
第１回戦略セミナー 第１部 

■織田邦男（INS 所長）による基調講演 

 『中国の台頭と日本の戦略』 

１ はじめに 

 ただいまご紹介にいただきました織田です。国家戦略研究所の所長という大任を仰せつ

かりました。よろしくお願いします。今日は第１回戦略セミナーとして、「中国の台頭と日

本の戦略」という非常に大きな話題を２時間に凝縮してお届けしたいと思っております。 

 「日本は戦略がない国家」だとよく言われます。その一番の原因というのは、現実を直

視しないことだと思います。よく外国人が日本を揶揄して「オストリッチ・ファッション」

と言います。オストリッチというのはダチョウです。ダチョウは危機が来た時どうするか

というと、穴に首を突っ込んで危機を見ないようにするのです。 

戦略的思考というのはまず事実をありのままに見ることから始まります。しかも複眼的

な視点で見ることが重要です。鳥の目、虫の目、魚の目という言葉があります。海を虫が

見ると細波しか見えない。鳥が見ると、海のうねりが見える。それだけではだめで、実際

には魚の目で潮流という見えない流れを掴むことが必要です。今日は特に、魚の目で中国

の動きを見てみたいと思います。 

6 月 15 日、米海軍大学でマティス米国防長官が「中国は他国に属国になるように求め、

自らの権威主義体制を国際舞台に広げようとしている」、「他国を借金漬けにして侵略的経

済活動を続けつつ、南シナ海を軍事化している」と発言しました。マティス長官は誠実で

嘘をつかず、学識もあるし、視野も広い。それだけに彼の発言は重いものがあります。 

中国の外交政策は大きなところは外事工作会議で決定します。2018 年 6 月に 4 年ぶりに

開かれましたが、習近平国家主席は「国際秩序を中国主導で書き換えていく」という方針

を明らかにしました。4 年前の外事工作会議でも、習近平は「国際社会の制度改革を進める」

と述べています。トランプ大統領が今、国際協調に背を向けている中、これまでの米国が

主導してきた国際秩序を変えていくチャンスだと思っているようです。米国が主導する国

際秩序、「パックス・アメリカーナ」を中国主導で作り変える。つまり「パックス・シニカ」

に変えていきたいと思っているわけです。ここが一番重要な潮流です。中国の台頭、そし

て米国の衰退傾向をよく「パワー・シフト」と言われますが、そうではなく、「パックス・

アメリカーナ」から「パックス・シニカ」への「パラダイム・シフト」と見なければいけ

ません。 

最近、環球時報主催のシンポジウムがありました。そこで近未来に起こり得る戦争を予

告しています。2020 年から 25 年には台湾を統一するための戦争、南シナ海、インド国境

奪還は 2025 年から 40 年ぐらいまでの間、そして釣魚島、琉球奪還を 2040 年から 45 年の

間に実施すると発表した。もともと漢民族の明が支配していたところを取り戻すという話

で、パラダイム・シフトの一環です。こういう「潮流」を認識した上で、今後、日本はど

う対応するかを考えなくてはならない。それを考える前に、先ずは中国とはいったいどう



いう国なのか、ということを原点に遡って見ていきたいと思います。 

 

２ 中国とは如何なる国か 

●「二人のカール」 

先ず、中国とはいったいどんな国なのでしょう。私がスタンフォード大学に留学した時、

ちょうど天安門事件で亡命した中国人ロケット技術者に非常にお世話になりました。彼は

今、中国当局に逮捕されて刑務所にいます。私が彼に「中国っていったいどういう国なの

だ」と聞いたことがありました。その時、彼は即座に「二人のカールを愛する国」だと答

えました。「二人のカール」とはカール・フォン・クラウゼヴィッツとカール・マルクスで

す。 

カール・フォン・クラウゼヴィッツは戦争論を書いて有名です。それに影響されたカー

ル・マルクスはご存知のとおりですが、共通しているのは「力の信奉者」であることです。 

「戦争が止まるときは、両者の武力が均衡した時だけ」、「平和というのは戦間期だ。パ

ワーバランスが崩れたら戦争になる」、「戦争というのは血を流す外交であって、外交とは

血を流さない戦争だ」と言っています。また「流血を覚悟してはじめて流血なき勝利が得

られる」とも述べています。 

ですから「不戦屈敵」、つまり戦わずして勝つというのが一番いい。そのための「三戦」

すなわち「心理戦・世論戦・法律戦」を駆使して戦わずして勝つ。これが最善だというこ

とです。 

まさに中国の発想というのはこのとおりです。ですから、実力が低かった 1970 年代、鄧

小平は「韜光養晦（とうこうようかい）」ということを言っていました。外交とは頭を下げ

て手もみをしながらやることだ、ということです。「屈辱に耐え、実力を隠し、時を待つ」

とも言っていました。毛沢東も１６文字で述べています。「敵が進めば我は退き、敵が止ま

ればこれを撹乱し、敵が疲れればこれを打つ、敵が逃げれば追いかける」と。正に力の信

奉者です。 

その後、中国は経済、軍事で力をつけてきました。経済力については 2010 年、日本を抜

いて GDP 世界 2 位、2020 年にはアメリカに追いつくのではないかとも言われています。

経済予測、IMF 統計によると、現時点では「日米」対「中国」が７対３ということですが、

これが 2025 年には５対５になるという予測が出ています。 

国防予算は 30 年間で約 50 倍に膨れ上がりました。とんでもない軍拡です。過去 10 年で

も約 3 倍です。公称の国防予算は 18 兆 5 千億円、西側換算では 25 兆円といわれています

が、日本が 5 兆円ですからどれぐらい大きなものかというのがわかると思います。実力を

つけてくると、これまでの「韜光養晦」という外交方針は当然変わってきます。実力をつ

けた今、「積極有所作為（せっきょくゆうしょさくい）」、つまり出るところには出て、取れ

るものは取ってくるという方針に変更されました。 

 



●戦略的国境論 

領土領域に対する中国の伝統的な発想も抑えておく必要があります。一言でいうと、「力

が国境を決める」ということです。もともと中国は中華思想の持主で、この発想は今も変

わっていません。自分が文明の中心であり、力が強くなるにつれ、その影響力は同心円状

に拡がっていく。その影響下にある国は「臣下の礼をとりなさい。そうしたら統治権を認

めてやる」ということです。昔から「華夷秩序」、「冊封体制」といわれてきました。今は

「戦略的国境論」と言われていますが、総合国力の増減によって国境が変化するというの

が中国の伝統的な考え方です。また「縁辺思想」とも言われますが、「東夷西戎南蛮北狄（と

うい・せいじゅう・なんばん・ほくてき）」という言葉があるように、中国以外は縁辺であ

り文明度の低い国だ。ですから中国の影響下にある国は中国に従いなさい。従っているう

ちは、「悪いようにはしない」と、やくざみたいなものです。 

私は現役の時に中国に防衛交流で行ったことがあります。もう 20 年以上前ですが、その

時、中国人民解放軍の幹部は、「なぜ日本は中国に逆らうのだ。もう中国の影響力の下にあ

るだろう」と真面目に言っていました。当時、非常に違和感を感じたものですが、彼らの

歴史に根差す特有の発想を学ぶと、なるほどそういうことかと今になって理解できます。

「我に従うものは使え、我に逆らうものは滅びる」と中国共産党も言っています。ですか

ら「我々が影響下においた場所は、我々の領域である。たまたまアヘン戦争から影響力が

縮小していただけで、もともと中国のものだ。だから南シナ海全域は中国のもので、琉球

も自分のものだ。沖縄は琉球であり、沖縄と呼んではいけない」というわけです。 

 

●失地回復主義と「偉大なる中華民族の復興」 

「もともと影響下にあったものは回復してしかるべきだ。それが偉大なる中華民族の復

興だ」ということです。これを「失地回復主義」とも呼んでいます。ですから「漢民族が

過去に支配した地域、つまり明王朝時代の支配地域を再び自分の影響下に取り戻す」とい

うことであり、「かつて明の宦官鄭和がペルシャ湾まで行った。だからそこまで取り返す。」

という話です。 

経済的には清王朝のピーク時は世界の GDP の 36％を占めていました。今はアメリカで

24％ぐらいです。これを清王朝時代にまで戻す。中国の発想からしますと、これは当然の

話なのでしょう。これに対しマティス国防長官は「中国は明朝以来の冊封体制を復活させ

ようとしている。だから我々は国際社会のルールを教えてやらなければいけない」と言い

当てています。 

 

