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第１８回防衛セミナー議事録 

 

平成２４年１２月１８日 

沖縄県立博物館・美術館 

 

 

【開会の挨拶】 

 （沖縄防衛局長 武田 博史） 

 ご来場の皆さま、こんばんは。沖縄防衛局長の武田でございます。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

 本日のセミナー開催にあたりまして、主催者として一言ご挨拶をさせていただきます。 

本日はご多忙中の折、第１８回防衛セミナーにご来場いただきまして心より感謝を申し上

げます。 

 防衛セミナーは、防衛省・自衛隊の政策について、国民の皆さまからより一層のご理解

とご協力がいただけるよう、その時々の話題をテーマとして開催をさせていただいており

ます。 

今回の防衛セミナーにつきましては、今ほどもご紹介ありましたが、第１部においては、

「我が国を取り巻く安全保障環境」をテーマとして、中国の軍事・内政・海洋進出につい

て、それぞれ専門の講師の方々から講演をしていただきます。 

 また、第２部におきましては、「我が国の南西地域における防衛態勢について」をテー

マとして、特に尖閣諸島問題について講師の方々に議論を行っていただくこととしており

ます。 

 我が国を取り巻く安全保障環境について、皆さまのご理解の一助になれば幸いと存じま

す。 

 本日は防衛セミナーにご参加いただき、誠にありがとうございます。 

 簡単でございますが、主催者の挨拶とさせていただきます。



2 
 

【第１部 講演】 

 （防衛省防衛研究所 主任研究官 飯田 将史 氏） 

 皆さん、こんばんは。 

 今ご紹介いただきました防衛研究所の飯田と申します。 

 中国の安全保障政策と外交政策を中心に研究しております。本日は沖縄に招いていただ

いて、防衛セミナーでお話をさせていただく機会をいただき、非常にありがたく思ってお

ります。 

 いまいろいろと報道もされていますし、皆さんの関心のあるところだと思いますけれど

も、やはり中国の動きが特に沖縄県周辺で活発化しているということでありまして、まさ

に私からみれば、実地に来て、自分の考えを皆さんにお話でき、皆さんから意見をいただ

く、そういう貴重な機会を得たということでございまして、非常に今回、楽しみにしてま

いりました。 

 ２０分しかないので、早速、話の方へ入らさせていただきたいと思います。 

私に与えられた本日のテーマは、中国人民解放軍はどこに向かっているのか、というこ

とになります。 

 まず人民解放軍はどこに向かっているのかを考える前に、そもそも人民解放軍とはどう

いう軍隊なのかということを、最初に若干お話できればと思っております。 

 人民解放軍の１つの特徴というのは、非常に大規模な軍隊であるということであります。

人数という観点だけでいえば約２３０万人といわれておりまして、世界最大の軍隊という

ことでございます。内訳は、陸軍・海軍・空軍とここまでは一般的な軍隊と同じ構成です

が、第二砲兵という兵種がありまして、これがいわゆる戦略ロケット・戦略ミサイルを専

門にした部隊があるということであります。ちなみに第二砲兵というのは、アメリカ本土

を攻撃できるＩＣＢＭ（大陸間弾道ミサイル）をはじめとした、様々な種類のミサイルを

保有して運用しているということであります。 

 とりわけ最近になって注目されているのは巡航ミサイルＤＨ１０といわれるものがあり

ますが、そういったものも非常に急速に増強しておりまして、いわゆる核抑止能力だけで

はなくて、具体的に戦術的に使えるミサイル能力も一生懸命に強化している、そういう兵

種ということになります。 

 それからパラミリタリーという観点でいうと人民武装警察部隊があり、要人警護だとか

テロ対策などを行っている。 

 それから民兵ということで約８００万人いると中国側が公表していますが、災害派遣と

か有事に動員される人数もいるということで、非常にサイズの大きな軍隊であるというこ

とです。 

 これは防衛白書の図です。中国軍がどういう配置になっているのかということですが、

陸軍中心ということで７つの大ブロックに分かれていますが、我々が直面している相手と

いうのは海軍で、東海艦隊というのと南海艦隊というのが尖閣諸島周辺にも度々やってく

るし、このあと古澤元海将からもお話があると思いますが、いわゆる第１列島線を越えて

西太平洋海域で活動を活発化している状況に今あるということだと思います。 

 もう１つの人民解放軍の特徴が、党軍ということです。つまり人民解放軍というのは中

国の共産党の軍隊であるということです。ちなみに自衛隊や米軍は、自民党の軍隊であっ
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たり民主党の軍隊であったりするわけではありません。それはアメリカ合衆国という国の

軍隊であり、日本国という国の自衛隊ということでありますが、中国の場合はそうではな

いのです。中国の場合は、中華人民共和国という国でありますけど、その代表が人民解放

軍を指揮するわけではない。人民解放軍の指揮権は誰が持っているのか。人民解放軍の指

揮権というのは、中国の一政党である中国共産党が持っているのです。 

 つまり、毛沢東氏の有名な言葉でありますけど、「政権は銃口から生まれる」というこ

とで、まさに中華人民共和国というのは共産党が国民党との内戦を戦って、戦争により勝

ち取った、そういう政権であります。まさに「政権は銃口から生まれる」というわけです。

その一党支配体制というのを守るためには、銃口を党が指揮しなければいけないとなるわ

けです。建国以来、党が銃口を指揮するという大原則がいまでも貫徹されているのです。 

 どうやって中国共産党が人民解放軍を指揮指導するのか。いくつかの仕組みがあります

が、一番大きいのは、中央軍事委員会です。これは党と国家とあるんですが、基本的には

党なのです。中国共産党の中の中央軍事委員会、さらにいうと中央軍事委員会の主席が、

人民解放軍並びに武装警察部隊を含めた中国の武装力に対する絶対的な指揮を持っている

ということです。 

 国防部というのがあり、内閣というか行政部門の中の国防部ということで、日本でいえ

ば防衛省ということです。この国防部の下には何もぶら下がっていない。つまり国家機関

の国防部というのは人民解放軍に対して全く指揮権を持っていないということです。 

 こういったところに明確に現れているように、中国人民解放軍というのは、中国共産党

のための軍隊であるということを理解しておくことが、今後、人民解放軍がどこに向かう

のか、と考える際に非常に重要になってきます。 

 人民解放軍というのは、中国共産党のための軍隊ということになります。党の軍隊であ

るところの人民解放軍に対して、党はどういう使命を与えているのか、どういう役割を期

待しているのか、というのが次の話です。 

 「３つの提供、１つの発揮」ということであります。 

 これは中央軍事委員会の主席であった、最終的に人民解放軍に対しての指揮権を持つ人

間だった胡錦涛氏が、２００４年１２月に大きな会議で発表した今後の人民解放軍に対す

る共産党が与えた役割というものを紹介します。 

 この会議で胡錦涛氏は、人民解放軍はこれから３つのことを提供しなさい、それから１

つのことを発揮しなさい、という歴史的使命を与えたわけです。 

 第１に１つ目の提供は、党が執政地位を固めるための重要な力の保証を提供しなさいと

いうことです。簡単にいえば共産党を守るための支え、力の保証を提供しなさいというこ

とです。これは当たり前といえば当たり前です。先ほども申し上げたように、そもそも党

が銃口を指揮すると、「政権は銃口から生まれる」との認識であれば、共産党の一党支配

体制の地位を守るためには、最終的に人民解放軍に重要な力の保証を提供してもらわなけ

ればならないということですので、１丁目１番地の人民解放軍に与えられた任務であると

いうことであります。ちなみにこの中で胡錦涛氏は、西側敵対勢力による中国弱体化の戦

略があるのだとの認識を示しております。つまり彼らは、本気で自分たちの政治体制に対

して、特にアメリカを中心とした西側諸国による弱体化戦略があるのだから、人民解放軍

がいざというときに頑張って共産党を力で守れというのが第１の提供ということになりま
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す。 

