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Japan Earns Trust as a 
Peaceful Nation
30 Years of Progress in Middle East Peace and 
Japan's Involvement

 By Ikuzo Kobayashi, President of Salaam Association

平和国家の信頼を獲得した日本
中東平和が進展した30年と日本の関わり

NPO 法人サラーム会会長　小林育三

１． 日本の過去 30 年は「失われた 30 年」か？
多くの経済専門家が「日本の過去 30 年は ‘失われた 30

年’」と言っています。1989 年、日経平均株価は 4 万円近
い最高値を付けました。しかしその後 30 年株価は 40%
下げた 24000 円を下回ったままの低迷を続けました。経
済成長率はここ 30 年間 2% 以下の低成長です。30 年間
の 名 目 GDP は 420 兆 円 か ら 560 兆 円 と 拡 大 し、130%
の成長を遂げたと言えますが、その世界に占める割合は
15.3% から 5.9% に低減しています。このことは日本国
内総生産の成長が新興成長国より低いことを物語っており、
その顕著な例が中国に GDP 世界二位の座を明け渡し三位
に落ちたことです。

また日本の国際競争力は 1989 年から 4 年間は世界一位
でしたが 2002 年には 30 位に後退しその後も 30 位から上
がっていません。そしてグローバル企業の収益ランキング
を示す「フォーチュングローバル 500」の中にランキンギ
インする企業が 111 社あったのに 2019 年では 52 社となっ
ています。

明らかに経済的観点からみれば ‘失われた 30 年’ と言
えるでしょう。

それでは、30 年間日本は何も得なかったのでしょうか？
（経済に強い国に復活するにはどうすべきか？について

論じることは割愛します）

２． ‘平和国家日本’ の世界的信頼を
獲得した 30 年

１）深刻だった日米貿易摩擦
日本は 1980 年代ばジャパンアズ No1 と評され、経済

大国二位の位置に上り詰めてました。しかし「経済だけの
土俵での競争は公平ではない」として「日米安保ただ乗り」
批判がアメリカ議会で湧き起こりました。それは日本車を
ハンマーでたたき壊す映像とともに ‘日米貿易摩擦’ とし
て日本に伝えられました。事態を深刻に受け止めた時の総
理中曽根首相は直ちに訪米し、日本の国際貢献への努力、
防衛費の GDP 比１％枠の撤廃を約束しました。

 ２）Too late, Too little
32 年前の湾岸戦争で日本は 130 億ドルを拠出しました。

1, Is the past 30 years in Japan a “lost 
30 years”?

Many Japanese economists are saying that “The past 
30 years in Japan is a ‘lost 30 years’.” In 1989, the Nikkei 
Stock Average reached a high of nearly 40,000 yen. How-
ever, for the next 30 years, the stock price remained stag-
nant at less than 24,000 yen, down 40% from its peak in 
1989. The economic growth rate has been low at less than 
2% for the last 30 years. The nominal GDP has expanded 
from 420 trillion yen to 560 trillion yen, which is a growth 
of 130%, in the last 30 years but its share of the world econ-
omy has declined from 15.3% to 5.9%. This tells us that 
Japan’s gross domestic product growth is lowean that of 
emerging growth countries, a striking example of which is 
the fact that Japan has dropped from second place in the 
world in GDP to third place and replaced by China.

Japan’s international competitiveness was the high-
est in the world for four years from 1989, but in 2002 it 
dropped to 30th place and has not risen above 30th place 
since then. And while there were 111 companies ranked in 
the Fortune Global 500, which ranks the earnings of glob-
al companies, there are only 52 in 2019.

Clearly, from an economic viewpoint, it has been a 
‘lost 30 years.’

So, has Japan gained nothing in the last 30 years?
(I will skip discussing what should be done to re-

store the country to a strong economy.)

2, 30 Years of Winning the World’s Trust 
in Japan as a Peaceful Nation

1) U.S.-Japan trade friction that used to be serious
In the 1980s, many talked about “Japan as No. 

1”and Japan rose to the position of the second largest 
economy. However, criticism of the “free ride on the Ja-
pan-U.S. Security Treaty arose in the U.S. Congress, say-
ing that “competition on the basis of economics alone is 
not fair.” It was conveyed to Japan as “Japan-U.S. trade 
friction” with images of Japanese cars being smashed with 
hammers. Prime Minister Nakasone took the situation se-
riously and immediately visited the U.S. and promised to 
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feburary

 2023
 No.442023年2月 冬季号

44No.