●歴史に見る「力の信奉者」の行動 

では、その力の信奉者としての過去がどうなっていたか、ざっと振り返ってみましょう。

1973 年ベトナム戦争から米国は撤退いたしました。そうなりますと「力の空白（パワー・

バキューム）」ができます。この「力の空白」を突いて、1974 年、中国は「西沙諸島の戦い」



で西沙諸島（ウッディー島）をベトナムから奪い盗りました。ベトナム戦争でベトナムは

疲弊していましたので、あっという間に取られてしまいました。西沙諸島（ウッディー島）

には、今はもう戦闘機が配備されています。 

1985 年、ソ連はカムラン湾から一部撤退を決めました。1979 年、ソ連はベトナムとの間

で、25 年間のカムラン湾租借契約を結んでおりました。週に１回は必ず Tu-95 がウラジオ

ストックから対馬海峡を通ってカムラン湾に飛来していました。対馬海峡通峡時、航空自

衛隊は領空侵犯されないようにスクランブルを上げていました。実は私の最後のスクラン

ブルもこれだったのです。1985 年といえばソ連崩壊前です。この時、ソ連が一部撤退を決

めたわけですが、そうするとこの辺りに「力の空白」ができるわけです。その 3 年後、中

国は「力の空白」に乗じて、ベトナムの海兵隊が守備しているチントン島などを攻撃して

64 名を殺害し、この島を奪い盗りました。この時の映像はネットで今でも見ることができ

ます。やはりこれも「力の空白」ができたからです。 

次に 1992 年、スービック湾から米海軍が、クラーク基地から米空軍が撤退すると決めま

した。これはどういうことかと言いますと、1989 年に冷戦が終わり、1991 年にソ連が崩壊

しました。フィリピンにはナショナリズムが澎湃として起こり、「米国は出ていけ。もし引

き続きいたいのなら金よこせ」というふうになりました。時あたかもピナツモ火山が噴火

して、クラーク基地はひどいダメージを受けまして、米国は「じゃあわかった、撤退する

ぞ」となりました。 

撤退が決まった途端、中国は領海法を設定し、南沙諸島、そして尖閣諸島を自国領と明

記したわけです。1995 年にはミスチーフ環礁も軍事占領しました。「力の空白」ができると、

すぐさまこれに乗ずるという中国の抜け目のなさを暴露したということです。 

これは今も変わりません。最近では 2013 年 9 月にオバマ大統領が「もはや米国は世界の

警察官ではない」と発言しました。その半年後に何が起こったでしょうか。力の信奉者た

るロシアはウクライナのクリミア半島を併合し、中国はここぞとばかりに南沙諸島の岩礁

埋め立てを始めました。その後、なんと 18 カ月間で埋め立てを完了してしまいました。力

の信奉者は、「力の空白」には抜け目なく乗じるということを歴史は証明しています。 

 

●近年の中国の行動 

中国の近年の動向をルトワックは次のように分析しています。2009 年までは平和的台頭

だったが、2009 年から 2014 年ぐらいにかけて対外的強硬路線に転換し、2014 年以降は選

択的攻撃の態度をとるようになってきた。 

2009 年、中国が米海軍調査船インペッカブルの航行を南シナ海で妨害しました。こんな

ことは過去にはありませんでした。この頃、やはり中国は力をつけたという自信を持って

きたのです。2008 年には北京オリンピックを成功させ、リーマンショックからいち早く回

復した。2009 年には韜光養晦から決別し、2010 年には日本を抜いて GDP が世界第 2 位に

なった。 



その後、東シナ海で防空識別圏を一方的に設定し、南シナ海ではイージス艦カウベンス

の航行妨害や漁業権の一方的設定等々、対外強硬路線に転換しました。先ほど述べたよう

にオバマ大統領の「世界の警察官放棄発言」以降、南シナ海の埋め立てを開始しますが、

中国はもうオバマ大統領は中国に盾突かないだろうと判断したのでしょう。 

米国防省は南シナ海での中国の動きに対して「航行の自由作戦」をすぐさまやるべきだ。

そうしないと手遅れになり、とんでもないことになるとホワイトハウスに何度も具申して

います。しかしながらオバマ大統領は首を縦にふらない。自分が習近平に直接話をすると

いうことでした。2015 年 9 月、米中首脳会談でオバマ大統領は習近平に埋め立て中止を直

接要請しましたが、けんもほろろに拒否されました。そこで初めてオバマ大統領は国防省

に「航行の自由作戦」を命じた次第です。まさに遅きに失しました。 

しかしこの会談時、習近平がポロっと「軍事化を図る意図はない」と言ってしまうので

す。ここを今、マティス国防長官に追求されているのです。 

国防省は「航行の自由作戦」を開始しますが、非常にまずいのは、中国に抗議されると

ホワイトハウスは「無害通航」だと言ったことです。国防省は「無害通航だったら相手の

領有を認めていることではないか」と非常に憤慨するのですが、どうしようもありません。

この辺は全くオバマ政権は軍事的センスがありませんでした。スーザン・ライスが国家安

全保障担当補佐官だったということもあったのでしょう。 

オバマ大統領がレームダックになった頃の 2016 年 11 月、国防省は「無害通航ではなか

った」と表明しましたが、時すでに遅しです。その後は米中首脳会談をやっても、「航行の

自由作戦含むいかなる行動も容認しない」とけんもほろろです。ファイアークロスにも軍

用機を堂々と着陸させるし、仲裁裁判所の裁定が出ても「ただの紙屑だ」と嘯きました。

オバマ大統領も仲裁裁判所の裁定を重視せよと言うのですが、レームダックになったオバ

マ政権の言うことには、聞く耳を持ちませんでした。それはオバマ政権自体が「力の空白」

に手を貸したからなのです。 

 

●トランプ政権以降の米中関係 

2017 年 6 月、米国のシンクタンク CSIS が「中国は着々と南シナ海の軍事拠点化を図っ

ている。習近平は言っていることが違う」と発表しました。これは今、マティス国防長官

が追及していますが、中国は自国領を守るのは当然だと反論しています。 

トランプ政権になって中国はどう変わったかという話ですが、当初中国は、トランプ政

権は何をやるかわからないということで、様子見の状況でした。米国は北朝鮮に対処しな

ければならないが、中国を通じてしか交渉パイプがなく、対北朝鮮政策は、ある程度中国

の影響力に依存せざるを得ないということで、中国には宥和的でした。中国は米国との貿

易摩擦を避けるため、米国の対北朝鮮政策にある程度協力した方が得策と判断したようで

す。こういう状況でお互いに利害が合致し、あたかも蜜月関係のように見えました。私が

教鞭をとっている大学の某中国人学者は「中国はコペルニクス的転換を図った。対北朝鮮



制裁あるいは対北朝鮮政策について 180 度変えた。」と述べていました。 

しかしテーブルの上では握手をしているようでも、テーブルの下では腹を探り合う状況

が続いていました。昨年 6 月も、マティス国防長官は「中国の南シナ海での主張は受け入

れられない。しかしながら利益が重なるところでは中国との協力を最大限に求める。」と非

常に遠慮した物言いでした。つまり北朝鮮についてはお願いしますよということです。 

6 月 12 日、米中首脳会談がありました。これを機に米国は北朝鮮との交渉パイプができ

ましたので、対中国政策についてはこれまでのような遠慮は不要となりました。トランプ

大統領も「中国には大いに失望した」と対中強硬政策にシフトし、そして７月６日、米中

貿易戦争が始まったわけです。 

 

３ 南シナ海の状況 

●海の万里の長城  

 南シナ海の状況をもう少し詳しくお話ししたいと思います。埋め立てたのは次の７つの

岩礁です。ジョンソン礁、ヒューズ礁、クアテロン礁、ガベン礁、ファイアリークロス礁、

スービ礁、ミスチーフ礁。埋め立て速度は著しいものがありました。これら岩礁を埋め立

てて軍事利用するのは明らかに国連海洋法条約違反です。ところが 2015 年 4 月には、中国

外交部報道官は「拡張後の機能は必要な軍事上の要求を満たす」と堂々と述べています。 

昨年 6 月、中国軍事動向に対する年次報告書が出ていますが、2013 年 10 月、オバマ大

統領が「もはや世界の警察官ではない」と言った一か月後に中国は次のように述べたとあ

ります。「南シナ海にはどの国も占拠していない地形が 209 カ所ある。その全部を占領して

18 ヵ月以内に施設を構築することができる」 

結果的には、その通りに成し遂げてしまったわけですが、恐ろしい国です。CSIS はこれ

を受けて「このまま放っておけば、南シナ海は 2030 年までに事実上中国の湖になる」と警

告しています。 

 

●人工島と国連海洋法条約 

国連海洋法条約（UNCLOS）について簡単にご説明します。岩と島は大きな違いがあり

まして、島は第１に満潮でも沈まないということ、第２に人が住めることが条件です。国

連仲裁裁判所は南シナ海にある係争中の岩礁は全て岩だと裁定しました。島だと排他的経

済水域（EEZ）生じますが、岩だとこれを埋め立てても島にはならず、EEZ も生じません。

中国は頑なに島だと主張し、したがって 200 海里以内の石油は自分のものだと主張してい

ます。EEZ の中であればいくら埋め立てて、人工島を作っても問題ありませんが、EEZ の

外では、いくら岩を埋め立て人工島をつくっても島にはなりませんし、EEZ も生じないの

です。また埋め立ては平和的に目的に限定すると UNCLOS には書いてあります。 

中国は岩を埋め立てた人工島を島と称し、しかも軍事上の要求を満たすとまで主張して

いるわけです。中国は UNCLOS を批准しているにもかかわらず、これそ無視しています。



また埋め立てについては、汚染の防止、海洋環境の保全の義務があり、係争については平

和的手段で解決する義務があります。これら全てについて中国は違反しているわけです。 

 

