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	 	 	 	 	 	 	  スウェーデン政府の「国連軍」への協力  

―ハマーショルド事務総長の影響―  

                           小串聡彦 
はじめに 
 
	 スウェーデンは第二次世界大戦後、それまでの「非同盟中立政策」を「国連中心主義」に読

み替えて、国際社会に積極的にコミットしてきた。実際、国連の要請にいち早く対応して、紛争

地域における停戦監視をはじめとして多くの兵員・軍隊を提供してきた。もちろん、そこに辿り

つくまでの道のりは決して平坦ではなかった。冷戦が深刻化するとともに、国連が東西陣営のパ

ワーバランスに振り回され、その中立性の内実が怪しくなる事態にしばしば陥ることになった。

そのように国連が分裂した中にあって、スウェーデン政府はどのような議論を経て、紛争地帯に

おける軍隊派遣を決定してきたのだろうか。そしてハマーショルド事務総長はそのスウェーデン

政府の決定にどれほどの影響を持っていたのだろうか。 
これまでの国連の発展の研究―特に軍隊が関わる国連の発展―においては、事務総長のハマー

ショルドがどのようなイニシアティブを発揮し、どのように交渉をリードし、国際紛争の防止に

寄与してきたかという点に焦点が当てられてきた。ただ、ハマーショルド事務総長がスウェーデ

ン政府とどのような関係にあり、またそれによって、スウェーデン政府の「国連」に対する関与

がどのように影響されたのかについてはあまり知られていない。よって、この論文では、国連協

力を事例にして（特に軍隊・監視団に焦点を当てて）、特に国連の軍派遣（監視団含む）に焦点

を当てながら、スウェーデン政府とハマーショルド事務総長の関係性がどのようなものだったの

かを追う。この点を考察することは、今後の国連事務総長という役割のあり方を確認する上でも、

そして日本と国連との関係を再考するうえでも、意味あることだと思われる。 
	 この論文の構成は次の通りである。まず序章では、スウェーデンの外交政策の変遷について外

観しながら、「中立政策」について簡単に定義を与える。そして第二次世界大戦後、国際連合が

成立してのちのスウェーデン政府のスタンスをまとめる。二章からは具体的なケースに焦点を合

わせていく。二章では、朝鮮戦争、そして「アチソンプラン」（国連総会の平和のための決議）

についてのスウェーデン政府のスタンスをまとめる。第三章では、スエズ危機に際しての国連緊

急軍の派遣に至るまでの道のりを、国連、ハマーショルド、そしてスウェーデン政府の動きを相

互に関連付けて見ていく。第四章は、1958 年のレバノン危機における国連監視団の派遣につい
て、そしてコンゴ危機における、ハマーショルド事務総長とスウェーデン政府の関係をみる。最

後の五章では、ハマーショルド事務総長がスウェーデン政府および世論に与えた影響について、

その後のスウェーデン政府と国連との関係をあわせて、まとめて考察したい。 
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序章	 ―国際連合成立後のスウェーデンの中立政策の変遷― 
 

1814 年以来、戦争を経験していないスウェーデン。それに大きく寄与してきたのがいわゆる
「中立（非同盟）政策」である。これによって、クリミア戦争、ドイツ＝デンマーク戦争、そし

て二つの世界大戦に巻き込まれることがなかった。そして第二次世界大戦後は、それまでの中立

政策を、国連中心主義へと読み替えて、積極的に国際社会へと貢献してきた。ここでは、そもそ

もスウェーデンの中立政策とは何だったのか、そして第二次世界大戦後、国際連合の成立によっ

てどのようにその性質が変わってきたのかについて簡単にまとめる。 

 
（１）スウェーデンの中立政策～第二次世界大戦後まで 
スウェーデンの中立政策とは、厳密に言えば、平時における非同盟、そして戦時下の中立のこ

とを指す。スイスが国際法のもとで認められたものであるのに対し、スウェーデンの中立政策は

憲法にも法にも定められておらず、あくまで自国政府の宣言によるものである1。他と比べてあ

る種の曖昧さを持つその中立政策は、スウェーデンの地政学上の産物だといえる。1809 年にカ
ール・ヨハン 14世が王位に就いたのち、スウェーデンはフィンランドを失い、ノルウェーを手
に入れた。それまでのスカンジナビア半島における覇権を巡る争いに終止符が打たれた。 
こののち、スウェーデンはイギリスとロシアという大国の狭間での舵取りを強いられることと

なった。どちらへ転んでも戦争を招きかねない状況のなかで、スウェーデンはいわゆる中立を模

索するようになる。1834 年にイギリス政府へそれらしき通知が送られたのがその始まりといわ
れている2。その後、1871年にドイツがフランスを破り、大国として存在感を高めると、スウェ
ーデンはオスカル 2 世のもとで、ドイツへと擦り寄り始める。しかし軍事同盟を結ぶまでには
至らなかった。ドイツとの同盟によって、ロシアや英国に対抗できる戦力が得られるかわからな

かったからである。かくして、ロシア、ドイツ、フランス、イギリスという大国のバランス・オ

ブ・パワーの隙間を縫うように、スウェーデンは中立を通すこととなる。 
その後、第一次世界大戦では、国家総動員の武装中立と綱渡りによる外交交渉を駆使して戦争

を免れた。ベルサイユ会議を経て、国際連盟が誕生すると、スウェーデンは各政党間での激しい

対立のすえに加盟を決めた。社会民主党がいわゆる国際主義の流れに沿って主に賛成の立場だっ

たのに対して、保守陣営と農民党は反対に回った。このとき議論の焦点になったのは、国際連盟

に加盟したときにどの程度の主権（特に軍事面における）を委譲するのかという点だった。特に

軍事制裁における自国軍隊の派遣などが議論されたが、その規約の解釈においては「経済制裁な

どの決定については尊重するが、武装中立政策においては必要性がある場合にはこれを維持する

3」との見解が大勢を占めるようになり、最終的な議会の投票の結果、1920年に国際連盟への加

                                                   
1 Sverker Astrom, “Sweden’s policy of neutrality”, (The Swedish Institute 1883) 6 
2 Wilhelm M. Carlgren, “Neutrality and defence: the Swedish experience” (Wallin＆Dalholm Boktr AB 
1984) 11 
3 National Studies On International Organization, “Sweden and the United Nation” (Carnegie 
Endowment International Peace 1956) 21 
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盟を決めた。実際、当時のスウェーデン政府は、国際連盟に期待を抱いていた。社会民主党のブ

