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「尖閣防衛における諸問題」（講演録） 

平成３０年５月１７日（木）１２：００～１４：００ 

場所：ホテルグランドヒル市ヶ谷 

 皆さんこんにちは、ただ今ご紹介いただきました織田でございます。 

今日は、このような素晴らしい会に呼  

んでいただきまして、光栄に存じており 

ます。“何を話そうかな”と思って考え 

ましたところ、皆さんにご関心があるの 

は、朝鮮半島と東シナ海だと思います。 

朝鮮半島情勢につきましては、目ま苦し 

く動いておりまして、本当に「日替わ 

りメニュー」状態で、“先が見えない” 

状況です。日本国中が朝鮮半島に目を奪 

われている時、東シナ海情勢も決して忘 

れてはいけません。中国は、着々と尖閣 

に手を打って来ております。そういうこ 

とで今日は尖閣諸島周辺の状況をお話し 

させていただいて、皆様のお役に立てれば 

と思っております。 

 

日米首脳会談の意義 

 まず、昨年、日米の首脳会談がフロリダで行われましたが、そのときに「日米共同宣言」

で、“尖閣諸島が、日米安保条約５条の対象になる”ということが、初めて文章化されまし

た。口頭では、オバマ大統領が既に発言していますが、これが文章化されたのは初めてで

す。これによって多くの日本人は、「やれやれ、これでしばらくは、中国は尖閣へは何も手

出しはしないだろう」と思考停止の状況になっているようです。 

 それでは、「日米安保条約５条」というのはどうなっているのでしょうか。ここにいらっ

しゃる方は、皆さんご存知だと思いますが、マスメディアも含め、国民の大多数は中身を

正確に理解していないのではないでしょうか。ポイントの一つは、日本の施政下にある領

域に対して攻撃があった場合ということです。もう一つは、米国は自動的に助けに来てく

れるという訳ではないことです。例えば、中国と北朝鮮の間では中朝友好協力相互援助条

約を結んでおります。もし北朝鮮に攻撃があれば、中国は自動的に参戦するという「自動

参戦」が明記されてありますけれども、日米安保の場合は「自動参戦」でも何でもなく、

アメリカはアメリカの憲法、法律の規定に従って、参戦するかどうかを決めることになっ

ています。ですから、直ちに“やった、やった”と喜んでばかりはいられません。 

私が驚いたのは、去年、マティス国防長官が訪日し“尖閣は日米安保５条の対象だ”と

パワーポイントを使って説明される織田邦男氏 
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発言したときに、NHK は７時のニュースを流している最中に、ニュース速報を出したので

す。わざわざニュース速報を出すようなことかと思いましたが、その後、各メディアも“や

った、アメリカさんが言ってくれた。バンザイ”というハシャギ様で驚きました。ある評

論家は、属国根性丸出しで、“所領安堵された御家人のようだ”とコメントしていましたが、

その通りだと思いました。私は恥ずかしくなると同時に、米国に対する日本の立場を著し

く弱くしていることに気が付かないのかと腹立たしく思った次第です。 

日本の領土・領海を守るのは日本人で、アメリカではありません。アメリカは、ニクソ

ン政権の 1969 年に、「ニクソン・ドクトリン」を出しました。この中で同盟国でも国を守

るのは第一義的には、当事国の責任ということを明確にしています。ですから「安保条約 5

条の対象」と言ってくれたと言って「やった、やった」といって喜んでいる場合ではない

のです。またアメリカ大統領が代わる度に、“尖閣は安保条約 5 条の対象だ”ということを

言ってくれと頼むつもりなのだろうか。それが如何に、日本の立場を弱くしているという

ことに、気が付かないのかと、愕然としました。 

マティス長官は日本のはしゃぎ様に水をかけるように言いました。“この政権移行期に乗

じて、中国が付け込んでくるのを防ぐためだ”と。ただそれだけのことなのですが、日本

国中は“これで、やれやれ。中国の武力侵攻は無くなった”と思考停止しているのが今の

状況だと思います。 

ただ、私はパイロットですから、東シナ海上空での激しいせめぎ合いについても、後程

お話ししようと思っていますが、日米首脳会談以降も中国は着々と手を打っております。

共同声明の後も、中国は即座に反応しました。“日米は言行を慎み、誤った言論を発表する

のを止めろ”、あるいは“釣魚島は中国固有の領土である。国家主権と領土保全を守る意思

と決意は揺るがない。日米安保条約というものを名目に、日本がアメリカを引き寄せて、

違法な領土主張を裏書きするのに反対だ”と。日本は思考停止に陥っている場合ではなく、

“今後中国はどう出るのか、そして日本の対応は”ということを真剣に考えないといけな

いと思います。 

 

中国の狙いは、実効支配を取ること 

中国の今のところ、アメリカとは事を構えたくないと思っています。軍事力は遥かにア

メリカが強くて、戦いを挑めば必ず負けるからです。しかしながら尖閣は、「核心的利益」

と位置付けています。ですから、アメリカを介入させないで、これをどのようにして手に

入れるかという戦略を考えているわけです。 

軍事力を行使しますと安保条約５条の対象になるかも知れませんので、非軍事、あるい

は準軍事で実効支配を奪おうとするわけです。アメリカではこれを「サラミ・スライス戦

略」と呼んでいます。サラミというのは、一本そのまま盗ると、盗ったということが分か

りますが、これを薄く切って少しずつ食べていくと、気が付かないうちに、いつの間にか

無くなっている。ということで、「サラミ・スライス戦略」と呼んでいます。つまり「既成

事実」を少しずつ積み重ねていき、長い時間かけて「実効支配」を盗ってしまうというや
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り方です。同時に、日本では殆んどニュースになりませんが、「謀略戦」とか「熟柿戦略」

とか言われるものも実行中です。これは、アメリカの米中経済安保調査委員会が議会報告

しておりますので、後で触れますが、既に恐ろしいくらい着々と進んでおります。 

中国の戦略としては、今言いましたように、アメリカとは事を構えないが、しかしなが

ら、尖閣は「核心的利益」ということですので、決して諦めることはありません。その際、

中国の最優先課題は何かということを考えておく必要がありますが、一丁目一番地は、何

といっても共産党一党独裁体制の存続です。二番目は、「分離独立の排除」つまり、国内社

会秩序の維持ということです。 

これを支えるのが経済成長で、これが三番目なのですが、経済成長がなければ一番目、

二番目も成り立ちません。ですから経済成長の障害になることは、なるべく起こさないよ

うに振る舞っています。つまり、中国はグローバル経済、資本主義経済に依存しておりま

すから、国際社会で孤立したり、制裁を受けたりすると、経済成長に悪影響を及ぼす。だ

から極力そういうことは避けたいということです。トランプは、反中姿勢を徐々に明らか

にしてきました。今年の３月には「台湾旅行法」が成立しました。貿易摩擦も顕在化して

きました。こういったトランプ政権の反中姿勢をどうにかしたいというのが、習近平の悩

みだと思います。 

そうはいっても中国は尖閣諸島を核心的利益と位置付けていますので、決して諦めるこ

とはありません。そのためには米国と事を構えることなく奪取しなければならない。つま

り軍事力を使わないやり方で取ろうとしているわけです。習近平は「孫子の兵法」を重視

しています。この尖閣も「不戦屈敵」つまり「戦わずして勝つ」というやり方を徹底する

ようになってきました。「三戦」と言われる「法律戦」「輿論戦」「心理戦」を使って、実効

支配を確保するということです。「熱核戦」については回避し、軍事力を使用せず「サラミ・

スライス戦略」で奪い取る。あるいは米国は「POSOW（Paramilitary Operation Short of 

War＝準軍事手段を活用した戦争に至らない作戦）」と呼んでいますが、準軍事手段で既成

事実を積み重ねて実効支配を奪取するやり方です。軍隊は出さないけれども、同様な機能

を持つ「海警」、つまりコーストガードを使って、実効支配を取りに来ているのです。今後

は海警と武装民兵が主力になる実効支配争奪の戦いですから、有事でもなければ平時でも

ないグレーゾーンでの戦いになるということです。 

「海警」については、頂いた講演録をパラパラと見ておりましたら、前回講師の伊藤さ

んも述べておられますので、詳しくは説明を省略しますが、空の活動については厄介です

ので、後程詳しく説明します。 

まず、海上での活動ですが、海警を前面に出す中国の作戦を米国は「ホワイト・シップ・

ストラテジー」と呼んでいます。コーストガードと言っても、ほとんど軍艦と同じで、最

大 12000 トン級の大型警備艦もあります。武装も 76 ミリ機関砲を装着しているうえに、ヘ

リコプターの搭載も可能です。この 12000 トン級のヘリコプター搭載大型警備船は既に２

隻建造中であります。ドイツからエンジンを 10 隻分調達しておりますので、10 隻は建造す

るのでしょう。また海警の基地として、尖閣から近いところに建設しているようです。こ
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れに対し、皆さん、日本の海保の巡視船はどのくらいの大きさか、ご存知でしょうか？ 私