●埋め立てと軍事化の状況 

ミスチーフ礁のオリジナルポストはこの写真のような小さな岩ですが、今や 3000m 級の

滑走路を造り、空母あるいは軍艦がつける港湾施設が出来上がっています。ジョンソン礁

は対空無線、無線妨害装置とかが配備されています。ヒューズ礁には同様に無線妨害装置

を配備しています。スービ礁にも 3000m 級の滑走路が出来上がりました。航空自衛隊の滑

走路は平均 2600m で戦闘機を運用しています。3000m 級になると爆撃機や空中給油機の運

用ができます。 

たぶん中国はインド洋のディエゴガルシア島なんかをモデルにして計画したのでしょう。

ディエゴガルシアには 3000ｍ級の滑走路があります。インド洋のど真ん中にあり、英国領

ですが、現在米国が借りて中東での航空作戦の中枢基地として使用しています。湾岸戦争、

イラク戦争では B-52 がここから出撃しました。 

ファイアリークロス礁ですが、ここにも 3000ｍ級滑走路ができています。じっくり見ま

すと私が基地司令をしていた小松基地より大きく、これを 18 ヵ月で埋め立てて造ったのだ

から凄いものです。港湾施設は浚渫して空母が入港できるようにしています。 

この写真はウッディー（永興）島で軍事化され、すでに J-11 戦闘機が配備されています。

ウッディー島については地対空ミサイルを配備したということがニュースで出ました。 

この時、面白いことがありました。中国の王毅外相が「ニュースの捏造はやめてもらい

たい」とニュース番組に抗議したわけです。ところが、翌日、中国国防省が「こんなのは

昔から配備している」と平気で梯子を外したのです。人民解放軍と外務省の関係がよく表

れていると思います。中国の外務省は全く軍事情報は持っていないということが明らかに

なった事例です。中国外務省は執行機関であり、軍がやったことを外務省が尻拭いする組

織にすぎないということです。 

この写真はウッディー島です。埋め立てして拡張し、ミサイル基地を整備、港湾は浚渫

し軍艦が入れるようにしています。今年の 4 月 19 日、H-6 爆撃機を離着陸させました。こ

れに対し米国は敏感に反応し、B-52 を付近の空域に飛ばしています。 

中国は他の国も埋め立てを実施している。何故、中国だけが非難されるのかと主張して

います。なるほど台湾、ベトナム、フィリピン、マレーシアも埋め立てて滑走路等を作っ

ています。しかし、ほとんどが 1200 から 1400m の滑走路で、戦闘機は運用できません。

せいぜい補給につかう輸送機が運用できるような代物です。 

何より中国は 18 ヵ月で 2900 エーカー埋め立てたのに対し、中国以外の国は全部合わせ

ても 40 年間で 147 エーカーを埋め立てただけです。いかにこの 2900 エーカーがすごいの

かということがわかると思います。中国は他国も埋め立てをやっていると主張しますが、

全然意味合いが違うのです。 



 

●南シナ海の戦略的重要性 

南シナ海の戦略的意義についてお話します。南シナ海は一年に日本の船舶が１万 6800 隻

通過しています。日本の海上貿易量の 54％、原油の約 90％です。OPEC からの原油輸入量

が、中国は 1 億 3400 万トン、日本が 1 億 5000 万トン、この約 80％がマラッカ海峡を通っ

て、この南シナ海を通ります。 

中国にとっての意義ですが、ここを抑えれば日本を抑えることができる。何か事があっ

たら「日本のタンカーは何かオイルが漏れているぞ。チェックするまで運行を中止せよ」

というようにいちゃもんつけられると、日本は自由に通れなくなる。これが続くと日本は

干上がってしまうので、中国の言いなりにならざるを得ない。 

もう一つ重要なのは、南シナ海には中国の戦略原潜の基地があるということです。中国

の対米核戦略上、核報復能力を持たねばなりません。中国の唯一の戦略原潜基地が海南島

にあり、南シナ海を聖域化したいという戦略上の要求があります。 

冷戦時にソ連が米国に対する戦略抑止を図るために、要塞防衛（Bastion Defense）とい

う戦略を採りました。その一つがオホーツク海の聖域化です。冷戦時、ここはもう米海軍

でも入れませんでした。オホーツク海をシーコントロールゾーンとして聖域化し、これに

近づくのを拒否するシーディナイアルゾーン（Sea Denial Zone）を設定しました。南シナ

海の聖域化は現代版要塞防衛（Bastion Defense）と言えるでしょう。 

現代の中国は南シナ海を A2/AD、つまり接近阻止（Anti-Access）、入ってきた者は行動

させない領域拒否（Area Denial）という戦略をとっています。そのためには南シナ海を面

で抑える必要がある。南沙、西沙諸島を軍事化した今、最後のスカボロー環礁がもし埋め

立てられて 3000m 級滑走路でき、戦闘機が配備されますと、三角形の軍事拠点が出来上が

り、南シナ海が面で抑えられてします。そうなればもうゲームセットです。制空権は完璧

に取られて、第７艦隊でも対応は難しくなる。中国は鉄壁の警戒監視網を整備し、防空識

別圏も設定するでしょう。 

繰り返しますが、南シナ海は中国の核戦略と連動しているのです。海南島に戦略ミサイ

ル潜水艦が入れる洞窟があります。中に整備施設があと言われています。潜水艦は晋級原

子力潜水艦で、射程 8000 ㎞の JL-2（巨浪二型）大陸間弾道弾を装備しています。射程 8000

㎞で、南シナ海からは米本土に届きません。ですから、米海軍の監視の目を盗んでバシー

海峡から太平洋に出なければいけない。対する米海軍はそうはさせずと、南シナ海に２隻

の攻撃型原潜を常時待機させ、洞窟から出てくる潜水艦を追跡する。そして米本土に 8000

㎞以内に近づいてミサイルを打とうとすれば、その時点で叩き潰す。これがアメリカの戦

略です。 

ですから、中国としては南シナ海を面で制圧して米海軍原潜の行動を封じたい。このた

めには何としてもスカボロー環礁をフィリピンから奪取して軍事拠点化させたいというこ

とです。 



ところが仲裁裁判所の裁定では中国の全面敗訴となり、スカボロー環礁はフィリピンの

ものと裁定された。米国もこれを中国に盗られて埋め立てられると南シナ海の制空権は取

られてしまうので決して妥協しないでしょう。まさにスカボロー環礁はレッドラインとな

っているわけです。 

スカボロー環礁については、ルソン島から 220 ㎞の距離にあります。尖閣が沖縄本島か

ら 360 ㎞ぐらいですか、尖閣よりも近いのです。昔は米軍が射爆撃場として使っていまし

たので、これも尖閣と酷似しています。 

中国の領有権奪取のやり方というのは常にワンパーンです。フィリピン漁船が集まって

漁をしているこの格好の漁場に、中国の漁船を行かせます。そうするとフィリピンのコー

ストガードが出てきて、当然拿捕します。中国はそこに漁民保護の名目で中国海洋監視船

を出動させるわけです。2012 年、中国とフィリピンの公船がこれで睨み合いになりました。

当時、オバマ大統領が紛争にならないようにお互いに引こうではないかと仲介に入りまし

た。フィリピンはそれを受け入れ、引いたところ、中国の公船はそのまま居座ったという

わけです。この中国のパターンは大体どこでも同じです。 

2013 年には中国がコンクリートブロックを運搬して、埋め立てを始めそうだという状況

で、アキノ大統領（当時）は「これは現代のズデーデン地方だ」と国際仲裁裁判所に訴え

たわけです。2014 年４月、アキノ大統領は米国ともう一度米比協定を結び直し、米軍が再

び駐留できるようにしました。「力の空白」があると中国は必ず埋め立てを始まるというこ

うです。仲裁裁判所の裁定は「スカボロー環礁はフィリピンの EEZ の中だ。中国はフィリ

ピンの漁場を侵害している」として、中国は見事に全面敗訴しました。 

そこで出てきたのがドテルテ大統領です。彼は米比合同訓練についても中止した上で「仲

裁裁定については重んじるが、今は厳しい態度を取りたくない」と言って、中国に対して

は今のところ宥和的に接しています。それが功を奏したのかはわかないのですが、ずっと

居座っていた中国海警が姿を消したそうです。棚上げで合意したのか分かりませんが、今

後注意深く見ておかなければなりません。 

 

●日本にとっての南シナ海の重要性 

日本にとっての南シナ海の重要性をもう少し詳しくお話します。南シナ海は非常に重要

なシーレーンが通っていますが、国内の議論では、いざという時はルートとしては南シナ

海を通らず、迂回すればいいじゃないかと安易に言う人もいます。ロンボック海峡を通っ

てもいいのですが、この写真の赤のルートを通りますと、1 隻当たり 3000 万円のコスト増

となります。１ヵ月 1 人当たり 3120 円増の経済負担ということです。これを日本人は我慢

できますかということなのです。「南シナ海は日本と関係ない」と言った自民党の有力女性

議員がいますが、この程度なのですね。安倍首相は死活的に重要だと言っていますので、

まだ救いがあります。 

 