ランディング内閣は、国際連盟が小国の連帯を助け、大国に対するカウンターバランスになると

考え、1925年の国会において軍縮を積極的に推し進めた4。ただし、国際連盟への熱烈な支持だ

けではなく、世界的な平和ムードと地政学上有利な状況が作用していたことも大きい。つまり、

このときは仮想敵国の代表格であるドイツ、ソ連がともに疲弊しており、しかもこの二カ国とス

ウェーデンの間にはポーランド、フィンランド、そしてバルト三国などバッファー（緩衝材）の

役割を果たす国々が存在していたのである。 
しかし 1929 年に世界恐慌が起こり、1930 年代には日本が国際連盟を脱退し、ドイツではヒ

トラーが政権を握ると、それまでの平和ムードに重々しい空気が漂い始めた。特に、イタリアの

ムッソリーニがアビシニアを侵略したとき、国際連盟が効果的な対策を打てなかったことの影響

は大きかった。平和の番人と信じられた国際連盟が機能不全に陥っていることは誰の目にも明ら

かとなった。そして 1939年９月、ドイツがポーランドを侵攻した。これをもって、北欧四国は
揃って中立を宣言する。その翌月、デンマーク、ノルウェー、スウェーデンの王、そしてフィン

ランドの大統領がストックホルムへと集結した。焦眉の議題は「フィンランドを助けるかどうか

―お互いに同盟を組むか」。しかし最終的に、スウェーデン政府はフィンランドとの同盟を諦め

た。自国に戦火が及ぶことを恐れてのことだ。国民の間にはフィンランドに対するシンパシーが

強くあったものの、当時の首相で社会民主党の党首であるハンソンは「あまりにも冒険的に過ぎ

る」と拒否したのであった。こののち、ソ連がフィンランドへの侵略を始めた。フィンランドの

崩れ落ちていく様子は、スウェーデン人に大きな衝撃をもたらした。すぐに「フィンランドのた

めに立ち上がれ！(Finnish cause is our cause)5」というスローガンがうねりを上げて沸き起こ

り、多くのスウェーデン義勇兵が自らの意志でフィンランドの戦線へと向かった。 
その翌年、ドイツ軍の侵攻によってデンマークとノルウェーの国土が蹂躙されると、事実上の

緩衝地帯は消滅した。まっさらな平地に投げ出されたスウェーデンは、さまざまな要求をドイツ

から受けることになるが、もはや取りうる選択肢はなかった。スウェーデン政府はドイツ側に大

きな譲歩をすることで、ドイツ兵や武器弾薬の輸送に協力し、鉄や金属の原材料の提供に加担す

ることとなった。厳密な意味での「中立性」は犯しながらも、このギリギリの巧みな外交交渉に

よって、スウェーデンは自国を戦争の「蚊帳の外」に置くことに成功したのだった。 

 
（２）国際連合加盟を巡って	 ～中立と連帯～ 
第二次世界大戦が終結に向かい、国際連合が輪郭を持ち始めていた。スウェーデンは国連に関

する議論には実質上参加していなかったものの、スウェーデン政府は自国の加盟を含めて、国連

のあり方について検討を始めた。ダンバートンオークス会議の後には、スウェーデンの学者や政

治家によるスタディーグループが編成され、彼らの議論は「第二次世界大戦後の平和と安全～ス

ウェーデンの貢献について」として発表された。	 	  
                                                   
4 Stig Hadenius, “Sweden Politics During 20th Century –Conflict and Consensus” (Swedish 
Institute,1999) 54  
5 Herman Lindqvist “A History Of Sweden”( Norstedt 2006) 685 
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国連加盟におけるスウェーデンの取りうる姿勢について、二人の外交専門家から意見が出され

た。ここでは「中立（neutrality）」と「連帯(solidarity)」を巡って対立が浮き彫りとなった。
当時、外務大臣であったグンセルは、「スウェーデンは国際連合によって決定されたいかなる義

務をも受け入れる。スウェーデンの主権を脅かさない限りであれば」と述べた。彼の主張は次の

ようになる。わが国の平和を脅かす危険の種子は超大国間の対立の中にしかない。もしスウェー

デンが東西のブロックの一方に加担すれば、大国間の戦争が起こったときに参戦せざるを得ない。

よってスウェーデンはどちらのブロックにも属さずに「中立」を維持するべきである、と。これ

に対して、のちにグンセルから外務大臣を引き継ぐことになるウンデンは「スウェーデンは『中

立』に固執するのではなく『連帯』を重視するべきだ」との自説を展開した。彼によれば、経済

であれ軍事であれ、安全保障委員会によって決定された義務はどの国もが遵守すべきものである。

そして、そのような連帯こそが戦争の回避には不可欠なものだ6、という。 
しかし、細かな差異はあれども、国連加盟においては総論として議論の余地は無かったといえ

る。これには二つの理由がある。そもそも、拒否権を有する大国の間で紛争が沸き起こった場合

には、全会一致の原則を持つ安全保障理事会は機能不全に陥り、加盟国を拘束するような決定を

出すことができない。つまり、大国間での対立が起こった場合には、スウェーデンは今までと同

様、中立政策を維持できると考えられたのである。もう一つの理由は、第一次大戦後に存在して

いた地政学上のバッファー（緩衝材）が、第二次世界大戦後にはソ連の影響力拡大に伴い消滅し

てしまったことだ。（ex フィンランド）、つまり、スウェーデンが単独でソ連に対抗できる力は
ないという現実主義の観点からしても、国連への加盟は必然だったといえる。この結果、第一次

世界大戦後、国際連盟への加盟を巡って沸き起こった激しい政党間対立も経ることなく、スウェ

ーデンは 1946年に国連へ加盟することとなった。 

 
（３）北欧三国軍事同盟とＮＡＴＯ	 ～冷戦の深刻化～ 
国際連合への加盟後、スウェーデン政府と国連における軍事協力についての具体的な議論は、

1950 年の朝鮮戦争の勃発まで沈静化することとなる。その代わり、外交政策における焦眉の議
題となったのが、軍事同盟を結ぶかどうかという点だった。スウェーデンの取りうる選択肢とし

ては、主に次の二つが存在していた。(１)伝統的な（非同盟）中立政策から抜け出し、西側諸国
との同盟関係を結ぶ。(２)あるいは北欧三国中立同盟を結成する―。 
西側諸国との連携については国会の外でも多くの議論が行われていた。西側陣営との連携を支

持するスウェーデンの高級紙ダーゲンスニーヘットは、「軍備の隙間（gap defence）」という概
念を作り出した。スウェーデンが大国からの侵略を防げるほどの武装には膨大なる国防予算が掛