も知らなかったのですが、普通の巡視船は 1000 トン未満で、大きなもので 3000 トンだそ

うです。武装については、海保の巡視船は、20 ミリからせいぜい 30 ミリの機関砲です。 

何よりも、中国の「海警」は今年になって「武装警察」に編入されました。武装警察と

いうのは、中央軍事委員会に直属しておりますから、つまり、海警は軍と一体なのです。

日本の海保は、国交省の所属ですから、まったく軍隊組織とは違いますし、諸外国も大体

が軍とは別組織になっております。ところが中国の場合は、「海警」は基本的に軍と同じ中

央軍事委員会の指令によって動いているのです。 

日本の海保の場合は、2015 年に尖閣の専従部隊を作りまして、12 隻の 600 人体制で、

本当に頑張っております。一方の海警の活動は、「３・３・２フォーミュラ」と言われてお

ります。つまり、“月に３回、３隻の海警が領海侵犯して、２時間居座って帰る”というこ

とです。実効支配をとるために、こうやって既成事実を積み重ねているのです。最近では、

「３・４・２フォーミュラ」になっていて、月に３回、４隻の海警が入っている状態であ

ります。今後これがだんだん増えて来ると思います。そして、実効支配は中国がとってい

るということを、メディアを使って世界に発信するわけです。これが「輿論戦」です。こ

れを 10 年、20 年と続けますと、もし仮に、国際司法裁判所の判断を仰ぐようになった場合、

日本は負けることになるかもしれません。中国は、まさにこれを狙っているのです。アメ

リカの「米中経済安保調査委員会」が議会報告をしていますが、その中で中国国防大学戦

略研究所が、“中国が長年主張してきた尖閣の統治の実権は、既に日本から中国に移った”

という論文を出したことを紹介しています。中国の公船が日本の領海に自由に侵入して、

自由に航行できるということは、日本が実効支配しているとは言わない。つまり、そうな

れば尖閣諸島は“施政下にある”とは言えないのです。“安保条約５条の対象”というのは

「日本の施政下にある領域」が前提ですので、施政下になければ 5 条の対象にはならない

ということです。そこを中国は狙っているのです。 

この他、民兵の活動というものを巧みに使っております。民兵の組織というものは、日

本のマスメディアはほとんど取り上げませんが、 “20 万人が従事している”といわれます。

アメリカ海軍の分析では、14 万隻、75 万人の規模だと述べております。これでもって漁業

による領有権の主張と、建築資材や埋め立て土砂の運搬などに従事しているのです。南シ

ナ海の埋め立てにも民兵が動員されました。２年前になりますか、サンゴを小笠原沖に採

りに来ましたが、あれは、みんな民兵と言われています。普通の漁船であれば、小笠原沖

にくるだけで燃料代がかさみペイしないということです。過去にも、インペッカブル

（Impeccable＝米海軍の音響調査艦）やイージス艦の航行を妨害したり、ベトナム沖で石

油掘削作業をやったときも、ベトナムの取り締まりに対し、海警を出さずに民兵を出して

妨害しております。 

第七艦隊の司令官も言っておりますが、相手が漁船でありますと、非常に厄介なのです。

たとえばイージス艦の前に、相手の軍艦が立ちはだかって妨害してくると、「自衛権行使」

で対処できるのですが、漁船でありますと、民兵かどうか判りませんから、法執行、つま
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り警察権の範囲でしか対処できません。非常にたちが悪いのだそうです。 

民兵の根拠基地には、習近平のバナー（Banner）が掲げてあり、“君たちが海洋権益を守

るために、先陣の役割を果たしている”ということが大きく書いてあるそうです。写真は

海南島にある民兵の基地ですが、通常時は漁船として漁業に従事しています。漁船には GPS

と無線装置を備えていて、命令一下、一斉に動くことが出来るのです。アメリカの資料に

よれば、機雷敷設の訓練もやっているようです。中華人民共和国憲法の 55 条の２項には、

「民兵組織に参加することは、光栄ある義務である」ということも書いてあります。 

次の「POSOW と重大な懸念」ということですが、アメリカとは事を構えないために、

軍隊を出さずに、Paramilitary Operation、すなわち準軍事的活動をやることによって、実

効支配を取って行くということですから、「グレーゾーン」での行動です。最近ますます活

発になってきております。これに対して私が懸念しますのは、政府の方針として、“海保が

手に負えなくなったら、海上自衛隊を出す”という考え方です。これは、以前の民主党の

議員が私案として出された「領海警備」の案でもそうなっていました。ですが、これはや

めた方がいい。“中国の思う壺に嵌る”ことになると、私は思います。つまり、自衛隊とい

うのは、国際社会では、あくまで軍隊なのですから、それを中国より先に投入するという

ことは、「最初に軍を出したのは日本であり、日本が悪い」と中国に口実を与えてしまうこ

とになりかねません。しかも、出動の根拠は“海上警備行動”か“治安出動”ですから警

察権の行使になり、海自艦艇を出動させても海保以上のことは出来ないのです。防衛出動

以外で自衛隊を出動させる場合、全て警察活動ですから、「警察比例の原則」とか“相手に

危害を加えてはならない”とか、金縛りの状態で自衛隊は対処しなければならないのです。

ただし、それでも諸外国から見たら軍隊ですから、「日本が先に軍隊を出した。日本が悪い」

「日本が軍隊をだしたからやむを得ず、中国は軍を出したのだ」と中国は、「輿論戦」「心

理戦」「法律戦」を使って、華々しく訴えると思います。中国がこのようなキャンペーンを

張ると、ひょっとするとアメリカの世論も、“中国人の方が正しい”と思うかも知れません。

そうしますと、安保条約５条があっても、議会が“ウン”と言わなければ、日米共同作戦

は発動できない可能性があるということです。まさに中国の思う壺にはまるということで

す。 

ではどうすべきか、ということですが、海警や民兵に対応できるよう、海保と警察を強

化するほかないと思います。問題は、海上保安庁法の２条にあります。海上保安庁が創設

されるときの経緯もあるのですが、海保の任務には領域警備の任務はありません。つまり、

海保の任務は「海上の安全と治安の維持」ということで、「国を守る」という任務は、どこ

にも書いてありません。海保が創設されたとき、マッカーサーの占領下ですから、軍隊も

ありませんし、海上保安庁を作るとき、憲法 9 条の手前、あえて、“これは軍隊ではありま

せん”ということを強調するためにこういう規定にしたわけです。このことは、２５条に

も「この法律のいかなる規定も海上保安庁又はその職員が軍隊として組織され、訓練され、

又は軍隊の機能を営むことを認めるものとこれを解釈してはならない」と書いてあること

でもわかります。他国のコーストガードとは全く違うのです。因みに、アメリカのコース
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トガードは、自衛権行使のための武力行使が出来るようになっております。ですから、第

５の軍隊として位置づけられ、ベトナム戦争にも湾岸戦争のときにも出動しております。 

ところが、わが海上保安庁においては、このような任務規定にありながら、事実上の領

域警備をしているということで、手足を縛られながらの非常にご苦労しながら任務につい

ているのです。漁船が不法侵入してくると、放水をして追い払うことをしておりますが、

海警がそこに割って入ると、公船には放水できない規定がありますので、放水はやめざる

を得ないという状態です。 

ですから、政府が今やるべきことは、海上保安庁法を改正して、「海上の安全と治安の維

持」に加えて、「領域警備」あるいは「臨検活動」「船団護衛」といった任務を付与し、装

備も充実させなければいけないと思います。何よりも海保の巡視船は、軍艦構造になって

いないので、海警とは、最初から勝負にならないのです。海警の船は、軍艦の払い下げみ

たいなものですから、ぶつかって穴が開いても沈まない構造になっておりますが、海保は

商船構造ですから、一溜りもありません。 

 

空のグレーゾーン事態対処の欠落 

 これまでは海の話でしたが “では、上空ではどうなっているのか”ということです。一

言で言いますと、“「実効支配」争奪の熾烈な戦いが始まっている”ということです。たと

えば、尖閣諸島上空について言えば、現在は航空自衛隊が領空主権を守っていますが、も

し、中国の軍用機がいつでも自由に尖閣諸島の領空に入ってくるようになれば、もはや「実

効支配」しているとは言えないのです。陸には警察があり、海には海保がありますが、空

の場合は、厄介なことに、平時から空軍同士の衝突になるのです。 

 外国機が領空に近づいてきたら、自衛隊法の「対領空侵犯処置」規定を根拠に、いち早

く対応して、外国機を領空に入れないようにするというのが、航空自衛隊の役割です。そ

の行動がスクランブル、緊急発進と一般的に言われています。年間の緊急発進、いわゆる

スクランブルの回数は、冷戦時の最高が1985年の944回ですが、その多くがソ連機でした。

この間にはベレンコの亡命もありましたし、Tu－16 が沖縄で領空侵犯した事例もありまし

た。冷戦が終結してソ連が崩壊した後の回数は、年々下がって、200 回前後で推移しており

ましたが、2000 年あたりから中国が出て来るようになり、この間も無人機が出て来て、領

空侵犯されました。近年の中国機の活発な活動によって、一昨年の 2016 年にはスクランブ

ル回数が過去最高となり、1000 回を越えました。それも、殆んど沖縄の一つの基地で対応

しておりますので、沖縄の現場部隊は大変なロードがかかっていますが、歯を食いしばっ

て頑張っています。 

 中国空軍の活動は、中国の軍事力の増強に比例しています。これまでの 29 年間で、中国

の国防費は約 50 倍になっております。この 10 年間をとっても約３倍ですから、“戦争をす

るのかよ”と言うぐらいの軍拡のスピードです。この軍拡に比例して活動も活発化してい

ます。 

私も若かりし頃、小松基地勤務の時、スクランブルに何回も上がりましたが、その当時
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は冷戦時であり、ほとんどがソ連の爆撃機でした。スクランブルで上がる我々は戦闘機で

