
第４３回防衛問題セミナー 

 

ただ今から北関東防衛局主催による第４３回防衛問題セミナー「変化する安全保障環境

と日米同盟～令和元年を迎えて我が国防衛を考える～」を開催いたします。最初に主催者を

代表いたしまして、北関東防衛局長、松田尚久より開会のご挨拶を申し上げます。 

 

北関東防衛局長の松田尚久でございます。本日は大変お忙しい中、このように多数の方に

ご来場いただきまして誠にありがとうございます。心から厚く御礼申し上げます。今回のセ

ミナー開催にあたりまして、主催者側であります私の方から一言ご挨拶申し上げます。 

私どもの防衛局は全国に８つございます。そのうちの１つとして北関東防衛局がござい

まして、関東信越地方、神奈川県を除く東京都を筆頭に１都７県を管轄しており、このよう

な防衛政策についてのセミナーを開催することも我々の業務、任務の１つとして実施して

いるところです。 

この防衛問題セミナーは、防衛省の政策についての広報の一環として実施しているもの

で、地域の事情、時事の情勢などを踏まえまして、専門家の方にご講演をいただき、多様な

防衛問題についてご理解を深めていただくことを目的として、平成１９年から始めて、今回

で４３回目にあたります。ここ茨城県におきましては、平成２７年に開催しており、今回が

４年ぶり３回目の開催となります。 

さて今年の５月１日に元号が平成から令和に変わりました。新しい令和という元号を迎

えるにあたり、わが国を取り巻く安全保障環境につきましては非常に厳しいものがござい

ます。例えば中国の台頭、北朝鮮の核問題など、様々な不安定要素が先鋭化しております。

そういった中で厳しい安全保障環境について、皆様にまずご理解いただくことが大切だと

思っています。その中で今、アメリカはアジア太平洋地域において、地域への関与やプレゼ

ンスを強化しているところで、日本としてもアメリカとの間で日米同盟をさらに強化して

いくことが、日本の安全・安定を保つために、ますます大切なことになっている状況です。

そこで本日はこのような点に着目し「変化する安全保障環境と日米同盟～令和元年を迎え

てわが国の防衛を考える～」をテーマとした講演をご依頼しているところです。 

まず第１部におきましては、「我が国の空の守り～変化する航空自衛隊～」と題しまして、

第７航空団司令兼ねて百里基地司令・佐川詳二空将補にご講演をいただきまして、第２部に

つきましては「変化する安全保障環境と日米同盟」と題しまして、同志社大学法学部村田晃

嗣教授からご講演をいただくこととしております。 

今回のセミナーを開催することにより、わが国を取り巻く安全保障環境、防衛省・自衛隊

の取り組みについて皆様のご理解が深まることを願っている次第です。 

また最後になりますけれども、本日のセミナーを開催するにあたりまして後援をいただ

きました茨城県、水戸市、小美玉市、鉾田市、行方市とその他関係の皆様方に厚く御礼を申

し上げまして、簡単ではございますが、私からの挨拶とさせていただきます。本日はどうぞ



よろしくお願いします。 

（第１部の記録なし） 

 

【司会】 

第２部は、同志社大学法学部、村田晃嗣教授にご講演を頂戴します。 

村田先生をご紹介させていただきます。講師の村田先生におかれましては、同志社大学法

学部をご卒業後、米国のジョージワシントン大学留学を経て、神戸大学大学院博士課程を修

了され、政治学の博士号を取得されておられます。その後、広島大学総合科学部助教授など

を経られて、平成１３年に同志社大学法学部教授に就任され、平成２３年から２５年にかけ

て法学部部長、平成２５年から２８年まで学長の要職を歴任されておられます。ご専攻は安

全保障研究、アメリカ外交でございます。同志社大学教授の他、国際安全保障学会理事、京

都日米協会会長、ＮＨＫ経営委員会委員も務められておられます。その著書には「レーガン」

など多数でございまして、サントリー学芸賞、吉田茂賞など受賞多数と、まさに輝かしいご

実績でございます。 

それでは村田先生、ご講演よろしくお願いいたします。 

 