かり、とても賄うことができない。ゆえに、このギャップを埋めるためには他国との軍事同盟を

結ばなければならない、という。しかし同紙は、一方で西側陣営と同盟を望んでいながらも非同

盟中立策は維持するとも論じていたため、その主張には一貫性を欠いた曖昧さがあった。大多数

の政治家、政府高官はやはり伝統的な非同盟中立策を堅持していた。 

                                                   
6 National Studies On International Organization, “Sweden and the United Nation” 34 
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冷戦の深刻化とともに、この同盟を巡るイシューは具体的な選択肢を伴って立ち現れた。1948
年 2 月にチェコ＝スロヴァキアの共産党のクーデター勃発を受けて、スウェーデン政府は、西
側陣営との同盟に加えて、デンマークとノルウェーとの「北欧三国防衛同盟」を模索し始めた。

ウンデン外相は、国連憲章第 52条による地域的協定としてノルウェーとデンマークに打診をし
た。もともと北欧諸国が文化的にも社会的にも同質的なこともあり、この北欧同盟の理念に関し

ては三国それぞれに異議はなかった7。デンマークとスウェーデンは積極的だった。しかし、ノ

ルウェーのランゲ外相は、北欧三国のみによる軍事同盟について疑問を呈した。スウェーデン政

府が北欧同盟を他から独立した「中立的」なものを目指していたのに対して、ノルウェーはこの

三国のみの共同防衛では大国の侵略に抵抗できないと考えていた。つまり、軍備援助を含めて西

側陣営との同盟関係が前提条件だったのである。そして 1949年 1月、北欧三国中立防衛同盟の
構想が立ち消えに終わったことが発表された。その結果、デンマークとノルウェーは生まれたば

かりの NATOへと加盟し、スウェーデンは非同盟中立を維持していくこととなった。 

 
第二章	 ―朝鮮戦争におけるスウェーデン政府の対応― 

 
（１）朝鮮戦争におけるスウェーデン政府の対応 
第一章で見たように、スウェーデンは国際連合に加盟したのちも、西側陣営にも東側陣営にも

与することなく非同盟中立を維持していた。ただ、紛争が起こったときに国連に対して、どの範

囲での貢献をするのかについては議論が深まらないまま、不問に付されていた。そんななか、突

如勃発したのが朝鮮戦争だった。1950年 6月 25日、北朝鮮が南へと侵略を始めた。6月 27日、
安全保障理事会はこれを非難する決議を発表し、スウェーデン政府もこれに歩を合わせた。ただ、

国連による南朝鮮への支援策をスウェーデン政府が実行に移すためには、まず外交政策の専門委

員会での協議を経なければならなかった。その回答は、7月 3日に出された。 
スウェーデン政府は「南朝鮮による軍事行動は平和に対する侵略である」「このような侵略に

対しては毅然として対応する必要がある」と発表した。一方、軍事行動を伴う支援に対しては、

「スウェーデン政府は国連の要請に沿う立場にない」との見解を示した。続く 7 月下旬での声
明では、医療などの人道支援の分野に限って援助を行う可能性を示唆し、実際に 8 月の末に実
行に移された（この医療支援は 1957 年までスウェーデンの管理下の下で運営されたのち、67
年まではデンマーク、ノルウェーとともにスカンジナビアメディカルセンターとして存続8）。政

党間における意見の不一致は、共産党以外はほとんどなかった。共産党だけが「北朝鮮は侵略国

家ではない」というソ連政府の見解を持っていた。つまり、朝鮮戦争はその他の世界には関係の

ない「内戦」である。それに対してアメリカは植民地戦争をけしかけ、国際連合が支援をしてい

る、と。そしてスウェーデン政府に対しては、国連との共同歩調に関して「非同盟（中立）政策

をかなぐり捨てた」と痛烈に非難を加えた。 
                                                   
7 武田龍雄『北欧の外交』（東海大学出版会 1999年）74頁 
8 Gunnar Jarring, “Neutrality and Defence: the Swedish Experience” (Wallin＆Dalholm Boktr AB 
1984) 61 
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	 伝統的な非同盟（中立）政策と国連協力との両立については、さまざまな意見が飛び交ったが、

外相のウンデンは 8 月 30 日のスピーチにおいて、「今回の人道的貢献については国際連合を維
持・発展させる熱意の表れであるが、スウェーデンの非同盟政策の基本的なアイディアからは逸

脱していない。国連からの要請を受け入れるかどうかを最終的に決めるのはスウェーデン政府

だ」と述べたうえで、「もし朝鮮戦争が大国間の戦争へと発展した場合には「スウェーデンは武

装中立を宣言し、戦火が自国に及ばぬように全力を尽くす9」といった。 

 
（２）中国義勇軍に対する決議を巡って 
	 こののち、朝鮮戦争を巡る議題は中国へと移っていく。マッカーサー率いる連合軍が北朝鮮を

押し戻し、38 度線を越えたところで中国の義勇軍が怒涛の勢いで参戦してきた。この義勇軍は
中国政府の支援を受けて組織されたことが後に明らかになった。共産党は、これを国際連合軍の

形をした米国の侵略であり、中国の主権を脅かした結果であるため正当化できると抗弁した。こ

れに対して、西側陣営は、中国軍の国際連合に対する軍事行動であり、中国は明らかに「侵略者

(aggressor)」であると主張した。ウンデン外相は上院でのスピーチにおいて、中国による朝鮮
戦争への参戦について非難を述べる一方で、行き過ぎた国連軍の進駐についても「軽率な行動で

あった」と批判した。そして、西側陣営の盛り上がる中国への敵意についても釘を刺した。「中

国が朝鮮戦争に参加したからといって、西側陣営も参戦せよというのは馬鹿げた考えだ。それは

何としても避けなければならない」。しかし、このウンデンのスピーチは国内の保守系有力紙か

らも大きな批判を受けることとなる。ダーゲンスニへーテル紙は、南に侵攻した北朝鮮に対して

は厳しい対応をする一方、国連軍に攻撃を加えた中国には甘い対応をしている。これはダブルス

タンダードであり、ある種の「敗北主義（defeatism）10」である、と書きたてた。 
この中国の義勇軍の是非を巡る政党間対立は予想以上に大きく、アメリカの草案による国連決

議の投票を巡っても、合意には至らなかった。アメリカは次の二つの草案に賛成票を投じるよう

要求していた。①中国を侵略者として非難する②中国に対して経済制裁を加える―。保守派の穏

健党と中央党は、西側陣営との連携の必要性から、前者に賛成を、後者に棄権をするよう訴えて

いたが、スウェーデン政府は最終的にどちらにも棄権票を入れることとなった。 
他の NATO 加盟国（デンマークやノルウェー）が賛成票を投じるなかで、スウェーデンのこ

