
的な「ストーリー」とも戦う必要が出て
くるだろう。中国が国際社会に広める「ス
トーリー」は、対決的な国際構造を構成
することになる可能性が高い。
　中国共産党の成功物語には、政治的に
脆弱な点があるのは前述の通りである。
さらには、中国の統治の安定性も、内部
の制度的要因及び周辺国との関係の中
で、それほど盤石ではないだろう。その
状況の中で、中国が西側諸国との「新冷

戦」を戦う意思があるのか、もし戦った
として、それが中国の経済発展にとっ
て、良好な結果をもたらすかどうかは不
明である。ただ、中国共産党は設立 100
年を迎えた上で、中国が大国としての良
識を発揮する成熟した方向に導くのか、
それとも挑戦者心理を維持し続けるのか
が、中国をめぐる国際秩序の重要な指標
になっていくように思える。

中国は如何なる国か
　もう 30年以上前のことになる。私が
米国の某大学に留学した際、私生活で中
国人准教授に大変お世話になった。彼は
天安門事件を機に、米国に亡命した有名
な中国人ロケット科学者であった。
　ある時、彼は中国政府から講演に招聘
されていると筆者に漏らしたことがあ
る。中国には絶対に帰るべきではないと
筆者は強く主張した。その 2年後、ど
ういう事情があったのか知らないが彼は
帰国し、北京空港で中国当局に身柄を拘
束され刑務所に収監された。大学は米国
政府を動かし、米国を挙げて釈放運動を
実施したが、なしのつぶてで今に至る。
詳しい話は本題ではないのでこの辺にし

ておく。
　留学中、私は「中国とはどういう国か」
と彼に聞いたことがある。彼は即座に「2
人のカールを愛する国」だと答えた。非
常に新鮮な響きで、今なお強烈な印象と
して残っている。
　「2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
ある。クラウゼヴィッツは、有名な「戦
争論」を書いた元プロシャの軍人であ
る。マルクスは「資本論」を書いて共産
主義の理論的主柱になった人物である。
2人に共通しているのは「力の信奉者」
であることだ。マルクスはクラウゼ
ヴィッツから多大な影響を受けていると
言われる。

中国共産党創設 100 年と日本の課題

政策提言委員・元空自航空支援集団司令官（元空将）　織田邦男
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　「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」、「戦争は血を流す外交、外交は血を
流さない戦争」、「流血を覚悟してはじめ
て流血なき勝利が得られる」と、2人は
多くの箴言を残している。
　中国は、「2人のカール」を愛する国
らしく、相手が強いと下手にでるが、弱
みを見せるとつけ込んでくる。中国の建
国の父、毛沢東も 16文字の詩を残して
いる。
　「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」
　まさに中国共産党 100年の歴史は「力
の信奉者」のそれと符合する。中国共産
党は 1921年、コミンテルン（国際共産
主義組織）の主導により、党員 57人で
スタートした。それ以降、1930年代か
ら中華民国政府と内戦を繰り広げ、国民
政府軍に勝利を収めた。1949年 10月、
毛沢東が中華人民共和国の建国を宣言す
るが、まだまだ貧しい国だった。にも拘
わらず、毛沢東は「民が飢えても」力の
源泉たる「核」は自力で保有するとの方
針のもと、核開発に成功した。
　毛沢東の後を継いだ鄧小平は、「力の
信奉者」と同時に現実主義者でもあっ
た。1970年代、まだまだ力不足である
中国の外交方針として「韜光養晦」を掲
げた。軍事力も経済力も弱い中国の外交
は、頭を低く下げて、手もみをしながら
下手に出ながら実施するという方針であ
る。別の高官は「屈辱に耐え、実力を隠
し、時を待つ」とも言った。
　中国は「孫子」の国である。「孫子」
も典型的な「力の信奉者」である。その
真骨頂は「不戦屈敵」、つまり戦わずし
て勝つということである。「孫子」は次

