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「経済外交」概念の歴史的検討
戦後日本を事例に

高 瀬 弘 文

A History of How “Keizai-gaikou (Economic Diplomacy)”
has been Discussed in Postwar Japan, 1952–2012

This article examines how Japanese elites have discussed “Keizai-gaikou (Economic Diplomacy)” in postwar 
Japan, for the purpose of locating today’s arguments in a historical context.

The term Keizai-gaikou is a historical one. It can be traced back before World War II, but has had a special 
meaning for Japanese elites in the postwar period. This is because this word has been used extensively in close relation 
with Japan’s position in the postwar world. That is to say, it was used in the first era (1952–73) to make room for a “new” 
Japan as a result of the war defeat, in the second era (1973–97) to maintain Japan's position, which made possible its 
high economic growth or which its growth had enabled, and in the third era (1997–) to regain its status after the so-
called lost decade of stagnant economic growth.

However, to discuss Keizai-gaikou to replicate Japan’s place of the “past” in the present world means that 
Japanese elites actually intend to restore only a convenient past in relation to the future or to erase an undesirable past 
from the history of Japan. The Japanese past that they believe inconvenient is the one that contains the factual history 
of Japan's war and colonial rule in Asia. Therefore, if the Japanese people hope to create a better future, it is critical not 
to selectively recreate the past but to learn from past experience.
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　「経済外交」とはなにか。また、なぜ経済外交と
いうコトバは戦後日本において必要とされたのか。
この経済外交の定義をめぐる諸問題はきわめて重要
ではあるが、いまだ十分には考察されていない。そ
こで本稿では、これを明らかにし、こんにちの経済
外交論議の歴史的な意義を知るために、経済外交が
戦後日本のなかでどう論じられてきたのかについて
の歴史的な概観を試みる。
　そもそも経済外交の定義が重要なのは、それが過
去や現在に対する理解を変えてしまうからである。
戦後日本の経済外交論議を振り返ってみると、日本
の経済外交を同時代的にあるいは歴史的に考察する
ものから経済外交概念を用いて他国を分析するもの
まで多岐にわたるが、ここに示されているのは、経
済外交の定義しだいで「日本の経済外交の伝統」が
「〔平〕清盛の時代以来、断続的に存在してきた」

（小倉2008: 94）のだと解釈することも可能だとい
うことだった。経済外交をどう定義するかが世界の
見方を規定してしまうのである。
　ところが、これまで経済外交の定義をめぐる諸問
題は非常に軽視されてきた。このことは、従来の
論考において経済外交がしばしば定義されておら
ず、定義がなされていてもその根拠があやふやであ
ることに如実に表れている。たとえば戦後日本の経
済外交を分析した近年の先行研究に目を向けてみる
と、そこでいう経済外交とは（定義の有無をさてお
けば）「経済を目的とする外交」もしくは「経済を
手段とする外交」を意味しており、その根拠は（そ
れが示されているものでは）山本満（1973: 28-30）
や渡辺昭夫（1989:  8-10）の著作などに求められる
のだが1、肝心のこれらの文献がなぜ経済外交をそ
う定義するのか（できるのか）に関わる論拠を示し
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Ⅰ．「変革」のための経済外交（第一期：1952 ～ 73 年）

てはいないのである。いわば経済外交とは、あたか
も「魔法の杖」（山本1973: 12）のように、論者た
ちの好きなものはなんでも呼び出せる概念となって
いたのである。
　それゆえ、この経済外交の定義をめぐる諸問題を
明らかにするには、経済外交がどう論じられてきた
のかに関する歴史的な検討が不可欠だろう。そこで
本稿では、これまで分析されてこなかったこの問題
を考察するために、二つの視点を設定する。第一に、
戦後日本のなかで経済外交概念が必要とされた理由
をみるために、なんのために経済外交が論じられて
きたのかに着目する。というのも、経済外交がしば
しば定義のないまま広く使われるようになった背景
には、時代ごとにこのコトバを必要とした問題関心
の共有があったからである。また第二に、こうして
必要とされた経済外交の定義を明らかにするために、
経済と外交の関係がどう解釈されてきたのかに注目
する。なぜならば、経済外交はそれぞれの時代の必
要に応じてその意味内容が形成されてきた歴史的な
概念であるため、所与の定義の存在しないこのコト
バを定義する手掛かりが経済と外交の関係のあり方
に求められてきたからである。渡辺昭夫（1987: 9）
や石井修（1995: ⅲ）が議論しているように、経済
外交の起源は戦前に遡れる一方で、とくに戦後初期
の論者たちが指摘しているように戦前の議論との
「断絶」が明確に意識されていた2。このような理
由から、本稿では戦後日本を事例として、この二つ
の視点から経済外交の定義をめぐる諸問題を考察し
ていきたい。
　ただ、この小論では紙幅の都合もあり、すべての
議論に触れることができない。そのため、経済外交
の定義をめぐる諸問題に対する第一次接近的な方途
として、経済外交とはなにかがもっとも盛んに論じ
られていたにも関わらずこれまで取り上げられてこ
なかった同時代的な雑誌論文（とくに学術誌・総合
誌）に目を向け、なかでも経済外交とはなにかが正
面から議論されていたものをとくに掘り下げて分析
することとする。あらゆる議論を網羅的に紹介する
よりも、それぞれの時期における議論の特徴を俯瞰
するほうが、こんにちの経済外交論議の歴史的な意
義を知るうえでは望ましいように思われるからであ
る。

１．「戦後日本」を模索する
　経済外交というコトバが1952年４月の対日講和条
約の発効とともに散見されるようになったとき、そ
れは「経済を重視する外交」という程度の意味で
用いられていた。たとえば風見章（風見ほか1952: 
118）によると、「経済外交という術語はチョット
おかしい」が、戦後の「日本の当面する国情」や
「世界の情勢」に鑑みると「外交において経済とい
うものの比重が非常に重い」のだという。「経済外
交時代」の到来を知らせる綿野収三（1953:  16-7）
は、この日本の「国情」に注目しながら、従来「経
済面を比較的軽視してきた」日本外交も「戦後はと
くに経済外交を重視すべき條件が積み重なってき
た」としてこう主張している。「朝鮮、台湾、樺太
などの領土を失った結果」に伴う貿易依存度の上昇
や「賠償問題、通商航海条約の締結問題」のような
経済的懸案を考えると、「経済外交なしには、日
本の外交はない」。これに対して、経済外交の起
源を「戦後のこと」だと強調する玉置敬三（1957: 
86-7）は、風見のいう「世界の情勢」に着目し、そ
れが重要になったのは「自由主義的に放任された経
済を国の力で推進打開すること」が戦後の「新た
な」課題となったからだと指摘した。「領土の縮小、
人口過剰、国民生活の不安等」に示される日本経済
の問題を解決するため、「外に向かっては大いに経
済を中心とした国交の回復推進」を行うべきだとさ
れたのである。
　これらの議論は、経済外交が日本とそれを取り巻
く国際環境を二重に「変革」するコトバとして論じ
られるようになったことを示唆していた。なぜなら
ば、敗戦に伴う植民地の喪失は戦後の世界に適合し
た「新たな」日本の再定義を強い、また植民地の喪
失に伴う貿易依存度の上昇は戦後の世界における日
本の「新たな」市場の開拓を不可避にしたからであ
る。換言すると、経済外交は「新たな」日本（「戦
後日本」）とその国際的な居場所を模索するために
必要とされたのである。こうして、平貞蔵（1952: 
13）がアジア地域を例に挙げて議論したように、経
済外交は、「わが国の経済的発展と政治的独立確保
を目的として行われる」のが「当然」であるだけで
はなく、「世界の平和と進歩を貢献する方向から外
れてならない」し、「アジヤ諸国の独立の完成、諸
国諸民族の融和協力、生活水準の引上げによる民生
の安定を揺がない目標としなければならない」のだ
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それみずからの論理とでもいいますか、たとえば安
くていいものが売れるというように、自然に動く力
を持っている」。これに対して「外交というのは、
国民的利益を踏まえて、それを守りつつ促進すると
いう意図的な政策である」。それゆえ、「『経済外
交』という言葉をどう解釈したらいいか」「必ずし
もよくわからない点があ」るのだ、と。こうして都
留は、具体的な問題から経済外交にせまるために、
「国連中心主義、自由主義諸国との協調、アジアの
一員」という岸政権が掲げた「外交の三大原則」を
もとにして「その経済的側面を考えてみたらどう
か」と提案した。すなわち、池田首相が1961年に東
南アジア諸国を、1962年に西ヨーロッパ諸国を歴訪
したことに触れ、「米国・西欧・日本という三本の
柱の上に繁栄を築くのに真剣になること」と「いわ
ゆる南北問題、つまり後進国の開発の問題に真剣に
なること」とは両立するのだろうか、と藤山に問い
掛けたのである。
　これを受けて藤山は、「お話のように、『経済外
交』を定義づけるのは非常にむずかしい」として都
留の問題提起を首肯しながら、参加者のなかで唯一、
経済外交とはなにかを以下のように明らかにした。