の棄権という選択に国内から批判が上がった。これに対してのちに閣僚メンバーとなるリンドス

トルムは、次のように切り替えした――国連総会における決議勧告は加盟国の行動を拘束しない。

たとえ、中国を“侵略国”として非難する投票をしたとしても、制裁に関する決定権はいまだに

スウェーデン政府が握っているのである。「それにもかかわらず、スウェーデンが投票を棄権し

たのは『最初から距離を取っておいたほうがのちに決定から抜け出すよりも簡単だからだ（it is 
easier to keep out than to get out―Mark Twain』11」。ウンデン外相もまた、ダブルスタンダ

ードを採用したことについて「北朝鮮の侵攻に対する国連の行動を支持したのは、この戦争が朝

                                                   
9  National Studies On International Organization, “Sweden and the United Nation” 73	  
10 National Studies On International Organization, “Sweden and the United Nation” 81	  
11 National Studies On International Organization, “Sweden and the United Nation” 94 
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鮮内だけに限定されるという前提があったからであり、今回の中国に対する非難決議を棄権した

のはそれが大国間の戦争に発展する可能性があったからである。そのことがそんなに驚くべきこ

となのだろうか」と反論した。スウェーデン政府の行動の背後には、国連における大国の対立を

どうにかして回避させたいという「平和への願い」と、自国の安全保障を確保するために、大国

間戦争の局外に立つという「現実主義」が貫かれていたといえる。 

 
（３）アチソンプラン 
	 アチソン国務長官は、1950 年 11 月の国連総会において後の「アチソンプラン」として知ら
れる「平和に対する決議」を提出した。安全保障理事会が拒否権の発動により機能不全に陥った

場合、総会での多数決により勧告決議を行えることを目指したものだった。スウェーデン政府は、

総会がイニシアティブを取ること自体には賛成を表明したものの、集団安全保障における軍事協

力については、国内法（軍隊派遣は自衛の範囲のみ）や中立政策を考慮した結果、投票を棄権し、

曖昧な姿勢を突き通した。ただし、このことは、スウェーデン政府が「平和への決議」に全く参

加する意図がないわけではなかった。ウンデン外相は「国連憲章の言葉が空虚なものにならない

ように、国連も状況に合わせて変わっていかなければならない」「この決議は国連の未来にとっ

て嬉しい兆しである12」と表明、その状況に応じてできるだけの貢献をしていくことを示した。

実際、スウェーデン政府は、国連の要請に沿うような軍隊派遣の形を考案し、志願兵システムを

検討している13。しかし軍隊の指揮系統、司令官における複雑な点について議論は深まらなかっ

た。それが形を成すのにはスエズ危機が起こるのを待たねばならない。 

 
第三章	 ―ハマーショルドとスエズ危機―  

 
（１）ハマーショルド事務総長の誕生 

1953年３月 31日、新聞記者からその知らせを聞いたときハマーショルドは冗談だと思った。
「エイプリルフールのいたずらに違いない」。だが、それは本当だった。翌日になって正式に安

全保障理事会から事務総長就任の通達を受けた。驚いたのは、ハマーショルドだけではなかった。

世界の誰もがハマーショルドを知らなかった。アメリカのダレス国務長官がこの一報を受けたと

き、「ハマーショルドとは一体どのような人物なのだ？」と困惑したという14。 
前任者のトグルブ・リーがソ連からの激しい批判にさらされ辞任したのち、世界が必要として

いたのは東陣営からも西陣営からも超絶とした、タフでクールな仲介者だった。実際、最初の候

補にはカナダのピアソンやフィリピンのラムロの名前が上がっていたが、ソ連の反対により立ち

消えになっていた。最後に名前が挙がったのが非同盟中立を掲げる国、スウェーデンだった。ハ

マーショルドは、経済官僚の時代からその非凡さは知られており、特にヨーロッパ経済機構

（OEEC）のスウェーデン代表として、マーシャルプランの受け入れにおいて発揮した存在感は
                                                   
12 G.A.O.R. 5th Sess., 361st Mtg., 12 Oct. 1950, P108 
13 Nils Andren, “Power-Balance and Non-Alignment” (ALMQVIST＆WIKSELL 1967) 80 
14 I.E.Levine, “Champion of World peace” (Julian Messner Inc 1962) 83 
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誰もが認めるところだった。安全保障理事会は、ハマーショルドに事前の相談もなしに彼を事務

総長に推薦し、それが認められた段階で初めて知らせた。「事前に相談したら断られる可能性が

高かった」（グラッドウィー15）。ハマーショルドは選択の余地なくこれを受け入れた。 
スウェーデンの名門家系に生まれたハマーショルドは、幼少期から頭脳明晰だった。ウプサラ

大学、ケンブリッジ大学、ストックホルム大学では、哲学、法律、そして経済学を学んだ。若き

日のハマーショルドにとって父親であるヤンマル・ハマーショルドの影響は大きかった。彼はウ

プサラ市の知事を勤め、第一次世界大戦中はスウェーデンの戦時首相となり、武装中立の貫徹に

よって国難を乗り切った。そんな父親の口癖は「中立とは、両方の陣営に YESではなく NOと
いうこと」だった。ハマーショルドはその言葉を胸に秘めて国連事務総長の仕事に就いた。 
ニューヨークの国連本部に着いたハマーショルドは、今後の方針を再確認した――公開外交を

できるだけ避けること。前任者のリーがあれほどソ連から激しい非難を浴びて辞任した理由の一

つが、報道陣に対してフランク過ぎるところだった。リーは思うことを率直に、しかも感情に訴

えるように話した。メディアは彼の雄弁に喜んで飛びつき、大言を捕らえて誇張して表現した。

この行き過ぎたオープンネスが、思慮深い外交を妨げるきっかけになったとハマーショルドは感

じた。若き日のハマーショルドは、国際連盟の父・ウィルソンの信奉者だったが、悲惨な第二次

世界大戦を経験して現実を観察するにつれて、公開外交に懐疑の目を向けるようになる。そして、

基本方針として、メディアを常に警戒し、できるだけ個人外交を行うように心がけた。 

 
（２）北京へ飛ぶ―神話へ 
ハマーショルドの事務総長としての最初の大仕事は、北京政府との交渉だった。1954年 1月、

国連の任務として北朝鮮付近を飛行中だった戦闘機が中国により撃墜され、アメリカ人乗組み員

11人が捕まった。このことは11月の中国のアナウンスによって正式に明らかになった。中国は、
彼らスパイ（CIA）が国土を侵犯したとして長期間の禁固刑を言い渡すと発表。これに対しアメ
リカは「彼らは国連の任務として、朝鮮半島を飛行中に攻撃された。中国の国土ではない」と猛