すから、圧倒的に戦闘機である我々が有利でした。ですから、上がって行っても、任務が

大変というか、怖いという感じはしませんでしたが、中国の場合は戦闘機ですから、厄介

なのです。向こうもミサイルを装備しておりますし、もちろんこちらも持っております。

間違ってボタンを押すとか、不測の事態というのが起こり得るのです。こちらも刺激しな

いように気を付けておりますが、何しろ武装した戦闘機同士ですから、何が起こっても不

思議でない状況なのです。 

 昔のソ連機は、歴史もありパイロットも洗練されておりました。なんだかんだと言いな

がらも、国際法を知っているし、お互いの間には、一定の秩序というものがあったのです。

しかし中国機の場合は、３年間で航空自衛隊と同じ規模の部隊を作るくらいですから、粗

製乱造にならざるを得ないのです。国際法も知らないし、何をするか分からないというの

が実情でありまして、ついこの間も、中国の無人機による領空侵犯があったばかりです。 

 過去５年間のスクランブル回数は、 

右表のとおりですが、ロシアは、その 

時々の状況にあわせて増えたり減った 

りしており、軍隊というものは、政治 

の延長だと思っておりますから、ウク 

ライナのハイブリッド・ウォーなんか 

のときには増えたりしております。 

いずれにしても、中国機に対する回 

数がダントツですが、昨年は、なんで 

減っているかと言いますと、党大会が始まったので、党大会の間は、なるべく事を荒立て

たくないということで、習近平が再任されるまで、静かにしていたのだろうと思います。

数字的には、一貫して増えておりまして、昨年度のスクランブル回数の 55％が中国です。 

どのような活動かと言いますと、宮古海峡を通って太平洋に出て来たり、尖閣の近くを

ぐるぐると飛ぶというのが、主要なコースです。最近の特異例として、和歌山沖まで飛ん

できた例があります。何故こんなコースを、と思いますが、四国には航空自衛隊のレーダ

ー基地が無く、防空網が薄いことを知っているのでしょう。冷戦時は主正面がロシア側で

すから太平洋側は防空網の比較的薄いのです。航空自衛隊には早期警戒機がありますから、

実際には支障がありませんけれども、これは、大変意味深な日本に対する示威行動だと思

います。最近は、日本海へも中国軍の戦闘機が進出しております。 

 スクランブル対象で一番対応が難しいのが戦闘機です。空自のスクランブル機も武装し

ていますが、中国の戦闘機も武装しており、不測事態が起こりかねません。また、陸には

警察があり、海には海保があり、平時の法執行は自衛隊が実施する必要はありません。で

すが、領空侵犯措置を実施する主体は航空自衛隊しかありません。中国戦闘機が我が領域

に接近してきた場合、対処するのは航空自衛隊ですので、最初から、武装した軍隊同士が、

直接睨み合うからです。しかしながら、日本の法律的には、防衛出動が下令されるまでは、

国 別 緊 急 発 進 回 数（過去５年間） 
                   30.3.31現在 

 国別 

年度 
ロシア 中 国 台 湾 その他 合 計 

２５ 359 415 1 35  810 

２６ 473 464 1 5  943 

２７ 288 571 2 12  873 

２８ 301 851 8 8 1168 

２９ 390 500 3 11  904 
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自衛隊は警察行動しか出来ません。これが他国であれば、領空主権の侵害に対しては、平

時、有事を問わず、自衛権行使で対応しています。日本の場合、法律的にそれが実施出来

ないので、平時から有事への切れ目のない実効的な対応が非常に難しいのです。 

 もう一つの問題は、領空主権というのは、領海とは違って、「排他的かつ絶対的」である

ということです。ですから、領空に「無害通航」というものはありません。海の場合は、

軍艦であっても、国旗を掲げて真っ直ぐに領海を通過する「無害通航」は国際法許されて

います。一方、領空は「排他的かつ絶対的」ですから、もし軍用機が領空侵犯してくれば、

退去させるか、強制着陸させるか、あるいはそれにも従わなければ、撃ち落としてもよい

のが、国際慣例になっております。逆に言えば、それが実行できて初めて、実効支配をし

ているということなのです。 

 冒頭にも申し上げました“日米安保条約５条”ですが、「施政下にある領域に対する攻撃」

が対象となります。つまり “施政下にある”ということが前提ですから、実効支配してい

なければ、“日米安保条約５条”の対象ではありません。「竹島」も「北方領土」の我が国

固有の領土だと主張していますが、実効支配をしていません。だから“日米安保条約５条”

の対象とはならないのです。もし尖閣諸島の領空を中国軍機が自由に飛ぶようになれば、

それは実効支配しているとは言えないのであって、その時点で “安保条約５条の対象”で

なくなるわけです。中国は、まさにそこを狙っているのであって、実効支配を取れば“中

国の勝ち”ということになるのです。 

 実効支配を確保する上で、一番問題になるのは、自衛隊法 84 条にある「領空侵犯措置」

です。この規定には、おかしなことに権限規定がありません。自衛隊法には、第６章に任

務規定が、つまり“何をやりなさい”という任務が規定されています。自衛隊法はポジテ

ィブ・リストによって任務、権限が規定されています。つまりやるべきこと、やっていい

ことが書かれてあり、書いてないことは基本的にはできません。そして７章は権限規定が

規定されています。つまりポジティブ・リストで規定された“任務について、どこまで武

器の使用が出来るか”ということが書いてあります。ところが驚くべきことに、領空侵犯

措置に関する権限規定だけが規定されていないのです。私も自衛隊発足当時の多くの論文

を調べましたが、発足当初は領空侵犯措置の権限についてはネガティブ・リストの解釈を

とっていたようです。ですから明文化はしていないけれど国際慣例、国際法に従って、武

器の使用はできるという解釈です。そもそも領空侵犯措置というのは、相手機が領空に入

って来る前、つまり公海上で対応することが大部分ですので、公海上では自国の法律を執

行できないわけですから、“それは国際慣例に従ってやればよい。だから書いていない”と

いうことだったようです。ところが、その後の国会答弁の積み重ねで、現在は、自衛隊は

“法律に書いてなければ、１ミリたりとも動かしてはいけない”という解釈が定着するに

至っています。元裁判官が論文を書いておられますが、法律に規定していないということ

は、領空侵犯した軍用機に対して、“武器を使ってまで、対応する必要がないと解さざるを

得ない”と述べています。これでは、領空侵犯措置を“厳正に対処しろ”と言われてもで

きるはずはありません。 
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 諸外国での最近の例としては、2014 年 3 月、トルコ空軍が領空侵犯したシリア空軍戦闘

機を撃ち落としたということがありました。状況としましては、国境に接近してくるシリ

アのミグ 23 戦闘機に対して、４度警告しましたが、警告を無視して１機が領空に入って来

たので、その時点で撃ち落としたというものです。これに対する国際社会の評価としては、

“領空は、絶対的かつ排他的主権を有するのであって、軍用機が警告を無視して侵入した

ので撃墜はやむを得なかった”ということで、なんら非難されることはありませんでした。 

その翌年には、やはりトルコ空軍が、なんとロシアの戦闘機を撃墜しています。シリア

のアサド政権を支援するために、ロシアが空軍を派遣し、トルコ領の近くで反体制派を爆

撃していました。その際に、トルコ領空を度々領空侵犯したのです。トルコ政府はその度

に、ロシア大使を呼びつけて、厳重に注意し、ロシア側は釈明しています。その後も繰り

返すので、今度は NATO としてロシアに抗議しています。ロシア政府は高官を派遣して謝

罪し、再発防止を伝えました。ところが、それでも領空侵犯を実施しましたので、その時

点で撃墜しています。これに対して、ロシアは警告が聞こえなかったなどと抗議をし、プ

ーチンも不快感を顕にしておりました。ですが、トルコは国際慣例に従っただけであり、

非はロシアにありますので、問題が拡大して紛争になることもありませんでした。その後、

ロシア軍機は、まったく領空侵犯をしておりません。撃墜が抑止力になったということで

す。 

 航空自衛隊の場合はどうでしょう。政府の国会質問書の答弁書では、領空侵犯措置の位

置づけは「公共の秩序維持」ということですから、自衛行動ではなく、警察行動なのです。

警察行動でしかも権限規定が無いため、厳密に言うと「警告射撃」もできません。メディ

アや政治家はよく「警告射撃」という言葉を使いますが、あれは違います。空自ができる

のは、ICAO（International Civil Aviation Organization＝国際民間航空機関）の規定に基

づく「信号射撃」に過ぎないのです。「警告射撃」というのは、“従わなかったら、撃ち落

とすぞ”という意味の警告の射撃、つまり、威嚇の射撃なのですが、航空自衛隊には「警

告射撃」という概念は無いのです。ICAO の規定の「信号射撃」は、相手機の横に並んで前

を向いて、曳光弾を撃つことです。私も訓練で何回も曳光弾を撃ちましたが、撃った本人

は後ろから見ますので、曳光弾の光跡が判りますが、横にいる当該機は撃たれていること

すら、よく判りません。判らないものは警告にならないのです。最後の手段として、“これ

以上従わなかったら、ひょっとしたら撃墜されるぞ”という恐怖があって、はじめて退去、

あるいは強制着陸の指示に従うわけです。 

政府としては、“国際慣例及び自衛隊法に従い、断固として領空を守る”ということを言

われますが、“では、どうやってやればよいのだ”というのが、現場の思いなのです。“そ

んなことを言っても、手段も権限も与えずして、出来るわけがないだろう”というのが、

偽りのない現場の気持ちなのです。「厳正に対処しろ」と言いながら「その権限は与えない」

というのは、ある意味、“ダブルスタンダードだ”と言われても仕方がないと思います。 

 先ほど紹介した元裁判官の方が、論文を書いておられますが、“権限規定がないというこ

とは、武器の使用はできないということです”と講演でも述べられておられます。幹部学
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校での講演でも、“たとえ命令があっても、撃ち落としてはダメですよ。あなたが刑事訴訟