 それから第２の提供は、国家発展の重要な戦略的チャンスの時期を守るための堅強な安

全保障を提供しなさい。もう少し分かりやすくいうと、中国は２００２年の第１６回党大

会において２０２０年までの今後２０年間というのは、中国が発展するために非常に有利

なチャンスの時期であると認識を持っております。ちなみに、この間の第１８回党大会に

おいても、基本的に認識は継承されており、中国に安定した国際環境、それから国内の社

会環境が維持できれば、中国は大いに発展するチャンスがあるとの認識です。そのために

は、中国共産党の観点から長期に安定した国際環境と社会環境を作るために安全保障を提

供しなさい、というのが第２の共産党が人民解放軍に与えた使命です。具体的にいうと、

台湾独立問題や主権や領土問題といったものが関わってきます。それからチベットのウイ

グル等々の共産党からみた民族分裂活動、それからテロといったものに対して、ちゃんと

押さえつけなさい、というのが第２の使命ということになります。 

 それから第３の提供については、国家利益を守るための有力な戦略的支えを提供しなさ

いということです。国益を守るために役割を発揮せよということですが、ここで非常に重

要となってくるのが中国にとって国家利益というものの意味が拡大している。その内容や

地理的な範囲、分野などの概念が拡大していると彼らは認識を持っております。つまり彼

らも、中国の経済なり、社会なり、国力の充実したグローバル化への対応といったことが

積み重なっていくにつれて、中国が自分たちの発展を維持していくために守らなければい

けないと考えている国益というものが拡大しているのです。 

 一般的に国益といえば、領土・領海・領空の防衛というのが普通は言われますが、最近

の中国では、海洋だとか、宇宙だとか、ネット空間といったところにも中国が守らなけれ

ばならない国益が拡大しており、だから新しい分野、新しい場所、新しいコンセプトの中

の国益を守るために人民解放軍が役割を果たしなさいと言っているわけです。 

 まさに我々が直面している人民解放軍の動きの背景には、これがあるのだと私は思って

おります。 

最後に「３つの提供、１つの発揮」の「発揮」ですが、彼らの言葉を使えば、世界平和

を守り、共同発展を促進するための重要な役割を発揮しなさいということです。 

 よくよく気を付けなければならないのは、そもそも世界平和というものの定義が、中国

は我々とは相当に違う、ということを認識しておく必要があります。 

ここ３年くらい中国は、アデン湾とソマリア沖で海賊対処活動という国際的な協力活動

に積極的に参加しており、こういった点は胡錦涛氏が示した歴史的使命のうちの１つとし

て正当化されており、活動の根拠が与えられているわけです。 

 ただ同時に、中国の世界観を考えると違う側面も見えてくる。中国は、世界が不安定な

理由は、先進国が横暴に独占している国際秩序というものが、世界平和の不安定の原因な

のだと主張している。それを変えようというのが「平和発展」の意味であると私は理解し

ております。中国は、先進国が主導して独自の利益を維持しているような国際秩序を公正

で合理的なものに変えなければならないと考えています。その最大のエンジンが発展途上

国であり、そして中国は発展途上国の代表であると自己認識しており、彼らの認識からい

うと、途上国の代表である中国の軍事力が増強されるということは、世界平和の維持に繋

がると認識を持っており、我々と平和についての共通認識を持つことは難しいと思います。 
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 その中国人民解放軍というのは、ここ１５年くらいの間に急速に軍の近代化を進めてい

ます。それを可能にしているのは潤沢な国防費を国家から得ているということです。よく

いわれているのが、中国は十数年間に渡って毎年国防費を前年比１０％以上増加させてき

ていることがあります。中国が公表している今年度の国防予算は既に１，０００億ドルを

超えており、アメリカに次ぐ第２位の国防費であり、日本の防衛関係費の１．６倍になっ

ており、毎年１０％以上増加すると単純計算で５年で２倍になる勢いで国防費を急速に増

加している状況にあるわけです。防衛白書からの引用した図で説明しますと、まさにウナ

ギ登りの状況で国防費が増えています。 

 では、国防費を何に使っているのかが最後の話になりますが、国防費を使って人民解放

軍は、軍の近代化を一生懸命進めています。かつて人民解放軍というのは、毛沢東時代に

は人数だけいて、あまり兵器を持っていない人海戦術の肉弾戦で戦うイメージでしたが、

８０年代になり軍のスリム化で兵員を削減し、限られた資源を一部に集中して能力を上げ

ることを目指し、８０年代終わりから現在に至るまで非常に多くの国防費を使用すること

によって軍全体をレベルアップさせ、近代化を急速に図っている状況にあると思います。 

 彼らのスローガンというか目標は、２００３年頃から主張している「情報化条件下の局

部戦争に勝利する」ということです。情報化条件下というのは、アメリカとか先進国の戦

争の様態がＩＴ技術というものに依拠し、指揮もそうだし、兵器も誘導もそうだし、非常

に多くの意味で情報通信技術というものに依拠して戦争をする。そういう戦い方というの

が一般的になっているのですが、中国もそれを目指すというのが情報化条件下です。 

 それから局部戦争というのは、国と国の大規模な戦争は念頭にはなく、もっと地理的に

も小さな、時間的にもコンパクトにまとまった、小さな紛争が中心の戦争になるとみて、

それに勝つことを目指しているわけです。 

 もちろんその中には、台湾海峡の問題だとか、南シナ海問題だとか、東シナ海問題とい

ったものが念頭に置かれていると考えていいんだと思います。 

 ちなみに情報化条件下の局部戦争に勝利するために、彼らは機械化と情報化を両方一緒

に進めています。簡単にいうと、機械化というのは、装備の更新で新しい技術を導入した

より能力の高い装備を充実させていくということであり、情報化というのが、情報通信技

術に依拠した監視能力等々を含めた全体的なＣ４ＩＳＲ（「指揮、統制、通信、コンピュ

ータ、情報、監視、偵察」の各機能の総称）能力といわれるものを向上させていくことで

す。例えば自前のＧＰＳ衛星「北斗」を整備して、今年はアジア太平洋全域をカバーする

自前のＧＰＳ衛星を中国は既に持っています。 

 これはミサイルなどの誘導にも活用されるということで、全体として人民解放軍の作戦

可能範囲の拡大の戦略投射能力にも繋がるもので、そのような形で人民解放軍は近代化を

一生懸命に進めています。 

 ちなみに彼らは、国防建設の３段階発展というのを描いており、２０１０年までに確固

たる基礎を築くということで、彼らは勝利のうちに実現したと自己評価しております。今

は２０２０年に向けて機械化を基本的に実現し、情報化で大きな進展を得ることを目標に

毎年１０％以上の国防費増加によって近代化を図っていることになります。 

 先月、私は中国に出張して、人民解放軍の第六師団で戦闘シミュレーションを視察しま

した。情報化のレベルがどの程度のものなのか私には分かりませんが、彼らは情報化に目
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に見える形で取り組んでおり、これをあえて外国へ見せていくことで軍の近代化へ邁進し

