国連憲章の改正には加盟 200カ国の
3分の 2の多数が必要なことも承知 しているはずなのです｡そ して仮 にそれが実際に試

み られた場合､イン ドそ して恐 らくブラジルやイン ドネシア と他の何カ国かも同時に常
任理事国 として安保理事会入 りするような状況以外に̀
はあ り得ないことはだれにも分かっ
てい ることであ ります｡
イン ドについてひ
とこと触れたい と思います｡私は人 口が 9億人に近づいてい るイン
∫
ドは､国内の経済発展 しだいで 21世紀初頭 10数年の うちに第 5の世界的大国になる
だろ うと思います｡また欧州連合はi加盟各国が行動の一本化 を実現す ることができた
ら､イ ン ドよ り早い時期に第 6の世界的勢力になるで しょう｡世界には､すでに述べた
よ うに複雑 に重なった領土的緊張が存在 しています｡勿論､中東 における微妙な均衡状
態やイン ド･パキスタン両国間やイン ド西部地域の微妙な情勢にも留意 しなければな り
ません｡アフ リカの多 くの紛争地域ばか りでなく､ラテンアメ リカその他の紛争地域の
ことも承知 しています｡半時間前には村山総理の演説 を聞きま したが､私にはなお､北
朝鮮 の核 問題が最終的に決着できるか どうか分か りません｡欧州 について言えば､私 は
ポー ラン ド､ハ ンガ リー､チェコ共和国がやがては､恐 らく 10年以内に欧州連合 に加
盟す るだろ うと確信 しています｡ これ らの国はさらに西欧州連合 と呼ばれ る条約 にも加
盟す るで しょう｡ この条約は現在までの ところは ｢
眠れ る美女 ｣ですが､加盟国が単一
の外交政策 と安保政策 の策定に到達 した ら欧州連合の軍事的機構 に格上げされ得 る､ と
私 は考 えています｡ これは長い時間がかかるごとです｡私 は､欧州連合は現在 と将来お
こる危機 を乗 り切 る能力を持 っていると確信 しています｡なぜ な らこれ らの危機 を乗 り
切 らなければな らない圧倒的な理由があるか らです｡その理 由とはすなわち､フランス
と私の祖国を含 む少 な くとも大陸部分の欧州諸国には､われわれが政治的統合が もた ら
した経済 ･財政的結果 を処理 し終わった時に生まれ る連合 ドイツとい う支配的役割 を回
避す るために､よ り大きい器 に ドイツをがっち り縛 りつけるお くとい うのが基本的戦略
である事実です｡ これはさほど時間はかか らず､長 くて も 10年か ら15年で しょう｡
ドイツを縛 りつけることはすでに 1946年のチャーチルの基本的戦略原則 であって､
以来､ 1950年のジャン ･モネ とロベル ト･シューマン､そ してアデナ ウアーその他
‑ と引き継がれてきた ものです｡ これが欧州統合の過程が過去にあった多 くの深刻 な危
機 を乗 り越 えることができた理 由であ ります｡
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ドイツを縛 りつけるとい う動機にさらに加 えて､巨大な共同市場の持つ経済的利 点
が全欧州のほ とん どの企業家 と政治家の前に明 らかになってきま した｡ この経済的利 点
が､例 えば最近 フィンラン ドやオース トリアその他が加盟 した理由であ ります｡欧州 の
内部に とって､今 日における最大の問題は､欧州連合の構造でもな く､ロシアでもバル
カンで も旧ユー ゴで もあ りません｡最大の問題は､われわれの社会や管理者層や政治層
や労組層が､少 なか らぬ大量失業に対処す る能力を欠いていることです｡欧州では､わ
れわれは平均 して 10パーセン トあるいはそれ以上の失業率にあ り､これは政治的にも
心理的にも､ さらに財政的にも受け入れ られない ものであ ります｡ この点で私は さほ ど
楽天的ではないのですが､ しか しそれ以外では欧州連合の四散はおろか停滞 を予想す る
ものは世界 に一人 としていないで しょう｡
みなさん､世界の現状をこのように総括す るにあたって､私は近い将来､差 し当た り
世紀の変わ り目あるいは初頭 10年 くらいまでの世界を悲観的に展望すべきいかなる理
由も兄いだ していません｡ しか し､より長期的には人 口爆発 ､開発 と環境破壊が関連 し
た複雑 な危機 が大きくの しかかって くると､私はみています｡ ここでお許 しをいただき
国際的活動家 としてではなく一人の ドイツ人 として､ 日本の友人 とホス トに極 めて個人
的な注 を付∫
け加 えさたい と思います｡ この 20世紀は人類 に二度 にわたる世界戦争で何
百万 もの犠牲者 をおた らした恐ろ しい世紀で した｡それは正気 を央 ったイデオ ロギー と
敵意 に満 ちた教義 と他の民族の完全な服従をめざす帝国主義的な夢想 とが引き起 こ した
もので した｡ 日本 も ドイツも､市民や兵士を極端な残虐 さで扱い婦女を犯す罪 を負 う憎
むべ き占領者 となって しまったので した｡その廠慢 さの代償 は敗北 と屈辱で した｡両国
間のの文化的､社会的､政治的背景の違い識別す るのは結構だが､アジア と欧州の戦争
終結か ら 50年 目､広島 ･長崎や ドレスデンか ら 50年 目にあたって､われわれの降伏
の追想 を再検討 と和解の歴史的な機会 とする好機 に しよ うではあ りませんか｡今 日､私
の祖 国は欧州連合の確 固 とした信頼できるメンバー としてかっての敵の良き隣人 となろ
うと努 めてい る し､同様 に 日本 もこのほど､かっての敵である近隣諸国 との間に相互信
頼 を築 くための石 ころ道で賢明な一歩をたどりま した｡ これ こそが各国の間に平和 を保
ち自由を保 ち福祉 を保つ唯一の道であ り､われわれは平和のために真剣な努力 を重ね る
ことを子孫 に対 して負 っているのです｡
みな さん､あ りが とうございま した｡

8