【講師】 

皆さんこんばんは。ただいまご紹介いただきました村田です。これから一時間ほどお話を

させていただきますけれども、あらかじめ申し上げておきますが、これからお話しすること

は、私が所属している団体にも、防衛省にも、自衛隊にも、一切直接関わりがありません。

私個人の見解ということです。 

さて私は、関西から来たのですが、この令和になっての日本の安全保障を考えるというこ

とでいいますと、関西では令和になる少し前に作家であり経済企画庁長官も務められた堺

屋太一さんがお亡くなりになりました。堺屋さんといえば１９７０年の大阪万博の仕掛け

人のひとりでもありますが、堺屋さんがお亡くなりになる前に書かれた遺稿、エッセイのな

かで「戦前の日本は強い日本を目指した。戦後の日本は豊かな日本を目指した。つまり戦前

は軍事大国ということです。そして、戦後は世界第２の経済大国を目指してきた。」と言っ

ておられました。堺屋さんは令和という元号を知らずに亡くなりましたが、「やがて平成が

終わる、平成後の日本は楽しい日本でなければならない。」ということを言っておられまし

た。楽しい日本とは、おそらく文化、芸術、スポーツ、観光などといった価値創造の分野で、

世界をリードする日本でなければならないという議論。軍事から経済、そして文化の時代だ

ということを、堺屋さんは言っておられます。堺屋さんらしい格言だと思います。しかし、

この令和の日本が楽しい日本として、文化芸術で世界をリードするような日本であるため

には、その前提としてやはり我々の国がそれなりに強くて、それなりに豊かでなければ楽し

い日本を築くことができないだろう。その前提として我々の安全保障がある。今日お話する

様に、日本を取り巻く国際環境は日に日に厳しくなっているといっても過ちではないと思



います。 

しかしながら、実は、日本にとって最も深刻な課題は、第１部の話でもありましたが、深

刻な人口減少。このことは令和の日本にとっての最大の課題、難題であろうと思います。ご

案内のように今の日本の人口は１億２６００万人ですが、これが今世紀の半ばには１億人

を切ると予想されています。つまりあと３０年でこの国は２６００万人から２７００万人

の人口を失います。そして、これは日本のことでありますから、疫病が広がって人々が死ぬ

のではない、飢餓で人々が死んでいくわけではない、大きな戦争で若者が散るということも

想定されていない、自然減で３０年間に２６００万人から２７００万人の人口を失うので

す。人類の歴史の中で３０年間に自然減で２千数百万人の人口を失った国は１つもありま

せん。つまり日本はこれから人類史上いかなる国・民族も経験したことがない、人口減少の

局面に突入するわけです。大変な課題です。２６００万人とか２７００万人というと、数字

が大きすぎるからイメージがしにくいかと思いますが、東京都の人口が１３００万人です。

九州全体の人口が１３００万人です。つまりこれから３０年間で東京と九州が全滅するの

です。あるいは、私は関西ですから、瀬戸内海を渡ると四国がございますが、四国４県の人

口の合計は３８０万人ですから、これから３０年間で四国が７回なくなります。北海道の人

口は５２０万人ですから、これから３０年間で北海道が５回なくなります。途方もない人口

減少ということになります。 

私がこういうお話をしますと、時々お叱りを受けて、あなたの様に人口が減るというから

どんどん悲観的になって、悪循環に陥っていくのだと言われます。人口が減ったところで１

人当たりの生産性を高めれば、国力はそんなに減らないと。経済学者は特にこういうことを

言います。もちろん私は１人当たりの生産性を高めることは大賛成といいますか、それなく

して日本は生きていけないわけです。それはそうですが、今申し上げた様に、３０年間で東

京と九州が全部なくなる。あるいは四国が７回なくなるという人口減少を、生産性を向上さ

せればカバーできるという考えは、算数の話であって、数では表せない心理的・社会的・文

化的インパクトを、この国、この社会に与えることは間違いないだろうと思います。人口が

減るということは国力が減るということ。国力が減るということは我々にできることが、ま

すます限定的になってくる。日本を取り巻く国際環境をみると日本がしなければならない

課題はどんどん増えているのに、それに対処する我々の能力はどんどん減っているという

ことです。ですから、世の中にはトランプ大統領に振り回される日本でいいのか、アメリカ

に対して毅然としてものを言わなくてないけない。中国はけしからん、尖閣のあたりうろう

ろしている中国に対しても毅然と対処しなくてはいけない。韓国は、徴用工だ、従軍慰安婦

だ、いろいろなことをいってけしからん。韓国に対しても毅然と対処しなくてはいけない。

北朝鮮は核開発をやって、拉致問題などもっとけしからん。ロシアは北方領土を返す気はな

い、これもけしからん。周りの国はみんなけしからん。それは結構なのですが、では周りの

国がみんなけしからんから、全部それに毅然として対処しなければならないといっても、我

が国の国力はどんどん減っているのだから、できることはどんどん限られてくるというこ



とです。できることとできないことを精査して、優先順位、プライオリティを立てるという

ことが外交安全保障にとって１番大事なことであり、我々がやろうと思ったら何でもでき

るという夜郎自大の発想ほど、安全保障にとって危険なものはない。我々は精神論に陥って

はならない。強かなこのプライオリティのセンスを持たなければならないということでは

ないかと思います。 

さて先日、Ｇ２０、大阪のサミットがありました。日本としては珍しいマルチの外交でそ

れなりの存在感を世界に示すことはできたと思います。ここにはトランプ大統領もいる、習

近平主席もいる、文大統領もいる、というふうに日本を取り巻く大事な国々の首脳達が介し

たのでありますが、この中でなんといっても日本にとって１番大事な相手は、同盟のパート

ナーでもあるアメリカ合衆国ということになるわけです。そのアメリカで、一昨年ドナル

ド・トランプさんが大統領になりました。トランプさんは日米安全保障条約を不公平といっ

て、時々我々をドキッとさせる。選挙中は日本や韓国が核武装したってかまわないみたいな

ことを言いましたけれども、人によってはこのトランプさんのような人がアメリカの大統

領になって、アメリカはすっかり可笑しくなってしまったのではないか、アメリカは変な方

向に向かっているのではないか、そういう懸念を持たれる方がいます。これは、そうではあ

りません。トランプ大統領が登場したから、アメリカが可笑しくなったのではなくて、アメ

リカが可笑しくなったからトランプさんが大統領になった。因果関係が逆なのです。つまり、

可笑しくなったというのは適当ではないのかもしれませんが、今アメリカが大きく変わろ

うとしているということです。アメリカが変わろうとしている事実は、トランプさんが居よ

うと居まいと変わりはないです。ですから、次の大統領選挙でトランプさんが負けても、ト

ランプさんが居なくなっても、トランプ大統領を生み出したアメリカの変化というものは

変わりないのであって、我々はそれに目を向けなければならない。日米同盟といいますけど、

これは単なる軍事同盟ではないのです。日本とアメリカは民主主義の価値観を共有した同

盟であるはずなのです。ということは、我々は相手の国の国内政治や、相手の国の国内社会

について知らなければ、ミサイルや戦闘機の話だけしても、日米同盟は維持できないのです。

そのアメリカが非常に多様化して、変わりつつあるということなのです。 

トランプ大統領が登場した背景とは、これはもちろんいかようにも説明ができるのです

が、私は常々２つのことを申し上げていて、１つはアイデンティティクライシスということ

です。アイデンティティというのは、自分が自分であるという確認ですけれども、このアメ

リカのアイデンティティが大きく揺らいでいる。旧来であれば、アメリカ社会の中心には白

人で、男性で、キリスト教のプロテスタントの人達がいた。これはアメリカのパワーセンタ

ーといわれるところ、例えば、金融の中心であるウォール街、政治の中心であるワシントン、

学術の中心ハーバードやエムアイティーがあるボストン。どこでも、白人男性でキリスト教

プロテスタントの人達がそういうパワーセンターの中心にいた。おそらくアメリカのパワ

ーセンターの中で、初めから白人男性プロテスタントが中心にいなかった唯一の例外はハ

リウッドだと思います。ハリウッドは基本的にユダヤ人の町ですから。それ以外は白人男性



キリスト教プロテスタントの人達がアメリカのパワーセンターにいたのです。ところが今

世紀の半ばにはアメリカの人口に占める白人の割合は、過半数を切ります。つまり、白人は

今世紀半ばにはマジョリティーからマイノリティに転落するのです。白人は１番大きなマ

イノリティ集団に過ぎなくなるのです。それに対してラテン系の人たちの人口がどんどん

増えています。これも２０４０年くらいには、アメリカでユダヤ教を信じている人つまりユ

ダヤ人よりも、イスラム教を信じている人の人口の方が多くなります。このようにアメリカ

で人種の構成が大きく変わりつつある。日本人はこの宗教の問題についてはあんまり考え

ないけれども、人種の構成が変わることは、多分に宗教の構成が変わるということです。ラ

テン系の人達が増えるということはかなりの程度それに呼応して、カトリックの人口が増

えるということ。ラテン系はカトリックが多いから。すると同じキリスト教徒といったって、