たとえば戦争があると、お互いが輸入を制限した
り、為替を制限するなどという、障壁ができる。
ところがそういう状態が平常にもどると、そこに
何らかの経済的な調整が必要になってくる。特に
こんどの戦争は大きかっただけに、長いあいだの
いろんな戦時中の施策はだんだん緩められてきて
はいるが、まだまちまちになっている。同じ同盟
国のなかでも、いろいろな関係で一律にいってい
ない。それをできるだけならそうというのが、今
「経済外交」と言われているものの本質だと思う
のです。そういう意味で、必ずしも経済外交と言
わなくても、政治外交と言ってもいいと思うので
す（都留ほか1963: 118）。

藤山の理解によれば、経済外交とは、都留のいう経
済の「自然に動く力」を解放するために、経済に対
する人為的な「障壁」を外交という「意図的な政
策」で緩和することを指していた。いわば、「経済
を解放する外交」、というのが藤山の定義だったの
である4。
　それゆえ藤山は、都留が問い掛けた「先進国」と

とされることとなる。IMFやGATTなどの多国間協
定加入から通商航海条約のような二国間協定締結ま
で、あるいは旧交戦国との賠償問題に対する取り組
みからソ連や中国など社会主義諸国との貿易打開や
東南アジア諸国・中南米諸国との経済協力に至るま
で、さまざまな課題が経済外交というコトバで議論
されるようになったのは、「戦後日本」の居場所を
国際的に模索するためであった3。
　しかし、岸信介政権や池田勇人政権が登場する
1950年代末葉から1960年代初頭になると、外交にお
いて経済を重視することの意味が問われるようにな
る。なぜならば、これらの政権の経済外交が二つの
方向から批判されたからである。第一の批判は経済
外交が志向する「変革」のあり方だった。というの
も、佐多忠隆（1957）や山本進（1961:  17-8）によ
れば、こんにちの経済外交はそのスローガンとは裏
腹に、アメリカの「冷戦」戦略の一翼を担いながら
かつてのようなアジア地域に対する支配を再確立す
るものだとされたからである。「新しい」日本を目
指していたはずの経済外交が、「古い日本への復帰
をめざす」「後ろむきの経済外交」だと論難された
わけである（『世界』1963: 228）。また第二の批判
は経済と外交の関係であった。貿易の自由化につれ、
財界からは「日本の在外公館」に対して、「もっと
商売に直結したやり方で動いてもいいのじゃない
か」という要望が出されるようになる（堀越ほか
1964: 21）。「商売」に外交がどう関わるのかとい
う問題が、経済外交をめぐる重要な論点として浮上
したのである。
　こうして、経済外交とはなにかをめぐる本格的な
議論が、「変革」のあり方や経済と外交の関係を軸
に展開されることとなった。

２．経済外交の三つの型
⑴藤山愛一郎vs.都留重人
　そこでまず、経済外交の定義をめぐる諸問題が
もっとも徹底的に議論された1963年１月の座談会、
「経済外交と日本の立場」（都留ほか1963:  116-
22）をみてみよう。
　この座談会には、都留重人の司会のもと藤山愛一
郎ら四名が参加していたが、議論の中心は都留と藤
山であった。冒頭、司会としての問題提起を行うに
あたり都留は、経済外交を定義することの難しさに
ついてこう指摘している。「経済というのは、元来
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の協調と「後進国」の開発とは両立するのかという
問題について、これは「少し本質がちがう二つの問
題ではないか」と指摘する。なぜならば、前者は
「ガット三十五条や関税の問題を取り払」い「自由
な流通」を促進する「流通の問題」であるのに対し
て、後者は「建設の問題」であって、「それに日本
がどう協力していくか」が課題となっているからで
ある。そこで、「一つの方向」として藤山が提案し
たのが、「自由な流通」による「外貨の蓄積」を
「建設の問題に注ぎ込む」という方法であった。と
いうのも、これを逆にして「南北だけに日本の貿易
の主体を置くと、ドルという世界流通通貨が不足し
ている国との交易では、行き詰りになってしまう」
ためである。「経済を解放する外交」として経済外
交を理解する藤山からすれば、その最優先課題は南
北問題の解消よりも貿易の自由化にあったのである。
　だが都留は、藤山の議論に真っ向から反駁する。
「財界を中心に数多くのミッションが外に送られ、
日本としてかなりはっきりとした姿勢が出てきた」
と考える都留からすれば、財界は「先進国」との協
調のほうに「ぐっと乗り出しておられる」が、それ
は反面で「ますます南北問題打開の方向へ向くべき
注意がそらされる」ことを意味していた。なぜなら
ば、「経済人の勘定をある程度無視するようなこと
がなされなければ、後進国開発に、日本が積極的に
寄与することはむずかしい」からである。都留は、
経済外交の定義についてこう議論している。

経済というものは、それみずからの論理とか勘定
でもって自然に動くものだ。外交というのは、意
図的になにかなされるべきものだ。経済外交とい
うからには、経済の動きのままほっといたのでは
うまくいかないところを、政策でもって動かすと
ころに意味があるのだ、というふうに私は解釈し
たいわけです（都留ほか1963: 122）。

都留のいう経済外交とは、経済の「自然に動く力」
だけでは解決できない問題やそれが生み出す問題
（たとえば南北問題）に対処するための、「経済人
の勘定」を「無視する」ことも辞さない、「国民的
利益」を基盤とした外交であった。「安くていいも
のが売れる」というような経済の持つ「自然に動く
力」は抗しがたい正当性を有しているため、それを
「無視する」には「国民的利益」という民主的な基

盤が必要だとされたわけである。つまり都留の議論
は、岡義武（1955: 161-4, 267-9）が「外交の民主的
統制」と呼んだものをつうじて経済を動かそうとす
るものであり、「経済を統制する外交」として経済
外交を定義するものだったのである。

⑵民間経済外交とその批判
　ただ、貿易の自由化が推し進められた1960年代中
葉から後半になると、これら二つの型に加えてもう
一つの議論が登場する。それが、財界から打ち出さ
れた民間経済外交であった。
　この民間経済外交とは、「民間」の経済的主体に
よる‘経済外交’のことであり、具体的には「わが
国財界人の主要国際会議への参加、主要諸国との財
界人会議の開催あるいは経済使節団・調査団の派
遣」などを指している（佐藤ほか1967: 22）。ただ、
ここでいう‘経済外交’とはなにかについて知るに
は、そもそも財界がなぜ、政府による経済外交とは
別に民間経済外交を必要としていたのかをみなけれ
ばならない。その理由は二つある。一つは政府の経
済外交に対する財界の不満である。香川英史や安西
正夫が指摘しているように、財界の考える‘経済外
交’とは、「貿易協定とか通商協定などの交渉・締
結」のみならず、「われわれが海外でやっている貿
易業務に対するバックアップ」をも含むものであっ
た。ところが現状をみてみると、岩佐凱実や土光敏
夫も述べているように、「日本の在外公館の人」は
「個々の貿易や経済問題にタッチすることは役人と
しては行過ぎだ」として消極的な態度を示していた
のである。「日本にあるヨーロッパ諸国などの駐在
公館」が「個々の民間業者の商売に深入りして、自
分の国の貿易を伸ばしてゆこうと努力している」
とき、これは大問題であった（堀越ほか1964:  21-3, 
27）。
　またもう一つが政府の経済外交に貢献してきたと
いう財界の自負である。大野勝己が日英通商航海条
約の締結を事例に「政府と経済人との協力による経
済外交」を「非常に重要」だと述べたように（佐藤
ほか1967: 29-30）、あるいは「民間経済外交が輸出
振興に大きな力があった」とする足立正や永野重雄
の発言にみられるように（足立ほか1966: 22）、民
間経済外交はこれまでときには政府の経済外交を支
えときにはリードしてきたのだ、というのが財界の
認識であった。それゆえ、佐藤喜一郎は「経済面で
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の接触を深める」ことで「外交上の問題も解決しや
すくなる」点に「民間経済外交の果す大きな役割」
があるのだと主張し、山縣勝見も「経済関係の問
題などでは、政府間の折衝ではまとめにくい問題
が、民間人が話合えばうまくゆく」のだと強調した
のである。たしかに「民間経済外交については、ど
うも商売中心になり過ぎている」との批判もあるが、
「経済外交ということになれば、その性質上民間人
の活動に俟つ面が多くなってくるのは当然」なのだ
というわけである（佐藤ほか1967: 24-6, 29）。
　このように、民間経済外交のなかで‘経済外交’
が意味するものとは、経済の「自然に動く力」の解
放に止まらず、外交という「意図的な政策」をつう
じた「民間」による経済取引の手助けを要求する、
「経済取引を後押しする外交」であった。
　ただ、財界による‘経済外交’の理解は、経済外
交を「経済を統制する外交」として解釈する立場か
ら批判されることとなる。というのも、たとえば都
留（1964:  78-9）が指摘しているように、経済外交
とは「国民的利益というものを踏まえて、そのうえ
に国の統一的な意思が、外交方針の形で、経済面で
打出されるということ」だからである。「開放経
済」のもとでは「経済問題というものは放っておい
ても、何かことがつねに起っている」ため、政府が
経済外交を展開しなければ「民間」の「経済諸関
係」が「対外経済関係の性格づけをしてしまう」。
そのため、「経済外交という言葉の場合には、やは
り政府を頂点として推しすすめられる外交政策と考
えるのが妥当」なのであり、それを実現する手段と
して「民間の人たちが利用されているならば、民間
外交とい」える、というのが都留の立場だった。い
わば財界のいう民間経済外交とは、都留からすれば
私的な「経済的取引諸関係の調整」にすぎないので
あり、それは民間外交とも経済外交ともいえないも
のだったのである。