反発し、緊張が高まった。しかしこの二カ国同士の交渉できる余地は限られていた。国務長官の

ダレスも大統領のアイゼンハウアーも中国に対して強行に出れば戦争になりかねないと懸念し

ていた16。その結果、すべての大役はハマーショルドに委ねられることとなった。1954年 12月
における総会決議で、ハマーショルドに問題解決のイニシアティブを取ることを付託した。 

12月 30日、ハマーショルドは北京に飛び、周恩来との会談を行った。ハマーショルドは、乗
組み員は国連の任務だったことを強調して彼らの解放を求めた。周恩来は中国の国連からの除名

についての不快感、そしてアメリカの帝国主義的行動、国連におけるアメリカ支配に対する懸念

を示した。もともと共産党中国の国連からの除名について懐疑的な姿勢を持っていた17ハマーシ

ョルドは、これに対して真摯に向き合うと応対した。中国から明確な解答は得られなかったもの

の、お互いに打ち解けた雰囲気のなかで前向きに中国訪問は終わった。ニューヨークへ戻ったあ

                                                   
15 I.E.Levine, “Champion of World peace” 82 
16 Brian Urquhart, “Hammarskjold” (W.W. Norton and Company 1994) 97 
17 Mark W. Zacher, ”Dag Hammarskjold’s United Nations” (Colombia University Press) 50 
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と、ハマーショルドを待っていたのは予想以上の批判の波だった。目に見える成果をもたらさな

かったことから、アメリカ国民のみならず、国務長官のダレスからも、この訪問を疑問視する声

が上がった18。しかし、ハマーショルドはもう少し時間が必要だと辛抱強く説明した。アメリカ

が強行姿勢を取ることによって、得られるはずの中国の譲歩が失われることを懸念していた。 
実際、中国政府は 5月 30日、ハマーショルドの要求に答えてアメリカ兵 4人の解放をアナウ

ンス。残りの 11人の解放は、ハマーショルドの 50歳の誕生日である 7月 29日の二日後に発表
された。そのときのハマーショルド宛の知らせの中には、「総会決議に対するものではなく、あ

くまで事務総長に対する個人的な友情から」という言葉が添えられていた19。この解放の発表は

世界中から拍手喝采で迎えられ、この北京訪問によって、ハマーショルド個人に対する信頼、失

墜していた国連の威信が大きく回復することとなった。 

 
（３）スエズ危機	  

1956年 7月、エジプトのナセル大佐はスエズ運河の国有化を宣言した。アメリカが拠出する
はずだったアスワンハイダムの資金が、ダレス国務長官の突然の拒否によって手に入らなくなっ

たことが直接の理由だった。特に驚いたのは、イスラエル、イギリス、フランス。イギリス、フ

ランスは利権を巡る理由から、イスラエルは安全保障上の理由から、これに抗議をした。彼らは、

表面上は交渉による平和的な解決を目指していたが、水面下ではエジプトへの武力侵攻も辞さな

い構えだった。スエズ運河の国際共同管理を目指したロンドン会議が破綻に終わったのち、問題

は国連安保理へと持ち込まれた。ハマーショルドはイギリス、フランス、エジプトの外相と私的

会談を持って解決に当たった。そのまさに現在進行形のうちに、イスラエルの攻撃が始まった。 
10月 29日、イスラエル軍は国境を越えてシナイ半島に攻め入り、怒涛の勢いでゴラン高原と

ガザ地区を占領した。世界中が驚きと失望の声を漏らした。驚き冷めやまぬまま、翌日にはイギ

リスとフランスが、イスラエルが即時停戦に応じなければスエズ運河の安全確保のために武力介

入する旨を発表、実際に介入を始めた。安保理でのアメリカによる即時停戦の決議案（①イスラ

エルの撤退②他国の介入の禁止）はイギリスとフランスの拒否権により葬られた。国連が機能不

全に陥るなかで、31日、ハマーショルドは新しい決意めいた演説を行った。「事務総長はすべて
の加盟国が憲章の全条項を遵守するとの前提に立たない限り職務を遂行することはできない。彼

はまた憲章に書かれた仕事を実現していく諸機関が満足に活動する状態にあると考えうるので

なければならない」。これは、ハマーショルドが事務総長としてより積極的な役割を果たしてい

くこと、もしそれに反対する国があればいさぎよく辞任することの宣言であった20。 
その後、ユーゴスラビアの提案により議論の場は、翌日（1日）の総会へと移されることにな

った。そこでは安保理で拒否されたアメリカ案が多数決で採択され、決議のなかで事務総長に停

戦のためのイニシアティブを取ることを求めた。また 1 日の総会の前に、カナダのレスター・
ピアソンがハマーショルドのもとを訪れ、国連緊急軍の創設について打診をしている。ハマーシ

                                                   
18 Brian Urquhart, “Hammarskjold” 97 
19 I.E.Levine, “Champion of World peace” 115 
20 Richard A Miller, 波多野裕造訳 “ハマーショルド総長の生涯” (日本外政学会) 66 
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ョルドはこの話を聞いたとき懐疑的な姿勢を示したが、それ以外に道が残されていないことも分

かっていた。ハマーショルドは、ソ連や他国がこの戦争に介入する前に、イスラエル、イギリス、

フランスを追い出したかった。そのためにも、彼らの後を引き継ぐ軍隊を作る必要があったのだ。 
ハマーショルドは、ピアソンの当初の案に二つの点で修正を加えた。ピアソンの草案は、①こ

の国連緊急軍にイギリスとフランスを含む必要があり、そして②国連緊急軍の入国に際してエジ

プト政府の承諾を得る必要はない、というものだった。ハマーショルドは前者については、エジ

プトやソ連の批判をかわすためにも、そして大国戦争の可能性をできるだけ除去するためにも小

国だけの構成を希望した。後者については、国際法の面からも現実的な面からも必要だと主張し

た。そして新しく改訂された草案は 7 日の総会において承認された。その中でハマーショルド
は国連緊急軍の役割について次のように書いている。「（その役割とは）停戦がなされた後、エジ

プト政府の了解のもとで国境を越えて入り、外国軍の撤退が支障なく完遂することを、11 月 2
日の国連決議の範囲内で見守ることだ。これら役割の遂行以外には何の権利も有していない21」 
国連緊急軍の拠出先についてはスムーズに決まった。ノルウェー、コロンビア、カナダ、イン

ドが名乗りを挙げ、のちにスウェーデン、ブラジル、メキシコ、ニュージーランド、イランなど

がそれに続いた22。残された問題は、この国連緊急軍をいかにしてエジプトへと送り込むかとい

う点だった。エジプトのナセルは当初、自国の主権が制限されるのではないかと不安に感じ、緊

急軍の受け入れを渋っていた。最終的には、ハマーショルド自身が 11 月 17 日、カイロへと乗
り込み、ナセルを説得することに成功する。そして 12 月 22 日にイギリスとフランスの撤退が
完了した。 