サラーム会｜日本とクウェートを結ぶ架け橋となる

季刊サラーム
SalaamQuarterlyBulletin



2

季刊サラーム　　Salaam Quarterly Bulletin

この時アメリカ議会で沸き起こった日本に対する痛烈な
批判の言葉が、Too late, Too little　だったのです。

簡単に解説しましょう。
クウェートがイラクの侵攻を受けたのは 1990 年 8 月 2

日未明でした。国連安全保障理事会は即日満場一致で、「イ
ラク軍の無条件即時撤退」を決議しました。6 日には米英
仏ソによる多国籍軍が構成され 8 日には米戦闘機と空挺部
隊の 4000 人の米兵がサウジアラビアに到着しました。12
日にはエジプト第 3 機械化師団がサウジ入りしアラブ合
同軍が組織されました。この時点で米国ブッシュ（父）大
統領は日本の海部首相に対し「輸送協力」を強く要望しま
した。海部首相は湾岸危機の深刻な事態；「クウェートだ
けでなくサウジまでもイラクの支配下に落ちるかもしれ
ない」さらには「ユダヤ・キリスト教とイスラム教の対立
から世界大戦になるかもしれない」予測不能な危険をはら
んでいる事態、という認識がなかったため決断できません
でした。その時総理は「自衛隊機を派遣して輸送を手伝う」
と応えなかったのです。その結果政府は野党の「軍事的解
決反対」に押し切られ、ついに戦争終結前に自衛隊機を派
遣することができませんでした。

戦争終結後 4 月 26 日に海自掃海艇がペルシャ湾に派遣
され、日本の面子は丸つぶれとはならなりませんでした
が、‘湾岸戦争終結後にやっと’ という失望交じりの痛烈
な批判感情が Too late には込められていたのでした。

Too little について；日本の経済界は金で済ませばよい
ではないか、と安易に考え事態の深刻さも計算できず、は
じめ 10 億ドルで済まそうとしました。アメリカは直ち
に Too little と批判し、それで国会は 40 億ドルを決議し、
さらに 90 億ドルを追加決議して合計 130 億ドルとなりま
した。90 億ドルの補正予算が成立したのは戦争終結後の
３月６日でした。（Too late はこのことをもさしている）
言われてから出すというみっともない姿を晒したことと
なりました。

３）国際貢献の抜本的見直しと日米安保再定義
「国際貢献に人的貢献は必須不可欠である」。掃海艇をペ

ルシャ湾に送る提案をした当時の国対副委員長与謝野薫
氏〈故人〉は「あれだけ苦労しても、やはりカネを出すだ
けでは信用を無くし、日本は国際社会の孤児になってしま
う」と述懐しています。

日本の国際貢献は抜本的転換を迫られました。故与謝野
氏は人的貢献をするために国連平和維持活動（PKO）を
徹底的に研究したと言い、その結果成立したのが 1992 年
の国連平和維持活動 (PKO) 協力法でした。同法を根拠に
自衛隊が派遣された国は、カンボジア、モザンビーク、ゴ
ラン高原、東ティモール。派遣された各地で自衛隊は評価
されました。国連とタイアップした日本の国際貢献は実績
を積み上げ 10 年間で国際協調路線としての評価を定着さ
せることができました。

make efforts for Japan’s international contribution and to 
eliminate the ceiling of 1% of GDP for defense spending.

2) Too late, too little
Thirty-two years ago, Japan contributed $13 bil-

lion to the Gulf War. At that time, there was an uproar in 
the U.S. Congress. The words of scathing criticism of Ja-
pan were “Too late, too little.”

Let me briefly explain.
Kuwait was invaded by Iraq in the early hours of Au-

gust 2, 1990. The UN Security Council voted unanimously 
on the same day to adopt a resolution for the “uncondi-
tional and immediate withdrawal of Iraqi forces.” On the 
6th, a multinational force consisting of the United States, 
British, French, and Soviet forces was formed, and on the 
8th, 4,000 U.S. fighters and paratroopers with fighter jets 
were deployed to Saudi Arabia. On the 12th, the Egyptian 
3rd Mechanized Division arrived in Saudi Arabia and the 
joint Arab force was organized. At this point, U.S. Pres-
ident George Bush (father) confronted Japanese Prime 
Minister Kaifu and strongly requested “transportation co-
operation.”  Prime Minister Kaifu did not recognize the 
seriousness of the Gulf crisis that may place Saudi Arabia 
under the control of Iraq in addition to Kuwait and lead 
to the conflict between Christianity and Islam that could 
turn into a world war. Because of this, Prime Minister 
Kaifu could not make a decision.  He did not respond by 
saying, “We will dispatch a squadron of aircraft to assist 
in the transport.” As a result, the government was over-
whelmed by the opposition parties’ opposition against a 
military solution and could not dispatch the Self-Defense 
Forces aircraft before the war ended.

After the war ended, a naval minesweeper was dis-
patched to the Persian Gulf on April 26, and Japan’s face 
was not completely destroyed. Nevertheless, the critical 
sentiment mixed with disappointment toward Japan’s ac-
tion after the war was reflected in the words “Too Late.”

 Criticism of being too little; Japan’s business com-
munity took the matter too lightly and thought that it is 
enough to just pay for it. Unable to comprehend the se-
riousness of the situation, they tried to settle for $1 bil-
lion at first. The U.S. immediately criticized this as too 
little. The Diet then passed a resolution for the contribu-
tion of $4 billion, with the $9 billion supplemental bud-
get passed after the war ended on March 6. (Too late al-
so refers to this.)