●不透明な南シナ海の情勢 

最近は米国が切れてきたようです。4 月 9 日、スプラトリーに軍事用の電波妨害装置、地

対空ミサイルが設置されました。米国はそれを受けてリムパックの合同演習については中

国を招待しなくなりました。航行の自由作戦も続けています。 

軍事拠点化は UNCLOS に違反していますが、中国にとってはそんなものどうでもいい。

もともと既存のルールをリセットしたい。今後は自分でルールを書くということですから。 

マティス国防長官がシャングリア会議に行く飛行機の中で「2015 年に軍事化しないと約

束したじゃないか。習近平が言ったことと齟齬しているではないか。我々は国際法にそぐ

わないと信じたことには立ち向かっていく。」と言っています。問題はトランプ大統領の対

中国戦略が読めないところです。 

今年の 4 月に地対空ミサイル、対艦巡航ミサイル、電波妨害装置を設置しましたが、こ

れをシャングリア会合の前にやるのところが中国海軍のセンスのないところだと思います。

結局これでマティス国防長官を怒らせてしまいました。シャングリア会同では「スプラト

リー軍事化は習近平の約束に反している。インド太平洋を支配すべきでない。リムパック

も参加させない。」ということを述べています。小野寺大臣も「インド太平洋については基

本的には法の支配に基づく自由で開かれた公共財だ。」と訴えました。 

米中の鍔迫り合いががしばらく続くでしょう。中国は、これまでシャングリア会同では

もっと階級が上の軍人を出席させていましたが、今回、中将を出席させたということは会

議自体を軽んじているようです。中将ですから「中国の神聖な領土だ。主権を示す必要が

ある」を繰り返すだけです。小粒な人間を呼んできて過激に反応させるというのは中国の

手です。今年のシャングリア会同でも「他国の口出しは全て内政干渉だ。航行の自由作戦

こそ軍事的威嚇だ」と言っており、今後の見通しはつきません。 

 

４ 東シナ海の状況 

●日米共同声明と安保条約 5 条 

東シナ海の状況ですが、皆さんご存知通り、昨年 2 月の日米首脳会談で「尖閣は、日米

安保条約の 5 条の対象だ」ということを日米共同声明で初めて文書化しました。日米安保

条約はどういう風になっているかは、あまり報道されません。 

ポイントは 2 つあり、第１に、これは日本の施政下にある領域に対する攻撃が対象とい

うことです。第 2 に攻撃があっても米国は自動参戦ではなく、米国は自分の国の手続きに

従って日本を助けるかどうか決めるということです。この日米共同声明の後、日本はメデ

ィアを含め「やった、やった、これでもう中国の軍事侵攻はなくなった」と思考停止して

います。 

 

●その後の中国の対応 

日米共同声明が公表された後、中国は即座に反応しました。中国外務省耿爽副報道局長



は「日米は言行を慎み、誤った言論を発表するのをやめよ」、「釣魚島は中国固有の領土だ。

国家主権と領土保全を守る意思と決意は揺るがない」、「日米安保条約を名目に、日本側が

米国を引き寄せ、違法な領土主張に裏書きさせることに反対だ」と明確に反発しました。

思考停止に陥っている場合ではありません。尖閣というのは核心的利益ですから中国は諦

めるわけがないのです。 

 

●サラミ・スライス戦略と POSOW 

日米共同声明により、中国が軍事的侵攻すると米国が介入してくる可能性が大きくなり

ました。中国は大戦略として、先ず米国とは事を構えません。なぜか？それは負けるから

です。力の差は歴然としている。しかしながら尖閣は革新的利益だと言っており、諦める

ことはない。だからこそ米国に介入させない戦略、これを非軍事あるいは準軍事でやる。

それをサラミスライス戦略といっています。 

サラミというのは 1 本そのまま盗ると、「おまえ取ったな」と分かってしまいますが、薄

く切って少しずつ食べているといつの間にかなくなってしまう。これがサラミスライス戦

略です。これで実効支配を取られると、それは施政下にあるとはいえなくなる。例えば竹

島は実効支配していないから、日本の固有領土といっても施政下にあるとはいえない。「施

政下」になければ日米安保条約の適用範囲ではない。北方領土もそうです。その状況を中

国は尖閣でも作ろうとしています。 

同時に、謀略戦、これを私は熟柿戦略という風に呼んでおりますが、熟した柿がポトッ

と落ちるように「三戦」でもって戦わずして勝つ。この戦略を着々と実行している。これ

は後ほど説明します。 

 

●中国の最優先課題 

中国の最優先課題、つまりコアな国益は何かというと三つあります。一つは一党独裁体

制の維持。これを守るためには戦争をも辞さずと明確に言っています。二つ目は国内社会

秩序の維持、つまり分離独立の排除です。この１番、２番を支えるのが三つ目の経済成長

です。経済成長が鈍化しますと国内がもたなくなる。1 番、２番も立ち行かなくなる。 

米国はここを突いてきた。台湾旅行法を成立させて、心理的に揺さぶっている。同時に 7

月 6 日貿易戦争に突入した。今のところ一歩も譲らない覚悟です。日本は傍観者的見てい

ても日本が受ける傷も非常に大きいですから、対岸の火事ではありえない。 

中国にとって経済成長はコアな国益を支えるものであり、最重要課題である。そのため

には、経済成長に障害になるようなことはできるだけ避けたい。中国はグローバル経済に

よって繁栄していますから、国際社会での孤立したり、制裁を受けるようなことは避けた

い。軍を投入せずに実効支配を少しずつとる行動を続けながら、同時に不戦屈敵、戦わず

して勝つ。三戦でもって心理戦、世論戦、法律戦でもって日本が諦めるのを待つという戦

略です。 



習近平は「孫子の兵法」をもっと勉強しろと訓示しています。この孫子は次のように述

べています。兵力が 1 対１の時は行動せずじっくり見ろ。兵力が 2 倍になると相手の中に

手を突っ込んで分裂させろ。兵力が 5 倍になると戦争しろ。絶対に勝つ。兵力が 10 倍にな

ると戦争しなくても威嚇だけで充分と述べています。今、中国は日米分断を図ろうとして

いる。そして熱核戦は回避して、サラミスライス戦略、POSOW（Paramilitary Operation 

Short of War）でもって実効支配を奪取するわけです。 

 

●海警と民兵 

準軍事の作戦ですが、人民解放軍も海軍も出さないが、その代わり海警、武装民兵を出

す。これはホワイトシップ・ストラテジーと言っています。非常に巧妙です。なぜホワイ

トシップということですが、軍艦とはほとんど能力差はないが、沿岸警備隊は白いペンキ

で塗っているからです。 

ホワイトシップス・ストラテジーの状況ですが、76 ㎜機関砲を装備するような公船が登

場しつつある。海保は 20～30 ㎜の機関砲です。中国では 12000 トン級の公船が出てきまし

た。海保の船は 1000 トン未満がほとんどです。大きいもので 3000 トンです。 

中央軍事委員会の下に人民解放軍がありますが、1 月に武装警察を同じく中央軍事委員会

の隷下に入れました。そして 6 月には海警をその武装警察の隷下に入れました。コースト

ガードと軍隊は普通、どの国も別組織です。米国のコーストガードは国家安全保障省の隷

下です。中国は中央軍事委員会の傘下に海警を入れることにより、基本的には海軍と平時

から有機的な軍事行動がとれるようになったということです。 

一方、海上保安庁は 12 隻の 600 人で涙ぐましい努力をしています。このグラフの左側が

海保です。1000 トン以上の隻数を表します。この写真が 1 万トン級の中国公船です。 

 

●中国公船の動きと世論戦 

中国の公船の動きですが、「３－３－２フォーミュラ」といわれています。月に 3 回、3

隻の海警を領海侵犯させて、2 時間居座って帰る。つまりそれを繰り返して実効支配をとろ

うとしています。さきほど言ったように実効支配を取られれば施政下にあるとは言えない。

施政下になければ日米安保も適用できない。竹島の二の舞にしたいというのが中国の魂胆

なのです。現在では更に進んで「３－４－２フォーミュラ」と呼ばれる状態になっている

ようです。つまり月に 3 回、4 隻が 2 時間領海侵犯する。しかもその事実をメディアに堂々

と発信するのです。学習時報でも「巡視船による航行を常態化させたことで日本による永

年の実効支配を一挙に打破した」と世界に発信しました。世論戦を張り、中国の方が実効

支配していると世界に訴えるわけです。 

米中経済安全保障調査委員会が米議会報告をしていますが、この中に「中国側は日本が

永年主張してきた尖閣の統治権の実験をすでに奪った」という中国国防大学戦略研究所所

長の論文を紹介しています。そしてまた中国軍艦を時々、接続水域を通過させる。そうす



ると、日本の官房長官が抗議する。それに対抗して中国は再度全世界に知らしめるように

「釣魚島は中国固有の領土で合法的だ」と発表する。これは確信犯です。つい先日も中国

海軍病院船が同じところを通過しました。みんなが忘れる頃に実行して日本に抗議させ、

その反論を全世界に向かって主張する。これが中国の世論戦なのです。 

 

●海上民兵の実態 

海上民兵の動きですが、これはなかなかわからない。というのは、漁船員の格好をして

普通の漁船で活動しているからです。米海軍の情報では、７５万人１４万隻が海上民兵だ

と言われています。領有権主張と資材運搬等が任務となっているようですが、実際に南シ

ナ海の埋め立ても海上民兵が手伝っているようです。 

ハリー・ハリス太平洋軍司令官も述べていますが、その対応は非常に難しいとそうです。

米海軍インペッカブルに対する航行の妨害なんかもそうのですが、漁船（海上民兵）がイ

ージス艦などの前に立ちはだかると、軍と軍なら自衛権行使ができるが、漁船だったら法

執行の分野になる。ぶつかって沈めることもできないし攻撃もできないということです。

対応が厄介なところを利用しているのが実情です。民兵の基地には「君たちは、海洋権益

を守るために先陣の役割を果たしている」という大きなバナー（垂れ幕）があるそうです。 

この写真は 2016 年に 400 隻が尖閣に集中した時のものです。みんな無線機をもっていて

中国版 GPS の受信能力をもっており、有機的な準軍事行動をしました。最も大きな基地は

海南島にあります。非常に訓練されており、小笠原にサンゴを取りに来たのは、ほとんど

が海上民兵だったそうです。米国の情報では、機雷敷設訓練も中国民兵の漁船が行ってい

ます。中国の憲法 55 条には「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

が書かれております。 

 