を受けますよ”と述べられておりました。つまり“権限規定が無いということは、侵犯機

がこれに応じない場合でも、武器を使用してまで、領空から退去、あるいは強制着陸させ

るべき強制的権限を与えないという国家意思と解さざるを得ない”と論文で書かれておら

れます。でも、これじゃ、“自衛隊法、国際法に従い厳正に対処しろ”って言われる現場隊

員はたまったものではありません。命を張ってスクランブルに当っている隊員の士気にも

影響を与えるわけです。 

 安倍総理は、“断固として守り抜き、万全の体制で臨む。受け身ではなく、能動的に行動

する” “わが国の領土・領海・領空を断固として守り抜くという観点から、国際法及び自

衛隊法に従い、厳正な対応をとってまいります”と答弁で述べられています。であれば、

これができるように法改正が必要です。でないと、真の抑止力にならないと思います。 

 過去一度だけ、法改正の動きがありました。1987 年、ソ連の Tu－16 が沖縄の領空を侵

犯して、一応「警告射撃」と言われておりますが、「信号射撃」をやりました。けれども、

相手は言う事を聞きませんでした。そこで、議員立法の動きがあり、権限規定を追加して、

“領域を保全するため、必要な武器を使用することができる。その武器を使用するに際し

ては、第 28 条２項（防衛出動の際の武器の使用のこと）の規定を適用する”という内容の

ものでした。立法化されると、抑止力は高まると思いますが、これについては、55 年体制

の政争の具に使われ、残念ながら、上程寸前で消滅してしまいました。 

 日本に対する外国勢力からの侵害に対応する法制度は、全体としてどうなっているかと

いうことですが、軽度の侵害については「違法漁業」「密入国」があり、法執行で対応しま

す。次に列度が高い段階として、工作員、民兵の上陸といった武力行使には至らないが、

国家的意思に基づく侵害があります。更に列度が上がって行くと、武力行使には至らない

けれども、実力行使を伴う場合があります。たとえば、偽装漁民や民兵が尖閣に上陸した

場合、民間人の不法行為として、海保や警察が一義的に法執行として対応するでしょう。

もし、そのときに上陸した漁民らしき者が銃を持って、海保、警察の法執行に抵抗したら、

どうするかということですが、そういうことは十分起こり得ます。「犯罪」以上「武力行使」

未満のまさにグレーゾーンです。正規軍による意図的な上陸であれば侵略であり、自衛権

行使の武力行使が可能ですが、問題は「犯罪」以上「武力行使」未満のグレーゾーンの場

合であり、今の日本では法的には、警察権行使でしか対応できません。 

 これに対して現在、政府はどのように対応しようとしているかと言いますと、海保や警

察が手に負えなくなれば、自衛隊を出動させる。そのために自衛隊に対する発令の迅速化

を図ろうとしているわけです。つまり、「海上警備行動」あるいは「治安出動」というもの

の発令を迅速化することによって、対応するわけです。この問題点は既に述べた通りです

が、空の場合はもう一つ問題があります。航空の場合には、航空警察はなく、最初から空

自が出動し、いきなり武装している中国空軍の戦闘機と相対峙しなければいけないことで

す。こちらもミサイルは装備していますが、グレーゾーンでの対応は防衛出動が下令され

ない限り、警察権行使でしか対応できません。国の護りに「隙間」があってはならないの
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ですが、日本の場合、法律上、グレーゾーンでの対応は「隙間」になっています。これに

ついては、警察権と自衛権の中間である「マイナー自衛権」行使といった武器の使用の考

え方はあるのですが、今回の法改正でも改善されませんでした。 

 安保法制が上程される前、「安保法制懇談会」の座長である北岡伸一国際大学学長が所謂

「北岡ペーパー」を出されましたが、その中で、“国際法上許される範囲で、（法律を）充

実させていく必要がある”ということが提言されております。しかし、結果的には安保法

制では、ここの部分には触れられませんでした。今後、中国軍機がグレーゾーン下で傍若

無人な行動を繰り返すようになった場合、空自はこれに対応できるのかという問題が残さ

れているのです。 

 ついでながら申し上げますと、権限規定についてですが、自衛隊法では防衛出動が下令

された後については、「自衛隊の部隊は、何々することができる」という規定になっていま

す。主語は「自衛隊の部隊」であり、これはまさに軍隊です。しかしながら防衛出動が下

令されていないときの各種任務の権限規定の主語は、「自衛官は、・・・」となっておりま

す。「警察官職務執行法」が準用されており、自衛隊は軍隊ではなく警察なのです。ですか

らおかしなことも起こり得るのです。例えば“米艦防護”をとってみましょう。確かに、“米

艦防護”が出来るようになりました。これは確かに前進です。“米艦防護を二回やりました”

とニュースにもなりました。“防護”ということは、米艦を護るのに、武器を使用すること

も十分考えられるということですが、自衛隊の権限規定はどうなっているかご存知でしょ

うか？そのときの主語は、「自衛官は・・・ができる」となっているのです。つまり、警職

法の準用ですから、米艦を護るのに、一自衛官が武器を使用し、その使用した一個人に責

任が課せられる規定になっているのです。そもそも米艦を守るのに警職法を準用すること

自体おかしな話なのですが、まさに自衛隊が“軍隊ではない”ということを証明している

わけです。 

 アメリカ軍人は、日本語が分かるわけでなく、そんな小さなことは知りませんので、“自

衛隊が護ってくれるようになった。これは、日米同盟強化につながる”と賞賛しておりま

す。でも、もし細部を知ったら、“冗談でしょう”“何をバカなことをやっているのだ”と

いうことになりかねません。 

 蛇足ですが、誤解を避けるためにあえて付け加えさせていただきます。領空侵犯措置を

適切に行うために、自衛隊法に“撃墜”の権限規定を入れたからといって、直ちに撃墜に

繋がるということではありません。先ほど言いましたトルコ空軍の場合でも、何回も何回

も警告し、外交筋を通じて抗議するなど、しっかりと手順を踏み、そうやっても領空侵犯

を繰り返すロシア機をやむを得ず撃ち落とました。“最後の手段として、撃墜することもあ

る”ということで、領空侵犯の未然防止が出来るし、実際に領空侵犯された時、国際法に

基づいて、退去や強制着陸をさせることが出来るということです。飛行機の場合、パイロ

ットの自由意志で飛んでいるため、船のように停止させて連れてくる、あるいは縄でくく

って引っ張って来るということはことが出来ません。やはり恐怖でもってパイロットに対

し強制力を行使するしかないわけです。やはり抑止力というのは、「能力と意思」ですから、
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ミサイルを積んで撃墜できる能力があり、“それ以上領空侵犯したら、撃ち落とすぞ”とい

う意思を相手に示すことが必要になるのです。法律に権限規定がないということは、国家

として、自国の領空主権を守ろうとする意思がないということに等しいのです。 

また撃墜したら戦争になるおそれがある。現場が勝手に撃ったらとんでもないことにな

るという人もいますが、大きな誤解です。現場の人間に、撃墜の権限を委任するなどとい

うことは平時ではあり得ないことなのです。もし、撃墜しなければいけないような事案が

生じたとしても、高度な政治判断ですから、これを決心できるのは、総理大臣しかいない

と思います。私は撃墜権限を“現場の隊員に委任してくれ”と言っているのではありませ

ん。権限規定については、撃墜まで含めた“「部隊行動基準 ROE（Rules of Engagement＝

交戦規定）」を政治が部隊に示し、いざという時に最高指揮官が決断できるように

し、そしてその指示が正確に現場に伝わるようにしておくことが必要だ”というこ

とです。 

 

日本人だけが知らない「謀略戦」の実態 

 次は、中国の「謀略戦」の実態ということです。日本のメディアには、あまり取り上げ

ませんが、アメリカでは、詳細が既に議会報告されております。謀略戦は確かに始まって

います。謀略戦は、「戦わずして勝つ」ということですから、私はこれを「熟柿戦略」と呼

んでおります。中国はアメリカとは事を構えないで、謀略戦、三戦でもって、熟した柿が

自然と落ちるように、着々と手を打っている。台湾統一についても、最近の動きはこの一

環だと思っています。 

 「環球時報」とか「人民日報」が世論戦を張っております。「人民日報」は、中国共産党

の機関紙です。“沖縄の帰属は、未解決であり、元々琉球は中国のものだ”とずっとキャン

ペーンを張っておりまして、それに応ずるかのように日本では、2013 年に「琉球民族独立

総合研究学会」というのが出来ています。その構成員は日本人です。中国の世論戦は、“琉

球を沖縄と呼ぶべきではない。主権の帰属は認めない”と、だんだんと激しさを増してお

ります。 

さらに 2016 年の 5 月には、「琉球沖縄最先端問題国際学術会議」というのが、北京で開

催されました。主催は中国で、理事は元上将ですから、中国人民解放軍の筋金入りです。 

“我々の目的は、琉球の独立だけではなく、軍事基地を琉球から全部撤去させることであ

る”とホームページに堂々と載せております。 

2014 年に習近平が“もっと、「孫子の兵法」を学べ”と訓示しました。その孫子の中の「用

間篇」に「死間」といおうのがあります。これは Disinformation のことで、「偽情報の流布」

のことです。「環球時報」というのは、人民日報の国際版みたいなものですが、「偽情報」

をよく載せます。人民日報が書く前に、アドバルーンみたいに挙げるわけです。2012 年 4

月に「環球時報」が書いた記事ですが、6 年前の出来事を掲載したのです。こういうもので

す。“2006 年の３月に琉球で住民投票が行われたところ、75％が独立を要求し、中国との

自主往来を要求。残りの 25％が日本への帰属を求め、独立を要求しなかったが、自治に賛
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成”という記事でした。私も“そうだったのか”と思ってしまいましたが、これは全くの