 
（４）国連緊急軍（UNEF）とスウェーデン政府 
ハマーショルド事務総長から国連緊急軍への協力要請が来たのは 11月 5日のこと。スウェー

デン政府は特別に閣議を開いてこれを検討した。そして「スウェーデン政府は原則として、この

たび提起された国連軍にわが軍を参加させることでこれを支援していく」との声明を出した。軍

の上層部の少数はこの案に懐疑的な姿勢を示しものの、スウェーデンの世論も概して賛成を示し

ており、政党における反対は中央党（agrarian）を除いてほとんど見られなかった23。 
スウェーデン政府には、軍隊派遣に際して二つの選択肢があった。自衛以外の目的のために軍

隊を使うことを禁止するという法律を改正するか、法律は変えずに志願制（voluntary）という
形を取るか――。スウェーデン政府は、この法律を変えることは得策ではないという結論に至り、

志願兵制を採用することになった24。また派遣に際して部隊を小さくするなど条件づけをした。

こうして総勢で 400 人のスウェーデン人兵が送られることとなった。ウンデン外相はスウェー
デン軍の出発に際して次のように述べた。「スウェーデンの部隊がエジプトに駐留するのは他国

                                                   
21 Mark W. Zacher, “Dag Hammarskjold’s United Nations” 144 
22 カナダ、ノルウェー、デンマークは NATO加盟国だったため当初エジプトから反対を受けた 
23 Nile Skold, “United Nation Peace Keeping after Suez War” (Hurst＆Company, London ST, Martin’s 
Press New York 1996) 31 
24 Nile Skold, “United Nation Peace Keeping after Suez War” 31 
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と同盟を持っているからではない。これは、我が国と国連との『連帯』のあかしに他ならない25」。 
どうしてスウェーデンは軍隊の派遣に踏み切ることができたのか―。このスエズ紛争において、

イスラエルの侵略、イギリス、フランスの国連決議を無視しての介入は、国際社会に対する明ら

かな挑戦だったこと、そして何より、世界の二大超大国であるアメリカとソ連の利害が一致した

ことから大国間戦争に巻き込まれる可能性が低かったことがその理由として挙げられる。むしろ、

この状況のなか、国連部隊を派遣せずにイスラエル、イギリス、フランスをエジプトに駐留させ

ていれば、ソ連や中国の介入を招きかねず、大国間の戦争に発展するおそれがあった。その意味

で、スウェーデンにとって国連緊急軍に協力し貢献することは、非同盟中立政策の目的（「大国

間戦争の局外に立つこと」）とも見事に合致していたといえるだろう。 

	  

第四章	 ―レバノン危機、コンゴ紛争― 
 
（１）レバノン危機 
	 1958年2月、中東のパワーバランスに大きな変化が見られた。エジプトがシリアと手を結び、
アラブ共和国を結成したのだ。汎アラブ主義を掲げるエジプトのナセルは、西側諸国に対する姿

勢を強めつつ、西側と関係を持つアラブ諸国に対しても水面下で反政府活動を支援していた。「好

むと好まぬに関わらず、あらゆるアラブの大地にはアラブ人の意思があるはずなのだ26」とナセ

ルはアラブ人の民族主義に訴えかけ、アラブの統合に強い意志を示していた。これに危機感を覚

えたのはイラクやヨルダン、レバノンといった反ナセルの国々。イラクとヨルダンはアラブ連合

を結成して対抗の構えを示すが、レバノンは自国内の多数のキリスト教徒など特別な事情を考慮

したのち、アラブ連合に加盟することなく我が道を突き進むことを選択する。 
	 しかし、レバノン国内のアラブ主義者たちは反政府運動を強めていた。内戦は日に日に激しさ

を増した。耐え切れなくなったレバノン政府は、アラブ連合共和国が（シリアの国境を通じて）

反政府運動を支援していると訴え、外部の助けを求めた。5月 27日の安全保障理事会にてこの
問題が取り上げられた。ここで、ナセルに敵意を持つアメリカが「レバノンに対する他国からの

干渉を防がなければならない。我が国はレバノンに軍隊を出す用意がある」と発表。レバノンは、

このアメリカの発表を受け入れる構えだったが、ソ連はこれに猛反対した。中東における小さな

対立は、一歩踏み間違えれば世界中を巻き込みかねない危険な状況に変わった。 
ハマーショルド事務総長は、大国間の戦争だけは避けたいと考えていた。この中東の対立の種

子が大きくなる前に取り除けないかと頭を巡らせていた。そこへスウェーデン政府が一つの解決

策を持ってきた。その中身は、レバノンに国連監視団を派遣し、他国からの干渉（反政府運動へ

の支援）が行われないように見守るというものだった。ハマーショルドはこのスウェーデンの案

を受け入れ、6月 10日の安保理で議題に挙げられたあと、翌 11日の投票により採用された（レ
バノンは賛成を投じ、ソ連は投票を棄権した）。すぐさまスウェーデン、ノルウェー、インドな

                                                   
25 Unden December 10, 1956. 
26 I.E.Levine, “Champion of World peace” 146 
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どから人員を選び、国連レバノン監視団（UNOGIL）が結成。翌日には第一部隊がレバノンへ
と向かい、その任務を開始した。このときの国連監視団はのちに、国連による最初の「予防外交」

の試みとしてよく知られるところとなる。そして、ハマーショルド自身も 19日に現地へ飛んだ。
その後、カイロにてナセルとも会談を交わし、レバノンに対する工作活動を止めることを約束付

けた。中東につかの間の休息がもたらされたかに見えた。 
平和の針を巻き戻したのは、7月 14日のイラクでの革命だった。政府高官は次々と殺され、

国王であるファイサルも暗殺された。アメリカはこのクーデターを共産党グループによるものだ

と思い込んだ。共産主義の波が隣国に波及しないようアメリカはレバノン政府の要望に答えて、

翌 15日に軍隊を派遣した。イギリス政府もヨルダンの沿岸部に軍隊を送った。ハマーショルド
は、この米英の性急で、国連の枠を外れた行動に不快感を示した。アメリカが派遣を行う直前に、

国連大使のロッジに対して「レバノン国内における事態が悪化したことではなく、イランにおけ

る革命を受けて軍隊派遣を決定することは法的に見て根拠が薄いといわざるをない。アメリカの

軍隊がレバノン国境に現れれば、ナセルを刺激することに繋がるだろう27」と苦々しく語った。 
アメリカ政府は、撤退を円滑に行うために、アメリカ軍と国連監視団が共同で行動することを