３．「新しい経済外交」の台頭
　ところが1960年代末葉、世界第三位のGNPを持
つまでに成長した日本は、すでに経済に対する障壁
の少ない国際環境から恩恵を受けられる立場になっ
ていた。そのうえ、このことはIMFやGATTのよう
な国際的な枠組みが動揺しているとの認識とも相
俟って、経済外交概念の問い直しを惹起したのであ
る。こうして提起されたのが、自由貿易体制とそこ

で恩恵を受けられる日本の維持を志向する「新しい
経済外交」であった。たとえば木村崇之（1971）に
よると、日本は「独立以来、『生きるため』の経済
外交」を展開してきたため、「経済発展以外のもの
に目もくれず」、「世界経済の基本的枠組の維持強
化に努力するというような余裕」も「それを達成す
る力」もなかった。だが、「世界経済も日本経済も
大きな変革をとげ」たいまこそ「経済外交の進むべ
き方向を大きく変え」、「自由な国際交流を基調と
する国際経済の発展がわが国の基本的国益である」
との認識をもとに「自由貿易経済体制の維持強化」
を目指すべきだとされたのである。木村は、この
「『新しい経済外交』の中心たるべきもの」につい
てこう強調している。

世界の大多数の国が、大きな不満を持たず曲が
りなりにも自由貿易経済を維持していけるよう
に、世界経済体制を維持し改善していくことであ
り、そのためにわが国が積極的イニシアティブを
取っていくことである。またわが国と経済関係の
深い諸国が、日本との経済関係を維持し発展して
いくのを利益と感ずるように、不断の接触をつづ
け、主張すべきは主張し、譲るべきは譲って妥当
な関係を保っていくことである（木村1971: 41）。

これまでの第一期において経済外交とは、「新た
な」日本（「戦後日本」）の国際的な居場所を求め
て、日本とそれを取り巻く国際環境を二重に「変
革」するために論じられてきた。しかし、いまや
「新しい経済外交」は、自由貿易体制とそこでの日
本を二重に維持するために議論されつつあったので
ある。こうして、1971年8月のニクソン・ショック
の前後に増加し、1973年10月のオイル・ショックを
受けてほとんど不可逆的となったこの傾向は、第二
期を特色付けるものとなるのである。

１．「戦後日本」を確立する
⑴「新しい秩序」の固定化
　そこでまず、なんのために「新しい経済外交」が
論じられたのかを知るために、1974年６月の『季刊
現代経済』に掲載されたシンポジウム、「資源と経
済外交」をみてみよう。稲田献一司会のもと、経済

Ⅱ．体制維持の経済外交（第二期：1973～97年）
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学者や政治学者、工学者など七名が参加したこの討
議では、経済学者を中心に、経済は市場メカニズ
ムを尊重した自由貿易体制のもとに委ね、外交の
ような政治的作為はあまりこれに関わるべきでは
ない、とする主張が叫ばれていた。一例を挙げる
と、今井賢一（今井ほか1974: 25-30）は、一次産品
の価格を「ポリティカルな力」で決定しようとする
「UNCTAD的な発想」を「自由貿易的な秩序」と
対比したうえで、日本としては「ガット原則に沿っ
て」後者を選択すべきだとする。なぜならば、オイ
ル・ショックは「プライス・メカニズムが典型的に
表われた」事例として理解できるのであり、「特恵
関税」や「一次産品協定」のような政治的作為は、
それを主張する発展途上国にとってすら「ほとんど
じゃまになっている」からである。
　しかし、そうだとすれば経済外交は必要ないので
は、という疑問が生じる。まさにこの点を指摘し
たのが高坂正堯（1974: 15、今井ほか1974: 38, 46）
だった。「石油危機の最大の危機は、自由貿易を原
則とする国際経済の体制が傷つけられること」であ
るとする高坂からすれば、「自由貿易体制を維持、
発展させる姿勢の中で、資源問題を考えなければな
らない」というのが経済外交の「基本的な原則」だ
ということに疑いの余地はなかった。ところが、そ
う考えると「経済外交とはいったい何なのかがよく
わからない」。なぜならば、「自由貿易体制の下で
は、原理的に言えば政府はあまり役割を果さないわ
けだから、自由貿易体制を維持するという形の中で
の経済外交とは、いったい何をするのだろうかとい
う疑問は最初からある」からである。いみじくも高
坂は、なんのために経済外交を論じるのかという根
本的な問題を提起していたのである。
　これに対して、市場メカニズムを尊重する論者た
ちの答えは、自由貿易体制を維持・拡大するために
こそ経済外交は必要である、というものであった。
たとえば今井は、「自由貿易の原則に反したときに
政府が出ていって、調停なりを行う」ことが「純粋
の経済外交」だとして、「ボイコットやダンピン
グ」に対する政府の「抗議」を例として挙げている。
小宮隆太郎はこれをさらに発展させ、IMFやGATT
が「だんだんディスインテグレートしかけている」
なかで、「先進国相互間は貿易障壁などを一切撤
廃し、広い自由貿易地域にしよう」とすることが、
「日本の国益からみた経済外交の野心的な目標」な

のだと指摘した。また並木信義も同様に、自由貿易
を目指して「できるだけ障害をなくす」のが経済外
交だと論じ、「日本のパーフォマンスは決して悪
くない」のだと述べたのである（今井ほか1974: 46-
7）。
　では、自由貿易体制とそこでの日本を維持するた
めに論じられるようになった第二期の議論は、どの
ような意味を持っていたのだろうか。このことを理
解するために、少し長くなるが、稲田の問題提起を
めぐるこんなやり取りを引用してみたい。

稲田献一　自由貿易の話とからんで、いつも疑問
に思うのですが、日本の場合、重工業化を果す
過程において、どう考えても自由貿易でやって
きたとは思えない。

　　重化学工業化が進んでもう大丈夫というレベ
ルに達してから、それではこれから自由貿易で
やろうといっても、その提案がはたしてＬＤＣ
やその他の諸国にまともに受入れられるだろう
か。（中略）

　　実はこれまでの日本経済の発展過程で、日本
はかなり古い秩序を破壊してきたのではないか。
そして新しい秩序ができてしまったら、今度は
それを崩さないようにするほうがいいと言って
いるように取られかねない。したがって、日本
が自由貿易を打ち出しても、他の国がそれに満
足してくれるかどうか疑問に思う。

小宮隆太郎　低開発国に直ちに自由貿易というの
は無理なことで、いまや無条件の自由貿易など
は、誰も信じてはいない。ただ、合理的なルー
ルをつくって、できるだけ無益な障壁なしに、
なるべく自由かつ多角的に貿易しようというこ
とです。

稲田　結局、程度の問題ということになりそうで
すが、その程度について日本の主張は虫がよす
ぎると言われはしないかということです。

小宮　程度について交渉するわけで、それが経済
外交ではないでしょうか。

今井賢一　しかしきわめて基本的な流れをみれ
ば、戦後の日本は自由貿易できたと思う。細か
な段階では通産省に対する風当たりは強いけれ
ど……。

稲田　しかし日本の工業製品保護については、外
国から大分強く非難されてきた。
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並木信義　保護策をとったというのも、早く自由
化するためにそうしたわけで他意はない（笑）。
自由化して産業が潰れてはしようがないから
……。それに、自由化は経済政策の第一目標で
はないし……。

稲田　もちろん、自由化自体が目標ではない。私
がいま言っていることは、日本がいままでどん
な政策をとっていたかを非難しているのでは
なく、いままで十分保護してきて、一本立ち
になったら自由化でやりましょうという点です。
ルール変更を自分に都合よく出しても、外国が
受入れてくれるかどうかということです（今井
ほか1974: 47-8）。