プロテスタントとカトリックのバランスが変わってくるというので宗教構成が変わってい

く。日本人はそれほど、今敏感ではないかもしれないけれども、言葉はご存じでしょうLGBT

といわれる様な、性的マイノリティの人たちがアメリカ社会にどんどん政治的、社会的に発

言力を増しています。LGBT はレズビアンの L、ゲイの G、バイセクシュアルの B、トラン

スジェンダーの T です。このアメリカでは２０１５年の最高裁判所の判決以降、全米５０

の州全てで同性同士が結婚できるようになった。やっぱりアメリカって凄いという思いに

なるかもしれませんが、先進国の G７の加盟国の中で同性同士が結婚できない国は日本だ

けです。世界中のほとんどの先進国では同性同士が結婚できるのです。最近台湾が憲法改正

して、アジアで初めて同性同士が結婚できるようになりました。つまりこの同性同士が結婚

できるっていうのは先進国のトレンドなのです。日本の感覚でこの性的マイノリティの問

題を考えると、おそらく世界のトレンドとずれているということです。人種・宗教・それか

らジェンダーとかセクシュアリティとどんどん多様化が進んで、そうした中でこれまで自

分たちがアメリカの中心だと思っていた、社会を支え、そして会社を支え、家族を支えてき

たと思っていた白人男性キリスト教プロテスタントの人たちのアイデンティティが大きく

揺らいでいる。彼らの不安に乗じたのがトランプ大統領ということになる。 

それからもう１つはステータスクライシス。ステータスというのは自分たちの身分、社会

的な地位ということですけれども、今の自分たちの社会的地位がいつまで維持できるのだ

ろうかという不安を人々が抱きだしているわけです。先進国では日本でもそうですが、どこ

でも平均寿命は上がっている。ところが先進国の中で唯一平均寿命が下がっているのはア

メリカです。しかも特定の集団の平均寿命が顕著に下がっているのです。４つの特徴をもっ

た集団の平均寿命が下がっている。４つの特徴とはなにか。第１が白人。第２が男性。第３

が高卒、大学を出てない。第４が中年、４０代５０代。白人男性高卒の中年の平均寿命が下

がっているのです。ではこの人達がどういう理由で亡くなっているのか。死亡理由の１番は

循環器系の疾患。２番目は肝臓の疾患。つまりこの２つの原因は、彼らが過度の飲酒や喫煙

に頼っているということ。そして３番目の死亡原因は驚くべきことに自殺。４番目は薬物中

毒。今、アメリカで急速に薬物中毒が広がっています。薬物中毒というとメキシコの国境を



越えてマフィアが持って来ると思われるかもしれないけれども、今、アメリカで広がってい

る薬物中毒は主として中国から入ってきている。中国から安価に輸入された医療用の薬が、

それ以外の目的で使用されて、薬物中毒を引き起こしている。チャイナホワイトといいます。

今から百何十年前には欧米が中国にアヘンを売ってアヘン戦争が起こったのに、今、中国か

らの薬物で多くのアメリカ人が死んでいる。この循環器、肝臓、自殺、薬物中毒。この白人

男性高卒の中年の人達がいかに不安定な、社会的・経済的環境に置かれているか。彼らはも

う自分たちの経済的な地位が維持できない、子供たちが自分たちより良い暮らしができる

と信じられない、そういう不安の中で生きている。こういうアイデンティティとステータス

の２つのクライシスを利用して、トランプさんが大統領になった。今、申し上げた様な、白

人男性で高卒の人たち、中高年の人たち。昔だったら労働組合に入っていて、組合を通じて

民主党を応援していたような人たちです。ところが今の民主党のリーダーたちは、オバマさ

んや、ヒラリーさんなど、ハーバードやイェールやコロンビオを出たエリート達であって、

今の民主党のリーダーたちは、レズビアンの人権を守るとか、ゲイの社会的地位を向上させ

るということには熱心だけども、高卒の労働者の生活環境を改善する、彼らはそんなことに

興味はない。このまま民主党を応援していたって自分たちの生活は良くならないのだとい

うのです。彼らがトランプさんに賭けたということなのです。ということで逆転が起こって

いる。 

ところが去年の中間選挙でありますけれども、中間選挙というのは議会の選挙ですが、こ

こで逆転が起こって、上院は５０の州から２名ずつ上院議員が出るので１００人。下院は人

口に応じて４３５人。上院は依然としてトランプ大統領の与党共和党が５３で多数を持っ

ているのだけれども、去年の中間選挙の結果、下院では逆転が起こって、民主党が２３５議

席というので民主党に取られた。日本風にいうならば、ねじれ国会ができていて、トランプ

はなかなかこれまでのように勝手にはできないというので、去年から苦しい状況になって

きているわけです。さらに今のアメリカの政治はすべてが２０２０年の１１月３日に向か

って動いているわけです。２０２０年の１１月３日、これが次の大統領選挙です。アメリカ

の政治が２０２０年の１１月３日に向かって動いていることは、世界は２０２０年の１１

月３日に向かって動いているのです。安全保障を考える上でも極めて大事です。イランは、

アメリカとイランがどこまでやるのか、イランは次の選挙でトランプさんが負けるのを待

っているのです。イランはあと１８ヶ月辛抱しようと思っているのです。すべては２０２０

年の１１月３日に向かって動いている。実は、ご存じの方もいるかと思いますが、アメリカ

は５０の州からなっているのですが、多くの州では選挙をやる前から選挙の結果がわかっ

ているのです。例えば、カリフォルニアでトランプさんが勝つことはありません。ニューヨ

ークでもトランプさんは勝ちません。オバマさんの出身地はハワイですが、ハワイでトラン

プさんが勝つことはありません。ハワイで共和党が勝つことはないのです。カリフォルニア

やニューヨークやハワイ。あるいはシアトルのあるワシントン州、ここも絶対にトランプさ

んは勝ちません。こういった州は極めてリベラルで、民主党の強い州なのです。このように



初めから民主党が勝つだろうとわかっている州のことを、ブルーステートといいます。なぜ

なら民主党の色はブルーだからです。それに対してテキサスでは恐らくトランプさんが勝

ちます。アラスカでもトランプさんが勝ちます。アラスカは石油ですから、ビッグビジネス

の州であって、これは共和党が強い。というようにはじめから共和党が勝つだろうとわかっ

ている州のことをレッドステートというのです。共和党の色が赤だからです。５０の州の多

くは初めから青か赤か分かっているのです。ところがこれは数え方によるのですが、一番狭

く数えると、８つの州で共和党が勝つか民主党が勝つか分からないのです。この８つの州が

共和党と民主党、赤と青の間を揺れ動いているので、この８つの州のことをスイングステー

ト、揺れ動く州といいます。そのため、選挙を戦う人たちも、そして選挙を分析している人

たちも、結局のところこの８つの州だけを見ているわけなのです。どんな州かというと、例

えばフロリダです。この間トランプ大統領はフロリダで出馬表明をやった。フロリダが大事

だから。フロリダはどっちが勝つか分からないから。この間は民主党の１０人の候補者がテ

レビ討論会をやったのもフロリダのマイアミです。フロリダをどっちが取るかで使命を決

する。だからみんなフロリダに注力しているわけです。あとはミシガン、オハイオ、ペンシ

ルベニアといったところです。ミシガン、オハイオ、ペンシルベニアなどは、重厚長大の企

業があって、それがみんな斜陽化して苦しくなって錆びた地帯というので、ラストベルトと

いわれるようになった。このスイングステートで、前回の１６年の選挙ではそれぞれ非常な

僅差でトランプさんがヒラリーさんに競り勝って逆転が起こったということなのです。と

ころが今、世論調査をやりますと、このスイングステートのほとんど全てでトランプさんの

支持率が急速に下落しています。ですから今日大統領選挙をやれば、間違いなくてトランプ

さんは負けます。ところが面白いことに、世論調査で「あなたはトランプさんが大統領に再

選されると思いますか、されないと思いますか」と聞いたら５５パーセントの人がトランプ

さんは再選されると答えています。再選されないと答えた人は３０数パーセント。過半数の

人はトランプが再選されると思っています。スイングステートでトランプさんの支持率は

急速に下落しているのに、多くの人がトランプさんは再選されるだろうと思っているので

す。なぜかというと、やっぱり現職が強いということもありますが、今トランプ大統領に有

利な条件が４つあります。１つはアメリカの景気が良い。成長率３パーセントは切ったけれ

ども２．８パーセント程度で景気が非常に良い。２番目の理由は失業率が極めて低い。過去

４９年間で１番低いのです。トランプさんのお陰かどうかは分かりません。とにかく失業率

が低い。この２つは当然現職に有利である。３番目にアメリカとしては珍しく、今、戦争を

していない。従って、大規模な死傷者が出ていないのです。これもやっぱり現職に有利です。

そして４番目は戦う相手の民主党がバラバラだということです。今、２４人もの候補者が次

の大統領選挙に出ます。民主党から出馬表明しているのです。過去最多です。２４人も立候

補されると、大きな問題が生じるのです。第１にベテランの選挙参謀が足りなくなるのです。

選挙参謀の取り合いです。２番目に寄付金が分散してしまう。だから絞り込まないといけな

いのです。 



依然として、ちょっと人気は下がったけれども、２４人いる民主党の大統領候補の中でト