のように言う。「兵力が 2倍あっても戦
を仕掛けず、相手を分裂させよ。5倍あ
れば、戦を仕掛けてもよし。10倍あれ
ば戦をしなくても敵は落ちる」と。
　中国は鄧小平の「改革開放政策」と「韜
光養晦」により、飛躍的な発展を遂げた。
経済力については 2010年、日本を抜い
て GDP世界第 2位に躍り出た。2030年
までには、米国を抜くとも言われている。
　軍事については、1989年度から 2015
年度まで、国防費はほぼ毎年二桁の伸び
率で軍拡を進め、1991年度から 30年
間で約 42倍、2011年度から 10年間で
も約 2.3倍に拡大した。因みに 2021年
度の公表額は約 20兆 3,301億円と日本
の防衛費の約 4倍である。
　経済力、軍事力で実力をつけた今、こ
れまでの「韜光養晦」はかなぐり捨てた。
2014年 2月、中国の対外政策は『韜光
養晦』から『奮発有為』（勇んで事を為す）
へと大転換した。（清華大学国際問題研
究所閻学通所長）今や「戦狼外交」と言
われるように、なりふり構わず威圧的、
攻撃的になっている。東シナ海、南シナ
海での拡張主義的行動、香港、チベット、
ウイグルでの人権弾圧、台湾への武力行
使を公言するなど、「鎧」や「爪」を隠
そうともしなくなった。
　他方、米国の実力（軍事力、経済力）
にはまだまだ及ばないことは自覚してい
るようだ。力を背景としつつも、「三戦」、
即ち「心理戦・世論戦・法律戦」を駆使
して戦わずして勝つ戦略を多用している。

歴史に見る「力の信奉者」の行動
　21世紀の国際社会の最大の課題は、
台頭する独裁国家中国にどう対峙するか
であるといっても過言ではない。このた
めにも「力の信奉者」の中国が過去、ど
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のような行動パターンをとってきたかを
学んでおく必要がある。
　1973年、米国はベトナム戦争に負け、
撤退した。この地域に残ったのは戦争で
疲弊したベトナムであり、そこに「力の
空白」が生まれた。その「力の空白」を
突いて、中国は西沙諸島に侵出した。
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
ら奪取した。戦争で疲弊していたベトナ
ムは、為す術もなく、西沙諸島を盗られ
てしまう。その後、中国はウッディー島
を軍事基地に整備し、現在は戦闘機が配
備されているという。
　1985年、冷戦で疲弊したソ連は、ベ
トナムのカムラン湾から撤退を決めた。
ベトナム戦争終了後の 1979年、ソ連は
ベトナムとの間で、25年間のカムラン
湾租借契約を結び、南シナ海への出城の
ように使っていた。週に１回、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た。余談だが、
筆者は現役時代、この Tu-95に対し、
何度もスクランブルに上がった。
　ソ連が撤退を決めた途端、「力の空白」
ができ、中国はこれを見逃さなかった。
3年後の 1988年、中国はベトナム海兵
隊が守備しているチントン島を攻撃し、
この島を奪い盗った。ベトナム海兵隊は
この時 64名の戦死者を出している。
　1992年、米海軍はフィリピンのスー
ビック湾から、米空軍はクラーク基地か
ら撤退することを決めた。1989年に冷
戦が終わり、1991年にソ連が崩壊した
が、これに呼応するように、フィリピン
ではナショナリズムが澎湃として起こ
り、「米国は出ていけ。さもなければ金
よこせ」といった反米運動が起きた。時
あたかもピナツボ火山が噴火して、ク

ラーク基地は火山灰で多大な被害を被
り、米国はフィリピンから撤退を決め
た。米軍撤退が決まった途端、ここぞと
ばかりに中国は、領海法を設定し、南沙、
西沙諸島、そして尖閣諸島を自国領と明
記した。為す術のない米国の対応を見た
中国は、1995年にはミスチーフ環礁を
軍事占領した。
　「力の空白」ができると、直ちにこれ
に乗ずるという「力の信奉者」の本質を
露わにしてきた。にも拘わらず、オバマ
政権では同じ失態を繰り返す。2013年
9月、オバマ大統領は「もはや米国は世
界の警察官ではない」と述べた。中国は、
これを南シナ海での米国の不作為と判断
した。半年後、中国はここぞとばかりに
南沙諸島の 7つの岩礁埋め立てを始め
た。18ヵ月間で埋め立てを完了し、こ
れを軍事基地化した。
　3つの岩礁には 3,000m級滑走路を造
り、今では爆撃機の離発着訓練まで実施
している。因みに、もう 1つの「力の
信奉者」国家ロシアも、オバマ発言の半
年後、クリミア半島を武力併合している。
　我々がこれらの歴史から得なければな
らない教訓は、対中政策では決して「力
の空白」を作ってはならないということ
である。