ていることをアピールしています。 

 最後に、近代化の進んだ人民解放軍が、日本を含めたこの地域にどういう影響を与えて

いくのか、何を目指していくのかを簡単にお話したいと思います。 

 陸・海・空・第二砲兵のそれぞれにおいて軍の近代化を一生懸命に進めているというこ

とです。 

 陸軍というのは、区域防衛型の７大軍区がありますが、自分の担任する軍区を守るとい

うのが基本的な作戦だったんですが、その紛争の起こった地域へ展開する目的を高めると

いう全域機動型を目指していることです。 

 海軍については、古澤元海将よりお話があると思いますが、「近海防御戦略から遠海防

衛型の海軍へ」をスローガンに人民解放軍は作戦可能範囲の拡大に邁進しています。その

最たる例は、ここ３年くらい定期的に頻繁に行われている海軍の遠海訓練で、第１列島線

を通って西太平洋へ展開して大規模な訓練を行い帰って来るということで、中国海軍とい

うのは目に見える形で軍事力も近代化しているし、作戦可能範囲も拡大している。拡大し

た作戦可能範囲の中に我が国が取り込まれている構図になるわけです。 

 以上、私の結論としては、中国共産党に与えられた使命を果たすために、人民解放軍は

全軍種に渡って近代化を推し進めていて、その結果として、人民解放軍の軍事力は強化さ

れており、さらに活動範囲が外へ外へ向かっていることで、人民解放軍は外への膨張とい

う方向性をとっていくことが予想されるわけです。ご静聴ありがとうございました。
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（慶応大学准教授 加茂 具樹 氏） 

 皆さん、こんばんは。慶應大学の加茂具樹と申します。 

今日はこのような貴重な機会をいただきまして、ありがとうございます。 

 私は沖縄にわずか３回しか来ていなくて、アジアの中国研究者と交流をするので、沖縄

を越えてフィリピン、台湾、ベトナムや中国大陸へ行ったりと、なかなか沖縄に来る機会

がなくて、個人的に妻と一緒に遊びに来る機会が何回かあり、非常に楽しい思い出があっ

たので、この様な機会に皆さんに中国政治についてお話をする機会を得られたことを嬉し

く思います。 

 今日の私に与えられた仕事というのは、飯田氏や古澤氏がお話になる軍であったり、海

外進出するといった意思決定をする中国の指導部がどういう発想であるのか、あるいはど

ういう政治環境の中で意思決定をしているのかということを、皆さんと理解を共有すると

いうことが私の仕事であろうと思っております。 

 そこで今回は「習近平の中国政治について」というタイトルでお話をさせていただき、

時間が２０分しかありませんので話を進めさせていきたいと思います。 

 今日はどこからお話するか考えたときに、日中の二国間関係の話から進めていけばいい

と思いました。 

 中国には中国共産党の新聞である人民日報があり、人民日報は２種類あって中国国内版

と海外版があります。我々中国研究者は、毎日こういう中国国内版であったり海外版を見

るわけですが、１２月１３日、尖閣諸島に中国の国家海洋局の飛行機が来たわけですが、

そのことに関する記事があります。国家海洋局の船が尖閣諸島に来たということを、人民

日報の海外版の一面に載せる意味は何なのか。もちろん読者は海外の中国研究者であり、

さらにいえば海外の華人華僑ということです。その人たちへ自分たちの活動の成果をアピ

ールする狙いがあるんだと思います。どうしてこの様なことをするのかということを切り

口にして考えていきたいと思っております。なぜ１２月１３日なのか、これは非常に分か

りやすいことで南京事件が起きた日です。つまり南京事件を日本軍が起こしたということ

ですから、日本の領空、日中の間の対立をしている領土・領海の部分に飛行機を飛ばして、

中国は自分の領土であることを確認している行動を日本に見せ、そして海外の華人華僑へ

見せたというわけです。 

 紙面写真には、まさに海と陸で立体的に尖閣諸島を領土・領有権を確認しているという

ことを外交部がいえば、正常な活動を行っているということを対外的に説明するわけです。 

 今日の防衛セミナーのポスターにもありますが、中国は積極的に海洋進出しているわけ

です。我々中国研究者から見ると、積極的な海洋進出をしているけれども、本当に中国は

強いのか、あるいはどうしてこういうことをするのかということを考えるんです。 

 香港や台湾系で有名な漫画家というか、社会風刺する写真や絵や記事を掲載する人たち

のサイトがありまして、２０１１年１０月に彼らのブログの中で、「中国は非常に対外的

に積極的な行動をしているけれども」という文脈の中で、この画を載せています。この画

は、タイタニック号に乗っている毛沢東氏が岸にいる大衆に向かって手を振って、大衆も

毛沢東氏へ手を振っているわけです。毛沢東氏は自信満々で手を振っているかのように見

えるけども、これはタイタニック号であって、もはや沈む運命にあるというような風刺を

しております。我々中国研究者には、こういう捉え方をするものもいます。私もどちらか
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といえばこういう問題意識を持っております。 

 こちらの画ですが、２０１１年のアラブの春の時に描かれた作品ですが、押し寄せる波

にリビアの主導者カダフィが飲み込まれ、その先を逃げるのがシリア、北朝鮮であり、縁

から途切れて顔が見えない４人目が誰なのかというのをイメージさせる画です。多くの中

国研究者はこの画を見て、中国の主導者ではないかと話をするんですが、この波というの

は何なのか。これは政治学を触れていればイメージが沸くと思いますが、第３の波という

のがあります。１９９０年代にアジアであればフィリピン、台湾、韓国が民主化をしまし

た。１９８０年代末から９０年代にかけて世界は民主化の波が始まった。これは長い歴史

からすると３回目の民主化の波であって、この３回目の波に中国は天安門事件があり、波

に飲み込まれそうだと周りは思っていたが飲み込まれなかった。 

 だけれども今回の波は、ある人は第４の波と言いますが、この波にリビアは飲み込まれ、

もうシリアも波に飲み込まれるだろうと、北朝鮮も波に飲み込まれるだろうと、では最後

は中国も波に飲み込まれるだろうと、この画は、そのような見解をしているわけです。そ

のくらい中国研究者から見ると、中国国内は非常に不安定で非常にもろい政治のように観

察されるわけです。 

 次に写真ですが、上海の北にある南通市という町で製紙工場が造られ、その製紙工場の

排水を海に流すプラントを造ることを決定したところ、環境を汚染する工場の建設を中止

するよう大衆が求めました。一部に見える水色の集団が国内治安を担当する武装警察です。

大体の中国の暴動の場合には、民衆より武装警察が多いんですが、この写真においては民

衆が武装警察を取り囲んでいる状況です。 

 このような民衆による暴動が毎日３００～４００件くらい起きているという統計がある

くらい、中国は社会不安が蔓延しているというふうにも観察できるわけです。 

このような状況を中国は習近平氏と李克強氏の２人の主導者が引っ張っていくと。飯田

氏からあったお話のとおり、先月（２０１２年１１月）、習近平氏は中国共産党のＮｏ．

１の総書記に就任し、おそらく２０１３年３月に国家主席にもなるでしょう。そして同時

に、今は中国共産党の軍隊の最高司令官である中央軍事委員会首席に就任しました。李克

強氏は、国務院である国家行政機関のＮｏ．１となった。これまでの中国政治の観察結果

からすれば、今後１０年はこの２人で中国を引っ張っていくと予測されています。 

 今日のポイントは、この２人の頭の中はどうなっているのかということをお話したいと

思います。 

 中国共産党の指導者を決める党大会は５年に１度開かれ、従って、少なくとも２０１７

年まではこの２人が国を引っ張り、そして彼らが政治的に失脚しなければ、２０２２年ま

で中国を引っ張るわけです。 

 我々日本に住んでいる人たちは、この２人と対話をしていかなければならないというこ

とになるわけです。 

 私がどうしてもお伝えしたいことは、１つは、この２人がどうやって選ばれたのかとい

うことです。指導者の政治的地位の強さを表していると考えられます。この２人の前の主

導者は、中国のカリスマ的主導者と言われていた鄧小平氏に指名をされていました。従っ

て、カリスマ的主導者が指名した人たちが主導者でありますが、今回は共産党の党内で選

挙をして選ばれた２人です。もちろん選挙は１３億人の中国人が選ぶわけではなく、８，
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０００万～９，０００万人いる中国共産党の党員が選ぶわけでもなく、限られた２００人