ップを走っているのが、バイデン前副大統領です。この人はオバマ政権の副大統領を２期８

年。その前に上院議員を３６年やったベテラン政治家です。経歴は申し分がない。そして民

主党の中では穏健中道で極めてバランスの取れた政治家。それは大変良いのですが、このバ

イデンさんには弱点がいくつかある。１つは年齢。７６歳でトランプさんより３歳年上。今

７６歳ということは、選挙が戦われる来年は７７歳、当選したら７８歳。ということは、仮

にバイデンさんが当選しても、この人は１期限りの大統領になるということです。７８歳か

ら一期やったって８２歳ですから。２期で８６歳までやることは考えられません。だから、

大本命のバイデンさんが高齢だから、今民主党の中で次々に立候補しているのです。立候補

している人たちは、本当に大統領になろうと思っているのではないのです。バイデンさんの

副大統領候補になって、４年先の有力候補になりたいのです。だからいろんな人が手を挙げ

ている。だから１つは年齢の問題です。２つ目はこのバイデンさんは、デラウェアの出身で

地元の州立大学を出ている。シェラキュースというなかなか立派な大学のロースクールを

出て弁護士になっているけれども、バイデンさんはヒラリーさんやオバマさんみたいなエ

リートではないのです。ハーバードを出ました、イェールを出ましたとかいう天下のエリー

トというわけではない。庶民的なイメージも持っているのです。それでも３６年上院議員を

やって、８年間副大統領をやったというのは、要するに言葉は悪いですけど、ズブズブのプ

ロの政治家ってことです。日本語でいうならば、永田町の論理に浸りきった政治家というこ

とです。前回民主党に失望してトランプさんに流れた。トランプさんなら何か新しいことが

起こるのではないか、といって民主党を見捨てて、トランプさんに走ったかつての支持者が

バイデンさんなら戻ってくるかというと、やっぱりバイデンさんはプロ過ぎる、新鮮味がな

いというのが大きな弱点なのです。そしてもう１つの弱点は、このバイデンさんの次につけ

ているのがエリザベス・ウォーレンさんという上院議員と、ヴァーニー・サンダースさんと

いう上院議員。この２人は民主党の中ではバリバリの左派です。ウォーレンさんはハーバー

ド大学のロースクールの教授もやっていて、彼女は見ては分からないが、若干、ネイティブ

アメリカンなのです。昔の表現でいうとインディアンの血が流れていて、トランプさんは口

が悪いからウォーレンさんのことをポカポンタスと呼んでいる、このウォーレン上院議員

が今回の選挙で主張しているのは、富裕層に対する大規模課税です。富裕層に対する大規模

課税をやらないとアメリカの格差は広がる一方だと。ご案内のように、今アメリカでトップ

０．１パーセントの人がアメリカの全体の富の１割、トップ１パーセントの人がアメリカ全

体の富の２割を持っている。それに対して下から半分の人は全米の富の２割しか持ってい

ない。この格差は開く一方なのです。だから大規模課税をやれというのがウォーレン上院議

員の主張。それからサンダース上院議員。この人は７７歳でバイデンさんより年上ですが、

彼が熱心に主張しているのは、公立大学の無償化。これに若者が熱狂しているわけです。皆

さんの中にもしかしたらお子さんやお孫さんを、アメリカの大学に留学させたいと思われ

る方もいるかもしれませんが、例えば、ハーバード大学に正規にお子さんを入学させようと



思ったら、１年の授業料は６００万円です。４年やって卒業させようと思ったら３千万円で

す。普通では行けるわけがないでしょう。どうするかっていったら、アメリカ人はみんな借

金をするのです。学資ローンを借りる、ローンを借りてでも大学に行かないと、大卒と高卒

との賃金格差がどんどん開いて、大卒の平均年収が７００万円台に対して高卒は４００万

円を切っています。だから大卒か高卒かで年収だけで３００万円違います。生涯賃金では大

変大きな差になります。だから借金しても大学に行くのです。アメリカの人口は３億３千万

人ですが、この３億３千万人のうち在学中か卒業後かを問わず、大学に行くために借金をし

ている人が４千７百万人います。この４千７百万人の人たちが抱えている学資ローンの総

額は１兆６千億ドル。これはイラク戦争の戦費の半分。これだけの借金をしてアメリカ人は

大学に行っています。だから公立大学をタダにしたら大喜びです。この民主党の左派のウォ

ーレンさんとサンダースさんの支持率を合わせると、大体バイデンさんの支持率と同じに

なります。いかに民主党が中道と左派に分裂しているのか。仮にバイデンさんが大統領候補

になっても、それで本当に民主党がまとまれるかというのが、トランプさんに有利に働く条

件になるのです。これから２０２０年１１月３日に向けて共和党か民主党か、トランプか反

トランプか、どんどんアメリカの政治は党派性を高めて進んでいくことにも拘わらず、アメ

リカではとは申しません、ワシントンではと申しましょう、少なくともワシントンでは、共

和党か民主党かの党派を超えて、超党派で合意の成立する数少ないテーマがある。その最た

るものが中国。中国許すまいということです。 

アメリカと中国でありますが、今、中国の GDP がアメリカの６割以上になってきました。

かつて人民日報が書きましたが、アメリカには６割の原則というのがあります。アメリカは

自国の６割強の力を持った国の存在を許せない。かつての米ソ冷戦の時でも、ソ連の軍事力

がアメリカの６割近くになってきたら、アメリカは本当に潰しにかかったし、日米貿易摩擦

の時でも、日本の経済力が６割近くになったら、本当に締め上げにかかった。今、中国がア

メリカの経済力の６割になってきて、アメリカが本気になった。人口ではもちろん中国の方

が圧倒的に多いですが、アメリカと中国の面積はほぼ同じ。ただ、耕作可能面積はアメリカ

の方が圧倒的に多い。軍事力ではアメリカは突出しているけれども、中国が急速に追い上げ

ようとしている。この米中関係ですが、この間の G２０でも追加関税をかけない。ファーウ

ェイについても例外はあるけれども、制裁解除ということになりましたが、我々の目の前で

起こっているこの米中の対立を単なる貿易摩擦と考えてはいけません。そして、トランプ大

統領が選挙目当てのパフォーマンスでやっていると考えてもいけません。これは、少なくと

もワシントンでは、共和党と民主党を超えた固いコンセンサスができ上がっているのです。

アメリカはとことんやるつもりです。これは貿易の問題ではありません。貿易戦争とメディ

アは時々いいます。トレード・ウォー。これは貿易ではありません。戦争なのです。我々の

目の前では何十年のスパンでの戦争が始まろうとしているのです。現にご案内のようにア

メリカは貿易だけではなくて、中国からの投資規制をかけています。アメリカのハイテク産

業、安全保障関係の産業に対して、中国のお金が入らないように投資規制かけている。それ



から人的交流の規制もかけている。中国人の留学生、特に博士課程、理系の学生たちの学生

ビザの発給は、非常に厳しくなっている。今までだったらほぼ５年更新だったのが１年更新

で非常に厳しい締め付けをやっている。産業スパイを恐れているわけです。だから貿易だけ

ではなくて、投資、そして人的交流、最後は金融までいくわけです。私は経済学者ではあり

ませんから、こんな杜撰なことがいえますが、米中の貿易摩擦を解消できるわけがないので

す。そもそも米中の２国間だけを取り出して、２国間の貿易赤字を問題にしたって、経済的

には意味はない。しかし、アメリカはそれを問題にしています。この米中の２国間貿易摩擦

が解消できるわけがない。中国からアメリカへの輸入は５千４百億ドルです。それに対して、

アメリカから中国への輸出は１千２百億ドルです。４千２百億ドルの赤字があるわけです。

しかも、かつて８０年代の日米貿易摩擦のように、今もまた、トランプさんがいろいろなこ

とを仕掛けてきていますが、日米の貿易関係、あるいはアメリカと韓国との貿易関係。これ

は後で、そんなこと言ったら、けしからんと怒られるかもしれませんが、アメリカは日米や

米韓間では最後は武器を買えと言うのです。そして我々が武器を購入することによって、貿

易赤字をある程度回収できるのです。でもアメリカは中国に対して武器を買えとは言えま

せん。武器を売れませんから。アメリカが中国に売れるのは、大豆と牛肉と自動車です。大

豆と牛肉で４千２百億ドルは埋められません。到底無理です。だから解消しようのない赤字

なのです。しかも、貿易だけではなくて、投資、人的交流、そして金融と至っています。ア

メリカがここまで思い詰めるようになったのには、長い経緯がある。１番アメリカが恐れて

いるのは、科学技術の分野での逆転劇です。 

先ほど日本の人口が減るのに対して、生産性を上げればいいのだという議論があると言

いました。その通りだけども、生産性を上げる時よくいわれるのは、我々の目の前には、こ

れまで考えたこともないような科学技術の可能性が広がっているではないか。AI がどんど

ん進んでいく。IOT がある。ビッグデータが集積される。バイオサイエンスがどんどん進

んでいく。我々の目の前に広がっている科学技術を使えば、人口の減少を補うに余りある生

産性の向上が期待できる。ところが問題は我々の目の前に開かれている科学技術の多くが、

日本やアメリカのような先進自由民主主義国よりも、中国やロシアのような非民主主義国

に有利だということです。これが最大の問題です。例えばビッグデータの集積にしたって、

日本やアメリカのような民主主義国では、例えば我々のクレジットカードの使用歴だとか、

