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アジア・ユーラシア時代とどう向き合うか

――日本のグローバル戦略を問う
How to Deal with the Asia-Eurasia Era: Inquiring Japan’s Global Strategy
●多摩大学教授

金美徳

Mitoku Kim

【梗概】近年，
経済大国となった中国は経済面でも米ドルを中心とする戦後の国際金融秩序に挑
戦しようとさまざまな試みを展開し始めている。アジアインフラ投資銀行はその一例だが，そうし
た個別の問題にとらわれていると，世界経済の核ともいえるアジア・ユーラシア経済圏を中心とす
る大きなダイナミズムを見落としてしまいかねない。
日本の今後のグローバル戦略を考えるときに，
近視眼的な見方や感情を交えた議論を離れた冷静な観点から，
グランド・デザインを描くことが重
要だろう。
それとともにグローバル人材育成など，
地に足の着いた取り組みも忘れてはならない。

１．
アジアインフラ投資銀行

最近アジア開発銀行（ADB）は，アジア・ユー

（１）経緯

ラシア地域のインフラ投資需要が2020年まで
に8兆ドル（960兆円）になると試算し，
マッキン

昨 年（2014年）10月24日，中 国 が 提 唱して

ゼー社は，2030年までに世界のインフラ投資

きた「アジアインフラ投資銀行（AIIB：Asian

資金は57兆ドル（6840兆円）に達するだろうと

Infrastructure Investment Bank）
」の設

推定した。このように今やアジア・ユーラシアダ

立覚書が，アジア21カ国によって北京で調印さ

イナミズムの時代が到来したと言っても過言で

れた。そもそもこのAIIB構想は，習近平主席が

はない。

2013年10月の東南アジア歴訪時に初めて提唱さ
れ，中国が主導する新たな国際開発金融機関と

そこでこれに関連して日本をめぐる北東アジ

して注目されたものだ。

ア地域で重要なテーマをいくつか取り上げて考

この目的は，アジア地域のインフラ開発など

察してみたい。

に資金を提供することとされ，本部は北京に置
き，資本金は1000億ドル，2015年内に設立を予
■きむ・みとく

定している。創設メンバー国は57カ国だが，この

1962年兵庫県生まれ。早稲大学大学院国際経営学
修士，国際関係学博士課程修了。
（株）三井物産戦
略研究所勤務を経て，現在，多摩大学経営情報学部
教授，同大学院経営情報学研究科（MBA）教授，同
事業構想学科長を兼務。専門は，企業戦略，朝鮮半
島，アジア経済。主な著書に，
『図解韓国四大財閥早
わかり』『なぜ韓国企業は世界で勝てるのか』『韓
国企業だけが知っている日本企業「没落」の真実』，
編著に『岡山大学テキスト：東アジアの経済協力と
共通利益』ほか。

創設メンバー国入りをめぐって熱い駆け引きが
繰り広げられた。
AIIBの創設メンバー資格が得られる最初の
申請期限の2015年3月31日までに，安倍首相は
「焦る必要はない」と述べ，参加判断の先送り
を官僚に指示した。
安倍首相が参加を見送った理由として，財務
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省と外務省から次のようなメモ・報告があったと