Japan was exposed to the disgraceful appearance 
of acting only after being told to do so.

3) Fundamental review of international contribu-
tions and redefinition of the Japan-U.S. Security 
Treaty

A human contribution is indispensable for inter-
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もう一つ重要な見直しは、日本の国際情勢に対する理解
と日米安保の再定義であった。

冷戦構造終結後の混乱を見越して起こった湾岸戦争。そ
して日本の近隣では 1993 年北朝鮮が NPT（核拡散防止
条約）脱退を宣言。1994 年台湾で李登輝総統が独立指向
を明確にすると、中国は台湾海峡で大規模な軍事演習を行
い、台湾を威嚇した。アメリカは空母 2 隻を台湾海峡に
派遣し、とりあえず中国の行為を止めることに成功しまし
た。

日米「安保再定義」は不可欠となり、1996 年 4 月、橋
本首相とクリントン大統領との首脳会談が合意され、以下
の歴史的転換を成しました。それは次の二点です。

・軽武装経済重視から有事を含め軍事同盟化への色合い
を濃くした。

・防衛は日本領土だけでなく周辺のアジア・太平洋防衛
に拡大した。

４）テロとの戦争と日米安保の深化
2001.9.11、アルカーイダによる米同時多発テロ発生。

国連安保理事会は翌日 12 日に満場一致で国連安保理決議
1368 を採択しました。時の政権小泉総理は直ちに「テロ
特別措置法」を成立させ、アフガニスタン難民に救援物資
を自衛隊輸送機で送り届け、インド洋での給油活動を行い
ました。

2003 年のイラク戦争では米英のイラク軍事攻撃を支持
し、イラク特措法で応えました。イラク特措法に基づく自
衛隊のイラク派遣は 2003 年 12 月から 2009 年 2 月まで
実施。目的はイラク国家再建を支援するためでした。

これらの日本の対応により、日本は中東地域で日の丸を
掲げて（Show the flag）平和貢献に励むことができ、米
英軍との協働の中で信頼関係を深め日米同盟の強化につ
ながりました。更に重要なことは、‘テロとの戦争’ で、周
辺事態を地理的概念のみでとらえることができない現実
に直面することにより重要影響事態という概念が生まれ
たことです。また、集団的自衛権を認める国連憲章の下で
の活動により、集団的自衛権の行使は当たり前の世界情勢
であることを体得しました。

このような体験を通し、日本の集団的自衛権の概念と自
衛隊による国際平和協力は 2015 年 9 月の安保関連法制定
として実を結びました。

５）「自由で開かれたインド・太平洋安保」は世界的支持を獲得
2004 年 4 月、日本郵船の大型タンカー「高鈴」がイラ

クのアルカーイダの自爆テロに狙われました。海自護衛艦
はインド洋での給油作戦には参加できていましたが、係争
中のペルシャ湾内には派遣できません。この時は英のペル
シャ湾派遣艦ノーフォークが高鈴の係留地点であるバス
ラの沖 300 メートルでの銃撃戦の末テロの小型高速艇を
爆破しました。

national contributions. Kaoru Yosano, the late vice chair-
man of the LDP Diet Affairs Committee who proposed the 
dispatch of minesweepers to the Persian Gulf at the time, 
recalled, “Even after all the hard work, Japan would lose 
credibility and become an orphan of the international 
community if it simply provided money.”

Japan’s international contributions were forced to 
undergo a fundamental shift. It is said that the late Mr. 
Yosano thoroughly studied UN peacekeeping operations 
(PKO) in order to make a human contribution. As a re-
sult, the UN Peacekeeping Operations (PKO) Cooperation 
Law was enacted in 1992. Under this law, the Self-Defense 
Forces were dispatched to Cambodia, Mozambique, the 
Golan Heights, and East Timor. The Self-Defense Forces 
were highly appreciated in each of the countries where 
they were deployed. Japan’s international contributions in 
partnership with the United Nations have built up a track 
record, and over the past 10 years, Japan’s reputation for 
international cooperation has been firmly established.

Another important review was Japan’s understand-
ing of international affairs and the redefinition of the Ja-
pan-U.S. Security Treaty.

The Gulf War was started in anticipation of the tur-
moil that followed the end of the Cold War structure. And 
in Japan’s neighborhood, North Korea declared its with-
drawal from the Nuclear Non-proliferation Treaty (NPT) 
in 1993, When President Lee Teng-hui made clear his in-
tention to pursue independence in Taiwan in 1994, Chi-
na conducted large-scale military exercises in the Taiwan 
Strait to intimidate Taiwan. The U.S. dispatched two air-
craft carriers to the Taiwan Strait and succeeded in stop-
ping China’s actions for the time being.

The “redefinition of the Japan-U.S. Security Trea-
ty” became essential, and in April 1996, a summit meet-
ing between Prime Minister Hashimoto and President 
Clinton was held, resulting in the following historic shift. 

• The alliance has shifted from an emphasis on eco-
nomic prosperity with a lightly armed military to a mili-
tary alliance that includes contingency planning.