年収のほかあらゆるものをどんどん集積していくにしても、プライバシーの壁があるわけ

です。個人情報保護法というものがあるわけです。しかし、中国の共産党がその気になれば

５億人分でも、１０億人分でも、個人情報を集積するのです。ビッグデータの集積は明らか

に非民主主義国に有利です。それからバイオサイエンスでも、ゲノムの組み換えをやる。遺

伝子の組み換えをやる。これは試験管の中ならいいだろう、動物実験ならいいけれども、こ

んなことを人体でできるわけがない。日本やアメリカなら、ゲノムの組み換えに関する総理

大臣の私的諮問機関などが作られるのです。生物医学者や法律家や宗教家やいろいろな人

が集まって２年も３年も議論して、中間答申が官邸に出される。でも中国やロシアはそんな



ことを気にしないので、我々の目の前にある科学技術の多くが、実は中国に有利に働いてい

る。かつて冷戦の頃に、アメリカはソ連の科学技術を過小評価していたら、ソ連が先に人工

衛星を打ち上げた。１９５７年にスプートニク。これはスプートニクショック。アメリカは

中国相手に今、再び第２のスプートニクショックが起こることを本当に恐れている。科学技

術で逆転されると、米中の力関係全体がパラダイムチェンジしてしまうということをアメ

リカは真剣に危惧しています。だからアメリカはとことんやるつもり。でもそんなことはで

きるのか。米ソの冷戦の頃は、アメリカとソ連は軍事で対立し、イデオロギーでも対立して

いた。だけれどもソ連は社会主義経済だから経済は全く別にやったわけです。ところが今の

米中は、いくら軍事で対立するとしても、もう経済相互依存のズブズブの中で米中は生きて

いるではないかと。かつてのソ連相手みたいにとことん戦おうなんてことが中国相手にで

きるわけがないではないか。その通りです。かつて８０年代の米ソの貿易額が１番高かった

時に、年間の貿易額が２０億ドルでした。ところが今、米中は１日で２０億ドルです。これ

だけの経済相互依存の中で、本当に中国ととことんやり合えるのか。やり合えれば、アメリ

カだって途方もない痛手を被るではないかということです。ところがワシントンのエリー

トたちの多くの認識は、ちょっと我々とは違う。アメリカのエリートはこう考えているので

す。今の中国は８０年代のソ連の軍事的脅威プラス８０年代の日本の経済的脅威が加わっ

たぐらい危険だ。だからとことん戦わない。軍事マイナス経済と考えてない、軍事プラス経

済だからもっと危険だと考えています。とことんやったら、もちろんアメリカ経済に大きな

打撃が被るのです。だから今回、貿易でトランプさんが大阪で一旦譲ったのは、やはり、今

度の選挙でトランプさんは票が欲しい、農村部にダメージが出つつあるから、一旦トランプ

さんは引き返したわけです。けれども、これは一時的なことで、とことんやろうとしている。

何故というと、今やらなければ、今戦わなければ、おそらく１０年後には負けてしまうから。

アメリカはそれぐらいの危機感をもって、今中国と向き合おうとしている。決して一時的な

現象ではないということです。 

さて、アメリカのグランドストラテジーということを考えますと、アメリカにはこのアジ

ア太平洋地域で信頼できる同盟国が２つある。言葉と文化を共有するオーストラリア、そし

てもう１つがこの日本ということになります。日本はアメリカ大陸から 1 万 km 離れてい

ます。ところがアメリカがこれから本格的に向き合おうとしている中国大陸から日本は１

千 km しか離れていません。アメリカ本国から１万 km、中国から１千 km というこのロケ

ーションにアメリカは、海軍と空軍と海兵隊の基地を持っているわけです。しかもサミット

の時にも安倍総理がトランプ大統領にお勧めされたように、例えばアメリカ海軍の空母に

対して、日本が提供できるサポートの時価というのは、アメリカ本国よりも質の高いサポー

トを日本は提供できる。このロケーションに海・空・海兵隊の基地を持っていて、そして極

めて質の高いサポートをしてくれる。この日本はアメリカにとって戦略的に得がたい存在、

捨てがたい存在ということなるわけです。そして目を大きく西に転じると、世界最大の人口

を擁する民主主義国インドがいるということになります。このアメリカとオーストラリア、



日本、インドを線で結ぶと、ここにある様に菱形になるわけです。これが戦略的ダイヤモン

ド、ストラテジック・ダイヤモンドといわれるもの。因みにいうと、この戦略的ダイヤモン

ドという言葉は元々安倍内閣が言い出した言葉。安倍内閣が言い出した言葉を、今アメリカ

政府が使っている。これは戦後の日米関係で初めてだと思います。これまではアメリカが言

い出した戦略コンセプトを、日本が真似してきた。今回初めて、日本がいいだした戦略コン

セプトをアメリカが使うようになった。それだけ日米関係が緊密になっていると言えるし、

それだけ今、ワシントンがスカスカということ、戦略が立てられないくらいスカスカだとい

うことです。この戦略的ダイヤモンドの中に、ほぼすっぽりと中国が収まるということです。

この戦略的ダイヤモンドは中国を覆っているということになるわけです。 

アメリカはなにも中国と戦争しようとしているのではありません。アメリカと中国が戦

争するなど、この世の終わりですから、そんなことを求めているわけではありません。２０

３０年代のしかるべき時期に中国の GDP はアメリカを抜きます。今６割強だけれども、や

がて２０３０年代、あと１０年ほどすると、中国の GDP はアメリカを抜きます。これは経

済学の通りではありません。算数のかけ算の問題です。必ず抜きます。そうすると中国は世

界一の経済大国になります。ということは人類の歴史で初めて、発展途上国が世界一の経済

大国になるのです。これは人類史に対するチャレンジです。ところが中国が世界一の経済大

国になる頃、中国国内には様々な問題が噴出してくるのです。冒頭で日本の人口が急速に減

る、１億２千６百万人から１億人を切るというお話をしましたけれども、中国でもすでに労

働力人口、つまり１５歳から６４歳までの労働力人口は、もう減少し始めているわけです。

これが２０１５年を起点にとると２０４０年までに、中国の人口は１億人減ります。中国の

人口が１億人減っていく。急速な少子高齢化が中国を襲うのです。日本の１０倍の規模で、

遙かに早いスピードです。しかもその場合中国は、日本と違って、社会保障のような十分な

セーフティネットを持たないままです。貧富の格差がますます広がって、そして天然資源が

枯渇していきます。さらには環境破壊がさらに進みます。どれ１つとっても中国国内を大き

く揺るがす大問題が次々に噴出していくわけです。これは中国にとってもそうですが、世界

にとっても最悪な組み合わせです。世界で 1 番豊かな国がいつ大爆発を起こしてもおかし

くないぐらい不安定になる。これは最悪の組み合わせです。ということでアメリカは、この

アメリカ・オーストラリア・日本・インドのという戦略的ダイヤモンドで、中国をすっぽり

と包んで、中国が国内的不安定を覆い隠すために、対外的な無謀な膨張政策、あるいは中国

国内が崩壊してしまわないように、この戦略的ダイヤモンドで中国をしっかりと管理しよ

うというのが大戦略です。おそらく今申し上げた様に、２０４０年までに人口が１億下がり、

さらに減っていくというので、これは２０３０年代、２０４０年代、この２０年間がおそら

く中国のピークです。この２０年間を何とか乗り越えたら、中国は急速に人口が減少してい

って、おそらく中国が一国で国際秩序を大きく揺るがす程の力を持たなくなるというので、

２０３０年代から４０年代は中国が一番強いけれども一番不安定な時期に、この戦略的ダ

イヤモンドでしっかりと維持していくというのが、今世紀半ばまでのアメリカの基本戦略



だということです。だから、我々がそれについていく覚悟があるのかどうかということが今

問われているということだと思います。ところが、この戦略的ダイヤモンドの中で、実は残

念なことに、一番弱いポイントは日本です。なぜならば、我々の人口が急速に減少している

からです。我々は北東アジアになりますけれども、目を東南アジアに転じると、ご案内のよ

うに、ミャンマー、それからラオス、カンボジアという小さな国は、もう中国経済圏にどん

どん取り込まれている。けれどもこの東南アジアにあって、中国に対してある程度自立的な

プレイヤーとしてゲームができるのは、ひとつだけ挙げるとするならば、間違いなく 2 億 6

千万の人口を有する民主主義国インドネシアです。インドネシアがさらに重要なことは、世

界最大のイスラム人口を抱えた国。ですからインドネシアの安定というのは、中東から広が

るイスラム過激派のテロをアジアで食い止めるという意味でも、インドネシアの安定は極

めて重要です。しかも、２億６千万人の人口を持っていて、経済的にもどんどん台頭してい

く。このインドネシアとフィリピンを加えると、少なくとも労働力人口では中国の半分ぐら

いになっていく。アメリカは日本が人口減で弱っていく分、東南アジアでインドネシアそし

てフィリピンとの関係を強化することで、日本の弱化を補う補助線を引こうとしていると

いうことだと思います。今申し上げたように、インドネシアでもこのイスラム人口が多いと

いうことは大事ですが、アメリカもさきほど申し上げた様に社会構成がどんどん変わって

いるでしょう。だから、他国の軍事力や経済力だけでなく、他国の内側の社会の構成がどう

変わっているのか、それに対する理解とか感受性を持っていることが、民主主義国同士の同