ジア開発銀行に委ねるとしつつ，それに代わる

いわれている。即ち，
「参加に慎重な米国と緊密

ビジョンを提示してない。
インフラ構築や経済発

に連携」
「日本の最初の出資金は15億ドル程度」 展は究極の目的を実現するための手段であるは
ずだが，インフラ整備を通してどのようなアジア

「英国が参加する確たる情報はない」
「主要7カ
国からの参加は絶対にない」などの報告であっ

を実現させようとするのか不明である。

た。

②ガバナンス（企業統治と銀行運営の透明性）
日米から次のような問題点を指摘されている。

ところが，同年3月に英国が欧州並びにG7の中

で一番乗りで参加を表明すると，その後，
ドイツ・ ・経営の透明性や銀行の国際基準を満たしてい
るのか。

フランス・イタリアなどG7の中からも参加を表明，
創設メンバー国が増えていった経緯がある。英

・中国が高い出資比率を占める機関が，国際機
関として公正なガバナンスができるか。

国は「中国に透明度の高い投資をさせるために
は，外から批判するのではダメで，創設時から加

・債務の返済能力を無視した貸付を行い，債権

盟し，内側から監督し，経営を改善していく必要

者に損害を与えないか（審査能力に対する疑

がある」とその正当性を主張した。

問）。

一方，AIIBには参加せず，同盟国に参加させ

これに対して中国は，ガバナンスは理事会・

ないように根回ししてきた米国も，その後その主

取締役会・マネジメントの三層から構成され，設

張のトーンが少しずつ変わりつつあるようだ。

立協定に基づき取締役会やマネジメントに権限

例えば，シーツ財務次官（国際問題担当）は， を付託し，公開・透明な手続きによってトップや
「米国は国際金融を強化する新しい多国籍機関

管理職を選定するなどと説明している。そして中

を歓迎する。世界銀行やアジア開発銀行（ADB） 国は世界銀行に30年勤めた米国人法律専門家
など既存の国際的金融機関と共同融資できれ

をAIIB顧問として迎え入れることを示し，英米と

ば，高い質の基準を維持することができるだろ

の水面下での交渉も進めている。

う」と述べた。

③既存の国際金融機関との役割分担

4月6日には，リブキン米国務次官補は，東京で

アジア開発銀行など既存の国際金融機関に

記者会見し「アジアには巨大なインフラ・ファイ

加えて新たに設立する必要があるのかとの疑問

ナンスのニーズがある」と述べ，米国がAIIBに

に対して中国は，
世界銀行やADBとは補完関係に

反対しておらず，積極的に関与していく方針であ

あり，競争関係にはないと説明。

ることを明らかにしたが，ただ「今，米国が参加

世界銀行のジム・ヨン・キム総裁は，中国主

することは考えていない」と言明。さらに「ADB

導で設立されるAIIBと密接に連携する意向を表

などとの共同プロジェクトを通じてAIIBが透明

明したほか，IMFのラガルド専務理事も，AIIB

性や公正性の確保や情報共有など図ることが可

設立計画を歓迎すると述べた。

能だ」とも述べた。日本については「主権に則っ
て（自主的に）判断すべき」とした。

（３）既存の国際金融機関の問題点
①不足する資金
今後のアジアのインフラ整備や開発金融の資

（２）AIIBの問題点
①ビジョン・理念
AIIBは「貧困削減」の使命を世界銀行やア

金需要は膨大だが，世界銀行やADBの資金供給
能力では全く足らない。ADB自身も，アジアのイ
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ンフラ建設費が毎年8000億ドルの不足が生じる

欧州並びにG7の中で，一番乗りでAIIB創設メ

と推定する。

ンバーへの参加を表明した英国の背景を見てお

ところが，それら機関の出資比率の高い米国

こう。

は，
米国議会が増資案を承認しない。
これについ
て2015年4月のG20財務省・中央銀行総裁会議

まず最近の英中関係を見ておく。

は，IMFの増資改革の遅れに「深い失望｣を表

2013年6月，キャメロン英首相は中国を公式訪

明した。
とくに米議会が手続きを取らないために

問して習近平主席と会談し，
「EU-中FTAは英国に

改革が5年間放置されたままだ。

18億ポンド（3000億円）の利益をもたらす。英国

②政治性

は欧州最強の中国支持者になる」と述べた。こ
の訪中には英国のビジネスリーダー 100人以上

IMFや世界銀行の借款は，西側の価値観をも

が同伴した。

とに貧困削減に重点が置かれ，多くの限定条件
がある。そのため途上国が受けたがらない傾向

この背景には，独仏が先行して中国との経済

が見られる。また，IMFと世界銀行は中立性を前

協力を取り付ける中，後れを取ったキャメロン首

面に出して経済改革を求めてはいるが，
西側が自

相が国内の圧力に直面したことがある。
さらに13年10月に英政府は，25年ぶりの新設

らの利益を確保することも珍しくない。

原発2基の建設計画で（総事業費160億ポンド＝
（４）中国の思惑

2兆5000億円）
，フランスの原子力公社（50％出

①「シルクロード経済圏構想」

資），フランス原子力大手アレバ（10％出資）に
加え，中国の電力2社（40％出資）が建設するこ

中国はAIIBを通じて「シルクロード経済圏構

とで合意した。

想」
（注：陸と海の二つのルート，即ち，中国を
起点に中央アジアから欧州に至る「シルクロー

翌14年6月には，李克強首相が訪英してキャメ

ド経済圏（ベルト）」と，中国沿岸部からアラビ

ロン首相と会談し，経済を中心とした「包括的な

ア半島までを結ぶ「21世紀の海のシルクロード」 戦略的パートナー」として関係強化を進める共
があり，これらをまとめて「一帯一路」という） 同声明を発表。また英中の民間企業間でエネル
の実現を図り，ユーラシア大陸での影響力拡大