中国の戦略的国境論と失地回復主義に
ついて
　領土、領域に対する中国の伝統的な発
想も押さえておく必要がある。一言で言
うと、「力が国境を決める」という考え
方である。中国はもともと中華思想の持
主で、この発想は中国人の DNAに刻み
込まれており、中華人民共和国になった
今も変わらない。
　常に自分が文明の中心にある。その影
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響力は、力に比例して同心円状に拡がっ
ていく。その影響下にある国は「臣下の
礼をとれば、統治権は認めてやる」とい
う「華夷秩序」、「冊封体制」の考え方は
今なお変わりはない。現在は、これを「戦
略的国境論」と呼んでいる。国力の増減
によって影響力の範囲が変化し、影響力
の届く範囲が国境であるという伝統的な
考え方である。
　また「東夷西戎、南蛮北狄」という言
葉があるように、中国以外は縁辺であ
り、遠くなればなるほど文明度の低い国
という「縁辺思想」は、潜在意識として
現代中国にも受け継がれている。
　20年以上も前のことである。筆者は
現役時代、防衛交流で中国を訪れた。そ
の際、歓迎パーティーで中国人民解放軍
の幹部が、「なぜ日本は中国に逆らうの
か。もう中国の影響下にあるだろう」と
真顔で言うのに驚いた。歴史に根差す彼
らの独特の発想を学べば、なるほどと合
点がいく。
　中国共産党は「我に従うものは栄え、
我に逆らうものは滅びる」とも言う。中
国が南シナ海、東シナ海で傍若無人に振
る舞うやり方は戦略的国境論に基づいて
いるのだ。
　2018年 6月、ジェームズ・マティス
米国防長官（当時）は米海軍大学で「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」と述べた。
　中国はこれに「失地回復主義」が加わ
る。「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」という発想である。「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」と言ってそれを実行しつつある。
　「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」、
「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で影響
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
ものだ。琉球も自分のものだ」というこ
とである。だが、こんなことが現代の国
際社会に通用するわけがない。
　マティス氏が「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」と言うように、中国の
考え方や発想が現代社会には通用しない
ことを教えてやらねばならない。
　だが国力をつけた中国は、自分より弱
い国の言うことに聴く耳を持たない。米
国であっても一国では、話を聞こうとは
しなくなった。従って、我々は米国を中
心として、自由、民主主義、人権、法の
支配と言った価値観を共有する国々がス
クラムを組んで一致団結し、戦略的国境
論や失地回復主義などは現在の国際社会
には通用しないことを教えていかねばな
らない。