提案したが、ハマーショルドはこれを頑として拒絶した。もしアメリカ軍と国連監視団が同一と

見なされれば、国連の中立という立場が脅かされるからだ。また、ハマーショルドは、国連監視

団の果たす重要な役割については自覚的だった。この監視団がいなければ、レバノンは大国が直

接向き合う場となるだけでなく、アメリカ軍の撤退を促すこともできなくなる。東と西の戦いの

狭間に、唯一の緩衝材として国連監視団は無くてはならないものだったのである。 
ところが、ハマーショルドが最も予想しない国から、全く予想外の通達が届いた。スウェーデ

ン政府が、国連監視団から自国兵を引き上げると要求してきたのだ。外相のウンデンは「アメリ

カ政府による軍隊派遣は、6 月 11 日に決定された国連監視団の前提条件を根本からひっくり返
した。よって状況が改善されるまで監視団の活動を停止することを求める28」といい、スウェー

デン国連大使のグンナルにこの内容を安保理の議題に載せるよう指示した。ウンデンはスウェー

デン兵を含む国連監視団がアメリカと同一視されることを懸念する一方、これが大国間戦争に発

展したとき、スウェーデンが中立国として戦争を避けることが難しくなると考えたのである。 
ハマーショルドは失望を隠せなかった。直接、ウンデンに電話での説得を試みたが、ウンデン

は「国連事務総長による加盟国に対する不適切な主権介入である」とまで述べ、頑としてこれを

退けた。結局、国連監視団の凍結を求めたスウェーデン案は、安保理の場にて、スウェーデンと

ソ連の賛成を得るだけで廃案にされた。ハマーショルドはのちに「私を裏切った唯一の国は、ス

ウェーデンである29」とさえ語った。 
	 アメリカ軍をレバノンから撤退させる最も有効な方法は、国連監視団を強化するほかにない。

ハマーショルドはその方針の下、各国政府と交渉に当たった。7月 21日、日本政府によるイニ
                                                   
27 Brian Urquhart, ”Hammarskjold” 279 
28 Brian Urquhart, “Hammarskjold” 282 
29 “The adventure of Peace: DagHammarskjold and the Future of the UN” （Palgrave.Macmillan 
2006）81 
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シアティブで、国連監視団の強化や事務総長へのイニシアティブの付与などが盛り込まれた草案

が安保理に上げられた。この案はソ連により拒絶されるものの、事務総長の独自行動には反対を

しなかった。これにより、ハマーショルドは国連監視団をさらに組織した。そして 7 月 28 日、
レバノン政府とも合意に至ったのち、アメリカ軍の撤退が少しずつ始まった。 

 
（２）コンゴ紛争 
	 コンゴ民主共和国がベルギー支配から独立を果たしてすぐ、コンゴ軍は国内のベルギー将校に

対して反乱を起こした。1960年 7月 6日のことである。ベルギーは白人を守るために自国軍を
送りこれに応戦した。その結果、ベルギーの支持をバックアップにして、モーリス・チョンペが

カタンガ州の独立を宣言した。しかし、コンゴ政府のカサブブ大統領やルムンバはこれを許さず、

ベルギーの介入（カタンガへの支援）を非難。そしてハマーショルド本人に対して、コンゴ政府

をベルギー勢力から守るように助けを求めてきたのである。 
ハマーショルドは 7 月 13 日、国連憲章 99 条に則り、安全保障理事会を開いた。コンゴ紛争

にベルギーというアクターが関与する以上、ソ連を含む東側陣営の関与を招く可能性があり、最

悪の場合、大国間戦争になりかねない。よって、彼はベルギー軍の撤退に伴う力の空白を埋める

ためにも国連緊急軍の再度の派遣を提案した。これがイギリス・フランスの棄権を伴いながらも、

アメリカとソ連がともに賛成を投じたため可決した。その 48時間後、さっそく最初の国連部隊
がレオポルドビルにやってきた。スウェーデン政府はこれまで以上に軍備と兵員を投入してこれ

にコミットすることとなる。 
だが、事態は簡単には進まなかった。大半のベルギー軍の撤退は完了したものの、カタンガ州

にはまだベルギー兵 700 人が残り、交戦の構えを崩さない。コンゴ中央政府はカサブブとルム
ンバの対立もあり、一貫した行動が取れない。コンゴ内戦は、それぞれの援助を受けながら複雑

さを増していった。ソ連は、国連軍により積極的な役割を付与してカタンガ政府に圧力を掛ける

べきだと主張したが、ハマーショルドは交渉による解決を目指しており、国連軍はあくまで警察

組織という消極的な役割に留めて置きたかった。このような姿勢がソ連をして、ハマーショルド

を「植民主義者」とののしらせることとなった。 
9月 23日、ソ連のフルシチョフが国連総会の場でハマーショルドを徹底的に非難して、事務

総長というポストを廃止し、三国によるトロイカ体制に変えることを求めた。これに対してハマ

ーショルドは次のように切り替えた。「国連を必要としているのは、ソ連でもなければ他のどの

大国でもない。それ以外のすべての国々である。その意味で、この組織は何よりも彼らの組織で

あり、彼らこそがこの組織を使い導くものだと私は信じている。私は彼らが望む限り、このポス

トを全うする所存である」。会場は総立ちになり、割れんばかりの拍手に包まれた。 
しかし、ルムンバが捕らえられ、その後カタンガで死亡したと発表されると、ソ連はアメリカ

との対立を深め、そしてハマーショルドに対する非難トーンはさらに激しくなった。その後、国

連軍はさらに踏み込んだ攻撃に出て、コンゴから外国軍（ベルギー）を追い出そうと躍起になっ

た。1961年 9月、カタンガのチョンベとの調停に向かう先でヘリコプターが墜落。ハマーショ
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ルド事務総長は 56歳でこの世を去った。この後、スウェーデン政府はさらに国連軍に軍備を投
入してカタンガ政権の打倒に関与していくこととなった。この国連軍の内実について「コンゴに

おける国連軍はアメリカの事業であった」と論じる学者もいるが、たしかにスウェーデン政府は

この点について自覚的であったとは言い難い。むしろ、スウェーデン人の事務総長であるハマー

ショルドのイニシアティブによって国連協力が牽引されたという見方もできなくはない30。 

 

第五章	 ―スウェーデンと国連、そしてハマーショルド― 
 
（１）スウェーデン政府と国連、そしてハマーショルド  

 
これまで 1800年代からスウェーデンの外交関係の変遷、国際連盟と国際連合の成立における

国内での議論、非同盟中立政策の見直しと再確認、そして国連協力を巡る国内での議論について

大まかに外観してきた。ここから分かることは、意外にも、スウェーデン政府の姿勢は一貫して

いるということだ。つまり、大国間対立の局外に立つことが常に中心に据えられていたのである。	  
例えば、パレスチナ・イスラエル紛争の、最初の停戦監視団の代表はスウェーデン人のベルナ