●懸念される日本の対応 

POSOW（Paramilitary Operations Short of War）つまり準軍事作戦に対して、日本はど

のように対応するのか。私は懸念しています。海上保安庁の能力を超えたら、その時は海

上自衛隊を出動させると政府は言っています。そのために発令の迅速化などをやろうとし

ています。これは大きな間違いだと思っています。 

これをやると、中国の思うつぼです。国際的には自衛隊は軍隊ですから、「中国は軍隊を

出していないのに、最初に軍隊を出したのは自衛隊だ」と世論戦を張るでしょう。そうし

て「やっぱり日本が悪い」となりかねない。世論戦によって米国議会がそのように認識す

ると、いざという時にも安保条約 5 条が発動されない可能性もある。先にも言ったように

安保条約は「自動参戦」ではなく、議会の手続きに従わねばならないのです。 

しかも自衛隊が投入されても、根拠は「海上警備行動」つまり法執行の補完（警察権）

ですから海上保安庁以上のことはできない。警察権で手足を縛って自衛隊を出動させたら

中国海軍には絶対に負けます。自衛隊は普段は軍隊ではなく、防衛出動が下令されて初め



て軍隊となる。それ以外は警察なのです。中国は高圧的手法で日本を罠に嵌めようとして

ところがありますが、決して挑発に乗ってはなりません。。 

 

●海保と警察の強化 

では、どうすべきか？これは中国との我慢比べですから海保と警察の能力を上げるしか

ないと思います。先ずは海上保安庁法の改正が必要です。海上保安庁法の第２条を読まれ

てこれを不思議に思わない人はいない。領域警備が任務のどこにもない。「海上の安全及び

治安の確保」が任務で平時に日本を守る規定がない。なぜかというと、海上保安庁はマッ

カーサーの占領下で 1948 年に創設しました。現憲法が 1947 年にできたばかりで日本は非

武装でした。「海上保安庁という名の海軍でないか」ということを言われないように、あえ

て海上保安庁法の 25 条で軍隊としての活動を認めないと書いています。だから他国の沿岸

警備隊（コーストガード）とは異質です。他国のコーストガードは自衛権行使もできます。

米国のコーストガードは湾岸戦争にもベトナム戦争にも出ている。 

日本の海上保安庁は逆に法律の規定にないにもかかわらず、事実上の領域警備をやって

いる。ある意味越権行為ですが、この理不尽さに耐えて海上保安庁は黙々と頑張っている。

本当に気の毒です。 

諸外国のコーストガードは準軍事組織で、米国の場合、陸海空海兵隊に次ぐ第５軍と位

置付けられている。日本も「海上の安全、治安の維持」だけでなく、「領域警備、臨検活動、

船団護衛等」の任務を付与し、装備も充実させなければいけない。海保の船は商船構造な

ので、ぶつかって穴が開くと沈んでします。この間も、米海軍イージス艦がタンカーとぶ

つかって穴が開いていましたが軍艦構造なので沈みませんでしたね。 

 

●領空侵犯措置と実効支配 

「空」のグレーゾーンも大変な状況です。空には航空警察のようなものは、ありません

ので最初から自衛隊と中国空軍が会いまみえることになる。熾烈な実効支配の争奪戦が既

に始まっています。2 年前、私が JBPRES に実態を少し書いたら大騒ぎになりました。 

年間の緊急発進（スクランブル）回数ですが、冷戦時はほぼソ連機への対応でした。今

は半分以上が中国軍機です。冷戦が終焉して、だんだん緊急発進回数が下がってやれやれ

平和がきたと思ったら、中国軍機がどんどん出てくるようになった。国防費は 29 年間で約

50 倍に膨れ上がりましたが、それに比例するかのように緊急発進回数が増えている。 

昔は Tu-16、Tu-95 という爆撃機でした。爆撃機に対してミサイルを持った戦闘機が対

応すると圧倒的に我々の方が有利です。今相手はフルにミサイルを装備した戦闘機です。

昔は偵察活動でしたが、今は実効支配を取りに来ています。昔はソ連のパイロットは洗練

されていましたが、今は中国は 3 年間で航空自衛隊の規模を作るくらいの軍拡をやってお

り、粗製乱造ですからパイロットも何するかわからない。 

昨年、中国は党大会があった関係で活動はやや低調でしたが、昨年を除いて、実効支配



を取ろうとしていますから増える一方です。宮古海峡を通って第１列島線を越える活動も

頻繁です。太平洋側から東京に向かう飛行パターンもありました。東京に向かって巡行ミ

サイルが発射するぞという示威行為なのでしょう。航空自衛隊の警戒監視組織は北に向い

ており、四国にはレーダーがありません。この一番警戒監視網の薄いところを通過するの

もなかなか巧妙です。もう一つは驚きましたが、対馬海峡の韓国側を通峡するパターンが

ありました。冷戦中でもソ連は一回も通りませんでした。韓国への THAAD 配備への嫌が

らせなのでしょう。 

 

●領空主権 

空の特殊性は平時、陸には警察があり、海には海保がある。しかしながら航空は最初か

ら最後まで航空自衛隊です。警察権行使から自衛権行使まで切れ目なくやらなければなら

ない。しかも領空主権は、領海主権と違い「排他的、絶対的」な主権です。領海には無害

通航がありますが領空にはありません。 

国際慣例では、領空侵犯したら警告して退去させる、あるいは強制着陸させる、そして

それに従わなかったら撃墜も排除されていません。繰り返しますが、安保条約５条は施政

下にないところは対象になりません。この国際慣例通り実施できて初めて「施政下」ある

といえるのです。自由に領空侵犯をされるようでは、「施政下」にあるとはいえません。領

空侵犯措置を実施する上で、問題は自衛隊法に対領空侵犯措置だけ権限規定がないという

ことです。 

諸外国はどうしているか。最近の例としては 2014 年 3 月にシリアの戦闘機をトルコ空軍

が撃ち落としました。トルコの国境に迫ってくるシリア機を見つけて警告を与えました。

それでも 1 機が従わず入ってきたのでそれを撃ち落としました。国際社会の評価としては、

「当然の行動だ。絶対的、排他的な主権を侵されたのだから、それを守るには撃墜という

のは国際慣例通り」と何ら非難を受けませんでした。 

2015 年には何とトルコはロシア機を撃ち落としています。ロシアがシリアのアサド支援

で反体制派を攻撃するためにシリアに移駐して作戦を開始していました。ロシア機が空爆

のため何度もトルコ領を領空侵犯しました。たった 17 秒間だったそうですが、主権侵犯に

は違いありません。トルコはロシア大使に厳重に抗議しました。その後もロシアは領空侵

犯を繰り返した。NATO も抗議をし、トルコも再度警告しました。再びロシア高官が謝り

ましたが、その次の日に領空侵犯し、このために撃墜されました。その後ロシアは一度も

領空侵犯していない。それが抑止力なのです。 

2018 年 7 月、イスラエル空軍がシリア戦闘機を撃墜しました。領空侵犯機を地対空ミサ

イルで撃墜しました。それ程領空主権は重いものなのです。 

 

●自衛権と警察権 

日本の場合、「領空侵犯措置」は警察行動か自衛行動かの質問に対し、政府答弁書では「公



共の秩序維持」と述べています。つまり警察権行使なのです。警察権行使で本当に国際慣

例通りのことができるのか。「権限規定」がないというのは何を意味するのでしょう。 

自衛隊はできてから 70 数年、国会答弁の積み重ねで「法律に書いていないことは 1 ミリ

たりとも動かせない」という解釈になっています。最後の手段の「撃墜」が権限にないと

いうことで果たして実効支配、つまり退去とか強制着陸など国際慣例を実行できるのか。

非常にここは難しい。 

自由に領空侵犯されるようだと、それは施政下にあるといえない。現場からすると、つ

まり「厳密に対処しろ」「頑張れ」と言われて権限を与えない。これってダブルスタンダー

ドだよな、というふうになってしまう。これが真のシビリアンコントロールとは思いませ

ん。 

元裁判長の○○氏が論文に次のように書いています。「84 条の職務規定を拡大解釈して

武器使用権限も含めているとの解釈では裁判所は説得できない。（中略）権限規定がないと

いうことは、自衛隊機には領空侵犯措置の任務は付与するが、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」 

私が司令官の時、○○氏からよく電話をいただきました。「司令官、総理大臣の命令があ

ったとしても絶対『撃墜しろ』と言っては駄目です。パイロットが刑事処分を受けますよ。」

と言われました。非常に悩ましいところです。 

小野寺防衛相も「国際法と自衛隊法に従って厳正な対領空侵犯措置を実施していく」と

言っています。私は領空侵犯措置の権限規定を入れるのは必須だと思います。過去に Tu-16

が沖縄を領空侵犯したときに、議員立法で第 84 条に権限規定を追加するという改正の動き

がありました。「第 84 条の規定により必要な措置を命ぜられた自衛隊の部隊は、わが国の

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」という追加規定ですが、国会

上程寸前で取りやめになりました。 

これは 2 年前の安全保障法制と平仄があっていないので現実的には法制化は難しいでし

ょうね。防衛出動が下令される前は、自衛隊は軍隊ではなく警察です。だから平時の自衛

隊の活動は警察官職務執行法の準用でもって全て権限が成り立っている。となると行為の

主語が「自衛隊の部隊は」というのはあり得ない。憲法を改正するまでこの問題は解決で

きないのかもしれません。 

 