中国は何を目指しているのか
　2014年、習近平国家主席は外事工作
会議で「国際社会の制度改革を進める」
と述べた。それ以降、壊れたレコードの
ように「国際秩序を中国主導で書き換え
ていく」という方針を述べるようになった。
　これまで中国は、米国が主導する国際
秩序、「パックス・アメリカーナ」の中で、
都合よく泳ぎながら発展、繁栄を遂げて
きた。だが、2030年代にも米国の経済
力を抜くと言われる段階に至って、中国
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は米国が本気になって中国潰しにかかっ
てきたという危機感を抱くようになった。
　中国潰しを跳ね返し、更なる発展を続
け、繁栄を継続するには、「パックス・
アメリカーナ」に依存しない国際秩序を
自ら造らねばならない。つまり、中国が
主導する国際秩序に作り変える必要があ
る。簡単に言えば「パックス・アメリカー
ナ」を「パックス・シニカ」に上書きす
る必要があると考えている。
　近年の国際情勢の動きを、中国の驚異
的な台頭、それに相対する米国の衰退傾
向を単純に「パワー・シフト」と解する
ことが多い。だが、実はそうではなく
「パックス・アメリカーナ」から「パッ
クス・シニカ」への覇権交代、つまり「パ
ラダイム・シフト」なのである。
　歴史的に見て、覇権国が入れ替わる
時、国際社会は不安定化する。ハーバー
ド大学のグレアム・T・アリソン教授は、
著書『米中戦争前夜』の中で「現在の覇
権国家と次なる覇権国家を目指す国家と
の間には戦争が起きやすい」と述べ、こ
れを「トゥキディデスの罠」と名付けた。
　トゥキディデスは古代ギリシアの歴史
家で、ペロポネソス戦争を描いた「ペロ
ポネソス戦争史」を著したことで有名で
ある。覇権国家であったスパルタが、新
興国アテネを「脅威」と捉えたことで、
ペロポネソス戦争に踏み切った。
　覇権を争う国家同士は戦争になりやす
い。アリソン教授は歴史上、覇権国家が
交代した 16ケースを取り上げ、そのう
ち 12のケースで戦争に至ったと述べ
る。米中の覇権争いも 75%の確立で戦
争が起きる可能性があり、戦争を起こさ
ないためには米中の直接交渉と妥協が必
要と説く。
　この妥協策の 1つとして中国が持ち

出したのが「太平洋分割論」である。
2012年、中国は互いの「核心的利益を
尊重」しようと米国に働きかける。
2013年 6月、習主席は「太平洋には米
中両大国を受け入れる十分な空間があ
る」とオバマ大統領に述べた。また
2014年 7月には第６回米中戦略・経済
対話で、「中米が対抗すれば両国と世界
に災難をもたらす。太平洋には 2つの
大国を受け入れる十分な空間がある」と
習氏は述べている。
　これに対し、オバマ政権は当初、事の意
味合いを理解できなかったのか、スーザン・
ライス大統領補佐官が“operationalize”（実
行する）と曖昧な言質を与え、同盟国は
疑心暗鬼に陥った。
　太平洋分割論は元々、鄧小平の懐刀で
あった劉華清の海軍戦略にある。彼は
2010年までに第 1列島線（九州・沖縄・
台湾・フィリピンそして南シナ海を巻き
込むライン）の内側を内海にする。
2020年までには第 2列島線（東京・小
笠原・グアム・パプアニューギニアに至
るライン）の西側を支配し、2050年ま
でにはハワイを境に西太平洋を支配する
という戦略を描いていた。この戦略は習
近平政権に受け継がれている。
　2007年 5月、ティモシー・キーティ
ング米太平洋軍司令官（当時）が初めて
訪中した際、中国海軍高官に太平洋分割
を持ち掛けられたという。キーティング
氏は「最初は冗談かと思ったが、そのう
ち本気だと分かった」と議会で証言して
いる。西太平洋を中国が、そして東太平
洋を米国が支配するという分割論であ
り、「パックス・シニカ」、「パックス・
アメリカーナ」で太平洋を分割統治しよ
うという提案である。
　だが中国にとって、これは方便に過ぎ
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ない。中国には「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。）とい
う言葉がある。一挙に「パックス・シニ
カ」を実現できないため、段階的に実行
するという便法なのである。
　トランプ政権発足当初は、中国は様子
見で、新型大国関係に言及するのは避け
ていた。2017年 3月、習主席はレック
ス・ティラーソン米国務長官（当時）と
の会談で初めて言及した。ティラーソン
長官は「国際社会が直面する挑戦に共同
で対応したい」と述べ、直接の返答は避
けた。にも拘わらず新京報はこれを「米
中の新型大国関係を再確認した」と報道
した。中国がトランプ政権にも新型大国
関係を求めている証左である。
　2017年 11月、米中首脳会談で、習
主席は初めて「太平洋には中国と米国を
受け入れる十分な空間がある」と公式に
述べたが、トランプ大統領はそれに応じ
なかった。それ以降、新型大国関係は封
印されたまま現在に至る。
　2017年 10月、党大会で習主席は
「2035年までに社会主義現代化の実現、
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」する。そのために「今世
紀半ばまでに世界一流の軍隊を作り上げ
る」、「海洋強国の建設を加速させる」と
述べた。トランプ政権、バイデン政権と
米中の確執が深まる中でも、この方針は
一貫している。
　あくまで中国の最終目標は、「パック
ス・アメリカーナ」を「パックス・シニ
カ」で上書きすることである。そのため
の当面の目標として、西太平洋から「一
帯一路」のアジア、アフリカに至る地域