ギー・金融・環境技術などの分野で総額140億

を狙っている。

ポンド（2兆4000億円）の貿易・投資契約も締

②エネルギーや食糧の輸送ルート確保

結した。
英国は，
国家元首でない李克強首相をエ

③インフラ輸出の促進・拡大

リザベス女王に面会させるなど，
異例の国家待遇

④人民元の基軸通貨としての位置獲得

を示した。
こうした背景をもとに英国は，これまでADBに

⑤世界一豊富な外貨準備高を活用し，新たな国

あまり関与してこなかったことから，中国との関

際金融システムを形成
本質的には米英主導の戦後の国際金融枠組

係強化を図り，人民元取引の増大や中国・アジ

み「ブレトンウッズ体制」に対抗する新たな体

ア市場での影響力の拡大を狙っている。またロ

制を築こうとしている。
具体的には，
「非米国」
「脱

ンドン市場を人民元を使った金融取引の中心的

ドル」の経済圏形成を狙う。中国の外貨準備取

な市場として育てたいとの思惑もあるようだ。

引を増大させ，人民元マーケットの拡大を図る。
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（１）北朝鮮悲観論

（６）韓国の思惑
韓国も，アジア・ユーラシア市場のインフラ

日本の北朝鮮研究者に多い。この立場の人た

需要を取り込むべく，AIIBの創設メンバーに参

ちは，
「北朝鮮は近い将来，崩壊する」と30年以

加を表明した。そこにはAIIBが北朝鮮に投資す

上も言い続けているが，北朝鮮はいまだに崩壊

れば，
南北統一費用が軽減されるなどのメリット

していない。
私も入っている現代韓国朝鮮学会で，純粋に

もあり，韓中関係強化を通じて北朝鮮問題にも

北朝鮮の研究をしているのは会員約200人のう

対処しやすいとの狙いもある。
一方，韓国のAIIB参加に懸念を示してきた米

ち40人程度と少ない。一方，韓国の大学には北

国との関係では，デメリットもある。とくに韓国

朝鮮を専門に扱う大学（北朝鮮大学院大学な

は，米国が開発した最新鋭地上配備型迎撃シ

ど）や「北韓（北朝鮮）学科」があり，企業や

ステム「高高度防衛ミサイル」
（THAAD，サード）

金融機関には北朝鮮を扱う部署が設けられて

の導入をめぐって微妙な時期にあるからだ。韓

いる。

国はサード導入による対北朝鮮抑止力強化を
（２）北朝鮮楽観論

図ろうとしているが，中国のみならずロシアもこ

北朝鮮の政治・経済政策の正当性を主張す

のサード導入に反対しており，韓国は米中のサ

る論で，北朝鮮の主張と立場を同じくする。しか

ンドウィッチ・ジレンマにある。韓国の戦略は，

し現実に北朝鮮経済が破綻している中で，政策

「経済は中国，安保は米国」だが，簡単ではな

が正しいとは到底言えず，信頼に足らぬ論であ

い。

る。日本にはこの論に立つ研究者はほとんどい

サード導入をめぐる韓米の具体的なやり取り

ないが，韓国の北朝鮮研究者の中には，意外に

を見ておく。
2015年4月，ゴートニー米軍北部司令官が，

も楽観論者が多い。
この論者の主張が行き過ぎ

「北朝鮮が核弾頭ミサイルの小型化に成功し，

ると，
（韓国では国家保安法違反として）逮捕対
象となりかねない。

米国本土に発射できるレベルだ」と述べるとと
もに，翌5月にはフランク・ローズ米国務次官補

（３）南北経済共同体推進論

が「サードは北朝鮮のミサイルに対処する決定

韓国に多い考え方で，南北統一に関しては

的な戦力」と述べた。
ところが，米国自身はそのようなサードを本土

「南北対等合併論」，そしてまずは経済面から南
北統合に向けて推進しようと考える。

に3基，
グアムに1基配備したものの，
本土防衛に

昨年，韓国版ダボス会議と言われている，済

は足らないくらいなのに，韓国に3基も優先配備

州フォーラムが開かれたが，その中で現役の駐

しようとしている。

韓外交官を中心とするラウンド・テーブルがあ
り私も参加した。
そのとき駐韓ドイツ大使は，
「ド

２．
北朝鮮問題をどう見るか
北朝鮮問題はそれをどう見るかによって，
見え

イツの東西統一の秘訣は対等合併だ」と発言