• Defense of Japan is expanded to include not only 
Japanese territory but also the surrounding Asia-Pacific 
region.

4) The War on Terror and the Deepening of the 
Japan-U.S. Security Relationship

On September 11, 2001, Al-Qaeda carried out mul-
tiple terrorist attacks simultaneously in the United States. 
The UN Security Council unanimously adopted UNSC Res-
olution 1368 on the following day, September 12. Prime 
Minister Koizumi, who was in power at that time, imme-
diately enacted the “Special Measures Law Concerning 
Terrorism” and sent relief supplies to Afghan refugees by 
SDF transport aircraft. Japan then carried out refueling 
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2005 年ごろからソマリア沖アデン湾には海賊が横行し
始めました。日本の船舶はこの北アラビア海の全航行船舶
の一割を占めています。そのため日本は世界から応分の防
衛責任を果たすことが求められていました。そして 2009
年 7 月に海賊対処法を成立させることができました。

それから 10 年後 2019 年 12 月、日本はこの海域に海自
護衛艦派遣を決定し、ようやく中東海域まで海自護衛艦を
派遣できるようになりました。これは安部首相（当時）に
よって、特に難しいイランとの交渉をトランプ前大統領か
ら任され、北アラビア海への海自護衛艦派遣を成功に導い
た成果でした。

2021 年、フランス海軍と日米豪印との共同訓練「ラ・
ペルーズ」がインド東方ベンガル湾で開催、ドイツとは日
独 2 プラス 2 が開催されドイツのフリゲート艦が極東に
派遣されました。イギリスは最新鋭空母「クイーン・エリ
ザベス」を含む空母打撃軍を極東に派遣しました。これら
は安倍首相（当時）提唱の「自由で開かれたインド・太平
洋構想」の実りでした。自由で開かれたインド・太平洋安
保は世界的支持を獲得し、中国の ‘一帯一路構想’ を凌駕
しました。

さらに歴史的問題の多いイスラエルとアラブ諸国との仲
介についても日本の役割が期待されるようになりました。
これも特筆すべきことです。
以上、国際貢献や防衛安保の観点において、過去 30 年で
日本は世界的平和国家としての信頼を獲得しました。

３． 中東平和が進展した過去 30 年
１）1990-91 年の湾岸危機・湾岸戦争

湾岸危機はアラビア半島全域、更にはユダヤ・キリスト
教対イスラム教との宗教戦争に拡大するのではないか？と
の危機感を抱かせました。しかし、国連を中心に米欧諸国
とアラブ・湾岸諸国は協力して克服する事が出来ました。
イラク・フセイン大統領の領土的野望は打ち砕かれ、イラ
クは敗北を認めクウェートは解放されました。

反米・反イスラエル一色かに見えた中東で、1993 年に
はオスロ合意が成立しました。

翌年 1994 年にはヨルダンとイスラエルの平和条約が結
ばれました。
この結果を見れば、中東平和、即ちイスラエルとアラブ諸
国の関係は大きく改善され、中東和平、即ちイスラエルと
パレスチナ問題は解決に向い、大きく前進したと言えます。

２）アルカーイダを結成したビン・ラーディンと反米闘争
アルカーイダはソ連・アフガン戦争の際にソ連軍への抵

抗運動に参加していたウサマ・ビン・ラーディンとその同
志により 1988 年結成されました。大学時代にムスリム同
胞団に関心を持ったビン・ラーディンは父から譲り受けた
財産を資金としてアフガニスタンのムジャヒディンに金銭
的支援をしており、その後本格的にアフガニスタンに拠点

operations in the Indian Ocean.
In the 2003 Iraq War, Japan supported the U.S. 

and British military offensive against Iraq and responded 
with the Iraq Special Measures Law. The dispatch of the 
Japan Self-Defense Forces to Iraq under the Iraq Special 
Measures Law was carried out from December 2003 to 
February 2009. The purpose was to support the national 
reconstruction of Iraq.

These Japanese responses enabled Japan to con-
tribute to peace in the Middle East under the national 
flag of Japan (Show the Flag). In addition, working with 
the U.S. and British military forces, Japan strengthened 
the Japan-U.S. alliance by deepening the relationship of 
trust. More importantly, the “War on Terror” has brought 
about the concept of “critical influence situations” in the 
face of a reality in which peripheral situations cannot be 
considered in terms of geography alone. In addition, op-
erating under the United Nations Charter, which recog-
nizes the right of collective self-defense, has made us real-
ize that the exercise of the right of collective self-defense 
is a natural part of the current world situation.

Through these experiences, Japan’s concept of col-
lective self-defense and international peace cooperation 
by the Self-Defense Forces bore fruit as the enactment of 
security-related laws in September 2015.