的な覇権を確立することを目指している。

何故今、台湾なのか
　中国の最優先課題、つまりコアな国益
は 3つある。1つは中国共産党による一
党独裁体制の維持。これを守るためには
戦争も辞さずと公言している。2つ目は
国内社会秩序の維持、つまり分離独立の
排除である。そして、この 2つを支え
るのが 3つ目の経済成長である。
　分離独立の排除については、先述した
「戦略的国境論」「失地回復主義」と相俟っ
て、実力をつけた中国は近年、なりふり
構わず力による現状変更を目指すように
なった。モンゴル、チベットの併合と民
族同化政策に始まり、ウイグルにおける
人権侵害、民族浄化は激しさを増す。そ
して香港の「一国二制度」を事実上崩壊
させた。次は台湾だと言われている。台
湾は中国にとって分離独立排除の 1丁
目 1番地に違いない。
　習近平国家主席は 2013年 3月に就任
以来、「中華民族の偉大な復興」という
壮大な目標を掲げてきた。その最大の課
題は毛沢東も成し遂げられなかった台湾
の統一である。習近平には「第二の毛沢
東」になるという野望がある。終身主席
になり、独裁者として中華帝国に君臨す
ることである。是非とも自らの手で台湾
統一を成し遂げ、終身主席への正統性を
獲得したいと考えているに違いない。
　選挙のない中国では、トップに君臨す
るためには、誰もが納得する成果が必要
である。任期期限の 2023年までに、北
京オリンピックを成功させ、毛沢東も実
現できなかった台湾統一を成し遂げるこ
とができれば、正統性確保の恰好のレガ
シーとなる。
　2019年 1月、習氏は台湾統一に向け
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て「武力行使は放棄しない」と明言した。
2020年 10月には、台湾への武力行使
を念頭に「祖国の神聖な領土を分裂させ
るいかなる勢力も絶対に許さない。中国
人民は必ず正面から痛撃を与える」と述
べた。人民解放軍のトップである許其亮
中央軍事委員会副主席も「受動的な戦争
適応から能動的な戦争立案への態勢転換
を加速する」と述べている。
　台湾侵攻準備は着々と進んでいる。約
1万人態勢であった海兵隊を 3万人態勢
に増勢する。潜水艦も 56隻から 2022
年には約 70～80隻へ増勢する。米海軍
の潜水艦は現在 71隻態勢であるが、米
海軍の担当海域は７つの海である。中国
の場合、台湾侵攻だけに 70隻を投入で
きる。水上艦艇についても、数的優位は
既に中国海軍にある。現在、中国海軍艦
艇数は約 350隻、米海軍は 293隻。世
界最大の海軍の座は、中国に奪われてお
り（2020 China Military Power Report）、
米海軍の焦燥感は強い。
　台湾侵攻のための法整備は概ね整っ
た。2010年に国防動員法、2015年には
国家安全法が施行され、2017年には国
家情報法及びサイバー・セキュリティー
法、そして今年（2021年）には、改正
国防法と海警法が施行された。改正国防
法では、主権や領土の保全に加えて、海
外権益などを軍事力で守る方針を明記
し、共産党への忠誠を義務化して軍民の
総動員を確実にした。
　今年 2月 1日施行された海警法は、
中国が恣意的に定義する「管轄海域」で
外国船に対する武器使用を可能にした。
2018年 7月、海警局を武装警察部隊（以
下「武警」）に編入した。武警は同年 1月、
既に人民解放軍と同じ中央軍事委員会直
属となっている。海警局のトップにも海