●我が国の特殊性 

そもそも諸外国による我が国への侵害は、軽度なものは密入国とか、だんだん烈度が上

がってきて武力攻撃がありますが、簡単に言いますと、武力攻撃があった時点でその武力

攻撃を認定すれば、防衛出動が下令されて自衛隊は軍隊になります。つまり国会で武力攻

撃事態が認定されないと、自衛隊は警察です。 

他方、諸外国の軍隊は警察作用からシームレスに防衛作用、自衛権行使ができ、戦時に



なると国連憲章第 51 条に基づく個別的自衛権と集団的自衛権が発動されます。日本は防衛

作用へのハードルは高く、自動的には移行できません。武力攻撃事態が認定されて防衛出

動が下令されないと自衛隊は警察権行使しかできません。一番の問題はグレーゾーンです。

これについては安保法制でも手つかずでした。 

 

●米艦防護 

防衛出動が下令されますと権限行使の主体は「自衛隊の部隊」になりますが、平時にあ

っては、「自衛官」なので警職法と同様、自衛官が責任を担うことになります。驚くべきこ

とに米艦防護の主語は「自衛官」なのです。しかも警職法のとおり、「刑法第三十六条 又

は第三十七条 に該当する場合のほか、人に危害を与えてはならない」とあります。これで

米艦を防護できるのか。政治的には米海軍を守るようなったからいいのです。でも実際に

事が起きると問題が起きるでしょう。最大の問題はこのような状況だということを、政治

家やメディアを含め、日本国民が知らないことだと思います。 

 

●撃墜権限を現場に与える？ 

蛇足ですが、撃墜権限を与えると、すぐに撃墜するかのような議論になりますが、その

ようなものではありません。相手に退去や強制着陸を強制させるには「恐怖」が必要です。

飛行機を強制的に停止させることはできないし、「縄で引っ張ってくる」わけにもいかない。

飛行機は操縦者の意志で飛んでいるのですから。 

また抑止力というのは、ロシア機を撃墜した後、トルコへの領空侵犯が一度もないよう

に、能力と国家意志で成り立っています。ですから、国家意志である法律で毅然たる国の

態度を示す必要があるのです。 

現場が「撃墜権限を持つなんてとんでもない」とよく誤解されます。現場に「撃墜判断」

を委任してくれとは言っているわけではない。「撃墜判断」など高度な政治判断は総理大臣

しかできない。政治が撃墜まで含めた部隊行動基準(ROE)を現場に示し、それで現場を縛

り、統制すべきです。それが真のシビリアンコントロールなのです。 

 

●謀略戦の実態 

次に謀略戦の実態です。孫子の兵法では「戦力が 2 倍の時は戦うな。謀略戦を行う」と

あります。中国は「米国とは事を構えず、熟柿が落ちるように攻略する」という「熟柿戦

略」をとっています。メディア戦は実に巧妙です。知らないのは日本人だけです。米国の

議会報告には載っています。「琉球・沖縄最先端問題国際学術会議」（北京）は人民解放軍

の OB が主催しています。「我々の目的は琉球独立だけではなく、軍事基地を琉球から全部

撤去させること」とまで HP には書かれています。 

 

●孫子の兵法と三戦 



習近平は「孫子の兵法を学べ」と訓示しています。孫子兵法の中の「用間篇」に「死間」

というものがあります。これは虚偽の情報を流布することです。2012 年の環球時報でこう

いう記事が掲載されました。「6 年前に住民投票行われ、75％が独立を要求し、残り 25％が

日本への帰属を求め独立を要求しなかったが独立に賛成した。」と。実際には、こんなこと

はありませんでした。全くの虚偽情報だったわけですが、これを読むと「こんなことがあ

ったのか」と思ってしまう。これが手なのです。この記事が出た翌年、人民日報で「沖縄

の主権に関しては未解決」、「元々琉球は中国のものだ」と主張しています。だんだん洗脳

していく。実に巧妙な手だと思います。 

三戦とか謀略戦はだんだんボディーブローで効いてくる。「沖縄の人って独立を求めてい

るのでないか」みたいになってくるわけです。だから辺野古移転、オスプレー、北部訓練

場ヘリパッドなどは全てが恣意的に作られる対立です。「琉球 vs 日本政府」対立の構図、

「被害者 vs 加害者」の構図を作るわけです。「沖縄の人々は先住民族」も虚偽です。 

だが、中国は国連の人権理事会を使って、世論戦を張ってきています。国連人権理事会

は中国に仕切られているとして、理事会から米国が撤退しました。どういうことかという

と、人権理事会というのは虐げられた民は、政府に対してものが言えないので、国連が代

わって勧告してやる。だから国連に言ってこいという制度です。日本は 4 回勧告されてい

る。「沖縄の人々は先住民族と認めよ」「土地の権利を認めよ」と国連に訴える人がいると

いうことです。でも実態は理事会自体が中国に支配されており、中国自体の世論戦といっ

ていい。中国に支配されている証左として、一度もチベットの人権侵害など勧告されたこ

とはないのです。 

また、なんと翁長知事も人権理事会で演説した。人権理事会は、翁長氏は知事なので公

的な人は演説できない。それでも彼は私的な身分で来ていると言って演説した。そこで良

識ある沖縄人が私的に国連に来ているのになぜ沖縄県の予算を使って出張しているのだと

訴え、今裁判になっている。こういったことは、日本のメディアはほとんど報道しない。 

もし沖縄が独立宣言をしたら直ちに中国は承認するでしょう。そして米軍が出て行った

後、琉球を守る名目で人民解放軍が駐留する。そうしたらもう「チベット化」です。謀略

戦は都市伝説でも何でもありません。辺野古移転反対の横断幕には「琉球独立工作機関 中

国共産党 友の会」というのが堂々と入っています。また何故かハングル文字や中国の略

字が入っています。 

 

●米中経済安保調査委員会の報告 

2016 年の米中経済安全保障調査委員会の議会報告でも「中国が沖縄を舞台とする日米分

断工作を推進」、「基地反対運動をあおり、米軍へのスパイ活動を展開」、「沖縄に軍事情報

収集の諜報工作員と反基地運動を煽る政治工作員を送り込み、日米の離反を企図」、「工作

員が基地近くの米軍関係者居住用ビルを買収、管理して、管理者用の鍵で米軍関係者宅に

侵入し、軍事機密を窃取」と詳しく出ています。 



日本だけが能天気といっていいでしょう。また報告書には「中国はまた沖縄の独立運動

を、地元の親中国勢力を煽って支援するだけでなく、中国工作員自身が運動に参加し、推

進している」とも記載されている。 

2013 年 5 月 15 日に「琉球民族独立総合研究学会」が設立されたということも書いてい

ます。設立の趣旨を読みますと革マルのアジビラみたいなもので背筋が寒くなります。 

「1609 年の薩摩侵攻に端を発し、1879 年の明治政府による琉球併合以降、現在に至るま

で琉球は日本、そして米国の植民地となっている。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

配の対象となってきた」、「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

享受し続けようとしている。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」、「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」

等々が書かれています。発起人は元沖縄タイムス社長とか大学教授、あるいは元沖縄県知

事等も名を連ねておられます。 

 

５ 中国は何を目指しているのか 

●リプセット仮説の破綻 

 中国は何を目指しているのか？ということを押さえておかなければ日本の戦略は間違っ

てしまう。最近は米国の「パンダ・ハガー」といわれてきた親中派の人が、続々と宗旨替

えしている。なぜかというと、経済成長は民主化を促進するという「リプセット仮説」が

破綻した。経済が発展しても全然独裁制は変わらない。「中国強硬派」がトランプ政権でも

影響力を持ってきているということでしょう。 

 以前は典型的な「パンダ・ハガー」で、国防総省に 40 年間務めた中国研究第一人者マイ

ケル・ピルズベリーが「100 年のマラソン」を書き、「中国に騙されていた」「中国の野望に

は、ほとんどの米国人は全く気がつかなかった」と自責の念を込めて述懐しています。 

2015 年 3 月、外交問題評議会（CFR）の報告書「中国に対する米国戦略の転換(Revising 

US Grand Strategy Toward China)」で、「米国は対中戦略を根底から変えなければならない」

「アジア・太平洋諸国との経済的紐帯を強める」、「国防予算の削減を辞めて直ちに軍備を

増強すること」、「中国包囲網を構築する戦略を力強く推進」することなどを提言していま

す。 

 

●新時代の中国の特色ある社会主義 

中国は「新型大国関係」という名の「太平洋覇権分割」を目指しています。2017 年 10



月の党大会で習近平が「2035 年までに社会主義現代化実現、人民解放軍の近代化」を図り、

2049 年までに「総合国力と国際的影響力において、世界の先頭に立つ『社会主義現代化強

国』を実現」、「今世紀半ばまでに世界一流の軍隊を作り上げる」、「海洋強国の建設加速」、

「中華民族の偉大な復興の実現には闘争が必要」、「一国二制度」や高度な自治の方針は貫

徹」、「『一つの中国』原則は両岸関係の政治的基礎」このように言っています。 

今年 3 月の全人代では、習近平が独裁体制をとり、GDP の伸びよりも高い国防予算で強

軍の道をとり、身内を監視する「国家監察委員会」新設して一党独裁体制を強化するとし

ました。 

 