5) “Free and Open Indo-Pacific Security” support-
ed globally

In April 2004, Nippon Yusen’s large tanker Taka-
suzu was targeted by an Al-Qaeda suicide bomber in Iraq. 
Although a Japan Maritime Self-Defense Force escort ves-
sel was able to participate in refueling operations in the 
Indian Ocean, it could not be dispatched inside the Per-
sian Gulf, which was under dispute. On this occasion, the 
British ship Norfolk deployed in the Persian Gulf blew up 
a small terrorist speedboat after a firefight 300 meters 
off the coast of Basra, the mooring point of the Takasuzu.

Piracy began to run rampant in the Gulf of Aden off 
the coast of Somalia around 2005. Japanese vessels ac-
count for 10% of all vessels operating in the North Arabian 
Sea. Japan was called upon by the international communi-
ty to fulfill an appropriate defense responsibility accord-
ingly. In July 2009, Japan enacted the Anti-Piracy Law.

Ten years later, in December 2019, Japan decided 
to dispatch its MSDF destroyers to the same sea area. Fi-
nally, Japan can now dispatch MSDF vessels to the Mid-
dle East. This was the result of then-Prime Minister Abe’s 
successful deployment of the MSDF vessels to the North 
Arabian Sea, having been entrusted by former President 
Trump to negotiate with Iran, a particularly difficult task.

In 2021, “La Perouse,” a joint exercise between the 
French Navy and Japan, the U.S., Australia, and India, was 
held in the Bay of Bengal, east of India. Germany and Ja-
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を移し活動し 1988 年 8 月にアルカーイダを結成しました。
その後のアル・カーイダによる反米テロを以下列挙します。

1993 年 2 月、ウサ
マ・ビン・ラーディン
はイスラム集団オマ
ル・アブドッラフマー
ンと共謀し世界貿易セ
ンタービル地下爆破事
件を起こした。

1995 年 5 月、エチ
オピア訪問中のムバラ

ク・エジプト大統領暗殺未遂事件。
1995 年 11 月、サウジアラビア・リヤドの国家防衛隊

施設爆破事件で米軍顧問 7 人死亡
1996 年 6 月、在サウジアラビア米軍基地宿舎爆破事件

（257 人死亡。400 人負傷）
1998 年 2 月、ビン・ラーディンとザワヒリの連名で「ユ

ダヤ・十字軍に対する国際イスラム戦線」を結成。「ムス
リムにはアメリカと同盟国の国民を殺害する義務がある」
と指令。

1998 年 7 月、タンザニアのケニアのアメリカ大使館爆
破事件。（223 人死亡。4000 名負傷）

2000 年 2 月、イエメン沖の米艦コール（イージス艦）
襲撃事件。

３）2001.9.11、アルカーイダによる米同時多発テロは世
界を震撼させた

アルカイダの創設者ウサマ・ビン・ラーディンをテロの
首謀者と断定したブッシュ政権はアフガニスタンのタリバ

pan held a German-Japanese 2 plus 2, and German frig-
ates were dispatched to the Far East. The United Kingdom 
sent a carrier strike force, including the state-of-the-art 
aircraft carrier “Queen Elizabeth,” to the Far East. This 
is the fruit of the “Free and Open Indo-Pacific Initiative” 
advocated by then Prime Minister Abe. Free and open In-
do-Pacific security gained global support, and surpassed 
China’s “One Belt, One Road Initiative.”

Furthermore, Japan’s role in mediating between 
Israel and Arab countries sharing many historical prob-
lems became appreciated with high expectations. These 
are also worth mentioning.

In terms of international contributions and defense 
security, Japan has gained the trust of the world as a 
peaceful nation over the past 30 years.

3. 30 years of progress in Middle East 
peace

1) Gulf Crisis and Gulf War of 1990-91
The Gulf Crisis caused a sense of crisis that it may 

escalate to a religious war in the entire Arabian Penin-
sula and even Judeo-Christianity versus Islam. Howev-
er, the United States, European countries, and Arab and 
Persian Gulf countries cooperated centered on the Unit-
ed Nations and overcame the crisis. Iraqi President Hus-
sein’s territorial ambitions were crushed. Iraq conceded 
defeat and Kuwait was liberated.

In the Middle East, which seemed to be all anti-
American and anti-Israeli, the Oslo Accords were reached 
in 1993. In the following year 1994, a peace treaty was 
signed between Jordan and Israel.

The results show the advancement of peace in 
the Middle East. In other words, relations between Isra-
el and the Arab countries have greatly improved, the Is-
raeli-Palestinian issue has made great strides toward a 
solution, and peace in the Middle East advanced greatly.

2) Bin Laden who founded Al-Qaeda and the anti-
American struggle

Al-Qaeda was formed in 1988 by Usama Bin Laden 
and his comrades who participated in the resistance move-
ment against the Soviet forces during the Soviet-Afghan 
war. Bin Laden became interested in the Muslim Broth-
erhood during his college years. He provided financial as-
sistance to the mujahideen in Afghanistan with proper-
ty inherited from his father. Later, he moved to Afghani-
stan in earnest. In August 1988, he formed Al-Qaeda.

Subsequent anti-American terrorism by Al-Qa-
eda is listed below.
In February 1993, Usama Bin Laden conspired with 
the Islamic Group spiritual leader Omar Abdulrahman to 
bomb the basement of the World Trade Center.