てくる朝鮮半島が違ってくるので，それに基づく

したが，これには驚いた。南北経済共同体推進

戦略も違ってくる。一般に北朝鮮研究の方法論

論に通じる考え方である。
ただ，金大中・盧武鉉政権の時代に構造・

には，大きく5つあると思う。

論理の変化が起きて，李明博大統領以降は，対
30
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等合併論から韓国主導の統一論へと変化してい

な日常生活品など）しか入ってこない。具体的に

った。その延長線上に出てきたのが朴槿恵大統

言うと，中国から輸入したスリッパを履くと（有毒

領の
「朝鮮半島信頼プロセス」
「統一大当たり論」 物質によって）皮膚炎になったり，米は豚のえさ
のようなものだったりという具合だ。一方，中国側

である。

の論理は「米を売りたかったのだが，仲介をした

これがうまくいけば，
「北東アジア平和協力構

想」が実現する。その中には「北東アジア銀行」 商社マンが（うまく儲けようと）安い米でいいか
の構想もあり，ゆくゆくはユーラシア・イニシア

ら分けてくれ」と言ってきたのだという。どっちも

ティブに繋がっていく。このように，朝鮮半島統

どっちであり，これは「貧しい者同志の騙し合い」

一政策が北東アジア問題の中核であり，韓国の

という悲しい“性”である。

さが

問題は北朝鮮，北東アジア，アジア・ユーラシア

それ以前に北朝鮮は，1300年間中国の属国と

へと全てが一つにつながっており，論理的にも， していじめられてきた歴史がある上，現代に至っ
実際的にも全然無理がない。これが韓国の特徴

ても中国にやられているので，
これだけの
「知恵」

で，それはまた大陸的な発想でもある。しかも， が出てくるのだろう。
ユーラシア大陸，北東アジアに対する当事者意
識も高い。

（５）北朝鮮利害関係論
これは主として欧州諸国の考え方で，北朝鮮

（４）北朝鮮管理論

好き嫌いを離れて，ビジネスとしてかかわろうと

これは主として中国と米国の見方だ。
自分たち

いうもの。スイス，英国，スウェーデンなどの会社

の国益，外交戦略に従って，北朝鮮をいかに管

は，北朝鮮に入り込んでビジネスを展開してい

理するかに関心があり，必ずしも統一を願うわけ

る。

ではない。自国の国益に資すれば統一を支持す

現在，北朝鮮の対外不良債権は約1兆円ある

るが，そうでなければ支持しない。現時点では， が，そのほとんどはロシアに対するものだ。ロシ
「フリーズ」が一番国益にかなうと考えている。 アは，債権放棄するどころか，さらに2兆円以上
つまり現状では，統一しても，しなくても構わな

を投資するとしている。日本に対するものは約

い。
（国益を中心として）戦略上どう北朝鮮問題

1000億円で，これは主に商社関係の債権400億

を管理するかが問題なのだ。

円と40数年間の利子の総額である。ただ，商社

一般に中朝の「血盟関係」が強調されるが， は貿易保険で補償を受けており，実質的には政
実は北朝鮮が最も信頼していない国が中国であ

府が肩代わりした形となっている。これは今後，

る。北朝鮮では「中国を鵜呑みにするな，しかし

日朝国交正常化交渉のときに政府が「カード」

学べ」というテーマで朝鮮労働党の研修を行っ

として使う可能性がある。

ていた。金桂寛・北朝鮮外務次官も同様の趣旨

例えば，欧州のある証券会社は，
（北朝鮮から

の発言をしている。なぜ北朝鮮は中国を信頼せ

100万円回収できるかわからないが）100万円分

ず，嫌いなのか。

の不良債権を1万円で販売する。北朝鮮情勢がよ

例えば，韓国と国交正常化した中国は，北朝鮮

くなるとその1万円は12000円に値上がりし，逆に

にとって「修正主義者」だ。また中朝貿易では， 情勢が悪化すると9000円に値下がりする。この
北朝鮮からは鉄鉱石など一級の商品（原材料） ようにビジネスとして北朝鮮とかかわるやり方が
を輸出しているのに，中国からは「ゴミ」
（粗悪 「北朝鮮利害関係論」である。
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（６）北朝鮮問題を見る視点