ドッテだった（任務中に殉職）。またスエズ危機においても、ソ連とアメリカの利害の一致から

国連緊急軍に参加を決めた。コンゴ紛争でも同様に二大国の意見の一致から国連軍に参加をして

積極的に貢献した。一方で、朝鮮戦争における中国義勇軍の国連に対する攻撃に対しては、棄権

の立場を取って局外に立とうとした。レバノン監視団においても、アメリカとイギリスがレバノ

ンに軍隊派遣を始めると、中立性の維持という観点からこれを引き上げると指示を出した。 
	 スウェーデンは国連決議を絶対のものとはしていなかったものの、それを「錦の旗」としてだ

けでなく「法的実行力」のあるものとして見なそうとしていた。あくまで「勧告」としてのみ機

能する総会決議に関しても、できるだけ棄権投票により最初から距離を取ろうする一方、安保理

で採用された決議案には条件付けをしつつも忠実に従ってきた。そのことはやはり、ハマーショ

ルド事務総長の影響力も大きかったといわざるを得ない。スウェーデンの外相のウンデンは、国

連レバノン監視団でこそハマーショルドと対立を見せたものの、その他の点ではすべてにおいて

ハマーショルドを支持していた。彼はハマーショルドを外交官として一人の人間として多大なる

尊敬の念を抱いていた。実際、1949 年にはハマーショルドを外交問題委員会の代表に選んでい
るし、彼の外相の後継にはハマーショルドが有力な候補であるとその日記に記している31 
特に、コンゴ紛争に関していえば、最初こそアメリカとソ連の協調により国連軍の派遣が決ま

ったものの、ルムンバの暗殺ののち、ソ連は国連軍に対する分担金を拒否するに至り、国連は危

機的に分裂し、国連軍はアメリカの事業としての色彩を帯び始める。それでもスウェーデンはこ

れを支持し引き続き貢献を続けた。ハマーショルドの死後、むしろ彼がコンゴで殉職したという

悲劇的な事実によって、それは一貫して続けられた。ハマーショルド事務総長の存在がいなけれ

                                                   
30 Nils Andren, “Power-Balance and Non-Alignment” 88 
31 “The adventure of Peace: DagHammarskjold and the Future of the UN” (palgrave.macmillan）81 
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ばスウェーデンの国連に対する姿勢もかなり変わっていたのではないか。 
スウェーデン政府の国連への深い関与の反動として、のちの反米運動が指摘される。ある論者

は 60年代後半のスウェーデンのより積極的な反米運動に「ソ連に対するバランス取り」という
要素を見ている32。スウェーデンが西側陣営の一員として組み込まれていることは避けがたい事

実である。この状況を打開する一つの政治的な運動が、反米運動だった。ベトナム戦争において

世界中で反米感情が広がるなか、スウェーデンのそれは突出していた。オーロフパルメに主導さ

れた反米運動は、アメリカ大使の引き上げという事態にまで発展することとなった。 
その後 90年代に冷戦が終わりを告げると、スウェーデンの外交政策は大きな曲がり角を迎え

ることとなる。歴史的にみて、スウェーデンの非同盟中立政策を一言で表せば、大国間のパワー

バランスの狭間のなかに自らの安全地帯を見出すことに尽きる。大国間での対立・戦争の可能性

が限りなくなくなった現在、この政策を積極的に採用するインセンティブはないように思える。

ただ新しい問題が頭をもたげる。内戦、そして平和構築である。ハマーショルドが最後にやりき

れなかった仕事がコンゴ内戦の処理だった。たとえ国連加盟国において合意が得られたとしても、

その内戦国と国連との関係をどのように構築していくのか、出口はいまだに見えていない。 

 

終わりに 
 
スウェーデンのウプサラ市は、ハマーショルド氏の育った故郷である。幼少期から大学時代ま

でをここで過ごした。ストックホルムから電車で 40 分の、人口 18 万人の小さい町。町の中心
地から一歩足を踏み出せば、あたりは林で囲まれている。細長い木々が、空に向かって背伸びを

している。「最も不可能」である事務総長の仕事から逃れて故郷に戻ると、ハマーショルドは静

謐を求めて山へ入った。静けさの溢れるこの場所で、お気に入りの本を読みながら思索に耽った。	  
コンゴへ向かう途上での殉職後、彼の遺体はここウプサラの地へ戻ってきた。歴代の国王が戴

冠式をあげたウプサラ大聖堂から歩いて 10分。ハマーショルド家代々のお墓がある。薄く長方
形の形をしたその墓の下に、彼は眠っている。誰かが供えた白い花が、ポツンと置かれている。 
「ハマーショルドがもし今、生きていたら」。ウプサラ大学の「紛争と平和」という授業を取

ったが、そこでスウェーデン人の教授がよく口に出して言った。イラク戦争でのアメリカの単独

行動に直面したとき、イスラエルのガザ地区空爆という事態に際して、もし彼が生きていたらど

うしていただろうか。彼らはいう。ハマーショルドなら迷うことなく現場へ飛んだことだろうと。 
ハマーショルドの時代を覆っていたのは東と西の冷戦構造。国連がクラッシュする度に、彼は

現地へ飛んだ。大国間戦争を避けるために。大国の間に立つ仲介者として、54 年の北京政府と
の交渉においては道なき道を切り開いた。フルシチョフに「中立者などいない」と非難されなが

ら、自分の行動の正義を信じて最後まで事務総長の権限を行使し続けた。 
時代は流れ、冷戦に終止符が打たれた。ベルリンの壁は打ち壊され、ソ連はまもなく瓦解した。

民主主義に向かって雪解ける世界。国連が本格的に機能する時代の到来。それでも、まだ、平和

                                                   
32 岡沢憲夫・宮本太郎編「スウェーデンハンドブック」（早稲田大学出版部 2004）104 
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はやってこない。国家は崩れ落ち、内戦は激化する。911以後はテロリズムが世界を支配する。 
アフリカの内戦を前にしたとき、ハマーショルドは断固とした決定を下せず、地団太を踏み、

途方の無い困難に唖然とした。国を背負ったアクターが存在せず、交渉相手が見つからない。一

つに肩入れすれば一方から非難を受ける。この問題は現代でも変わらず続いている。だが、国家

と国家が向き合ったとき、その非凡な能力を遺憾なく発揮した。静かな外交と呼ばれるハマーシ

ョルドの秘密外交を駆使して、理性と論理で向き合い、道なき道に道を作り出す。この点につい

ていえば、彼から学ぶべきことは無数にあるように思われる。 
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