●米国防戦略 

トランプ政権は 2018 年 1 月、米国防戦略を公表しました。その中で「いまやテロではな

く、大国間の競争こそが最も重要」とし中国、ロシアとの軍事的な競合への対応を最優先

している。中国、ロシアの軍備増強と急速な科学技術の発展により米国の優位が脅かされ

ている。中国については「経済力を使って周辺国を脅し、軍事力を梃にインド太平洋の秩

序を自国に優位な形で作り変えようとしている」とし「パクス・アメリカーナ」が最早自

国の国益には障害になっており、自分でルールを書こうとしている。トランプ政権ができ

てすぐ、トランプ大統領は 1 か月以内に IS 撲滅計画を要求し、その計画を実行し壊滅させ

ましたが、こういうトランプ政権の有言実行のところは保守層に固い支持を得ています。 

 

●G２論から新型大国関係 

 「新型大国関係」を中国は繰り返し述べています。これはどういうことでしょう。2007

年 5 月、初訪中のキーティング米太平洋軍司令官は中国海軍高官に太平洋を分割を持ち掛

けたそうです。キーティング司令官は「最初は冗談だと」と思ったと議会報告しています。

まさに西太平洋を「パックス・シニカ」、東太平洋を「パックス・アメリカーナ」で分割す

る。これは劉華清の海軍戦略でもあります。 

2012 年頃から中国は互いの「核心的利益を尊重」しようということを言い始めました。

2013 年 6 月、習近平が「太平洋には米中両大国を受け入れる十分な空間がある」と提案し

ました。その後は壊れたレコードのようにこれをずっと言い続けている。 

これに対しオバマ政権のライス大統領補佐官は“operationalize”(実行する）と訳の分から

ないのに合意してしまった。だから余計に図に乗ってきた。2014 年 7 月の第６回米中戦略・

経済対話（北京）で習近平は「中米が対抗すれば両国と世界に災難。太平洋には二つの大

国を受け入れる十分な空間がある」と言った。 

そもそもこれは中国の伝統的考え方からずれている。中国は「一山不容二虎」（1 つの山

に 2 匹のトラは住めない。どちらかが生きると、どちらかが死ぬ。）と言っているのですが、

太平洋について米国の覇権をオーバーライドするということまでは考えていない。何故か

というと、戦ったら負けるからです。米国が圧倒的まだ強い。 



トランプ政権発足当初は、中国は様子見でこれを言わなかった。2017 年 3 月、ティラー

ソン米国務長官が習近平と会ったとき、初めて報道で出ます。新華社については抑制され

た内容であったが、新京報という新聞は「米中の新型大国の関係を再確認した」と報道し

た。議事録を新聞で読んでも、そんなことは一切言っていない。 

ティラーソン前国務長官は「国際社会が直面する挑戦に共同で対応したい」と発言した

が、なぜかそれが「新型大国関係」となっている。これは明らかに中国が新型大国関係を

求めているという証左です。 

2017 年 11 月、米中首脳会談後の記者会見で、習近平は初めて「太平洋には中国と米国

を受け入れる十分な空間がある」と述べた。トランプ大統領はそれに合意したわけではな

いが、「「米中関係ほど重要な関係はない。私たちには世界の問題を解決する能力がある。

米中はウィンウィン関係を築く」と言った。この後、河野太郎外務大臣はよく分かってお

り、「太平洋と接しているのは日本だ。米中で太平洋をうんぬんということにはならない」

と不快感を示している。 

 

●新型大国関係の淵源 

 新型大国関係の淵源はどの辺にあるのか。15 世紀末、スペインとポルトガルが覇権を争

ったが戦争にならないように、世界を分割するために教皇子午線（1493 年）ができた。東

側がポルトガル、西側がスペイン。それを少し西にずらしたのがトルデシリャス条約（1494

年）です。だから今ブラジルはポルトガル語です。 

その後、マゼランが地球を一周し地球が丸いのを確認した。それでもう一本線が必要だ

と言うことで引いたのがサラゴサ条約（1529 年）です。だからマカオはポルトガル領にな

った。新型大国関係はこれに淵源があるのではないかと思っている。 

 いずれにしても新型大国関係は 2009 年頃から綿密に周到な時間を掛けて繰り返し打ち出

した特別な意味を持っているので、習近平政権が倒れるまでは言い続けるであろう。トラ

ンプ大統領がこれを呑んだとたん、日本は中国の「パックス・シニカ」に入ってしまう可

能性があるので要注意です。 

 

●パックス・シニカへのパラダイム・シフト 

「新しいタイプの大国関係」、つまり「アジアの問題はアジアの人々が処理し、アジアの安

全はアジアの人々が守る」といことは、体のいいアジアから米国を排除です。つまり西太

平洋における「パックス・シニカ」だということです。もともと中国はどんな国というこ

とを理解できていないと、現代版「華夷秩序」「冊封体制」を理解できない。 

2014 年 11 月の中央外事工作会議（これで外交政策を決定）で習近平は「国際社会の制

度改革を進め、わが国の発言力を強める」と発言し、国際社会の制度を中国主導で作り変

えるとしている。 

ポール・ケネディが「大国の興亡」で「遅れて出てきた大国は、常に国際秩序を自分に



好都合のように書こうと再編を望むものである」と書いています。 

2014 年米中経済安保見直し委員会の議会報告では「米国が主導する東アジアの安全保障

アーキテクチャーが自国の体制維持、経済、社会的発展、領土の一体性といった核心的利

益を利するものではないと判断」としている。そのとおりです。国際仲裁裁判所の裁定が

「南シナ海は中国のものではない」と全否定されましたが、それをひっくり返したい。こ

れからは国際ルールを自分が書きたい。つまり「パワー・シフト」から「パラダイム・シ

フト」を狙っているわけです。 

オバマ大統領が一つ良かったのは、2015 年 10 月、TPP 交渉で参加が大筋合意を受けて

「中国のような国に世界経済のルールを書かせることはできない」と言ったことです。 

 

●人類運命共同体構想 

 2018 年 6 月の中央外事工作会議で習近平国家主席は「グローバルな統治体制の改革に積

極的に関与し、リードする」と発言し、トランプ政権が国際協調に背を向ける中、欧米主

導の国際秩序を中国主導で変革していくチャンスと見て、今後の方針として人類運命共同

体構築の旗幟を掲げました。「運命共同体」とは、中国の存在なしに国が成り立たない状態

という意味です。また「グローバルな統治体制の改革に積極的に関与し、リードする」と

しているが、そこには深慮遠謀がある。国際社会の制度を中国主導で作り変えるというこ

とです。 

2018 年 4 月のボーアオ・アジアフォーラムでも習近平は、「『人類運命共同体』の構築と

いう目標に向かって邁進し、アジアと世界の素晴らしい未来を共に築いていく」と同じよ

うな発言をし、「米国は尊大で独善的な姿勢、やがて八方ふさがりになる」「人類は前進か

後退かの新しく重大な決断を迫られている」と米国を徹底して批判し、中国主導の新秩序

構築を加速させようとしています。 

2018 年 7 月、「『海南国際仲裁院』を自ら作り、海事分野のトラブルを仲裁する。理事会

の 3 分の 1 を海外出身者とする」という記事が掲載されました。これは何かというと中国

主導の新「国際仲裁裁判所」のことです。これが実現すると中国に好都合なルールに全て

書き換えられてしまうことになる。これからどんどんこういうものを出してくるでしょう。 

 

●一帯一路 

「一帯一路」について、海のシルクロードを作ろうとすると、海軍が出て行くために 12

ヵ所の港が必要だと言っています。そのため「商用名目で他国の港の使用権を獲得させ、

海軍の停泊、補給地点とすべき」としている。ジプチに初めて海外の拠点を作りました。

これから真珠の首飾りといわれるように各地に拠点を作るでしょう。その作り方が余りに

もあくどい。 

2013 年、グワダル港は運営権がシンガポールから中国企業に移行した。スリランカのハ

ンバントタ港整備に利率約８％で資金を融資しておいて、返せなくなったので運営権を 99



年間租借する。まるでやくざのやり口です。 

今モルジブがやられようとしている。モルジブの大統領は親中派で、対外債務の約 8 割

が中国で、返済が行き詰まりつつある。その内、島やインフラを中国に渡すことになるで

しょう。 

2018 年 6 月、マティス国防長官は「中国は他国に属国になるよう求め、自国の権威主義

体制を国際舞台に広げようとしている」と発言しました。米国政策研究機関 C4ADS の報告

書”Harbored Ambitions”でも、「財政を支配する」、「政治的影響力を及ぼす」とし、「即座に

資金が入る、発展する利点より、譲歩や借款、土地の租借が持つ潜在的で長期的な意味を

考える必要あり」と警告しています。それより目先のこと、あるいは賄賂に弱い指導者が

いると困ったことになります。 

2018 年 7 月、ポンペオ国務長官は「インド太平洋戦略」に関する経済政策演説をしまし

た。その中で、「インド太平洋地域の支配を求めず、支配を求める国に反対」、「一帯一路に

対抗して米国もインフラ整備に投資するファンド設立し、①デジタル・サイバー協力、 ②

エネルギー支援、③インフラ支援を行う」としている。頭金として 1 億 1300 万ﾄﾞﾙと言っ

ており、米国としてはようやく一帯一路に対抗する兆しが出てきた。もともと 2016 年 8 月

に安倍首相が「自由で開かれたインド太平洋戦略」を打ち出し、米国がそれバックアップ

するという形になりました。日本が言い出し、米国がバックアップするというのは極めて

珍しいことです。 

 