る「ミュンヘン安全保障会議」の席上，
「朝鮮半

どの立場に立つかによって，見えてくる北朝鮮

島の統一問題について中国と話し合いたい」と

や北東アジアの「姿」が違ってくるのに，日本は

の意向を明らかにした。米政府高官が，朝鮮半

一つの視点でしか見ていない。北朝鮮を批判し

島の統一について中国と論議したいと公の場で

ていれば，視聴率が上がるし，国民の支持も得ら

発言するのは異例のことだ。その後，ケリー長官

れやすい。しかし正確な情報提供をしているわ

は2月14日，北京に立ち寄り人民大会堂で習近平

けではない。

主席と会談した。

「ユダヤが分かれば世界が分かる」とも言わ

韓国・朴槿恵大統領は，2014年1月，
「統一大

れるように，
「北朝鮮が分かれば朝鮮半島と北東

当たり論」
（統一に伴う特需論）を発表し，その

アジアが分かる」といえる。北朝鮮問題とかか

後同年4月には訪独の折，南北統一に向けた「ド

わると，皆感情的になる。それは中国もロシアも

レスデン構想」発表した。ドレスデン構想では，

例外ではない。感情的になったときに，彼らの本

①南北離散家族再会の定例化など人道的問題

音がぽろりと出てくる。これは日本からはなかな

の優先解決，②南北協力事業などによるインフ

か見えない部分だ。

ラ構築，③文化・スポーツなど交流拡大を通じ

もう一つは，北朝鮮を分かっていないと米国

た南北住民間の同質性回復などを提案した。

にだまされてしまう。例えば，かつて米国CIAのア

一方，北朝鮮の金正恩第1書記は，赤化統一戦

ジア部長が定年退職後にコンサルタント会社を

略（北朝鮮が主導し，共産主義による統一）を

「自分の統一観は武力統一であり，直接
立ち上げた。元アジア部長の肩書きを利用して， 強調し，
日本の商社の在米支店を訪ねて「機械を買って

戦車でソウルに進撃する」
（2011年）
「3年以内に
，

ほしい」ともちかけてきた。北朝鮮の核実験で

革命武力で統一する」
（2013年）
「2015年の統一
，

放射能が漏れ日本にも流れてくるが，微量なの

大戦に向け準備せよ」
（2014年1月）
「朝鮮革命
，

で健康には問題ない。放射能が問題ないという

の完遂に向け，敵と総決死戦」
（2014年2月）な

ことを測定し数値化する機械を作ったので買っ

どと述べている。

てほしいとの要請だった。知識がなく全体状況
が分からない人はこのような商談に踊らされてし

（２）統一に対する取り組み
朝鮮半島の統一は，国際社会の価値（国際公

まう。
世界では，北朝鮮とイラン，シリア，ミャンマー

共財）ともなることから，統一費用は韓国だけ

などに関する論文・情報が出回っており，それを

ではなく，日本や中国など周辺国も国際的支援

うまく利用して商売をやっている。国際情勢・経

をするのが望ましい。統一費用の見積もりとして，

済の変数，ファクターの一つとして北朝鮮を冷静 （10年間の北朝鮮インフラ整備費は）5兆円から
に見ている。
それを好き嫌いの感情を交えてみて

30兆円と予測されている（韓国統一部）。
ここで韓国にとっての統一のメリットをいくつ

しまうと，世界情勢を正しく判断することはでき
ない。

か挙げてみよう。
・分断費用（国防費）の軽減。

３．
朝鮮半島統一問題

・経済成長率が，現在の3%台から11%以上，3倍
の成長率になる。

（１）関係国の姿勢
2014年2月，ケリー米国務長官はドイツにおけ

・統一朝鮮のGDPは，2050年で600兆円となり，
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アジア・ユーラシア時代とどう向き合うか