盟国の大事なことです。単なるパワーバランスだけで同盟を考えるのは、それは非民主主義

国の発想です。我々は民主主義国同士のゲームをやっているので、相手の内側の変化を知ら

ないといけない。そのことが非常に大事なことです。実はアメリカの国内社会の変化が、程

度の差はあるけれども、日本にもやがて起こることです。常々申し上げていますが、アメリ

カは日本の未来ですから、アメリカで起こることは時差を伴って日本でも起こります。例え

ば、政府は移民政策といっていないけど、外国人の労働者を入れるようになっている。今、

日本は世界で４番目の移民大国です。外国人労働者でいうと今の趨勢が続くと、２０４０年

までには日本の人口の１割は外国人です。すると人種の多様化、宗教の多様化、さらにはジ

ェンダーの多様化など、今、アメリカ社会で起こっている問題は、やがて我々自身の問題に

なります。他人事ではないです。 

話を元に戻すと、戦略的ダイヤモンド。そしてインドネシア・フィリピンとの関係を改善

する。これはアメリカのグランド・スクラムです。韓国はどこ行った。アメリカは韓国と同

盟国ではないか。どこかに行ってしまったというと語弊があるが、やはり、今、例えば徴用

工の問題、いわゆる従軍慰安婦の問題、日韓関係を次々に襲っていて、我々の中にはいい加

減にしてくれと、小野寺前防衛大臣は「当面日韓関係は良くならないから、これは丁寧に無

視するべきだ。」といわれて、これは小野寺さんらしい見識だと思いますが誤解してはいけ

ません。大事なポイントは丁寧にということです。丁寧に無視するということが大事です。

しかし日韓関係がこれだけぐらぐらしているというのは、大前提として米韓関係が緩まっ



ているからです。米韓関係が緩まっている変数として日韓関係も悪くなっている。やっぱり、

韓国がこれまで経済発展してきたけれども、これからも日本とアメリカと同じように引き

続き海洋国家として、貿易立国として生きていこうとするのか、それとも南北の和解統一を

目指してアジア大陸に接続して、中国・ロシアとともに大陸国家として生きていくのか。海

洋国家韓国なのか、大陸国家韓国を目指すのかという非常に大きな地政学的な選択を韓国

は今迫られていて、もしかしたら、韓国が後者を選ぶ可能性がないわけではないとするなら

ば、韓国を所要の要件としての大戦略は立てられないというのがアメリカのシビアな考え

方だと思います。 

朝鮮半島情勢です。今回もトランプ大統領が３８度線で金正恩委員長と会いました。トラ

ンプ大統領のことだから、また突然大きな譲歩をするのではないか。南北はどんどん和解し

たいわけですから、そうすると日本だけが拉致問題だとかいろいろなことをいって、この朝

鮮半島の大きなうねりの中に飛び込めない。安倍総理が条件なしに金正恩委員長と会って

もいい、会いたと言っているけど、北朝鮮側は足下を見てなかなか会おうとしない。すると

日本だけが、この朝鮮半島を巡る大きな交渉の輪に入れない。日本蚊帳の外論ということが

時々、日本人の間では危惧される。私は日本人自身が日本蚊帳の外論を論ずるということは、

北朝鮮に塩を送るということだと思います。今の段階で我々が、北朝鮮をめぐる交渉の輪の

中心にいないということにそんなに危惧感を感じる必要はないと思います。何故ならば、今、

北朝鮮を巡って議論されていることは、北朝鮮の非核化だからです。非核化がテーマの時に

核を持たない日本が交渉の中心メンバーではないことは、驚くにあたりません。だからそん

なに我々は焦る必要はない。けれども長期的には日本はそれなりに有効なカードを持って

いる。これはもうお忘れになったか知りませんが、２００２年に当時の小泉総理が平壌に行

かれました。日朝平壌宣言。これは国と国との宣言でありますが、このときに話し合われた

ことは日本と北朝鮮との間には３つの難しい問題がある。すなわち、核とミサイルと拉致で

ある。この３つの問題が解決されれば、日朝は国交正常化の話し合いに入る。国交正常化の

暁には、日本は北朝鮮に対して大規模経済支援をするというのが、この日朝平壌宣言です。

この経済支援の額は明示されておりませんが、外交の世界に住む人間の常識としては百億

ドルといわれています。百億ドルの算出根拠は何かといいますと、１９６５年に日本は韓国

と国交正常化しました。この日韓国交正常化の時に日本は韓国に対して有償と無償と民間

の資金提供で、５億ドルを提供しました。１９６５年の５億ドルを２００２年で換算すると、

およそ百億ドルといわれています。韓国と同じ規模の経済支援をするならば、百億ドルとい

う数字が出てくるわけです。ところが北朝鮮は厚かましいので、それは２００２年の話で、

今は２０１９年です。百億ドルでは足りない。２百億ドルくらいの援助をしてもらわなけれ

ばいけないといっているわけです。そうすると日本円でいうと、１兆円から２兆円の経済支

援ということになります。さて、ここで考えていただきたいのですが、世界中で北朝鮮に対

して１兆円から２兆円の大規模経済支援をしても良いという意志と、するだけの力、意志と

能力の両方を持った国は世界中に３つしかありません。そのうち１つはもう答えが出てい



ます。日本です、日本は約束しているから。日朝国交正常化の暁にはするといっている。日

本以外にあと２つ。韓国と中国です。アメリカとおっしゃる方も時々いますが、もちろんア

メリカは１兆円や２兆円の経済支援をする力はあります。けれども、トランプ政権はびた一

文使う気はないです。アメリカには意図がない。ロシアは一枚噛みたいです。でもロシアに

は金がないです。意図と能力の双方を持っているのは日本と中国と韓国だけです。すると、

今度は経済支援をもらう側、金正恩委員長だったとして、もらう側に立ってみれば、日本か

ら 1 兆円もらうのと、中国から 1 兆円もらうのと、韓国から 1 兆円もらうのと、どれが一

番おいしい。これも議論の余地はないです。間違いなく日本です。間違いなく日本からの経

済援助がおいしいです。まず中国ですが、北朝鮮は既に貿易の９割を中国に依存している。

この上、中国から大規模経済支援を受けるということは、北朝鮮の経済がますます中国に隷

属していくということです。中国以外から金が入るのだったら、できることならリスクは分

散したいです。当然の発想です。だから中国以外からお金が貰えるなら、その方が良いに決

まっています。韓国は親戚・兄弟ではないか。親戚から金が入るのが一番安全ではないか。

だけど、今、南北和解の曲面に入っています。やがて長期的には南北統一の仕上げに向かっ

ていく。南北統一といっても、とても簡単ではありません。最初は中国と香港とのような一

国両制度なのか、あるいは緩やかな連邦制なのか。しかし南北統一が議論として見えてくる

というならば、会社でいうならＭ＆Ａ（合併・買収）です。Ｍ＆Ａの話をするときに、相手

の会社から金を貰う馬鹿はいません。そんなことをしたらこの統一はどんどん韓国に有利

に進みます。日本から金をもらうのが、なんの躊躇もなく、なんのためらいもなく金がもら

えるのです。だって、日本帝国主義３７年の植民地支配に対する償いですから。北朝鮮はな

んの躊躇もなく日本から金を取れるというので、実は長期的には、北朝鮮にとって最もおい

しい大規模経済支援という戦略カードを我々は持っています。これをどういうタイミング

で、どのような形で使うのかということを、今からしっかりと焦らないでいいから、しっか

りと考えていかなければなりません。それからもう１つ、北朝鮮というと核、ミサイル、拉

致という危険な側面ばかりが強調されるけれども、しかし北朝鮮は大きな経済的チャンス

を持っています。まずなんといっても北朝鮮には、２０兆円ともいわれる天然資源が眠って

います。これが本格的に開発されるようになります。それから、これも表現は悪いかもしれ

ないけれど、北朝鮮の約２千万人の人口、これを労働力に例えるならば、どれだけ伸びしろ

のある労働力か。彼らはあの過酷な環境の中で１日十何時間、必死に働いているわけです。

この北朝鮮の人たちに適正な職業訓練が行われて、彼らに技術が供用されて、そして資金が

提供されて、マーケットがオープンだったら、彼らがどれだけ一生懸命働いて伸びるか。お

そらく昭和３０年代の日本の経済成長より高い成長率を示すと思います。北朝鮮は２０兆

円規模の天然資源と、２千万人の非常に伸びしろのある労働力を持っています。この北朝鮮

が持っている経済的チャンスを最も貪欲に貪り尽くすのは中国です。しかし、これを全部中

国に持って行かれるのではなくて、日本がどれだけ食い込むかということも、我々の持って

いる唯一の戦略カードを有効に活用しながら、考えていかなければならないということで



す。 

さてもう１つのお隣、ロシアです。最近はにわかに北方領土問題がクローズアップされる

ようになっています。プーチン大統領は返還する計画はないと言っていますが、この北方領

土問題が日ロ間で１番うまくいったのは、当時のエリツィン大統領が静岡県の川奈に来た

とき、日本は橋本総理の頃です。この川奈会談で日本が言ったのは、とにかく北方四島の主

権が日本にあることを、まずもって認めてください。まず主権があることを確認してくださ

ったら、どういうタイミングで返還していくか、それに対し日本がどんな見返り、援助を与

えるか、ゆっくり時間をかけて話し合いましょう。まず入口に、北方四島の主権が日本にあ

るということを認めてください。エリツィン大統領は良いだろうと言ったのです。しかし、

横にいた大統領補佐官が「大統領、持ち帰りましょう」と言いました。持ち帰ったらエリツ