稲田が指摘していたのは、日本がこれまで政府によ
る保護をつうじた経済成長をして「古い秩序」を破
壊しておきながら、それを達成したとたんに市場メ
カニズムを尊重した自由貿易体制のもとで政府によ
る保護を否定し、その「新しい秩序」の固定化を目
指すかのような方針を打ち出すことは、日本の経済
外交のあり方として妥当なのか、という点であった。
しかしこの指摘が反発を受けたということは、経済
外交が「古い秩序」の破壊（「変革」）ではなく
「新しい秩序」の固定化のために論じられるように
なったことを意味しており、さらにいえば「戦後日
本」がこの「新しい秩序」のなかに居場所を確立し
たのだとする認識を反映していた。こうして第一期
における「変革」のための経済外交論議は、「新し
い秩序」である自由貿易体制とそこで恩恵を受けら
れる日本を二重に維持するために自由化の「程度に
ついて交渉する」、体制維持の経済外交として再定
義されることとなったのである。

⑵内側の危機、外側からの危機
　この背景をさらに検討するために、1976年４月か
ら10月にかけて『自由』に掲載されたシンポジウム、
「日本の経済外交」をみてみよう。というのも、こ
こでは四つのセッションに対応した四人の報告者す
べてが、市場メカニズムの尊重による自由貿易体制
の維持を掲げていたからである。
　まず、第一セッションの報告者、矢島鈞次（1976: 
49-51）が指摘するように、経済外交の再検討が必
要となったのは1970年代初頭に顕在化した世界的な
変動のためであった。それは第一に、「経済の相互

依存関係が非常に密接になり」、「一国の経済の変
動は必ず他の多くの国々の経済の変動に影響を及ぼ
すという時代になった」こと。また第二に、「政治
と経済との複雑な絡み合い」のために、「経済の問
題は経済のみで処理しうるという時代でもなくなっ
た」ことである。
　こうして矢野は、日本のような「議会制民主主義
をとる自由主義先進工業国」の立場からみると二つ
の問題が生起したのだと指摘する。一つは金とド
ルの兌換停止に象徴される「IMF・GATT体制の挫
折」であり、このことは「自由主義経済の基本的
ルール」の「喪失」を招いた。またもう一つは「国
連の変質」である。「植民地独立ブーム」の帰結と
して新興独立国が「国連に大量に加盟」したために、
「国連という場において、議会制民主主義に基づく
自由主義経済の理念を実現」させることが「きわめ
て困難」になってしまったのである。矢島からすれ
ば、「自由主義経済」は、「IMF・GATT体制の挫
折」に象徴される内側からの崩壊と「国連の変質」
にみられる外側からの挑戦のために危機的な状況に
陥っていた。
　そこで、この危機感の具体的な中身をみてみよう。
一方で、内側からの崩壊を分析した第二セッショ
ンの報告者である加藤義喜（1976:  55-7）によれば、
「国際経済秩序の大きな混乱」の主な原因は、「政
治の論理」が「経済の論理」を阻害しない「政経分
離」が「かなり不十分」だったことにあるのだとい
う。たしかに戦後の世界経済は、「IMF体制といわ
れる国際経済調整システム」や「経済の自由なメ
カニズムを機能させるための機構」である「GATT
の存在」のおかげで、「一種の政経分離」が実現し
ていた。しかし1960年代後半以降、「平和・自由・
平等・独立といった概念が無批判的に受け入れられ
るべき正義としてイデオロギー化」したため、経済
援助の名のもとに「不実の大量投資」が行われ、こ
の経済援助の「絶対化」のために「政府の役割の増
大という国内での統制強化」と「国際間での一方的
自由化」が「矛盾した傾向」を示すようになり、さ
らにはアメリカのドルに過度に依存した制度が「ア
メリカの経済力の相対的低下にともなって欠陥を露
呈」するなど、戦後の「政経分離」の不十分さが表
面化してきたのである。換言すれば、加藤のいう内
側からの崩壊とは「IMF・GATT体制の挫折」に止
まらず、経済援助の「絶対化」に象徴されるように
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外側からの挑戦に屈したことにあったのである。
　もしそうだとすれば、なぜ外側からの挑戦に服す
ることが自由貿易体制の危機を招くのか。それは他
方で、南北問題に注目して外側からの挑戦を検討し
た報告者たちが議論しているように、その挑戦が
自由貿易体制を拒否するものだと受け止められて
いたからである。たとえば第三セッションで報告
した深海博明（1976:  66-7）は、「南側」が要求す
る「新国際経済秩序」について、「『自由・多角・
無差別・互恵』原則」に代わる「『組織化（計画
化）・保護・差別・一方的』原則」だと指摘したう
えで、「従来の自由貿易、価格・市場メカニズムに
依存する原則」とは「全くことなる」主張にどう対
応するのかが日本の「南北問題外交の基本」だと指
摘している。また、第四セッションの報告者、三好
修（1976:  74-6）によると、「『南』の諸国の諸宣
言」は「明らかに擬似マルクス主義的思想を強く反
映」しており、「国際的自由市場を否定し、『北』
を『南』に奉仕させるような国際経済の構造的変化
を実現すること」が「究極的な目標」なのだという
のである。
　こうして、日本の経済外交は内側と外側からの危
機に対応した二つの側面を持つのだとされた。一方
で、「先進国」との関係に関わる内側からの崩壊に
対しては、「議会制民主主義をとり、しかも自由主
義経済体制を維持してゆくという前提に立つなら
ば」、「日本の経済外交の中心は、疑いもなくアメ
リカを軸とした先進国に置かれるべき」だというこ
とになる。なぜならば、「ランブイエでの六カ国首
脳会議」のように、「先進工業国の協力」のもとで
「IMF・GATT体制に部分的な変更を加え、同時に
新しい自由主義経済のルールづくりを急がなければ
ならない」からであり、そのための技術や「政治的
資源」はアメリカをはじめとする「先進国」に集中
しているからである（矢島1976: 52、加藤1976: 60）。
　他方で、発展途上国との関係に関わる外側からの
挑戦に対しては、「価格・競争・市場メカニズムの
もつ有効性を重視」しつつ「そのメカニズムを作用
させた結果生じた大きな不平等なり不安定なりに対
しても補正・調整する措置をとること」が「基本方
向・基本選択」だとされ、「『南』の諸国」が「次
第に自由貿易のメカニズムを学習するようになる」
ことが望まれる。というのも、「有効な世界国家
なり強力な国際機関をもたない」世界の現状では、

「世界的な計画化・組織化」をもくろむ「南側」の
「新しい国際経済秩序」を実現することは「不可
能」だからである（深海1976: 70、三好1976: 76）。
 「新しい自由主義経済のルールづくり」をする用
意はあるが新たに「世界国家」や「強力な国際機
関」を作るつもりはない、という態度は、市場メカ
ニズムを尊重した自由貿易体制のもとでなぜ経済外
交が必要なのかを如実に示している。というのも、
この態度から明らかなのは、経済外交というかたち
で政府や国家が市場に対してどの程度強制力を行使
するかが「新しい秩序」とそこでの日本の居場所を
維持するための重要な課題となってきた、という認
識だからである。市場によりアクセスできる「先進
工業国」の立場からすれば、自由化の「程度につい
て交渉する」経済外交は、「新しい秩序」の固定化
を目指すだけではなく、自由貿易体制の反対者たち
に対する新たな対抗手段となりつつあったのである。

２．「新しい経済外交」の三つの型
⑴加藤義喜vs.加藤寛
　こうして、第二期の経済外交論議は市場における
政府や国家の役割を中心に考察するものとなる。そ
こで、まずは市場に着目した加藤義喜と加藤寛の論
争をみてみよう。
　一方で加藤義喜（1976: 59-61、加藤ほか1976: 154-
5）は、「政経分離」を志向する立場から「経済の
論理、つまり市場メカニズムの利用を優先すること
がやはり必要」だと考えていたため、その基本的な
立場についてもこう述べている。すなわち、「市場
メカニズムに基づいた国際経済秩序」は「世界連邦
的な機関による半強制的な法制的規制」ではダメで
あり、19世紀の「国際金本位制」のように、「その
枠として安定した国際通貨制度が必要」なのだ、と。
ここで加藤義喜が思い浮かべていたのは、「主要国
のうち二カ国でも三カ国でも（例えば日・米・西
独）といった国が自国通貨を安定させる」、「通貨
ブロック」だった。これからの「国際経済秩序」は、
「その価値を認めた国がそれを守る」ことで「一つ
の制度を自然につくっていく」べきだとされたので
ある。
　ただ、このことは経済外交が不要であることを意
味しない。なぜならば、「通貨ブロック」の形成に
みられるように、オイル・ショック以後の世界では
「先進国」こそが「世界経済に秩序と自由をもたら