軍出身者を配置した。海警の「海軍化」
は完了した。中央軍事委員会の命令一
下、海警は海軍の駒として活動できる。
この肝は、平時やグレーゾーンで、海軍
を表に出すことなく、海警と海上民兵を
主体に台湾侵攻の作戦準備を実施できる
ことだ。
　平時における海警を使った作戦準備に
対しては、海上保安庁が対応しなければ
ならないが、海保にはその任務も権限も
与えられていない。かといって平時であ
るため、米軍、自衛隊を出動させること
は難しい。「先に軍を出したのは日本だ」
と世論戦を張るだろうし、中国海軍を出
動させる口実を与えかねない。そこが中
国の狙い目なのだ。
　これまで中国はなぜ台湾侵攻を行わな
かったのか。兵力不足が最大要因だが、
「ナッシュ均衡」が保たれていたことも
ある。「ナッシュ均衡」とはゲーム理論
で「誰も戦略を変更することによって利
益がない」状態をいう。中国は「台湾が
独立宣言しなければ、武力行使はしな
い」、台湾は「中国が武力行使しない限
り独立宣言はしない」、米国は「中国が
台湾に侵攻しなければ武力行使はしな
い」。この三竦み状態が「ナッシュ均衡」
である。バイデン政権は、「台湾侵攻が
あれば台湾独立を承認する」を加えて均
衡を補強しようとしている。
　この「均衡」を崩すかどうかは習氏の
野望次第である。国家主席の任期は
2023年に迫る。仮に一任期延長できた
としても、2028年には再び任期が迫る。
しかも前年の 2027年、つまり今から 6
年後には人民解放軍が建軍 100周年を
迎える。それまでに強硬派の軍部を納得
させる成果がなければ、習氏は終身主席
の座を諦めざるを得なくなる。
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　フィリップ・デービッドソン元米イン
ド太平洋軍司令官が「6年以内」に台湾
侵攻の可能性があり得ると議会証言した
が、これと符合する。現在のインド太平
洋軍司令官ジョン・アキリーノ大将は「大
半の人が考えているよりもはるかに切迫
している」と議会証言した。
　ただマーク・ミリー統合参謀本部議長
は「（現在は）中国に台湾を侵攻できる
能力はない」とも発言している。彼は習
主席が、「台湾を占領する能力を発展さ
せる計画を 6年後に早めるよう人民解
放軍に求めた」ことをもって「6年後」
の意味するところだと説明した。そして
「これは能力であり、軍事的に侵攻する
企図及び動機は少ない」とした上で「し
かしながら、台湾併合は中国の核心的利
益である」と述べている。
　同じ公聴会でロイド・オースティン米
国防長官は「台湾統一が中国の目標であ
ることは疑問の余地がない。その時期や
時間的幅については、これから見ていく
必要がある」と発言している。
　能力整備には時間がかかる。だが、為
政者の意図は一夜にして変わり得る。独
裁国家ではなおさらだ。地政学的に見て
台湾有事は即、日本有事となる。危機管
理の要諦は、起こりうる事態を「まさか」
と捉えるのではなく、「もしかして」と
捉え、最悪を想定して準備をしておくこ
とだ。台湾有事は日本の有事だけに、悲
観的に準備をしておく必要がある。
　日米両国が戦争も辞さず台湾を守る覚
悟を示せば、台湾有事の抑止は保たれる
だろう。3月の日米安全保障協議委員会
（日米「2＋ 2」）で中国を名指しし、「台
湾海峡の平和と安定の重要性」が言及さ
れた。その後 4月の日米首脳会談、そ
して 6月の G7サミットでもこれが強調