くらいの中国社会の政治的・経済的なエリートによって選ばれたことを自分で宣伝するわ

けです。選挙によって選ばれた主導者で、選挙で選ばれるということは、選んでもらった

人に責任があり、どうして私は選ばれたのかを考えて、自分を選んでくれた人のために行

動する、あるいは政策決定する。つまり選んだ人と選ばれた人の関係には、自分の行動を

説明する、あるいは選んでくれた人に気持ちよくなってもらうという責任が生まれるとい

う意味で、ある種、中国共産党あるいは中国の政治エリートの微妙なバランスの中で彼ら

の政治的な権威があり、政治的な力があるということが、選ばれ方から観察されます。 

 我々からすると、昔と比べて大分リーダーシップが弱いというか、相対化されているイ

メージを持っております。 

 もう１つ、我々が注目するのは、中国の社会の変化です。よくいうのが情報社会化で、

簡単にいえばインターネットが自由に使えるようになりましたが、もちろん中国の国内の

中でフェイスブックやツイッターというのは使えません。ただ中国人のための国内だけで

自由に使えるフェイスブックやツイッターのようなものがありますので、そういう限られ

た空間の中ではありますが、自由に言論の発言をすることができる。当然、例えば環境問

題に不満があれば、指導者を批判することができ、自由な言論空間がかつてと比べて非常

に確保されています。 

 なおかつ、ネット空間の言論ですから、日本で想像できるのと同じように非常に過激で

す。もちろん誰がしゃべったのか中国共産党は調べる力を持っていますから調べられます。 

もし非常に危険な政治的発言があれば、国家安全部が調べて警告を行うといったことがあ

るらしいですが、いずれにしてもネット空間における言論は、主導者に対して非常に厳し

い発言が展開されております。従って、簡単にいえば過去に比べて可視化されて先鋭化さ

れた世論にさらされている意思決定者たちということが言えるわけです。 

 選ばれ方からみると中国の主導者の中では非常に政治的な権威がかつてよりも低くなっ

ている。そして、そういう主導者たちが直面している、あるいは対面している社会も主導

者に対して厳しい。従って、この２つのことから言えることは、意思決定過程が複雑化、

かつての主導者に比べて今の主導者は色々な人の意見を聞かなければならない、自分１人

で独断専行はできない。それは社会の政治エリート、経済エリートの意見を聞かなければ

ならない。そして大衆の意見も受け止めなければならず、非常に複雑化している。 

 日本の主導者は選挙によって大衆の意見を聞くルートがあり、例えばインターネットな

どいろいろなルートがあります。ところが中国は公正公平な選挙がないですから、今まで

の主導者は大衆が政治に対してどういう意見を持っているのかよく分からないけれども、

今はネット空間から発言される意見が目に見えていて、目に見えるが故に、この発言がど

れだけの大衆の意見を代表しているのか分からず、大衆の意見を無視すると自分たちの政

策に対する批判が拡大するのではないのかと恐怖心を持って、従って、別の言い方をする

と、ネット空間に出ている政治に対する言論や発言を過剰に忖度をするといった政策決定

をしやすいというふうに言われています。 

 これは中国に限らず、中国以外の非民主的な国家における主導者が直面する不安が学問

としてあるんですが、その中からも、そのようなことが言えるわけです。 

  この風刺画は、右側の盾と槍を手にした数名が政権で、左側の高波が大衆を表してい
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ます。大衆に飲み込まれそうになっているという状況です。この大衆の波がどれだけの数

になっているのかということですが、中国政府は公表しておりませんが、様々な中国研究

者が調査をして分かってくることですが、１９９３年には９６０万㎢の中国全土の中で、

民衆による暴動は８，７００件しかなかったと言われていますが、今は１２万７，０００

件もある。これを１年３６５日で割ると毎日３００件～４００件あるということになりま

す。 

 これも面白い風刺画ですが、左側で人々が大騒ぎをしており、右側には国内治安を担当

する武装警察警官がこん棒を持っていますが、警官の背後にあるのは主導者の手です。主

導者は自分たちを守るために武装警察に頼って対応しているわけですが、武装警察にお金

を入れて動かしている。何がいいたいかというと、中国は国防費よりも国内治安費の方が

高いという数値もあるくらい、中国の主導者は国内政治や国内の治安安定に非常に苦しん

でいる状況があるわけです。 

 習近平氏は非常に大きな問題に直面している。中国人民に対する責任というものを抱え

ていて、そして党に対する責任として腐敗や汚職があり、その分脈の中で中華民族の偉大

な復興を提案しています。 

 何を伝えたいかというと最終的には、こういうことです。 

 中国は海洋強国というキーワードを展開していますが、その裏には主導者の国内政治に

対する不安感や不信感という中国国内の目を外に向ける、中国国内における不安・批判・

不満を外に向ける意味合いで非常に過剰な過激な行動をしている。 

 蒋介石氏の言葉ですが、「外敵を打ち払うには国内を安定させなければいけない」、だ

けれども国内の問題に手を回しているときりがない。従って、大衆の目を外に向けるため

に非常に過剰な過激な外交政策・海洋進出をやっている。こういうような中国政府の理解

の仕方ができるのでないか、もちろん別の見方もあるかもしれませんが、このような説明

の仕方もなされていると皆さんにお話して、後ほど、皆さんと議論ができればと思ってお

ります。 

 どうもありがとうございました。
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（元海上自衛隊海将 古澤 忠彦 氏） 

 こんばんは、古澤でございます。 

 私は飯田氏と加茂氏のお２人と違いまして、４０年間海上自衛隊におりましたが、３分

の２か４分の３は海上にいましたので、陸の世間を知りません。学問的な勉強もしており

ませんけれども、あくまでも今日紹介するのは海上自衛隊の勤務を通じて、私の体験を元

にした中国の海洋進出について、できるだけコンパクトにお話をしますが、よろしくお願

いします。 

 この絵は葛飾北斎の浮世絵「富嶽三十六景」ですが、日本の象徴である富士山を飲み込

もうとする大波に健気に立ち向かっている木船を現在に置き換えて、海上自衛隊と海上保

安庁と理解していただければと思います。 

 中国の海洋進出に触れるに当たって、中国を取り巻く海の環境を紹介したいと思います。 

これは中国の国境を表している地図ですが、特に海の国境、中国が主張する領海を表し

ております。台湾は中国の領土と主張しておりますから、領海の内側であり、なおかつ南

シナ海は「牛の舌」と言われる領海線に囲まれ、尖閣諸島を含む東シナ海のほとんどを中

国の領海だと主張しております。 

 このような領海に対して、第１列島線と第２列島線がありますが、第１列島線というの

が日本列島の南西諸島・琉球列島・台湾・フィリピンを通り、第２列島線は東京湾から伊

豆・小笠原列島線、そしてグアム・マリアナを通っているといわれております。 

 報道によりますと、遠洋訓練はすでに常態化していると中国海軍の高官が発言しており、

中国海軍が海洋権益の確保を目的に、西太平洋などで遠洋訓練をすでに常態化させている。 

 実はその前に、「日本は中国海軍の遠洋訓練に慣れよ」と我が国に対して中国の合法的

な艦隊航行に日本側が慣れるように求めているということであります。遠洋訓練は既に中
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国海軍の定期的な訓練になっており、今後はより頻繁に実施するだろうと、あからさまに