「経済外交」概念の歴史的検討　29

す」「資格を備えた国々」であり、「先進国、こと
に主要先進国が経済的に安定した発展をすることが、
世界経済にとって望ましい」からである。こうし
て、「主要先進国」である日本は「世界に範を垂れ
るような、経済外交、あるいは経済発展をすること
が、世界経済にとって非常に重要」なのだと議論さ
れ、「日本の経済外交の中心」は「アメリカを軸と
した先進国」におかれるべきだと主張されることと
なる。もちろん、「南の国々との友好的な関係」も
「きわめて重要」であり、「対共産圏経済外交」に
ついても「適度に進めてしかるべき」だと議論され
てはいる。だが、「後進諸国」に対する経済援助は
「これらの国の安定した発展を助け、その邪魔をし
ない」ものに限られるべきであり、また「共産圏」
諸国は「完全に政経不可分」であるため「その交流
の程度にはおのずと限界がある」のだというのであ
る。
　つまり加藤義喜のいう経済外交とは、「経済の論
理」である「市場メカニズムの利用を優先する」た
めに、その「枠」として一つのグローバルな「秩
序」形成を目指す外交を意味しており、「経済を優
先する外交」として意義付けられるものだったので
ある。
　しかし加藤寛（加藤ほか1976: 155-7, 175-7）は、
この議論に二つの疑義を呈する。第一に、「政経分
離」のもと、すべてを市場メカニズムに委ねること
ができるのか、という問題である。たとえばオイ
ル・ショック以後の石油の需給関係を取り上げてみ
ると、このごろの石油価格の安定化を供給の過剰に
よるものだと捉えれば石油の問題は「市場のルー
ル」にあてはまるが、それが世界の不況に伴う需要
の減少によるのだとしたら世界はこれからも不況を
続ける必要があり、「市場のルール」では経済発展
を達成できないことになってしまうのである。また、
市場メカニズムはたしかに「非常に効果的ないいこ
とだと思」うが、その反面で「市場がどんなにうま
く動いても達成できない問題」、すなわち「市場の
欠落」をも考慮する必要があるのではないだろうか。
　それゆえ第二に、加藤寛は、グローバルな「秩
序」形成を目指して「通貨ブロック」を実現すると
いう日本の経済外交のあり方にも疑問符を付ける。
加藤義喜によれば日本はアメリカのような「主要先
進国」と協力することでこれが可能だとされている
が、「現在の政治・経済の大きな変動」が「南の登

場とアメリカの後退と、そして日本の大国になって
きたという条件が引き起こしている」のだとすれば、
「日本がどのようにアメリカをささえることができ
るか」という問題が出てくるはずである。そのた
め、アメリカと日本の関係だけでは「どうにもなら
ない」わけで、「少なくともカナダ、オーストラリ
アも含めた太平洋共同体」のなかで「日本の経済構
造が国際分業に適するものであるか」が重要になっ
てくる。そこで、「国内の経済こそ真の経済外交と
していま日本に課せられている問題だ」と考えれば、
「政治の混入を避けて経済のメカニズムを強調する
ことは不可能ではない」。ただ、これすらも「あく
までも自由民主主義体制の中における経済外交」で
あって、その破壊をたくらむ「反体制的な原理を
持った国々に対する、これは答えにはならない」の
である。加藤寛は、経済外交と市場の問題について
こう述べている。

市場のルールにしたがって考えることのできない
問題として、ここに石油の問題をあげたわけです
けれども、その問題を除いた市場のルールは世界
の現在の問題の解決にとっては、非常に無力なも
のではないだろうか。つまりそういうことを考え
なきゃならないところに、実は経済外交があるの
であろう。市場のメカニズムから除いてしまった
問題が、実は最も重要な問題なんで、それをどう
経済外交の中に組み込むかということが解決され
ない限りは、私はこの解答は十分な解答にならな
いのではないかと考えます（加藤ほか1976: 156）。

加藤義喜と同じように加藤寛もまた、「経済の論理
が政治の動きによってそこなわれてきている」「政
経の矛盾」のなかで「経済の論理を守りたい」とい
う「気持ちが本質にあ」った。ただ、両者が異なっ
ていたのは、オイル・ショック以後の世界において
「政経分離」が可能なのかをめぐる状況判断だった。
このため、それが困難だと考える加藤寛からすれ
ば、「太平洋共同体」のようなリージョナルな枠組
みを構築し、そこでの「国際分業」に合わせて日本
の経済構造を改革することこそが、日本の経済外交
だとされたのである。というのも、そうすることで
日本は「特定のブロックに支持を得る」ことができ、
「政経が矛盾しないで進むことができる」からであ
る。
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　いわば加藤寛のいう経済外交とは、市場メカニズ
ムたる「経済の論理」が機能するような「政治の動
き」を、リージョナルな枠組みを形成することで実
現する外交のことであり、「経済を管理する外交」
とでもいうべきものだったのである5。

⑵田中直毅vs.山本満
　それでは次に、政府や国家の役割に注目した議論
をみてみよう。1978年７月の『経済評論』における
特集、「日本の経済外交を考える」のなかでの田中
直毅と山本満の論争である。
　田中直毅（1978:  11-4）によると、「通貨、通商
という代表的な経済外交のテーマ」では「政府の比
重は傾向的な低下を示している」のだという。なぜ
ならば、「国際的な経済課題」においては「多様な
主体が独自の行動を重ねるため」、「いわゆる外交
の場に限らない、多角的な接近が国際的にも行われ
てい」るからである。それゆえ、「政府の役割をど
こに求めるか」という「経済外交の基本的なビジョ
ン」について、「経済外交における政府の役割が大
きいのは、市場を通じない国際的な資源の再配分
（＝援助）」である、というのが田中の結論であっ
た。というのも、すでに貿易や通貨の問題は「市場
にまかせるという方向が強」いからであり、いまや
政府の主な役割は「国内における政策の統合」に限
られているからである。日本が「できるだけ自由な
貿易体制を維持する」ためには、「農産品の輸入制
限の廃止」や「工業製品の関税引下げ」など、「自
由化の段階的なプログラムを早急に発表」するとい
うかたちで「日本の経済構造を変革」すべきだとい
うわけである。
　田中の経済外交の議論は、「国際経済の課題」が
「政府の手からしだいに離れてゆく」なかで、市場
に委ねられない経済的課題（援助と国内の政策統
合）を外交で動かそうとするものであった。市場メ
カニズムを優先するために経済外交はそれ以外の領
域を担当するのだとされている意味で、これは加藤
義喜と同様に、「経済を優先する外交」として経済
外交を定義する立場だといえるだろう。
　だが山本満（山本満・田中直毅1978: 18-9, 21-2）
は、この議論に真正面から反論する。なぜならば、
「市場の諸力の働きの背後には、国内的にはもちろ
ん国際的にも国家の役割の増大がある」からであ
り、田中の議論は、「国際経済関係の枠をつくる」

政府や国家の役割と「枠の中で行なわれる経済活
動」を「混同」しているからである。山本からすれ
ば、「日本の『経済外交』は、戦後の出発からずっ
と、もっぱら日本自身の経済的利益を守りあるいは
増進する趣旨にほかならなかった」。しかし、いま
では「より望ましい国際的な制度やルールをつくる
ことを目的として、そのなかで自国の利益と考えら
れるものの実現もはかっていく」ような経済外交が
必要となっているのである。この山本の議論の背後
には、たとえば「寡占的な私企業による価格決定や
供給のメカニズムに対して、何らかのパブリックな
管理があるべきではないか」という問題意識があっ
た。市場メカニズムの優先が叫ばれているからこそ、
「市場機構による利害調整の限界」をふまえた経済
外交が不可欠だとされたのである6。
　そのため、山本のいう経済外交とは、市場メカニ
ズムをなんらかの方法で「管理」する外交を指して
おり、加藤寛の「経済を管理する外交」に近いもの
であった。ただその議論の主眼は、加藤のような
「経済の論理」を守ることにではなく、それが生み
出す問題の解決におかれていたのである7。

⑶民間経済外交の再登場
　ここで興味深いのは、1970年代末葉以降「ジャパ
ン・アズ・ナンバーワン」ということがいわれ、日
本の国際的な居場所の確立が意識されるようになる
と、ふたたび「商売」と外交の関係のあり方が問わ
れ、民間経済外交の議論が再登場したことである。
たとえば居林次雄（1983a: 117、1983b: 119、1983c: 
117）によると、「外交は国家主権の発顕であるか
ら、政府間で折衝が行われて、民間が出る幕はない
はずである」が、「近年は『民間経済外交』とい
うことが叫ばれ」、「活発に国際会議を開催した
り、経済使節団の交流をするなど、活発な活動がみ
られる」のだとされた。「欧州各国」との「財界人
会議」や「経済委員会」の開催に象徴されるように
「民間経済外交の幅は拡がるばかり」であり、ソ連
との関係においても「政治問題化しそうな事柄を民
間経済外交でしばしば危機を救っている」のだとい
うわけである。また、この雰囲気のなかで民間経済
外交の歴史研究に着手した木村昌人（1990: 216-7）
は、その現代的な意義について、「国際間の人・
物・金・情報の移動が大量かつ容易になった現在こ
そ民間経済外交の果たす役割は非常に大きくなっ
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た」のだと述べているが、この指摘は、「経済外交
ということになれば、その性質上民間人の活動に俟
つ面が多くなってくるのは当然」だとする第一期
の議論と同じ系譜に属するものだろう。このよう
に、これらの議論の背後には、第一期と同様、「わ
が国の民間経済外交」が「単に政府の対外政策を側
面援助するにとどまらず、むしろ政府の外交をリー
ドしてきた」（三沢1977: 195）のだという財界の自
負が存在していた。ある経営者はこう強調している。
「われわれ商社マンは、その組織による商売を通じ
て日本はもちろん世界の人々の利益のために働いて
いるのである」（田部1980: 35）。