ねつ造記事なのです。誰も 6 年前のことなど覚えておりません。実に巧妙な Disinformation

です。これに引き続いて、翌月の 5 月には、人民日報が“沖縄の主権は未解決”と社説に

書きました。沖縄の主権に対して、“中国は主張する権利がある”と述べています。謀略戦

の本丸は沖縄であり、沖縄が落ちれば、尖閣も自然に手に入るということです。 

「謀略戦」や「三戦」はボディブローですから、徐々に効いてきます。“本丸は沖縄”と

いう目で見てきますと、これまでの動きが見えてきます。米国の米中経済安全保障調査委

員会の議会報告がホームページにも載っておりますので、是非見てもらいたいと思います。

辺野古移転とかオスプレーとか北部訓練場のヘリパッドとか、沖縄と日本政府との対立の

構図を恣意的に作り出している。被害者対加害者の構図を作り、“沖縄の人たちは、先住民

族だ”という Disinformation を流すのです。しかも、これを国連人権委員会に対し県民に訴

えさせるわけです。そもそも人権委員会は、どういうところかと言いますと、虐げられて

いる国民は、“自分の政府に言えないだろうから、国連に訴えてなさい。そうすれば国連が

代わって政府に言ってやる”というのが、本来の目的です。中国のお先棒を担いでいるよ

うな日本の NGO 法人が国連で何回も訴えています。それに応じて、国連人権委員会は日本

政府に“沖縄の人々を先住民族と認めよ”と４回ぐらい勧告しております。“琉球独立”の

雰囲気作りの巧妙な世論戦だと言っていいでしょう。 

この写真は、辺野古移転を反対しているデモですが、「辺野古からスタートだ」というプ

ラカードの文字は、なぜか、ハングル文字なのです。また、この写真には「琉球独立工作

機関中国共産党友の会」と堂々とプラカードに書かれています。「沖縄から米軍は出て行け」

という文字は、なぜか中国語です。このように、外国人と思しき者が加わっていることは、

殆んどの日本のメディアには載りません。孫子の“用間篇”には、「敵国の民間人を使う」

という“郷間”と同時に、“敵国にスパイを潜入させる”という“生間”というのが書かれ

てあります。すでに、多数の“生間”が入っているということです。米中経済安保調査委

員会の年次報告書によりますと、「中国が沖縄を舞台とする日米分断工作を推進」している

ことが書かれています。基地反対運動を煽り、スパイ活動を展開しているということです。

何よりも“面白いな”と思ったのは、そのやり口です。たとえば嘉手納基地の軍人たちは、

全員が基地内に住んでいるわけではなく、近くのマンションを軍が借り上げて、そこに住

んでいる人もいるわけです。その米軍の借り上げマンションのビルごと工作員が買収しま

す。管理人は合鍵を持っていますので、米軍関係者が出勤した後、その鍵を使って米軍人

の家に入って、軍事機密を窃取する、こういうことが書かれていました。これは公式の議

会報告書に書いてあるのです。日本の警察は動いているかどうか判りませんが、日本だけ

が能天気のような気がします。 

 また、この報告書によれば、“中国は、沖縄の独立運動を後押しするため、地元の親中国

勢力を煽って支援するだけではなくて、中国工作員機関、工作員自身が運動に参加し推進

して、日米の離反活動を行っている”のだそうです。 

2013 年、「琉球民族独立総合研究学会」というのが設立されました。発起人は日本人です
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が、そこには驚くべきことが書いてあります。そのときの設立趣旨文は、以下のとおりで

す。 

「1609年の薩摩侵攻に端を発し、1897年の明治政府による琉球併合以降、現在に至

るまで日本、そして米国の植民地になっている。琉球民族は、国家なき民族、マイノ

リティー民族となり、日米両政府、そしてマジョリティのネイションによる差別、搾

取、支配の対象になってきた」 

「日本人は琉球を犠牲にして『日本の平和と繁栄』をこれからも享受しようとして

いる。このままでは、我々琉球民族はこの先も子孫末代まで平和に生きることができ

ず、戦争の脅威におびえ続けなければならない。また、日本企業、日本人セトラーに

よる経済支配が拡大し、日本政府が策定した振興開発計画の実施により琉球の環境が

破壊され、民族文化に対する同化政策により精神の植民地化も進められている。これ

は奴隷的境涯である」 

「琉球民族の独立を目指し、琉球民族独立総合研究学会を設立する。本学会の会員

は琉球の島々に民族的ルーツを持つ琉球民族に限定する。本学会は『琉球民族の琉球

民族による琉球民族のための学会』である」 

「日米によって奴隷の境涯に追い込まれた琉球民族は自らの国を創ることで、人間

としての尊厳、島や海や空、子孫、先祖の魂（まぶい）を守らなければならない。新

たな琉球という国を創る過程で予想される日本政府、日本人、同化されてしまった琉

球民族、各種の研究者等との知論に打ち勝つための理論を磨くためにも琉球民族独立

総合研究学会が今ほど求められている時はない」 

   「我々は国際人権規約共通第一条に規定された『人民の自己決定権』に基づき、琉

球独立という本来の政治的地位を実現することを目指し、市民的及び政治的権利に関

する国際規約の第 18 条『思想、良心及び主教の自由』、第 19 条『表現の自由』、さら

に第 27 条『少数民族の権利』の拠って、琉球独立に関する研究を琉球民族として推し

進めていく」 

   「琉球史上初めて創設された琉球独立に関する学会の活動によって、琉球民族が植

民地という『苦世（にがゆー）』から脱し、独自の民族として平和・自由・平等に生き

ることができる『甘世（あまゆー）』を一日も早く実現させるために本学会を設立し、

琉球の独立を志す全ての琉球民族に参加を呼び掛ける」（傍線筆者） 

これは、インターネットで閲覧可能ですので、是非ご覧ください。これを見てもらえば

判りますが、発起人は元沖縄タイムス社長、広島修道大学教授、沖縄国際大学教授、沖縄

大学講師、元県知事とかで、いわば沖縄における指導的立場にある方々です。これが現実

なのです。つまり、海でも活動し、空でも活動して、実効支配を奪取すると同時に、もっ

と長期戦略として、熟した柿が落ちるように工作しているということです。 

ですから、トランプ大統領が“安保条約５条の対象”と言ったからといって“やった、

やった”と思考停止しているわけにはいかないのです。本当に“日本人というのは、ナイ

ーブだな”と思うわけです。 
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おわりに 

 時間が参りましたので締めくくりとしますが、現実の姿をありのままを見つめるという

リアリティーが日本人に欠けていると同時に、“日本人が日本を守る”という当事者意識が

欠けているところに問題があると思います。これは、安全保障はワシントンに任せて、金

儲けに専念してきたという「吉田ドクトリン」の弊害が出て来ているというか、根本的な

精神が溶解してしまっているのではと心配になります。 

また「当事者意識」を持つのは当然ですが、「弱さの意識」を持つことも大切だと思いま

す。強がりを言う人もいっぱいおりまして、“中国、なにするものぞ”という勇ましい人も

おりますが、他方、中国には勝てないのだから逆らわない方がいいという敗北主義者もい

ます。私に言わせれば、“両方とも間違い”ということです。 

日本の平和と安全は、一国では確保できないのは事実です。日本は残念ながら「五つの

傘」でアメリカに守られています。つまり「核」「攻撃力」「情報」「シーレーン」「軍事技

術」です。これらは、是非善悪は別として、アメリカに「おんぶにだっこ」してもらうし

かないのです。私も、イラク派遣で、２年８か月航空部隊の指揮官をやりましたが、現地

の治安情報は、全部アメリカから貰っておりました。日本は、そう言った情報を入手する

能力もなければ、人もいない。現地の大使館でも、決して入手できません。 

 そこは、弱さをしっかり自覚した上で、アメリカをいかにして活用するかを考えること

です。また大事なことは、“すでに、謀略戦は始まっていますよ”ということを自覚するこ

とです。当事者意識がないから、“ふと、気がついてみたら、沖縄が独立宣言をし、在日米

軍の代わりに人民解放軍が嘉手納基地に駐留していた”ということになり兼ねないのです。 

 まずは弱さを自覚して、日米同盟の活性化、緊密化を図ることですが、これは間違いな

く、熱核戦争を防止することに繋がります。今のところ、中国はアメリカと事を構える気

はありません。米軍がいる限り、中国は日本に手が出せないのです。中国の高官は、この

ように言っております。“我々にとって理想的な日米同盟は、ここぞという絶妙な瞬間に機

能しないことだ”と。まさにそのとおりだろうと思います。中国という国は、50 年先、100

年先を見ながら、今まさにそのための謀略戦をやっているのであって、本当に怖い国だと

思います。このためにも、アメリカを「巻き込む知恵」が必要です。よくメディアや野党

の先生方は、“アメリカに巻き込まれる”と言いますけれども、今はもう全く違うのです。

我々がアメリカを巻き込む知恵を出すことが重要であって、そのためには「集団的自衛権」

も必要であるし、アメリカの負担軽減も必要なのです。未だに、二言目には“戦争をする

国になる”とか“アメリカの手先になって、巻き込まれる”とか言っておりますけれど、

アメリカの為ではないのです。わが国の防衛そのものなのです。 

私は「活米」と言っておりますが、アメリカの軍事力を活用しなければ、わが国の防衛

は成り立たないのです。我が国は、憲法の制約によって、懲罰的な抑止力は持てないこと

になっております。懲罰的抑止については、アメリカに頼らざるを得ません。日本として

は、相手の意思を拒否するという拒否的抑止能力、つまり最低減の能力だけは、自国で常
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に持っておかなければいけません。拒否的抑止は当事国の責任であり、同盟国とはいえア