述べております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ごく最近、中国は大陸棚の延伸を申請しました。琉球列島の西側に沖縄トラフという海

の形からすれば水溜まりのような窪地があるのですが、中国は沖縄トラフまでが大陸棚だ

と主張しているわけです。国際的には沖縄列島線の東側までが中国大陸の大陸棚としてい

ます。国連海洋法条約では、大陸棚を共有する場合には、両国沿岸からの等距離線、即ち

中間線に依って境界線とすることが通例となっていますが、中国は国連海洋法条約の第７

６条第４項の条文にこだわって、沖縄トラフまでが中国の管轄権だと主張しております。 

今日は、このような中国の海洋認識をベースに、中国の海洋進出の現状と目的あるいは

特徴、そして将来どうなるのかということについて、簡単にお話したいと思います。 

 中国海洋進出の現状ですが、海洋進出のステップとして、まず近海島嶼及び周辺海域を

勢力範囲に入れ、その次は大陸沿海、すなわち第１列島線付近の沿海まで進出し、さらに

は第１列島線を越えて外洋へ進出するステップを踏んで海洋進出をしようとしています

が、そのやり方は、１つは「三戦」、すなわち世論戦・心理戦・法律戦と言われています。

これは中国人民解放軍の教典というか、ドクトリンにもある明確な戦略です。平戦時を問

わず、常に「三戦」を仕掛けてきているというのが現実です。日本に対しても知らず知ら

ずのうちに仕掛けられていると言われています。 

 また、「五竜」（ファイブドラゴンズ）と言われる法執行機関として、海警・海監・海

巡・漁政・税関と５つの機関があり、南シナ海や東シナ海の随時随所で活動しており、最

近、特に報道をにぎわしているのが海監と漁政です。 

 同時に海洋調査も非常に充実してきており、特に冷戦構造が崩壊した後から、急激に海

洋調査能力を充実してきており、東シナ海の資源調査、それから西太平洋の海洋データの

収集にはかなりの勢力を使っており、現在も続けています。 

 以上の３つが非軍事的な活動ですが、それに加えて海軍力を急速に増強しているという

ことです。 
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 先ほど、両氏からもお話がありましたが、特に海軍力を増強するきっかけとなったのが

１９９６年の台湾海峡ミサイル事件で、台湾で李登輝総統が選出された選挙がありました

が、その時に中国は台湾選挙を威嚇・妨害するために台湾近海にミサイルを撃ち込む訓練

をしました。それによって震え上がった台湾国民が、反中国・独立志向の李登輝氏に投票

をしないのではないかと目論んだのですが、結果は裏目となり李登輝氏が圧勝しました。

その時、アメリカは２隻の空母機動部隊を台湾海峡付近に展開させましたが、その強大な

海軍力に屈した中国は、ミサイル実験を取りやめた経緯がありました。これを機会に中国

は海軍力の必要性を認識し、海軍力増強に急速に力を入れたということです。 

 当初は、ロシア製の中古の駆逐艦や潜水艦を購入しておりましたが、次第に力を付けて

きて、現在はかなりの部分を国産化にこぎ着けております。 

 また、技術においても、模倣技術から自らの技術開発にも力を入れており、特に潜水艦

の静粛化、ミサイル水上艦艇の近代化及び空母の保有整備を進めております。さらに、陸

海空軍あるいは砲兵を含めた統合作戦運用にも力を入れてきています。つい最近も統合作

戦演習を黄海で行ったことが報道されていました。 

 艦艇の近代化・大型化によって、海洋活動がさらに活発になっており、南シナ海や東シ

ナ海への進出というのは、当初は民・官・軍の共同として行われており、そのステップと

しては領有権を主張し、既成事実化をして、そして実効支配に移るというのがよく言われ

ている３ステップであり、これによって第１列島線内を占有するという具合です。さらに、

外洋への進出ですが、海峡を通過する訓練を頻繁に行っており、遠洋艦隊の演習、外国港

湾の整備を通じてインド洋への進出の足がかりを作っております。このような形で第２列

島線内の海上優勢を確保しようとしております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 海洋進出のステップの具体的な方法としては、第１段階が領有権の主張、第２段階が既

成事実化、第３段階が実効支配化となります。  

第１段階では、例えば紛争のない地域で紛争を作為したり、海洋調査を行ったり、ある

いは権益を主張し領有宣言をする、中国国内法制を制定していく、漁民操業を拡大してい
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くなどです。 

 第２段階では、既成事実化として海図作成、艦艇遊弋や演習を行ったり、また、資源開

発するなどです。 

 いよいよ第３段階で、民間人を上陸させたり、民間施設を建設したり、あるいは部隊を

駐留させる、基地建設するなど、最終的には相手国を排除する格好で実効支配を進めてい

くというのがステップでございます。 

 さらに詳しく歴史的にみますと、南シナ海と東シナ海の事実が浮かんできます。 

 これは領有主張・既成事実化・支配権確立と三段階で図示しております。 

 次に「真珠の首飾り」とよく言われますが、西からパキスタン・スリランカ・バングラ

ディシュ・ミャンマーといった東南アジア地域に、中国資本で商業目的の港を開発してお

り、中国人によって立派な港を整備しつつあります。ところが、中国の軍艦も時々寄港し

ており、その頻度は増えていくことによって軍事プレゼンスを拡大していくと予想してお

ります。このステップによってインド洋を占有化し、インド洋の海上優勢を確保していこ

うという見方ができます。 

 中国の三戦については先ほど触れましたが、尖閣問題に関連して例を述べますと、世論

戦というのは、メディアやネットで自国に有利な情報を流して世論を誘導するという手法

であり、尖閣諸島が歴史的に中国領土で有り日本が不法に占領している経緯を、米国や欧

州で新聞に継続的に意見広告を出したりテレビコマーシャルを出すことで国際的な世論形

成を狙っています。 

心理戦というのは、情報を流したり、威圧したりして、相手国の意思を挫くことであり、

尖閣周辺海域で海監等の公船数隻が領海侵犯を繰り返し、航空機による領空侵犯によって

日本国民を心理的に追い詰めることを狙っているものと解されます。 

強力なのは法律戦であり、先んじて法律を作り、法解釈を自国に有利なようにし、中国

モデルを周辺の国々へ強要するというもので、先に述べた領海法、島嶼保護法等を制定す

ることで中国の法執行の正当性と国家権力の顕在化を狙っているものです。現に１９９２

年に中国は領海法を制定し、それから２０年の間に多種多様な海に関する法律を制定し、

周辺国に強要しています。特に２００９年の島嶼保護法については、無人島を念頭に置き、

南シナ海や東シナ海の島嶼を領有する根拠となる法律で、周辺国に自国の意思を一方的に

強要するものです。さらにごく最近では２０１２年１１月、海南省が「沿岸国境警備治安

管理条例」を制定し、領海内における船舶に対して五竜以外に地方自治体も強制的に取締

りできる条例を制定しました。これによって、非常に強権的に強圧的に周辺国と周辺海域

を制していこうという意図がうかがわれます。 

 五竜ですが、よく話題に出る海監と漁政は、その上級組織は国務院の行政系統ですが、

海警だけは武装警察でその上は軍総参謀部に繋がっているわけです。ですから今のところ、

公船と言われる海監や漁政が尖閣付近へ出てきておりますが、海警が出てくることになる

と準軍隊と見ていいのではないかと思います。海警が出てくるとなれば次のステップに移

るのではないかと思います。 

 中国の海洋調査については、継続的で着実に広域で行われておりますが、１９９６年頃

からどんどん海洋調査を行っており、すでに西太平洋の海洋調査は一通り終えて、その後

も持続的に行われています。 
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 最近の中国海軍艦隊の通峡状況ですが、潜水艦を含む艦艇部隊が度々太平洋正面に出入