された。この意味は大きい。
　「平和を欲すれば戦争を準備せよ」と
は真理である。今、問われるのは、具体
的行動である。その後、日米共同作戦計
画の策定や、それに基づく日米共同訓練
の実施が欠かせない。これが実施されて
いるかどうかは、寡聞にして知らない。
　菅首相は日米首脳会談後の記者会見で
「防衛力強化への決意」を表明した。対
米公約ともなった「防衛力強化」は台湾
有事を抑止する「強化」でなければなら
ない。中期防衛力整備計画の前倒しが取
りざたされているが、今、日米同盟に求
められるのは「負担の分担」ではなく、
「抑止力の分担」である。台湾有事は日
本の有事であるとの当事者意識をもった
日本の対応が求められる。

「異形の大国」にどう対峙するか
　ソ連共産党はロシア革命以降 70年余
りで滅んだ。中国共産党は 100年経っ
た今でも、崩壊する予兆は見られない。
崩壊どころか、中国は近い将来、経済力
も軍事力も米国を抜いて世界一の座に躍
り出るとも言われる。厄介なことは、国
力の増大に伴って益々、威圧的、権威主
義的傾向を強めていることだ。誰の言う
ことも聞かず、自国の論理で力を振り回
す「異形の大国」が隣国に出現した。こ
の「異形の大国」にどう立ち向かうのか。
日本のみならず、21世紀の国際社会全
体の最大課題となっている。
　戦争をするわけにはいかない。さりと
て唯我独尊、傍若無人の振る舞いに手を
拱いて見過ごすわけにもいかない。中国
が邪な考えを起こさぬよう抑止力を維持
しつつ、何とか真っ当な国に誘導してい
くしかない。
　先述のように中国は「力の信奉者」で
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ある。力でもって関与するしか手はな
い。しかしながら、関与する側が力で圧
倒されては、中国は聞く耳を持たない。
台湾統一など武力行使の誘惑にかられな
いようにしなくてはならない。
　力で関与するためには、未だ世界最強
である米国の力は欠かせない。だが、も
はや米国一国でも手に余るのも現実であ
る。やはり米国を中心として価値観を同
じくする国々がスクラムを組んで中国に
対峙するしかない。米国、日本、インド、
豪州によるクアッドの枠組みができた。
今後、この枠組みを更に充実させ、広げ
ていかねばならない。
　中国を真っ当な国に誘導していくに
は、20年、30年はかかるだろう。いや、
もっとかかるかも知れない。その間に、
国際情勢がどう転んでも中国が易々と軍
事力を行使することがないよう抑止力を
維持、整備しておく必要がある。最も重
要なことは「力の空白」を作らないこと
である。
　もう 1つ大切なポイントがある。中
国は相手の徹底した抵抗と国際社会の非
難には意外と敏感なところがある。スク
ラムを組んだ我々の陣営は、個々の事象
に対し毅然として対応するとともに、間
髪を入れず「世論戦」に訴えていくこと
だ。「中国 vs国際社会」の構図を作って
いくことが何より重要となる。
　冷戦時の最前線はベルリンにあった。
今や安全保障の最前線はベルリンの壁か
ら第 1列島線に移った。日本はその第 1
列島線上にある。まさに冷戦時の西ドイツ
は現在の日本である。冷戦時、NATOが
世界平和の鍵であったように、対中戦略
の最重要パラメーターは日米同盟である。
　今後、「パックス・アメリカーナ」か
「パックス・シニカ」の選択を迫られる