（右写真ビン・ラーディンとザワヒリ）
 (Right photo: Bin Laden and Zawahiri)

オマル・アブドゥッラフマーン：イスラム集団（アル・　
ガマーア・アル・イスラーミーヤ）の精神的指導者。
世界貿易センター爆破事件やルクソール事件　（1997
年 11 月、日本人 10 名を含む外国人観光客 58 名死亡）
の首謀者。
Omar Abdulrahman: spiritual leader of the Islamic 
Group (al-Gama'a al-Islamiyya).
He was the mas termind behind the World 
Trade Center bombing and the Luxor incident 
(November 1997, killing 58 foreign tourists, 
including 10 Japanese).
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ン政権に首謀者の引渡を要求しました。しかしタリバン政
権はビン・ラーディンの引き渡しを拒否しました。ブッシュ

（子）大統領はアフガニスタン侵攻を開始し、タリバン政
権は数ヶ月で崩壊しました。しかしビン・ラーディンを逮
捕する事は出来ませんでした。

当時アルカーイダはスンニ派系イスラム過激派としてグ
ローバルジハードを展開し，既にアフガニスタン、パキス
タン、中東、アフリカ地域を中心に世界的ネットワークを
築いていました。それゆえテロとの戦いは ‘テロとの戦争’
と称されたのです。

2003 年のイラク戦争は ‘テロとの戦争’ の延長の中で引
き起こされました。イラクのフセイン政権はあっけなく崩
壊し、フセイン大統領は 2006 年 12 月処刑されました。

しかしテロとの戦争’ はイスラム教から逸脱したイスラ
ム教徒を自称する聖戦主義者やアルカーイダによって引き
起こされる反米・反イスラエル戦闘として継続する事とな
りました。

10 年後の 2011 年 5 月、米国は特殊部隊の急襲により
ビン・ラーディンを銃撃戦で殺害しました。

４）2010 年末から始まったアラブの春
チュニジアで起こったジャスミン革命は中東アラブ・イ

スラム諸国の長期独裁政権打倒を目指すイスラム大衆運動
として燎原の火のごとく燃え広がりました。チュニジアの
ベンアリ政権は打倒され、エジプトではムバラク政権が崩
壊しイスラム過激派のモルシ大統領が 2012 年に誕生しま
した。しかし翌年エジプト第二の革命が起こり軍出身のシ
シ大統領が誕生しました。またリビアではカダフィ大佐が
反体制派に射殺され内戦に陥りました。

イラクでは 2003 年のイラク戦争後、復興が軌道に乗っ
たかに見えましたがイスラム過激派による激しい反体制テ
ロが勢力を拡大していました。シリアに飛び火した反体制
デモは全国に広がり、アサド政権は容赦ない軍事弾圧を強
行し、2012 年には泥沼の内戦状態に陥りました。

以上一連の大衆運動はアラブの春と称され、イスラム型
民主主義を希求する運動として期待される要素を含んでい
ました。しかしアラブ・共和国諸国の行き過ぎた反米感情
は健全な政治改革をゆがめ、過激なイスラム原理主義にハ
イジャックされてしまいました。遂には ISIS「イスラム国」
の誕生となりました。アラブ諸国は超過激な「イスラム国」
との戦闘に自力では克服できず、欧米多国籍軍の軍事力の
協力を得て 3 年間かかって、やっとイスラム国を崩壊さ
せることができたのです。

結局、アラブの春は失敗に終り、シリア、リビア、イェ
メンは内戦状況として残されたままです。また「イスラム
国」は滅亡しましたが ‘過激派組織 IS’ は残り、穏健イス
ラム主義対イスラム過激派（IS、アルカーイダ等）との対
立抗争として残されました。

May 1995 - Assassination attempt on Egyptian President 
Mubarak during a visit to Ethiopia.

November 1995 - Bombing of National Guard facility 
in Riyadh, Saudi Arabia, kills seven U.S. military advisors.
June 1996 - Bombing of U.S. military base quarters in 
Saudi Arabia. (257 dead, 400 injured)
February 1998 – “International Islamic Front against 
Jews and Crusaders” was formed under the joint 
names of Bin Laden and Zawahiri.

Bin Laden commanded, saying “Muslims are 
obligated to kill the citizens of the United States and 
its allies.”
July 1998 - Bombing of the U.S. Embassy in Kenya and 
Tanzania.

(223 dead, 4,000 injured)
February 2000 - Attack on the U.S.S. Cole (Aegis destry-
er) off the coast of Yemen.

3) On September 11, 2001, Al-Qaeda’s terrorist at-
tacks on the U.S. shook the world

Bush administration, which identified al-Qaeda 
founder Osama Bin Laden as the mastermind of the at-
tack, demanded that the Taliban regime in Afghanistan 
extradite the mastermind. However, the Taliban regime 
refused to hand over Bin Laden. President Bush (son) 
launched an invasion of Afghanistan, and the Taliban re-
gime collapsed within a few months. However, he was un-
able to arrest Bin Laden.