りしており、特に大隅海峡や宮古海峡付近を頻繁に通過しております。 

 水上艦艇部隊による外洋訓練については、補給あるいは揚陸艦部隊を擁した艦隊が行動

しているのが報道されています。中国海軍のコルベット艦や補給艦は急速に近代化され長

期間滞洋が可能な乗員訓練を重ねているようです。 

 潜水艦は、在来型及び原子力型ともに頻繁に海峡を通過することで航洋慣海性を養いつ

つあり、航空機は加茂氏よりお話のあったように、度々我が国の領空に近接してスクラン

ブルの対象になっており、南西諸島周辺海空域は緊張状態が継続しています。 

 中国海洋進出の目的は、一概に言えば国土防衛のための縦深性確保、それから経済発展

のための海洋権益確保、中華帝国再興のための海洋覇権確立と３つが考えられますが、明

確な目標と目的を持っているというのが大きな特徴だと思います。 

 中国海洋進出の特徴ですが、いわゆる平時から「戦わずして勝つ」という孫子の言葉

を普遍化したものと思います。先ほどから申しているように、徹底した海洋調査・データ

収集・情報収集を行っており、その上で三戦し、五竜を活動させ、周辺国を力で威圧して

いるというのが現実です。さらには、海軍力を背景とした外交・経済活動というのも最近

目立ってきております。また、海峡通峡と軍事演習が頻繁に実施され、いわば「戦争モー

ドの平時」というのが南シナ海の特徴ではないかと思います。 

 今後、中国海洋進出の将来は、島嶼の領有のためのステップを踏み、南シナ海・東シナ

海の占有、そして武力統一をちらつかせながら平和という言葉の下で台湾を統一すること

が考えられますが、いずれにしても海洋国土を確保して中華帝国を再興し、海外拠点の確

保と合わせて海軍力の外洋展開をもって西太平洋・インド洋の海上優勢を確保して、新し

い中華ルールの礎を作り上げていくと。この間において日米同盟を分断して日本を孤立化

させ、米国のアジアからの撤退、ついには太平洋を米中で分割しようという目論見ではな

いかと思います。このことは中国軍高官の発言からもうかがえます。 

 いずれにしても尖閣領有は蟻の一穴であり、尖閣を領有することによって太平洋への出

口の一角を開け、さらに海洋進出の拡大促進を図るのではないかと見ております。 

従って、海洋国土は中国発展のための「核心的利益」であるとうかがえます。 

 Ａ２ＡＤ（接近阻止・領域拒否）といわれますが、特に米軍がアジア太平洋に進出して

くるのを第１列島線外の外洋で押さえるという意図を持って、海洋進出に先手を打ってき

ているわけであります。そのための中国の遠距離攻撃能力が、対艦弾道ミサイル等の長距

離ミサイルと潜水艦を主体として増強発展しております。 

尖閣の地理的関係ですが、非常に台湾に近く、むしろ沖縄から遠いため、その点が我が

国の今後の海上防衛の中心課題になると思います。いずれにしても一言で言えば、今の国

際環境下においては、「領土を盗る方も悪いが盗られる方も悪い」という認識で日本の防

衛を考える必要があるのではないかと考えます。 

 以上、これで終わります。
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【第２部 討論】 

 

【飯田氏】 

 これまで我々３名の講演を聴講していただき、ありがとうございました。 

 皆さんはどのような感想をお持ちでしょうか。私個人としては暗澹たる気分になってき

たところではございますが、本日は第２部として我々３名でパネルディスカッションを３

０分程度行った後、皆さんから質問・意見を受けながら議論を深めていければと思ってお

ります。 

 まず最初に尖閣が大きなテーマになりますが、私の方から加茂氏と古澤氏に質問させて

いただきたいと思います。 

 加茂氏へですが、今日の講演の中で習近平政権が国内課題に直面しているということで、

課題に対応できるかどうかが対外政策に大きな影響を与えるとの視点・指摘をいただいた

と思います。習近平政権が発足して約１か月が経ちましたが、一部の見方によれば経済の

改革などを進めていこうとしている姿勢が見えるとの指摘もあるのではないかと思いま

す。 

 随分前の話になりますが、鄧小平氏が天安門事件の後に経済政策が非常に保守的になっ

た時に、それをひっくり返すために南の地域を旅して、改革開放をもう一度進めるべきだ

と号令を出した南京講話がありましたが、まさにそれと同じことが今回の習近平氏がやっ

ていたりするわけです。 

 それから中国国民の中国共産党に対する大きな不満の原因の１つになっている汚職の問

題がありますが、とりあえず今のところは汚職の問題に対して取り組もうという姿勢が見

られないでもないということです。 

 ある意味で中国経済の発展を維持できるかどうかというところが大きなポイントだと思

いますが、その観点からいって習近平政権というのは経済の持続的な発展を重視し、その

ためにも対外政策も強硬姿勢ではなく地域協力など少なくても経済面では協調姿勢を執っ

ていくとの方向性があるのかどうか、それとも当初はその様な努力はするが、中国の抱え

ている問題が深すぎて習近平政権には対応できず、尖閣の問題を含めて日本がターゲット

になる形で中国からの厳しい圧力を我々が受けていくのかどうかの見通しを、加茂氏の見

解について、お聞かせいただきたい。 

 引き続き、古澤氏へは、講演終盤にあった米軍に対するＡ２ＡＤ（接近阻止・領域拒否）

について、東アジアにおける米海軍のプレゼンスというのを下げるというのが中国海軍の

究極的な目標であるとよく言われておりますが、一部でいわれていたのが東シナ海や南シ

ナ海の問題というのは五竜に任せばいいではないかと、中国海軍の敵は米軍だということ

で、第１列島線を越えて西太平洋でのプレゼンスを高めることによって、中国海軍の目的

を集中するべきとの話もあり、その様な観点を踏まえつつ、今後の尖閣の問題に対して中

国海軍が関わってくるのかどうか、関わるとすればどのような関わりになるのか、その観

点の意見をお聞かせいただきたい。 

 

【加茂氏】 

 どういうふうにお答えすればいいか考えていたんですが、中国がどんな国か、日本のよ
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うに民主的な国であろうと、非民主的な国であろうと、支配者にとっては支配することの