かも知れない。だが、日本に選択の余地
はない。自由と民主主義、人道、人権、
法の支配がなければ日本は日本でなくな
る。我々の選択は「パックス・アメリカー
ナ」を支えるしかない。「日米同盟」と
「パックス・アメリカーナ」の維持が日
本には国益に合致するだけでなく、国際
社会の平和と安定に繋がる。
　我々には米国を巻き込む知恵が必要で
ある。2013年 9月、オバマ大統領は「米
国はもはや世界の警察官ではない」と述
べた。その半年後、クリミア半島が併合
され、南シナ海の大規模埋め立てが始
まったことは既に述べた。中国もロシア
も米国が動かないと判断したからだ。
　トランプ大統領もバイデン大統領もこ
の「オバマ発言」を否定していない。最
近、事あるごとに米国は、モンロー主義
という先祖返りの気配を感じさせる。そ
うさせないためには、同盟国が応分の役
割、任務、責任を果たさねばならない。
もはや「米国の戦争に巻き込まれる」、「米
国の手先になる」といった古めかしい言
辞を撒き散らしている場合ではない。こ
れからは「米国を巻き込む」知恵が必要
なのだ。日米同盟を可能な限り対等な同
盟にする。そのために、あらゆる手立て
を実行していかねばならない。
　米国防総省が 1989年に出した「ペン
タゴンペーパー2025」では、2025年ま
でに在日米軍は撤退すると予測した。こ
の時の日本が取り得る選択肢としては、
①米国とより強固な軍事同盟を結ぶ ②
核武装する ③中国に隷従する――と記
述されている。30年以上前に出された
報告書であるが、その慧眼に驚く。我々
日本がとる選択肢は現実的には①しかな
い。このことを今一度、肝に銘ずるべき
だろう。これが「異形の大国」に対峙す
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る最良策なのである。

おわりに
　日本人は得てして、見たくない現実は
見ないふりをする習性がある。ダチョウ
は危機が来ると穴に首を突っ込み、危機
を見ないことで心の平安を保つと言われ
る。危機から目を逸らす日本人の習性を
欧米諸国は「オストリッチ・ファッショ
ン」と揶揄する。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
の平和では、もはや日本の平和と安全を
守ることはできない。
　連日のように尖閣の領有権を侵害し、
台湾への武力行使を公言する中国に対し
て、令和 3年度の防衛白書では「わが
国を含む地域と国際社会の安全保障上の
強い懸念」と表現した。何故、素直に「脅
威」と表現しないのか。まさに「オスト
リッチ・ファッション」とはこのことで
ある。
　リアリティーの追求は安全保障の基本
である。自らの弱さを自覚し、見たくな
い現実を見る。素直に脅威を直視し、自
分で対応を考える。これが戦略的思考の
前提である。
　日本の平和と安全は一国では守れな
い。現在、米国の 5つの傘、つまり「核、
攻撃力、情報、シーレーン、軍事技術」
の傘で守られている。残念ではあるがこ
れが現実である。この現実を直視し、戦
略的に安全保障を考える。それが今、「異
形の大国」と対峙する上で求められてい
るのだ。
　拙稿を閉じようとした時、アフガニス
タン全土がタリバンによって制圧された
というニュースが飛び込んできた。米軍
がアフガンから撤退の最中、アシュラ

フ・ガニー大統領は国外に逃亡し、アフ
ガンは大混乱に陥った。空港は国外へ逃
げ出そうとする国民で埋まり、米軍輸送
機に取りすがった国民が振り落とされ、
数人が死亡するという痛ましい出来事も
起きた。
　バイデン大統領はアフガン撤退を正当
化した上で、次のように語っている。
　「アフガン軍自身が戦う意思のない戦
争で、米軍が戦うことはできない。アフ
ガン軍が戦わないのに、あと何世代、何
人の米国人の命が必要か。アーリントン
墓地に墓石が何列並んでいるのか。過去
の過ちは繰り返さない」
　他人事ではない。「アフガン軍」を「日
本人」に入れ替えれば、そのまま日本人
への警鐘となる。米国大統領が「私の責
任は米国の国益を守ることであり、軍事
力を使って世界のあらゆる問題を解決す
るため米兵を危険にさらすことではな
い」と語った意味は大きい。日本人は対
岸の火事ではなく、我が事としてアフガ
ン情勢をとらえる必要があるだろう。
　アングロサクソンには「勝てない相手
とは手を結べ」という言葉がある。米国
が将来、中国と手と結ぶことも考慮外で
あってはならない。考えたくない想定だ
が、安全保障に「想定外」があってはな
らない。そうならぬよう軍事、外交努力
は欠かせない。考えたくない最悪のシナ
リオも考慮した上で対中戦略を構築して
いかねばならない。中国共産党創設 100
年に当たって、パーマストン卿の箴言が
再び光を放つ。

　 「永遠の同盟も永遠の敵もない。ある
のは国益であり、これを追求するのが
我々の役目である」
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