ィンさんは病で倒れてしまいました。橋本さんは参議院選挙に負けて失脚しました。この川

奈合意は幻で終わったのです。今、残念ながら、北方四島が返ってくると信じている人はほ

とんどいません。そんな能天気な人はほとんどいません。せいぜい歯舞・色丹の２島が返っ

てくればいいのではないか。この歯舞・色丹は北方四島全体でいうと、面積では全体の７パ

ーセントに過ぎません。けれども馬鹿にはできないです。排他的経済水域は広いですから。

だから経済的利益は結構あるのですが、せいぜい歯舞・色丹の２島が関の山ではないか。い

やいや、歯舞・色丹返還を目途に交渉していたら、１島しか返らないではないか。いやそも

そも、プーチン大統領は１島たりとも返す気はないではないか。というので、４か２か１か

０かという島の数が問題になります。しかし実は、ロシアが今、日本政府に問うているのは

「日本は北方領土の何を返せとおっしゃっているのですか。北方領土の主権を返せとおっ

しゃっているのですか。」と言われて、「そうです。北方四島の主権を返してください。」と

日本側が言ったら、「主権を返せということは、今この段階で北方四島の主権が日本にはな

いということを認めたことになるのです。」とロシアは言うのです。日本は、いやいや、「北

方四島の主権は我々にあるのです。」と言ったら、「日本にあるものを何で返してくれという

のですか。」という話です。つまりロシアは、日本は北方領土の主権を返せと言っているの

か、それとも北方四島の上で行政を行う権利、施政権を返せと言っているのか、それとも島

そのもの領土を返せと言っているのか、いかなる属性のものを返せというのかという問い

かけをしています。これが島の数とクロスするから、非常に複雑な交渉となっているという

ことです。日本のメディアは、安倍さんはプーチンさんにだまされて引き延ばされているだ

けだと、プーチンさんは全然返す気はないと報道しています。結果としてそうなるかもしれ

ないけれど、私は日本のメディアが言っている程全く悲観的な話ではないと思います。例え

ば、ロシアの外務大臣が第二次世界大戦の結果として、北方領土はロシアのものになったと

まず日本は認めるべきだと言い出して、あるいは北方領土を返還後に米軍基地が置かれて

は困るから置かないと約束しろと、いろいろな値をつり上げています。値をつり上げるとい

うことは、売る気がどこかにあるからです。売る気がなければ値はつり上げません。だから

様々な条件がうまく揃えば、もしかしたら譲っても良いという気はあると思います。日本の



メディアが言っているほど絶望的ではない。だけど非常に難しい。この北方領土問題は、私

は誤解を恐れずに申し上げますが、私は４島なのか２島なのか１島なのか０なのか、怒られ

るかもしれないけど、私は島の数はどうでも良いと思います。これはもっと大きな戦略的な

判断です。去年、明治維新から１５０周年でした。従って今年１５１年目です。ご維新から

１５１年、残念ながら日本は中国とロシアを両方敵に回せるような力を持ったことは１回

もありません。これからもありません。我々は中ロ両方ともに敵には回せません。そして今

の日本にとって中国とロシアどちらが危険か。中国の方が危険です。だから我々はロシアと

の関係を改善する。ロシアが信頼できるのか、プーチンさんがいい人か全く関係ないです。

戦略的選択の問題です。その入り口に北方領土問題があるからなんとかしたいだけです。と

ころが、この北方領土問題を前に進めるためには、少なくとも２つの条件がクリアされなけ

ればならない。第１は日本国内で安倍総理、ロシアでプーチン大統領、この２人の指導者の

国内的支持が両方同時に高くなければならない。片一方だけではダメです。去年プーチンさ

んが大統領に再選された時、プーチンさんの支持率は盤石でした。ところが去年の 4 月、安

倍さんは様々な問題であと１ヶ月もたないのではないかといったイメージでした。プーチ

ンさんからすれば、あと 1 ヶ月で罷任するかもしれない安倍さんのために領土問題で譲る

必要はないわけです。今、安倍さんは比較的安定しています。ところがプーチン大統領は国

内の年金改革が失敗して支持率が急落しています。この国内情勢では安倍さんに領土問題

で譲れません。ということで、安倍・プーチン２人の国内支持が同時に高くないとこの問題

は前に進めないということです。 

それから２番目に、この問題は日本にとって戦略的判断だといったけれども、ロシアが同

じように考えてくれるかどうかです。つまり、長期的にはロシアにとっても中国は懸念材料

なはずです。中ロ経済パートナーシップと彼らは言っているけれども、もう中国の GDP は

ロシアの８倍です。このままいけばどんどん従属関係に追い込まれていきます。極東ロシア

のロシア人の人口が減る一方なのに、中国の人口は増えています。中国に飲み込まれようと

しています。そうした中で日ロ関係を改善することは、ロシアのアジア戦略の幅も広げます。

さらに今米ロ関係は非常に悪いが、日米関係は安定しています。この日本との関係を改善す

ることで、米ロ関係改善の糸口にできるという戦略的判断をプーチンさんがするかどうか、

というので北方領土問題は非常に難しいということなのです。 

今お話した様に、アメリカの国内政治が非常に変化して、大統領選挙に向けて揺れていま

す。しかし、米中の対立はこれからどんどん本格化していきます。朝鮮半島情勢もにわかに

は解決の展望はなく、日ロ関係もなかなか大きく前進しないというふうに、日本を取り巻く

国際関係はどんどん厳しくなっていって、しかし、冒頭申し上げたように、我が国の人口は

減り、国力は減ります。人口が減るということは、これも空将補のお話であったように、１

８歳から２４歳という各国の軍隊でリクルートできるような人口もどんどん減っていくと

いうことになります。というわけ安全保障上も非常に厳しい状況の中にあります。そうした

中で一体我々は何ができるのか、我々ができることは限られています。まず日米関係をしっ



かりと維持するということです。もちろん、ミリタリー・トゥー・ミリタリーのプロとプロ

との関係で、相互補完的に信頼できるパートナーとしての関係を強化していく。これももち

ろんそうですが、先ほど申し上げたように、この同盟は民主主義国と民主主義国との同盟関

係です。これ日独伊三国同盟とは違います。民主主義社会と民主主義社会との結びつきです。

ということで、相手の社会の変化について、我々がますます感受性と理解を深める。そして、

国のレベルだけではなくて、例えば地方自治体のレベルで、アメリカの地方自治体と結びつ

いていく。あるいは日本の大学がアメリカの大学ともっともっと結びついていく。日本の企

業がアメリカの企業との関係を深めていくというような民間のレベルでのパラディプロマ

シーといいますか、国と国との外交だけではなくて、地方自治体や民間レベルの関係の幅を

どう広げていくかということが、この日米同盟を支えていく上で非常に大事です。例えば地

球環境問題のパリ協定がございます。。トランプ大統領は早々とパリ協定を離脱しました。

あのときにトランプ大統領がいったのは、私はピッツバーグの市民に選ばれたのであって、

パリの市民に選ばれたのではないとトランプ大統領は言いました。つまり自分はピッツバ

ーグで働いているような、アメリカの平均的な労働者の代表として選ばれたのであって、パ

リで暮らしているようなコスモポリタンに選ばれたのではないとトランプ大統領は言いま

した。だからパリ協定を離脱すると。その翌日、ピッツバーグ市長は声明を発表して、ピッ

ツバーグ市はパリ協定を守るといったのです。実際、トランプさんがパリ協定を離脱すると

いったら、当時のカリフォルニア州知事と、ニューヨークの市長はブルームバーグさんでし

たが、この２人がすぐに声明を発表して、ウィー・アー・スティル・イン、つまりカリフォ

ルニアもニューヨークもパリ協定に留まると。実際、アメリカのトップ１００の都市はすべ

てパリ協定遵守です。そして、アメリカの大企業や大学、そして、自治体の長、３０００人

の全米のトップの人たちが、ウィー・アー・スティル・インに署名しています。これは GDP

でいうと、アメリカの GDP の３分の１にあたる地域がパリ協定に留まるといっているわけ

です。だからワシントンがなんといっても、カリフォルニアはノーと言うのです。これは移

民問題でもそういうところに出てきています。これは連邦制のアメリカの政治の仕組みで

す。だから、永田町とワシントンが政治と政治で、あるいは米軍と自衛隊が軍と軍とで繋が

るだけではなくて、我々が様々な、シビックな市民のレベルで、アメリカ社会と結びつくと

いうことが民主主義の同盟であるから、我々は価値を共有しているのだから、こういう民主

主義社会と民主主義社会とのフュージョン（融合）ということがますます重要になってくる

だろうと思います。 

それから、最後にもう１ついうならば、日米同盟はもちろんしっかりしないといけないけ

れども、やはり自助努力というものがなければ、自分の国を自分で守るという覚悟と、それ

なりの努力というものがなければ、やっぱり日米同盟は機能しないということになります。

だからそういう意味では日本の財政状況はなかなか厳しいのだけれども、今の防衛費でこ

れだけのミッションが本当に果たしていけるのかどうか、ますます節約しないといけない

けれども、日本の防衛費の増額という、我々が身を切る覚悟というのもしなければならない



のではないかなということを申し上げて、私の話は終わります。 

ご静聴ありがとうございました。 

 