正しさがとても大切で、それを中国において考えてみれば、共産党が国を主導することの

正しさは国民を豊かにすること、従って共産党の政策からすると必ず経済的な安定と成長

を確保しなければならないのは事実だろうと思います。 

 ところが、それより先のストーリーが大きく２つに分かれていて、中国が引き続き経済

発展するためにはエネルギー資源が必要であると。しかし、国際社会の市場経済の秩序と

いうのは中国の観点からすると中国にとって望ましい態勢ではない、つまり中国が作った

ルールではないと。そうではなく新しいルールを作らないといけないから、国際秩序に対

してそれなりの挑戦をするし、あるいは資源を採りに行く対外政策を展開する。そこには

我々はアグレッシブな前倒しの中国外交・中国海洋進出が見えてくると思います。 

 一方、中国が引き続き経済成長するには安定した経済環境が必要であり、そのためには

協調的な国際環境が必要であり、つまり国際社会に中国は安定している国際社会の一員に

なろうとしているんだとのメッセージを送らなければならず、その分脈では今のような強

硬に見える対外政策ができない。これをどう折り合いを付けるのか、それは世界中の中国

研究者は観察をしており、その結論というのは出てこないだろうと思います。 

 ただ、この議論は習近平氏が主導者になる前の胡錦涛氏の際も同じ議論があって、少な

くても我々が観察している間では２００８年６月くらいまでは非常に調和のとれた国際社

会のメンバーの一員として参加をする対外政策が少なくても北東アジアに見えた。 

 ところが、それから先が見えなくなったことを考えると、１つの大きな理由というのは

中国国内の権力闘争があったといわれていて、この部分をどう考えるかといったときに、

習近平氏の政治権力というのが依然として非常に微妙な状況にあると考えると、我々の常

識的には協調のとれた対外外交をしなければいけないと思うんですが、そうではない政策

をとるかもしれないという備えを充分にしておかなければならないと考えております。 

 

【古澤氏】 

 中国海軍が、西太平洋におけるアメリカ軍の進出にどう対処するかということですが、

最初に結論を申し上げますと、中国が力を入れているところは特に対艦弾道ミサイル、原

子力潜水艦や長距離爆撃機、サイバー戦能力というものを使ってくるのでないかと思われ

ます。 

 中国のＡ２ＡＤ（接近阻止・領域拒否）は、アメリカがハワイあるいはグアムから西太

平洋に向けて中国にとって脅威として接近してくるのを阻止し、第１列島線や第２列島線

の内側の海上優勢を獲得するための作戦として、そのような手段を複合的に行使すること

が考えられます。 

アメリカの空母機動部隊は非常に強力な海軍力ですが、それでも弱点はある。アメリカ

にとって空母というのは虎の子であり厳重な警戒の下にあるのですが、それならなおさら

のこと中国としてはアメリカの空母機動部隊を直撃する弾道ミサイルの開発に力を入れて

いるということです。 

 対艦弾道ミサイルＡＳＢＭというミサイルを開発し、まもなく実用化するといわれてい

ますが、この攻撃に遭いますと空母は逃げようがないわけで、弾道ミサイル防御システム

を整備しているとはいえ、大きな脅威になることは間違いないと思います。 
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 それから高速で水中隠密攻撃としての原子力潜水艦は、空母にとって非常に大きな脅威

です。まだまだ中国の潜水艦は発生音が大きいと言われておりますが、それでも記憶にあ

ると思いますが、４～５年前に米海軍キティーホーク空母機動部隊が、中国潜水艦の魚雷

の射程内に接近されるという事案が有り、結果的にキティーホーク艦長は怠慢であったと

いうことでクビになりました。 

 そのくらい中国も必死でアメリカの空母機動部隊を追いかけているという意味では、今

後の潜水艦の脅威は非常に大きいと思います。 

 さらに、しばしば報道されていますＵＡＶとＵＵＶという無人航空機あるいは無人水中

センサーを中国は開発しておりますが、今後は大きなウエイトを占めてくるのではないか

と思います。 

 

【飯田氏】 

 ありがとうございました。 

 中国国内的な観点、軍事的な観点の双方から考えても、尖閣ではありませんが、中国の

海洋進出というのは避けられないのかとの印象を受けました。 

加茂氏のお話したように、２００８年頃まで平和発展の道と聞かれた方もいると思いま

すが、中国の発展というのは国際社会との協調というのを前提と言っていて、２００８年

頃までは実行に移していた側面もあったのではないかと、私も個人的に思っておりますが、

それが今は変わってしまった。 

 今日の加茂氏のお話に基づけば、協調的な方向性に戻るというのは、今の中国の政治状

況では期待はできないとの印象を受けました。 

 古澤氏のお話の中で、中国は潜水艦等々を含めて力を入れているということですが、中

国海軍の観点から見れば、東シナ海の問題も南シナ海の問題も米軍さえいなければ中国が

好きなように解決できるとの意識がもしかしたらあるのではないかと思います。従って、

最大目標である米軍プレゼンス能力を後退させることができれば、自ずと「戦わずして勝

つ」ではありませんが、五竜が扱っている問題というのが中国にとって有利に解決するの

ではないかと考えているのかと思いました。 

 では、日本はどのような対応策を考えるべきか、古澤氏より若干のプレゼンがございま

したが、中国の習近平政権を相手に日本はどういうアプローチというのをしていくべきか、

その効果の程の議論があると思いますが、基本的な外交の側面で今後の習近平政権と我が

国政府はどういうスタンスで、どういう点にフォーカスを当てて対応していけばいいのか

加茂氏へうかがいます。 

 

【加茂氏】 

まず１つは、備えるということなんだろうと思います。申し上げたとおり２００８年に

平和的発展や協調外交から２００９年に変わった要因に、リーマンショックがあり、国際

経済が苦しい局面になったときに中国だけ元気だったわけです。その結果として、国際社

会は中国に関心を持って、期待をしたわけです。それによって中国は自信を持って今日に

至っていて、政権の中で過剰な自信だったのか、それとも身の丈にあった自信だったのか

色々と議論があるようです。その議論の行く末というのは、まだ分からないですが、必ず
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我々がやらなければならないのは、中国が過剰な政策を展開してきたときに備えるという

部分と、もう１つは、中国の政策を誘導する発想が必要だと思います。 

 つまり国内において、中国の２００９年以降のアグレッシブな対応の政策が本当に中国

にとって必要な適切な外交であったのかというのは疑問を持っているグループもあり、そ

れはいくつかの文章や新聞記事の中にも観察できるので、備えると同時に、その彼らとの

対話のルートをきちんと探し確認し、中国国内政治において彼らを孤立化させたり、苦し

い局面に追い込まないような対話というものを引き続き行っていくことが我々にとっては

必要なんだろうと考えます。 

 

【飯田氏】 

 今後の政権においても、対中姿勢は微妙なバランスと胆力を必要とされる印象を受けま

した。 

では、時間となりましたので、討論を終了いたします。



20 
 

【質疑】 

 

【質疑者①】 

今日の話の中で、当初、飯田氏より中国の軍隊全体の話、古澤氏より海軍力に焦点をあ

てた話、加茂氏より政治的視点の話がありました。 

はっきり申しまして中国は日本人から見れば理解できないです。 

私は理解しようと思っておりません。理解する方がおかしいと思っておりますので、そ

ういう意味で申し上げますが、軍事的に見れば古澤氏の話のように目的を考えていけば、

どういう手順でやっていくのかがよく見えてくるんです。 

ところが、その軍事を使うのは政治ですので、中国の主導者が軍事力をどう使うのか非

常に重要であり、それをいつどのように使うのかが非常に重要になってくるわけです。 

 従って、日本がどのように対応するかというと、中国の政治が何を考えて何をしようと

しているのか、いま起きている事象は何を狙っているのかということに敏感に感じ取って、

その対策を考えていくということが日本の対応として根底にある基本的なことだと思いま

す。 

そういう意味で、今後、中国の海洋進出を含め日本に対する脅威にどう対応していくか

ということを、特に外交・軍事の面でどのように対策を講じるべきか、なるべく具体的に

意見をうかがいたいと思います。 

 