メリカはそんなところまで手を貸してくれません。そのため必要な装備を整え、日々の訓

練を怠りなくやって、常に一定の力を保持しておく必要があるのです。 

かつて、アマコスト駐日大使が“同盟はガーディニングのようなものだ。常に手入れし

ていないと、すぐに荒廃してしまう”と言いましたが、けだし名言だと思います。私もガ

ーディニングをやりますが、庭というのは、常に草むしりをして手を入れておかないと、

すぐに荒廃してしまいます。日米同盟も同じです。常に少しずつ手入れをし、努力するこ

とによってこそ、日米同盟は良好に維持されて行くのです。 

 今日のメインテーマである尖閣諸島についても同じで、中国は安保条約５条の対象にな

らないように、サラミ・スライス戦略をとり、そして謀略戦をしかけてきているのですか

ら、それからしっかり対応しなければならないのは当事者である日本なのです。アメリカ

にして見れば、“そんなこと、知ったことか”となります。まず海保と警察を強化すると同

時に、空自の権限規定を追加して、グレーゾーンにおける抑止力強化を図って行かなけれ

ばなりません。更には、制海権・制空権を断固として守れるよう防衛力を再構築する必要

があります。また本丸は沖縄であるという自覚を持つことが必要です。 

 安保法制が出来て、一歩も二歩も前進したことは間違いありません。ですが、“これで終

わり”ということはなくて、新たな安全保障環境へ適合させるために、常に見直す姿勢を

持ち続けなければなりません。その大元は、やはり憲法改正だと思います。 

 サミュエル・ハンチントンは、亡くなる前に嫌なことを言っております。“米政府は、い

ずれ中国の拡張主義に対抗するのを諦めて、ギブアップするだろう。そして日本は中国の

属国になるだろう”と言いましたが、そのようにならないようにしなければいけないので

す。そのためには、アメリカを上手く活用する知恵が必要です。同時に、イギリスのパー

マストンが言った“永遠の同盟も永遠の敵も無い。永遠にあるのは国益であり、これを追

及するのが我々の責務である”との箴言を我々は再度思い起こさなければなりません。ト

ランプが“アメリカ・ファーストだ”というのは当たり前なのです。以上を申し上げて、

丁度時間が参りましたので、ここで終わります。ご清聴ありがとうございました。（拍手） 

 

 

 

質疑応答 

（質問） 

 本日は、貴重なお話をありがとうございました。私からは二点ほど伺わせてください。 

 一点目は、今日のテーマであります尖閣諸島の防衛に関することであります。先週、李

克強首相が来られて、海・空のメカニズムの話があったりしましたけれども、実際に、今

後もし最悪の事態が起こったと仮定して、日中が尖閣を挟んで睨み合っていたとします。

その場合に、アメリカ軍が助けに来ない段階で、自衛隊と人民解放軍との間で激突みたい

なことが起こったとしたら、当然、制空権の奪い合いになって、日中の戦闘機による空中
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戦が予想されます。中国には戦闘機が一杯あると思いますので、中国解放軍航空戦力の実

力がどのくらいあるのか、お伺いしたのが一点です。 

 二点目は、今日のお話になかったことで、北朝鮮に関してですが、米朝首脳会談が来月

行われるということで、北朝鮮に軍縮ムードというか、非核化とか経済開発とか言うよう

になってきました。これまでは先軍政治で、“核だ、ミサイルだ”と言って、軍隊が全て優

先の政治で進めてきたと思いますが、あのような方向転換をする中で、北朝鮮軍内部の抵

抗とか反抗とかなかったのでしょうか。その点について、どのようにお考えでしょうか。

この二点をお伺いします。 

 

（答弁） 

 ご質問ありがとうございます。まず、日中の連絡メカニズムの話から始めたいと思いま

す。これは、10 年以上前から出ている話でありまして、内容としては、そんなに大したこ

とはありませんが、中国と共にテーブルについて合意することが重要なのです。中国は、

米中の間がぎくしゃくしますと、歴史的に日本へすり寄って来るという傾向があります。

今回の米国との貿易摩擦は、“タダならぬものだ。トランプがいる限り困ったな”というこ

とで、10 年間、店晒しされていた「連絡メカニズム」、いわゆる“不測の事態に対する対応”

というのを進めるということで、すり寄ってきたのです。 

 中国にしても、軍事的に見れば大したことないのでありまして、“何かあったときには、

お互いがこのように回避しましょうね。そのためのホットラインを引きましょうね”みた

いなものですから、特に難しい取り決めでも、何でもないのです。航空の立場からします

と、動きは寸秒単位ですから、ちょっと瞬きをしている間にぶつかってしまうことになり

ますので、その前に、“何フィート以内には、近づかないようにしましょうね。近づく場合

には、こういう連絡を取りましょうね。判らないときは、こういうコンタクトをとりまし

ょうね”というような一般的なところです。 

 お尋ねの実力のことですが、たとえば、わが方の F－15 と中国の最新鋭機である Su－35

とは、“どっちが強いのだ”ということをよく聞かれます。数の上からしますと、いわゆる

「第四世代」といわれる戦闘機を比べて見ますと、中国の方が３～４倍ぐらい多く持って

おります。亡くなられて岡﨑久彦さんなんかも、“これじゃ困るよね”みたいな話をしてお

られましたが、航空戦力、あるいは制空権というのは、戦闘機だけではなくて、その他、

構成要素の掛け算だといわれています。すなわち、レーダーがあり、戦闘機があり、それ

を支える Logistics、早期警戒機、無線通信、あるいは電子戦というもの、全ての掛け算で

あり、一つでも欠けると、戦力としてはゼロになってしまいます 

 したがって、戦闘機の数だけでは無くて、組織的な戦闘能力によって優劣は決まります。

尖閣地域に限って見た場合には、航空自衛隊の能力というのは、結構高いと思います。航

空自衛隊には、歴史的に防空能力あるいは対領空侵犯処置というのは、これまでの積み上

げがありますので、中国が航空自衛隊の４倍の戦闘機を揃えたからといって、制空能力が

あるかというと、必ずしもそれは言えないと思います。 
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 もし、本当の戦闘になりますと、後ろにアメリカが控えておりますので、そう簡単には

中国は制空権は取れないと私は思います。中国から日本列島を見ると、与那国島から北方

領土まで 2000 マイルあるのです。2000 マイルをヨーロッパで見ますと、モスクワからリ

スボンまであるのです。日本列島をロシアから見ると、縦深性のないペラペラの列島です

が、中国から見ると、縦に長くて縦深性があります。たとえミサイルで潰すとしても、そ

う簡単ではありません。日本と戦う場合、日本列島の基地を一挙に叩き潰さない限り、長

引くとアメリカが出てきますので、勝利をあげることはできません。そういう軍事的意味

合いを考えただけでも、日本に対し、直接軍事力をもって武力行使して来るということは、

なかなか考えられないと思います。 

 ただ、中国は力の信奉者ですから、力の空白を作ってはいけません。何かがあったとき

に拒否できる能力、あるいは「小粒でもピリリと辛い」戦力でもって、相手の意図を拒否

できる能力を持っていなければいけません。今のレベルでも、拒否能力は比較的高く、相

当やれると私は思っております。とにかく、自衛隊が流血を覚悟して、一所懸命頑張って

日本を守る。国際的にも日本が同情を得るような戦い方をすることです。そうしますと、

アメリカの議会も動くでしょうし、日米同盟が発動されるようになれば、それが中国の一

番悪いパターンになるのです。 

 ですから、“いざとなったら、そういうふうに持って行くぞ”という構えと、そのための

訓練を行っていけば、戦闘機数が４倍あるからといって、簡単にやられることはないと思

います。 

 次の北朝鮮ですが、昨日、金桂冠外務次官が声明を出しましたが、要は、“我々は核放棄

ではなくて、核軍縮だ”みたいなことを言っており、核は絶対放棄しないと私は思います。

そこにボルトン大統領補佐官が入って、“リビア方式で、とにかく核を全部放棄して、査察

を入れて、その後で制裁解除だ”と言っておりますので、北朝鮮にしてみれば、“それは、

話が違う”ということでしょう。 

 では、なぜ放棄しないかと言いますと、これまで核兵器と ICBM の開発のために、国防

費の大部分をつぎ込んでおりますので、その分、通常兵器は、割を食って使い物にならな

くなっています。金王朝を守るには、核兵器に頼らざるを得ないのです。海空戦力はほと

んど見るものはありません。陸には 20 万人の特殊部隊がいます。戦力と言えばこれくらい

でしょう。 “北が暴発したら”と心配する人がおりますが、それはありえません。戦車も

ボロボロだし、燃料もないので動けませんので、暴発のしようがないのです。もし、暴発

するとしたら、38 度線近くにあるソウルに向けた火砲が火を噴くか、陸の特殊部隊が侵入

してゲリラ行動をとるくらいでしょう。あとは核を使うことしかありません。 

 ですから、“その核を全部無くしますか”というと、なくすわけがない。リビアでもイラ

クでも通常の軍隊を持っていながら、核を放棄したために殺されたと金正恩も思っている

でしょうから、北朝鮮はその轍を踏むはずがないのです。先ほどの声明の中でも、“核開発

の初期段階で核放棄したリビアとは違う”と言っております。 

 この先どうなるのか予測が立ちませんが、トランプがどこで妥協するのか、そこにかか
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って来ると思います。日本にとっての悪夢は、アメリカに届く ICBM の開発は凍結して、