３．経済外交と民間経済外交の融合
　ただ、第二期の民間経済外交をめぐる議論状況
は一つの点において第一期とは大きく異なってい
た。それは、政府による経済外交と「民間」の‘経
済外交’を峻別しようとする、民間経済外交に対す
る批判がみられなくなったということである。たと
えば経済外交を「国家間の経済問題に関わる外交す
べて」だと理解する木村（1989: 31）は、民間経済
外交をこう定義する。「非正式接触者が、国家間の
経済問題に関する話し合いや交渉を親善を兼ねて行
う外交」。ここでは、経済外交と民間経済外交はた
んに主体の違いを指し示すにすぎないものとなって
いた。第一期において民間経済外交を批判した都留
重人は、政府による経済外交と「民間」の‘経済外
交’に関してその理解が異なるため区別されねばな
らないと論じていたが、第二期になるとそのような
区分は不要だと考えられつつあったのである。この
一端は、かつての民間経済外交論議のなかで強調さ
れていた政府の経済外交に対する不満が大きくトー
ンダウンしていることに間接的に表れていた。
　こうした変化はおそらく、「債務累積問題」のよ
うな「民間経済外交では手のつけられない問題」
（居林1983c:  119）がこの時期しだいに顕在化しは
じめたことを反映していたのだといえるが、もし
そうだとすれば、経済外交論議の重要な転換点は
「冷戦」の終焉ではなく、「経済外交敗戦」（伊藤
1999: 26）ともいわれる1997年７月以降のアジア通
貨危機であった。というのも、政府と「民間」によ
る市場メカニズムの尊重が「敗戦」に帰結するなか
で、体制維持の経済外交は、政府と「民間」が一致
団結して「失われた」かつての経済成長とそれを可

能にした日本の国際的な居場所を取り戻すための
「戦略」として再定義されるようになったからであ
る。

１．「戦後日本」を取り戻す
⑴もう一度、世界に
　そこで、その一端を垣間見るために、2011年３・
４月の『世界経済評論』誌上で組まれた特集、「岐
路に立つ日本経済外交」を概観してみよう。冒頭、
「日本の経済の力を維持する唯一の方法」は「世
界にもう一度向かってい」くことだと主張する薮
中三十二（2011:  14-5）によれば、日本は「成長戦
略としての対外関係」であるFTAやTPPに参加す
べきだとする。というのも、こうした「地域的なあ
るいは二国間の自由貿易のネットワークが主体」で
ある世界では、「アジア太平洋の一員」として「日
本を改革して世界に出て行くというメッセージを発
すること」が重要だからである。また、「資源外
交戦略」の観点から経済外交を議論する柴田明夫
（2011: 18-22）は、資源需給が逼迫するなかで「世
界経済の最大の牽引役」である中国が「国家資源戦
略」を推し進めている現状に危機感を強め、日本と
しても「独自の資源戦略」が不可欠だと強調する。
そのため日本は、「資源供給先の多角化や国家戦略
備蓄」に止まらない、「資源リサイクル」や「人材
育成」のような「オールジャパンによる一点突破の
国家資源戦略」を構築すべきだというわけである。
経済外交に「戦略」が必要だとする点では「通貨外
交戦略」を求める小島明（2011: 27）も同じで、為
替安を誘導する「通貨安戦争」のなかで日本がすべ
きこととは、「円高のメリットをいかに活かしてゆ
くかを考える」とともに、「先送りされ続けた必要
な制度改革、構造改革を実行する」なかで「新たな
発展・成長モデル」を提示することだとされた。
　このように、第三期における経済外交とは、いま
や自由貿易体制とそこでの日本の居場所を維持する
ためのものではなく、日本が「もう一度」「世界に
出て行く」ための「戦略」として論じられることと
なったのである。

⑵「日本型モデル」の再構築
　ではなぜ、日本は「もう一度」「世界に出て行

Ⅲ．「戦略」としての経済外交（第三期：1997 年～）
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く」必要があるとされたのか。それは、「『貿易立
国』の強みを取り戻す」という片山さつき（2002: 
64）の表現に象徴されるように、かつてのような日
本の経済成長とそれを可能にしてきた国際的な居場
所が「失われた」のだと受け止められたからであっ
た。ここでは、第三期の嚆矢である成相修の論考、
「『NO』といえる経済外交」（成相2002: 178-87）
をみてみよう。
　成相によると、日本が「失われた十年」と呼ばれ
る経済的停滞に直面したのは、三つの点で「内外の
状況の変化」を認識できなかったからであった。第
一に、「内外から賞賛された『日本型モデル』を支
えてきた制度・システムが永遠に優れたものだ、と
いう錯覚に陥った」ため、「バブル経済」について、
「日本人は、それをあたかも構造改革が成功したか
のような幻想を抱いた」こと。また第二に、「世界
の冷戦構造の終焉が何を意味していたかについての
認識を誤った」ことで、「旧西側諸国間に存在して
いた経済社会システムや市場経済のメカニズムの相
違が顕在化し、制度間の競争が激化したことを、日
本は正確に認識できなかった」こと。さらに第三に、
「『九・一一』同時テロのもつ意味と、その後に生
じている世界の変化に関する認識が欠如しているこ
と」である。成相からすれば、こんにちの世界は
「『反テロ』という大義名分のもとに、米国、ロシ
ア、中国といった政治的大国が世界を仕切ろうとし
ている」「『大国主義』の復活」を特徴としており、
「大きな戦略性をもっている」のだという。ところ
が、日本の経済外交はこれまで「内外の状況の変
化」を認識できなかったがために、「自らの国際貢
献の戦略を明確にしていたとはいえなかった」。そ
れゆえ、日本が「これらの大国に対抗する」ために
は、「日本の国益」に合致した「経済外交戦略を構
築すること」が「喫緊の課題」だとされたのである。
　ただ、日本の「戦略」として「アングロサクソン
的な資本主義」や「米国流の金融システム」は採用
できないのだと成相は主張する。なぜならば、アジ
ア通貨危機とその処理のなかでIMFが「アングロサ
クソン的な資本主義とは相容れない企業グループ
や企業間の安定的な結びつきを否定」したために、
「アジア諸国においてはどのような金融制度が望ま
しいかを議論し、それを確立することの必要性」が
「広く認識」されるようになったからである。この
ため、「金融面でのグローバルスタンダード」が

「アングロサクソン的な金融システム」であるのは
「否定できない」状況のなかで「日本に課せられた
課題」とは、「アングロサクソン的な市場原理主義
に対する代替的な経済システム」を「明確に提示す
る」ことであった。すなわち、「金融制度の再生」
や「銀行の金融仲介機能の回復」といった「国内に
おける改革」を実現しながら、一方では「グローバ
ルなレベルでの国際経済秩序の形成に主導的な役割
を果たす」とともに、他方では「アジアにおける地
域協力の強化」を推進するというかたちで、「日本
の戦略を構築する以外に道はない」のだとされたの
である。いわば、「制度間の競争」が激化するなか
で、「米国型の市場中心主義システム」とは異なる
「日本型モデル」（市場にすべてを委ねない経済シ
ステム）を再構築して、「これをアジアの地域協力
の場でリードしうるかどうかが日本に問われてい
る」のだというわけである。