●デジタル覇権 

「デジタル覇権」という言葉が出てきた。これも日本は遅れています。ビッグデータを

囲い込む保護主義というのは本当に影響力が大きいことです。ビッグデータは「現代の石

油」といわれている。中国というのは、個人情報を保護するという観念がありませんから

絶対的に強い。 

中国のデータ規模は世界の 20％で、それを独占すると今後どうなるか。産業規模として

約 17 兆円だそうです。中国で 2017 年 6 月、サイバー・セキュリティー法が施行されまし

た。問題点としては、①ネット上の自由な言論を制限、つまり政府や共産党の方針と相い

れないネット上の言論を規制する、②世界全体でのデータの有効活用を妨害、つまり中国

国内で収集した情報は国内のサーバーに保存し外に出さない、③企業の技術や情報が流出

する恐れ、つまりどんどん外から取って、海外に情報を持ち出す場合、当局が事前に審査

する、ということです。早く対応しなければやられてしまう。 

「デジタル・シルクロード」とも言われています。「一帯一路」沿線国に中国モデルをつ

くってしまう。今の保護主義的なトランプ政権が中国にとってチャンスとみて、「一方通行」

のデジタル覇権を取ろうとしている。 

 

●対日政策の変化と日本の対応 



米中貿易戦争は中国も後に引けなくなっています。今後、米中関係はトランプ政権であ

る限りは悪くなっていくでしょう。米中関係が悪くなると、歴史的に中国は必ず日本にす

り寄ってくる。日本としてはチャンスでもある。日本の言いたいことを言う。中国は EU に

も媚びを売るようになり、米国を孤立させて生き延びようとしている。 

 

６ 今後の対中戦略の方向性 

●「力の信奉者」と関与戦略 

対中国戦略の方向性ですが、「力の信奉者」にどのように対応したらいいのか。私は、「関

与政策」しかないと思います。戦争するわけにはいかないので、中国をなんとかして真面

な国にするしかない。しかしそれは何十年かかるかも分からない。 

 

●関与政策成功の２条件 

その関与政策が成功する条件としては二つあります。「力の信奉者」ですから、関与する

側が圧倒されては言うことを聞かない。関与する側が圧倒されないように力の均衡を崩さ

ない。そのためには米国の力は欠かせないが、米国一国では手に余る。世界の警察官を離

職と言っていますから、やはり価値観を同じくする国でスクラム組んでやるしかない。 

また関与政策は 20 年、30 年かかると思います。いや、もっとかかるかもしれない。その

間に中国が易々と軍事力を行使することがないようにヘッジを確保しておく必要がある。

そのために「力の空白」を作らないと言うことは大切です。 

そしてまた状況が転んでも切れ目なく対応できるようにしておかなければならない。そ

のためには米国の力を借りなければならないが、尻込みしつつある米国を引っ張り出さな

ければいけない。そして価値観を同じくする国々でスクラムを組まなければならない。そ

のためには集団的自衛権行使というのは必須の話です。米国の為ではなく、日本のためな

のです。 

もう一つの大切なポイントは、中国は相手の徹底した抵抗と国際社会の非難には敏感な

ところがあります。だから毅然として対応し、こちらも「世論戦」に訴えていく。これは

例があります。ベトナムが EEZ の中で石油の掘削作業を始めたことがありました。それを

中国は 90 隻の民兵の漁船で防御し、ベトナム船に体当たりなどしたりした。多勢に無勢の

ベトナムですから中国は傍若無人な行動を止めません。ベトナムは戦い巧者ですから、ど

こで何をやったかというと、船に NHK、CNN、ABC の記者を乗せて中国船が体当たりを

しているところを動画として世界に公開した。そうすると国際世論は中国非難にまわった。

すると中国は採掘自体をやめてしまった。同じようなに、米海軍の P-8 哨戒機に CNN の取

材者を乗せ中国海軍の乱暴な言葉を録音して公開したこともありました。このように毅然

とした対応と世論戦に訴えることが必要です。 

 

●重要なパラメーターは日米同盟 



対中戦略の重要なパラメーターは日米同盟です。「パックス・アメリカーナ」か「パック

ス・シニカ」かの二者択一だったら、日本は「パックス・アメリカーナ」を選択するに決

まっている。自由と民主、人道、人権、法の支配がなければ日本は生きていけない。そう

すると「パックス・アメリカーナ」が長続きするようにこれを支えるしかない。 

他方、トランプ政権は米国第一主義を主張する。これに対しては知恵の限りを尽くして

日米同盟の枠組みを維持して、米国をうまく活用とすることが重要です。トランプ政権は

幸いにも国家安全保障戦略や国防戦略で「中国に対抗していかなければならない」と言っ

ています。これからはいかに米国を巻き込むかが大切。日本のメディアは「米国の戦略に

巻き込まれる」と言っていますが、これからは日本が米国を巻き込むことを考えていかな

ければならない。 

アングロサクソンには「勝てない相手とは手を結べ」というのがありますから、ひょっ

としたら中国と手と結ぶかもしれない。こういう最悪のシナリオも考慮した上で対応して

いくことも必要である。「永遠の同盟も永遠の敵もない。あるのは国益」ということです。

中国は「Ｇ２」論を繰り返すでしょうが、その時にトランプ政権が危ういのは経済と安保

をディールするということ。「ロシアンゲート」がどうなるか、これも気になるところです。 

 

７ 最後に 

●リアリティーを追求、弱さの自覚そして戦略的思考 

リアリティーを追求すること。これは基本です。やはり「弱さの自覚」そして国際情勢

をありのままに見る。見たくないと、オストリッチのような態度を取ってはならない。残

念ながら日本の平和と安全は一国では対応できない。米国には 5 つの傘で守られているの

は残念ながら現実です。５つの傘、つまり核、攻撃力、情報、シーレーン、軍事技術です。

これは米国に敵いません。それを認識した上で、戦略的思考を行わなければなりません。 

 

●当事者意識 

先ほど言ったように「謀略戦」は相当進んでいます。日本人は日本は日本が守るという

当事者意識を持っていなければならない。日本だけが能天気で、米国に指摘されて驚くよ

うでは困ったものです。真実に向き合わず、無知ゆえの安心の上に成り立っている虚妄の

平和です。 

「当事者意識の欠如」は日本人の平均値かもしれません。ウーマン・ラッシュアワーと

いうお笑い芸人がいますが「沖縄を下さいといったら上げるのか」という質問に対し「も

ともと中国から取ったのでしょう」と回答し、「尖閣を中国に取られてもいいのか」という

質問に対し「取られてもいいです。僕は明け渡します」と回答しました。これを中国ネッ

トユーザーは「正直な人だな」「首相になるのに適した人だ」だと言っています。これが平

均値であれば、がっくりきます。 

 



●オストリッチ・ファッションからの脱却 

「オストリッチ・ファッション」からの脱却ということで冒頭、首を穴に突っ込む写真

を見せました。見なかったことにしよう、ではなくて、しっかり見つめる。素直に脅威を

直視し、自分で対応を考える。当たり前ですが、こういう態度が必要です。 

 

●日米同盟の活性化 

「日米同盟」と「パックス・アメリカーナ」の維持が日本には国益に合致します。日米

の緊密化が中国の傍若無人な行動を抑止する。中国が最も避けたいのは米国と事を構える

ことですから、米国を巻き込む知恵が必要です。「戦争する国になる」とか「米国の手先な

る」とか「米国のポチだ」なんて言っている場合ではなく、我が国の防衛そのものです。 

そして「活米の知恵」が必要です。活米とは米国をいかに活かすかということです。同

盟は「ガーデニング」と同じで、少しずつ手入れをしておかないといけない。手を抜くと、

あっという間に草ぼうぼうになって荒廃してしまいます。 

尖閣諸島は独力で守らねばなりません。米軍を期待してはならない。米軍が出てこない

ように、中国は作戦を練って行動しているからです。先ほど述べたように「海保、警察の

強化」、「空自への『権限規定』追加」、「東シナ海の制空権、制海権を確保」することが必

須であり、本丸は「沖縄」であることを認識しておかなければならない。 

サミュエル・Ｐ・ハンティントン教授は亡くなる前に嫌なことを言っています。「米政府

はいずれ、中国の拡張主義に対抗するのをギブアップするだろう。日本は中国の属国にな

るだろう」と。また米国防省 1989 年の「ペンタゴンペーパー2025」では、2025 までに在

日米軍撤退とあります。こうならないようにするために日本が取る選択肢は①米とより強

い軍事同盟、②核武装、③中国に隷従となっています。どれを選択するのかは日本に投げ

かけられているわけですが、①の選択肢しか現実的にはないでしょう。 

 

●パーストマンの箴言 

英国のパーマストン卿の箴言に「永遠の同盟も、永遠の敵もない。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」というのがある。我々はこの箴言を常に

思い起こしながら、今後の難しい国際情勢を乗り越えていかねばならない。 

 

時間をややオーバーしましたが、これで終わりたいと思います。御清聴ありがとうござ

いました。 