核保有国として認めるという妥協でしょう。今、国防総省の情報によると、60 発の核があ

ると言われており、それが半減されるとか軍縮されて 30 発の核が残って、しかも、短距離・

中距離のミサイルが残るとすれば、日本にとっては最悪のシナリオです。 

 今の日本は、アメリカや朝鮮半島の動きだけを見ているだけで、全く思考停止状態です。

いまこそ“最悪の場合はどうするの”ということを冷静に議論しておく必要があると思い

ます。昨年、雑誌「正論」に、私が“核の議論ぐらいはしよう”と書いたら、えらく反発

を喰らいました。「核」と言っただけでタブーになっており、議論さえできないのです。も

う「非核三原則」どころか、「議論しない」「議論させない」の二原則を加えて、「非核五原

則」になっているのです。 

冷戦時の 1970 年代後半、ソ連が中距離弾道ミサイル SS‐20 をモスクワ西部に配備しま

した。このミサイルはヨーロッパ全土に届きますが、アメリカ本土には届きません。それ

でヨーロッパはアメリカの核の傘について疑心暗鬼になりパニックになりました。SS-20

でヨーロッパが攻撃された時、果たしてアメリカは本土から大陸間弾道弾を発射して報復

してくれるのだろうか。当然それにはソ連の報復があるが、その報復を覚悟てまで我々を

守ってくれるだろうかと。これが De-coupling と言われるもので、ヨーロッパとアメリカ

の間で疑心暗鬼になり仲が悪くなったのです。 

この時、欧州諸国は、同程度の射程のアメリカ製ミサイルをヨーロッパに配備して凌ぎ

ました。中距離ミサイルでパリティにしたのですが、その途端、ソ連は交渉のテーブルに

つき、結果的には中距離弾道ミサイルは廃棄する条約が締結されました。日本もパニック

になってからでは遅いのだから、今のような冷静なうちに、核の議論をしておくべきだと

思います。“日本にとって最悪なのは、何なのかな”ということについて、日本が生き延び

るためには、何をすべきか。政府レベルでは無理だとしても、少なくとも民間レベルで議

論しておく必要があると思います。残念なことに、日本にはそういうことを議論するシン

クタンクはありません。日本では、「核」といっただけで、“極右のどうしようもないヤツ”

みたいな烙印を押されて口封じをされてしまうから異常です。 

 北朝鮮は核放棄しないと思います。通常兵器はほとんど陳腐化して実戦には役に立ちま

せん。あるとしたら 20 万人の特殊部隊くらいでしょう。これは強いですから、テロ・ゲリ

ラで日本に入って来ますと、大変なことになります。平時でもない有事でもないグレーゾ

ーンであれば一義的には警察が対応しなければなりません。警察の手に負えないといって

も、自衛隊は治安出動が発令されなければ、活動できません。治安出動が出たところで、

警察権行使で手足を縛られているから、警察以上の活動は出来ませんから、「警察官職務執

行法」に準ずる武器の使用しか出来ないのです。20 万人の頑強な特殊部隊がバラバラにな

って侵入して来て、ゲリラ的に原発を襲ったりすると、今の法律では対応できなくなる可

能性があります。 

 

（質問） 
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 私は、父との関係で沖縄の宮古島と縁がありまして、宮古島に今は使っていない「下地

空港」がありますが、かつて、航空自衛隊が使用する計画が持ち上がって、話題になった

ことがありました。現在、その話はどうなっているのかというのが一点と、もう一つは、

もし「下地空港」を使った場合の有効性は、どのようなものでしょうか。 

 それともう一点は、海自のヘリ空母といわれる「いずも」を改造して、“F－35B を導入

する”というニュースが新聞紙上で賑わせておりますけれども、これがどうなるのか、こ

の二点をお伺いしたいと思います。 

 

（答弁） 

 南西方面の航空戦力の観点で申し上げますと、一番のネックになっておりますのが、航

空部隊が沖縄に集中しているということです。航空戦力というのは、陸と違って、前線に

集めるというものではなくて、地上においては分散し、空中において集中するというのが

原則です。しかも、地上で集中して配備するというのは、愚の骨頂なのです。そういう意

味で言うと、南西方面の航空戦力は、非常に脆弱です。 

 私が防衛部長のときにも、宮古の下地空港の上空を飛ばしてもらったことがありました。

管制官とコンタクトしたら、暇でしようがないみたいでで歓迎されました。3000 メートル

級の滑走路がありながら、ほとんど使っていないのです。“これを利用させてくれたらいい

な”と思って検討しましたが、ネックはこの飛行場を造るときに、“軍事基地として利用し

てはならない”ということを沖縄本島と協定を結んでいることです。この飛行場が使えれ

ばずいぶんと改善されますが、協定書が変わらない限り、難しいと思います。 

 その外にも、たとえば、与那国島に飛行場は無理ですが、そこにレーダーサイトを置け

ば、尖閣諸島が近いから、警戒能力は大幅に向上します。尖閣というのは、沖縄本島から

200 マイルありますので、東京から名古屋ぐらいまでになり、結構距離があります。私も現

役のときに、何回も尖閣上空を飛びましたが、尖閣付近で高度を下げると、地球は丸いで

すから、沖縄本島と通信が取れなくなるのです。防衛部長のときに飛んだら、通信確保の

ため、わざわざ１機のリレー・シップ（中継機）を飛ばせてくれましたが、それほど尖閣

は遠いのです。 

 では尖閣諸島上空の防空態勢はどうするかと言いますと、エリント・コミント情報など

で中国機の動きを察知しますと、まず上がるのが、背中にレーダーを積んでいて、下が見

える E－2C 早期警戒機です。ですから、スクランブル回数が年間約 1000 回と言っており

ますが、これは戦闘機だけの回数で、E－2C を含めると、本当はその倍は飛んでいるので

す。そういう意味で、沖縄の中で“ここに自衛隊を配置すれば”というところは、いくら

でもあります。でも、ネックになるのが、協定とかの基地アレルギーなのです。 

 二つ目の「いずも」に F－35B を積む話ですが、私に言わしめれば、“なんとバカなこと

を考えるのだ”ということです。“船に戦闘機を載せると、空母になる”と思っている人が

おりますが、そんな単純な話はないのです。中国の空母「遼寧」が話題になっていますが、

あれは有事には役に立ちません。何が欠けているかと言いますと、自分自身を護る能力が
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ないのです。 

フォークランド紛争でイギリス海軍も痛い目に遭いました。イギリス海軍は、空母「イ

ンヴィンシブル」にハリアーを載せて、外洋で作戦したのですが、地球は丸いですから、

低高度で飛んでくる敵機に対しては、早期警戒機がないと見つけることができないのです。

米海軍が作戦するときには、まず E－2C を上げて、上から下を監視しています。フォーク

ランド紛争では、イギリス海軍はそれがありませんでしたから、アルゼンチンの「シュペ

ルエタンダール」戦闘機から対艦ミサイル「エクゾセ」を撃たれてイギリス海軍の駆逐艦

「シェフィールド」が撃沈されました。それで、急遽ヘリコプターにレーダーを積んだの

ですが、所詮ヘリコプターですから、その能力は高が知れているのです。やはり、海洋で

戦うためには、どうしても E－2C のような早期警戒機が必要になるのです。 

その E-2C は、カタパルトがないと空母から発進できません。中国の空母にはカタパルト

はありません。そのカタパルトの技術は、今のところアメリカしかありません。フランス

の空母「シャルル・ド・ゴール」はカタパルト式ですが、アメリカからライセンスを買っ

て装備し、E－2C を運用しています。 

「いずも」に F-35B 載せたからといって、同じ問題が起こり、実戦には役に立ちません。

また、空母というのは、「タスク・フォース（Task Force）」ですから、空母と戦闘機だけ

ではダメなのです。その空母を護るためには、常時潜水艦が２隻とそれを支えるイージス

艦５～６隻が必要です。この機動部隊に要するお金はというと、莫大な額でありまして、

まさに金食い虫なのです。しかも、運用が難しくて、戦力化出来るまでには 10 年以上はか

かるでしょう。 

今言われているところの F－35B というのは、F－35A の改良型ですから、戦闘機として

の能力は、ざっと見て２割減だと言われております。なぜかと言いますと、垂直離着陸で

きるようにするために、いろんな付加装置をつけておりますから、それだけ重くなるので

す。重いとどうなるかと言いますと、戦闘機としては致命的なわけでありまして、空母か

ら発艦しようとすると、燃料を減らすか武装を減らすしかないのです。 

また、評論家の中には、“F－35B を買っておけば、離島でも使えるのではないか”と言

う人がおりますが、戦闘機を離島に置いていたとして、“メインテナンスをどうするのです

か”ということです。故障したら、そこで直さなければいけないし、ミサイルや爆弾を使

ったら補給しなければいけないし、燃料も備蓄しておかなければいけないし、そのメイン

テナンスをするための人と物、それをどうするのでしょうか。とにかく、“F－35B を買え

ば、運用が出来る”みたいなことを言いますが、それを運用するためには、“どれだけのロ

ジスティクスに人と金がかかるか”という検討がなされていないのです。素人の考えに政

治家が頷いて、突っ走る姿を見ていると、私は恐ろしささえ感じております。 

 

（質問） 

 よい話をしていただいて、ありがとうございました。感謝しております。 

 日本の防衛には、いろんな問題がありますけれども、週刊誌の情報によりますと、対馬
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の自衛隊の基地の周りは、ほとんどを韓国資本が買ってしまっていると言われております。