【古澤氏】 

質問ありがとうございます。 

講演の中で、中国の海洋進出に対する日本の対応として話しましたが、中国の海洋進出

に限って申し上げれば、日本には海洋基本法というのがありますが、これが安全保障に対

する規定が１から２行あるだけで具体的なものはありませんし、現在見直し作業が進めら

れていると聞いています。 

それから頻繁に話題になりますが、安全保障基本法についても議論はなされているよう

ですが、なかなか進展してなくて、私は海洋基本法や安全保障基本法を制定するべきだと

思います。 

 ２つ目に周辺海域の警戒監視について、特に自衛隊だけではなくて海上保安庁、それか

ら自治体の協力がどうしても必要だと思います。 

 ３つ目に情報収集あるいは海洋調査態勢の強化とともに、いわゆる国境の離島、例えば

与那国島等の先島諸島、琉球列島そのものの国境離島の防衛警備態勢をもっと強化する必

要があるのではないかと思います。 

それに加えて統合運用の体制を強化する必要があるのではないかと思います。 

４つ目は国民保護のための危機管理態勢の整備です。先般、北朝鮮が弾道ミサイルを発

射しましたが、Ｊアラートという警報が鳴りましたが、その際、テレビ報道で石垣島だっ

たと思いますが、一般の主婦の方が「Ｊアラートの警報を聞いた後、私たちはどうすれば

いいのかわらない」とインタビューに応えておりましたが、要するに危機情報は知らせた

が、危機回避の方法が未整備という、それはまさに日本の危機管理の大欠陥です。要する

に避難するためのシェルターもありませんし、どこに避難しなさいとの指示もない、ただ
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危険だと言うだけの警報では意味がないです。ですから、そのような意味で重要な国民保

護のための施設や装備などインフラを整備し、抗堪性をきちんと確保することが、特に琉

球列島においては国民の生命保護のためにも早急に整備すべきだと思います。 

 ５つ目は、日米同盟の深化あるいは集団的自衛権がよく議論されておりますが、アメリ

カとの協調・協力がなければ、今般の北朝鮮ミサイル発射に対しての情報が共有できなく

なり、共同で対処ができなくなることを考えますと、もっともっと日米同盟の深化を図る

べきだと思います。 

最後に「海洋の自由」と「海洋の管理」の問題ですが、現在国際的に通用している慣習

法なり国際法というものを中国が独自の解釈とルールを持ち出して緊張を増大させていま

すが、対話と国際的強制によって厳守するように働きかけることが必要ではないかと思い

ます。 

 

【質疑者①】 

政治的な観点での備えという視点でうかがいたいです。 

 

【加茂氏】 

先ほど、２つ申し上げた備えというのは、古澤氏と同じ発想でして、国際社会は現実に

はパワーの競争ですから、中国がどういう意図を持っているか別にして能力があるわけで

すから、それに対してヘッジ（リスク回避）するといいますか、そういう武力の上での対

応あるいは備えをきちんとしなければならないというのは、国際関係を見ているだけでも

非常によく分かります。 

それをまず第１にやりながら、同時に中国国内において自国の行動が国際社会の中で適

切であるのかという発想を持っている人たちを孤立させないように対話をしていくことの

２つの備えが必要で、どちらだけでも駄目であり、両方の備えが非常に重要であって、今

日の古澤氏を交えて話をさせていただいて勉強になりましたし、非常に貴重な機会であっ

たと感じております。 

 

【質疑者②】 

 先ほど、古澤氏より話があった領土問題、特に尖閣の問題について、自治体や米軍の協

力が必要だと話がありましたが、ご存知だと思いますが尖閣諸島のうち２島は米軍に提供

されている射爆撃場（黄尾嶼・赤尾嶼）として存在してますが、中国の漁船が領海侵犯し

たのは久場島であり黄尾嶼射爆撃場であり、日本の領海内で起きた領海侵犯に対して米軍

は沈黙しているのか大きな疑問です。 

 そのような領海侵犯に対して、日本側は米軍の協力を求めたり、お願いをしたりするこ

とはあるんでしょうか。 

 

【古澤氏】 

 質問ありがとうございます。 

 基本的には小さな無人島であろうが日本の領土で主権を及ぼす必要があり、それを守る

責任と義務は第一義的には我が国にあり、日本が対応しなければなりません。 
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現状で言えば、領海侵犯に対しては海上保安庁が対応するのが基本であり、武力行使が

あれば命により自衛隊が主体的に対応するべきです。米軍が介入する場合は、日米安全保

障条約第５条にありますように、日本の主権が侵され、なおかつ自衛隊あるいは海上保安

庁がきちんと対応しているにも関わらず、どうしても能力的に対処できないという時に発

動されることによって米軍の協力が得られるわけです。 

  

【質疑者③】 

 先ほどの飯田氏の話にありました中国の三戦の情報活動で、次期政権になると中国は極

度な右傾化を懸念するなど、自国は自分で守ることが右傾化であるとの情報戦がマスコミ

をにぎわしているような情報活動がありますが、それと李春光氏がいわゆるスパイとして

追放されましたが、これは簡単な流れに見えますが、政府を揺るがす中国側の大きな動き

であったし、これが軍の訓練を受けた人物だと言われていますが、中国の諜報活動につい

ての現状とその対策があれば教えていただきたい。 

 

【飯田氏】 

 正直言って中国による諜報活動の現状について私はよく分かりませんが、それが分かっ

ているようであれば諜報活動は失敗しているということなので、非常に微妙なところであ

ります。 

 質問冒頭の中国の国際的な世論戦ということで、尖閣問題について日本の行動というの

が反ファシズム戦争の結果を覆すものだとか、日本が右傾化している最たる表れだとか、

この様なことを国際的に宣伝しており、私の観点から言うと、この状況を軽視してはいけ

ないと思います。 

 少なくても私が感じている以上にアメリカを含めた諸外国には、日本の軍国主義とか右

傾化だとかに対する根強い警戒感があり、中国は巧みにそこを突いてきたというのが今回

の新しい中国の動きであり、おそらく参考になったのが韓国の発言によるものと思います

が、いずれにしても心持ちとしては、領土を守るということを非常に強く思っておかなけ

ればならないと思いますが、我々が直面している現状として、国際社会では一般的な常識

に日本は残念ながら警戒感を持たれているため、我々が対外的に発信していかなければ中

国の術中にはまることになりかねないことを懸念しております。  
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【閉会の挨拶】 

（沖縄防衛局次長 藤井 高文） 

 沖縄防衛局次長の藤井でございます。 

 本日は１２月とお忙しい中、長時間にわたり最後までご聴講をいただきまして誠にあり

がとうございます。 

  今回のセミナーは、わが国を取り巻く安全保障環境について、３名の講師の方にご講演

いただきました。 

 ご聴講の皆様におかれましては、中国の軍事・内政・海洋政策等について、ご理解を深

めていただけたものと思います。 

 沖縄防衛局といたしましては、今後とも、防衛セミナーの場等を活用いたしまして、防

衛省・自衛隊の重要な防衛政策等を積極的にご紹介をさせていただき、防衛省・自衛隊へ

の県民の皆様方のご理解とご協力が得られるよう、なお一層の努力を行ってまいりたいと

考えております。 

 最後になりますが、この防衛セミナーを開催するにあたりまして、ここへお集まりの皆

様方をはじめ、そしてこのセミナー開催の周知等にご尽力いただきました関係各位の皆様

方に対しまして、心より感謝を申し上げまして閉会の挨拶といたします。 

 本日は、誠にありがとうございました。 

以 上  

 

 