【質疑応答】 

★：司会  ●：講師  □１～□3：聴衆質問者 

 

★非常に素晴らしい講演、ありがとうございました。それではここから質疑応答の時間とさ

せていただきます。ただいまの講演内容に関しまして、ご質問がございましたら挙手をお願

いいたします。 

 

□１：ネットニュース等で言われております、アメリカと多国間で実務者以上の協議がされ

る中で、中国と取引をされているところとは、アメリカは取引を行わないというような一文

が入ってきているとの噂を聞いたのですが、それが事実だとすれば、安全保障ダイヤモンド

の中で、人口減少している我が国日本が今後できることというのが限られている中でどう

いったことができるのかということをご教示いただきたいと思います。 

●米中の対立は、我が国にとって、ある意味で日米同盟を深化させるチャンスでもあります

が、非常なジレンマを我々に突きつけます。アメリカは身を切る覚悟で中国と事を置くこと

にある。アメリカにはそれだけの体力があるかもしれないが、日中の経済の相互依存の中で

そのことが日本経済にどれだけのダメージを及ぼすのかということは大問題になってきま

す。そして我々は、先ほど申し上げたように、その中国大陸からわずか１千 km しか離れて

いないというので、我々は中国との緊張を高めたくないということですから、実はこの米中

の対立は、日米関係の強化のひとつの可能性であると同時に、日本にとって非常に難しいジ

レンマを突きつけることだと思います。我々にできることはそれほど多くははないと思い

ます。アメリカと中国は超大国であるのに対して、我々はそうではありません。やはり、日

米中などという言葉を使って日米中が対等の３つのプレイヤーであるというような幻想を

持つのは大きな危険だと思います。米中は、もちろんアメリカの方が強いけれども、米中は

かなり戦い合っており、日本は米中と同じようなプレイヤーではない。それは厳然たる事実

です。我が国の人口は中国の１０分の１、我が国の国土面積は中国・アメリカの２５分の１、

我が国はほとんど天然資源を持たず、我が国は核兵器を持たず、安保理の常任理事国ではあ

りません。だからゲームの、プレイをしているゲームの前提が全く違いますから、日米中と

いっても我々は最も弱い立場にあるのです。ですから我々が、米中の仲介ができるというよ

うなことも、私はあまり考えない方が良いと思います。我々ができることは非常に限られて

います。けれども、今、幸いなことに、米中が対立しているから、中国も日本との関係を改

善したいです。とにかく中国は日本との関係を改善したい。というので、今の段階で、実務

的にできることはとことん繋げておくべきだと思います。例えば、海洋を巡る危機管理の問

題。危機がエスカレートしないように、海と海とでどんな約束ができるのか、というような



ことも含めて、危機管理とか日中の間で実務的にできることを、今の間にできるだけしっか

りとやっておくということが１番大事だろうと思います。 

それから、アメリカが恐れているのが、科学技術の分野で中国に負けるということですか

ら、この科学技術の分野での日米の協力を深めて、同時に、我が国の科学技術の分野でのセ

キュリティをしっかりとしておかないといけません。アメリカが次に危惧しているのが、日

本の大学が大丈夫なのかという話です。日本の大学からは先進の技術は漏れないのかとい

うことです。これをアメリカは相当危惧しています。そういう意味では日本はまだまだ緩い

ですから、そういったところで、科学技術の分野での情報の共有や管理ということを、日米

でしっかりと積み上げていくということが大事だと思います。 

 

□２：もしプーチン大統領がいつか失脚したとして、北方領土が上手くいく可能性はあるの

でしょうか。 

●プーチンさんが失脚したらという前提に立つと、プーチンさんがどういう理由で失脚す

るかによって、その後のロシアがどう混乱するかということによると思いますが、プーチン

さんのような強いリーダーでなければ、この話は大きく前に進められないという気がしま

す。でも難しいところは、強いリーダーなら前に進められるかといったら、そうではなくて、

ロシア国内にも抵抗勢力はいっぱいあるから、プーチンさんだから前に進められるという

ものではないけれど、プーチンさんが失脚してより弱いリーダーになったら、ますます難し

くなるのではという気が私はしています。 

 

□３：中国のファーウェイとマイクロソフト社が、日本のセキュリティが弱いというお話。

アップル製にロシアのカスペルスキー（サイバーセキュリティー企業）を入れているのです。

こんなことも分からない日本人がいっぱいいます。アップル製を使えないでどうするのだ。

だけどその中は非常に面白くない。このセキュリティで１番困っているのはアメリカ。トラ

ンプ大統領は危機管理においてすごく立派だと思います。しかし、昔は立派なアメリカだっ

たのですが、なんで立派なアメリカではなくなったのか。あまりノーベル賞とか何とかいっ

たりするよりも、本当にアメリカを支えるのは誰なのか、そういう面では、アメリカ人はな

くてはならない。本当に危機管理を感じているのはトランプさんではないかと思いますが、

その辺はどうでしょう。 

●確かにトランプさんが成功しているところもあると思います。まず、中国に対しても相当

タフな戦う姿勢を示している、それから北朝鮮も少なくとも交渉のテーブルには呼び出し

た、というので成功しているところもあると思います。ただ私は危惧を感じるのは、今、ど

こまでやる気かによるけれども、今のトランプ政権がやっていることは、中国・イランと両

方と喧嘩しようとしているわけです。中国とイランと両方を同時に喧嘩するということは

どれだけリスキーかということを考えると、本当にトランプさんが、私が今日申し上げた様

に、プライオリティのセンスを持っているかといったら、私はやや疑問に感じるところがあ



って、彼のやり方は、短期的には相手を引き出し譲歩させることには成功するが、本当に長

期的にそれが次に繋がっていくようなことを考えているのかというと、私はやや危惧感を

持っているということ。もう１つはやはり、日本人もそうでしょうが、世界の人たちがアメ

リカに対してある種敬愛の念を持っていたのは、やはりアメリカ国内に様々な問題がある

にも関わらず、アメリカは基本的に人権を尊重し、民主主義や法の支配を大切にしてきた国

であるということが、多くの国々のアメリカに対する敬愛の念だったと思います。例えば移

民の問題であるとか、いろいろな所でトランプ大統領が示している姿勢が、アメリカがこれ

まで培ってきた信頼というものを損ねている、つまりソフトパワーを損ねているという側

面はあるのではないかという気は、私は同時にしています。 

ただ、同時にご指摘になったように、科学技術の分野や、日米はこれからますます大事な

サイバーセキュリティのようなところで、日米協力が一層重要になってきていて、日本がや

や出遅れているから、そこで一層の協力をしていかないといけない。２０１５年に平和安保

法制がまとまって、集団的自衛権が限定的に行使できるということになって、私は国会の公

聴会で、賛成の講述をした講述員のひとりでありますが、例えば、この集団的自衛権の問題

も、いろいろ難しい問題がありますが、サイバー空間で個別的自衛権と集団的自衛権という

区別はできません。サイバーの世界で個別と集団が区別できるというのであれば、私は相当

とんちんかんな人だと思うけれども、そういったところでますますこの安全保障の重点が、

サイバーや宇宙や、目に見えないところに移っていって、そういったところで技術協力・日

米協力がますます重要になっているというのはご指摘の通りであろう思います。 

 

★これをもちまして第２部の講演をすべて終了させていただきたいと思います。 

村田先生、どうもご講演ありがとうございました。 