北海道も然りで、中国資本が入って来ていて、基地の周りでの所有権を主張しているとい

うことです。沖縄につきましても、そういう形で外国資本が入って来るのではないかと危

惧しております。 

 直接攻撃してくることはないと思いますが、台湾と同じように、中国が、先ほどおっし

ゃった「サラミ・スライス戦略」でもって、結果として、いつかは中国の支配下に落ちて

しまうのではないかと危惧しておりますけれども、先生のご所見・ご見解をいただければ

ありがたいと思います。 

 

（答弁） 

 基地の周りの土地を買うというのは、実効上の心配はしていないのですけれども、むし

ろ、そういうものを売る“日本人の安全保障観はどうなっているのか”という感じです。

普通の国であれば、安全保障の観点から、外国人に売ることに躊躇いがありましょうし、

ましてや、相手の意図が見え見えの国であればあるほど、周りの社会が許さないと思いま

す。 

そこで、買ったとしたら、実効上何が取られるか言えば、定点観測が出来るということ

です。たとえば、同じところで自衛隊の飛行機の動きを長期間にわたって監視していれば、

能力が判ってしまいます。それだけですと、土地を買わなくても判るわけですが、やはり、

昔から言われるように「人は石垣、人は城」なのです。つまり、基地に対する不穏な動き

があれば、その周りにいる日本人が情報をくれて、“こんな人がいますよ。変な動きをして

いますよ”ということで、それはある程度期待できるし、それが抑止力になっています。

周りに日本人が居なくなると、それがなくなる可能性がある。やはり国家として安全保障

上制限するということをやるべきだと思います。 

千歳基地の周りも買われているらしいのですが、“写真を撮られたらどうするのだ”とい

う心配をする人もおります。日本の場合は、写真はどこでも撮れるし、偵察衛星を使えば

もっと詳しい写真が撮れる時代ですから、そんなことよりも、日本人に安全保障の観点か

らの意識が無いことの方が、もっと恐ろしいと思います。 

 

（質問） 

 先ほどの「いずも」の空母化質問に関連しますが、中国が、ロシアから買った空母に加

えて、もう一つ、いよいよ国産で持つようになったようですけれども、あれは、大連辺り

を母港にして、黄海辺りに出て来るつもりではないかと推測しております。 

 そうなりますと、どの程度、日本の安全保障にとって、脅威になり得るものでございま

しょうか。私は、楽観していると申しますか、軽く見ているのですけれども、とにかく、

空母を持つだけの力が中国海軍に備わったというだけで、かなりの脅威を覚えるという方

もいらっしゃるようでございます。その辺をご説明いただければと思います。 
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（答弁） 

 先ほども少し述べましたが、空母から航空機を発艦させる方法としては、カタパルト方

式とスキージャンプ方式がありますが、カタパルトが蒸気の力で加速させるのに対して、

スキージャンプ方式は、自力で上がらなければならないので、E－2C を発艦させることは

出来ません。このため、中国空母のスキージャンプ方式では、戦闘機の搭載機数にも運用

にも制限がありますし、何よりも監視の目が劣る、つまり索敵能力が劣るわけですから、

海洋での戦力としては、たいした事はないのです。 

 ただ、中国高官の発言などで斟酌しますと、習近平主席が“中国民族の偉大な復興”と

言っておりますけれども、“偉大な国は、空母を持たなければいけない”という考え方でも

って、軍事的意味よりも、威厳を示す道具として、そっちの方が重視するからだと思いま

す。日清戦争の前に「定遠」「鎮遠」という戦艦が東京湾に入ってきたら、日本人がパニッ

クに陥ったそうですが、そういった効果はあると思います。 

 軍事的に見ますと、殆んど能力はないし、太平洋上に出て来て、曲がりなりにも戦闘機

を飛ばしているということになると、震え上げる国は出て来ると思います。戦力というの

は政治のツールですから、政治的効果はある程度あると思いますが、軍事的能力としては、

殆んどないと言ってよいと思います。 

 ただ、中国の大きな戦略として、劉華清という解放軍海軍司令員（司令官）が考えた戦

略で、“2010 年までに第一列島線、2020 年までに第二列島線以西を内海にするのだ”とし

て、更に 2040 年には、ハワイを境にして、太平洋の西と東をアメリカと覇権を分割するの

だ“と言いましたけれども、その太平洋上で覇権を持とうとしたら、それには空母を持た

ざるを得ないのです。それには、スキージャンプ方式では役に立ちません。大連で造った

二番艦もスキージャンプ方式ですが、今上海で造っていると言われている三番艦は、“もし

かしたら、カタパルトかも知れない”と言われております。もし、カタパルトが出て来る

と、ちょっと注意しなければいけないと思います。アメリカも警戒しているのではないで

しょうか。 

 ただ言えるのは、アメリカの海軍は、1949 年にジェット機を初めて空母に載せたのです

が、その当初は、事故が多発して大変苦労しています。空軍の戦闘機との事故率がほぼ同

じになったのが、1989 年ですから 40 年かかっているのです。この 40 年の間には、8500

人の殉職者を出し、12000 機の戦闘機を失っているのです。中国も、この同じ苦しみを味

わうでしょう。そのときに、アメリカのように持ち堪えられるとかいうと、どうでしょう

か。一人っ子政策がジワジワと効いておりますから、“兵隊になりたくない。良い鉄は釘に

ならないと言われるように、釘にはなりたくない”ということになりかねません。今後、

優れた質の高いパイロットを集めるのに苦労するでしょうね。 

また戦闘機は中国独自で造れないという宿命があります。J－15 という艦載機は、ロシア

がリリーズしてくれないから、ウクライナにあった試作機の Su－33 の技術を盗んできたも

のです。技術を盗んで中国が造ったので、プーチンがえらく怒って、“中国には、絶対に艦

載機をリリーズしない”と決断しました。それで、J－15 を造ったのですが、技術を盗用し
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ても、戦闘機というのは、オリジナルよりもよい物は、絶対に造れないのです。重くなる

か、故障が多いかで、よい物が出来るはずがないのです。しかもエンジンは、ロシアはリ

リーズしません。しても簡単にコピーできないようにしています。スキーのジャンプ方式

でテイク・オフしようとすると、それなりのパワーがないと上がれませんが、J－15 はエン

ジンも含め不安材料が一杯です。しかも今は J－15 しか艦載機はありません。こうみてみ

ると、たいした戦力になるとは思えません。ただ、これから厖大な予算をかけてやるかも

知れませんので、中長期的には出来るかも判りません。カタパルトの技術も、リニアの技

術を使って、電磁カタパルトを造っているという情報もありますので、楽観視はできませ

んが、ここ 10 数年は、脅威と感じる心配はないと思います。 

それよりも怖いのは、その空母が友好親善と称して、東京の晴海埠頭に入って来た場合、

日露戦争前の「定遠」「鎮遠」のように、その威容を見て、“中国は凄い”と根拠なく怯え

て日本中がパニックになることです。そうなれば中国の思う壺です。 

簡単に言いますと、軍事的能力としては、大した事はないということですが、覇権のシ

ンボルとしては、政治的にはそれなりに意味があると思います。最も重要なことは、相手

の能力に対して、拒否力を持つということです。たとえば、私が現役のころ開発に着手し

た超音速対艦ミサイルが完成しました。それを装備して、“いざという時にはこのミサイル

で海の藻屑にするよ”という態勢を作ることです。そうしたら、有事には少なくとも、日

本の戦闘機が飛べる範囲には、容易に近づけなくなるということです。これがまさに、軍

事弱小国日本のあるべき戦略ではないかと思います。 

 

（質問） 

 先生のお話をうかがって、“日本も捨てたものではない”という思いをしましたが、マス

コミ等では、今にも中国の軍事力がアメリカに追いつき、太平洋を半分コにするような話

を耳にします。中国も厖大な予算を軍事費につぎ込んでおりますので、それなりの軍事大

国であることには間違いないでしょうけれども、実際問題として、米中の戦力の差はどう

なっているのか、その辺りのご見解を教えていただければと思います。 

 

（答弁） 

 今の米中の軍事力の差は、どんなに中国がもがいても、大人と子供の差で、歯が立たな

いと思います。中国の国防予算は、公称 18 兆円程度ですが、アメリカの国防費は 60 兆円

を超えますから、相当な開きがある上に、しかも、軍事技術的な蓄積がありますので、そ

う簡単には追い着けないと思います。 

 然は然り乍ら、中国が形振りかまわず金を費やしてやっておりますので、侮ってはいけ

ませんが、現在、アメリカはタスク・フォースとしての空母機動部隊を 11 個持っており、

それを 12 個にしようとしているのですから、物凄いことです。これに対して、中国は１個

も持っていなくて、「遼寧」は満足に艦載機の運用もできません。今度出来た大連の空母が

どの程度の戦力か、全くわかりませんが、先ほど述べた制約があります。太平洋上で自由
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に活動できる空母の機動部隊が少なくとも 11 個あるのと、１個もないということ、しかも、

それを２個でも３個でも造ろうとすると、先ほども言ったように、莫大な金もかかるし、

自己での犠牲者もどんどん出るでしょう。それが、中国の人民にとって、我慢できる範囲

かどうかも判りません。 

 ただ怖いのは、アメリカというのは、オバマ政権みたいになりますと、“航行の自由作戦

は、やりません”みたいなことを言って、能力は十分持っているのにやらないで、南シナ

海を埋め立てて軍事基地を造らせてしまったように、中国をのさばらせてしまうことです。

すなわち、国防省はしっかりしているのですが、時の政権によって、軍事・外交政策が大

きく変わると、中国みたいな国をのさばらせることもあるから要注意なのです。 

ご質問の軍事力については、そんな簡単に追い抜けるようなものではないと言えます。

我々の賢明な選択としては、そのアメリカの力を利用することであって、日米安保を有効

に機能させることだろうと思います。 

 

 