⑶政府や国家の役割の再評価
　ここで注目されたのがFTAやEPA、TPPなどの
自由貿易協定であった。日本政府は、GATTを発展
的に解消したWTOのドーハ・ラウンドが停滞する
なかで、2002年１月署名のシンガポールとのEPA
を端緒に、「これまで二国間の自由貿易協定には
消極的だった」方針を修正する（『経済の進路』
2002）。「二国間あるいは地域の経済統合は一つの
時代の流れになっている」ことに鑑みると、「日本
の経済・社会の再活性化」のためには自由貿易協定
をつうじて「人・物・サービス・資本のより自由な
移動を実現して市場を拡大していく必要がある」の
だというわけである（田中2000: 58-60）。木村福成
（2011:  11-3）がTPPに関して主張しているように、
日本の経済外交は、地域的な自由貿易の枠組み形成
による「仲間づくり」や「ルールづくり」、「貿易
自由化」をとおして、「グローバル戦略の再構築」
をせまられていたのである。
　このことが意味していたのは、成相のいう「日本
型モデル」の再構築とその対外的な「提示」が、自
由貿易協定の締結のために、あるいはその締結をつ
うじて議論されるようになったということであった。
たとえば「時代認識と戦略性」の「欠落」を指摘す
る『経済界』（2003: 109）の論者によると、日本が
「FTA交渉を成功させる」ためには、「FTA担当
大臣」を設置するなど、「官邸の強力なリーダー
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シップ」が「欠かせない」のだという。なぜなら
ば、「東南アジアでの存在感の低下の流れ」が「止
まらない」なかで、「農業の構造改革」を含めた
「政策と戦略の再構築」を推進することが、「貿易
立国」日本としては不可欠だからである。要するに、
EPAの「産官学」代表による「共同検討会合」の
メンバーであった浦田秀次郎（2007: 24）のコトバ
を借りれば、「構造改革の一つの大きなテーマ」で
ある「農業を効率化すること」で、「日本の将来
ももっと明るくなるし、EPAも進めることができ
る」のだというわけである。
　もちろん、自由貿易協定をめぐる問題は「農業
の構造改革」だけではない。なぜならば、「FTA
とは制度構築の競争でもある」がゆえに、「やり方
次第では日本企業のビジネスを後押しすることも可
能」だからである（『週刊ダイヤモンド』2009: 63）。
それゆえ、「戦略」としての経済外交は、「日本に
とって大きなチャンス」だとされたアジア地域の
「新興国」に、自由貿易協定をつうじて「グローバ
ルスタンダード」に代わる「日本主導のスタンダー
ドをつくり上げる」という、重要な役割を担うのだ
と強調されるようになった（薮中2011: 15）。自由
貿易協定とは、さまざまな分野での構造改革の帰結
である「日本型モデル」を対外的に受け入れさせる
ツールとしても理解されていたのである。
　これらの議論から示唆されるのは、自由貿易協定
を重視する第三期の経済外交論議が、その締結の主
体として政府や国家の役割を再評価していたという
ことであった。換言すれば、「戦略」としての経済
外交は、「制度構築の競争」のなかでアメリカや中
国のような「政治的大国」の台頭によりに侵食され
た日本の国際的な居場所を取り戻すために、「日本
型モデル」の再構築（構造改革）からその対外的な
「提示」（自由貿易協定の締結）に至るまで、政府
や国家による八面六臂の活躍を期待するものとして
再定義されたのである。

２．経済外交論議の終焉？
　このことは、経済と外交の関係に目を向けること
でより明確になる。というのも、政府や国家の役割
が再評価された結果、民間経済外交についての同時
代的な論考が影を潜め8、「日本型モデル」の再構
築やその対外的な「提示」のために、政府や国家の
主導による「産官学」連携や「官民」一体が主張さ

おわりに―経済外交研究の未来

れるようになったからである。たとえば小田部陽一
（2007: 13）が考える「経済外交の方針」とは、外
務省が「関係省庁、民間企業など関係者と力を合わ
せ」、「日本の経済上の国益の確保を追求」するこ
とだった。事実、FTAやEPAなどの締結にあたっ
ては、当初から政府関係者、産業界および学界の代
表者による「共同研究」を実施しており、この体制
がこんにちまで引き継がれているのである（外務省
2012）。
　ではなぜ、こうした「産官学の検討」（片山2002: 
65）があたりまえになったのだろうか。それは、加
藤正夫（2010: 10-4）が指摘するように、「経済のグ
ローバル化」に伴う国際競争の激化のなかで、「民
間だけではもう勝てない」という認識が持たれてき
たからである。「海外の大型プロジェクトで劣勢に
立たされる日本」に危機感を募らせる加藤は、日本
の「競り負け」の原因を「日本政府の姿勢」に求め
ている。なぜならば、「政府が前面に出て成果を得
ようと画策するライバル国」と比較して、「日本は
政府の関与が極めて薄く、プロジェクトごとに一企
業や企業連合による戦いを強いられてきた」からで
ある。「政治の力量」が問われている、そう加藤は
断じた。それゆえ、これからの「受注合戦」では
「官民一体となった『オールジャパン』体制」の売
り込みが不可欠だというわけである。
　このように、第三期になると経済と外交の関係は
問われないようになる一方で、政府や国家が主導す
る「産官学」連携や「官民」一体のように経済と外
交の一体性が強調されるようになった。その結果、
経済外交とはなにかを正面から論じるものはほとん
どみられなくなり、経済外交の定義をめぐる論争は
事実上の休戦状態を迎えたのである。

　それでは、この第三期の経済外交論議は歴史的に
どう意義付けられるのだろうか。本稿のまとめをか
ねて、ここでは冒頭に設定した二つの視点からこの
問題を考えていきたい。
　まず、経済外交とはなにかを把握するために経済
と外交の関係に注目すると、第一期と第二期のあい
だにはある程度の共通性がみられるのに対して、第
三期の定義はかなり特殊であることが理解できる。
　一方で、第一期と第二期の議論は、経済と外交の
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関係がある種の「矛盾」を孕んでいるとの解釈を前
提としていた。たとえば、都留重人が「安くていい
ものが売れる」という経済の「自然に動く力」と
「国民的利益」を基盤とした外交という「意図的な
政策」を対照してみせたように、第一期においては
これらにどう折り合いをつけるのかが経済外交の定
義をめぐる重要な争点であった。そのため、経済の
「自然に動く力」の解放を目指すのかそれとも外交
による経済の民主的な統制を重視するのかについて
の論戦が、「経済を解放する外交」（藤山愛一郎）
と「経済を統制する外交」（都留重人）のかたちで
生起したのである。また第二期になると、この系譜
である「経済を優先する外交」（加藤義喜、田中直
毅）と「経済を管理する外交」（加藤寛、山本満）
が打ち出されたが、ここにも、加藤寛が「政経の矛
盾」と表現したような「経済の論理」（市場メカニ
ズム）と「政治の論理」（国際的な枠組み）の齟齬
に対する認識が存在していた。それゆえ、市場にお
ける政府や国家の強制力のあり方をめぐる解釈の違
いが、経済外交の定義についての対立を生み出した
のである。さらにこれら二つの型に加え、第一期と
第二期には、民間経済外交（「経済取引を後押しす
る外交」）の同時代的な必要性が政府による経済外
交とは別個に論じられたが、こうした「民間」の
‘経済外交’が主張された背景においても、「商
売」のような経済取引に外交がどう関わるべきなの
かというかたちで、経済と外交のあいだに「矛盾」
があることが前提とされていたのである。
　しかし他方で、第三期においてはこのような「矛
盾」がほとんど問われず、反対に、「産官学」連携
や「官民」一体のもとでの「『オールジャパン』体
制」の構築に示されるような、経済と外交の一体性
が強調されることとなる。経済外交の課題として
FTAやEPA、TPPなどの締結が重視されそれらが
「産官学の検討」のもとで推進されたことにみられ
るように、政府による経済外交と「民間」の‘経済
外交’の垣根は取り払われ、経済外交は、一面では
経済を「優先」し（貿易や資本取引の自由化）他面
ではそれを「管理」する（「制度構築」）外交を指
し示すコトバとして、論者たちに共有されるように
なったのである。こうして、第一期と第二期におけ
る経済外交の三つの型と系譜は一つに融合したので
ある。
　ではなぜ、第三期の定義は第一期や第二期とは大