FTA，東アジア地域包括的経済連携（RCEP）
，

世界第8位（ゴールドマンサックス予測）。

環太平洋経済連携協定（TPP）などと連携し，巨

・一人当たりGDPは2050年73,747ドル，米国に次ぐ

大な単一市場を形成。

世界第二位（大統領直属統一準備委員会初

それでは，日本は朝鮮半島統一問題にどうか

公開セミナーより）。

かわるべきか。日本が朝鮮半島統一に貢献すれ
ば，統一特需を取り込むことができ，北東アジア

（３）統一後の展開と日本の役割

の地政学的立地や資源エネルギーを活用でき

南北統一後の展開としては，
「北東アジア平和

協力構想」から「ユーラシア・イニシアティブ」 る。さらにユーラシア経済圏との連携強化が期
待される。

が構想されている。ユーラシア・イニシアティブ
においては，

４．
まとめ

① シルクロード・エクスプレス
釜山を出発し，北朝鮮・ロシア・中国・中央ア

今やアジア・ユーラシアの時代が到来してい

ジア・欧州を鉄道・道路でつなぐ複合物流ネッ

る中で，アジア・ユーラシアダイナミズムを牽引

トワークの構築。

しているのは，まさに北東アジア経済圏である。

② ユーラシア・エネルギー・ネットワーク

北東アジア経済圏の地政学的優位性は，アジ
ア・ユーラシアダイナミズムの中核であり，ネット

電力網・ガス管・送油管をはじめとするエネ

ルギー・インフラを連携し，中国のシェールガス， ワーク型経済発展の原動力である。
北東アジア経済圏では，国と国のはざま，い

東シベリアの石油・ガスなどを共同開発。

わゆる「辺境」を中心として「雨後の筍」のよう

③ ユーラシア経済統合
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に経済圏が誕生している。とくに注目すべきは，

つも，地に足の着いたことを進めていく。すなわ

環渤海経済圏，環日本海経済圏，大メコン経済

ち，まず隣国と仲良くすることである。韓国だけ

圏，新極東経済圏，ヒマラヤ経済圏，新シルクロ

を見ると対立関係に陥りがちだ。しかも対立し

ード経済圏，モンゴル経済圏の7つである。

ていると，そこにうまくつけこんで漁夫の利を得
ようとする人
（国）が出てくる。そうなると当事者

それ以外も含めると世界にはさまざまな経済
圏が浮上してきており，眠れる龍が目を覚ましつ

（日韓）は大損だ。

つあるような感じだ。その共通点は何かという

もっと大きな潮流を見ながら，日本がそれに

と，
「辺境」
「国と国の境」，即ち，誰もが行きたく

どうかかわり，どう巻き返しを図っていくのかを

ないところだ。しかしそここそが「宝の山」
「金

考えるべきだろう。枝葉にばかり目をやるのでは

のなる木」
「世界の最先端」なのである。国と

なく，本質を直視する。そのためには勇気，分析

国の垣根が液状化してなくなり，一つの市場，ユ

力，洞察力が必要だろう。

ーラシア新興市場となりつつある。

（2015年5月14日）

とくに北東アジアがアジア・ユーラシアの中
心であり，中でも日韓中が核であるのに，この3
国の仲が一番悪い。大学教育の中で，一番嫌い
なキーワードがここに全部入っている。すなわ
ち，中国，北朝鮮，韓国，北東アジア，ユーラシ
アなどで，学生やビジネスパーソン，政治家にと
って一番モチベーションの上がらない地域であ
る。しかしこここそ時代の一番最先端なのであ
る。その一つとして教育的取り組みが，アジアの
グローバル人材育成のための「キャンパス・ア
ジア構想」で，日中韓の大学が協力して2009年
より推進している（詳しくは，
『 岡山大学テキス
ト：東アジアの経済協力と共通利益』参照）。
日本はこのようなアジア・ユーラシアダイナミ
ズム，その新興市場とどう向き合おうとしている
のか。米国の意見ではなく，日本の主体的な意
見がほしい。AIIB参加に関しても，例えば，膨大
なアジアのインフラ需要に従来の国際金融機
関の枠組みでは応えられないのなら，ADBを増
資・改革するなどしなければならないが，そうな
ると日本の総裁枠がなくなることもあるわけで，
そこまで腹をくくっているのかということだ。
日本には北東アジア，アジア・ユーラシアダイ
ナミズムのグランド・デザインがないからこう
なってしまう。一種の視野狭窄だ。世界を語りつ
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