At the time, Al-Qaeda was a Sunni Islamic extremist 
group waging a global jihad and had already established 
a worldwide network centered on Afghanistan, Pakistan, 
the Middle East, and the African region. The fight with 
terrorism was therefore dubbed the “War on Terror.”

The 2003 war in Iraq was initiated within the con-
text of an extension of the ‘war on terror’. The Iraqi Hus-
sein regime collapsed easily, and President Hussein was 
executed in December 2006.

But the ‘war on terror’ is a jihadism that deviates 
from However, the war continued as an anti-American and 
anti-Israeli battle, initiated by the jihadists and Al-Qae-
da, self-proclaimed Islamists who deviated from Islam.

Ten years later, in May 2011, the United States 
killed Bin Laden in a raid and a firefight by special 
forces.

4) Arab Spring that began at the end of 2010
The Jasmine Revolution in Tunisia spread like wild-

fire as an Islamic mass movement aimed at overthrow-
ing long-term dictatorships in Arab and Muslim coun-
tries in the Middle East. The Ben Ali regime in Tunisia 
was overthrown, the Mubarak regime in Egypt collapsed, 
and the radical Islamist President Morsi was elected in 
Egypt in 2012. In the following year, Egypt’s second revo-
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５）湾岸諸国とイスラエルの接近
湾岸諸国にもアラブの春は波及し、より民主的な政治体

制を要求することとなりましたが、穏健的イスラム主義者
が多数を占めているため暴力的・過激なイスラム主義とは
同調しませんでした。

2014 年 7 月に「イスラム国」が誕生すると GCC（湾岸
諸国機構）6 か国は過激なイスラム主義と本格的に対決す
るようになりました。
①湾岸 6 カ国は 2015 年 2 月、「テロに対する資金断絶。
支配地域の監視強化、ダーイッシュに対する監視強化」を
決議しています。

GCC6 カ国は一貫して「イスラム国」という呼称を嫌い、
ISIL（イラク・レバントのイスラム国）を意味するアラビ
ア語（al-Dawla al-Islamiya al-Iraq al-Sham）の頭文字
をとって Daesh ‘ダーイッシュ’ と呼びます。それはアラ
ビア語の ‘ダーイッシュ’ という意味が「踏みつけて破壊
する者」「不和の原因となる者」という意味となるからです。

②湾岸 6 か国は「‘イスラムの寛容と協調’ によって平和を
取り戻す」とし、「テロ防衛の為イスラエルとの情報共有も
為す」としました。

③またスンニ派湾岸諸国は、「イランの核開発に対する懸
念でもイスラエルと利害が一致」しました。そのような背
景をもって、2015 年 12 月、UAE はアブダビにある国際
再生可能エネルギー機関（IRNEA）にイスラエルの政府
代表部を設置しました。（国交のない UAE にイスラエル
の外交団が常駐するのは初めてのことであった）

④ 2015 年の 12 月 15 日、サウジは「中東、アフリカ、ア
ジアの 34 カ国・地域から成る対テロ「イスラム軍事連合」
を結成すると発表しました。

軍事連合はサウジが主導し首都リヤドに作戦本部を置き、
欧米との連携も視野に入れる、としました。（カイロ時事）
湾岸諸国にとってテロの脅威を取り除くことは焦眉の急で

lution brought the military-backed President Sisi to pow-
er. In Libya, Colonel Gaddafi was shot to death by rebels, 
plunging the country into civil war. In Iraq, reconstruc-
tion appeared to be on track after the Iraq War of 2003, 
but Islamic extremists carrying out violent anti-regime 
terrorism expanded their influence. Anti-regime protests 
that sparked in Syria spread across the country, but the 
Assad regime enforced a relentless military crackdown that 
plunged the country into a quagmire of civil war in 2012.

The series of mass movements is known as the Arab 
Spring. It included a movement for Islamic-style democ-
racy as an element. However, the excessive anti-American 
sentiment in the Arab Republic countries distorted sound 
political reform and the movement was hijacked by rad-
ical Islamic fundamentalism. Finally, it led to the birth 
of ISIS also known as the “Islamic State.” Arab countries 
could not win the battle against the ultra-radical “Islamic 
State” on their own and it took three years to bring down 
the“Islamic State” with military support from multi-na-
tional U.S. and European forces.

In the end, the Arab Spring ended in failure, 
leaving civil war situations in Syria, Libya, and Ye-
men. The Islamic State has been destroyed, but the 
Islamic State militant group remains, and the conflict 
between moderate Islam and Islamic extremism (IS, 
Al-Qaeda, etc.) is still ongoing.

5) Closer relationship between the Gulf States and 
Israel

Although the Arab Spring has led to demands for the 
more democratic political system in the Gulf states, mod-
erate Islamic followers form its majority and the move-
ment did not go along with violent and radical Islamists. 
When the Islamic State was born in July 2014, the six GCC 
(Gulf Cooperation Council) countries began to confront 
radical Islamists in earnest.
(1) In February 2015, the six Gulf states adopted a reso-
lution of “Cutting off Funding for Terrorism, Strengthen-
ing Surveillance of Terrorist Controlled Areas and Daesh.”