きく異なるものになったのだろうか。それを知るた
めに経済外交がなぜ必要とされたのかに着目してみ
ると、こんどは第一期と第二期のあいだに断絶がみ
られるのに対して、第二期とある程度の共通性を有
した第三期の特徴が浮かび上がってくる。
　未曾有の敗戦という日本の「危機」に直面してい
た第一期において、経済外交は、「新たな」日本
（「戦後日本」）とその国際的な居場所を模索する
ために、いわば日本とそれを取り巻く国際環境を二
重に「変革」するために論じられた。それゆえこの
「戦後日本」の模索は、結果としてそれが戦前・戦
中の再現を部分的に含んでいたとしても、少なくと
も論者たちの意識のうえでは、過去とは異なる「新
たな」未来を求めたものであった。ところが第二期
になると、ニクソン・ショックやオイル・ショック
に象徴される世界の「危機」に接して、高度経済成
長を可能にした「戦後日本」の国際的な居場所を確
固たるものとするために「新しい経済外交」が必要
とされ、崩壊に瀕した国際環境とそこでの日本を二
重に維持するために経済外交が議論されるようにな
る。「戦後日本」の確立を志向するにあたっては過
去のやり方はもはや時代遅れであり、「新たな」未
来もすでに不要だというわけである。この傾向は第
三期の経済外交論議のなかでいっそう顕著になった。
というのも、アジア通貨危機のような「経済外交敗
戦」や「失われた十年」と呼ばれる経済的停滞のな
かで世界と日本の「危機」を経験するにつれ、経済
外交はかつての経済成長とそれを可能にしてきた日
本の国際的な居場所に体現される「失われた」「過
去」を取り戻すために必要とされ、その実現を目指
した「戦略」として再定義されたからである。この
ことは、「『貿易立国』の強みを取り戻す」という
表現や、「もう一度」「世界に出て行く」とする主
張に端的に示されていた。
　ただ、「戦後日本」を取り戻すという第三期の持
つ意味はさらなる検討に値する。なぜならば、その
議論は経済外交の論じ方を二つの点で根本的に変
えたからである。第一に、第三期の経済外交論議
は「原因と結果を混同」（ハルトゥーニアン2010: 
191）しがちであった。というのも、「戦略」を必
要とする時代がきたから日本は「戦略」としての経
済外交を推し進めるべきだと主張しているのか、日
本が「戦略」としての経済外交を推進したいから
「戦略」の時代が到来したと強調しているのかが、
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ほとんど区別できない状態になっていたからであ
る。ただ、その行き着く先は同じだった。すなわち、
「民間だけではもう勝てない」国際競争のなかで日
本がかつてのような経済成長と国際的な居場所を取
り戻すには、これまで以上に経済と外交、政府と
「民間」の一体性が（「産官学」連携や「官民」一
体のようなかたちで）不可欠なのだというわけであ
る。「時代認識と戦略性」がともに「欠落」してい
るとする第三期の議論は、こうした傾向の一つの表
れだったのである。
　もしそうだとすれば、この経済外交論議の変質は
なぜ起こったのか。その理由は第二に、第三期の議
論が、過去との因果関係において未来が規定される
とする考えを放棄し、「未来」のあり方が「過去」
を決めるのだとすることで、「過去」と「未来」の
区別を事実上消滅させ、それらを交換可能にしたた
めであった。というのも、「戦後日本」を取り戻す
という「戦略」としての経済外交の前提にあるもの
をやや図式的にいえば、「未来」において取り戻し
たい「過去」とそれを望まない過去とを選別し、前
者のみを「未来」に回復しようとするものだったか
らである。その結果、「戦略」としての経済外交を
論じることは、その意図の有無に関わらず、最終的
には「未来」に再現したい「過去」（たとえばかつ
ての経済成長やそれを可能とした日本の国際的な居
場所）以外の過去を日本の歴史から消し去る、「過
去の浄化」とでもいうべきものに帰結することと
なった。またこのことは、望ましい「未来」＝取り
戻したい「過去」で満たしながら、日本を、もはや
不都合な過去や不確かな未来の存在しない、「永遠
の現在」ともいえる均質な時間のなかに閉じ込めよ
うとするものであった。こうして、第三期の経済外
交論議は、過去を書き替えようとする「戦略」と切
り離すことができないものになり、その「戦略」の
もとでの「未来」志向とは、取り戻したい「過去」
を再現するにすぎないものとなっていたのである。
　このことは、これからの経済外交研究に対して重
要な示唆を与えてくれる。それは、経済外交を論じ
るということが、経済と外交の関係や政府と「民
間」の役割、さらには日本の国際的な居場所のあり
方を明らかにするのみならず、過去をどう理解する
のかをめぐる諸問題とも密接に結び付いているとい
うことである。「過去の浄化」や「永遠の現在」を
目指した「戦略」は、それを切望する立場からみれ

ば、不確かな未来に対するリスクや不安を消し去っ
てくれるのかもしれない。しかし逆に、不都合な過
去として切り捨てられ、あるいはそのためにより良
い未来を求めようとする立場からすれば、この「戦
略」は受け入れがたいものに映るだろう。それゆえ、
この二つの立場に折り合いをつける必要性を感じる
ならば、「過去」を「未来」に取り戻すためにでは
なく、過去の未解決な課題を明らかにし、未来にお
いてこれに取り組むために経済外交を議論すること
が、これまで以上に不可欠となっているのである。

注

１　経済外交が指し示すものに多少とも触れた近年の
研究を整理すると、「経済を目的とする外交」の側面
を強調するもの（山本1989: 157、山本2003: 185-6、李
2001: 12-5、田辺2002: 85、邱2010: 11、鈴木2012: 78）、
「経済を手段とする外交」の側面に注目するもの（佐
藤2000: 2、徐2004: 5-9、井上2005: 82-3、井上2012: 182-
5）、「経済目的型」から「経済手段型」に変遷してき
たと論じるもの（田中2004: 179-80, 204-6）、これら二
つの側面を分析の対象とするもの（田所2002: 37-8, 48、
大矢根2005: 220-3）、の四つに分けることができる。た
だ、手段は容易に目的化するため、目的と手段の観点
からする定義のやり方には限界もありうる（高瀬2008: 
5-6）。また、その定義の根拠（の不在）についてはそ
れぞれの文献を参照。

２　たとえば山本進（1961: 2-4）によると、「対外経済政
策が一国の外交政策の重要な要素をなしていることは、
今に始まったことではない」が、「ソ連でも、アメリカ
でも」、また「西欧諸国でも」、「経済外交という言葉
は使われていない」し、「戦前は、日本でもこういう表
現は使われなかった」のだという。これを裏付けるかの
ように、駐英日本大使を務めた大野勝己も経済外交を
「戦後」のコトバだとしたうえで、「これは英語に訳し
てもフランス語に訳しても、直訳したのでは外国人には
通じない」のだと回想していた（佐藤ほか1967: 23）。

３　この「新たな」日本の国際的な居場所の模索は、同時
代的には「信用の回復」と呼ばれていた（高瀬2008: 38-
45）。

４　岸政権の元外相、藤山が、経済外交を「政治外交と
言ってもいい」と考えていたのかと思うと非常に興味深
いが、経済外交とはなにかという本稿の問題関心からみ
るとき重要なのは、藤山の定義が、「経済を目的とする
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外交」もしくは「経済を手段とする外交」という、こん
にちよくみられる経済外交の定義では捉えきれないとい
うことである。藤山からすれば、経済外交とは、経済の
解放（経済的目的）のために経済に対する「障壁」の緩
和（政治的目的）を目指した外交のことなのであり、そ
れゆえ経済外交とも「政治外交」ともいえるものだった
のである。

５　この加藤義喜と加藤寛の論争は、第一期における藤
山愛一郎と都留重人の論争の系譜を引くものだといえる
が、その決定的な違いは経済外交において経済が指し示
す中身であった。というのも、第一期において「安くて
いいものが売れる」というかたちで表現されてきた経済
の「自然に動く力」が、第二期になるともっぱら市場メ
カニズムをして「経済の論理」だと理解されるようにな
るからである。これをやや図式的にみれば、生産や交換
（配分）、消費をめぐる「活動」や「関係」として捉え
られていた経済が、需給関係に伴う価格形成や財貨の取
引の「場」として解されるようになったのだといえるだ
ろう。こうして、より良い「関係」のあり方を模索して
きた第一期の経済外交は、市場という「場」の維持を前
提とする経済外交として論じられるようになったのであ
る。

６　このことからも推察されるように、経済外交を「経
済を目的とする外交」と「経済を手段とする外交」とに
分け、それが前者から後者に重点を移しつつあるとする
山本満（1973: 28-30）の議論は、経済に対してなんらか
の「管理」が不可欠だとする問題関心から日本の経済外
交を振り返ったときの一つの「解釈」にすぎないもので
あった（実際、藤山が「政治外交」と呼ぶようなかつて
の経済外交の一側面は、「経済を目的とする外交」とい
う山本の「解釈」では矮小化されていたのである）。発
表直後には見向きもされなかったこの「解釈」がこんに
ち（主に歴史研究で）定義として援用されていること
は、第二期と第三期の経済外交論議の違いを端的に示し
ていると思われ、大変示唆深い。

７　この田中直毅と山本満の論争もまた、第一期の藤山
愛一郎と都留重人の論争の系譜を引くものだが、ここで
の致命的な違いは経済外交における外交のあり方につい
ての理解だった。というのも、外交を民主的に統制しよ
うとする第一期の立場が、第二期には事実上放棄されて
いたからである。たしかに、田中と山本の論争では「経
済外交を国民の手に」と強調されてはいる。だが、その
なかで「国民の健康な意識」を云々する田中の議論に
は、意識の「健康」さを判断する基準が「国民」の外部

に想定されているのではないか。このことは、「国民の
認識」に「相当の遅れ」があるとする山本の指摘につい
ても同様だろう（山本満・田中直毅1978: 22-8）。こう
した第一期と第二期の違いは、都留の「国民的利益」に
対応するコトバとして、山本（1973: 190）が「国益」や
「国家的利益」を用いていたことに表れている。いわば
田中や山本の議論は、民主的な統制に服さない政府や国
家をイメージしており、それらによる「経済の論理」の
「優先」や「管理」を目指していたのである。

８　第三期における民間経済外交の議論のほとんどは歴
史研究であり、唯一の例外は台湾の企業家に関する論考
（『Asia market review』2007）であった。
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