The six GCC countries have consistently disliked the 
name “Islamic State” and instead used the name Daesh, 
Arabic word that means ISIL (Islamic State of Iraq and 
the Levant).  The name Daesh is an acronym for the Arabic 
word (al-Dawla al-Islamiya al-Iraq al-Sham). It means “one 
who tramples and destroys” or “one who causes discord.”
(2) The six Gulf states stated that they “will restore peace 
through ‘Islamic tolerance and cooperation’” and “will also 
share information with Israel to defend against terrorism.”
(3) The Sunni Gulf states also “shared interests with Isra-
el in their concerns over Iran’s nuclear program.” Against 
this backdrop, in December 2015, the UAE established an 
Israeli government representative office in the Interna-
tional Renewable Energy Agency (IRNEA) in Abu Dhabi. 

イスラム軍事連合を発表するサウジ・ムハンマド副皇太子
 Saudi Deputy Crown Prince Muhammad Announces Islamic Military Coalition
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あり、レバノンのシーア派ヒズボラ、イラクのシーア派サ
ドル師、イェメンのシーア派系フーシ派の脅威よりも優先
される先決事項だったからです。
　湾岸諸国は「イスラム軍事連合」の結成によりイスラム
過激派組織をイスラム社会と国際社会の共通の敵と断定
し、テロとの戦いを闡明にました。それを受け 2017 年トラ
ンプ大統領は、イスラム過激主義をテロ組織と明確にした
上で「イスラム国」掃討作戦に乗り出しましたのです。アラ
ブ・イスラム諸国 37 カ国はトランプ大統領の掃討作戦を支
持し、イスラム国は崩壊しました。

６）2020 年 9 月 15 日、イスラエルとアラブ首長国連邦
（UAE）、バーレーンは国交正常化に合意・調印した。（アブ

ラハム合意）　

続いてスーダン、モロッコも合意しました。1979 年に国交
を結んだエジプト、1994 年に国交を結んだヨルダンと、合
わせてアラブ諸国は 6 カ国となりました。

以上過去 30 年を振り返りみれば、中東平和は進展し 8 合
目を越えてきています。
中東は平和を希求し、日本の平和への積極的プレゼンスを
期待しています。

(This was the first time that an Israeli diplomatic mission 
was permanently stationed in the UAE, which has no dip-
lomatic relations.)
(4) On December 15, 2015, the same year, Saudi Arabia
announced that it would form “Islamic Military Coalition
against terrorism which consists of 34 countries and re-
gions in the Middle East, Africa and Asia. Military Coali-
tion is led by Saudi Arabia, with its operational headquar-
ters in the capital, Riyadh, it would also look into coop-
eration with the U.S. and Europe. (Cairo Jiji)

The Threat of Terrorism for the Gulf States:It is 
imperative to remove the threat of terrorism for the Gulf 
States, and it was the first priority over the threat from 
the Shiite Hezbollah in Lebanon and the Iraqi Shiite lead-
er Sadr, and the Shiite Houthis in Yemen.
With the formation of the “Islamic Military Coalition,” Gulf 
States designated Islamic extremist groups as common 
enemies of the Islamic society and international society 
and expounded on the fight against terrorism.
In 2017, President Trump embarked on a campaign to 
mop up the Islamic State after designating Islamic ex-
tremism as a terrorist organization. Thirty-seven Arab and 
Muslim countries supported President Trump’s mop-up 
operation and the Islamic State collapsed.

6) On September 15, 2020, Israel, the United Arab
Emirates (UAE), and Bahrain agreed to normal-
ize diplomatic relations and signed the agree-
ment. (Abraham Accords)

Sudan and Morocco followed, bringing the total num-
ber of Arab countries in diplomatic relations with Israel 
to six, including Egypt, which concluded diplomatic rela-
tions in 1979, and Jordan, which concluded diplomatic 
relations in 1994.

Looking back over the past 30 years, peace in 
the Middle East has progressed past the eighth station.

The Middle East desires peace and expects Ja-
pan’s active presence for peace.

アブラハム和平協定合意：アラブ首長国連邦とイスラエル国間における平和条約及び
国交正常化。写真は左からバーレーン　のザイヤーニ外相、イスラエルのネタニヤフ首
相、アメリカのトランプ大統領、アラブ首長国連邦のアブドッラー外相（ウィキペデイア
より）
Abraham Accords: Peace treaty and normalization of diplomatic relations 
between the United Arab Emirates and the State of Israel. Photo from left to 
right: Bahraini Foreign Minister Zayani, Israeli Prime Minister Netanyahu, U.S. 
President Trump, and United Arab Emirates Foreign Minister Abdullah (from 
Wikipedia).
Abraham Accords Peace Agreement: Treaty of Peace, Diplomatic Relations and 
Full Normalization Between the United
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